
「震災伝承施設」 追加登録施設概要

資料２－③

１． 【青森県】津波記憶石第29号〔第２分類〕

■施設概要 【教訓伝承】
○八戸市内最大の津波被害を受けた地区に設置（津波到達地点）。
○忘れてはならない津波の恐ろしさと教訓を残すため建立。苦難に負けず、立ち向かう
命を若い女性の空を見上げる姿で表現している。

■所在地：青森県八戸市市川町市川後55ー1（八戸市多賀多目的運動場敷地内）
■設置者：八戸市（自薦）

1

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ

第2分類 〇 駐車場有



２． 【岩手県】津波記憶石第1号〔第２分類〕

■施設概要 【教訓伝承】

○津波被害の特に大きかったところに設置（釜石市鵜住居にある宝来館と根浜海岸の
間に設置。津波到達地点）。

○東日本大震災での津波の恐ろしさを、永く後世に語り継いでいってもらいたいとの願
いを込めて建立された。

■所在地：岩手県釜石市鵜住居町第20地割93－13
■設置者：釜石市（自薦）

2

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ

第2分類 〇 駐車場有

３． 【岩手県】津波記憶石第26号〔第２分類〕

■施設概要 【教訓伝承】
〇三陸鉄道綾里駅前に設置（津波到達地点）。

〇刻まれている文字は綾里地区の方々の要望で津波史研究家の故山下文男氏の書
を彫刻している。「津波てんでんこ」とは、「津波が起きたら、各自てんでんばらばらに高
台へ逃げろ」という意味がある。

■所在地：岩手県大船渡市三陸町綾里字宮野（三陸鉄道綾里駅前）
■設置者：大船渡市（自薦）

3

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ

第2分類 〇 駐車場有



４． 【岩手県】津波記憶石第27号〔第２分類〕

■施設概要 【教訓伝承】
○津波到達地点より高い場所に設置（地元要望により設置）。

○吉浜地区は、東日本大震災では被害が少なく「奇跡の集落」と紹介されている。明治、
昭和の津波では甚大な被害を被っていたが、初代、８代の村長が高台移転を主導した
ことから、被害が少なかったものである。その２人の村長の顕彰の意味も込められてい
る。

■所在地：岩手県大船渡市三陸町吉浜上野1番地3地先
■設置者：大船渡市（自薦）

4

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ

第2分類 〇 駐車場有

５． 【岩手県】津波記憶石第3号〔第１分類〕

■施設概要 【教訓伝承】
○明治の津波記念碑、昭和の津波記念碑と並んで設置されている（津波到達地点）。
○「１００回逃げて、１００回来なくても、１０１回目も必ず逃げて」など、地元の小中学生
の後世へのメッセージが刻まれている。

■所在地：岩手県釜石市唐丹町本郷（県道249号線沿い）
■設置者：釜石市（自薦）

5

分類
施設の特徴

震災伝承

第１分類 ○



６． 【岩手県】津波記憶石第4号～25号〔第１分類〕

■施設概要 【教訓伝承】

○釜石市唐丹町は津波被害が甚大であった。そのため、各地区に津波到達点を標榜
する石碑を設置し、未来への教訓としている。
○津波の痕跡、戒め、教訓が碑文として刻まれている。

■所在地：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）計22基
■設置者：釜石市（自薦）

6

【本郷、荒川、小白浜、片岸、花露辺地区】21基

本郷地区 ８基
小白浜地区 ４基

片岸地区 ３基

荒川地区 ５基

花露辺地区 １基

大石地区 １基

【大石地区】1基

分類
施設の特徴

震災伝承

第１分類 ○

７． 【岩手県】津波記憶石第33号〔第１分類〕

■施設概要 【教訓伝承】
〇津波到達地点に設置。赤崎中学校全校生徒にデザイン公募し、選ばれたデザイン。

〇地域住民、生徒たちの想い「津波が来たらとにかく高台へ逃げる」「津波の被害を免
れた人たち、そして今後町を守っていく人たちで手を繋ぎ、支え合い、津波の教えを活
かしていく」という想いがこめられている。

■所在地：岩手県大船渡市赤崎町字山口107番地（大船渡市立東朋中学校）
■設置者：大船渡市（自薦）

7

分類
施設の特徴

震災伝承

第１分類 ○



８．【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〕

■施設概要 【慰霊・鎮魂】
〇東日本大震災で、津波と火災に巻き込まれ、４歳から６歳の園児が命を閉じた。
安全であるはずの学校管理下で何があったのか、助かるはずの命が、
そこにあったのかを伝える。
〇駐車場、トイレ、休憩スペースを追加（石巻南浜復興祈念公園内施設）
〇語り部活動の追加

8

■名 称：東日本大震災慰霊碑⇒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
■設置者：日和幼稚園遺族有志の会（自薦） （区画整理のため変更）
■分 類：第１分類（宮城第1-031号）から第３分類へ変更

東日本大震災慰霊碑 東日本大震災慰霊碑（日和幼稚園被災園児慰霊碑）

【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）
・語り部活動の実施

登録変更

多言語化有

分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第３分類 〇 駐車場有
多言語有
語り部有

９．【宮城県】石巻市震災遺構門脇小学校〔第３分類〕

■施設概要 【防災貢献】 令和４年４月オープン予定
〇隣接する石巻南浜津波復興祈念公園と日和山との連続性を保った
「震災伝承エリア」の主要施設として、市で位置づけられている。
〇被災の痕跡をとどめる校舎３階までの一部を保存し、展示館も併設し
ている。今般、駐車場の整備、案内人、映像展示等を追加した。

9

■名 称：旧石巻市立門脇小学校⇒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
■設置者：石巻市（自薦） （区画整理のため変更）
■分 類：第１分類（宮城第1-032号）から第３分類へ変更

旧石巻市立門脇小学校 石巻市震災遺構門脇小学校

【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

登録変更

完成後登録

分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第３分類 〇 駐車場有
ビデオ上映有
案内員有



１０． 【宮城県】石巻市慰霊碑〔第２分類〕

■施設概要 【慰霊・鎮魂】

○東日本大震災により石巻市で犠牲となられた方々への追悼・鎮魂及び震災の記憶の
伝承のため、石巻南浜津波復興祈念公園内に慰霊碑を設置。
〇地区・地域ごとに、犠牲となられた方の名前が刻まれている。

■所在地：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）
■設置者：石巻市

10

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ

第2分類 〇 駐車場有

１１． 【宮城県】津波記憶石第28号〔第２分類〕

■施設概要 【教訓伝承】

○女川港を望む海抜１８ｍ（津波到達地点）に設置。３本の足に支えられた玉石は「女川町の
大切なもの、女川町の宝物」をイメージしている。
○「千年後の命を守るために」からはじまる女川中学校卒業生のメッセージが刻まれている。

■所在地：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）
■設置者：女川町（自薦）

11

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ

第2分類 〇 駐車場有



１２． 【宮城県】東日本大震災遺構（旧女川交番）〔第２分類〕

■施設概要 【災害伝承】
〇震災当時の建築物を残すことで、自然災害の恐ろしさと命の尊さを伝承する。

〇経年劣化を許容する「見守り保存」とし、震災前の地盤高から、復興事業で造成した
地盤高までのスロープを設置。
〇女川町の景観を含めた人々の取組みの様子を１４枚のパネルで表現。

■所在地：宮城県牡鹿郡女川町海岸通り1番地
■設置者：女川町（自薦）

12

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ

第2分類 〇 駐車場有

１３． 【宮城県】津波記憶石第2号〔１分類〕

■施設概要 【教訓伝承】
○津波到達点より高い場所。地元要望により、学校敷地に設置された。

○小泉地区の鎮魂の象徴。命を語るにふさわしい自然のままに原石を使用。亡くなられ
た方々を想い心と心が繋がるようにと50㎝の丸い窓を開けてある。

■所在地：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）
■設置者：気仙沼市（自薦）

13

分類
施設の特徴

震災伝承

第１分類 ○



１４． 【宮城県】津波記憶石第32号〔第１分類〕

■施設概要 【教訓伝承】
〇津波被害の特に大きかったところに設置されている（津波到達地点）。
○鹿折地区を3つに分け、3つの地域が手を取り合って、二度と大きな犠牲を出さないよ
うに未来に伝えていくため、かもめ（中心部）、ユリの花（白山地区）、ポンポン船（浦島
地区）の刳り抜きと、地域住民から集まった「未来への伝言」が刻まれている。

■所在地：宮城県気仙沼市錦町1-2（錦町公園）
■設置者：気仙沼市（自薦）

14

分類
施設の特徴

震災伝承

第１分類 ○

１５． 【福島県】とみおかアーカイブ・ミュージアム〔第３分類〕

■施設概要 【災害伝承】
○震災発生時の初期対応や原子力災害及び全町避難に加えて、地域の自然や歴史な
どをパネルや展示物、映像やプロジェクトマッピングなどで紹介。

○震災を町の歴史の一部として位置づけ、地域や町民の暮らしがどのように変わってし
まったかを伝える。また、町民の避難誘導にあたり、被災したパトカーや駅の改札を展
示するなど、津波の脅威を後世に伝える役割を果たす。

■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）
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分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第３分類 〇 駐車場有
ビデオ上映有
案内員有



「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
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※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。


