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【表紙】 【表紙】
【本文に挿入するカット】 【本文に挿入するカット】
　・被災写真／地図／地形図 　・被災写真／地図／地形図

【目次】 【目次】
　　序文　はじめに 　　序文　はじめに
  　第１章　東日本大震災の概要   　第１章　東日本大震災の概要と特徴
　  　第１節　宮城県の概要　　　　※２－１へ移動
　　　第２節　地震の概要と特徴 　  　第１節　地震の概要と特徴
　　　　１　地震の発生状況 　　　　１　地震の発生状況
　　　　２　地震の特徴 　　　　２　地震の特徴
　　　第３節　津波の概要と特徴 　　　第２節　津波の概要と特徴
　　　　１　津波の発生状況 　　　　１　津波の発生状況
　　　　２　津波の特徴 　　　　２　津波の特徴
　　　第４節　被害の概要（全国及び宮城県） 　　　第３節　被害の概要（全国及び宮城県）
　　　　１　被害の概要と特徴 　　　　１　被害の概要と特徴
　　　　２　被害額 　　　　２　被害額
      第５節　被災者の避難状況       第４節　被災者の避難状況
　　　第６節　宮城県沖を震源とする過去の歴史地震　　　※２－２へ移動

　　第２章　東日本大震災以前の事前対策 　　第２章　東日本大震災以前の事前対策
　　　第１節　被害想定 　  　第１節　宮城県の概要
　　　　１　想定地震　　　※２－３に統合 　　　第２節　宮城県沖を震源とする過去の歴史地震と津波
　　　　２　想定津波　　　※２－３に統合 　　　　第３節　被害想定
　　　第２節　ハード面の事前対策　　　※２－４に統合 　　　第４節　事前対策
　　　第３節　ソフト面の事前対策　　　※２－４に統合 　　　第５節　事前対策の検証・更新状況
　　　第４節　事前対策の検証・更新状況

　　第３章　初動対応及び活動記録（機関・時系列） 　　第３章　初動対応及び活動状況（機関・時系列）
　　　第１節　県災害対策本部の初動対応及び活動状況 　　　第１節　県の初動対応及び活動状況
　　　　１　災害対策本部の設置 　　　　１　県災害対策本部の設置
　　　　２　県災害対策本部員の活動状況　　　※３－１－１に統合 　　　　２　被害状況の把握と公表
　　　　３　人命救助・救急活動の展開 　　　　３　人命救助・救急活動の展開
　　　　４　被害状況の把握と公表　　　　※３－１－２へ移動 　　　　４　医療救護対策
　　　　５　国及び防災関係機関への活動要請　　　※３－１－１,３－１－３に統合 　　　　５　緊急輸送路の確保
　　　　６　緊急輸送路の確保
　　　　７　地方支部の被害状況・対応　　　※３－１－１に統合

　　　第２節　市町村の初動対応と活動状況 　　　第２節　市町村の初動対応と活動状況
        １　災害対策本部の設置         １　市町村災害対策本部の設置
　　　　２　被害状況の把握　　　　※３－２－２「情報収集・伝達に」統合 　　　　２　情報収集・伝達
　　　　３　通信手段の確保　　　　※３－２－２「情報収集・伝達に」統合 　　　　３　避難指示・勧告
　　　　４　避難指示・勧告 　　　　４　帰宅困難者対応
　　　　５　避難所の設置（福祉避難所含む） 　　　　５　避難所の設置（福祉避難所含む）
　　　　６　帰宅困難者対応　　　　※３－２－４へ移動 　　　　６　物資等の輸送・供給
　　　　７　関係機関との連携　　　※３－２－２他,各初動対応に統合

　　　第３節   警察の初動対応と活動状況 　　　第３節   警察の初動対応と活動状況
　　　　１　宮城県警本部及び県内警察署 　　　　１　宮城県警本部及び県内警察署

　　　    ・災害警備体制／避難誘導/情報収集/救出・救護
　　　　　　関係機関との連携／交通対策・緊急交通路の確保

　　　    ・災害警備体制／避難誘導/情報収集/救出・救護
　　　　　　関係機関との連携／交通対策・緊急交通路の確保

　　　　２　広域緊急援助隊 　　　　２　広域緊急援助隊

　　　　　・出動部隊・活動概要／救出・救護／関係機関との連携／後方支援／交通対策・緊急交通路の確保 　　　　　・出動部隊・活動概要／救出・救護／関係機関との連携／後方支援／交通対策・緊急交通路の確保

　　　第４節   消防機関・消防団の初動対応と活動状況 　　　第４節   消防機関の初動対応と活動状況
　　　　１　県内消防機関
　　　　　・消防活動の概要／消防機関の概要／消防機関の被害

　　　　１　県内消防機関・消防団 　　　　２　県内消防本部
　　　　　・出場部隊・活動概要／消防機関の支援・受援体制／救急・救助 　　　　　・大規模災害時の活動／活動体制の確立／情報収集、広報及び避難誘導活動／
　　　　　・火災消火活動／危険排除活動／関係機関との連携／惨事ストレス 　　　　　・消火・救助・救急活動／航空機の活動／警戒、巡回調査活動・安全管理等への対応

　　　　　・県内広域相互応援の部隊運用／関係機関との連携

　　　　２　緊急消防援助隊 　　　　３　緊急消防援助隊
　　　　　・出動部隊・活動概要／救急・救助／火災消火活動／関係機関との連携／後方支援 　　　　　・出動部隊の概要／各地域の活動／受援体制・応援体制／後方支援活動

　　　第５節　自衛隊（東北方面総監部、第6師団、22普通科連隊、第2施設団、第4航空隊　等） 　　　第５節　自衛隊（東北方面総監部、第6師団、22普通科連隊、第2施設団、第4航空隊　等）
　　　　　・人命救助／災害対策本部の体制・派遣部隊概要等／情報収集 　　　　　・人命救助／災害対策本部の体制・派遣部隊概要等／情報収集

　　　　　・救護・医療支援／輸送支援／生活支援／後方支援／各国との協力体制／関係機関との連携 　　　　　・救護・医療支援／輸送支援／生活支援／後方支援／各国との協力体制／関係機関との連携

　　　第６節　第二管区海上保安部 　　　第６節　第二管区海上保安部
　　　    ・人命救助活動／輸送路の確保／輸送支援 　　　    ・人命救助活動／輸送路の確保／輸送支援

　　　第７節　国及び防災関係機関の初動対応及び活動状況 　　　第７節　国及び防災関係機関の初動対応及び活動状況
　　　　１　政府現地対策本部事務局 　　　　１　政府現地対策本部事務局
　　　　　・活動状況／自治体支援／国・省庁との協議／県災害対策本部との連携 　　　　　・活動状況／自治体支援／国・省庁との協議／県災害対策本部との連携

　　　　２　関係省庁 　　　　２　関係省庁
　　　　　①　東北地方整備局 　　　　　①　東北地方整備局

　　　　　　・被害状況/道路・航路啓開／自治体支援 　　　　　　・被害状況/道路・航路啓開／自治体支援

　　　　　②　仙台管区気象台 　　　　　②　仙台管区気象台
　　　　　　・初動における津波警報 　　　　　　・初動における津波警報
　　　　　③　総務省消防庁 　　　　　③　総務省消防庁
         　 ・連絡調整／他機関との連携          　 ・連絡調整／他機関との連携

　　　　３　防災関係機関 　　　　３　防災関係機関
　　  　　①　東北電力株式会社 　　  　　①　東北電力株式会社
　　　　　　・県災害対策本部での対応／停電の状況 　　　　　　・県災害対策本部での対応／停電の状況
　　　　　②　東日本電信電話株式会社 　　　　　②　東日本電信電話株式会社
　　　　　　・県災害対策本部での対応／被害状況/自治体支援 　　　　　　・県災害対策本部での対応／被害状況/自治体支援

　　　　　③　日本赤十字社宮城県支部 　　　　　③　日本赤十字社宮城県支部
　　　　　　・災害救護活動（救護・医療） 　　　　　　・災害救護活動（救護・医療）
　　　　　④　東日本高速道路株式会社東北支社 　　　　　④　東日本高速道路株式会社東北支社
　　　　　　・高速道路の被災状況等 　　　　　　・高速道路の被災状況等
　　　　　⑤　東日本旅客鉄道株式会社　　※４－８に統合
　　　　　　・被害状況

　　　第８節　県民向けの情報提供と相談窓口の設置
                                                 ※４－４－１,４－２－３,５－２に統合
　　　　１　情報提供
　　　　２　相談窓口の設置
　　　　３　苦情や相談等への対応
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　　　第９節　ＤＭＡＴ・医療機関の初動対応と活動内容 　　　第８節　ＤＭＡＴ・医療機関の初動対応と活動内容
　　　　１　ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム） 　　　　１　ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）
　　　　２　医療機関 　　　　２　医療機関

　　　第１０節　広域的な支援と活動内容（広域連携） 　　　第９節　広域的な支援と活動内容（広域連携）
    　　１　県内市町村間での支援     　　１　県内市町村間での支援
    　　２　他都道府県、県外市区町村     　　２　他都道府県、県外市区町村
　　　　　（山形県、関西広域連合（兵庫県、徳島県、鳥取県）、東京都、新潟県） 　　　　　（山形県、関西広域連合（兵庫県、徳島県、鳥取県）、東京都、新潟県）
　　　　　・連絡会議の設置／人的支援／支援物資 　　　　　・連絡会議の設置／人的支援／支援物資
　　　　３　海外からの支援等 　　　　３　海外からの支援等

　  第４章　応急・復旧対策（項目・時系列） 　  第４章　応急・復旧対策（項目・時系列）
　　　第１節　概要 　　　第１節　概要
　　　　１　応急・復旧対策の概要 　　　　１　応急・復旧対策の概要
　　　　２　東日本大震災に係る予算措置 　　　　２　東日本大震災に係る予算措置
　　　　　・国の予算措置／県の予算措置 　　　　　・国の予算措置／県の予算措置

　　　第２節　避難所の運営 　　　第２節　避難所の運営
　　　　１　運営方法 　　　　１　運営方法
　　　　２　避難所の生活改善 　　　　２　避難所の生活改善
　　　　３　避難所への情報提供 　　　　３　避難所への情報提供
　　　　４　支援物資の確保と配分・輸送　　　※３－２－６,４－５に統合
　　　　５　市町村外避難者の対応（他市町村への避難、他市町村からの避難） 　　　　４　市町村外避難者への対応　※他市町村への避難、他市町村からの避難
　　　　６　指定避難所以外での対応　　　　※４－２－１に統合
　　　　７　避難所の集約と閉鎖 　　　　５　避難所の閉鎖
　　　　８　福祉避難所 　　　　６　福祉避難所

　　　第３節　医療救護・保健活動
　　　　１　医療救護対策
　　　　２　保健活動
　　　　３　要援護者等支援
　　　　４　心のケア対策

　　　第３節　被災者への支援 　　　第４節　被災者への支援
　　　　１　被災者への応急対応　　　※各対応項目で記述 　　　　１　相談窓口の設置
　　　　２　災害ボランティア　　　※４－４－５へ移動 　　　　２　生活救援・再建のための主な支援制度
　　　　３　医療救護　　　　※４－３－１へ移動 　　　　３　被災者への税・使用料等の特例措置の実施
　　　　４　災害時要援護者への対応　　　※４－３－３へ移動 　　　　４　被災者等への雇用支援
　　　　５　こころのケア　　　※４－３－４へ移動 　　　　５　災害ボランティア
　　　　６　派遣看護職等の活動　　　※４－３－２へ統合
　　　　７　行方不明者捜索・遺体安置所・埋葬火葬対策 　　　　６　埋火葬対策

                                        ※行方不明者探索は第３章の各機関の項目で記述

　　　　８　生活再建支援　　　※４－４－２に統合
　　　　　・被災者再建支援制度／生活福祉資金／り災証明の発行
　　　　９　被災者等への雇用支援　　　　※４－４－４へ移動
　　　１０　被災動物の保護 　　　　７　被災動物の保護
　　　１１　社会秩序の維持 　　　　８　社会秩序の維持

　　　第４節　生活必需品の確保と全国からの支援 　　　第５節　生活必需品の確保と全国からの支援
　　　　１　生活必需品の流通確保対策 　　　　１　物流体制の確保対策
　　　　２　義援金・寄付金等の受付と配分　　　※４－５－４へ移動 　　　　２　救援物資の調達と配分
　　　　３　救援物資の受付と配分　　　　※４－５－２へ移動 　　　　３　燃料の確保
　　　　４　燃料の確保　　　　※４－５－３へ移動 　　　　４　義援金、寄附金等の受付と配分

　　　第５節　住宅被害と住居の確保 　　　第６節　住宅被害と住居の確保
　　　　１　住宅の被災状況　　　　　※４－６－１に統合 　　　　１　宅地、建物の被害状況
　　　　２　住宅の応急危険度判定　　　※４－６－２に統合 　　　　２　住宅の応急危険度判定及び宅地危険度判定
　　　　３　宅地危険度判定　　　　※４－６－２に統合 　　　　３　被災市街地の建築制限
　　　　４　家屋被害認定調査 　　　　４　住家被害認定調査
　　　　５　住宅相談の実施等　　　　※４－６－５に統合 　　　　５　被災した住宅に関する支援
　　　　６　公営住宅の被害状況と復旧　　　　※４－６－１に統合 　　　　６　応急仮設住宅
　　　　７　公営住宅などへの一時入居　　　　※４－６－６に統合
　　　　８　応急仮設住宅の設置　　　　※４－６－６に統合
　　　　９　民間賃貸住宅の借上げ　　　※４－６－６に統合
　　　１０　被災者の住宅応急修理支援　　　※４－６－５に統合
　　　１１　住宅の建設・購入・修繕に係る融資・支援　　　※４－６－５に統合

　  　第６節　教育施設等の被害状況と復旧 　  　第７節　教育施設等の被害状況と復旧
　　　　１　児童生徒、教育施設等の被害状況　　　※４－７－１に統合 　　　　１　児童生徒、教育施設等の被害状況と学校の初動対応
　　　　２　学校の臨時休校等　　　　※４－７－１に統合 　　　　２　学校再開に向けた取組
　　　　３　学校再開に向けた取組と支援　　　　※４－７－２に統合 　　　　３　児童・生徒等の心のケア
　　　　４　教育施設等の復旧に向けた取組 　　　　４　教育施設等の復旧に向けた取組
　　　　５　児童･生徒のこころのケア　　　※４－７－３へ移動
　　　　６　震災遺児・孤児支援　　　　※４－３－３に統合

　　　第７節　公共施設等の被害状況と復旧 　　　第８節　公共施設等の被害状況と復旧（←旧７節から）
　　　　１　ライフラインの被害状況と復旧 　　　　１　ライフラインの被害状況と復旧
　　　　　　・電気／通信／ガス／水道 　　　　　　・電気／通信／ガス／水道
　　　　２　交通・土木施設等の被害状況と復旧 　　　　２　交通・土木施設等の被害状況と復旧

　　　第８節　医療機関・社会福祉施設の被害状況と復旧　　　※４－３に統合
　　　　１　医療機関の被害状況と復旧
　　　　２　社会福祉施設の被害状況と復旧

　　　第９節　農林水産業の被害状況と復旧 　　　第９節　農林水産業の被害状況と復旧
　　　　１　農林水産業の被害状況の把握等 　　　　１　農林水産業の被害状況
　　　　２　緊急対策 　　　　２　農林水産施設の復旧
　　　　３　農林水産業経営再建対策 　　　　３　農林水産業の経営再建等対策
　　　　４　農林水産施設の復旧

　　　第１０節　商工業等に関する応急対策 　　　第１０節　商工業等に関する対策
　　　　１　商工業等の被害状況 　　　　１　商工業の被害状況と復旧
　　　　２　商工業等の対策 　　　　２　商工業対策
　　　　３　商工業等での雇用対策 　　　　３　商工業者等への雇用対策

　　　　４　事業継続・早期復旧の取組

　　　第１１節　観光に関する対応 　　　第１１節　観光に関する対策
　　　　１　観光資源等の被害状況 　　　　１　観光業の被害状況と復旧
　　　　２　観光対策 　　　　２　観光対策

　　　第１２節　災害廃棄物・有害物質の処理 　　　第１２節　災害廃棄物・有害物質の処理
　　　　１　ごみ・し尿対策　　　　　※４－１２－２へ移動 　　　　１　災害廃棄物の処理
　　　　２　がれき、家屋解体廃棄物の処理　　　　※４－１２－１に統合 　　　　２　ごみ・し尿対策
　　　　　・県内の処理状況／広域処理の状況／県外処理の受け入れ自治体での対応等
　　　　３　有害物質による二次被害の防止対策 　　　　３　有害物質による二次被害の防止対策
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（新）

素案（第三回専門部会提出） 修正案

（旧）

　　　第１３節　関係法令の適用と特例措置の実施 　　　第１３節　関係法令の適用と特例措置の実施
　　　　１　関係法令の適用と限界 　　　　１　関係法令の適用と限界
　　　　２　特別措置法等 　　　　２　特別措置法等
　　　　３　被災者への税・使用料等の特例措置の実施　　　　※４－４－３へ移動
　　　　４　選挙への対応 　　　　３　選挙への対応

　　　第１４節　民間企業による事業継続・早期復旧の取組　　　　※４－１０－４に移動
　　　　１　事業継続・早期復旧の取組
　　　　２　サプライチェーンへの影響

　　　第１５節　余震・二次被害対策　　　※４－１２に統合
　　　　１　余震対策
　　　　２　二次被害対策

　　　第１６節　行幸啓・行啓・お成り 　　　第１４節　行幸啓・行啓・お成り
　　　第１７節　政府関係者の視察 　　　第１５節　政府関係者・外国からの視察等
　　　第１８節　議会の取組 　　　第１６節　議会の取組

　  第５章　県及びマスコミの広報活動と報道活動 　  第５章　県及びマスコミの広報活動と報道活動
　  　第１節　県の報道対応 　  　第１節　県の報道対応
　　　　１　報道機関への情報提供と報道対応 　　　　１　報道機関への情報提供と報道対応
　　　　２　災害対策本部会議の報道機関への公開 　　　　２　災害対策本部会議の報道機関への公開
　　　第２節　県の災害広報活動 　　　第２節　県の災害広報活動
　　　　１　県ホームページによる情報提供 　　　　１　県ホームページによる情報提供
　　　　２　様々なメディアを活用した広報活動 　　　　２　様々なメディアを活用した広報活動
　　　第３節　マスコミの報道活動 　　　第３節　マスコミの報道活動
　　　　１　震災直後からの報道活動 　　　　１　震災直後からの報道活動
　　　　２　震災報道の活用とその伝わり方 　　　　２　震災報道の活用とその伝わり方

    第６章　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故     第６章　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故
　　　第１節　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に関する対策 　　　第１節　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に関する対策
　　　　１　初動から対応の概要 　　　　１　初動から対応の概要
　　　　２　放射線量の測定 　　　　２　放射線量の測定
　　　　３　放射性物質濃度の検査 　　　　３　放射性物質濃度の検査
　　　　４　農林業への影響と対応 　　　　４　農林業への影響と対応
　　　　５　漁業への影響と対応 　　　　５　漁業への影響と対応
　　　　６　放射線量低減対策 　　　　６　放射線量低減対策
　　　　７　風評被害 　　　　７　風評被害
        ８　損害賠償         ８　損害賠償

    第７章　復興に向けた始動（国及び県）     第７章　復興に向けた始動（国及び県）

　　　　１　復興への始動 　　　　１　復興への始動
　　　　２　宮城県震災復興会議による復興計画の検討 　　　　２　宮城県震災復興会議による復興計画の検討
　　　　３　復興に向けた国の対応 　　　　３　復興に向けた国の対応
　　　　　・復興構想会議／復興特区制度 　　　　　・復興構想会議／復興特区制度
        ４　震災復興基金の創設         ４　震災復興基金の創設
        ５　復興に向けての活動支援         ５　復興に向けての活動支援
　　　　　・市町村復興計画策定支援／まちづくり計画／集団移転／災害公営住宅 　　　　　・市町村復興計画策定支援／まちづくり計画／集団移転／災害公営住宅
　　　　６　大震災を振り返って 　　　　６　大震災を振り返って

    第８章　東日本大震災を踏まえた教訓     第８章　東日本大震災を踏まえた教訓
　　　　１　防災体制 　　　　１　防災体制
　　　　２　国の支援活動 　　　　２　国の支援活動
　　　　３　首長の対応 　　　　３　首長の対応
　　　　４　現行法令・条例の課題と対応 　　　　４　現行法令・条例の課題と対応
　　　　５　保健医療 　　　　５　保健医療
　　　　６　応急救助 　　　　６　応急救助
　　　　７　ボランティア 　　　　７　ボランティア
        ８　被災者支援         ８　被災者支援
        ９　要援護者対応         ９　要援護者対応
        10　防災教育         10　防災教育

　　　　11　避難体制
　　　　11　復興体制 　　　　12　復興体制
　　　　12　産業復興 　　　　13　産業復興
　　　　13　文化復興 　　　　14　文化復興

　　第９章　これまでの地震・津波研究と今後の方向性 　　第９章　これまでの地震・津波研究と今後の方向性

　　第10章　東日本大震災の教訓を生かした防災対策の推進（国、県及び市町村） 　　第10章　東日本大震災の教訓を生かした防災対策の推進（国、県及び市町村）

　　　　１　地域防災基盤の整備 　　　　１　地域防災基盤の整備
　　　　２　防災施設の整備 　　　　２　防災施設の整備
　　　　３　迅速な災害応急体制の確立 　　　　３　迅速な災害応急体制の確立
　　　　４　災害応急対策への備えの充実 　　　　４　災害応急対策への備えの充実
　　　　５　県民参加による地域防災力の向上 　　　　５　県民参加による地域防災力の向上
　　　　６　「○○の日」の制定 　　　　６　「みやぎ鎮魂の日」の制定

　【記録誌最終ページ】 　【記録誌最終ページ】
　　索引（機関名、項目） 　　索引（機関名、項目）
　　凡例、記録誌で使用される語句の意味 　　凡例、記録誌で使用される語句の意味

　【資料編】 　【資料編】
    対応項目毎の東日本大震災の宮城県の対応（総括表）     対応項目毎の東日本大震災の宮城県の対応（総括表）
     東日本大震災対応記録（出来事、宮城県の対応、国の
　　 対応、知事の対応・発言、県民からの要望、市町村からの要望）

     東日本大震災対応記録（出来事、宮城県の対応、国の
　　 対応、知事の対応・発言、県民からの要望、市町村からの要望）

    県災害対策本部議事録、県広報紙、新聞記事、     県災害対策本部議事録、県広報紙、新聞記事、

    県内市町村毎の被害状況     県内市町村毎の被害状況

    その他関連統計資料　等     その他関連統計資料　等

    検証・記録制作の体制     検証・記録制作の体制
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