
                       

令 和 4 年 2 月 2 日 

震災伝承ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会事務局 

 

「震災伝承施設」への追加登録施設が決定しました 

～登録総数 302件に～ 
 

「震災伝承施設」の登録制度は平成 30年度に開始され、申請に基づき震災

伝承ネットワーク協議会※が登録を行っております。 

本日、第 8回震災伝承ネットワーク協議会において、「震災伝承施設」への

追加登録施設が決定されました。今回の決定により、登録総数は２８９件（第

8回 NW協議会前までの登録施設数）から３０２件になりました。 

「震災伝承施設」については、引き続き募集中ですので、たくさんのご応募

をお待ちしています。 

※ 震災伝承ネットワーク協議会（構成機関：東北地方整備局、青森県、岩手県、宮城県、福島県、仙台市） 
  
 

◎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/shinsaidensho/sisetsu.html 
 

◎登録要綱と申請用紙は、下記 URL から入手できます。 

http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/youkou.html 
 

＜添付資料＞ 

別紙１ 「震災伝承施設」追加登録一覧 

別紙２ 「震災伝承施設」の登録状況 

別紙３ 「震災伝承施設」第 3分類追加登録の概要 

別紙４ 震災伝承施設の募集と分類について 
 
 

【発表記者会】 

青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、宮城県政記者会、福島県政記者クラブ、 

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） 

さの    ともき 

震災伝承推進官 佐野 智樹（内線3119） 
                               ますざわ  とおる 

広域計画課  課長 増澤 亨 （内線3211） 

代表電話：022-225-2171  FAX：022-221-9890 

http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/sisetsu.html
http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/youkou.html


震災伝承施設追加登録一覧
令和４年２月２日時点

【新規登録施設】

施設番号 名称 所在地 備考

第2分類

青森　第2-003号 津波記憶石第29号
青森県八戸市大字市川町字市川後55-1
八戸市多賀多目的運動場敷地内

施設番号 名称 所在地 備考

第2分類

岩手　第2-028号 津波記憶石第1号 岩手県釜石市鵜住居町第20地割93-13

岩手　第2-029号 津波記憶石第26号
岩手県大船渡市三陸町綾里字宮野（三陸鉄道綾里
駅前）

岩手　第2-030号 津波記憶石第27号 岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野1番地3地先

第1分類

岩手　第1-070号 津波記憶石第3号 岩手県釜石市唐丹町本郷（県道249号線沿い）

岩手　第1-071号 津波記憶石第4号～第25号
岩手県釜石市唐丹町6地区（本郷、荒川、小白浜、
片岸、花露辺、大石）内22ヶ所

岩手　第1-072号 津波記憶石第33号
岩手県大船渡市赤崎町字山口107番地1（大船渡市
立東朋中学校）

施設番号 名称 所在地 備考

第3分類

宮城　第3-026号 東日本大震災慰霊碑（日和幼稚園被災園児慰霊碑） 宮城県石巻市門脇町五丁目242番地内

宮城　第3-●●号 石巻市震災遺構門脇小学校 宮城県石巻市門脇町四丁目3番15号

第2分類

宮城　第2-032号 石巻市慰霊碑
宮城県石巻市門脇町五丁目地内（石巻南浜津波復
興祈念公園内）

宮城　第2-033号 津波記憶石第28号
宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜堀切山107-1（女川町
地域医療センター敷地内公園）

宮城　第2-034号 東日本大震災遺構（旧女川交番） 宮城県牡鹿郡女川町海岸通り1番地

第1分類

宮城　第1-075号 津波記憶石第2号
宮城県気仙沼市本吉町平貝63（気仙沼市立小泉小
学校駐車場敷地内）

宮城　第1-076号 津波記憶石第32号 宮城県気仙沼市錦町1-2（錦町公園）

施設番号 名称 所在地 備考

第3分類

福島　第3-013号 とみおかアーカイブ・ミュージアム 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚760番地の1

福島県

宮城県

青森県

岩手県

別紙１

※既に登録されている第１分類（宮城第1ｰ031号）から第３分類（宮城第3-026号）へ登録変更となります。

※既に登録されている第1分類（宮城第1ｰ032号）から第3分類へR4年4月の施設オープン後に登録変更となります。



「震災伝承施設」の登録状況

■登録状況

施設数
（件）

分類の内訳

第１分類 第２分類 第３分類

青森県内 8  【+1】 4  【±0】 3 【+1】 1 【±0】

岩手県内 119 【+6】 71  【+3】 30  【+3】 18   【±0】

宮城県内 134 【+5】 74  【+1】 34  【+3】 26   【+1】

（うち仙台市） （22） 【±0】 （10） 【±0】 （8） 【±0】 （4） 【±0】

福島県内 41 【+1】 5  【±0】 23  【±0】 13   【+1】

合計 302 【+13】 154  【+4】 90  【+7】 58   【+2】

令和４年２月２日時点

【 】内：令和３年１０月２４日時点からの差

※補足事項：
①【宮城県】東日本大震災慰霊碑（日和幼稚園被災園児慰霊碑）については、既に登録されている

第１分類から第３分類への登録変更になります。
②【宮城県】石巻市震災遺構門脇小学校については、施設オープン後に、既に登録されている

第１分類から第３分類への登録変更になります。

別紙２



【宮城県】東日本大震災慰霊碑（日和幼稚園被災園児慰霊碑）〔第３分類〕

名称を東日本大震災慰霊碑から東日本大震災慰霊碑（日和幼稚園被災園児慰霊碑）へ変更
■所在地：宮城県石巻市門脇町5丁目208番地-2地先⇒宮城県石巻市門脇町五丁目242番地内（区画整理のため変更）
■設置者：日和幼稚園遺族有志の会（自薦）

東日本大震災慰霊碑【第1分類】

東日本大震災慰霊碑（日和幼稚園被災園児慰霊碑）【第3分類】

【追加内容】
・駐車場、トイレ、休憩スペースの追加（石巻南浜復興祈念公園内を使用）
・語り部活動の実施

登録変更

多言語化有

【宮城県】石巻市震災遺構門脇小学校〔第３分類〕

名称を旧石巻市立門脇小学校から石巻市震災遺構門脇小学校へ変更
■所在地：宮城県石巻市門脇町四丁目2番11号⇒宮城県石巻市門脇町四丁目3番15号へ変更（区画整理のため変更）
■設置者：石巻市（自薦）

旧石巻市立門脇小学校【第1分類】

石巻市震災遺構門脇小学校【第3分類】

登録変更

【追加内容】
・駐車場、トイレ、休憩スペースの整備
・説明板、ビデオ上映、情報端末等の設置
・案内人の配置

【福島県】とみおかアーカイブ・ミュージアム〔第３分類〕

■所在地：福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚760番地の1
■設置者：富岡町（自薦）

「震災伝承施設」 第3分類追加登録の概要 別紙３

施設の詳細は以下をご確認ください。
http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/sisetsu.html

【登録内容】
・駐車場、トイレ、休憩スペースの整備
・説明板、ビデオ上映、情報端末等の設置
・案内人の配置

http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/sisetsu.html


震災伝承施設の募集と分類について

 震災伝承施設は、自薦や他薦も含め公募により収集する。
 震災伝承施設は、震災遺構、震災復興伝承館、祈念碑や慰霊碑等、東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する
施設を対象とする。

募集する震災伝承施設は、下記の項目のいずれか一つ以
上に該当すること。

（1） 災害の教訓が理解できるもの

（2） 災害時の防災に貢献できるもの

（3） 災害の恐怖や自然の畏怖(いふ)を理解できるもの

（4） 災害における歴史的・学術的価値があるもの

（5） その他（災害の実情や教訓の伝承と認められるもの）

震災伝承施設の募集にあたっては、設置状況等の下記
の内容を把握する。
①十分な容量の駐車場スペース等の有無
②展示内容の多言語化、または、ビデオ映像上映の有無
③展示物や展示内容に係る案内人、語り部活動の有無

【その他の確認内容】
・継続的な施設管理の確認（公共、民間を問わず）
・トイレや休憩スペースの有無
・その他（上記以外の特筆すべき要件）

震災伝承施設の募集

募集項目 施設等の状況

第１分類 第２分類 第３分類

募集した施設の分類

別紙４



＜「震災伝承施設」の分類の考え方＞

分類
施設の特性

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第1分類 ○

第2分類 ○ ○

第3分類 ○ ○ ○

＜「震災伝承施設」の特性＞

施設の特性 概要

震災伝承 募集項目（1）～（5）のいずれかに該当

訪問しやすさ
施設等の状況の①に該当し、駐車場を
有するか、公共交通機関等の利便性の
高い施設であること

理解しやすさ 施設等の状況の②かつ、③に該当

震災伝承施設の募集と分類について


