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参考資料 

 

東日本大震災をはじめとする、これまでの震災復興において、被災自治体が

策定した復興計画や記録誌、国がまとめた報告書や資料など、復興関連資料を

収集し、以下に掲載しました。（東日本大震災については、主に、岩手県及び宮

城県の被災自治体が策定した計画等を掲載しました。） 

 

被災地における復興に向けた懸命の取組に学ぶことが、いざ三重県が大規模災害に見

舞われたとき、復興プロセスを円滑に進めることにつながると考え、本指針の策定にあ

たっては、特に第２章・第４章において、下表に掲載した資料から、被災自治体の実際

の取組事例を一部引用するなど参考としています。 

また、下表のうち、県・市町村議会による議決を経て策定された計画等については、

（＊）印を付しています。 

 

１ 東日本大震災における復興関連資料 

 

復興計画・記録誌等 策定年月 

【岩手県】  

東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針 平成 23年４月 

岩手県東日本大震災津波復興計画（復興基本計画）（＊） 平成 23年８月 

岩手県東日本大震災津波復興計画（第１期実施計画） 平成 23年８月 

東日本大震災津波に係る災害対応検証報告書 平成 24年２月 

岩手県東日本大震災津波復興計画の取組状況等に関する報告書（い

わて復興レポート） 
平成 24年８月 

岩手県東日本大震災津波の記録 平成 25年３月 

岩手県東日本大震災津波復興計画（第２期実施計画） 平成 26年３月 

いわて復興レポート 2013 平成 26年３月 

いわて復興レポート 2014 平成 26年７月 

いわて復興のあゆみ 平成 26年 12月 

東日本大震災津波を教訓とした防災・復興に関する岩手県からの提

言 
平成 27年１月 

いわて復興レポート 2015 平成 27年７月 

【盛岡市】  

東日本大震災に係る盛岡市復興推進の取組方針（復旧期編） 平成 23年６月 

盛岡市東日本大震災一周年記録誌 私たちの未来は被災地ととも

に 
平成 24年４月 
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東日本大震災に係る盛岡市復興推進の取組方針（再生期編） 平成 26年４月 

【宮古市】  

宮古市震災復興基本方針 平成 23年６月 

宮古市東日本大震災復興計画（基本計画） 平成 23年 10月 

宮古市東日本大震災復興計画（推進計画） 平成 24年３月 

東日本大震災における災害対応行動の検証報告書 平成 24年３月 

【大船渡市】  

大船渡市災害復興基本方針 平成 23年４月 

大船渡市復興計画（＊） 平成 23年 10月 

【北上市】  

北上市東日本大震災復興支援計画 平成 25年５月 

【久慈市】  

久慈市復興ビジョン 平成 23年５月 

久慈市復興計画 平成 23年７月 

久慈市復興事業記録集 平成 27年１月 

【陸前高田市】  

陸前高田市震災復興計画策定方針 平成 23年５月 

陸前高田市震災復興計画（＊） 平成 23年 12月 

陸前高田市東日本大震災検証報告書 平成 26年７月 

【釜石市】  

釜石市復興まちづくり基本計画復興プラン骨子 平成 23年７月 

釜石市復興まちづくり基本計画（＊） 平成 23年 12月 

釜石市東日本大震災検証報告書 平成 24年３月 

釜石市東日本大震災検証報告書（学校・子ども関連施設編） 平成 27年３月 

撓（たわ）まず屈せず 復旧・復興の歩み 平成 27年３月 

【大槌町】  

大槌町震災復興基本方針 平成 23年６月 

大槌町東日本大震災津波復興計画（基本計画）（＊） 平成 23年 12月 

大槌町東日本大震災津波復興計画（実施計画） 平成 24年５月 

大槌町東日本大震災検証報告書 平成 26年３月 

【山田町】  

山田町復興ビジョン 平成 23年６月 

山田町復興計画 平成 23年 12月 

【岩泉町】  

岩泉町震災復興計画（骨子） 平成 23年５月 

岩泉町震災復興計画（＊） 平成 23年９月 

東日本大震災記録 復興への足跡 平成 24年３月 
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【田野畑村】  

東日本大震災田野畑村災害復興計画（復興基本計画）（＊） 平成 23年９月 

東日本大震災田野畑村災害復興計画（復興実施計画） 平成 24年３月 

東日本大震災田野畑村記録書 記憶を未来へ  平成 24年７月 

【普代村】  

普代村災害復興計画基本方針 平成 23年６月 

普代村災害復興計画 平成 23年９月 

【野田村】  

野田村東日本大震災津波復興基本方針 平成 23年５月 

野田村東日本大震災津波復興計画 平成 23年 11月 

【洋野町】  

洋野町復興ビジョン 平成 23年６月 

洋野町震災復興計画 平成 23年７月 

洋野町東日本大震災大津波の記録 平成 26年 3月 

 

【宮城県】  

宮城県震災復興基本方針 平成 23年４月 

東日本大震災の記録（暫定版）（土木部） 平成 23年９月 

東日本大震災６か月の記録（産業技術総合センター） 平成 23年９月 

宮城県震災復興計画（＊） 平成 23年 10月 

宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画（復旧期） 平成 24年３月 

みやぎ・復興の歩み１ 平成 24年３月 

東日本大震災～宮城県の６か月間の災害対応とその検証～ 平成 24年３月 

石巻からの活動報告～東日本大震災１年の軌跡～（東部保健福祉事

務所） 
平成 24年３月 

東日本大震災１年の記録（気仙沼保健福祉事務所） 平成 24年３月 

東日本大震災における心のケア～発災から 10か月の活動記録～ 平成 24年３月 

東日本大震災１年の記録（みやぎの住宅・社会資本再生・復興の歩

み）  
平成 24年３月 

東日本大震災 職員の証言（想い）（土木部） 平成 24年３月 

東日本大震災に係る教育関連記録集 平成 24年４月 

宮城県企業局災害復旧の記録 平成 24年５月 

東日本大震災復興元年 半年の記録（みやぎの住宅・社会資本再生・

復興のあゆみ） 
平成 24年９月 

東日本大震災の記録（出納局） 平成 24年 10月 

東日本大震災～保健福祉部災害対応・支援活動の記録～ 平成 24年 12月 

みやぎ・復興の歩み２ 平成 25年３月 
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東日本大震災（続編）～宮城県の発災６か月後から半年間の災害対

応とその検証～ 
平成 25年３月 

石巻からの活動報告～東日本大震災２年目の記録～（東部保健福祉

事務所） 
平成 25年３月 

東日本大震災２年目の記録（みやぎの住宅・社会資本再生・復興の

歩み） 
平成 25年３月 

甦れ みやぎの下水道～東日本大震災からの復旧の記録～ 平成 25年３月 

東日本大震災～発災から１年間の災害対応の記録～（農林水産部） 平成 25年６月 

東日本大震災～宮城県環境生活部の活動記録～ 平成 25年７月 

恒久住宅移行期における被災者生活支援活動の課題と取組例（保健

福祉部） 
平成 25年 10月 

宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画（再生期） 平成 26年３月 

みやぎ・復興の歩み３ 平成 26年３月 

石巻からの活動報告～東日本大震災３年目の記録～（東部保健福祉

事務所） 
平成 26年３月 

東日本大震災３年目の記録（みやぎの住宅・社会資本再生・復興の

歩み） 
平成 26年３月 

みやぎ・復興の歩み４ 平成 27年３月 

東日本大震災復旧期の取組記録誌 平成 27年３月 

東日本大震災～宮城県の発災後１年間の災害対応の記録とその検

証～ 
平成 27年３月 

宮城県議会震災記録誌～東日本大震災発災から３年間の宮城県議

会のあゆみ～ 
平成 27年３月 

宮城県復興まちづくりのあゆみ～震災から４年間を振りかえって～ 平成 27年４月 

石巻からの活動報告～東日本大震災４年目の記録～（東部保健福祉

事務所） 
平成 27年６月 

【仙台市】  

仙台市震災復興基本方針 平成 23年４月 

仙台市震災復興計画（＊） 平成 23年 11月 

東日本大震災の記録～3.11をわすれないために～（せんだいメディ

アテーク・仙台市民図書館） 
平成 24年２月 

東日本大震災仙台市震災記録誌～発災から１年間の活動記録～ 平成 25年３月 

【石巻市】  

石巻市震災復興基本方針 平成 23年４月 

石巻市震災復興基本計画（＊） 平成 23年 12月 

石巻市震災復興基本計画実施計画 平成 24年２月 

【塩竈市】  

塩竈市震災復興計画 平成 23年 12月 

塩竈市東日本大震災復旧・復興の記録明日へ 平成 27年３月 
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【気仙沼市】  

気仙沼市震災復興計画（＊） 平成 23年 10月 

東日本大震災被災から前進するために（気仙沼市立学校長会他） 平成 24年３月 

【白石市】  

白石市東日本大震災復興計画 平成 23年９月 

東日本大震災白石市の記録 平成 26年３月 

【名取市】  

名取市震災復興計画（＊） 平成 23年 10月 

東日本大震災名取市の記録 平成 26年９月 

【角田市】  

角田市震災復旧・復興基本方針 平成 23年５月 

角田市震災復旧・復興基本計画 平成 23年８月 

【多賀城市】  

多賀城市震災復興基本方針 平成 23年４月 

多賀城市震災復興計画 平成 23年 12月 

あの日を忘れない東日本大震災の記録 平成 25年４月 

【岩沼市】  

岩沼市震災復興基本方針 平成 23年４月 

岩沼市震災復興計画グランドデザイン 平成 23年８月 

岩沼市震災復興計画マスタープラン 平成 23年９月 

東日本大震災岩沼市の記録～震災から３年 地域再生と復興への軌

跡～ 
平成 26年３月 

【登米市】  

登米市震災復興計画 平成 23年 12月 

【栗原市】  

栗原市震災復興ビジョン 平成 23年 12月 

震度７東日本大震災 栗原市の記録 平成 24年４月 

【東松島市】  

東松島市東日本大震災復旧･復興指針 平成 23年４月 

東松島市震災復興基本方針 平成 23年６月 

東松島市復興まちづくり計画（＊） 平成 23年 12月 

東松島市東日本大震災記録誌 あの日を忘れず ともに未来へ～東

松島一心～ 
平成 26年３月 

【大崎市】  

大崎市震災復興基本方針 平成 23年６月 

大崎市震災復興計画 平成 23年 10月 

東日本大震災の記録～宮城県大崎市災害からの復興～ 平成 26年４月 
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【亘理町】  

亘理町震災復興基本方針 平成 23年９月 

亘理町震災復興計画（＊） 平成 23年 12月 

【山元町】  

山元町震災復興基本方針 平成 23年８月 

山元町震災復興計画（＊） 平成 23年 12月 

【松島町】  

松島町震災復興基本方針 平成 23年７月 

松島町震災復興計画 平成 23年 12月 

【七ヶ浜町】  

七ヶ浜町震災復興基本方針 平成 23年４月 

七ヶ浜町震災復興計画 平成 23年 11月 

【利府町】  

利府町震災復興基本方針 平成 23年９月 

利府町震災復興計画 平成 23年 12月 

【涌谷町】  

涌谷町復興まちづくりマスタープラン 平成 24年３月 

【女川町】  

女川町復興計画（＊） 平成 23年９月 

【南三陸町】  

南三陸町震災復興計画（＊） 平成 23年 12月 

 

【三重県】  

東日本大震災支援活動の記録 平成 24年３月 

みえ災害ボランティア支援センター東日本大震災活動報告書

2011.3.11→2012.1.31 
平成 24年３月 

みえ災害ボランティア支援センター東日本大震災活動報告書

2012.2.1→2012.12.31 
平成 25年３月 

みえ災害ボランティア支援センター東日本大震災活動報告書

2013.1.1→2013.12.28 
平成 25年 12月 

東日本大震災被災地派遣職員活動記録集 平成 27年３月 

東日本大震災被災地派遣職員活動記録集 追補版 平成 27年 10月 

 

【国他】  

東日本大震災からの復興の基本方針 平成 23年７月 

被災地域の経済・産業の現状と復旧・復興の取組（復興庁） 平成 26年 12月 

災害復興対策事例集（内閣府） 平成 27年３月 
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復興の現状と課題（復興庁） 平成 27年９月 

「国難」となる巨大災害に備える～東日本大震災から得た教訓と知

見～（公益財団法人ひょうご震災記念 21世紀研究機構、「国難」と

なる巨大災害に備える編集会議） 

平成 27年９月 

東日本大震災からの復興の状況と最近の取組（復興庁） 概ね半年毎に更新 

復興の現状と取組（復興庁） 概ね２か月毎に更新 

住まいの復興工程表（復興庁） 概ね四半期毎に更新 

東日本大震災被災者向け災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供

給状況（復興庁） 
毎月更新 

公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況（復興庁） 概ね四半期毎に更新 

公共インフラ以外の復興施策の取組状況（暮らしや地域経済活動の

再生等）（復興庁） 
毎年更新 

ポータルページ：ここで見える復旧・復興状況（住宅・公共インフ

ラの復旧・復興状況）（復興庁） 
随時更新 

ポータルページ：ここで見える復旧・復興状況（医療・福祉・教育

の復旧・復興状況）（復興庁） 
随時更新 

ポータルページ：ここで見える復旧・復興状況（産業の復旧・復興

状況）（復興庁） 
随時更新 

ポータルページ：ここで見える復旧・復興状況（地域からの復興情

報）（復興庁） 
随時更新 

 

 

２ 東日本大震災以外の大規模災害における復興関連資料 

 

復興計画・記録誌等 策定年月 

【北海道南西沖地震（平成５年７月）】  

奥尻町災害復興計画（奥尻町） 平成７年３月 

北海道南西沖地震災害記録（北海道） 平成７年３月 

北海道南西沖地震奥尻町記録書（奥尻町） 平成８年３月 

 

【阪神・淡路大震災（平成７年１月）】  

神戸市復興計画ガイドライン（神戸市） 平成７年３月 

阪神・淡路震災復興計画－基本構想－（兵庫県） 平成７年４月 

神戸市復興計画（神戸市） 平成７年６月 

阪神・淡路震災復興計画（ひょうごフェニックス計画）（兵庫県） 平成７年７月 

阪神・淡路震災復興計画推進方策（兵庫県） 平成 10年３月 

阪神・淡路大震災教訓情報資料集（内閣府） 平成 11年 3月 

阪神・淡路震災復興計画後期５か年推進プログラム（兵庫県） 平成 12年 11月 

阪神・淡路震災復興計画最終３か年推進プログラム（兵庫県） 平成 14年 12月 
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阪神・淡路大震災復興 10年総括検証・提言報告（兵庫県） 平成 17年３月 

阪神・淡路大震災今後の復興施策の推進方針（兵庫県） 平成 23年５月 

復興制度等提言事業調査報告書（兵庫県） 平成 27年６月 

 

【新潟県中越地震（平成 16 年 10 月）】  

新潟県中越大震災復興ビジョン（新潟県） 平成 17年３月 

新潟県中越大震災復興計画（新潟県） 平成 17年８月 

新潟県中越大震災の記録（新潟県土木部） 平成 19年３月 

新潟県中越大震災復興計画（第二次）（新潟県） 平成 20年４月 

新潟県中越大震災復興計画（第三次）（新潟県） 平成 23年３月 

新潟県中越大震災復興検証報告書（新潟県） 平成 27年３月 

 

【福岡県西方沖地震（平成 17 年３月）】  

玄界島震災復興記録誌（福岡市） 平成 20年３月 

福岡県西方沖地震記録誌（福岡市） 平成 20年９月 

 

【能登半島地震（平成 19 年３月）】  

能登半島地震復興プラン（石川県） 平成 19年 10月 

能登半島地震災害記録誌（石川県） 平成 21年３月 

 

【紀伊半島大水害（平成 23 年９月）】  

紀伊半島大水害～平成 23年台風第 12号による災害の記録～（三重

県） 
平成 24年３月 

紀伊半島大水害記録誌（紀宝町） 平成 26年３月 

 


