
2011.3.11に発生した

東日本大震災の記録
～その時、山形県はいかに対応したか～

山 形 県



は　じ　め　に

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災から４年半が経過しまし

た。改めて、東日本大震災により亡くなられた方の御冥福をお祈り申

し上げますとともに、御遺族や被災者並びに現在も仮設住宅等での避

難生活を余儀なくされている皆様に心からお見舞い申し上げます。

　三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震とそれに伴う大津

波は、東北地方を中心として広範囲にわたり甚大な被害をもたらしま

した。

　本県においては、最大で震度５強を観測し、３名の方がお亡くなりになり、重軽傷者が45名となっ

たほか、建物被害は約1,400棟に及びました。また、約53万戸が停電となるなど、電力をはじめとした

ライフラインの障害、ガソリンや生活物資の不足など、県民生活や経済活動に深刻な影響を及ぼしま

した。

　本県といたしましては、震災発生後直ちに「山形県災害対策本部」を立ち上げ、県民生活の安定に

向け迅速な対応を図るとともに、甚大な被害を受けた太平洋側の隣県に対し、市町村や関係機関とも

連携し、災害復旧・復興のため、人的・物的両面からの広域支援に取り組んできたところです。

　また、被災地からの避難者の受入れ支援にも積極的に取り組み、被災県や県内市町村、ボランティ

ア団体などと連携しながら、民間借上げ住宅の提供をはじめ、子育て支援、心のケアなど、県内で少

しでも安心して避難生活が送れるよう取り組んでまいりました。

　ピーク時には13,797人と全国で最も多くの避難者を受け入れ、現在でも約3,700名の方々が本県で避

難生活を送っておられます。今後とも、避難者の方々が、少しでも安心して暮らせるよう、避難者のニー

ズにきめ細やかに対応した支援に取り組んでまいりたいと考えております。

　この記録は、現代を生きる私たちに大きな教訓を与えた大震災を風化させることなく後世に伝える

とともに、今後の防災対策の充実強化に活用していくため、本県における応急復旧対策や広域支援対策、

広域避難の受入れなどの活動を検証し取りまとめたものです。

　今後も県民の安全・安心の確保に向けた取組みを進めるとともに、東北全体の復興、そして日本の

再生を目指して取り組んでまいります。

　　平成27年９月
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