
頁 行ほか 誤 正

7 年表 最下段 警視庁発表 警察庁発表

27 翻刻 ８行目 新住家を設クヘキ 新住家ヲ設クヘキ

27 翻刻 11行目 居地ヲ移サシト 居地ヲ移サント

27 翻刻 24行目

別紙見取絵図壱部為毎ニ詳細

ニ記入ス

別紙見取絵図壱部落毎ニ詳細

ニ記入ス

27 翻刻 26行目 東比ニ大洋ヲ面シ 東北ニ大洋ヲ面シ

31 写真② 大舟渡村被壊家屋ノ惨状 大舟渡村破壊家屋ノ惨状

33 写真⑮

崎浜村豪家刈谷氏居宅倒壊ノ

惨状

崎浜村豪家刈谷氏居宅倒潰ノ

惨状

34 写真⑲ 死亡人口三千百三十五人 死亡人口二千百三十五人

50 右段１行目

岩手県においても死者1,316

人、流失家屋2,914軒が出た。

また、宮城県においてはこれ

を上回る死者1,408人、流失家

屋2,969軒の被害が出た。

岩手県においては死者1,408

人、行方不明者1,263人、流失

家屋2,969軒の被害が出た。ま

た、宮城県においては死者315

人、行方不明者105人、流失家

屋399軒の被害が出た。

59～61

写真５,６,８,

図１

大船渡市博物館 大船渡市立博物館

62 左８〜９行目 徳島県海部郡由岐町 徳島県海部郡美波町

66 コラム14 ６行目 襲ったことなり 襲ったこととなり

66 図1

釜石沖海底ケーブル津波計＋

GPS波浪計波浪計

釜石沖海底ケーブル津波計

69・70 図版

東北防災技術コンサルタント

CG作成協力

株式会社防災技術コンサルタ

ントCG作成協力

70

コラム14

５～６行目

キングカラカウアホテル キングカメハメハホテル

79 写真（右上） 射性物質による 放射性物質による

82 右段４行目 2012（平成23）年４月より 2012（平成24）年４月より

84 年表 年表差し替え（裏面）

92 図版 生巧社 生巧館

94 図版（上） 関東大震災全地域鳥瞰図絵 関東震災全地域鳥瞰図絵

97 図３ 『震災予防調査会』第100号２

『震災予防調査会報告』第100

号乙

田に段差が生じ且傾斜（右） 田に段差が生じ且傾斜（左）

断層近くで被害に遭った堂宇

と階段（左）

断層近くで被害に遭った堂宇

と階段（右）

107 図版（左上） 大賞堂時計店 大勝堂時計店

108 写真１ 「大正大震災写真帳」 「大正大震災写真帖」

109 左段１行目 「大正震災誌写真帖」 「大正震災志写真帖」

128 グラフ 九州（沖縄）；12,601 九州（沖縄）；12,649

134 右段５行目 （現東京都江東区大島町） （現東京都江東区大島）

158 左段６〜７行目 山陰鉄道 鉄道

163 写真６ 伊知智三郎右衛門町長 伊地智三郎右衛門町長

171 左段５行目 低地下 低地地下

展示図録　「歴史にみる震災」正誤表

98 写真３

頁 行ほか 誤 正

174 写真15 市街中心部 市街地中心部

182 写真（右下） 全鉛（ママ）岸被害
全鉛岸

（ママ）

破壊

185 写真１ （袋井市立西小学校） （袋井市立袋井西小学校）

185 写真２ 山名郡三川国民学校慰霊碑 三川国民学校慰霊碑

昭和十九年・同二十年区長日

誌

昭和十九年度・同二十年度の

区長日誌

能登川町乙女浜（現在の能登

川市）における三河地震発生

前後の記録。

能登川町乙女浜（現在の東近

江市）における東南海地震発

生後の記録。

187 右段７行目

逃げ出す間もなかったが人が

多かった。

逃げ出す間もなかった人が多

かった。

191 左段４行目 1939年に 1934年に

192 写真（左上） 1937（昭和10）年から10年間 1937（昭和12）年から10年間

197 図版 日本書紀　第十五冊 日本書紀　巻二十九

197 現代語訳
ある人が、伊豆島

いずのしま

（※４） ある人が、「伊豆島

いずのしま

（※４）

217 30行目 ②大舟渡村被壊家屋ノ惨状 ②大舟渡村破壊家屋ノ惨状

217 45行目

⑮崎浜村豪家刈谷氏居宅倒壊

ノ惨状

⑮崎浜村豪家刈谷氏居宅倒潰

ノ惨状

217 50行目 死亡人口三千百三十五人 死亡人口二千百三十五人

218 37行目 家屋流失倒壌図 家屋流失倒壊図

218 48行目

全壊（焼）・流出・半壊・床

上浸水の集計

全壊（焼）・流失・半壊・床

上浸水の集計

218 64行目

釜石沖海底ケーブル津波計＋

GPS波浪計波浪計

釜石沖海底ケーブル津波計

219 14行目

大津波にのみ込まれる瞬間。

仙台市。

大津波にのみ込まれる瞬間

（仙台市）

219 23行目 岩手県野田市 岩手県野田村

219 第２章 12行目 関東大震災全地域鳥瞰図絵 関東震災全地域鳥瞰図絵

220 18行目 「大正大震災写真帳」 「大正大震災写真帖」

221 36行目 新流行唄　大正大震災の歌 大正大震災の歌

221 50行目 豊岡市における震災関係年表 豊岡町における震災関係年表

221 56行目 伊知智三郎右衛門町長 伊地智三郎右衛門町長

221 75行目 市街中心部 市街地中心部

222 34行目 （袋井市立西小学校） （袋井市立袋井西小学校）

222 35行目 山名郡三川国民学校慰霊碑 三川国民学校慰霊碑

222 36行目

昭和十九年・同二十年区長日

誌

昭和十九年度・同二十年度の

区長日誌

222 47行目 日本書紀　第十五冊 日本書紀　巻二十九

222 65行目 福井市立郷土歴史博物館蔵

個人蔵（寄託先：福井市立郷

土歴史博物館）

224 協力者 ◆個人 刈谷喜紀 刈谷喜記

補足

208 末尾

図版186

※「私は●に●ふに」は「私は竊に惟ふに」（引用者注）



p84　年表訂正（差し替え）

⻄暦 和暦 名称 規模 震源域 主な被害 関連事項
1854・12 嘉永７ 安政東海地震 M8.4 南海トラフ 死者2,000⼈〜3,000⼈
1854・12 嘉永７ 安政南海地震 M8.4 南海トラフ 死者数千⼈
1855・11 安政２ 安政江⼾地震 M7.0 東京湾北部 死者7,000⼈〜10,000⼈
1856・８ 安政３ ⼋⼾沖地震 M7.5 北海道〜三陸沖の海溝 津浪に因る家屋流失

1868・明治維新
1872・３ 明治５ 浜⽥地震 M7.1 ⽯⾒・浜⽥海岸付近 死者552⼈

1880・備荒儲蓄⾦法
1890・国会開設

1891・10 明治24 濃尾地震 M8.0 根尾⾕断層ほか 死者7,273⼈
1894・10 明治27 庄内地震 M7.0 庄内平野 死者726⼈ 1894・⽇清戦争
1896・６ 明治29 明治三陸地震 M8.2 三陸沖の海溝 死者約22,000⼈

1899・罹災救助基⾦法
1904・⽇露戦争

1923・９ ⼤正12 関東地震 M7.9 相模トラフ 死者105,385⼈
1925・５ ⼤正14 北但⾺地震 M6.8 但⾺地⽅北東部 死者428⼈
1927・３ 昭和２ 北丹後地震 M7.3 郷村断層・⼭⽥断層 死者2,925⼈
1933・３ 昭和８ 昭和三陸地震 M8.1 三陸沖の海溝 死者約3,000⼈

1934・室⼾台⾵
1937・⽇中戦争
1941・太平洋戦争

1943・９ 昭和18 ⿃取地震 M7.2 ⿅野断層・吉岡断層 死者1,083⼈
1944・12 昭和19 東南海地震 M7.9 南海トラフ 死者1,223⼈
1945・１ 昭和20 三河地震 M6.8 深溝（ふこうず）断層 死者2,306⼈ 1945・終戦

1945・枕崎台⾵
1946・12 昭和21 南海地震 M8.0 南海トラフ 死者1,330⼈

1947・カスリーン台⾵
1947・災害救助法

1948・６ 昭和23 福井地震 M7.1 福井平野 死者3,769⼈
1959・伊勢湾台⾵
1960・チリ地震津波
1961・災害対策基本法

1964・６ 昭和39 新潟地震 M7.5 新潟県沖 死者26⼈
1966・地震保険法
1967・⽻越豪⾬
1973・災害弔慰⾦等法

1978・６ 昭和53 宮城県沖地震 M7.4 宮城県沖 死者28⼈
1983・５ 昭和58 ⽇本海中部地震 M7.7 秋⽥県沖 死者104⼈
1993・７ 平成５ 北海道南⻄沖地震 M7.8 奥尻島沖 死者230⼈
1995・１ 平成７ 兵庫県南部地震 M7.3 六甲断層・野島断層 死者6,437⼈

1998・被災者⽣活再建⽀援法
2000・10 平成12 ⿃取県⻄部地震 M7.3 ⿃取県⻄部 死者０⼈

2004・10 平成16 新潟県中越地震 M6.8 中越地⽅ 死者68⼈ 2004・被災者⽣活再建⽀援法
改正

2007・３ 平成19 能登半島地震 M6.9 能登半島 死者１⼈

2007・７ 平成19 新潟中越沖地震 M6.8 中越沖 死者15⼈ 2007・被災者⽣活再建⽀援法
改正

2008・６ 平成20 岩⼿宮城内陸地震 M7.2 岩⼿県内陸南部 死者23⼈
2011・３ 平成23 東北地⽅太平洋沖地震 M9.0 ⽇本海溝 死者約20,000⼈

2013・災害救助法改正

近現代震災史年表

※編集上の手違いで、誤った情報を含む年表が掲載されました。関係者にお詫びするとともに、より正確で充実したものと差し替えさせ
ていただきます。


	正誤表0416完成版 (harayama kosuke の競合コピー 2014-04-18)3
	g47 近代災害年表（改）丹青

