
 

 
                                 令 和 元 年 ７ 月 2 9 日 
                                震災伝承ネットワーク協議会 
                                       
 

震災伝承施設の登録証の伝達式を行います 

～宮城県と仙台市の初めての登録施設～ 
 

 

 東北地方整備局、被災４県１市（青森県、岩手県、宮城県、福島県、仙台市）で構成する震災

伝承ネットワーク協議会（会長：東北地方整備局長）では、平成３１年３月２８日に公募の中か

ら１９２件の震災伝承施設を登録決定しました。 

 この中で第３分類施設 ※については、案内標識に標章（ピクトグラム）の使用が可能となって

おり、この度、震災伝承施設として宮城県と仙台市での最初の登録証伝達式を行います。 

※「伝承施設」、「訪問のしやすさ」、「理解のしやすさ」の３条件を満たす施設 

◎震災伝承施設の登録施設リストと位置図は、下記 URL からご覧になれます。 

http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/sisetsu/facility/ 
 
 
 
宮城県登録証伝達式 

■日時：令和元年８月１日（木）１６：４０～１６：５５ 

■会場：宮城県庁行政庁舎４階 特別会議室 

■次第：１．あいさつ（東北地方整備局長、宮城県知事） 

    ２．震災伝承施設登録証伝達 

    （「石巻ニューゼ」設置者（石巻日日新聞社）へ東北地方整備局長より手交） 

    ３．記念撮影 

 

 

仙台市登録証伝達式 

■日時：令和元年８月１日（木）１７：２０～１７：３５ 

■会場：仙台市役所本庁舎３階 第１応接室 

■次第：１．あいさつ（東北地方整備局長、仙台市長） 

    ２．震災伝承施設登録証伝達 

（「東日本大震災 学習・資料室」設置者（みやぎ生協）へ東北地方整備局長より手交） 

    ３．記念撮影 

 

【添 付 資 料】 震災伝承施設一覧（宮城県抜粋）（別紙） 

【発表記者会】 宮城県政記者会、仙台市政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会 

問合せ先 

震災伝承ネットワーク協議会事務局（国土交通省東北地方整備局企画部） 

         震災対策調整官      大森
おおもり

 祐一
ゆういち

 （内線３１１８） 

           企画課 建設専門官  松本
まつもと

  章
あきら

   （内線３１５３） 

TEL:022-225-2171（代表）  FAX:022-221-9890 

 
 
 



「震災伝承施設」登録一覧（宮城県抜粋）

施設番号 名称 所在地 備考

第1分類

宮城 第1－001号 新浜地区 震災地域モニュメント 仙台市宮城野区岡田字新浜浦通西14-3

宮城 第1－002号  名取川河口部左岸 津波到達情報看板 宮城県仙台市若林区藤塚字土手外地内

宮城 第1－003号 南蒲生地区 震災地域モニュメント 仙台市宮城野区蒲生字原屋敷26-1

宮城 第1－004号 中野地区地域モニュメント
仙台市宮城野区 元仙台市立中野小学校所在地

（仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業地内）

宮城 第1－005号 藤塚地区地域モニュメント 仙台市若林区藤塚字屋敷４７

宮城 第1－006号  地域の歴史モニュメント「荒浜の歴史」 宮城県仙台市若林区荒浜字南丁９

宮城 第1－007号  鎮魂のモニュメント「荒浜記憶の鐘」 宮城県仙台市若林区荒浜字中丁36-29

宮城 第1－008号 二日町庁舎跡地 記念石碑 宮城県仙台市青葉区二日町９－１５地先

宮城 第1－009号 仙台海岸堤防復旧説明看板 宮城県仙台市若林区荒浜地内

宮城 第1－010号 新浜みんなの家 仙台市宮城野区岡田字浜通54-2

宮城 第1－011号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（鮎川） 宮城県石巻市鮎川浜寺前18-2

宮城 第1－012号 昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（名振） 宮城県石巻市雄勝町名振字東12-49

宮城 第1－013号 昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（立神） 宮城県石巻市北上町十三浜字立神4-1

宮城 第1－014号 昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（小泊） 宮城県石巻市北上町十三浜字小泊29

宮城 第1－015号 昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（小指） 宮城県石巻市北上町十三浜字小指14

宮城 第1－016号 昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（大指） 宮城県石巻市北上町十三浜字大指4-1

宮城 第1－017号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（桃浦） 宮城県石巻市桃浦字寺下17

宮城 第1－018号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（荻浜） 宮城県石巻市荻浜字家前17

宮城 第1－019号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（小網倉） 宮城県石巻市小網倉浜戸根入道下

宮城 第1－020号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（谷川） 宮城県石巻市谷川浜風越山1-34

宮城 第1－021号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（大谷川） 宮城県石巻市大谷川浜二重坂1-2

宮城 第1－022号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（小渕） 宮城県石巻市小渕浜入の沢19

宮城 第1－023号 昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（十八成） 宮城県石巻市十八成浜山下1-1

宮城 第1－024号  北上川7.9k右岸 津波到達情報看板 宮城県石巻市福地 地内

宮城 第1－025号  旧北上川22.0k左岸 津波到達情報看板 宮城県石巻市桃生町神取 地内

宮城 第1－026号  旧北上川22.0k右岸 津波到達情報看板 宮城県石巻市和渕 地内

宮城 第1－027号  旧北上川33.2k左岸 津波到達情報看板 宮城県石巻市倉埣 地内

宮城 第1－028号  江合川2.0k右岸 津波到達情報看板 宮城県石巻市和渕 地内

宮城 第1－029号   旧北上川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸22.0k） 宮城県石巻市和渕 地内

宮城 第1－030号   北上川河口部復旧・復興の概要看板（左岸-0.4k） 宮城県石巻市北上町十三浜 地内

宮城 第1－031号 東日本大震災慰霊碑 宮城県石巻市門脇町5丁目208番地-2地先

宮城 第1－032号 旧石巻市立門脇小学校 宮城県石巻市門脇町四丁目２番１１号 ほか

宮城 第1－033号 旧石巻市立大川小学校 宮城県石巻市釜谷字山根１ ほか

宮城 第1－034号 神の倉の津波石 宮城県気仙沼市唐桑町神の倉

宮城 第1－035号   津波石碑（昭和八年三月三日大震嘯災記念） 宮城県気仙沼市唐桑町竹の袖（賀茂神社境内）

宮城 第1－036号  津波石碑（大震嘯災記念） 宮城県気仙沼市三ノ浜（鶴ヶ浦）（県道大島浪板線脇）

宮城 第1－037号  津波石碑（大震嘯災記念） 宮城県気仙沼市二ノ浜（梶ヶ浦）（県道大島浪板線脇）

宮城 第1－038号  津波石碑（大震嘯災記念） 宮城県気仙沼市浪板（吉田鉄鋼所前、個人宅地内）

宮城 第1－039号 命のらせん階段（旧阿部家住宅） 宮城県気仙沼市内の脇2丁目133-1

宮城 第1－040号 名取海岸堤防復旧説明看板 宮城県名取市下増田屋敷地内

宮城 第1－041号  津波石碑（震嘯記念） 宮城県名取市閖上（日和山富士主姫神社脇）

宮城県

別 紙



施設番号 名称 所在地 備考

第1分類

宮城 第1－042号  阿武隈川河口部左岸 津波到達情報看板 宮城県岩沼市寺島字川向地内

宮城 第1－043号 阿武隈川寺島堤防の説明看板 宮城県岩沼市寺島字押切地内

宮城 第1－044号 岩沼海岸堤防復旧説明看板 宮城県岩沼市寺島字川向地内

宮城 第1－045号  北上川25.6k右岸 津波到達情報看板 宮城県登米市柳津 地内

宮城 第1－046号  北上川25.6k左岸 津波到達情報看板 宮城県登米市柳津 地内

宮城 第1－047号  北上川32.0k左岸 津波到達情報看板 宮城県登米市日根牛 地内

宮城 第1－048号  北上川32.1k右岸 津波到達情報看板 宮城県登米市寺池 地内

宮城 第1－049号  北上川48.9k右岸 津波到達情報看板 宮城県登米市上沼 地内

宮城 第1－050号  北上川48.9k左岸 津波到達情報看板 宮城県登米市錦織 地内

宮城 第1－051号   北上川内陸部復旧・復興の概要看板（左岸36.9k） 宮城県登米市東和町米谷 地内

宮城 第1－052号  鳴瀬川0.3k左岸 津波到達情報看板 宮城県東松島市浜市樋場 地内

宮城 第1－053号  鳴瀬川0.6k右岸 津波到達情報看板 宮城県東松島市野蒜立石 地内

宮城 第1－054号  鳴瀬川4.1k左岸 津波到達情報看板 宮城県東松島市小野裏丁 地内

宮城 第1－055号  吉田川4.2k右岸 津波到達情報看板 宮城県東松島市川下宿浦 地内

宮城 第1－056号   鳴瀬川内陸部 復旧・復興の概要看板（鳴瀬堰） 宮城県東松島市高松猪鼻 地内

宮城 第1－057号   鳴瀬川河口部 復旧・復興の概要看板（野蒜水門） 宮城県東松島市野蒜立石 地内

宮城 第1－058号 3.11東日本大震災伝承板－定川河川災害復旧工事－ 宮城県東松島市赤井地内

宮城 第1－059号  鳴瀬川17.6k右岸 津波到達情報看板 宮城県大崎市鹿島台木間塚柿ノ木平 地内

宮城 第1－060号   江合川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸26.5k） 宮城県大崎市古川福沼 地内

宮城 第1－061号  阿武隈川河口部右岸 津波到達情報看板 宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎地内

宮城 第1－062号 山元海岸堤防復旧説明看板 宮城県亘理郡山元町高瀬字浜砂

宮城 第1－063号  吉田川9.0k右岸 津波到達情報看板 宮城県宮城郡松島町竹谷藤ノ巻 地内

宮城 第1－064号  吉田川13.6k左岸 津波到達情報看板 宮城県宮城郡松島町幡谷 地内

宮城 第1－065号  吉田川14.0k右岸 津波到達情報看板 宮城県宮城郡松島町幡谷岩下向 地内

宮城 第1－066号   吉田川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸13.6k） 宮城県宮城郡松島町幡谷岩下 地内

宮城 第1－067号   吉田川内陸部 復旧・復興の概要看板（左岸17.4k） 宮城県黒川郡大郷町粕川堀北 地内

宮城 第1－068号  江合川2.0k左岸 津波到達情報看板 宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台 地内

宮城 第1－069号   江合川内陸部 復旧・復興の概要看板（左岸14.6k） 宮城県遠田郡涌谷町涌谷 地内

宮城 第1－070号  鳴瀬川17.2k左岸 津波到達情報看板 宮城県遠田郡美里町大柳南境 地内

宮城 第1－071号   江合川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸19.0k) 宮城県美里町牛飼 地内

第2分類

宮城 第2－001号   仙台合同庁舎B棟1階 行政情報プラザ内 東北地方整備局展示コーナー 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟

宮城 第2－002号  震災伝承看板「支援物資輸送を確保した航路啓開 （仙台塩釜港）」 宮城県仙台市宮城野区港二丁目5 スリーエム仙台港パーク 展望台

宮城 第2－003号  震災の伝承看板（海岸公園井土地区） 仙台市若林区井土字開発139番地の1地内

宮城 第2－004号  3.11東日本大震災伝承板－長浜海岸防潮堤－ 宮城県石巻市渡波地内

宮城 第2－005号  石巻市北上地区慰霊碑及びモニュメント 宮城県石巻市北上町十三浜字東田50-3

宮城 第2－006号  早馬神社 津波到達点 復興祈願碑 宮城県気仙沼市唐桑町宿浦75

宮城 第2－007号 岩井崎龍の松 宮城県気仙沼市波路上岩井崎１－１

宮城 第2－008号 下増田神社 宮城県名取市下増田字屋敷64

宮城 第2－009号 多賀城市 津波波高標識 宮城県多賀城市八幡２丁目２１

宮城 第2－010号  多賀城市東日本大震災モニュメント 多賀城市中央2丁目7番地内（多賀城駅前公園内）

宮城 第2－011号 いわぬまひつじ村 宮城県岩沼市押分字須加原61

宮城県



施設番号 名称 所在地 備考

第2分類

宮城 第2－012号  震災伝承看板「ポンプ車集中投入 仙台空港を早期“再生”」 宮城県岩沼市下野郷字浜177番地 千年希望の丘 相野釜公園（２号丘）

宮城 第2－013号 亘理町立 郷土資料館 宮城県亘理郡亘理町字西郷140

宮城 第2－014号 吉田浜防災公園 お地蔵様 宮城県亘理郡亘理町吉田字須賀畑地内

宮城 第2－015号 鳥の海公園 鎮魂の碑 宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎9- 2

宮城 第2－016号  3.11東日本大震災伝承板－菖蒲田海岸防潮堤－ 宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜地内

第3分類

宮城 第3－001号 東日本大震災 学習・資料室  宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2みやぎ生協文化会館ウィズ内

宮城 第3－002号 せんだい3.11メモリアル交流館  宮城県仙台市若林区荒井字沓形８５－４（地下鉄東西線荒井駅舎内）

宮城 第3－003号  震災遺構仙台市立荒浜小学校 宮城県仙台市若林区荒浜字新堀端３２－１

宮城 第3－004号 石巻ニューゼ 宮城県石巻市中央二丁目8-2 Ａ棟1Ｂ

宮城 第3－005号 震災伝承スペースつなぐ館 宮城県石巻市中央２丁目８－２ ホシノボックスピア１Ｆ

宮城 第3－006号  東日本大震災メモリアル南浜つなぐ館 宮城県石巻市南浜町３丁目１－２４

宮城 第3－007号  唐桑半島ビジターセンター・津波体験館 宮城県気仙沼市唐桑町崎浜４－３

宮城 第3－008号  リアス・アーク美術館 「東日本大震災の記録と津波の災害史」常設展示 宮城県気仙沼市赤岩牧沢138-5

宮城 第3－009号  気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 宮城県気仙沼市波路上瀬向９番地１

宮城 第3－010号  津波復興祈念資料館 閖上の記憶 宮城県名取市閖上五丁目23-20

宮城 第3－011号  岩沼市千年希望の丘交流センター 宮城県岩沼市下野郷字浜177番地

宮城 第3－012号  東松島市東日本大震災復興祈念公園 宮城県東松島市野蒜字北余景56-36

宮城 第3－013号 高野会館 宮城県本吉郡南三陸町志津川字汐見町32-1

宮城 第3－014号 名取市震災メモリアル公園 宮城県名取市閖上五丁目１42 他

宮城県


