
本吉地域における説明希望事項 

について 

平成２７年１０月２６日 
気仙沼市 



１ 小泉町の被災宅地後の利用及び中島地区への 
  道の駅について 
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２ 自然災害発生による対応と避難体制について 

３ 避難行動要支援者個別計画の策定につき， 
  行政と振興会等との早期調整を 



１ 小泉町の被災宅地後の利用 

  及び中島地区への道の駅について 
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① 小泉町被災宅地後の利用 
   （工場誘致・公園整備）について 

② 小泉海岸への観光客誘致・小泉中島地区への 
   道の駅設置について 



小泉町地区事業統合図 
（H27.9現在） 
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多様な産業を育成し、若者が未来を持って働くことのできる環境の整備は、本市の活力を今後も維持していくうえで極めて重要！ 

 

 

 

小泉町被災宅地への工場誘致について 

工場誘致は、有効な手法の一つ 

 
１ 防集元地買取制度による被災宅地の取得   
    →ほぼ終了 
２ （検討中） 《例》産業用地としての活用 等 
３ （検討中） 
 ① 盛土の是非に係る検討 等     （参考）現在のＴＰ：２．９ｍ 
 ② 復興交付金の利用制限に対し、柔軟な活用を認めるよう国への働  
  き掛けを継続中   

【用地の整備】 
１ 集約の推進 
 
２ 整備後の活用方針の確立 
３ 整備方針の確立 
 ① 整備内容の確立  
 ② 手法の確立 
   （先行投資型整備に対して） 
  

課    題 現在及び今後の取組 

【立地工場探し】 
１ 情報収集 
 
２ 働き掛け 
３ 提示する優遇策の整備 

 １  立地セミナーへの参加、企業訪問、関係機関との情報交換 等 

  ＋地元からの立地可能性のある企業の情報 

２  トップセールス、職員による企業訪問 等 

３ 国・県・市により次のとおり整備済み 

  《例》立地奨励制度、津波・原子力災害被災地域創出企業立地補助金制度、 

     民間投資促進特区制度、地域再生計画、産業集積制度  等  

 

工場誘致を実現！！ 

災害危険区域であるハンデは大きいが… 
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小泉町の被災宅地後の利用（公園整備）について 
平成27年度市政懇談会資料（本吉地区） 

問い合わせ先：建設部計画・調整課 ℡22-3415 

 
 移転元地の具体的な利活用につい
ては，土地の集約等も含め，今後の
課題。  
 
 公園（都市公園）は，都市公園法，
市都市公園条例に基づき都市計画区
域内において設置。 
 
 小泉町は，都市計画区域外のため，
公園の整備は困難であるが，北東側
に，復興交付金を活用した中島海岸
観光交流広場整備事業について復興
庁と協議中。 
 
＜中島海岸観光交流広場整備事業概要＞ 
 被災前にあった広場の機能回復 
  面積（駐車場を含む）約6,500㎡ 
  駐車台数 ７０台 
  

中島海岸観光交流広場整備事業 
（復興交付金事業） 

小泉町において，市買い取り 
移転元地が連なっている場所 

国道45号 
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■観光客の誘致には、小泉海水浴場

の再開が最も効果的であり、県と連

携して防潮堤（セットバッグ）や市道

の災害復旧工事を推進する。 
 

■防潮堤の整備に併せ、背後地に観

光交流広場として駐車場等を復旧

し、海水浴客の受入れが可能な施

設として環境整備を図る。 
 
 
   ※被災前平成22年度の小泉海水浴場

の入り込み数が48,308人で、観光客

の誘致に大きな役割を果たしていた。 

 

 

 

小泉海岸への観光客の誘致について 
平成27年度 市政懇談会資料（本吉地区）  

  １．小泉海水浴場の再開 
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N 

通路 

参道 

中島海岸防潮堤 

観光交流広場 
 ・ 駐車場 ： 大型バス３台、普通自動車６５台、身障者用２台 
 ・ トイレ    ： 男子用大（洋式）２、小６    女子用（洋式）９     多目的（洋式）１ 
 ・ シャワー： 男子用２５室     女子用２５室 

久須志神社 



■気仙沼市（本吉地域）から石巻市牡鹿半島までをエリアとする「南三陸金華

山国定公園」を「三陸復興国立公園」へ編入。（平成27年３月31日 ） 

    ・新たに編入後の三陸復興国立公園のパンフレットを同協会から発行。 
           ※本市の紹介欄には、徳仙丈山や巨釜半造「折石」に加え、モーランド・本吉

などが掲載されており、本吉地域への誘客が期待される。 

    ・青森県八戸市～気仙沼市～石巻市の三陸一体となった誘客PRへ。 
 

■平成25～28年度にかけ青森県八戸市～気仙沼市～福島県相馬市までの

太平洋沿岸をつなぐ全長約７００ｋｍの「みちのく潮風トレイル（自然歩道）」

を設定。 
 
    ・地元と調整した気仙沼ルートが、平成28年度中に設定され、 「みちのく潮  

風トレイルルートマップ」を作成する予定。 
           ※平成27年9月末で約370ｋｍが「みちのく潮風トレイル」のルートとして設定

済みとなっており、残るトレイルも28年度中には設定する計画で、田束山や
小泉海岸付近を通る気仙沼市ルートについても、平成28年度の早い時期
に設定となる見込みである。 

     ・青森県八戸市～気仙沼市～福島県相馬市の一体となった誘客PRへ。 

 

 

  

小泉海岸への観光客の誘致について 

２．三陸復興国立公園・みちのく潮風トレイルの活用 

みちのく潮風トレイルの表示看板（八戸市） 

地図をみながらルートを歩いている状況 

平成27年度 市政懇談会資料（本吉地区）  7 



小泉海岸への観光客の誘致について 

■「ジオ」とは、地球のこと。「ジオパーク」とは、大地の成り立ちから現在ま
での地形や地質、歴史、動植物、人の暮らしなどを含めた地球活動の歴
史を主な見どころとする自然の中の公園。  

       ※三陸地域は、地球活動の歴史を実際に見ることができる地域（ジオサイ

ト）に恵まれており、観光資源として新しい魅力が加わる。 
 
■日本ジオパーク委員会により、「三陸ジオパーク（宮城県では気仙沼市
のみ区域内）」 が日本ジオパークネットワークへの新規加盟地域に認定。 

 （平成25年９月24日） 
■三陸ジオパーク推進協議会 
   ⇒三陸ジオパーク気仙沼推進協議会を設立。  （平成25年11月26日）  
     ・市内各観光協会等と連携したネットワークによる情報発信。 
     ・ジオガイドの育成。 
     ・「気仙沼まるごとジオパークMAP」を作成し市内外にＰＲ。 

３．三陸ジオパークの周知 

平成27年度 市政懇談会資料（本吉地区）  8 

ジオパークＭＡＰの一部 



平成27年度 市政懇談会資料（本吉地区）  9 
小泉海岸への観光客の誘致について 

       ・（一社）気仙沼観光コンベンション協会 

                                気仙沼大島観光協会 

                                気仙沼市階上観光協会                         平成28年４月１日合併へ 

                                唐桑町観光協会                                             

        ・本吉町観光協会                                                        
                                                                                                           ・全市一体となった観光ＰＲ 
 
 
 

                                                                                                           ・組織の強化 

                                                                                                           ・地域の特性を生かす   

 

                                                                                                           

                                                                                                            ・集客力の向上へ 

 

 

  

（一社）気仙沼観光 
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 唐桑町 

観光協会 

気仙沼大島 
観光協会 

気仙沼市 
階上観光協会 

本吉町 
観光協会 

４．観光協会の合併 

※両観光協会で合併する旨の協定書を
締結し合併協議会を設置して協議中。 

※市内観光関係者で話し合い、全市
あげた観光のＰＲ・プロモーション
を行い誘客を図る。 

※小泉地区では、田束山山頂からリ
アス海岸が一望でき優れた眺望を
有することや、小泉海岸がサーフィ
ンの最適地であることなど。 

    小泉海岸はサーファーの人気スポット 



小泉中島地区への道の駅設置について 
10 平成27年度 市政懇談会資料（本吉地区）  

■既に市内に所在する類似施設や今後整備を予

定の施設計画に照らし、過剰な配置は避けなけ

ればならないと考える。 

         ※道の駅は、平成27年10月1日現在で1,059駅、

県内に は12駅、市内には1駅が設置されてお

り、道の駅設置には、駐車場やトイレといった

休憩機能、道路や地域の観光情報を提供する

情報発信機能、地域連携機能が必須条件と

なっている。  

 

   ・ 観光物産情報の発信 

   ・地域の活性化 

 

   ・過剰な配置は集客力の分散 

   ・主体となる事業者の意欲が不可欠 

 

 

道の駅及び類似施設の配置（整備予定を含む） 本市の「道の駅」に対する考え方 

ウエルカム
ターミナル
（予定） 

「道の駅」
大谷海岸 

海の市 

＜三陸道＞ 
唐桑大沢
PA（予定） 

＜三陸道＞ 
本吉谷地
PA（予定） 

エース
ポート
（予定） 漁火 

パーク 

ビジター 
センター 

モーラン
ド・本吉 



11 

２ 自然災害発生による対応と避難体制 

  について 



１ 危険箇所の把握・対策について  
 ①土砂災害警戒区域等の指定（県指定）  
   ■指定状況 
  ・土砂災害危険箇所（市内４９０箇所）のうち，  
   １６６箇所（本吉地区３２箇所）が土砂災害警 
   戒区域に指定 
  ・平成２７年度：３２箇所指定予定（本吉地区） 
  ・平成３２年度までに指定完了予定（市内全域） 

土砂災害警戒区域とは 

災害情報の伝達や避難が早く
できるよう警戒避難体制の整備
を図る区域です 

土砂災害特別警戒区域とは 

さらに、特定開発行為の制
限，建築物の構造規制等を行
う区域です このような場所が対象となります 

自然災害発生による対応と避難体制について 

平成２７年度市政懇談会資料（本吉地区） 

問い合わせ先 総務部危機管理課防災情報係 
       ℡ 22-6600 内線261 
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平成２７年度市政懇談会資料（本吉地区） 

自然災害発生による対応と避難体制について 

洪水・土砂災害防災マップ 

１ 危険箇所の把握・対策について  
 ②防災マップの各戸配布やホームページでの公開 
  ■災害から市民皆さまの生命を守るため浸水区域 
   や土砂災害の危険箇所などを周知 
   ・防災マップの各戸配付 
     ・ホームページ公開 
     
 ③避難準備情報の活用 
  ■台風や遠地地震津波（時間的に余裕がある災害）の場合 
   ・明るい時間帯に避難準備情報を発令し、早めの避難を促進 
  ■突発性が高く正確な事前予測が難しい土砂災害の場合 
   ・土砂災害警戒情報システムや気象庁が発表する降水情報により早期 
    避難を促進 
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平成２７年度市政懇談会資料（本吉地区） 

自然災害発生による対応と避難体制について 

１ 危険箇所の把握・対策について  
  
 ④河川の氾濫等の警戒体制 
  ■本吉地区における河川の警戒体制 
   ・雨量観測所（気象庁・宮城県設置） 
   ・津谷川の花見橋水位観測所 
   ・消防団、市職員によるパトロール 
   ・住民の皆さまからの情報など 
  ■河川整備の状況 
   ・災害復旧区間（中島海岸（赤崎海岸）～熊ノ堂頭首工付近   
    約２．２ｋｍ Ｌ１津波対応による堤防の整備 
   ・３０年に一度の確率で発生する洪水に対する流下能力の確保 
 

宮城県河川流域情報システム画面 
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地区津波避難計画ワークショップ 

２ 避難路や避難所の運営体制について  
 ①地域の地形や実情に応じた避難体制の構築 
  ■津波避難 
   ・各地区の地域緊急避難場所・避難経路をワーク 
    ショップで検討 
   ・日頃の備えや津波避難の心得など、防災意識の 
    啓発 
  ■風水害避難 
   ・土砂災害警戒区域指定に合わせ、警戒区域や地域の地形などを考慮 
   ・住民説明会を開催し、避難経路を検討 
   ・災害発生前の兆候、日常の留意点、災害切迫状況下の避難行動周知 
   ・避難準備情報段階からの自発的避難など、防災意識の啓発 
  

平成２７年度市政懇談会資料（本吉地区） 

自然災害発生による対応と避難体制について 

 ②地域住民との協力による避難所運営の推進 
  ■避難所開設 
   ・公共施設を中心として開設 
   ・大規模災害発生時、すべての集会施設への職員派遣は困難 
   ・地域の皆さまのご協力をいただき、避難所を運営 
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３ 避難行動要支援者個別計画の策定につき， 

  行政と振興会等との早期調整を 
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３ 避難行動要支援者個別計画の策定につき、行政と  
  振興会等との早期調整を 問い合わせ先：保健福祉部社会福祉課   22-3428 

                              総務部危機管理課    22-3402 

改正災害対策基本法に基づき 
取り組む事項 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 
要介護度、障害支援区分、家族の状況な 
どを考慮して、避難行動要支援者の要件を
設定し、名簿を作成（要件からもれた方も、
自ら名簿への掲載を求めることが可能） 

 ２ 名簿の提供 
 避難支援等関係者に提供（気仙沼消防署、 
 気仙沼警察署、民生委員・児童委員、気仙 
 沼市社会福祉協議会、自治会役員、行政 
 委員など） 

 ３ 名簿の活用 
●平常時⇒声がけ・見守り・避難訓練時に 
                    活用 
●災害時⇒避難支援・安否確認に活用 

 
※守秘義務 

・支援以外の目的で名簿使用不可 
・名簿に記載された個人情報及び支援 
  上知り得た個人情報の漏えい防止 

 

さらなる避難行動支援のために 
取り組む事項 

１ 個別計画の策定 
要支援者・避難支援関係者等によるワークショッ
プ等を開催し、具体的な避難方法等を計画 
【計画策定に向けた今後の予定】 
 H27.11月～ 地区説明会開催 
             ①制度概要について 
               ②更新名簿の提供について 
               ③個別計画の作成について 等 
 H27.12月      モデル地区（滝の入２区・上町区）で 
           計画策定 
 H28.   1月～   自治会・振興会と調整し計画策定 
                ①土砂災害警戒区域等の自治会・振興会 
                ②作成希望の自治会・振興会  

２ 地域の共助力の向上 
・災害時に主体的に行動できるようにするため 
  の研修 
・防災関係者に対する地域力を高めるための 
  研修 
・民間団体等との連携強化 
・防災訓練による情報伝達や避難支援の点検 
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２４_漁集避難路：

　　蔵内 地区

１４_防潮堤：

　　中 島地区海岸防潮堤復旧事 業

１６_堤防：

　　津谷川堤防復旧事 業

２３_漁集用地

２８_漁港用地嵩上 ：

　　今朝磯漁港

３４_漁港用地嵩上 ：

　　蔵内 漁港

２１_漁港用地嵩上 ：

　　二 十一浜漁港

２９_災害復旧：

　　今朝磯漁港

３５_災害復旧：

　　蔵内 漁港

２０_災害復旧：

　　二 十一浜漁港

７_防集：

　小泉町地区

　_災公 ：

　小泉地区

１０_防集：

　　小泉東地区

２７_防集：

　　小泉浜地区

４_三 陸沿岸道路

１９_防潮堤：

　　二 十一浜漁港海岸保全 施設整備事 業

３０_防潮堤：

　　蔵内 漁港海岸保全 施設整備事 業

３３_防潮堤：

　　蔵内 漁港（草木沢）海岸保全 施設整備事 業

１５_中 島海岸防災林復旧事 業

３１_漁集集落道：

　　蔵内 地区

１７_災害復旧：

　　小泉公 民館

２６_災害復旧：

　　小泉浜区消防屯所

１_道路：

　金子線

８_防集道：

　小泉町地区

５_社総交：

　外尾越口線

１３_国道４５号小泉大橋復旧事 業

１１_中 島地区急傾斜地崩壊対 策事 業

１８_国道４５号二 十一浜橋復旧事 業

２２_道路：

　　二 十一上 の山線

３_災害復旧：

　本吉在区コミ ュニティセンター

２５_漁集集落道：

　　蔵内 地区

１２_中 島海岸観光 交流広場整備事 業

３２_漁集用地

２_被災地域農業復興総合支援事 業：

　小泉地区

９_災害復旧：

　本吉小泉町地区集会所

６_災害復旧：

　小泉消防屯所

A B C D

4

3

2

1

復旧・復興に係る 全 体図（本吉地域①） ®

400 0 400200 メ ートル

※現在調整中 の事 業もあり

　 今後変更する ことがあります。

凡例

防災集団移転促進事 業

災害公 営住宅整備事 業

漁業集落防災機能強化事 業漁集（用地整備)

漁港施設用地盛土嵩上 事 業

ほ場整備事 業

防潮堤・河川堤防【市】

その他の事 業

改良・新規路線

防潮堤・河川堤防【国】

防潮堤・河川堤防【県】

災害復旧路線

緑 字
国事 業

青 字

黒 字

県事 業

市事 業

防災林復旧事 業

農地災害復旧事 業

5外尾越 口線 Ｂ２,Ｂ３

1金子線 Ｂ１

22二十一上の山線 Ｃ４

8小泉町地区 Ｂ３

25蔵 内地区 Ｄ３

31蔵 内地区 Ｄ４

24蔵 内地区 Ｄ３

漁集避難路

（漁業集落 防災機能 強化事業（避難路整備））

道 路（道 路整備事業）

道 路（道 整備交付金事業）

市所管道 路事業

社 総交（社 会資 本整備総合交付金事業）

防集道 （防災集団移転に伴う道 路整備事業）

漁集集落 道

（漁業集落 防災機能 強化事業（集落 道 整備））

keikakuchosei6
タイプライターテキスト
平成27年9月末現在
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２３_漁集集落道：

　　大 沢（津谷）地区

１５_防潮堤：

　　中島地区海岸防潮堤復旧事業

１８_災害復旧：

　　本吉高漁村センター

１０_災害復旧：

　　本吉大 沢生活改善センター

２１_漁港用地嵩上：

　　大 沢（津谷）漁港

２０_災害復旧：

　大 沢(津谷)漁港

２４_防潮堤：

　　土台磯漁港災害復旧事業

２５_災害復旧：

　　土台磯漁港

１４_防潮堤：

　　登米沢農地海岸防潮堤復旧事業

１３_防集：

　　登米沢地区

２２_防集：

　　津谷大 沢地区

１１_災公：

　　津谷街地区

　　_防集：

　　本吉津谷地区

１６_防集：

　　小泉東地区

５_三陸沿岸道路

１９_防潮堤：

　　大 沢（津谷）漁港海岸保全施設整備 事業

１２_災公：

　　津谷下町地区

４_国道346号本吉バ イ パ ス事業

２_道路：

　金子線

７_社総交：

　大 沢狼の 巣線

８_災害復旧：

　大 沢消防屯所

３_災害復旧：

　本吉病院

１_災害復旧：

　　本吉幣掛ふれあい会 館

６_災害復旧：

　本吉在区コ ミュニティセンター

９_漁集用地

１７_漁集用地

A B C D

4

3

2

1

復旧・復興に係る全体 図（本吉地域②） ®

350 0 350175 メートル

※現在調整中の 事業もあり

　 今後変更することがあります。

（仮 ）卯名沢IC

（仮 ）本吉IC

凡例

防災集団移転促進事業

災害公営住 宅整備 事業

漁業集落防災機能強化事業（用地整備 ）

漁港施設用地盛土嵩上事業

防潮堤・河川堤防【市】

その 他の 事業

改良・新規路線

防潮堤・河川堤防【国】

防潮堤・河川堤防【県】

災害復旧路線

緑 字
国事業

青 字

黒 字

県事業

市事業

農地災害復旧事業

7大沢狼の巣線 Ｃ１

2金子線 Ａ３,Ａ４

23大沢（津谷） 地区 Ｄ２

市所管道路事業

社総交（社会資本整備総合交付金事業）

道路（道路整備事業）

漁集集落道

（漁業集落防災機能強化事業（集落道整備） ）

keikakuchosei6
タイプライターテキスト
平成27年9月末現在
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３９_漁集集落道：

　　前浜地区

４_漁集集落道：

　赤牛地区

５７_漁集集落道：

　　大谷地区

５１_防潮堤：

　　沖の田地区海岸防潮堤復旧事業

３６_防潮堤：

　　日門漁港防潮堤復旧事業

４７_防潮堤：

　　野々下 海岸治山工事

４５_防潮堤：

　　野々下 ・沖ノ田海岸治山工事

３４_防潮堤：

　　大谷地区海岸防潮堤復旧事業

４３_防潮堤：

　　沖ノ田海岸治山工事

３２_防潮堤（調整中）：

　　三 島海岸治山工事

２１_堤防：

　　沖ノ田川災害復旧事業

２８_大谷中学校仮設運動場整備 事業

１_地場特産品 販売施設事業

５５_漁集用地

５０_災害復旧：

　　本吉大谷漁村センター

１２_災害復旧：

　　本吉日門コミュニティセンター

４０_漁港用地嵩上 ：

　　前浜漁港

５４_漁港用地嵩上 ：

　　大谷漁港

１９_災害復旧：

　　赤牛漁港

４２_災害復旧：

　　前浜漁港

５２_災害復旧：

　　大谷漁港

１４_災公：

　　山谷地区

５６_防集：

　　大谷向山地区

２３_防集：

　　大谷地区

　　_災公：

　　大谷地区

１７_防集：

　　大谷第２地区

　　（前浜）

２６_防集：

　　大谷第２地区

　　（長根）

５３_防潮堤：

　　大谷漁港海岸保 全 施設整備 事業

４１_防潮堤：

　　前浜漁港海岸保 全 施設整備 事業

１８_防潮堤：

　　赤牛漁港海岸保 全 施設整備 事業

２０_漁港用地嵩上 ：

　　赤牛漁港

１５_三 陸沿岸道路

３_災害復旧：

　本吉高漁村センター

６_防集：

　津谷大沢地区

９_漁港用地嵩上 ：

　大沢（津谷）漁港

１０_災害復旧：

　　大沢（津谷）漁港

８_防潮堤：

　大沢（津谷）漁港海岸保 全 施設整備 事業

７_漁集集落道：

　大沢（津谷）地区

５_漁集避難路：

　赤牛地区

５９_防潮堤：

　　大谷海岸治山工事

１６_社総交 ：

　　前浜中央 線

３８_漁集避難路：

　　日門地区

６１_社総交 ：

　　三 島上 通り線

４６_防集道（調査・検討中）：

　　大谷地区

１３_防集：

　　大谷第２地区

　　（日門）

２２_災害復旧：

　　本吉中郷会館

２９_災害復旧：

　　大谷学童保 育センター

６０_防災林造成事業

３３_社総交 ：

　　岩尻縦貫線

２５_災害復旧：

　　大谷幼稚園

４４_国道45号移設整備 事業

４８_漁集集落道：

　　大谷地区

３７_被災地域農業復興総合支援事業：

　　田の沢工区

５８_被災地域農業復興総合支援事業：

　　大谷工区

３０_被災地域農業復興総合支援事業：

　　大谷工区

３１_漁集集落道：

　　三 島地区

１１_漁集用地

２_漁集用地

４９_漁集用地

２４_災害復旧：

　　三 島消防屯所

３５_災害復旧：

　　赤牛山谷消防屯所

２７_防集：

　　大谷第２地区

　　（大谷南）

A B C D

4

3

2

1

復旧・復興に係る全 体図（本吉地域③） ®

480 0 480240 メー トル

※現在調整中の事業もあり

　 今後変更することがありま す。

（仮）本吉PA

（仮）大谷IC

凡例

防防災集団移転促 進事業

災害公営住宅整備 事業

漁業集落防災機能強化 事業（用地整備 ）

漁港施設用地盛土嵩上 事業

ほ場整備 事業

防潮堤・河川堤防【市】

その他の事業

改良・新規路線

防潮堤・河川堤防【国】

防潮堤・河川堤防【県】

災害復旧路線

緑 字 国事業

青 字

黒 字

県事業

市事業

防災林復旧事業

農地災害復旧事業

16前浜中央線 Ｂ３

33岩尻縦 貫 線 Ｃ２

61三島上通り線 Ｃ２

46大谷 地区 Ｃ１

4赤 牛地区 Ａ４

7大沢（津谷 ）地区 Ａ４

31三島地区 Ｃ２

39前浜地区 Ｂ３

48大谷 地区 Ｃ１

57大谷 地区 Ｄ２

5赤 牛地区 Ａ４

38日門地区 Ｃ３

漁集避難路

（漁業集落 防災機能 強化事業（避難路整備））

市所管道路事業

社総 交（社会資 本整備総 合交付金事業）

防集道（防災集団移転に伴う道路整備事業）

漁集集落 道

（漁業集落 防災機能 強化事業（集落 道整備））

keikakuchosei6
タイプライターテキスト
平成27年9月末現在
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