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1-1 1978年宮城県沖地震被害スライド（RC造） NO.１

1978年宮城県沖地震被害スライド（RC造） NO.２

1978年宮城県沖地震被害スライド（S造） NO.３

1978年宮城県沖地震被害スライド（RC、S以外） NO.４

5422 宮城県沖地震セレクション スライド

宮城県沖地震ネガファイル '78.2 ①

宮城県沖地震ネガファイル '78.2 ②

宮城県沖地震ネガファイル '78.6 ①

宮城県沖地震ネガファイル '78.6 ②

宮城県沖地震ネガファイル '78.6 ③

宮城県沖地震ネガファイル '78.6 ④

宮城県沖地震ネガファイル '78.6 ⑤

宮城県沖地震ネガファイル '78.6 ⑥

宮城県沖地震ネガファイル 1-10

宮城県沖地震ネガファイル 11-18

宮城県沖地震ネガファイル 19-23

宮城県沖地震ネガファイル

昭和53年２月20日宮城県沖地震 フィルムNo.1〜

昭和53年２月20日宮城県沖地震 フィルムNo.13〜

昭和53年２月20日宮城県沖地震

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 西郷小学校 一迫小学校 No.１

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 志波姫中学校 弥栄中学校 No.２

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 栗原農業高騰学校 築館高等学校 他 No.３

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 一迫中学校 若柳中学校 他 No.４

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 石越公民館 築館合同庁舎 他 No.５

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 西郷ブロック塀 千厩町福祉会館 他 No.６

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 仙台富士ビル 県立図書館 他 No.７

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 台原中学校 旭ヶ丘小学校 他 No.８

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 塩釜市役所 塩釜第一中学校 他 No.９

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 伊豆沼付近ブロック塀 石越公民館 他 No.10

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 建築学科室内 建設系建物 他 No.11

宮城県沖地震被害写真 1978.2｡20 志波姫中学校被害写真コピー 他

1978宮城県沖地震被害写真 卸町地区 長町地区

1978宮城県沖地震被害写真 仙台市街地

1979宮城県沖地震被害写真 仙台市街地

1978宮城県沖地震被害写真 泉市

1978宮城県沖地震被害写真 岩手県 宮城県北部

1978宮城県沖地震被害写真 住宅・塀・煙突・その他

1-2
1978年６月12日 宮城県沖地震による河川構造物等被害状況 写真集
昭和53年７月 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所

1978年宮城県沖地震の被害と教訓 昭和53年11月 建設省東北地方建設局営繕部

都市圏における災害と情報[1978年宮城県沖地震を中心に] 昭和53年10月 東北電気通信局経営調査室

1978年宮城県沖地震災害記録 昭和53年11月 宮城電気通信部
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1-2 8103-0009 地震！その時私は・・・−仙台の主婦からの報告− 昭和54年５月 櫻井 恵美子 池田 博子

'78宮城県沖地震 公共土木施設等被災写真集 昭和54年３月 宮城県土木部

8102-0008 '78宮城県沖地震 被害実態と住民対応 昭和54年12月 仙台市

5001 1978年 宮城県沖地震調査報告書 昭和55年４月 土木学会東北支部

宮城県沖地震 市民の対応と教訓 昭和55年６月 仙台市消防局

79河北年鑑 特集 宮城県沖地震 河北新報社

日本経済新聞 昭和53年７月 日本経済新聞

日本金融通信

78宮城県沖地震 その記録と教訓 昭和53年 仙台市北消防署

1466 '78宮城県沖地震 その記録と教訓 昭和53年 河北新報社

1978・宮城県沖地震 １カ月の報道 昭和53年７月 河北新報社

建設新聞 1978年 〔特別企画〕宮城県沖地震 暑中特別増刊号 建設新聞社

建設新聞 1978年 〔特別企画〕宮城県沖地震 暑中特別増刊号 建設新聞社

宮城県沖地震による江刺市庁舎被害調査報告書 坂本鹿名夫建築研究所

A REPORT ON THE MIYAGIKEN-OKI,JAPAN,EARTHQUAKE OF JUNE 12,1978

地震学会講演予稿集 昭和53年10月 No.2 地震学会

海底地震計による宮城県沖地震の余震観測 II 松浦 充宏 他

1978年６月12日宮城県沖地震の通信調査 茅野 一郎 他

宮城県沖地震と隣接地域への影響について 平岩 幸雄

海底地震計による宮城県沖地震の余震観測Ｉ 山田 敏彦 他

1978年宮城県沖地震−余震観測 増田 徹 他

1978年宮城県沖地震−余震のスペクトル解析 武村 雅之 他

1978年６月12日宮城県沖地震（速報） 海野 徳仁

1978年６月12日宮城県沖地震の余震の震源分布 海野 徳仁

1978年６月12日宮城県沖地震の発生機構 瀬野 徹三 他

宮城県沖に予想される地震について 瀬野 徹三

深発地震面に沿う地震破壊の伝播−宮城県沖地震 南雲 昭三郎

1978年宮城県沖津波とその近海の津波活動 昭和53年 羽鳥 徳太郎

1978年宮城県沖地震に伴った津波の数値実験 昭和53年 相田 勇

宮城県沖地震前の異常調査 昭和53年 亀井 義次

最近の東北地方の顕著な地震活動 昭和53年 植木 貞人

地震予知に可能性と測定方法 その１ 昭和53年 川口 正人

地震予知に可能性と測定方法 その２ 昭和53年 川口 正人

震源の確率モデルと宮城県沖地震の最大加速度 昭和53年 平沢 朋郎 他

強震の主要動の継続時間 昭和53年 吉田 弘 勝又 護
伊豆大島近海地震および宮城県沖地震に関する地下水位、温泉温度の前兆現象について
昭和53年 大木 靖衛 平賀 士郎
宮城沖地震（53年2月20日）の観測結果とその波形処理について
昭和53年９月 日本建築学会
1978年宮城県沖地震の仙台市における強震応答スペクトル 昭和53年９月 日本建築学会

東北工業大学 建物施設の被害調査報告書 昭和58年８月 東北工業大学調査委員会

塀・家具・ガラス等の地震対策案の作成報告書 昭和53年３月 建築研究振興協会

1978年宮城県沖地震における家具の転倒及び建築設備の被害調査 1978年７月 建築研究振興協会

日本建築学会東北支部研究報告集 昭和53年11月 第32号 日本建築学会東北支部

2



No.1 宮城県沖地震 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者 出 版 社

1-2 1978年宮城沖地震における建築物の被害分布 昭和53年９月 日本建築学会

学士会会報 宮城県沖地震に遭遇し建築物を考える 昭和53年10月 741号
宮城沖地震における仙台鉄道管理局庁舎のSMAC強震計記録とその解析（その１）
昭和53年９月 日本建築学会
宮城沖地震における仙台鉄道管理局庁舎のSMAC強震計記録とその解析（その２）
昭和53年９月 日本建築学会

'78宮城沖地震による西郷小学校の被害と考察 昭和53年９月 日本建築学会

1978年宮城県沖地震によるSRC造18階建家の地震観測 昭和53年９月 日本建築学会

'78宮城県沖地震により被害をうけた体育館の解析と検討 昭和53年９月 日本建築学会

宮城県沖地震による塀の被害の統計的調査報告 昭和53年11月 日本建築学会東北支部
1978年６月12日宮城県沖地震におけるコンクリートブロック壁の被害と今後の対策について
昭和53年11月 日本建築学会東北支部

1978宮城沖地震における窓ガラスの破損その１ 昭和53年９月 日本建築学会

1978宮城沖地震における窓ガラスの破損その２ 昭和53年９月 日本建築学会

地震と家具その１ 宮城県沖地震に伴う転倒家具とその構造 昭和53年11月 東北工業大学
宮城沖地震における建築物のガラスの破損状況調査結果とその対策
昭和53年７月 板硝子協会
宮城沖地震による災害復旧工事費内訳 昭和53年６月 宮城県住宅管理公社

昭和53年度 第２回工業用水・排水ゼミナール 宮城県沖地震による工業用水道施設の被害と対策 日本工業用水協会

1978年宮城県沖地震の港湾地域における強震記録 第15回 地震工学研究発表会

東北地方の地震活動の特性 昭和54年10月 日本地質学会

第14回 土質工学研究発表会 通信調査により明らかにされた震度分布の理論的検討 東北工業大学

土木学会第34回年次学術講演会概要集 1978年宮城県沖地震による盛土の崩壊に関する一考察 東北大学

土木学会第34回年次学術講演会概要集 1978年宮城県沖地震による仙台市緑ヶ丘造成地の被害特性 東北工業大学

土木学会第34回年次学術講演会概要集 1978年宮城県沖地震に伴う仙台市北部宅造地の被災について 東北工業大学
土木学会第34回年次学術講演会概要集 宮城県沖地震による砂地盤の液状化解析 東京大学

土木学会第34回年次学術講演会概要集 1978年宮城県沖地震で被災した構造物の周辺地盤の耐震性調
査 建設省土木研究所

土木学会第34回年次学術講演会概要集 河川堤防の地震被害と基礎地盤の履歴について 建設省土木研究所

土木学会第34回年次学術講演会概要集 軟弱地盤上の河川堤防の地震被害に関する一考察 建設省土木研究所
土木学会第34回年次学術講演会概要集 流動化履歴地点の地盤特性（その３） 建設省土木研究所

第14回 土質工学研究発表会 1978年宮城県沖地震における地盤の耐震性に関する調査 建設省土木研究所

日本地質学会第86年学術大会講演要旨 昭和54年10月 日本地質学会

第15回 地震工学研究発表会 1978年宮城県沖地震による液状化事例の解析 運輸省港湾技術研究所

第15回 地震工学研究発表会 1978年宮城県沖地震による宅地盛土の崩壊について 東北大学
第15回 地震工学研究発表会 1978年宮城県沖地震による地盤震害に関する調査 建設省土木研究所

土質工学シンポジウム 地震による宅地盛り土の崩壊の一例 昭和54年 土質工学会

3



No.1 宮城県沖地震 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者 出 版 社

1-2
土木学会第34回年次学術講演概要集 強震記録を用いた開北橋の動的特性 1979年 川島 一彦 殿内 啓司

道路の震災対策に関する調査報告－道路構築物の被災予測に関する研究－
昭和54年９月 日本道路協会

鉄道土木 1978年宮城県沖地震 昭和54年６月 日本鉄道施設協会

第24回 土質工学シンポジウム 宮城県沖地震による河川堤防の被害について 昭和54年 土質工学会

第15回 地震工学研究発表会 1978年宮城県沖地震による港湾施設被害とその解析 運輸省港湾技術研究所

第14回 土質工学研究発表会 1978年宮城県沖地震による堤防等の被害について 東北大学

第15回 地震工学研究発表会 宮城県沖地震による埋設管の被害 東京大学

第30回 全国水道研究会発表会 宮城県沖地震による水道施設の被害調査 東北大学

宮城県沖地震に伴う被害状況および調査について 昭和54年３月 土質工学会

1978年宮城県沖地震による設備被害調査報告 1979年３月 宮城県沖地震設備被害調査委員会

第15回 地震工学研究発表会 1978年宮城県沖地震による低層家屋の被害と加速度応答スペクトル 京都大学

地震と家具 その２ 宮城県沖地震による家具被害の実態調査 昭和54年11月 東北工業大学 田中 三郎

1978年宮城県沖地震被害調査報告会 昭和54年３月 日本建築学会東北支部

'78宮城県沖地震 簡易ガス関係報告書 昭和54年１月 仙台簡易ガス協会

電力中央研究所報告 1978年宮城県沖地震による変電設備の被害に関する考察 昭和55年３月 電力中央研究所

電力中央研究所報告 変電設備耐震対策に関する研究 昭和55年３月 電力中央研究所

電力中央研究所報告 1978年宮城県沖地震による変電設備の被害に関する考察 昭和55年４月 電力中央研究所

電力中央研究所報告 1978年宮城県沖地震による変電設備の被害に関する考察 昭和55年８月 電力中央研究所

1978年宮城県沖地震災害調査報告 1.地震および地震動 日本建築学会 大沢 胖

1978年宮城県沖地震の被害調査報告－主として鋼構造物を対象として－ 昭和53年８月 鋼材倶楽部

宮城県沖地震被害状況調査報告書 昭和53年９月 建築業協会

石越町公民館の地震被害 昭和53年11月 日本建築学会東北支部

1978年６月12日宮城県沖地震 新聞スクラップ

宮城県沖地震の教訓 昭和54年４月 宮城県知事 山本 壮一郎

討論会講演要旨 昭和54年４月 日本地質学会
竹中技術研究報告 1978年２月および６月の宮城県沖地震による建物被害の調査報告
1979年４月 第21号 竹中技術研究所
日本建築学会東北支部研究発表会 1978年6月宮城県沖地震による建築設備被害に関する調査報告
昭和54年３月 東北大学

都市の防災体制の信頼性・有効性に関する研究 昭和54年５月 未来工学研究所

昭和53年度 宮城県沖地震に関する実態調査結果報告書（資料編） 東北管区行政監察局

1978年宮城県沖地震に関する東京都調査団報告 昭和53年６月 東京都

1978年宮城県沖地震調査報告書 昭和53年８月 東京消防庁

生産研究 1978年宮城県沖地震の被害調査報告 昭和53年11月 30巻 11号 東京大学生産技術研究所
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1-2 宮城県沖地震の報告 1978.6.12 仙台市消防局

1978年６月12日 宮城県沖地震被害調査報告 昭和53年10月 応用地質調査事務所

災害報告一覧表 宮城県教育庁財務課

地震による被害状況の報告 宮城県総務部消防防災課

被害状況報告 大船渡市

昭和53年２月20日地震による被害資料 石巻市

1978年６月地震火山概況 昭和53年７月 気象庁観測部地震課

本支管損傷調査票 仙台市ガス局

導管被害調査表 仙台市ガス局

1-3 1978年宮城県沖地震被害調査報告書（速報） 1978.6 建設省建築研究所

1978年６月宮城県沖地震による学校建築の被害概況調査報告 1978年７月 東京大学、千葉大学

1978年宮城県沖地震被害調査速報 1978年４月 東北大学、東北工業大学

宮城県泉高等学校調査資料 三井建設

「1978年宮城県沖地震」被害調査報告書 昭和53年７月 間組

'78年宮城県沖地震建築関係被害調査報告書 昭和53年10月 熊谷組

築館合同庁舎の震害調査ー耐震補強法ー 1978年７月 錢高組

築館合同庁舎の震害調査 中間報告書 1978年７月 錢高組
1978年宮城県沖地震による宮城県立泉高等学校の第１次被害調査報告書および補修、補強対策案
昭和53年７月 三井建設

築館合同庁舎 耐震補強報告書 昭和53年10月 岡設計

動的設計した高層建築の強震時の実挙動について 日建設計

1978年宮城県沖地震によるガラス窓の破損調査報告 建設省建築研究所

仙台富士ビルの震害報告書 昭和53年３月 大成建設

地震による被害状況調 昭和53年２月 迫町役場

1978年宮城県沖地震 仙台市役所建設指導課

昭和53年６月12日発生の宮城県沖地震における各学科・教室からの教訓・反省事項等メモ 東北大学工学部

宮城県沖地震の被害調査報告 昭和53年７月 奥村組仙台支店

1978.6.12年宮城県沖地震被害調査報告 昭和53年９月 広島大学

２月10日地震による岩手県内、東北電力建物被害 東北電力

築館合同庁舎振動解析 1978年７月 錢高組研究部

オビサン(株)ビル宮城県沖地震被害調査表 三菱建設

木下(株)ビル宮城県沖地震被害調査表 三菱建設
宮城県沖地震における２棟の鉄筋コンクリート構造物の被害に関する考察
1978年６月 三菱建設

KビルおよびOビルのコンクリート強度等調査・試験結果報告書 昭和53年６月 三菱建設

長坂小学校煙突改修（補強）工事工事概算予算書 白石建築設計事務所

官庁施設地震被害状況（設備関係） 東北地方建設局

1978 宮城県沖地震の被害状況（設備関係） 昭和53年６月 鹿島建設仙台支店

設備関係被害および仮復旧状況（6/20現在） 昭和53年６月 清水建設仙台支店

被害状況の分類（設備関係） 昭和53年６月 大成建設仙台支店

1978年宮城県沖地震震害調査書 竹中工務店

'78宮城県沖地震による設備関係被害調書 昭和53年７月 安藤建設

1978年6.12宮城県沖地震建築設備被害内容報告書 戸田建設仙台支店
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1-3 1978年宮城県沖地震による水槽の被害状況 昭和53年８月 ブリジストン

1978年宮城県沖地震被害調査報告書（都市防災編 資料V） 1978年12月 建設省建築研究所
1978年宮城県沖地震被害調査報告書（都市防災編 第１報 要旨） 1978年８月 建設省建築研究所

1978年宮城県沖地震被害調査報告書（都市防災編 資料IV） 1978年９月 建設省建築研究所

「宮城県沖地震」についてのアンケート調査結果表 宮城県消費流通課

宮城県沖地震に関するアンケート調査 仙台図南高等学校

宮城県沖地震に関する調査 第１回集計結果 東北工業大学

1978年宮城県沖地震 被害アンケート調査結果報告 昭和53年９月 復建技術コンサルタント

'78宮城県沖地震災害報告 昭和53年７月 仙台通商産業局公益事業部

安全衛生資料 昭和53年９月 十條製紙石巻工場

宮城県沖地震の状況とその保安対策 十條製紙石巻工場

宮城県沖地震への対応策総まとめ 仙台市農政課

管内参考報告書 東北管区行政監察局

農家のみなさんへー地震災害復旧の手びきー 宮城県農政部

地震災害を受けた中小企業者の皆様へ 宮城県商工労働部中小企業課

1978年宮城県沖地震被災者の皆様へ 宮城県

お知らせ 仙台市震災対策本部

1978年宮城県沖地震 防災担当者からみた震災の実態と問題点 昭和53年11月 仙台市南自衛消防連絡協議会

1978年宮城県沖地震災害対策に関する意見等について 白石市

「災害復興住宅資金」の借入れを希望される方へ 住宅金融公庫

宅地防災工事資金の貸付けのご案内 住宅金融公庫

1978年宮城県沖地震関係調査、報告、研究テーマ一覧 宮城県

手樽地区 宮城県沖地震災害の復旧について 昭和54年３月 宮城県仙台土地改良事務所

オフィス家具の地震対策 昭和54年２月 株式会社イトーキ

消防用設備等の耐震性能に関する調査研究報告書 昭和54年12月 消防用設備等耐震性能等調査研究委員会

宮城県沖地震における煙突の被害 昭和54年７月 仙台市建築指導課

地震予知情報への対応 1978年８月 東京大学新聞研究所

1978.2.20 地震被害資料 秋田県 青森県 福島県

1978.2.20 地震被害資料 岩手県

1978.2.20 地震被害資料 宮城県

宮城県沖地震被害調査報告書 鳴瀬町PC配水池の被害状況 1978年７月 三井建設株式会社

1978年宮城県沖地震災害概況 昭和53年８月 宮城県

1978年宮城県沖地震災害概況 昭和53年10月 宮城県

東北技術だより 昭和53年８月 第94号 仙台管区気象台

自然災害科学総合シンポジウム講演論文集 1978年 第15回 自然災害科学総合研究班

第15回自然災害科学総合シンポジウム 講演論文集 1978.10 自然災害科学総合研究班

ヒシサークルニュース 臨時特集号（宮城県沖地震） No.34 三菱樹脂

グラフみやぎ 宮城県沖地震被災の状況 昭和53年６月 宮城県広報協会

宮城県沖地震の教訓 昭和53年７月 日本通運株式会社

主要災害調査 1978年宮城県沖地震による災害現地調査報告 昭和53年10月 第15号 国立防災科学技術センター
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1-3 気象庁技術報告 1978年宮城県沖地震調査報告 昭和53年12月 第95号 気象庁

1978年宮城県沖地震調査報告 昭和53年８月 埼玉県

宮城県沖地震の概要ー中間報告ー 仙台市

強震速報 1978年２月20日 宮城県沖の地震 昭和53年３月 No.14 科学技術庁国立防災科学技術センター

強震速報 1978年６月12日 宮城県沖地震 昭和53年７月 No.15 科学技術庁国立防災科学技術センター

ACCELEROGRAMS OF STRONG-MOTION EARTHQUAKE 12JUNE1978 昭和53年７月
BUILDING RESEARCH INSTITUTE
MINISTRY OF CONSTRUCTION GOVERNMENT
OF JAPAN

1978年宮城県沖地震に関する地震津波速報 昭和53年６月 仙台管区気象台

仙台管区異常気象報告 昭和53年８月 第58号 仙台管区気象台

1978年宮城県沖地震被害の概要 昭和53年７月 東北地方建設局

土木研究所資料 1978年６月宮城県沖地震被害調査概報 昭和53年10月 第1422号 建設省土木研究所

土木研究所彙報 土木構造物における加速度強震記録(No.2) 1978年10月 vol.33 建設省土木研究所

土木研究所資料 1978年宮城県沖地震災害調査報告 昭和53年12月 第1437号 建設省土木研究所

宮城県沖地震に於けるクローザージョイント 調査報告書 昭和53年８月 日本ヴィクトリック株式会社

5013 宮城県沖地震ガス施設被害調査報告書 昭和53年12月 ガス事業大都市対策調査会
FUNCTIONAL DAMAGE AND REHABILITATION OF LIFELINES IN THE MIYAGIKEN-OKI EARTHQUAKE OF 1978
1978年12月 建設省土木研究所

昭和51年度仙台市長町公営住宅新築工事 1978年宮城県沖地震被害調査及び復旧対策 報告書 仙台市開発局住宅部住宅課
1-4 建築研究資料 宮城県沖地震による窓ガラスの破損に関する調査報告 1978.10 No.23 建設省建築研究所

宮城県沖地震にみられた地盤と構造物の震害について 1978.10 第15回自然災害科学総合シンポジウム

宮城県沖地震による一般住家の被害実態調査ー中間報告ー 昭和53年７月 仙台市災害対策本部

「1978年宮城県沖地震」アンケート調査結果の概要 昭和53年７月 宮城県広報課

1978年宮城県沖地震による被害とその対策の記録 昭和53年10月 仙台市水道局

1978年宮城県沖地震 災害報告書 昭和53年12月 東北電力

1978年宮城県沖地震災害記録 昭和53年12月 東北電気通信局

情報処理の安全対策（宮城県沖地震の被害と地震対策） 昭和53年８月 日本電子計算機株式会社

「1978年宮城県沖地震」に関する世論調査の報告 1978.7 ビデオ・リサーチ

5011 昭和53年６月宮城県沖地震 地震災体験速報 仙台工事事務所

1978年宮城県沖地震 わたくしたちの体験記 昭和53年11月 宮城県・宮城県教育委員会

あのとき私達は！ 昭和53年６月12日宮城県沖地震に遭遇して 石巻教育事務所

1978年宮城県沖地震による高圧ガス施設等被害概況 昭和53年10月 宮城県商工労働部工業立地調整課

1978年宮城県沖地震 東北石油㈱仙台精油所 流出油事故の概要 昭和53年11月 宮城県

'78宮城県沖地震災害の概況 ＝応急措置と復興対策＝ 昭和53年12月 宮城県

地震災害復旧の手引 昭和53年６月 宮城県

1978年宮城県沖地震 防災懇談会の概要 昭和53年11月 宮城県総務部

仙台市の行う災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付け 仙台市

宮城県沖地震 特別相談のまとめ 仙台市

'78宮城県沖地震 災害の記録 昭和54年６月 仙台市

5003 宮城県沖地震災害に関する諸調査の総合的分析と評価 1979年11月 仙台都市科学研究会

1978年宮城県沖地震の記録と教訓 昭和54年４月 泉市

自然災害科学総合シンポジウム講演論文集 1979年９月 第16回 自然災害科学総合研究班

1978年宮城県沖地震の被害の特徴と問題点について 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

7



No.1 宮城県沖地震 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者 出 版 社

1-4 応用地質調査事務所年報 1979 昭和54年10月 NO.1 応用地質調査事務所

1500･5005 1978年宮城県沖地震による被害の総合的調査研究 昭和54年３月 文部省科学研究費 自然災害特別研究 佐武 正雄

宮城県沖地震ー1978年宮城科学シンポジウム報告集ー 1979.4 日本科学者会議宮城支部

研究紀要 宮城工業高等専門学校 昭和53年 昭和54年３月 第15号 宮城工業高等専門学校

1978年宮城県沖地震調査報告 昭和54年３月 宮城工業高等専門学校
生産研究 1978年宮城県沖地震による都市供給施設の被害と復旧
昭和54年７月 vol.31 NO.７ 東京大学 生産技術研究所

1978年宮城県沖地震の震度調査 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

宮城県沖地震のからみた仙台周辺の地形と地盤条件 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

1978年宮城県沖地震による沖積地盤の地震動に関する解析的考察 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

震度調査票にもとづく地震動（ゆれ方）のパターン分析 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

1978年宮城県沖地震にともなった地磁気短周期変動の時間的異常変化と地震予知 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

地震の概要 昭和54年３月 1.1. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 浜口 博之

強震記録について 昭和54年３月 1.2. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 柴田 明徳 高橋 純一

地盤災害の概要 昭和54年３月 1.3. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 北村 信

1978年宮城県沖地震とその余震活動 昭和54年３月 2.1. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 浜口 博之 他

福島県いわき市における1978年宮城県沖地震の余震観測 昭和54年３月 2.2. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 津村 建四郎 他

1978年宮城県沖地震の余震スペクトル解析 昭和54年３月 2.3. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 浜口 博之 他

岩盤および地盤での地震動比較観測 昭和54年３月 2.4. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 嶋 悦三 他

1978年宮城県沖地震の広域通信調査による被害・震度等の分布 昭和54年３月 2.5. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 茅野 一郎

地盤地質と地盤被害 昭和54年３月 3.1. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 北村 信 中川 久夫

アンケート調査による震度分布と被害分布 昭和54年３月 3.2. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 村井 勇

白石市寿山の緑ヶ丘団地の地すべり 昭和54年３月 3.3. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 大槻 憲四郎 柴田 豊吉

地盤振動特性について 昭和54年３月 3.4. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 大槻 憲四郎 石崎 国熙

仙台市内宅地造成地の被害調査 昭和54年３月 4.5. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 浅田 秋江

常時微動による仙台市地盤の振動特性調査 昭和54年３月 4.6. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 大澤 胖 他

1978年宮城県沖地震 公共土木施設被災報告書 昭和54年１月 宮城県土木部

5009
土木研究所資料 1978年宮城県沖地震による地域別地震動強度の分布に関する調査報告
昭和54年６月 第1512号 建設省土木研究所

地質学古生物学教室研究邦文報告 昭和54年３月 第80号 東北大学理学部

1978年宮城県沖地震に伴う地盤現象と災害について 1979年３月 第80号 東北大学理学部地質学古生物学教室

5362 土木研究所資料 開北橋における強震記録の解析 昭和54年10月 第1532号 建設省土木研究所

宮城県沖地震対策会議報告書 昭和54年４月 新幹線建設局

広瀬川水管橋（上部工）震害復旧工事調査報告書 昭和54年３月 日本鋼管株式会社

港湾技研資料 1978年宮城県沖地震港湾被害報告 1979年９月 No.325 運輸省港湾技術研究所

構造物の耐震性と設計震度に関する考察 昭和54年３月 5.9. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 田村 重四郎

津波 昭和54年３月 文部省科学研究費 自然災害特別研究 岩崎 敏夫 真野 明

地盤の液状化について 昭和54年３月 5.8. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 柳沢 栄司

応用地質調査事務所年報 1979 No.1 応用地質調査事務所

橋梁等の被害の特徴 鋼橋の被害 昭和54年３月 5.5. 5.5.1 文部省科学研究費 自然災害特別研究 倉西 茂
第24回 土質工学シンポジウム 宮城県沖地震における鉄道の被害と問題点
1979 土質工学会
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1-4 ダム・堤防の被害 昭和54年３月 5.6. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 田村 重四郎 柳沢 栄司

港湾・漁港の被害 昭和54年３月 5.2. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 岩崎 敏夫 西沢 勝

ライフラインの被害と機能障害の概要 昭和54年３月 1.5. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 尾坂 芳夫

交通機能障害とその影響 昭和54年３月 5.1. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 尾坂 芳夫 福田 正

上下水道・ガス関連施設の被害 上水道施設の被害 昭和54年３月 5.3. 5.3.1 文部省科学研究費 自然災害特別研究 佐藤 敦久

上下水道・ガス関連施設の被害 下水道施設の被害 昭和54年３月 5.3. 5.3.2 文部省科学研究費 自然災害特別研究 野池 達也

上下水道・ガス関連施設の被害 ガス製造・供給施設の被害 昭和54年３月 5.3. 5.3.3 文部省科学研究費 自然災害特別研究 岸野 佑次 浅野 照雄
ライフライン系の機能停止と震害復旧からみた特性 ライフラインの地震時機能停止
昭和54年３月 5.10. 5.10.1 文部省科学研究費 自然災害特別研究 佐伯 元彦
ライフライン系の機能停止と震害復旧からみた特性 震害復旧から見たライフライン系の特性
昭和54年３月 5.10. 5.10.2 文部省科学研究費 自然災害特別研究 片山 恒雄

第15回 地震工学研究発表会 宮城県沖地震による都市供給施設被害の復旧 東京大学
貯油タンクの石油流出と事故後の対応 貯油タンクの構造破壊とその考察
昭和54年３月 5.7. 5.7.1 文部省科学研究費 自然災害特別研究 秋山 成興
貯油タンクの石油流出と事故後の対応 石油の流出と事故後の対応
昭和54年３月 5.7. 5.7.2 文部省科学研究費 自然災害特別研究 首藤 伸夫

建築研究報告 「1978年宮城県沖地震」の被害調査報告書 1979年２月 No.86 建設省建築研究所
1978年２月および６月の宮城県沖地震による建物被害の調査報告
昭和54年10月 研技1853号 竹中技術研究所

宮城県築館合同庁舎改築地質調査報告書 昭和54年３月 土木地質株式会社

宮城県沖地震における仙台市に建つ建物の剛性低下と損傷度の分布についてI 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

宮城県沖地震における仙台市に建つ建物の剛性低下と損傷度の分布についてII 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

地震時の高層建物高さ別震度及び高さ別人間心理の問題 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

建築の被害の概要 昭和54年３月 1.4. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 志賀 敏夫

建物の被害・補修と生活環境への影響 昭和54年３月 4.3. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 川股 重也 他

建築物の機能障害 昭和54年３月 4.4. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 志賀 敏夫 他
京都大学防災研究所年報別刷 1978年宮城県沖地震による建築物の被害
昭和54年４月 第22号B-1 京都大学

1978年宮城県沖地震で被害を受けた将監西小学校の被害に関する考察 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

1978年宮城県沖地震における仙台卸商団地のＲＣ建物群の被害に関する考察 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

卸町に建つRC造建物の全数被害調査 昭和54年３月 4.1. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 志賀 敏夫 柴田 明徳

鉄骨造建築物の被害調査 昭和54年３月 4.2. 文部省科学研究費 自然災害特別研究 山田 大彦

地震と家具の転倒 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム
'78宮城県沖地震災害の実態＝住民等の対応および被害の実態調査報告＝
昭和54年６月 宮城県

'78宮城県沖地震 県・市町村広報活動の記録と反省 昭和54年３月 宮城県

震災時の食料についてのアンケート調査 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム

東北大学の地震災害とその予防対策 昭和54年４月 東北大学

「1978年宮城県沖地震」による事業所活動への影響調査 昭和54年３月 東北地方建設局

'78宮城県沖地震 農業災害の記録 昭和54年３月 宮城県農政部

仙台市緑ヶ丘住宅団地の復興対策状況調 昭和54年５月 宮城県

'78宮城県沖地震災害復旧及び対策の概要 昭和54年６月 宮城県
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1-4 災害救助の手引 昭和54年６月 宮城県民生部

仙台市防災都市づくりシンポジウム記録集 昭和54年10月 仙台都市科学研究会

5004 '78宮城県沖地震災害の教訓 ＝実態と課題＝ 昭和55年３月 宮城県

土木研究所資料 土構造物の地震被害事例 昭和55年３月 第1576号 建設省土木研究所

5255
土木研究所資料 新飯野川橋橋脚の地震応答特性ならびに1978年宮城県沖地震による被害原因の検討
昭和55年３月 第1581号 建設省土木研究所

１-5 '78宮城県沖地震における住民等の対応及び被害の調査研究 1980年３月 東北大学

宮城県沖地震に関する総合的調査報告書 昭和56年３月 国土庁長官官房防災企画課

建設月報 最近の天変地異と災害の発生 昭和53年８月 31巻8号 建設広報協議会

気象 1978年宮城県沖地震 第257号 日本気象協会

防災 '78宮城県沖地震の被害記録から 昭和53年９月 57号 全国防災協会

都道府県展望 "宮城県沖地震" 1978年９月 全国知事会

文化評論 宮城県沖地震の経験から学ぶもの 昭和53年９月 209号

生産研究 昭和53年11月 30巻 11号 東京大学生産技術研究所

地震予知連絡会会報 1978年２月20日の宮城県沖地震について 第20巻 東北大学理学部

地震予知連絡会会報 1978年２月20日の宮城県沖地震について 第20巻 気象庁地震課、地震予知情報室

地震予知連絡会会報 南部三陸地域の重力変化 第20巻 緯度観測所

東京大学地震研究所彙報 1978年宮城県沖地震に伴った津波の数値実験 第53号 第4冊 東京大学地震研究所

東京大学地震研究所彙報 1978年宮城県沖地震津波とその近海の津波活動 第53号 第4冊 東京大学地震研究所

地理 宮城県沖地震による仙台市周辺の家屋被害と地形 昭和53年９月 第23巻 第９号 中田 高

東北技術だより 1978年宮城県沖地震の余震活動 昭和53年12月 第96号 仙台管区気象台

土木学会誌 「1978年宮城県沖地震」被害報告 1978年８月 第63巻 第9号 土木学会

土木技術資料 宮城県沖地震被害概報 1978年８月 20-8 土木研究所

土木技術資料 1978年６月宮城県沖地震被害調査速報 1978年８月 20-8 土木研究所

土木技術資料 宮城県沖地震に考える 1978年９月 20-9 土木研究所

道路 1978宮城県沖地震 1978年９月 日本道路協会

防災 1978年宮城県沖地震災害について 昭和53年９月 57号

橋梁 宮城県沖地震と耐震設計基準の再検討 昭和53年10月 14巻 10号 岡本 舜三

砂防と治水 1978年宮城県沖地震報告 昭和53年11月 Vol.11 No.3 全国治水砂防協会

橋梁と基礎 地震の概要 1978年12月 12巻 12号 建設図書

土木学会誌 1978年宮城県沖地震報告 1978年12月 土木学会東北支部

政経東北 無理な宅地造成が被害を大きくした 昭和53年９月 第7巻 第9号 東邦出版

基礎工 宮城県沖地震による液状化現象 1978年11月 Vol.6 No.11 総合土木研究所

舗装 宮城県沖地震の被害状況 1978年８月 建設図書

道路 宮城県沖地震と直轄国道の管理 1978年９月 第451号 日本道路協会

基礎工 鉄道における震害 1978年11月 Vol.6 No.11 総合土木研究所

基礎工 道路における震害 1978年11月 Vol.6 No.11 総合土木研究所

橋梁と基礎 道路および鉄道における被害状況 1978年12月 12巻 12号 建設図書

橋梁と基礎 鉄道の被害と復旧 1978年12月 12巻 12号 建設図書

橋梁と基礎 高速道路の被害と復旧 1978年12月 12巻 12号 建設図書

橋梁と基礎 宮城県における橋梁被害 1978年12月 12巻 12号 建設図書

構造物設計資料 東北新幹線コンクリート桁支承部の耐震設計 昭和53年12月 No.56 日本国有鉄道 構造物設計事務所

河川 宮城県沖地震と河川災害 昭和53年10月 387号 日本河川協会
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1-5
建設月報とうほく 1978年宮城県沖地震直轄河川関係災害概要報告
昭和53年10月 9巻7号 建設省東北地方建設局

下水道協会誌 宮城県沖地震による下水道施設被害速報 1978年８月 Vol.15 No.171 下水道協会
公衆衛生情報みやぎ 宮城県沖地震による水道施設の被害について
1978年10月 宮城県公衆衛生協会

スチールデザイン 水道用鋼管の耐震設計 昭和53年10月 185号 日本鉄鋼連盟

土木技術資料 宮城県沖地震による下水道施設の被害 1978年11月 土木研究所

建設月報とうほく 宮城県沖地震を顧みて 昭和53年９月 9巻6号 建設省東北地方建設局

構造物設計資料 '78宮城県沖地震鉄道被害状況 昭和53年９月 No.55 日本国有鉄道 構造物設計事務所

NIKKEI ARCHITECTURE 2.20東北地震は、自然が行った「耐震診断」だ 1978.4 日経BP社

NIKKEI ARCHITECTURE 6.12宮城県沖地震は高度成長時のヒズミを突いた 1978.7 日経BP社

建築界 1978年宮城県沖地震による建築被害をみて 昭和53年８月 27巻8号 野村 設郎 井口 道雄

建築界 あいつぐ地震の建築被害とその反省 昭和53年８月 27巻8号

建築の技術 施工 1978年宮城県沖地震の被害について（速報） 1978年８月 No.147 彰国社

新建築 宮城県沖地震レポート 昭和53年８月 53巻9号 新建築社

NIKKEI ARCHITECTURE 建築研究所調査が描き出した被害の実態と問題点 1978.8 日経BP社

建築雑誌 最近の地震にみられる諸障害について 昭和53年９月 Vol.93 No.1141 日本建築学会

建築士 宮城県沖地震の教訓 昭和53年９月 27巻312号 日本建築士会連合会

建築士 宮城県沖地震による被害建物の記録 昭和53年９月 27巻312号 日本建築士会連合会

東北大学学報 宮城県沖地震を思う 昭和53年10月

公共建築 宮城県沖地震被害を見て 昭和53年11月 20巻2号 公共建築協会
NIKKEI ARCHITECTURE 地震後で注目の構造分科会前面に踊り出た社会・経済的視点での言及 1978
年11月 日経BP社

建築雑誌 1978年宮城県沖地震調査報告 1978年12月 Vol.93 No.1144 日本建築学会

建築設備と配管工事 1978年宮城県沖地震の被害の実態 1978年11月 日本工業出版
NIKKEI ARCHITECTURE 「非構造部材」の耐震性ー宮城県沖地震のもうひとつの教訓
1978年10月 日経BP社

近代消防 特集−地震予知と震災対策 '78.9 第188号 近代消防

空気調和・衛生工学 1978年宮城県沖地震設備被害調査報告速報 1978年９月 52巻9号 空気調和・衛生工学会

電設工業 1978年宮城県沖地震の電気設備被害状況調査報告 昭和53年９月 Vol.24 No.10 日本電設工業協会
NIKKEI ARCHITECTURE 設備被害にもまざまざやるべきこと軽視のむくい
1978年９月 日経BP社
NIKKEI ARCHITECTURE 見せた電算機耐震の後進性「固定」「移動」両説が対立
1978年９月 日経BP社
学習コンピュータ 宮城県沖地震でぐらりコンピュータのショック度
昭和53年10月 9巻10号 学習研究社

日経メディカル 地震・火災対策 1978年10月 Vol.7 No.12 日経BP社

病院設備 宮城県沖地震と設備 1978年11月 VOL20 NO6 日本病院設備協会

建築設備士 宮城県沖地震の被害レポート 昭和53年11月 10巻11号 日本建築設備士協会
NIKKEI ARCHITECTURE 震度５に反省迫られた木造住宅耐震性の証明
1978年８月 日経BP社
NIKKEI ARCHITECTURE "砂上の楼閣"まざまざ地盤軽視の現実に警鐘
1978年８月 日経BP社
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1-5
NIKKEI ARCHITECTURE 新耐震設計法の建物像追究必要な保有耐力算定用資料
1978年10月 日経BP社
NIKKEI ARCHITECTURE 米国防災事情を視察して知る「全館避難の危険性」
1978年10月 日経BP社

建築の研究 宮城県沖地震被害調査報告速報 1978年８月 建築研究振興協会

ブリジストンタイヤ 宮城県沖地震の被害と教訓 1978年 Vol.1 No.2

びるぢんぐ 宮城県沖地震について 昭和53年11月 111号 日本ビルヂング協会連合会

構造物設計資料 '78宮城県沖地震建物被害状況 昭和53年12月 No.56 日本国有鉄道 構造物設計事務所
地震と電気設備（その２） 1978年宮城県沖地震電気設備被害状況調査報告
昭和53年９月 日本電設工業協会

政経東北 都市全体の空間的安全性 昭和53年８月 7巻8号 東邦出版

東北財界 宮城県沖地震で泣いた人笑った人 昭和53年８月 4巻3号
NIKKEI ARCHITECTURE 都市の生命線が守れた仙台"ふんばり"の秘密はどこに
1978年10月 日経BP社

文教ニュース 地震災害の教訓 昭和53年７月

Isotope news 宮城県沖地震 1978年７月 No.289 日本アイソトープ協会
ビデオリサーチダイジェスト 「1978年宮城県沖地震」に関する世論調査の報告
1978年７月 第123号 ビデオリサーチ

東北大学附属図書館報 宮城県沖地震と附属図書館 1978年 Vol.3 No.2

政経東北 原始生活を強いられた仙台市民 昭和53年７月 7巻7号 東邦出版

政経東北 "欠陥"の証明 昭和53年８月 7巻8号 東邦出版

科学朝日 震度５に弱かった研究施設 昭和53年９月 38巻9号 朝日新聞社

日本物理学会誌 宮城県沖地震と東北大学の被害状況 1978年10月 第33巻 第10号 日本物理学会
都道府県展望 「1978年宮城県沖地震」を県民はどううけとめたか
1978年10月 No.241 全国知事会

工業教育 宮城県沖地震の教訓 Vol.26 No.2 全国工業高等学校長協会

日本消防 「1978年宮城県沖地震」を県民はどううけとめたか 昭和53年10月 第31巻 第10号 日本消防協会

文研月報 調査有効サンプルの制度 昭和53年11月 日本放送協會放送文化研究所

日本の水道鋼管 宮城県沖地震を体験して 昭和53年10月 第11巻 第２号 日本水道鋼管協会

民放 地震予知情報の特徴と放送媒体の対応 昭和53年９月 Vol.8 No.9 日本民間放送連盟

民放 余震情報事件と社会心理 昭和53年９月 Vol.8 No.9 日本民間放送連盟

民放 宮城県沖地震における放送設備の被害状況 昭和53年９月 Vol.8 No.9 日本民間放送連盟

放送技術 宮城県沖地震における放送設備の被害とその対策 昭和53年11月 Vol.31 No.11 兼六館出版

放送文化 「安心報道」という標的 1978年10月 第33巻 第10号 日本放送出版協会

政経東北 「地震保険」の仕組みと問題点 昭和53年８月 第7巻 第8号 東邦出版

公済時報 宮城県沖地震と共済組合のかかわり 昭和53年８月 第29巻 第８号 公立学校共済組合

日本医事新報 医療機器等の固定と非常食糧の備蓄を！ 昭和53年８月 No.2833 日本医事新報社

公衆衛生情報みやぎ 宮城県沖地震と保健婦活動 1978年９月 No.21 宮城県公衆衛生協会

仙台市医師会報 1978年９月 No.171 仙台市医師会

日本病院会雑誌 被災病院はどう対処したか 1978年９月 第25巻 第９号 日本病院会

公衆衛生 地震と公衆衛生 1978年11月 Vol.42 No.11 医学書院

宮城県医師会報 宮城県沖地震における救急医療 1978年12月 395号 宮城県医師会
日本医事新報 宮城県沖地震によって発生したと思われる内科的疾患
昭和53年12月 No.2851 日本医事新報社
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1-5 日本消防 宮城県沖地震における消防機関の活動状況について 昭和53年10月 第31巻 第10号 日本消防協会

政経東北 緊急災害時に於ける都市の防災システム 昭和53年９月 第7巻 第9号 東邦出版

民放 宮城県沖地震報道を顧みて 昭和53年９月 Vol.8 No.9 日本民間放送連盟

日経メディカル 地震がきたらまず患者の安全を 1978年８月 Vol.7 No.9 日経BP社

宮城県沖地震におけるコンピュータの被害とその復旧状況 昭和53年７月 地方自治情報センター

科学 地震と東北大学化学教室 1978年９月 岩波書店

化学と生物 宮城県沖地震と生物・化学関連研究室 Vol.16 No.8 学会出版センター

現代化学 化学研究室と地震 1978年８月 東京化学同人

ぶんせき 宮城県沖地震と化学教室 1978年９月 日本分析化学会

化学の領域 化学実験室の地震対策 昭和53年10月 Vol.32 No.10 南江堂
化学と工業 化学実験室の地震対策−宮城県沖地震の教訓を生かしてー
昭和53年12月 日本化学会

科学朝日 地震予知より井戸の整備を 昭和53年９月 第38巻 第9号 朝日新聞社
NIKKEI ARCHITECTURE 大震災"その日"をはじき出した都防災会議報告
1978年10月 日経BP社

欅・職員厚生 宮城県沖地震災害に遭って 昭和53年９月
宮城県医師会報 宮城県沖地震により被害を受けた医療機関施設の開設者に対する災害融資に関する
特別措置について 1978年10月 393号 宮城県医師会

ぶんせき 危険物の取り扱い 1978年２月 日本分析化学会

予防時報 地震パニックは避けられるか 1978 114 日本損害保険協会

予防時報 見たり聞いたり 宮城県沖地震 1978年10月 115 日本損害保険協会

NIKKEI ARCHITECTURE 仙台鯰怒候 1978年８月 日経BP社

びるぢんぐ あの時 昭和53年11月 111号 日本ビルヂング協会連合会

地震予知連絡会会報 1978年６月12日宮城県沖地震の発震機構（初報） 第21巻 東京大学

地震予知連絡会会報 1978年宮城県沖地震前後の重力変化 第21巻 緯度観測所

地震予知連絡会会報 宮城県沖地震と動物先行現象 第21巻 東京大学理学部

地震予知連絡会会報 宮城県沖に予想される地震について 第21巻 東京大学理学部

地震予知連絡会会報 宮城県沖の地震活動空白域について 第21巻 東京大学

地震予知連絡会会報 東北地方およびその周辺の微小地震活動 第21巻 東京大学理学部

地震予知連絡会会報 東北地方およびその周辺の微小地震活動 第22巻 東京大学理学部

地震予知連絡会会報 宮城県沖地震の前後における地下水位変動について 第22巻 建設省東北地方建設局

東北技術だより 1978年宮城県沖地震に関する発震機構（第２報） 第97号 仙台管区気象台

東北技術だより 1978年宮城県沖地震に関する断層と津波の波源（第３報） 第98号 仙台管区気象台

農業土木学会誌 1978年宮城県沖地震の解析 昭和54年６月 第47巻 第6号 原田 秀雄
東京大学地震研究所彙報 1978年宮城県沖地震被害調査報告ー土木関係を主としてー
1979年12月 第54号 第2冊 東京大学地震研究所

土木技術資料 1978年宮城県沖地震による地震動記録とその特性 1979 土木研究所

土木技術資料 1978年宮城県沖地震における地盤の流動化に関する調査 1979 土木研究所

鉄道土木 東北新幹線における宮城県沖地震の被害と対策 1979年６月 日本鉄道施設協会

高速道路と自動車 東北自動車道にみる宮城県沖地震の教訓 1979年７月 第22巻 第7号 日本道路公団

生産研究 1978年宮城県沖地震による都市供給施設の被害と復旧 1979年４月 31巻 4号 東京大学生産技術研究所

生産研究 1978年宮城県沖地震による都市供給施設の被害と復旧 31巻 6号 東京大学生産技術研究所

生産研究 1978年宮城県沖地震による都市供給施設の被害と復旧 31巻 7号 東京大学生産技術研究所

水道協会雑誌 水道施設の震災対策 昭和54年11月 第542号 水道協会
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1-5
水道協会雑誌 1978年宮城県沖地震による水道施設の被害とその教訓
昭和54年11月 第542号 水道協会

下水道協会誌 '78宮城県沖地震下水道施設被害報告(1) 1979年５月 Vol.16 No.180 下水道協会

下水道協会誌 '78宮城県沖地震下水道施設被害報告(2) 1979年５月 Vol.16 No.181 下水道協会
NIKKEI ARCHITECTURE 構造と材料の狭間で手薄な仕上・二次部材の耐震性能
1979年１月 日経BP社
NIKKEI ARCHITECTURE 11階建支えるPC杭が圧壊設計震度上回る地震力直撃
1979年８月 日経BP社

東北大学工学部建設系建物の強震応答解析 1979.9 第16回自然災害科学総合シンポジウム
NIKKEI ARCHITECTURE PC造の５％に大破の懸念まず安心な壁率アップＣゾーン
1979年３月 日経BP社
コンクリート工学 宮城県沖地震の被害からみたコンクリート構造設計法の問題点
1979年９月 Vol.17 No.9 日本コンクリート工学協会
NIKKEI ARCHITECTURE 非耐力壁のせん断破壊「Ｘ形配筋法が防止に効果」
1979年４月 日経BP社

建築設備士 昭和54年１月 第11巻 第1号 日本建築設備士協会
NIKKEI ARCHITECTURE 「超高層は安全」の神話にメス災害時、設備に機能マヒの恐れ
1979年５月 日経BP社
NIKKEI ARCHITECTURE 造るための技術だけでなく造ったものを見直す技術を
1979年６月 日経BP社

地震 地震に伴う人間行動の実態調査(1) 1979年 第32巻 北海道大学 太田 裕 大橋 ひとみ

地震 地震に伴う人間行動の実態調査(2) 1980年 第33巻 北海道大学 太田 裕 大橋 ひとみ

Isotope news 地震だ！こんな盲点が 1979年１月 No.295 日本アイソトープ協会
NIKKEI ARCHITECTURE 地震時の「街の安全性」調査生活障害と回復過程を再現
1979年１月 日経BP社

図書館雑誌 図書館と地震 1979年６月 Vol.73 No.6 日本図書館協会

生産研究 1978年宮城県沖地震後の消防・救急活動とごみ処理 1979年８月 31巻 8号 東京大学
地方自治コンピュータ 日本電信電話公社におけるコンピュータ・システムの耐震対策について
昭和54年２月 9巻 2号 地方自治情報センター

病院 宮城県沖地震における救急医療 1979年４月 38巻 4号 医学書院

病院 宮城県沖地震の体験から 仙台市立病院の場合 1979年４月 38巻 4号 医学書院

病院 宮城県沖地震の体験から 健康保険宮城第二病院の場合 1979年４月 38巻 4号 医学書院

病院 大地震と病院 1979年４月 38巻 4号 医学書院

地方自治コンピュータ 情報処理の安全対策 昭和54年２月 9巻 2号 地方自治情報センター

農業土木学会誌 1978年宮城県沖地震の被災の概要 1979年６月 第47巻 第6号 農業土木学会

農業土木学会誌 フィルダムの被災の解析例と復旧工法 1979.6 第47巻 第6号 農業土木学会

農業土木学会誌 開水路の被災の解析例と復旧工法 1979年６月 第47巻 第6号 農業土木学会

農業土木学会誌 海岸保全施設の被災の解析例と復旧工法 1979年６月 第47巻 第6号 農業土木学会

大ダム 宮城県沖地震における農業用溜池の被害実態 1979年９月 No.89 日本大ダム会議

近代消防 都市型地震と今後の震災対策 昭和53年９月 第188号 近代消防
NIKKEI ARCHITECTURE "宮城県沖"震災から１年改めて問われる安全証明
1979年６月 日経BP社
土質工学会論文報告集 LIQUEFACTION CHARACTERISTICS OF SAND DEPOSITS AT AN OIL TANK SITE
DURING
THE 1978 MIYAGIKEN-OKI EARTHQUAKE 1980 土質工学会

コンクリート工学 1980年３月 Vol.18 No.3 日本コンクリート工学協会

近代消防 問題点多い二次部材−宮城県沖地震の教訓− 昭和53年９月 第188号 渡部 丹

近代消防 公共施設の防災計画と震災対策 昭和53年12月 第192号 近代消防
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1-5 近代消防 今後の震災対策に貴重な教訓残した宮城県沖地震 昭和53年12月 第192号 近代消防

1978年宮城県沖地震による鋼構造物の被害調査報告 1978.10 日本鋼構造協会

鉄道建築ニュース 宮城県沖地震 昭和53年11月 NO.347 鉄道建築協会

日本の科学者 宮城県沖地震の特性 Dec.1978 Vol.13 No.12 東北大学 鈴木 次郎

土と基礎 1978年12月 Vol.26 No.12 土質工学会

土と基礎 宮城県沖地震の被害状況と地盤特性 1978年12月 Vol.26 No.12 奥津 春生
総合都市研究 丘陵地の宅地造成と地震被害ー1978年宮城県沖地震の被害を例としてー
1978年 第5号 東京都立大学都市研究センター

土と基礎 1978年８月 Vol.26 No.8 土質工学会

土と基礎 1978年宮城県沖地震による被害のようす 1978年８月 Vol.26 No.8 柳沢 栄司

土と基礎 1978年９月 Vol.26 No.9 土質工学会
土と基礎 1978年宮城県沖地震の教えるもの−特に地盤災害について−
1978年９月 Vol.26 No.9 大平 成人

鉄道線路 1978年10月 第26巻 第10号 日本鉄道施設協会

近代消防 地震による都市災害 昭和53年12月 第192号 近代消防

建築界 宮城県沖地震の被害概要ー構造被害とガラスの破損ー 昭和53年６月 Vol.27 No.6

建築雑誌 1978年２月20日 宮城沖地震被害調査報告 昭和53年８月 Vol.93 No.1140 日本建築学会

建築技術 昭和53年９月 No.325 建設省建築研究所

建築技術 速報１ 宮城県沖地震における建物の被害 1978.9 No.325 広沢 雅也

建築技術 速報２ 宮城県沖地震における建物の被害 1978.9 No.325 井上 博

建築技術 ２月20日宮城沖地震の教えるもの 1978.9 No.325 志賀 敏男

近代消防 震災対策の現況 昭和53年12月 第192号 近代消防

近代消防 その時、91％の人が歩行不能に 昭和53年12月 第192号 近代消防

予防時報 1978年10月 第115号 日本損害保険協会

予防時報 宮城県沖地震の建築物被害について 昭和53年10月 第115号 志賀 敏男

建築技術 昭和53年10月 No.326 建設省建築研究所
建築技術 1978年６月12日宮城県沖地震による建築物等の被害（その１）
1978年10月 No.326 広沢 雅也 杉村 義広

建築技術 昭和53年11月 No.327 建設省建築研究所
建築技術 1978年６月12日宮城県沖地震による建築物等の被害（その２）
1978年11月 No.327 広沢 雅也 杉村 義広 外

近代消防 大規模地震特別措置法と震災対策 昭和53年12月 第192号 近代消防

土と基礎 宮城県沖地震における建物の被害 1978年12月 Vol.26 No.12 志賀 敏男

建築技術 1978年６月12日宮城県沖地震における木造建物の被害 1978年11月 No.327 金谷 紀行

建築士 宮城県沖地震の教えるもの 昭和53年９月 27巻312号

宮城県沖地震にみるFRP高置水そうの現状 1978年 三菱樹脂K.K. 小美野 英男

教育宮城 宮城県沖地震に学ぶ 1978年10月 No.271 宮城県教育委員会

教育宮城 宮城県沖地震に学ぶ 1978年10月 No.271 宮城県教育委員会

近代消防 大地震への警告 宮城県沖地震と大震対策 '78.12 第192号 近代消防

びぶろす '78宮城県沖地震と図書館 Vol.29 No.10 国立国会図書館

暮しの手帖 1978年9,10月 第56号 暮しの手帖社

地震 宮城県泉市黒松団地336戸の場合 昭和53年10月 暮しの手帖社

大学図書館研究 地震と図書館 1978年11月

近代消防 短期地震予知の実用化に本格的に着手 昭和53年12月 第192号 近代消防
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1-5 近代消防 宮城県沖地震の総括 建築設計・施工上の問題点を提起 '78.12 第192号 近代消防

放送批評 災害と地域放送 昭和53年７月 放送批評懇談会

看護 1978年９月 第30巻9号 日本看護協会

看護 看護職は反射的に患者のもとへ−宮城県沖地震の体験から− 1978年９月 第30巻9号 日本看護協会

宮城県沖地震における仙台医療圏の被災状況ー昭和53年６月12日発生ー 仙台市医師会

近代消防 宮城県沖地震の概況 昭和53年12月 第192号 近代消防

近代消防 宮城県沖地震の報告 昭和53年12月 第192号 近代消防

近代消防 地震発生と同時に全消防力をあげて対処 昭和53年12月 第192号 近代消防

近代消防 地震予知について 昭和53年12月 第192号 近代消防

近代消防 予知、事前等の震災対策と今後の課題 昭和53年12月 第192号 近代消防

近代消防 ライフライン（電気・水道・ガス）被害の実態 昭和53年12月 第192号 近代消防

近代消防 1978年宮城県沖地震 恐怖の都市型地震 '78.12 第192号 近代消防

近代消防 大震対策と火災への備え '79.2 第194号 近代消防

近代消防 道路の防災・震災対策について '78.12 第192号 近代消防

近代消防 ドキュメント・1978年宮城県沖地震 '78.8 第187号 近代消防

近代消防 東日本に大地震 '78.8 第187号 近代消防
近代消防 宮城県沖地震の総括 硝子の破損調査結果と今後の対策
1978年12月 第192号 近代消防

土木学会誌 地震をめぐる最近の話題 '79 土木学会

カラム 昭和54年１月 No.71 新日本製鐵株式会社
NIKKEI ARCHITECTURE 設備の用途、重要度考えて耐震設計にランク付け必要
1979年７月 日経BP社

電信電話経営月報 1979年３月 第354号 日本電信電話公社

予防時報 1979年７月 第118号 日本損害保険協会

予防時報 宮城県沖地震の建築物被害 1979年７月 第118号 日本損害保険協会

丸善ライブラリニュース 宮城県沖地震被害の予備調査報告−図書館での被害状況− 1979年 No.113 丸善株式会社

工業用水 1979年４月 No.247 日本工業用水協会

工業用水 宮城県沖地震における工業用水道の復旧状況報告 1979.4 No.247 日本工業用水協会

建築技術 宮城県沖地震におけるくいの被害とその復旧 1980.4 No.344 志賀 敏男

1-6 1978年６月12日 宮城県沖地震被害状況写真集 仙台中央部

1978年６月12日 宮城県沖地震被害状況写真集 仙台東部

1978年６月12日 宮城県沖地震被害状況写真集 仙台北部

1978年６月12日 宮城県沖地震被害状況写真集 仙台南部

1978年６月12日 宮城県沖地震被害状況写真集 ラック類

宮城県沖地震被害状況写真 土木１〜６

宮城県沖地震被害状況写真 土木９〜16

宮城県沖地震被害状況写真 土木17〜23

宮城県沖地震被害状況写真

宮城県沖地震被害状況写真

宮城県沖地震被害状況写真

宮城県沖地震被害状況写真

宮城県沖地震被害状況写真
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1-6 宮城県沖地震学校災害復旧 写真集 (株)千葉建設

宮城県沖地震被害状況写真（図南高）

78宮城県沖地震被災状況写真 学校 NO.6-3

78宮城県沖地震被災状況写真 学校 NO.6-4

2-1 1978年宮城県沖地震記事切抜帳 河北新報 No.１

1978年宮城県沖地震記事切抜帳 河北新報 No.２

1978年宮城県沖地震記事切抜帳 河北新報 No.３

1978年宮城県沖地震記事切抜帳 河北新報 No.４

1978年宮城県沖地震記事切抜帳 河北新報 No.５

1978年宮城県沖地震記事切抜帳 河北新報 No.６

1978年宮城県沖地震記事切抜帳 福島民報

1979年宮城県沖地震記事切抜帳 福島民報 その他

1980年宮城県沖地震記事切抜帳 岩手日報 その他

宮城県沖地震 １

宮城県沖地震 ２

宮城県沖地震 ３

宮城県沖地震 ４

宮城県沖地震 ５

宮城県沖地震 ６

1978年宮城県沖地震 I

1978年宮城県沖地震 II

1978年宮城県沖地震 lll

1978年宮城県沖地震 lV

5423 宮城県沖地震

5416 宮城県沖地震（卸町、緑ヶ丘、壽山団地、鳴瀬町水槽、広瀬川水管橋）

5417 宮城県沖地震（自衛隊提供、地建提供）

5418 宮城県沖地震（電力、ガス、通信その他）

5421 宮城県沖地震 写真

2-2 宮城県沖地震によるし尿浄化槽の被害状況について 昭和53年９月

5007 MIYAGI-KEN-OKI,JAPAN EARTHQUAKE 1978年12月 Earthquake Engineering Research Institute

5002 宮城県沖地震の報告 1978 仙台市震災対策本部

宮城県沖地震災害記録 仙台工事事務所

ブロック塀・石塀などの安全な建て方と補強方法（パンフレット） 日本建築士会連合会

NHK世論調査「宮城県沖地震」 昭和53年７月 NHK東北本部

宮城県沖地震 簡易ガス事業関係被害調査団報告書 昭和53年９月 日本簡易ガス協会

マグニチュード7.4 '78宮城県沖地震の記録 1978.11 仙台統制電話中継所

宮城県沖地震時の本校児童生徒の実態ーアンケートのまとめー 昭和53年７月 宮城県立聾学校

宮城県沖地震アンケート調査集計表 昭和53年８月 仙台ビルディング協会

1978年宮城県沖地震 −印刷業界の被害報告− 昭和53年９月 宮城県印刷工業組合

「1978年宮城県沖地震」の概要と当行の被害および対応について 昭和53年10月 七十七銀行総務部

1978年宮城県沖地震 災害復興住宅建設資金貸付のご案内 宮城県
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2-2 せんかんこう '78宮城県沖地震特集号 1979.12 日本国有鉄道仙台新幹線工事局

梁川小学校地震被害概要 江刺市教育委員会

1978年宮城県沖地震の総括 日本建築学会東北支部

土木研究所報告 昭和58年３月 第159号 建設省土木研究所

1978年宮城県沖地震災害調査報告 昭和55年２月 日本建築学会

1978年宮城県沖地震による鋼構造物の被害調査報告 日本鋼構造物協会
宮城県沖地震に於けるヴィクトリッククローザージョイント調査報告書
昭和53年８月 日本ヴィクトリック株式会社

1978年６月宮城県沖地震による橋梁震害調査報告書 昭和53年10月 宮城県土木部道路建設課

78宮城県沖地震 公共土木施設等被災写真集 1979年３月 宮城県土木部河川課

都市圏における災害と情報[1978年宮城県沖地震を中心に] 昭和53年10月 東北電気通信局経営調査室

1978年宮城県沖地震災害報告書 昭和53年11月 東北電力株式会社

1978年宮城県沖地震による電力設備事故調査報告書 昭和54年５月 東北電力株式会社

5017 1978年宮城県沖地震による電力設備事故調査報告書（詳細編） 昭和54年５月 宮城県沖地震事故調査委員会

変電設備耐震対策特別委員会報告書 昭和54年７月 電気事業連合会

1978年宮城県沖地震による被害とその対策の記録 昭和53年10月 仙台市水道局

5014 宮城県沖地震とガス復旧の記録 昭和53年12月 仙台市ガス局

1978年宮城県沖地震と都市ガス 昭和53年８月 導管本部
78年宮城県沖地震による交通障害等の発生状況とこれに対する警察措置の概要について
昭和53年７月 宮城県警察本部

1978宮城県沖地震 交通対策に関するアンケート調査結果 昭和53年９月 宮城県警察本部

宮城県主要県道塩釜亘理線閖上大橋震害調査報告書 昭和53年７月 鹿島建設株式会社

宮城県主要県道塩釜亘理線閖上大橋 補強橋脚の強度計算書

宮城県医師会報 1978年宮城県沖地震と医療体制 1979年10月 405号 宮城県医師会
第17回自然災害科学総合シンポジウム 宮城県沖地震による泉市内宅造地の被害とその考察
1980.10 自然災害科学総合研究所

常時微動による地震時危険宅造地盤の予測 昭和56年１月 東北工業大学 浅田 秋江

5363 土木学会論文報告集 開北橋における地盤とケーソン橋脚の動的相互作用の解析 1982年６月 第322号 土木学会

5364 広瀬川水管橋の耐震性に関する調査 昭和55年３月 建設工学研究振興会

5290 仙台市防災都市づくり基本計画策定調査報告書 昭和56年３月 防災都市計画研究所

5291 仙台市防災都市づくり基本計画 昭和56年９月 仙台市総務局防災対策室

5015 1978.6.12 宮城県沖地震震害調査報告（仙台市ガス局） 昭和53年７月 東京瓦斯株式会社

5251 宮城県沖地震と都市ガス 昭和54年２月 日本瓦斯協会

5019 宮城県における主な地震一覧表

5018 SEISMIC BEHAVIORS OF LIFELINE SYSTEMS---LESSONS FROM A RECENT JAPANESE EXPERIENCE 東京大学

5016 「宮城県沖地震」被害調査報告 第１次調査結果（変電機器）速報 電力中央研究所

5261 南光台ガス埋設管地震測定

5264〜5274 南光台地区 宮城県沖地震関係資料 他

資料
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2-3 1978・宮城県沖地震 １カ月の報道 昭和53年７月 河北新報社

2-6 78宮城県沖地震被災状況写真 中学校 NO.6-5

78宮城県沖地震被災状況写真 学校 NO.6-6

78宮城県沖地震 災害国庫負担事業 給食センター４件

昭和53年度 一般単独災害復旧事業起債計画書 仙台市

仙台市鶴ヶ谷第２小学校外１校地質調査（中学校）報告書 昭和47年７月 応用地質調査事務所

報告書 桜ヶ丘保育所（仮称）新築にかかる地盤調査業務 昭和51年６月 東北ボーリングさく泉株式会社

昭和51年度 （仮称）仙台市青山保育所地盤調査業務委託報告書 昭和52年３月 仙台市 光生エンジニアリング

（仮称）仙台市立南小泉小学校分校地盤調査業務委託報告書 昭和52年４月 セントラルボーリング株式会社

報告書 （仮称）仙台市南消防署六郷出張所建設工事地盤調査 昭和52年６月 和田工業所
（仮称）仙台市障害児者センター建設に伴う地盤調査業務委託その２報告書
昭和52年６月 高正工業所

仙台市八木山動物公園爬虫類館地盤調査業務報告書 昭和52年７月 セントラルボーリング株式会社

（仮称）仙台市戦災復興記念館地盤調査業務委託報告書 昭和53年３月 北日本地質研究所
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