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ごあいさつ

44

発刊にあたって

根室市長 石垣 雅敏

　北海道の東端に位置する根室市は、太平洋とオホー
ツク海という恵みの海に囲まれ、北方海域の豊かな
水産資源を背景に発展を遂げてきた日本有数の水産
都市で、ラムサール条約の登録湿地にも指定されて
いる風蓮湖や春国岱をはじめ、世界に誇れる自然環
境を残す自然豊かなまちです。
　また、北方領土返還要求運動原点の地であります
当市は、一日も早い問題解決に向け、全国の先頭に
立って北方領土返還要求運動に取り組んでおり、正
しい認識と早期解決の思いを国内外に強く発信して
おります。
　平成２７年度からスタートした「第９期根室市総
合計画」では、将来都市像に「海と大地に根ざす生
産交流都市」の実現を掲げ、本市が持つポテンシャ
ルを最大限に引き出し、市民と行政がともに考え、
ともに行動しながら、根室に住む皆さんが「住み続
けたい」、そして根室を訪れた皆さんが「住んでみた
い」と思えるまちづくりを進めております。
　このたび、根室市の自然や歴史、食などの魅力を
はじめ、当市におけるまちづくりの取り組みなどを
紹介する市勢要覧を発行いたしました。この冊子を
ご覧いただき、根室市のことをご理解いただく一助
としてお役立ていただければ幸いです。
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姉妹都市

市民憲章（昭和 43年 8月1日制定） 市章（昭和 32年 8月1日制定）

アメリカ合衆国
アラスカ州シトカ市

（昭和 50 年 姉妹都市提携）

日本
富山県黒部市

（昭和 51 年 姉妹都市提携） 

ロシア連邦
サハリン州セベロクリリスク市

（平成 5 年 姉妹都市提携）

根室市の位置・地勢

わたしたちは、太平洋とオホーツク海に望む日本の東、
白鳥の群れとぶ美しい自然のなかに生きる根室市民です。
わたしたちは、たくましい開拓精神とゆたかな北方文化をうけつぎ、
更に理想の郷土をきずくため、開基 100 年に当たりこの憲章を定めて
あすへの誓いといたします。

１．郷土を愛し、美しいまちをつくります。
１．健康で働き、豊かなまちをつくります。
１．教養をたかめ、文化のまちをつくります。
１．きまりを守り、住みよいまちをつくります。
１．生活を楽しみ、明るいまちをつくります。
１．北方領土の復帰をはかり、平和なまちをつくります。

　カタカナの「ロ」字 6 個
を円形において「ムロ」を
表し、中央の「ネ」字の端
と連携をとって「ネムロ」と
し、赤色は光り輝く未来へ
の発展を表したものです。

花 ／ ユキワリコザクラ 木　／ 千 島 桜スポーツ ／卓 球  鳥　／ 白 　 鳥

市のシンボル （昭和 44 年 4月1日制定）

　根室市は北海道の東端に位置し、太平洋とオホーツ
ク海に突き出した半島とその付け根に当たる部分から
成り立っています。大きな山や河川はなく大部分がほ
ぼ平坦な台地状の地形ですが、市街地の地形には高低
差があり、緩やかな坂道が多い町並みとなっています。

根室市
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世界的にも貴重な自然を未来へ残し伝える

バードウォッチング
　多様な自然環境を有し、渡り鳥の中継地で
もある根室は野鳥の宝庫として知られていま
す。日本で観察できる野鳥の半分以上が確認
されており、国内はもとより世界各国からバー
ドウォッチャーが訪れます。市内にはハイドと
呼ばれる野鳥観察小屋が各所に設置されてお
り、誰でも自由に利用することができます。
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春  国  岱

　干潟、海、湖、川、湿原、森など多様な自然環境に恵ま
れた根室は、ラムサール条約登録湿地である春国岱や風蓮
湖をはじめ、世界的にも貴重な自然環境が残されており、
エトピリカやタンチョウ、オオワシといった北海道の東部
以外ではなかなか出会うことのできない希少な野鳥をは
じめ、多くの野生生物が生息しています。　
　市街地から程近い場所でも、そうした野生生物たちに出
会うことができるのが根室の大きな魅力のひとつです。根
室の自然は、多くの生命を育み、四季を通じて様々な表情
を私たちに見せてくれます。

Nature
然

タンチョウ

自然
根室の魅力

オオワシ

エトピリカ

野鳥観察小屋
ハイド



北方原生花園
　北方原生花園には、紫の絨毯を敷き詰めたようなヒオウ
ギアヤメの群落をはじめ、初夏から秋にかけて約１００種
類にも及ぶ花々が咲き誇ります。また、草原の奥にはミズ
ナラの風衝林が連なり、自然の美しさと不思議を感じるこ
とができます。

ラムサール条約登録湿地（春国岱・風蓮湖）
　春国岱は、長さ約8kmの細長い砂州で、広大な湿原、森林、
砂丘など変化に富んだ自然が広がっています。砂州によっ
て海と隔てられた風蓮湖とあわせて、ラムサール条約登録
湿地に指定されており、砂丘の上にあるアカエゾマツの純
林は世界でも２例しかない大変珍しいものです

フットパス
　フットパスはイギリス発祥の「歩くことを楽しむための道」
のこと。根室には酪農地帯や海岸線にそれぞれの特徴を活か
した魅力的なフットパスが整備されています。お気に入りの道
をゆっくりと歩きながら、根室の自然を満喫することができます。

春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター
　春国岱を望む高台に建つ春国岱原生野鳥公園ネイチャー
センターは、春国岱の豊かで貴重な自然環境を保全するた
めに建てられた施設です。日本野鳥の会のレンジャーが常
駐しており、訪れた方へ根室の自然のことをわかりやすく
教えてくれます。

世界的にも貴重な自然を未来へ残し伝える
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　根室では春から夏の終わりにかけて、太平洋上の高気圧から流れ
込む暖かい空気が根室沖を流れる寒流の冷たい海水面にぶつかり、
地元では “ガス ”と呼ばれる海霧が発生します。この海霧の影響で
根室は夏でも気温がそれほど上がらず、高い山とほぼ同じ気候条件
になることから、氷河期の『遺存種（レリック）』（氷河期に広く分布
し、繁栄していた生物が、気候が温暖になるに従い生息環境が縮小し、
分布を狭め、高い山などに取り残された種）を平地にありながら多
く見ることができます。
　代表的なものとして、国の天然記念物にも指定されている高山蝶
の『カラフトルリシジミ』や、日本では根室の落石岬にしか咲かない
『サカイツツジ』などが知られています。

霧が育む根室の自然

サカイツツジ

カラフトルリシジミ



オホーツク文化	
　オホーツク文化は６～９世紀を中心にオ
ホーツク海沿岸を中心に展開した文化です。
オホーツク人は海での暮らしに特化した海洋
民族で、独特の文化を持っていたことが知ら
れています。根室港に浮かぶ弁天島は、島全
域がオホーツク文化の重要な遺跡となってい
ます。

いにしえのロマンに思いを馳せ先人たちの足跡をたど
る

トーサムポロ発掘現場
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歴 史

歴
History

弁天島

根室の魅力

ヲンネモトチャシ跡

　根室では、約８千年前もの昔から人々が生活を営んで
おり、縄文文化、続縄文文化、擦文文化、オホーツク文
化など古代人の息吹を感じることのできるさまざまな遺
跡が市内各所に点在しています。アイヌ民族との関わり
も深く、アイヌの人々が砦や祭祀の場として使ったとさ
れるチャシ跡も数多く残されています。
　また、北方海域の玄関口であった根室は、北海道の中
でも、早くから航路が拓かれ、古くからの歴史を持った
まち。先人たちが築いた歴史のロマンが今なお息づいて
います。

　マッコウクジラ
の歯を素材に作
られた女性の像。
シャーマン（祈祷
師）的な役割の
女性を模した可
能性も指摘され
ています。

●牙製婦人像

　アホウドリなど大型鳥類の骨を使って
作られたオホーツク文化期の縫い針入
れ。側面には鯨と船に乗り込んだ７名の
船乗りが描かれています。

●捕鯨彫刻図針入

出土品の一部を
ご紹介します



日ロ外交発祥の地
　１７９２（寛政４）年、ロシア最初の遣日使節アダム・ラ
クスマンが日本に通商を求め、エカテリーナ号で根室港に
入港しました。そのことから根室は日ロ外交交渉発祥の地
としても知られており、ラクスマン来航を伝える資料やモ
ニュメントなどを市内各所で見ることができます。

西月ヶ岡遺跡
　西月ヶ岡遺跡は擦文文化期の集落跡です。大小約３５０
個の竪穴住居の跡が密集し、月面のクレーターを思わせる
壮大な景観をなしており、市街地のすぐそばにこのような
遺跡があるのは全国的にも珍しいとされています。

根室市歴史と自然の資料館
　根室市歴史と自然の資料館の建物は、１９４２（昭和１７）
年に大湊海軍通信隊根室分遣所として建設されたもので歴
史的にも貴重な建物です。館内にはチャシ跡の地形模型や
遺跡から出土した資料など、根室市とその周辺で収集した
歴史、自然資料が展示されています。

根室半島チャシ跡群
　チャシはアイヌ語で「柵囲い」を意味し、砦や祭祀の場
など多目的な用途で使われていたとされています。根室半
島には３２箇所のチャシ跡が残り、チャシ跡が集中する場
所として知られています。「根室半島チャシ跡群」は日本
１００名城のひとつにも選ばれており、近年注目の歴史ス
ポットとなっています。

いにしえのロマンに思いを馳せ先人たちの足跡をたど
る

　かつて北海道には、１８８２（明治１５）年から１８８６（明治
１９）年の間、３つの県がありました。その三県とは、「函館県」と「札
幌県」そして「根室県」です。根室県の県庁舎は現在の根室市大正
町にあり、釧路、紋別、北千島の占守島までの非常に広い地域を行
政範囲としていました。当時、根室は千島とのつながりにおいて重
要な役割を果たしており、道東で最も重要な都市として認識されて
いたのです。１８８４（明治１７）年に竣工した根室県庁舎は、札
幌の中島公園に現存する豊平館にとてもよく似たデザインで、当時の根室市街の古い写真には、木
造家屋が建ち並ぶ中、洋風建築の県庁舎が一際目立って写っているのが見て取れます。残念ながら、
県庁舎の建物は１８９７（明治３０）年に火事により焼失してしまいましたが、もし、残っていた
ら当時の根室の繁栄を語る貴重な歴史的建造物となっていたことでしょう。

根室県庁舎
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北海道三県時代

▼

ラクスマンの根室来航を伝える
　記念碑「歴史の然」

▲エカテリーナ号を描いた「俄羅斯舩之図」
　（根室市歴史と自然の資料館所蔵）



豊かな海の贈りもの
根室の旬をまるごと味わう
　オホーツク海と太平洋。二つの恵みの海に囲まれた根室だからこそ鮮
度抜群の様々な海の幸を楽しむことができます。根室を代表する旬の味
覚「ハナサキガニ」や日本一の水揚量を誇る「サンマ」をはじめ、四季
をとおして水揚げされる産地ならではの味わいは、食の魅力を改めて教
えてくれます。根室の旬の味をぜひ味わってみてください。

貝類
　根室では魚類だけではなく「ホタテ」や「ホッキ」「カキ」
などの貝類も多く水揚げされます。うまみの詰まった新鮮
な貝料理をぜひご賞味ください。

サケ
　サケには多くの種類がおりますが、馴染みの
深いサケとして「白鮭」が挙げられます。春に
獲れるものは「トキシラズ」、秋に獲れるものは
「アキアジ」と呼ばれています。

ハナサキガニ
　根室を代表する味覚の「ハナサキガニ」は、茹でるとま
るで花が咲くように鮮やかな赤色に染まることから名前が
付いたといわれています。茹でて食べることが多いですが、
味噌仕立ての汁物、鉄砲汁もとても美味です。

食
Foods
根室の魅力

美 味
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コンブ
　根室で採れるコンブは主に「なが昆
布」「あつば昆布」「猫足昆布」などで
す。特に、春に北方領土の貝殻島周辺
で取れる「棹前昆布」は非常に柔らか
く、昆布巻きなどの煮物に最適です。



タラ
　冬が旬の「タラ」は、鍋料理には欠
かせない魚です。鍋物のほかにも、塩
焼きや昆布締めなどに広く使われ、「タ
チ」と呼ばれるオスの精巣は、天ぷら
や汁物等として食されます。
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イワシ	
　「根室七星」と命名された脂が乗った根室産の
「イワシ」は、煮物や塩焼きのほか、刺身で食べ
ることもできる鮮度の高さが自慢です。

サンマ	
　日本一の水揚量を誇る根室の「サンマ」。
漁場に近い根室に水揚げされるサンマは、
非常に鮮度が良く、脂が乗っており、旬
のサンマは、産地でしか味わえない極上
のおいしさです。
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月　

トキシラズ アキアジ

タラ

ホッキ ホッキ
ホタテ

ハナサキガニ

カキカキ
ウニ ウニ

サンマ

イワシ
コンブ

根室の主要魚種漁期カレンダー

ウニ
　根室で主に漁獲され
るのはオレンジ色が濃く
味も濃厚な「エゾバフン
ウニ」。秋から春が盛漁
期です。流氷の浮かぶ
海で行われる厳冬期の
ウニ漁は、根室の冬の
風物詩となっています。



産業

▲根室市水産研究所
根室市独自の水産研究所においてハナサキガニやホッ

カイシマエビ、ヤナギダコなどの海産生物の基礎的研究
を行い沿岸漁業資源の増大に取り組んでいます。

根室のポテンシャルを最大限に活かして

▲ホタテの稚貝放流
沿岸漁業資源の維持増大対策の一つとして根室沖合に
新たに造成されたホタテガイの漁場において、稚貝の放
流を行っています。

▲日本一を誇るサンマの水揚げ
花咲港は日本一のサンマの水揚げを誇り、最盛期の８月～ 10月は、

サンマを水揚げする多くの漁船で賑わいをみせます。

日本屈指の水産都市
根室市は北方海域の豊かな水産資源を背景に発展してきた全国でも屈指の水産都市です。
また持続可能な漁業生産を目指し、沿岸漁業資源の増大対策など、育てる漁業の定着に向けた取

り組みを進めています。

根室市が持つ地域資源を活かし、これまで根室の発展を支えてきた水産業をはじめ、酪農
業、林業、商工業など産業間の連携を深め、足腰の強い経済基盤を確立することで、活力に
満ちあふれたまちを目指しています。
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市街地・商店街の活性化
市街地の活性化、活気あふれる商店街を目指し、商店街

の魅力アップを図るとともに、まちなかの賑わい創出に向
けた各種取り組みを支援しています。

▲ 水産技術講習会
水産加工振興センターでは、水産加工業者等を対象とした
水産加工技術講習会を定期的に開催し、水産加工業の育成、
強化に努めています。

▲市有林の間伐
間伐や下刈りなどを行い、市有林の計画的な維持管理に
努めています。

農林業の振興
草地型酪農を中心に展開している農業の経営安定化に向

けた支援や生産基盤の整備促進に努めています。また、林
業においては森林のもつ多様な機能を持続的に発揮させる
ため、適切な森林の整備保全に努めています。

根室産水産物の付加価値向上
根室産水産物の知名度向上やブランド化などに取り組む

とともに、高度加工や低利用資源の利活用など水産加工技
術の高度化を支援し、根室産水産物の付加価値向上に取り
組んでいます。

▲ 根室産水産物の PR
「産地根室」の認知度向
上、消費拡大を図るため、
官民が一体となって様々な
根室産水産物のＰＲ活動を
行っています。

▲ねむろポイントカード
買い物や市のイベント等へ参加することでポイントが付与される

「ねむろポイントカード」。貯まったポイントは加盟店での買い物
に使うことができ、市外への購買力流出を防ぐため、行政と商店街
等が連携した取り組みとして実施しています。

▲国内最大規模の酪農地帯
広大な牧草地が広がる根釧台地は大規模な酪農地帯で、酪

農に適した冷涼な気候で生産される生乳は品質の高さで全国
的にも知られています。
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▲こんにちは赤ちゃん訪問
生後４カ月までの赤ちゃんがいる全ての家庭を訪問し、子

育て支援に関するアドバイスや悩み相談を行っています。

▲子育て講座
毎月テーマを変えながら、月に一回、子育てに役立つ様々

な講座を実施しています。

▲子育て相談所「ぶらんこ」
子育て相談所では、子育て相談をはじめ、「ふれあいルーム」や「ピ

ヨピヨルーム」など、親子の交流を深め、遊びを通して子育てについ
て学びあう場を提供しています。

世代を超え健やかで生き生きとした暮らしを健康
福祉

子育て支援
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行い、安心して子どもを産み、育てることのできる環境

整備に努めるとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減、子育ての悩みや不安に対する相談体制の整備など、
支援体制の充実に努めています。

市民がともに支えあうことで、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進め、
全ての市民が生きがいを持って、住み慣れた故郷でいつまでも、喜びを実感しながら心
身ともに健康で、安心して暮らせるまちを目指しています。
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健康づくりの推進
何ものにも替え難い健康を守り、支えるため、それぞれ

のライフステージや個々の健康状態に応じた各種事業に取
り組んでいます。

社会福祉の充実
地域包括ケアシステムの構築を進め、誰もが住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられる地域づくり
に努めています。

▲ねむろ健康まつり
市民一人ひとりが楽しく健康について考える機会として

「ねむろ健康まつり」を毎年開催しています。

▲乳幼児健康診査
保健師が子どもの成長や発達を確認し、育児についての

相談や、成長にあわせアドバイスを行っています。

▲高齢者サロン
市内在住の 65歳以上の方ならどなたでも利用できる高齢
者サロンは、高齢者同士が気軽に集まり、地域の絆を深め
る交流の場となっています。

▲介護予防教室
自分らしく生きがいをもって健康的な生活を送れるよう、
高齢者を対象とした介護予防のための教室を開催しています。

世代を超え健やかで生き生きとした暮らしを

地域医療の充実
住民がそれぞれの状況に応じた適切な医療サービスが

受けられるよう、医療機関が連携を深めるとともに、医師
をはじめとする医療従事者の確保など、地域医療体制の
充実に努めています。

▲市立根室病院
市民の健康を守る市内唯一の公的医療機関として、地域

医療の中心的な役割を担っています。
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都市
整備

安全・安心・快適な暮らしのために
市民生活や経済活動における利便性向上や安全性確保のため欠かせないインフラ
の整備に努め、住んでいる人はもちろん誰もが安全・安心で快適に過ごすことのでき
るまちを目指しています。

地域防災力の強化
あらゆる世代に対し、防災・減災意識の高揚を図るとと

もに、官民が一体となって防災・減災の取り組みを推進す
ることで、地域防災力の強化に取り組んでいます。

生活環境の保全
家庭・事業所から排出される廃棄物の発生抑制や資源ご

みの分別の徹底、再利用の促進を図るなど、循環型社会の
構築を目指しています。

▲資源再生センター
資源再生センターでは、収集した空き缶やペットボトルを

はじめ、プラスチックや発泡トレイ、空き瓶、紙類といった
資源ごみのリサイクルを行っています。

▲総合防災訓練
防災・減災意識の向上や、防災関係機関の連携強化を目的に
毎年、総合的な防災訓練を実施しています。

▲消防指令センター
消防指令センターでは消防職員が 24時間休むことなく市

内から通報される全ての 119 番通報を受け付け、市民の安
全・安心を守っています。
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▲牧の内ダム
日本のダムで最も東に位置する牧の内ダムは上水道専用
のダムで、根室市の主要水源としての役割を担っています。

▲光洋団地
従前の市営住宅の老朽化等に伴い、建て替え整備が進ん

でいる光洋団地は、市内最大規模の市営住宅です。

都市基盤整備
日常生活における利便性の向上を図るとともに、誰もが

快適で住みやすいまちづくりを進め、生活基盤や道路、交
通体系など、都市基盤の整備に努めています。

地域交通の維持確保
公共交通は、市民の日常生活における重要な移動手段で

あり、豊かな地域社会の形成には必要不可欠であることか
ら、将来にわたって利用される公共交通体系の実現を目指
し、地域交通の維持確保に取り組んでいます。

▲ JR 花咲線
ＪＲ北海道が単独では維持困難とするＪＲ花咲線、沿線
地域が一体となって維持、存続に向けた取り組みを進めて
います。
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▲明治公園
国登録有形文化財にも指定されているレンガ造りのサイ

ロがシンボルの明治公園は、憩いの場として多くの市民から
親しまれています。

▲重要港湾根室港
重要港湾根室港は根室港区と花咲港区の二つの港があ

り、北方海域の中心的な漁業基地および物流の拠点として
重要な役割を果たしています。

花咲港区

根室港区



▲地域の特色を活かした総合的な学習 
地元で獲れた水産物を使って加工品を作る水産学習な

ど、地域の特色を活かした教育を展開しています。

▲教育環境の整備・充実
児童・生徒が安心して充実した学校生活を送ることがで

きるよう、計画的に教育環境の整備を進めています。

教育
文化

個性豊かで輝くひとを育む
子どもたちが明るく健やかに成長できる学校づくり、市民一人ひとりが生涯にわた
り生き生きと学習できる環境づくりに努め、住み慣れた故郷の豊かさを実感できるま
ちを目指しています。

学校教育の充実
子どもの個性を大切にし、社会を生き抜く力を持った子どもの育成に努めるとともに、少子化に

よる児童・生徒数の減少に対応した施設整備、適正配置を進めています。

▲ＡＬＴによる英語教育
市内の小中学校には、英語教育をサポートするため外国語指導助手

（ＡＬＴ）を配置し、英語によるコミュニケーション能力の育成を図
るとともに、国際理解を深める教育を進めています。
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歯舞中学校の水産学習厚床小学校



スポーツの振興
「スポーツ健康都市」を宣言している根室市は、市民一人

１スポーツを推進しており、多くの市民がスポーツを通した
健康づくりに取り組んでいます。

生涯学習の推進
個人が社会の中で自立し、生涯にわたって生き抜く力を

身につけられるよう、市民の主体的な生涯学習活動を支援
しています。

芸術・文化の振興
芸術にふれたり、文化活動に参加する機会を増やすなど、

郷土の文化や芸能、芸術への理解と愛着心を育むための取り
組みを進めています。

▲ブックスタート
本の楽しさを親子で一緒に体験してもらうため、７カ月健
康相談に訪れた親子に絵本をプレゼントしています。

▲みんなでオンステージ in ねむろ
「みんなでオンステージ inねむろ」では、音楽演奏やダン
スなど日頃の活動を発表する機会を提供することで、市民
の芸術文化活動を支援しています。

▲子ども会リーダー研修会
地域活動リーダーを育成するため、集団活動や体験学習

を通じて、活動に対する意欲、協調性、責任感を養う研修
会を開催しています。

▲最東端ねむろシーサイドマラソン
北方領土の国後島と知床連山を望みながら、根室半島の

海岸線を走る「最東端ねむろシーサイドマラソン」には全
国から多くのランナーが参加します。

▲学芸員講演会
「学芸員講演会」では、市学芸員が根室市周辺の歴史や自
然についての調査、研究成果を市民の皆さんにわかりやすく
解説します。
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北 方 領 土
返還実現のその日まで ・・・・・・

1855（安政元）年 2月 7日「日魯
通好条約」が結ばれ、両国の国境を
択捉島とウルップ島の間に定めまし
た。これにより歯舞群島、色丹島、
国後島、択捉島の北方四島は、日本
の領土であることが法的に確認され
ました。

1875（明治 8）年「樺太千島交換条約」
により、千島列島をロシアから譲り受
けるかわりに、樺太全島の権利を放棄
しました。この条約第2条で譲り受け
る千島列島として、シュムシュ島から
ウルップ島までの18島の名前が列挙
されています。

1951（昭和 26）年 9月8日に署名
された「サンフランシスコ平和条約」
で、日本は千島列島と樺太の一部の
権利、権原及び請求権を放棄しまし
たが、我が国が放棄した千島列島に
は、歯舞群島、色丹島、国後島、択
捉島の北方四島は含まれていません。

北方領土はいまだかつて一度も外国の領土となったことのない日本固有の領土です。
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北 方 領 土

北方領土返還要求運動に命を賭けた男　安
あんどう

藤 石
いしすけ

典

　歯舞群島、色丹島、国後島、
択捉島。これらの島々は我々の
祖先が開拓した日本固有の領土
です。しかし、終戦直後に旧ソ
連軍によって、北方領土は不法
占拠され、島民は島を追われま
した。残念ながら、ソ連が崩壊
し、ロシアとなった今もなお、こ
の状態は続いています。
　根室市は北方領土の一日も早
い返還を求め、全国の先頭に立っ
て北方領土返還要求運動に取り
組んでいます。

北方領土返還要求中央アピール行進

日ロ交流拠点施設
「北方四島交流センター（ニ・ホ・ロ）」

北方領土返還祈念シンボル像「四島のかけ橋」根室市少年弁論大会納沙布岬から望む北方領土

北方領土返還要求根室市民大会
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安藤		石典
1886（明治19）年に鳥取
県で生まれる。警察官とし
て羅臼に赴任。小樽水上、
稚内、滝川の警察署長、
道庁警察部特別高等課
長を歴任し、1930（昭和
５）年に根室町長。1936　　
（昭和11）年には北海道
議会議員に当選。その後
1944（昭和19）年に再び
根室町長となる。

　安藤石典は終戦時の根室町長であり、返還運動の狼煙を上げた「北方領土返
還要求運動の父」と呼ばれる人物です。
 戦後どん底にあった根室において、安藤町長は戦災者の救済に加え、島を追わ
れた引揚者の受入れ対策を進める中、根室の復興のために、ソ連軍に占領されて
いる島 を々米軍の保障占領下に置くことを求める陳情を行う決断をします。
 そして１９４５（昭和２０）年１２月１日、自らの手で草稿を書き上げた「北海道附
属島嶼復帰懇請陳情書」を連合国軍最高司令官マッカーサー元帥宛に提出しま
す。安藤町長が命を投げ打ってでもやりとげるという強い思いで行ったこの訴えが、
現在の北方領土返還要求運動の原点となりました。
 その後も安藤町長は陳情を続け、領土の復帰を訴えますが、そうした行動が   
反占領政策と見なされたのか、ＧＨＱの厳しい監視下に置かれ、公職追放で町長
辞職を余儀なくされてします。
　それでもなお領土復帰にかける熱い思いは消えず、強いリーダーシップを発揮
し、１９４７（昭和２２）年７月に自身が会長を務める初の返還運動団体「北海道
附属島嶼復帰懇請委員会」を結成。この団体の設立に伴い、根室から北海道、
そして日本全国へと北方領土返還要求運動は広まっていったのです。
　自らの命を賭けてまで北方領土の本土復帰を信じ、根室の復興を実現しようと
した男の熱意と情熱を私たちは忘れてはいけません。
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金刀比羅神社例大祭
北海道三大祭りのひとつ「金刀比羅神社例大祭」は
1888（明治 21）年から続く長い歴史を持ち、根室の
夏の風物詩として市民から親しまれています。

ねむろ港まつり
操業の安全と漁業の大漁、港湾の発展を祈願して行わ
れる「ねむろ港まつり」は、「千人踊り」や「船こぎレース」
など大勢の市民が参加し、初夏の根室を盛り上げます。

貝殻島昆布漁
例年６月１日が解禁日の「貝殻島昆布漁」。出漁初
日は花火の合図とともに、昆布漁船が一斉に漁場の貝
殻島を目指します。

千島桜
桜の名所として知られる清隆寺では、日本一遅咲き
の千島桜が例年５月中旬から下旬に見頃を迎えます。

四季根室の

春

夏

５月中旬　千島桜開花
６月上旬　貝殻島昆布漁出漁
６月上旬　根室市植樹祭
６月中旬　根室半島磯釣全道大会
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７月中旬　ねむろ港まつり
７月中旬　根室盆踊り大会
８月９日
　～ 11 日　金刀比羅神社例大祭
８月下旬　最東端ねむろシーサイド	 	
	 　　マラソン



ニムオロ冬の祭典
四島とり雪合戦やシャンシャン馬そりなど「ニムオ
ロ冬の祭典」は子どもから大人まで冬の根室を楽しむ
ことの出来る各種プログラムが盛りだくさんです。
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北方領土まで歩こう会
北方領土返還の世論喚起のため、北方領土までの距
離である３コース（国後、水晶、貝殻コース）を歩く
ウォーキング大会を開催しています。

根室さんま祭り
　　　　　根室かに祭り
「かに祭り」と「さんま祭り」は
根室を代表する食のイベント。根
室の旬の味覚を味わえるとあって
毎年、多くの来場者で賑わいます。

冬

秋 ９月上旬　根室かに祭り
９月中旬　北方領土まで歩こう会
９月下旬　根室さんま祭り
10月上旬　根室産業フェスティバル

ねむろバードランドフェスティバル
「ねむろバードランドフェスティバル」は野鳥観察の魅
力、楽しさを感じていただくイベント。専属ガイドと巡
るおまかせガイドツアーは参加者から毎年大好評です。

１月１日　納沙布岬初日詣
１月下旬　ねむろバードランド	 	
	 　			フェスティバル
２月中旬　ニムオロ冬の祭典

７月中旬　ねむろ港まつり
７月中旬　根室盆踊り大会
８月９日
　～ 11 日　金刀比羅神社例大祭
８月下旬　最東端ねむろシーサイド	 	
	 　　マラソン



根室港

風蓮湖

浜松海岸

落石岬

春国岱

温根沼 長節湖

根室市春国岱野鳥公園
ネイチャーセンター

道の駅スワン 44 ねむろ

別当賀夢原館

北海道立北方四島交流センター
「ニ・ホ・ロ」

厚床駅

別当賀駅

昆布盛駅

落石駅

西和田駅

太平洋に突き出した台地状の
岬。国内では落石岬だけにしか自
生しない「サカイツツジ」が、5
月下旬から6月中旬頃に、小さな
紅紫色の花を咲かせます。

国道 44号

根室本線（花咲線）

国道272号
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うっそうと茂るエゾマツに囲ま
れた周囲約 15キロメートルの汽
水湖。潮が引くと沖合まで砂州が
ひらけ、アサリやホッキなど貝類
の好漁場となっています。❹ 温根沼

❸ 落石岬

オホーツク海と風蓮湖の間にあ
る長さ８キロメートルにもおよぶ
長大な砂州。海岸、草原、湿地、
森林、干潟など多様な環境が存在
する自然の宝庫です。

❷ 春国岱
周囲 96 キロメートルの汽水
湖。広大な湿地や森林、砂丘など
変化に富んだ自然が広がり、ハク
チョウの国内最大級の飛来地とし
ても有名です。

❶ 風蓮湖

1

根室十景ねむろマ ップ



花咲港

落石岬

花咲灯台と車石

明治公園

北方原生花園 納沙布岬

8

モユルリ島

ユルリ島

根室市歴史と自然の資料館

ノツカマフチャシ跡１号・２号 ヲンネモトチャシ跡

金刀比羅神社

東根室駅

根室駅

市街地から落石地区へ向かう途
中にある海岸。沖合いに浮かぶ「ユ
ルリ島」と「モユルリ島」は国内
有数の北方系海鳥の営巣地となっ
ています。

　

針葉樹と広葉樹に囲まれた周
囲約５キロメートルの湖。貴重な
植物や野鳥が多く、夏はバード
ウォッチング、冬はワカサギ釣り
なども楽しめます。

北海道では２番目の歴史を誇
る牧場の跡地を利用した公園。３
基のサイロがシンボルとなってお
り、「日本の歴史公園百選」にも
選ばれています。

車石は花咲灯台のすぐ下にある
車輪のような奇岩。これほどの大
きさの放射状節理の玄武岩は世界
的にも珍しく、国の天然記念物に
も指定されています。

オホーツク海を望む広さ約 75
ヘクタールの原生花園。ヒオウギ
アヤメをはじめ、約１００種類も
の花々が初夏から秋にかけて咲き
誇ります。

北方領土の島々を間近に望む本
土最東端の岬。岬の先端に建つ納
沙布岬灯台は北海道最古の灯台で
あり、納沙布岬のシンボルとなっ
ています。
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❽ 明治公園

❿ 納沙布岬

❾ 北方原生花園

❺ 浜松海岸 ❼ 花咲灯台と車石❻ 長節湖

根室市へのアクセス
■ＪＲ
札　幌………釧　路　約４時間
釧　路………根　室　約２時間３０分
■飛行機
羽　田………釧　路　約１時間３５分
羽　田………中標津　約１時間４０分
新千歳………釧　路　約４５分
新千歳………中標津　約５０分

■自動車
札　幌………根　室　約７時間（高速利用）
釧　路………根　室　約２時間
中標津………根　室　約１時間３０分



市議会議長
本田 俊治

市長
石垣 雅敏

副市長
竹本 勝哉

教育長
寺脇 文康

市議会副議長
遠藤 輝宣

　少子高齢化の進行、本格的な人口減少
社会の到来など、行政を取り巻く状況は、
急激に変化しています。こうした情勢の
なか、多様化、複雑化していく課題に対し、
いかに迅速、適正に対応するかが、求め
られています。市民と行政が一体となり、
ともに知恵を出し合い協働のまちづくり
に取り組み、市民一人ひとりが健やかで
幸せに暮らしていけるよう、より質の高
い行政サービスの提供に努めていきます。

　議会は、予算、条例など、市政の重要な案件を審議、決定
します。根室市議会は選挙で選ばれた定員１８名の議員で構
成され、約１年間を会期とした「定例会」の中で、年に４回（３
月、６月、９月、１２月）「定例月議会」と、必要に応じて「緊
急議会」を開催しており、その内容は「議会だより」をはじめ、
市ホームページや根室市議会公式フェイスブックで公開す
るなど、開かれた議会運営を目指しています。

議会　

行政
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