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　　　　　　　NPO法人 APCAS

この地図は赤い羽根共同募金　

災害ボランティア・NPO活動サポート募金により作成されました。

※1 この土地利用は大正2年(1913)に測量し、作成された地形図をもとに作成されています。

※2 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の１地形図を使用しました。

（承認番号　平25情使、第423号）

大正2年(1913)の土地利用

大正2年(1913)まで起こったこと

出典本吉町誌

----------- 農林水産業  ---------------

＜農業＞

・耕種農業のみに頼っては生活できないので、

必然的に畜産・養蚕・特殊作物をとりいれたい

わゆる多角経営の形がとられた。その結果、

栽培作物は穀類・甜菜・果樹（柿、桃）・こうぞ・

みつまた、桐・椿あるいは茶にいたるまで

多種多様となった。

＜酪農業＞

【明治34年(1901)】

津谷松岡 千葉慶吉が乳牛を飼育し、搾乳して

販売を開始した。

＜林業＞

・本吉町の森林に対する依存度は古来極めて

 強いものがある。

＜漁業＞

【明治初期～半ば】

サメ網漁の船元は5,6軒

沿岸水深15mまでの岩礁に、アワビがワカメと共に

無尽蔵にあると言われていた。

【明治27～29年(1894～1996)】

大網大漁と伝えられているが、明治29年には

三陸大津波の災害の年で、漁獲高の記録など

はなにひとつ残っていない。

【大正初期】

豊富なワカメも経済的価値がほとんどなかった

が、徳島県の辻音蔵氏が来町してワカメの灰乾

をつくることを普及した。

---------- その他の産業 ---------------

＜馬産＞

【江戸時代】

・馬そのものが産業であった。

・伊達藩時代に登場してきたのが製鉄であり、もう

１つは塩であった。特に製鉄は大量の木炭が必要で

あったろうから製炭も盛んであったろうし、製塩にも

薪が必要であることはいうまでもない（町誌P1106）

＜養蚕＞

【江戸時代（正徳・享保年間）】

馬籠の三浦義守が養蚕を行い、普及に努めた。

【明治20年代】

会社組織の製糸工場が3か所に設置された。

---------- 交通・その他 ----------------

＜交通＞

当町内を客馬車が通ったのは明治末期で津谷-

米谷及び気仙沼-津谷間で、ともに一日一往復で

あった。
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※1 この土地利用は大正2年(1913)に測量し、作成された地形図をもとに作成されています。

※2 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の１地形図を使用しました。
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地図作成　NPO法人EnVision環境保全事務所

作成協力　酪農学園大学環境GIS研究室

              NPO法人 APCAS

この地図は赤い羽根共同募金　

災害ボランティア・NPO活動サポート募金により作成されました。

大正2年(1913)までの歴史

(出典：本吉町誌)

---------------- 天災 -------------------

【明治29年(1896)　明治三陸大津波】

蔵内・歌生・今朝磯・二十一浜・全部落とも被害を

受けた。中でも二十一浜は最も惨状を極め、ほと

んどが家屋人畜を人呑みにしてしまった。幸いに難

を逃れたものは37戸のうち僅か４戸で死者148名

に及んでいる。蔵内・歌生はこれに次ぎ、今朝磯

・小泉は僅かな被害であった（凶荒・災害P1391）。

【明治30年(1897)　津波・凶作】

【明治31年(1898)　大雨・洪水】

【明治35年(1902)　大凶作】

【明治38年(1905)　大凶作】

--------------農林水産業------------------

＜林業＞

【明治34年(1901)以降】

小泉村有林には杉・松・クヌギを植栽し、一定の規

約を定めて雑木林育成をはかってきた。

この時代、村において植林した面積は32町歩、その

他は雑木林林及び採草地として天然の生育にまか

せ、地元民も自由に入山して、採草など利用した。

<漁業>

小泉浜の沖合においてイワシ専門の小型筒伏網が

あったが、一時イワシの回遊が絶滅状態となり、現在

行っていない。

【明治の初年から半ばにかけて】

小泉村のサメ網漁業の船元は５，６軒あった。

【明治18年(1885)】

旧小泉村の物産

　マグロ 1.3t ブリ 3.3 t 

【明治27～29年】

大網大漁と伝えられているが、明治29年には三陸

大津波の災害の年で、漁獲高の記録などはなに

ひとつ残っていない。

【大正初期】

豊富なワカメも経済的価値がほとんどなかったが、

徳島県の辻音蔵氏が来町してワカメの灰乾をつく

ることを普及した。

【大正8年頃】

灰乾ワカメの全盛期

＜その他農業＞

【昭和12年(1941)】

たばこ栽培が小泉村域で開始された。

------------交通・その他-----------------

【明治16,17年（1883～1884）】

国道45号線の母体となった路線がこの年の大改修

ででき上がった。

【明治18,19年（1885～1886）まで】

旧東浜街道は三陸沿岸を縦貫する主要道路であった。

本町地域としては、二十一浜・大明神・小泉橋・赤崎

海岸（現在は海）・登米沢川・二軒茶屋（この間一部

海）・大沢下番場前・小金沢駅付近・赤牛川口・

門前・前浜漁港・天沢岩の目（この間海没）・

滝根川口・大谷駅付近・大谷４丁目番屋付近・

沖の田川口、階上（本吉町誌 第10章1333）
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※1 明治29年津波浸水域は津波百年記念誌(1996年本吉町発行)に掲載されている地図から本吉町の津波高6mと推定し、

国土地理院発行の基盤地図 5mメッシュ(標高)データから作成しています。

※2 この土地利用は大正2年(1913)に測量し、作成された地形図をもとに作製されています。

※3 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の１地形図を使用しました。

（承認番号　平25情使、第423号）

1913年までの歴史

(出典：本吉町誌)

明治三陸大津波(1896年)

---------------- 天災 -------------------

【明治29年(1896)　明治三陸大津波】

蔵内・歌生・今朝磯・二十一浜・全部落とも被害を

受けた。中でも二十一浜は最も惨状を極め、ほと

んどが家屋人畜を人呑みにしてしまった。幸いに難

を逃れたものは37戸のうち僅か４戸で死者148名

に及んでいる。蔵内・歌生はこれに次ぎ、今朝磯

・小泉は僅かな被害であった（凶荒・災害P1391）。

【明治30年(1897)　津波・凶作】

【明治31年(1898)　大雨・洪水】

【明治35年(1902)　大凶作】

【明治38年(1905)　大凶作】

--------------農林水産業------------------

＜林業＞

【明治34年(1901)以降】

小泉村有林には杉・松・クヌギを植栽し、一定の規

約を定めて雑木林育成をはかってきた。

この時代、村において植林した面積は32町歩、その

他は雑木林林及び採草地として天然の生育にまか

せ、地元民も自由に入山して、採草など利用した。

<漁業>

小泉浜の沖合においてイワシ専門の小型筒伏網が

あったが、一時イワシの回遊が絶滅状態となり、現在

行っていない。

【明治の初年から半ばにかけて】

小泉村のサメ網漁業の船元は５，６軒あった。

【明治18年(1885)】

旧小泉村の物産

　マグロ 1.3t ブリ 3.3 t 

【明治27～29年】

大網大漁と伝えられているが、明治29年には三陸

大津波の災害の年で、漁獲高の記録などはなに

ひとつ残っていない。

【大正初期】

豊富なワカメも経済的価値がほとんどなかったが、

徳島県の辻音蔵氏が来町してワカメの灰乾をつく

ることを普及した。

【大正8年頃】

灰乾ワカメの全盛期

＜その他農業＞

【昭和12年(1941)】

たばこ栽培が小泉村域で開始された。

------------交通・その他-----------------

【明治16,17年（1883～1884）】

国道45号線の母体となった路線がこの年の大改修

ででき上がった。

【明治18,19年（1885～1886）まで】

旧東浜街道は三陸沿岸を縦貫する主要道路であった。

本町地域としては、二十一浜・大明神・小泉橋・赤崎

海岸（現在は海）・登米沢川・二軒茶屋（この間一部

海）・大沢下番場前・小金沢駅付近・赤牛川口・

門前・前浜漁港・天沢岩の目（この間海没）・

滝根川口・大谷駅付近・大谷４丁目番屋付近・

沖の田川口、階上（本吉町誌 第10章1333）
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戦後(昭和27年)の土地利用

西郡街道

東濱街道

----------- 農林水産業  ---------------

＜農業＞

【昭和16年頃？】

農地の拡張は至って少なかった。ただ分家などに

際しては分与される耕地が小面積であった場合な

ど、必然的に林野の開墾が小規模ながら続けられた。

【昭和30年代まで】

 地域の農業は人と馬によっておこなわた。

【大正14年(1925)】 

 御岳村内に「仙台白菜」が導入栽培された。

【昭和16年(1941) 農地開発法】

 開田・暗渠排水・客土等の事業がすすめられた。

【昭和17年(1942)頃】

経済不況は一段とその度を増し、現金収入を求め

て青少年の離村・離農が続いた時代であった。

然しこのような状態は農業経営の多角的なものに

辺かせしめ、養蚕、畜産などの副業の発達を促した。

＜畜産業＞

本吉には種牛がいないので発情がくるとその牛を

ひいて夜でも夜中でも気仙沼町まで歩いていった。

【大正10年(1921)】

熊谷武雄氏が北海道から帰郷。同士を集めて

乳牛の飼育をすすめ、松岩の菊田、気仙沼の

吉田・小山・豊田などの牛乳店で販売した。

【昭和初期】

満州事変当時「羽毛」の需要拡大から兎の飼育が

奨励された

【昭和3年(1928)】

熊谷氏が津谷搾乳組合を組織

【昭和12年(1937)】

「津谷酪農組合」に改組

【昭和24年(1949)】

残乳処理問題からバター製造を開始

＜林業＞

・旧津谷は県下有数の山林所有町村として名を

馳せ、特に薪炭林にはクヌギ・ナラ林が80%近くを

占め、木炭は「津谷炭」と称された。

・旧津谷町地域には「萱野山」と称するもの78町歩

区分して設定されていた。これは木炭生産地であ

るため炭俵用としての萱採取地であるが、木炭生

産減少と木炭の包装の変遷に伴い、いまはすべて

採草地となった。 

---------- その他の産業 ---------------

＜馬産＞

【昭和初期】

満州事変が勃発して馬産は軍需産業としての性格

が強くなっていった

【昭和6年(1931)】

牧野法が施行され各町村とも従来から設定していた

採草地の改良に力を注いだ

【昭和16(1941)】

太平洋戦争突入とともに軍徴用場として挑発。

産資源の荒廃を招いた。

---------- 交通・その他 ----------------

＜交通＞

客馬車や人力車は乗合自動車などの出現とともに

姿を消したが昭和4,5年頃まで見られた。

大正2年(1913)から

昭和27年(1952)まで起こったこと

出典本吉町誌
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この土地利用は昭和27年(1952)に測量し、作成された地図をもとに作成されています。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の１地形図を使用しました。

（承認番号　平25情使、第423号）

1952年までの歴史

(出典：本吉町誌)

-------------- 天災 --------------------

【大正10年(1921) 小凶作】

【昭和 6年(1931) 冷害凶作】

【昭和8年　大津波】

防潮林が津波に対してその暴力を弱める作用が

著しかった例として、昭和8年の三陸津波に際しての

小泉浜における実績が広く取り上げられている。

(町誌 P1204)

【昭和22年(1947) 山火事】

4月15日本吉郡県境より出火した山火事は、米川・

津谷・歌津の各村の山林に延焼・山林約1000町

歩を消失した。

------------ 農林水産業 -----------------

<農業>

【大正14年(1925)】

 御岳村内に「仙台白菜」が導入栽培された。

＜林業＞

【大正9年(1920)】

官行造林が設定され、杉・赤松を植栽した。

旧小泉村西端田束山の東北面に所在する1団地 

102.92ha

【昭和8年(1933)】

小泉村有林の施業案を再検討。杉・松の植栽に力を

注ぎ、野火、盗伐の予防、10mの防火線を設置したり

した。

旧津谷町地域には「萱野山」と称するもの78町歩

区

<漁業>

【昭和始めから20年頃まで】

赤崎海岸のホッキ貝採取が最盛期であった。

【昭和8年】

サメ網漁業の船本は大津波で廃業したものが多い

------------　交通・その他　----------------

【大正9年(1920)】

バスの運行開始

【昭和10年(1935)】

小泉街以南は山手を通り歌津町伊里前に通じる線で

あったが、山間部なので幅員が狭く急カーブも多いため

昭和10年(1935)現路線とした。

【昭和11年(1936)】

気仙沼～前谷地線の鉄道工事着手
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国土地理院発行の5m標高データから作成しています。

※2 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の１地形図及び基盤地図情報を使用しました。

（承認番号　平25情使、第423号）

1952年までの歴史

(出典：本吉町誌)

-------------- 天災 --------------------
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小泉街以南は山手を通り歌津町伊里前に通じる線で

あったが、山間部なので幅員が狭く急カーブも多いため
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この地図は赤い羽根共同募金　

災害ボランティア・NPO活動サポート募金により作成されました。

※1 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の災害復基図および基盤地図情報を使用しました。

（承認番号　平25情使、第423号）

※2 背景画像には国土地理院撮影 東北地方太平洋沖地震 正射画像データ（オルソ画像）

（2011/5/31, 6/1 撮影）を使用しています。

※3 津波浸水域は東京大学生産技術研究所　地球環境工学研究グループが国土地理院撮影空中写真より

判読した津波浸水域データを使用しています。

-------------- 天災 --------------------

【昭和39年(1964)】

外尾・蕨野の両河川がはんらん。床上浸水35戸

【昭和42(1967)年　山火事】

2月20日午前10時西川内の町有林から発生した

山火事により国有林・町有林などあわせて2.8ha

焼失した。

【昭和45(1970)年】

低気圧(通称：台湾坊主）により、大谷地先・日門

地先の両養殖組合では養殖施設が滅失するなど

の甚大な被害を受けた。

【昭和50年(1975)】

外尾・蕨野の両河川がはんらん。床上浸水5戸

床下浸水127戸

【昭和50年(1975) 11月】

温帯低気圧により5,6mの高波に押し寄せ、ワカメ

ノリの養殖施設に被害があった。

【昭和55年(1980) 冷害】

７月中旬から9月初旬にかけての異常低温のため

有史以来とまで言われる大凶作となった。

----------- 農林水産業  ---------------

＜農業＞

【昭和35年～昭和43年】

農業生産の選択的拡大、農業近代化資金助成法

により、開田ブームとなり畑・山林・原野も開田され

た。

【昭和36年(1961)】

麦作の転換作物として「にんにく」を奨励、不採算に

より１～2年で挫折

【昭和42年(1967)】

町の基幹作物「まゆ」及び「牛乳」と決定

川内・表山田・尾田・在区等の草地組合の草地改良

と西山田・上川内養蚕組合の桑園改良、在山田地

域の52ha転換による町営放牧場の設置

【昭和49年(1974)】

「休耕農地復元対策事業」に町費助成

【昭和53年(1978)】

米の減反割割当がいっそう厳しくなり、本町の9%に

あたる50ha転換または稲の青刈りという処理がな

されることになった。

＜林業＞

【昭和35年(1960)】

乳牛・和牛の飼育が多くなるに従い、広大な採草

地の所在位置がほとんど奥地であるという致命的

な問題があり、林野条例の改正となって牧野を森

林化することとなった。

＜酪農業＞

【昭和44年(1969)】

山田角柄町有林内に51haの放牧場を設置

---------- その他の産業 ---------------

＜鉱業＞

昭和46年大谷鉱業所閉山

昭和27年(1952)から

平成23年(2011)まで起こったこと

出典本吉町誌
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´ ---------------- 農林水産業 --------------

＜農業＞

【田】

・各沢々1～3haの小区画の水田が点在

・大型機械の利用は難しい

・農道・用排水路も未整備のところが多い

【畑】

・傾斜地が多く平地は少ない

・自家消費用の野菜作りが主

＜林業＞

・１戸あたりの所有面積はほとんど5ha以下

・５つの集落ごとに所有する部分林と地域全戸が

 加入する部分林がある。

＜水産業＞

・地域のほとんどの世帯が漁協の組合員である。

・開口による天然魚介藻類の生産が主

・養殖筏は外洋に設置。良質の海産物が

生産できる反面、時化などの被害をうけやすい。

・蔵内漁港、今朝磯漁港、二十一浜漁港があるが、

高波時の影響は甚大である。

--------------- 観光・その他 ---------------

＜観光＞

・リアス式海岸の自然に恵まれた美しい

海岸線と魚介藻類などの資源に恵まれ

ている。

・二十一浜海岸の海水浴と磯釣りに年間を通じて

少人数が訪れる程度

＜伝統文化＞

・小泉浜大漁打ちばやし

・明治29年三陸大津波慰霊碑

・昭和8年三陸大津波慰霊碑

＜おらほ＞

・今朝磯の「いぶき」（町指定天然記念物）

・アワビ・ウニ・ナマコ・ホヤ・イワガキ・ワカメ等の

海産物

地域における農林水産業の課題

（第４次本吉町地域振興計画書(2008)より抜粋）

※1 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の災害復基図および基盤地図情報を使用しました。

（承認番号　平25情使、第423号）

※2 背景画像には国土地理院撮影 東北地方太平洋沖地震 正射画像データ（オルソ画像）

（2011/5/31, 6/1 撮影）を使用しています。

地図作成 NPO法人 EnVision環境保全事務所

作成協力 酪農学園大学環境GIS研究室

　　　　　　 NPO法人 APCAS 

この地図は赤い羽根共同募金　

災害ボランティア・NPO活動サポート募金により作成されました。
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・地域のほとんどの世帯が漁協の組合員である。

・開口による天然魚介藻類の生産が主

・養殖筏は外洋に設置。良質の海産物が

生産できる反面、時化などの被害をうけやすい。

・蔵内漁港、今朝磯漁港、二十一浜漁港があるが、

高波時の影響は甚大である。

--------------- 観光・その他 ---------------
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・リアス式海岸の自然に恵まれた美しい

海岸線と魚介藻類などの資源に恵まれ

ている。

・二十一浜海岸の海水浴と磯釣りに年間を通じて
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・アワビ・ウニ・ナマコ・ホヤ・イワガキ・ワカメ等の

海産物

地域における農林水産業の課題
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小泉浜地区　

2012年10月地域震災復興計画

0 10.5
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´ 【復興】

1 災害公営住宅の建築（全）

2 自主再建する世帯の水道管の

　本管から家までの補助（全）

3 合同浄化槽の設置、補助の拡充（全）　

4 ★三陸道の早期完成（全）

5-17 道路の整備拡幅（避難道）

18 ワカメ交流施設・海浜公園・直売所

19 グリーンロードへの接続道

【防災】

44 防災行政無線の新設を含む整備（全）

45 防災行政無線個別受信機（デジタル）

　　の全戸設置（全）

46 災害に強い国道45号線の整備（全）

47 集会所（避難所）の整備（屋外多目的

　　倉庫、井戸、風呂等施設、無線機（支

　　所と交信できる）設置）

48 護岸の設置

49 避難道

50 備蓄倉庫（食料。水・毛布の備蓄）

51 三陸道への緊急避難道

52 集会所敷地内に防火水槽、消火栓を設置

53-55 高台への避難誘導看板

56・57 避難所への誘導看板

58-61 高台への避難誘導看板

20 グリーンロードの延長新設

21 ★水道管100mmの敷設・水圧増、

　　防火水槽、消火栓の設置

22 バス停待合室設置（今朝磯）

23 バス停待合室設置（蔵内）

24 共同墓地内への水道、東屋の設置

25 共同墓地内への道路

26 三陸道下をボックスとして大型トラック

　　運行可とする。2車線とする。

27 国道45号線への接続道

28 ★防火水槽、消火栓への設置

29 ★グリーンロード沿いの水道管100mmの敷設。

　　水圧増、防火水槽、消火栓の設置

【復旧】

30 JR気仙沼線の復旧

31 蔵内漁港草木沢地区復旧

32 蔵内漁港越河地区復旧

33 蔵内漁港（本港）復旧

34 弁天島の松の再生

35 今朝磯漁港復旧

36 二十一浜漁港復旧

37 松島の松の再生

38 モロ島の松の再生

39 今朝磯松島の松の再生

40 光ファイバーの復旧（全）

41 二十一橋の本復旧（歩道）

42 ★防犯灯復旧要望箇所◎

43 ★防犯灯新規要望箇所

地図作成　NPO法人 EnVision環境保全事務所

作成協力　酪農学園大学環境GIS研究室

　　　　　　　NPO法人 APCAS

この地図は赤い羽根共同募金　

災害ボランティア・NPO活動サポート募金により作成されました。

2012年10月地域震災復興計画図をスキャンして使用しています。

一部背景はGeoEye画像(2009年11月撮影)を使用しています

© スペースイメージング（株）
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て同院発行の災害復基図および基盤地図情報を使用しました。
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              NPO法人　APCAS

この地図は赤い羽根共同募金　

災害ボランティア・NPO活動サポート募金により作成されました。
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              NPO法人 APCAS

この地図は赤い羽根共同募金　

災害ボランティア・NPO活動サポート募金により作成されました。
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