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気仙沼市

本吉地域市政懇談会



人口減少・少子高齢化の進行

人 口 2012(H24)年 69,347人→ 2021(R3)年 60,333人→ 2022(R4)年 59,141人 各年10月末

※若年人口（20～39歳）の減少が大きく影響

出 生 数 2012(H24)年 358人 → 2021(R3)年 213人

高齢化率 2012(H24)年 31.2% → 2021(R3)年 39.2% → 2022(R4)年 39.8% 各年10月末

人口減少が地域に与える影響

地域生活 自治会・消防団等の担い手不足による地域の支え合いや防災力の低下、交流機会の減少に

よる健康寿命への影響、空き家・耕作放棄地の増加による景観面・衛生面の悪化、恋愛や結

婚につながる出会いの機会の減少等が懸念されます。

医療・福祉 高齢人口や高齢者のみの世帯が増え、医療・介護サービスの需要が高まる一方、サービスを提

供する人材の不足が課題となっています。

産業・雇用 一定の人口規模を必要とする商業施設やサービス業の維持が困難になることが予測され、若者

が希望する職種の不足や賃金等の職場環境の悪化が引き起こされ、結婚や出産に希望を持

てなくなる方、あるいは、市外に転出する方が増え、更なる人口減少を招くことが懸念されます。

課題

現状

人口減少を抑制する取組とともに、人口が減っても、安全・安心で暮らしやすいまちづくりの取組が必要

１ （仮称）人口減少対策市民会議の立ち上げについて（案）①

担当課 震災復興・企画課 連絡先 313
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これまでの市の取組（一例）

地域生活 自治会等まちづくり団体への支援、まちづくり人材の育成、自主防災組織への支援、公共交通の

の確保、空き家バンク、結婚・子育て支援、移住・定住の促進等

医療・福祉 地域医療の充実（市立病院の運営、医師会等への支援）、地域包括ケアシステムによる高齢

者等への支援、障害者、自立困窮者等への支援、医療・介護・福祉人材の確保対策等

産業・雇用 企業誘致、各種産業振興補助金、産業人材の育成、気仙沼ビズ等による経営相談支援、小

学校・中学校・高等学校における職場体験、ハローワーク等と連携した求職ガイダンスの実施等

対策

市の取組に加え、市民・地域・事業者・行政が、人口減少等の現状や課題を共有し、各主体において、

担うべき解決策を自ら考え、実行に移し、全市的な取組へと展開させるため、市民会議を立ち上げます。

※検討中のため、変更する場合があります。

設置時期 令和5年3月（予定）

組織体制 テーマ（課題）ごとに分科会を設置し、委員総数は100人（男女各50人）を目標とします。

テーマ案 ①雇用の創出 ②雇用環境の改善 ③居住環境の改善 ④子育て環境の改善

※設定理由 若者(特に女性)の人口流出と、出生数の減少が喫緊の課題で、その改善が急務

内 容 インプット(現状・課題等の共有)→実行を前提としたアイデア出し→行動指針としてまとめ、展開

そ の 他 プログラムや募集方法等が決まり次第、市広報やホームページ、SNS等を通じて広く周知します。

市民
会議

１ （仮称）人口減少対策市民会議の立ち上げについて（案）② 2



持続発展可能な地域づくりを目指し、市民・地域・産業界・行政の力を結集

本市においては、「森は海の恋人」「スローフード」「スローシティ」運動や「ESD（持続可能な開発のための教

育）」「海洋教育」が盛んで、太陽光・風力・木質バイオマスなど「再生可能エネルギー」開発も進んでおり、海

洋プラスチック問題にも注力するなど、自然との共生に積極的に取り組んできました。

このことを一層進めるとともに、「誰一人取り残さない社会」を実現するため、「人間の安全保障」分野にも注

力し、併せてSDGsに立脚した本市のアイデンティティとすべく「持続発展可能な地域づくり」を目指すものです。

市民皆で現状と目指す方向性を確認し、行動指針をまとめ、市全体のムーブメントとして、産官民がそれぞ

れに、かつ交じり合って行動に移すべく市民会議を設置します。

10年後、20年後の未来を見据えて、いま何をすべきか議論

自然との共生 カーボンニュートラルの実現（再生可能エネルギー、生活・産業の省エネ・リサイクルなど）

自然環境の保全（水産資源の保護、海洋プラスチック）

人間の安全保障 誰一人取り残さない社会の実現（市民一人一人の生存、生活、尊厳が守られた社会）

重点
項目

趣旨

２ （仮称）持続可能な社会推進市民会議の立ち上げについて（案）①

※検討中のため、変更する場合があります。

設置時期 令和5年3月（予定）

組織体制 テーマ（課題）ごとに分科会を設置し、委員総数は100人（男女各50人）を目標とします。

テーマ案 上記重点項目等から、年内に開催する市民会議設立準備会で抽出

内 容 インプット(現状・課題等の共有)→実行を前提としたアイデア出し→行動指針としてまとめ、展開

そ の 他 プログラムや募集方法等が決まり次第、市広報やホームページ、SNS等を通じて広く周知します。

市民
会議
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２ （仮称）持続可能な社会推進市民会議の立ち上げについて（案）② 4
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2012
平成24年10月末

（A）

2021
令和3年10月末

（B）

2022
令和4年10月末

（C）

10年前との比較
C－A

1年前との比較
C－B

気
仙
沼
市
全
体

人口（人） 69,347 60,333 59,141 ▲10,206 ▲ 1,192

【増減率】 【▲14.7%】 【▲2.0%】

〔高齢化率〕 〔31.2%〕 〔39.2%〕 〔39.8%〕

男（人） 33,509 29,233 28,550 ▲ 4,959 ▲ 683

女（人） 35,838 31,100 30,591 ▲ 5,247 ▲ 509

世帯数 25,648 26,257 26,254 606 ▲ 3

本
吉
地
域

小
泉

人口（人） 1,603 1,385 1,364 ▲ 239 ▲ 21

世帯数 535 547 546 11 ▲ 1

津
谷

人口（人） 5,245 4,463 4,324 ▲ 921 ▲ 139

世帯数 1,725 1,713 1,704 ▲ 21 ▲ 9

大
谷

人口（人） 3,743 3,447 3,372 ▲ 371 ▲ 75

世帯数 1,235 1,305 1,297 62 ▲ 8

計

人口（人） 10,591 9,295 9,060 ▲ 1,531 ▲ 235

【増減率】 【▲14.5%】 【▲2.5%】

〔高齢化率〕 〔30.4%〕 〔38.9%〕 〔39.8%〕

世帯数 3,495 3,565 3,547 52 ▲ 18

【参考資料】人口及び世帯数の変化
担当課 震災復興・企画課 連絡先 313
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気仙沼市
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【参考資料】年齢３区分人口及び高齢化率の変化

資料：住民基本台帳 各年12月末現在
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本吉地域の課題
本日の「懇談テーマ」

担当から内容を説明した後、皆さまからご意見をいただきます。

1）少子高齢化対策と振興会組織の活性化 P9

2）河川及び道路の維持管理 P12

3）避難行動要支援者名簿の共有範囲 P13

4）市の保健福祉部内での横断的事業 P14

5）小泉小学校統合に伴う課題の解決 P16
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その他の「地区の課題」に対する市の考え方・方向性

担当からの説明を省略させていただきます。記載内容をご覧ください。

◆生活環境

①サンライズ森の工房の解体撤去等 P18
②交通手段の確保（タクシー助成）P19
③前河原・前浜漁港内の清掃 P20
④三陸道沿いの草刈り P21
⑤河川区域内の支障木 P22
⑥ごみの排出抑制・不法投棄対策 P23

◆産業

⑦農業生産基盤について P24
⑧小泉町地区の土地活用 P25

◆防災

⑨二十一浜川の冠水対策 P26
⑩広域消防本部本吉分署の移転新築 P27

〇本吉地域市道等の災害復旧及び整備の状況 P28
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懇談テーマ １ 少子高齢化対策と振興会組織の活性化

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組んで
いる・取り組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

・地域においては、生ま
れる子供の数が極めて
少なく、少子化、高齢
化が急速に進んでおり、
空き家も増加している。

・地域内のお世話役が高
齢化し、活動に参加で
きる人数も減少するな
ど振興会等の組織運営
が難しくなっている。

・加えて、コロナ過によ
り地域の行事が中止と
なり住民の交流も希薄
になっている。

・今後５年、10年先を見
通したとき、福祉、生
活環境、防災面など、
様々な面で不安を感じ
ている。

・地域コミュニティを
維持し、活動を活性
化させるために、既
存事業の見直しを検
討しているが、担い
手不足に向けた行政
区の見直し（統合な
ど）も話題となって
いる。

・市における少子高
齢化に対する具体
的な方策について、
示してほしい。

・振興会組織の在り
方や活性化の方策
などを地域で検討
する際には、市の
アドバイスをいた
だきたい。

・本市における住民基本台帳人口は、昭和56年の9
万2千人をピークに減少し、本年10月末現在と比
較し約36％の減少となっている。

・また、出生数と合計特殊出生率は減少傾向が続き、
令和３年は過去最少となる、出生数が217人，合
計特殊出生率が1.08を記録した一方、市内全体
の高齢化率は40％に迫る状況である。

・少子高齢化の進行に伴う人口減少は今後も避けら
れないものと推察するところであるが、このよう
な状況下にあっても、産業やまちづくりの担い手
を確保し、社会システムを維持していくためには
人口減少を抑制することが重要と考えている。

・特に若い世代のUターンを促すために、資料11頁
に掲げる雇用対策や移住・定住促進、妊娠・出
産・子育てに係る各種事業など、人口減少の緩和
につながる取組を実施しているところである。

・今後立ち上げる「（仮称）人口減少対策市民会
議」では、市民・地域・事業者・行政などの参画
を得ながら、人口減少に係る現状や課題を共有し、
目指すビジョンである「若い世代が暮らしやすく、
子育てと仕事の両立できる環境」等について、そ
れぞれが担うべき解決策を自らが考え、行動に移
す実効性のある取組へと展開させていきたい。

【震災復興・企画課】

（次頁に続く）

本吉地域「地区の課題」



①現在の課題
②地域の皆さまが取り組んでい
る・取り組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

・振興会組織等については、担い手不足や役員の
高齢化等に加え、コロナ禍もあって活動の停滞
が課題とされており、今後は、既存の行事・会
議・組織の見直しや、振興会の垣根を越えて、
共同で事業を実施するなどの対応も求められて
くるものと考える。

・振興会組織の統合・再編において最も大切なこ
とは、地域コミュニティが希薄にならないこと
であり、加えて組織双方の意思が尊重されるこ
とが大切である。その上で、在り方や活性化の
方策など地域で検討する場合については、市も
支援するので相談していただきたい。

【地域づくり推進課、本吉総合支所総務企画課】
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採用・就業

○地域雇用創造協議会
○介護マンパワー緊急確保対策事業
○保育士等確保対策事業
○保育士奨学金返済支援補助金
○医学生等奨学金貸付
○沿岸漁業担い手対策支援事業
○農業人材力強化総合支援事業

起業・創業

○ローカルベンチャー推進事業
○創造的産業復興支援事業補助金
○チャレンジオーナー支援事業費補助金
○企業誘致（トップセールス など）
○企業立地奨励補助金
○ＩＣＴ関連産業誘致推進事業
○気仙沼ビズ運営事業

雇用対策

人口減少対策の取組②（関連政策）本市の少子高齢化対策にかかる主な取組 11

妊娠・出産・子育て

○特定不妊治療費助成事業 ○ファミリー・サポート・センター産後ママ応援事業

○子育て世代包括支援センター運営事業 ○産後サポート事業（産婦健康診査料・１カ月児健診料助成

（母子健康手帳の交付・各種相談対応） 新生児聴覚検査料助成・産後ケア事業）

○新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問 ○産後ママ交流会

○子育て情報アプリ「ぽけっと」配信 ○パパママ教室

子育て期における子育て・経済的支援

○けせんぬま子育てタウンミーティング ○誕生祝金支給事業

○一時預かり事業 ○子ども医療費助成

○１ｓｔ（ファースト）バースデイプレゼント事業 ○ファミサポ利用助成

○父親の育児参加促進事業 ○小学校入学祝金事業

○総合健診・乳・子宮がん検診時託児サービス ○学校給食費等支援事業

○病児保育事業（体調不良児対応型） ○児童手当、児童扶養手当

移住・定住促進

子育て支援

ＵＩＪターン
○移住・定住支援センターMINATO
○空き家バンク
○空き家改修支援事業補助金
○お試し移住
○ふるさとワーキングホリデー
○地域おこし協力隊
○気仙沼 久慈 福島情報ステーション
「おかえり館」

「子育てタウンミーティング」
子育て世代との意見交換の場

子育て情報サイト
「ぽけっと」



懇談テーマ ２ 河川及び道路の維持管理

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

・二級河川津谷川及び荒
田川及び県道、市道に
ついて、雑木や葦等の
雑草の生育が強く、法
面からはみ出した草木
が見通しを悪くして、
車の通行や歩行者の妨
げになっている箇所が
ある。河川の区域内の
立木は大雨の際など流
失し、下流に集まって
流れを阻害して越水の
危険が増すことから、
支障木伐採・除去が必
要である。

・津谷川の栢の木橋付近
の護岸整備及び計画的
な土砂撤去が必要であ
る。

・河川及び県道・市
道の雑草の刈払い
については、これ
まで長年にわたり
振興会行事として
地区内住民総出に
より実施してきた。

・しかし近年は高齢
化により、作業に
参加できる人数が
減少している。

・当面作業は継続す
るが、近い将来、
地域活動としての
刈払いは実施を断
念せざるを得ない
状況である。

・河川・道路とも、
支障木の伐採、雑
草の刈払いを適切
にお願いしたい。

・津谷川では護岸整
備が進んだが、特
に栢の木橋付近で
は未整備箇所があ
り、足場も悪く、
刈払いをする際に
も危険なため、未
整備箇所の整備を
進めてほしい。

・また、大雨の際に
上流からの土砂・
砂利が堆積した箇
所はその後の増水
時に越水する原因
にもなるため、随
時、除去をお願い
したい。

・市管理の河川や道路については、パトロー
ル等により支障木の伐採や雑草の刈払いの
必要な個所を、緊急性や通行の影響等を考慮
し、対応に努める。

・県管理の河川や道路について県気仙沼土木事
務所へ確認したところ、➀津谷川と荒田川の
支障木伐採や栢の木橋付近の護岸については、
地元の意見を伺い倒木等の除去や護岸の維持
管理に努めていく。②堆積土の除去について
は、津谷川と荒田川の合流部分において、時
期は未定だが実施したい③栢の木橋周辺は、
水害対策における重要な監視箇所で、危機管
理型水位計や簡易型河川監視カメラを設置し
ていることから、除草等適切な維持管理を
行っていくとの回答をいただいた。

【本吉総合支所産業・建設課、土木課】

本吉地域「地区の課題」
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懇談テーマ３ 避難行動要支援者名簿の共有範囲

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

・避難行動要支援者名簿
が、振興会長及び民
生・児童委員等へは提
供されているが、個人
情報の関係から、地域
住民は認知されていな
い。近年全国でも多く
の災害が発生している
状況のため、実際に災
害時に機能することが
出来るか心配である。

・要支援者と一部の
特定の人だけで情
報共有している。

・個人情報保護法の
関係で公開できな
い状況にあるが、
要支援者の確認を
得て、地域住民に
知ってもらえる等
の方法は考えられ
ないか。

・災害時の避難は、地域でお互いに協力し合
いながら行動することが必要であり、日ご
ろから顔の見える関係づくりが重要である。

・要支援者からは、災害時の安否確認や避難
支援を行うため、自治組織、自主防災組織
や消防、警察等の避難支援者に対して避難
行動要支援者名簿等の情報提供について同
意を得ているが、実際の避難支援者の範囲
については、一人ひとりの状況に応じて個
別計画で定めている。

・個別計画は、誰が支援してどこに避難する
かなど、地域の支援者とともに要支援者の
意向も踏まえて作成し、避難支援に必要な
情報として共有するもので、直接関係する
人同士では、情報は共有化される。

【社会福祉課、高齢介護課、危機管理課、
本吉総合支所保健福祉課】

本吉地域「地区の課題」

 

隣近所の方など 

⑥平常時の見守り 

⑦災害時の避難支援・ 

安否確認など 

●自治会役員 

●自主防災組織 

●民生委員・児童委員 

●消防機関 

●警察 

●社会福祉協議会 など 
①要支援者名簿の調整・作成 

②名簿提供の意思確認 

③同意確認書の提出 

⑤個別計画策定 

④名簿の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相互協力 

相互協力 
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懇談テーマ ４ 市の保健福祉部内での横断的事業

①現在の課題
②地域の皆さまが取
り組んでいる・取り
組みたい内容

③課題解決に向
けて市に求める
もの

市の考え方・方向性

・市では高齢者の保健事
業で介護予防との一体
的な実施について計画
されている。

・市のアンケート調査に
よると本吉地域の高齢
者の健康が課題となっ
ており心配である。

・地域包括ケア推進課の
講師相談紹介リスト等
が示されているが、利
用する振興会等が活用
できていない。

・住民健診等、
積極的な受診
等を呼びかけ
ている。

・ミニデイサー
ビス等への参
加も声がけし
ている。

・保健福祉部内で
横断的な事業を
企画し、具体的
に中身の見える
事業やサービス
を展開できない
か。

・社会福祉協議会
との連携を更に
充実してほしい。

・本市では第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
や第３期けせんぬま健康プラン２１に基づき、健康寿命
を延ばす健康づくりや介護予防の推進を基本目標として
保健福祉部内の各課が連携し各種施策に取り組んでいる。

・また「誰もが長く元気に活躍できる気仙沼市を目指し、
健康寿命の延伸を図る」ことを目的に、今年度より「高
齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に取り組ん
でおり（今年度は本吉地域を対象に実施）、事業の実施
に当たっては、保健福祉部と市民生活部、両総合支所、
更には、医師会や歯科医師会、社会福祉協議会と地域の
関係者が地域の健康課題の共有を図り、連携しながら進
めている。

・なお、一体的な実施では、健康診査や医療データに基づ
き、高齢者一人ひとりの状況や、地区ごとの特性を把握
し、その方に合った適切な食生活や運動などの提案と、
地区で開催する健康講座プログラムに活かしている。

・１０月２１日、「いこい」を会場に本吉病院、本吉総合
支所保健福祉課、健康増進課、高齢介護課、地域包括ケ
ア推進課、市社会福祉協議会、本吉地域包括支援セン
ターの協働により市民フォーラムを開催し、フレイル予
防の講演や地域包括支援センターの業務内容の紹介を
行った。

（次頁へ続く）

本吉地域「地区の課題」



①現在の課題
②地域の皆さまが取り
組んでいる・取り組み
たい内容

③課題解決に向けて市に求め
るもの

市の考え方・方向性

・健康づくりは家庭や身近な場所での活動
と地域の声がけが大切である。引き続き、
社会福祉協議会や自治組織との関係を強
化し取り組んでいきたい。

・「教えて！知って！応援団」講師相談・
紹介リストを毎年作成し、各振興会長
（自治会長）に配布しており、自主活動
の支援を行っている。講座や勉強会など
開催したい場合はご相談いただきたい。

【地域包括ケア推進課、健康増進課、保険
年金課、高齢介護課、本吉総合支所保健
福祉課】

15
本吉地域「地区の課題」



懇談テーマ ５ 小泉小学校統合に伴う課題の解決

①現在の課題
③課題解決に向けて市に求める
もの

市の考え方・方向性

・小泉小学校は、気仙沼市
義務教育環境整備計画に
より津谷小学校との統合
を進めることになってい
る。

・小学校統合によって子ど
もたちの教育環境が著し
く変化することになるが、
快適な学校生活を送るた
めには、統合に伴う課題
を解消するための十分な
環境整備が必要である。

・今後とも継続している課
題の解消に努める必要が
ある。

・今後の統合説明会では、次の項目
についても説明してほしい。

（１）統合先である津谷小学校の建
て替えについては、「統合第３段
階の進捗を見据えたうえで、市内
各校の新築や長寿命化改良等を検
討し具現化していく」としてきた
が、現在の検討状況と具現化する
時期の見通しを示していただきた
い。また、統合時における校舎等
の具体的な改修内容を示してほし
い。

（２）スクールバスの運行にあたっ
ては、運行のルートや回数、停留
所の位置や個所数などについて、
保護者の意見を地域ごとに十分に
聞き取り、すべての子どもたちが
安全で快適に通学できる環境を整
備してほしい。

・津谷小学校の校舎は昭和４４年、体育館は昭和４５年建築
で、共に５０年が経過した建物である。この先、建物を維
持するための長寿命化改良等の大規模な工事が必要な時期
にきていると考えている。

・現在進めている統合第３段階の見極めを急ぎ、次の新たな
統合計画検討の進行に合わせて、具体的な改修等計画の作
成にとりかかる。

・小泉小学校との統合時には、多額な費用がかかる大規模な
改修等はできないものの、子どもたちが安心して学校生活
を送ることができる環境を確保できるように整備していき
たいと考えている。

・スクールバスの運行ルートや停留所の位置、運行時刻等に
ついては、保護者・地域の代表者等で組織される統合準備
会の中でご意見をいただきながら協議する。子どもたちの
居住地を把握した上で、安全面などに留意してルートやバ
ス停を設定し、実際にスクールバスを利用される児童・保
護者の試乗会を行って最終的に決定する。

・停留所の位置変更など、保護者からの要望があれば、ス
クールバス運行後も、年度ごとに見直しを行うほか、年度
途中でも対応していく。

（次頁へ続く）

16
本吉地域「地区の課題」



①現在の課題
③課題解決に向けて市に求める
もの

市の考え方・方向性

(３)統合についての地域の合意形成
は、今後どのような手順で進め、
どのような状態をもって合意形成
が図られたと判断するのか示して
ほしい。

(４)統合後の小泉小学校の跡地利用
については、「地域の意見を大切
にしながら、地域振興につながる
ような、より良い利活用の方法を
考えていく」としていたが、統合
の前から「地域との話し合い」が
必要と思われるが、今後の予定を
示していただきたい。

・小泉小学校と津谷小学校の統合に向けて、これまで保護者や
振興会連絡協議会役員の皆様への説明会を合わせて５回実施
し、統合への理解を得られるよう進めている。現在、保護者
の要望により、両校の保護者同士の意見交換を行っている。
今後は、保護者の皆様との説明会を経て、小泉小学校区全戸
にご案内し、懇談会を行いたい。

・合意形成の判断規準については、子どもたちのことを第一に
考え、地域の皆様と教育委員会とが、方向性を共有できた状
況と考えている。多数決はなじまないと考えている。

・跡施設利活用は、校舎・体育館などを、民間事業者への譲渡
や貸付け、公民館などに利用しているが、小泉小学校につい
ても、地域の活性化につながるようなより良い利活用ができ
るように進めていきたい。

・跡地利用の検討を始める時期については、統合の合意形成後
に、保護者や地域の皆様の理解を得て進めていきたい。また、
使用しない期間が長くなると建物は老朽化が進むので、統合
後できるだけ速やかに活用できるよう進めたい。

・小泉中学校の利活用では、地元旧小泉中学校跡施設検討委員
会や、振興会連絡協議会の皆様と相談を重ねてきた経緯もあ
り、小泉小学校の利活用も同様に、地域の皆様と相談して進
めていきたい。

【学校教育課、教育総務課、財産管理課】

※１「ボンマックス」……アパレル関連物流センター

※２「インプレックス」…半導体関連会社

※３「水梨かふぇ」………障害児者通所福祉施設

17
本吉地域「地区の課題」
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◆生活環境 ①サンライズ森の工房の解体撤去等

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・サンライズ森の工房の解体
撤去及び敷地の整備の見通
しはどうなっているか。

・当該建物は、利用する団体
もなくなり、一部の壁面が
損壊しているため、野良猫
の住みかとなっている。

・当該敷地は、隣接する公共
墓地の駐車場としても利用
されており、敷地全体の整
備が求められている。

・彼岸やお盆前
には、地域住民
などにより草刈
り作業等の環境
整備を行ってい
る。

・雨天時には、
ぬかるみが激し
く、部分的に利
用できない状態
となる。

・建物の解体撤去及
び敷地全体の環境整
備（舗装等）を行っ
ていただきたい。

・サンライズ森の工房は、建物の
老朽化が著しく、利用が無いこ
とから、財源を確保しだい、解
体撤去する方針である。

・現在、建物の石綿分析調査業務
を委託している。

・建物の解体撤去後については、
今後、検討する。

【生涯学習課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境 ②交通手段の確保（タクシー助成）

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組んでい
る・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・児童の通学と高齢者
の買物や通院時の支
援について、少子高
齢化により、高齢者
のみの世帯が増加し
ているが、その方々
は運転免許証の返納
により、自力での買
物や通院が困難に
なっている。

・地区内には小学校の
登下校に合わせた路
線バスが朝夕に運行
されているが、利用
しているのは小学生
がほとんどで、利用
は年々減少している。

・運行ルートは県道に
限られ、自宅からバ
ス停までの距離があ
る高齢者の利用には
向かない。

・現状では近所同士で
乗り合せをしたり、
近くに住む家族を
頼ったりしている。

・しかし、いずれはさ
らなる高齢化が進み、
乗せる側が減少して
しまうので、今後の
交通手段の確保が必
要。

・地域住民を対象に市
において交通手段に
ついての意向調査が
必要と考えるが、実
施する場合は振興会
も協力したい。それ
により回答率も高く
なると考える。

・地域の中心部からの
距離や運転免許証返
納者のみで構成する
世帯など、条件や回
数を設定し、タク
シーを利用した際の
助成をお願いしたい。
路線バスに対してタ
クシーは個々の事情
に対応が可能である。

・この助成にあたり、
現行路線バスのワゴ
ン車または乗用車へ
のサイズダウンや既
存事業の見直しによ
り財源確保の検討を
してはどうか。

・本吉地域の路線バスは、中心部と歌生、滝沢、
川内の各方面を結ぶ３路線のほか、気仙沼地域
の市街地と結ぶ三陸線を運行している。

・本市の路線バス運行に係る負担は、令和２年度
は約１億7600万円で、平成21年度の約6100万
円と比較し、2.8倍となっている。

・利用が減少している路線バス等の対応について
は、本年８月に第２次市総合交通計画を策定し、
人口減少や高齢化社会にも対応した持続可能な
公共交通の構築に向け、バスのサイズダウンや、
現行の路線バス方式（定時定路線型）にこだわ
らない新たな交通形態として、予約制乗合タク
シー（デマンド交通）の導入等を検討している。

・路線バスをデマンド化することで、利便性が向
上し効率的な運行が可能となるものと考えてい
る。

・タクシーの利用助成については、人口が少なく
予約制乗合タクシーを導入するより安価に地域
の移動手段が確保できる場合などに限り効果的
と考える。

・現在、交通計画の具現化に向け精査していると
ころであり、その中で、今回御提案いただいた
手法についても検討したい。

【交通政策課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境 ③前河原・前浜漁港内の清掃

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・前河原・前浜漁
港内にゴミが大
量に集まり、漁
協に相談しても
処理できていな
い。

・漁港内の船所
有者で、年に
何回かゴミを
取り除く作業
はしている。

・道路清掃やビーチ
クリーンは、年間行
事として１~２回実
施しているが、漁港
内の清掃も年に１回
でも清掃日を決めて
実施できないか。

・漁業者が、漁業活動中などに回収した海中ご
みや漁港に漂着したごみ（流木、廃プラス
チック類など）は、漁業者や漁協からの情報
が入り次第、県漁協大谷本吉支所とも相談し
ながら、市が委託した業者が回収しているの
で、水産課へ連絡願いたい。

・漁港内清掃の年間行事化については、ゴミ漂
着状況などを踏まえ、漁業者、県漁協大谷本
吉支所など関係者の方々と相談しながら検討
したい。

【水産課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性



◆生活環境 ④三陸道沿いの草刈り

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・三陸道沿いの市道
に設置されている
フェンスを越えて
草が繁茂している。
道幅を狭くしてお
り、交通安全上支
障があり景観も悪
い。

・付近住民が、
地域内の草刈
り作業時に民
家に近い部分
の市道側の
フェンス近く
まで草刈りを
している。

・民家が無い区間に
ついては、作業が
なされていない。
住民だけでは対処
しきれないので市
で対応して欲しい。

・また、国において、
三陸道の夜間規制
時にでもフェンス
内側（三陸道側）
も草刈りをしてほ
しい。

・市管理の道路については、パトロール等に
より雑草の刈払いの必要な個所を取りまと
め、緊急性や通行の影響等を考慮しながら、
順次対応していく。

・三陸道のフェンス内側の草刈について、南三
陸沿岸国道事務所に確認したところ、国道や
高速道路等の除草については、車両等の通行
の安全確保ができない場合や、運転者から歩
行者や交通安全施設等の視認性が確保できな
い場合において実施する考えとのことであっ
た。

【本吉総合支所産業・建設課、土木課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性 21



◆生活環境 ⑤河川区域内の支障木

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・全国各地で異常気
象が多発し、大雨
や土砂崩れ等の被
害が出ている。

・当地域にも、記録
的短時間大雨情報
が出された場合、
河川が氾濫する可
能性もある。

・そのためにも河川
の浚渫や河川脇の
樹木等の伐採を行
い水の流れを良く
しておくことが必
要。

・道路保護組合
や多面的機能
支援活動等で
農地周辺や用
水路に関係す
る河川の雑木
等は処理して
いるが、大き
な木の伐採は
危険で行うこ
とが出来ない。

・長畑川沿いの市道
と並行している場
所の支障木伐採を
してほしい。

・河川区域内の支障木について、河川治水上及び
道路通行上支障と判断されるものについては、
支障木伐採を行っており、規模の大きい場合は
別途伐採業務を発注しながら、順次対応する。

・長畑川沿いの市道と並行している場所について
は、支障となるものは順次実施していく。

【本吉総合支所産業・建設課、土木課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性 22



◆生活環境 ⑥ごみの排出抑制・不法投棄対策

①現在の課題
②地域の皆さまが取
り組んでいる・取り
組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・グリーンロード
の周辺をはじめ、
山林などに家庭
ごみ等の不法投
棄が絶えない。
豊かな自然環境
を守るため、ご
みの排出抑制や
不法投棄対策が
求められる。

・ごみの不法投棄が
改善された場所の事
例（柵やロープの設
置、草刈り・清掃、
監視カメラ・セン
サーライト等）を活
用するなど、有効な
対策を講じることが
求められる。

・海洋プラスチック
問題などと併せて、
山から海に続く地域
全体について、ごみ
の排出抑制や不法投
棄対策を連動させる
取り組みが求められ
る。

・不法投棄対策については、振興会長等からの相談
により不法投棄防止看板を設置している。また市
衛生組合連合会が年度毎に作成している大型看板
も、本吉地域はグリーンロード（泉沢地区内）な
ど２か所に設置している。

・今後もパトロールの強化や看板の設置を進めるほ
か、改善が見られない場所には監視カメラを設置
するなど市全域を対象に進める。

・また、ごみの排出量を抑えるため、３Ｒ活動の周
知、リサイクル可能なものの分別徹底など、ごみ
の減量化に努めている。

【循環型社会推進課、本吉総合支所市民生活課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性

令和３年度本吉地区不法投棄対策状況
・パトロール延べ日数 55日
・看板設置枚数 10枚
・監視カメラ設置個所数 1箇所

23
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◆産業 ⑦農業生産基盤について

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・農業生産基盤で
ある農地は、農
業者の高齢化と
担い手減少で耕
作放棄地が増加
している。

・耕作しやすく、
基盤整備する
にしても自己
資金では、現
在の米価で採
算が取れない。
農地は所有者
だけの財産で
はなく、地
域・国家の資
源でもある。

・国、県の圃場整備
事業規模以下の小規
模な面積（10a～
50a程度）で、農地
基盤整備事業を市単
独補助事業としてで
きないか。

・市では農業生産基盤の整備促進を図るため、
土地改良事業に対する補助金の交付を行って
いる。

・受益地の農家戸数・面積や対象事業などによ
り補助金交付内容が異なるので、事前に農林
課へ相談いただきたい。

【農林課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性

事業種目
・かんがい排水 ・暗渠排水
・区画整理 ・ため池
・農道整備 ・客土
・区画拡大 ・湧水処理
・水路整備 ・石礫除去 等

補助事業及び補助率
例：暗渠排水、農道整備、水路整備の場合

①市単独事業 ②県単独補助事業
受益農家数１戸以上で 受益農家２戸以上の共同施行者で
受益面積０．３ヘクタール以上 受益面積０.３ヘクタール未満
補助率：事業費の6割～7割以内 補助率：定額補助（10アール当たり)

詳細については農林課へご相談ください。
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◆産業 ⑧小泉町地区の土地活用

①現在の課題
②地域の皆さまが取り
組んでいる・取り組み
たい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・東日本大震災におい
て大きな被害を受け
た小泉町地区は、こ
れまで復興工事の資
材置き場など一時的
な利用に供され、復
興の進捗に貢献して
きた。各種事業の完
了に伴い、区域内も
整地されつつある。

・今回のビール製造会
社の立地は、地区の
一部分に過ぎず、今
後の企業誘致などの
利用を見据えると、
小泉町地区全体の土
地の有効活用に向け
た方策が一層必要な
状況になっている。

・小泉町地区全体の利
用方針として、「産
業用地としての活用
を図るため、企業誘
致に取り組む」とし
ていたが、その後の
進捗状況と今後の方
策について示してい
ただきたい。

・隣接する農地等の個
人所有地の所有者に
対する「土地活用の
意向調査」の実施状
況と調査結果を踏ま
えた市の方針を示し
ていただきたい。

・小泉町区跡地の活用については、産業用地とし
て宮城県の企業立地ガイドや市公式ウェブサイ
トに掲載し、本市に関心を示された企業等には
現地を視察していただくなど、継続して誘致活
動に取り組んでいる。現在、立地に向けて準備
を進めている鎌倉ビール醸造株式会社が来年春
頃の着工予定となっており、今後も幅広い業種
を対象として誘致活動を展開していく。

・令和２年２月の意向調査は、移転元地と隣接す
る民有地との一体的な活用の可能性を検討する
ために、地権者２４名を対象に行ったものであ
る。調査結果としては、「自分で活用（予定含
む）」が８％、「第三者への賃貸または売却を
希望」が２９％、調査時点で未定が２１％、未
回答が４２％となっている。今後、当地区に興
味を持つ企業が現れた場合、場所や用地の大き
さなどを検討する過程で隣接する民地利用の必
要性が出てくれば、調査結果を参考にしながら
個別に相談させていただきたい。

【産業戦略課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性



◆防災 ⑨二十一浜川の冠水対策

①現在の課題
②地域の皆さまが取り
組んでいる・取り組み
たい内容

③課題解決に向けて市に
求めるもの

市の考え方・方向性

・二十一浜川の河口付近
は、防潮堤と国道及び
ＢＲＴ専用道の法面な
どが近接しており、そ
の高い壁の間を川沿い
に市道二十一上の山線
等が通過している。

・豪雨などで河川の洪水
が発生した場合は、市
道に進入した車両が流
されたり、水没するこ
とも想定されるため、
進入禁止などの迅速な
交通安全対策が求めら

れる。

・二十一浜川の河口付近
で洪水などが発生する
恐れのある場合には、
市道二十一上の山線等
の路線に迅速な交通安
全対策が必要である。

・二十一浜川の下流部は、
土砂が堆積したところ
に葦が茂っており、越
水しやすい状況である
ことから、早急な浚渫
が必要となっている。

・洪水により道路への冠水が確認された場合
は、速やかに職員や消防団等により交通規
制等の対応を行うように努める。

・二十一浜川の上流部は7月の大雨時に、堆
積した土砂の撤去を行っている。
下流部についても撤去を検討している。

【本吉総合支所産業・建設課、土木課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性 26
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◆防災 ⑩広域消防本部本吉分署の移転新築

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

・広域消防本吉分
署は昭和４７年
に現地で業務を
開始したが、施
設が老朽化して
いる。

・また市街地の狭
い道路に面して
おり、緊急車両
出入りにも支障
あるうえ、津波
浸水想定地域に
隣接しているの
で早期の移転新
築が必要である。

・移転新築は構
想にあると思
われるが、具
体的計画が示
されていない。

・広域消防本吉分署
の移転新築について
早期に計画を示して
いただきたい。

・消防業務は、気仙沼・本吉地域広域行政事務
組合で運営・管理している。消防署・分署等
は７施設あり、うち４施設が震災で全壊し、
同施設の復旧を最優先に整備を進め、令和元
年度に終了した。

・本吉分署は、震災により基礎部等に被害を
受けており、耐震診断結果を踏まえ、継続使
用しているものの、施設老朽化等から整備の
必要性を認識している。

・また、訓練スペースの必要性や、津波浸水想
定区域との位置状況より、移転が必要と考え、
三陸道へのアクセス性も考慮し、適地を探し
ている段階である。今後、財源を確保した上
で、整備を進めたいと考えている。

【広域消防本部、危機管理課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性



◆市道の整備状況
整備路線数 15路線 L=7,405.1m

うち 完了延長 13路線 L=7,064.1m
うち工事中延長 2路線 L=   341.0m 

◆漁集事業による集落道整備
整備路線数 6路線 L=1,162.7m(完了)

◆東日本大震災により被災した市道の災害復旧
復旧路線数 29路線 L=6,450.0m

うち 完了延長 25路線 L=6,242.4m
うち工事中延長 4路線 L=   207.6m(今年度完了予定）

◆道路整備計画（改良系・維持系事業）
整備路線数 8路線 L=10,393.0m

うち改良系事業 6路線 L=  9,579.0m
維持系事業 2路線 L=     814.0m

担当部署：土木課 水産課

－本吉地域市道等の災害復旧及び整備の状況－
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◆市道の整備状況（位置図1，2参照）

№ 箇所図番号 路線名等 内容 延長(m) 幅員(m) 現在の状況
着工年月
(予定)

完了年月
（予定)

１ ㉚ 大沢狼の巣線 改良・舗装 900.0 5.0 工事完了(900.0m) H28.1 R1.9

２ ㉛ 金子線 改良・舗装 1,174.0 9.5 工事完了(1,174.0m) H27.10 R2.9

３ ㉜ 旧国道蔵内線 水路 55.0 - 工事完了(55.0m) H28.10 H29.7

４ ㉝ 蕨野線 舗装 166.0 4.2 工事完了(166.0m) H30.1 H30.5

５ ㉞ 菖蒲沢線 改良・舗装 500.0 10.0 工事完了(500.0m) H30.10 R3.12

６ ㉟ 菖蒲沢線・岩尻縦貫線 改良・舗装 2,295.0 9.5～10.0 工事完了(2,295.0m) H28.10 R3.12

７ ㊱ 岩尻縦貫線 改良・舗装 525.0 9.5 工事完了(525.0m) H30.9 R4.4



インフラ －本吉地区市道等の災害復旧及び整備の状況－
29

◆漁集事業による集落道整備（位置図1，2参照）

№ 箇所図番号 路線名等 内容 延長(m) 幅員(m) 現在の状況
着工年月
(予定)

完了年月
（予定)

１ ㊺ 蔵内地区1号 新設 48.7 4.0 工事完了(48.7m) H29.3 R1.8

２ ㊻ 大谷地区1号 新設 160.0 5.0 工事完了(160.0m) H31.2 R2.3

３ ㊼ 日門地区2号 改良・舗装 483.0 4.0 工事完了(483.0m) H29.2 H30.3

４ ㊽ 前浜地区1号 改良・舗装 130.0 5.0 工事完了(130.0m) R2.4 R3.1

５ ㊾ 赤牛地区1号 改良・舗装 176.0 4.0 工事完了(176.0m) H29.3 R1.8

６ ㊿ 赤牛地区2号 改良・舗装 165.0 4.0 工事完了(165.0m) H29.3 R1.8

計 1,162.7

－本吉地域市道等の災害復旧及び整備の状況－
29

№ 箇所図番号 路線名等 内容 延長(m) 幅員(m) 現在の状況
着工年月
(予定)

完了年月
（予定)

８ ㊲ 三島上通り線 改良・舗装 297.5 7.5 工事完了(297.5m) H27.3 H29.3

９ ㊳
前浜中央線・天ヶ沢才新岩
ノ前線・天ヶ沢岩ノ前線

改良・舗装 947.9 5.0 工事完了(947.9m) H28.11 R2.12

10 ㊴ 石川原橋 橋梁補修 3.2 3.2 工事完了(3.2m) H31.1 R1.8

11 ㊵ 明戸橋 橋梁補修 4.2 2.0 工事完了(4.2m) R2.1 R2.5

12 ㊶ 日門上高瀬ヶ森線 舗装 32.0 3.0 工事完了(32.0m) H31.3 R1.7

13 ㊷ 府中猿内線 舗装 164.3 2.5～3.5 工事完了(164.3m) R2.3 R2.9

14 ㊸ 馬籠橋 橋梁架替 18.0 5.0 工事中(18.0m) R4.10 R5.3

15 ㊹ 御神坂線・御神坂支線 舗装 323.0 2.5～3.5 工事中(323.0m) R4.10 R5.1

計 7,405.1

◆市道の整備状況（位置図1，2，3参照）



本吉地域における道路整備計画工程表（改良系・維持系事業） 位置図４～６参照

※改良系事業は，今年度，上位5路線を着手（概略・予備設計）する。

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度以降

1位
津谷風越線
ほか１路線

現道拡幅 139.0

4位
長畑開拓線
ほか１路線

現道拡幅・
側溝整備

1,160.0

12位 津谷風越線 現道拡幅 1,944.0

14位 小泉山田線 現道拡幅 2,001.0

15位
岩尻鉱山線
ほか2路線

現道拡幅 4,072.0

17位
旧国道津谷線
ほか１路線

現道拡幅 263.0

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度以降

9位 旧国道菅の沢線 舗装新設 193.0

14位 津谷街裏線
安全対策

(法面修復及び転

落防止柵の設置)

621.0

改良系事業

順位 路線名（工区） 工種
計画延長
（ｍ）

事　業　計　画

維持系事業

順位 路線名（工区） 工種
計画延長
（ｍ）

事　業　計　画

詳細設計

舗装工事

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

工事ほか

詳細設計

概略・

予備設計

概略・

予備設計

測量設計 用地取得・工事事業調整

測量設計 用地取得・工事事業調整

概略・予備設計 事業調整

概略・予備設計 事業調整

概略・予備設計 事業調整

概略・予備設計
事業調整・測量設計

・用地取得・工事

測量設計・

用地取得・工事

測量設計・

用地取得・工事

測量設計・

用地取得・工事
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大谷地区

◆市道災害復旧路線

№ 路線名 延長（ｍ） 状況

㉖ 大谷沖ノ田線 122.1 工事完了

㉗ 沖ノ田川直伝線 871.3 工事完了

㉘ 大谷沖ノ田線 82.3 工事完了

㉙ 大谷海岸西口線 67.0 工事完了

◆市道整備路線

㉞ 菖蒲沢線 500.0 工事完了

㉟ 菖蒲沢線・岩尻縦貫線 2,295.0 工事完了

㊱ 岩尻縦貫線 525.0 工事完了

㊲ 三島上通り線 297.5 工事完了

㊳
前浜中央線・
天ヶ沢才新岩ノ前線・
天ヶ沢岩ノ前線

947.9 工事完了

㊴ 石川原橋 3.2 工事完了

㊶ 日門上高瀬ヶ森線 32.0 工事完了

㊷ 府中猿内線 164.3 工事完了

◆集落道整備路線

㊻ 大谷地区1号 160.0 工事完了

㊼ 日門地区2号 483.0 工事完了

㊽ 前浜地区1号 130.0 工事完了

㊾ 赤牛地区1号 176.0 工事完了

㊿ 赤牛地区2号 165.0 工事完了

位置図1 市道等の災害復旧及び整備の状況

工 事 完 了

凡　　例
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津谷・小泉地区
◆市道災害復旧路線

№ 路線名 延長（ｍ） 状況

① 蔵内上の山線 65.0 工事完了

② 二十一上の山線 889.9 工事完了

③ 二十一浜左岸線 43.4 工事完了

④ 津谷幣掛線 434.2 工事完了

⑤ 旧国道小泉街線 87.5 工事完了

⑥ 小泉街裏北側線 320.1
工事完了（264.3m）
工事中（55.8m）

⑦ 下宿山ノ後線 308.3 工事完了

⑧ 小泉街旧診療所前線 174.9 工事完了

⑨ 小泉外尾川1号線 29.6 工事完了

⑩ 小泉郵便局前線 136.8 工事中（136.8m）

⑪ 赤崎臨海線 241.4 工事完了

⑫ 赤崎臨海1号線 105.5 工事完了

⑬ 仁田の沢線 366.0 工事完了

⑭ 新北明戸７号線 178.2 工事完了

⑮ 新北明戸８号線 356.0 工事完了

⑯ 新南明戸３号線 187.0 工事完了

⑰ 小泉駅前大明神線 164.2 工事完了

⑱ 下宿田中線 107.0 工事完了

⑲ 平貝大明神線 329.0 工事完了

⑳ 小泉駅大橋下向線 61.3 工事完了

㉑ 外尾川左岸線 275.2
工事完了（269.2m）
工事中（6.0m）

㉒ 外尾川右岸線 274.8
工事完了（265.8m）
工事中（9.0m）

㉓ 小泉大浦脇線 92.0 工事完了

㉔ 蕨野中学校裏山線 9.0 工事完了

㉕ 旧国道中島線 71.0 工事完了

◆市道整備路線

㉚ 大沢狼の巣線 900.0 工事完了

㉛ 金子線 1,174.0 工事完了

㉜ 旧国道蔵内線 55.0 工事完了

㉝ 蕨野線 166.0 工事完了

㊵ 明戸橋 4.2 工事完了

㊹ 御神坂線・御神坂支線 323.0 工事中(323.0m)

◆集落道整備路線

㊺ 蔵内地区1号 48.7 工事完了

位置図2 市道等の災害復旧及び整備の状況

工 事 完 了

工 事 中

凡　　例
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馬籠地区
位置図3 市道の整備状況

◆市道整備路線

No. 路線名 延長(m) 状況

㊸ 馬籠橋 18.0 工事中（18.0m） 工 事 中

凡　　例

33



N 位置図４ 本吉地域における道路整備計画（改良系事業）

改良系15位 岩尻鉱山線ほか２路線

改良系4位 長畑開拓線ほか１路線

凡例

改良系事業

大谷海岸Ⅰ.Ｃ

大谷小学校 大谷中学校

道の駅大谷海岸
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位置図５ 本吉地域における道路整備計画（改良系・維持系事業）

凡例

改良系事業

維持系事業

改良系17位 旧国道津谷線ほか１路線

維持系14位 津谷街裏線

改良系1位 津谷風越線ほか１路線

改良系12位 津谷風越線

小泉海岸Ⅰ.Ｃ

本吉津谷Ⅰ.Ｃ

本吉響高等学校

津谷小学校

津谷中学校

本吉総合支所

本吉病院
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N 位置図６ 本吉地域における道路整備計画（改良系・維持系事業）

改良系14位 小泉山田線

凡例

改良系事業

維持系事業

小泉海岸Ⅰ.Ｃ

小泉小学校

市営小泉住宅

維持系９位 旧国道菅の沢線
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