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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。

※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。

（承認番号　平25情使、第423号）

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30年(1897)　津波・凶作】

【明治31年(1898)　大雨・洪水】

【明治35年(1902)　大凶作・火災】

　3月2日 馬籠で火災あり

【明治38年(1905)　大凶作】

当町は海産物の恩恵もあり、純農村ほどの惨状は

なかったと伝えられる。

【大正2年(1912)　凶作】　

--------------農林水産業------------------

＜林業＞

馬篭の山には雑木林が多かったと思われる。製炭も

盛んであった。

太い造船材が伐採され馬車で柳津まで運び、筏に組

んで石巻の造船所まで運んだ。馬車で運べない材は

大沢から船で運んだという。伊達藩時代に製鉄が行

われたのも良質な薪炭木があったために出来たとい

うことであった（馬篭風土記）

＜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。

--------------交通・その他-----------------

＜交通＞

県道、馬籠志津川線は大正年間養蚕が盛んな千厩

地方の繭を志津川の製糸工場に運ぶための人馬が

往来する主要道路だった。

（本吉町誌 第10章1338）

＜地名＞

[信夫]

平安時代に津谷村・山田村・馬籠村の三か村の地域

は藤原秀衡が福島県信夫の佐藤荘司勝信の妻、乙

和に化粧料として与えた荘園であるといわれ、彼女が

福島県信夫郡の信夫にちなんで名付けた地名だとい

う。
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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

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 この土地利用は昭和27年(1952)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）

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9年(1934) 大凶作・台風】

【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。

【大正2年(1912)　凶作】　

--------------農林水産業------------------

＜農業＞

昭和5～6年のころは不景気の上気候が悪く、稲をはじ

め農作物は不作であった。食料の不足した小作農家は

政府から収穫時期には返済する約束で米を借りて食い

つないだ。

＜畜産業＞

昭和26年、山田岩崎の地所に全酪連津谷工場が稼働

して地域の酪農は振興発展した。馬籠地区には60戸か

らの飼養戸数があった。

＜林業＞

スギの植林は昭和初めである。苗は山田や上沼の苗

圃から買った（昭和19年　１本3～4銭）

大東亜戦争時は草刈場に軍馬に食わせるハギやアカ

シアを植え供出させた。

戦時中は造船材が伐採され、戦後直後は製炭材、製

塩用燃料に伐採され、水害の原因となった。

午王野沢入り口にあった製材所はチップ工場になり、

陸軍のトラックが来て積んでいった。

馬籠の人達の炭焼きは、山田の「沖の貝」と言う場所

で昭和20年頃炭焼きの講習会が行われたのがはじま

りである。

--------------交通・その他-----------------

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。

※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】

・面積5,286ha 農家数160戸 

・第2種兼業農家の割合が増加

・年々遊休農地が増加

【畑】

・5,412haで土地条件は狭小

・種子大根やソラマメの作付が目立つ。

・自給野菜の栽培

・傾斜地のため耕地が遊休化

【畜産】

・酪農は3戸

・繁殖和牛農家は17戸

・県外から優良繁殖和牛を導入

【花き・施設園芸】

・ハウス等設備整備が進み花き、野菜の栽培が

行われてきた。

・生産者高齢化により、数軒の農家が生産

＜林業＞

【山林】

・地域の森林面積は1,751haで土地面積の80%が山林

・私有林では、山林従事者の不足で伐採後の天然

更新が

　多く造林・保育の遅れが進んでいる。

・戦後植林した森林が多く、人工林率は高い

【林産物】

シイタケ栽培は地域内では盛んにおこなわれていたが、

栽培農家が減少し数戸のみになっている。

＜水産業＞

沢々から清流が流れており、旧来から

イワナやヤマメ等の淡水魚が棲息している。

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

＜観光＞

当地域は旧来より田束山に通じる

「往来の地」であり、金や鉄（砂鉄）の

産地として至ることろに発掘の箇所が

見られ、隠れキリシタンの地としても

知られるが、観光ルートの設定まで

至っていない。

＜伝統文化＞

・「馬籠ばやし」が保存会の活動により継承されて

　いる

・地域内には「隠れキリシタン」跡がある。

・価値の高い文化遺産があるが、特に保全、伝承の

方策はとられておらず対策が必要である。

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。



馬籠地区　

2012年10月地域震災復興計画

0 21
km

´ ①　馬籠バイパスの整備

②　国道346号深荻地内のカーブ改修

③  県道馬籠東和線の拡幅改良

④  県道馬籠志津川線の拡幅改良

⑤　市道向畑下要害線の延長新規開設

⑥　林道岩帯午王野沢線の延長開設

⑦　林道田束線の延長

⑧　市道馬籠町頭線の延長開設

⑨　馬籠橋の架け替え

⑩　馬籠川の土砂撤去

⑪　午王野沢川の土砂撤去

⑫　市営住宅の増設

⑬　定住促進住宅の増設

⑭　高齢者施設の設置

⑮　中核工業団地造成

⑯　歴史資料館の建設

⑰　集落内圃場の基盤整備

⑱　馬籠林業センター補修整備

⑲　防火水槽の設置

⑳　避難看板の設置

21  自然保護整備

22  森林公園整備

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）



0 42 km

´

凡例

假 荒地

夏季日射量

高

低

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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