






は じ め に

　小学校３年生，４年生の社会科は，自分たちの住んでいる

根室市のことを中心に勉強します。

　自分たちのまちの勉強をすることによって，根室市のこと

がよくわかります。そして，自分たちのまちを今以上に好き

になったり，大切にしようと思うようになります。

　３年生では，根室市全体の様子や，毎日通学する校区の様

子，商店街のことや工場のこと，人々のくらしのことを学習

します。

　４年生では，人々のくらしをよりよくするためや，安全で

健康なくらしができるためにどんな施設があるか，住みよい

まちをつくるために昔の人々がどんな苦労をしたのかを学習

します。また，すぐ近くにある日本の領土なのに，そこで暮

らすことができなかったり，その近くで自由に魚をとること

ができない『北方領土』の学習もします。

　この社会科副読本「ねむろ」を使って，しっかりと勉強し，

わかったことをもとにして，どうすればもっと住みよいまち

にすることができるのか，よく考えてみてください。
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（１）高い所に上がって

　　学校のまわりには何があるのか調べてみましょう。

　　小学校のまわりの様子を高い所（屋上など）からながめ

　てみて，発見したことをノートに書いてみましょう。

　「あっちの方では，〜があったよ。」

　「こっちの方では，〜があったよ。」

　　しかし，「あっち」や「こっち」ではどこにあるかすぐ

　にわかりません。東西南北で表す方法を学習しましょう。

ほう

ほうほう



　花咲小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。学校のグラウンドが広がり，

　啓雲中学校が見えます。その奥に牧草地が広がり，明治公

　園のひょうたん池もこの方角にあります。

　　南の方を見てみましょう。栄町の住宅街や，さらに遠く

　には望洋団地が見えます。

　　西の方を見てみましょう。社会福祉協議会や市立根室病

　院，梅ヶ枝町や松ヶ枝町の商店街があり，たくさんの店や，

　大地みらい信用金庫などの大きな建物が見えます。

　　北の方を見てみましょう。根室港（根室港区）があり，

　たくさんの漁船や海上保安庁の船を見ることができます。

　　また，弁天島があり，その奥に根室海峡が広がっていま

　す。
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　北斗小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。学校のグラウンドの向こう側

　に大きな建物が２つ見えます。右の方に見えるのが市役所

　です。左の奥の方には，市立根室病院が見えます。

　　南の方を見てみましょう。ホテルや道営住宅が見えます。

　南東の方には，根室駅（ＪＲ根室本線の終着駅）や駅前商

　店街が見えます。

　　西の方を見てみましょう。家庭裁判所や釧路開発建設部，

　柏陵中学校，コンビニエンスストアやスーパーマーケット

　の看板が見えます。

　　北の方を見てみましょう。住宅街が見えます。その向こ

　う側には根室海峡が広がり，さらにその奥には，知床連峰

　や国後島が望まれます。
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　成央小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。学校の近くに浄水場や光洋中

　学校，公営住宅が見えます。

　　南の方を見ると，ＪＲ花咲線が見えます。近くには，日

　本で最東端の東根室駅があり，線路沿いには緑ヶ丘団地の

　住宅街が広がっています。その向こうには，根室市運動公

　園があります。

　　西の方を見ると，根室市温水プールや根室市総合文化会

　館があります。さらに遠くには，市立根室病院や弁天島，

　根室海峡が望まれます。

　　北の方には，市営住宅や道営住宅，スーパーマーケット

　の大きな建物が見えます。その向こうには，明治公園にあ

　る国内で２番目の古さをほこるレンガサイロ（第２サイロ

　は昭和７年，第１・第３サイロは昭和１１年に建設）が見

　えます。
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　歯舞小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。牧場が広がり，遠くには納沙

　布岬が見えます。さらに遠くの方には，歯舞群島の島々が

　望まれます。

　　南の方を見てみましょう。歯舞地区の住宅街が広がり，

　さらに遠くを見ると，歯舞漁港やハボマイモシリ島があり，

　太平洋の海が広がっています。

　　西の方を見てみましょう。こちらも牧場が広がっていま

　す。また，遠くには，双沖地区や友知地区が続いています。

　　北の方を見てみましょう。牧場が広がっていますが，天

　気がよいときには，知床の山々や，国後島の泊山や羅臼山，

　爺々岳を見ることができます。
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　花咲港小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。こんぶ干場や住宅，牧草地が

　広がっています。遠くには根室の市街地があり，自衛隊の

　基地や大きなアンテナも見ることができます。

　　南の方を見てみましょう。日本一の水揚げ量をほこる根

　室港（花咲港区）があり，多くの船が行き来しています。

　国の天然記念物に指定されている『根室車石』もこの方向

　にあります。

　　西の方を見てみましょう。下り坂の向こうに住宅街が続

　き，造船所や水産加工場があります。さらに遠くには，風

　力発電の風車が見えます。

　　北の方を見てみましょう。学校のすぐ北側に，「根室市歴

　史と自然の資料館」がたっています。住宅街が広がり，さ

　らに遠くに根室の市街地が見えます。
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　海星小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。牧草地が広がり，遠くの方に

　風力発電の風車が見えます。また，和田屯田兵村の被服庫

　や旧和田小学校もこの方角にあります。

　　南の方を見てみましょう。牧場が見えます。さらに遠く

　を見てみると，長節湖があります。

　　西の方を見てみましょう。林の向こう側には，温根沼漁

　港や幌茂尻漁港（温根沼分区）があります。さらに遠くに

　は，野付風蓮道立自然公園に指定されている風蓮湖・春国

　岱があります。

　　北の方を見てみましょう。学校のグラウンドが広がって

　います。さらに遠くに，根室の市街地があります。
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　落石小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。落石へき地保育所や落石駅が

　あり，根室市内に行く道が続いています。落石漁港（浜松

　分区）があるのもこの方角です。

　　南の方を見てみましょう。学校のグラウンドの奥には，

　太平洋が広がっています。

　　西の方を見てみましょう。スケートリンクや落石中学校

　が見えます。落石漁港や落石漁業協同組合，商店，落石岬

　もこの方角にあります。

　　北の方を見てみましょう。ガソリンスタンドや踏切が見

　えます。また，厚床などにつながる道が延びているのもこ

　の方角です。

ち　 ほ いく しょ

はま まつ

ぎょぎょうきょうどうくみ あい

ふみ きり

あっ とこ

しょうてん みさき





　厚床小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。林が広がり，根室市街へ続く

　国道４４号線（釧路市〜根室市）が見えます。

   　南の方を見てみましょう。国道４４号線をはさんで，コ

　ンビニエンスストアやレストラン，ＪＲ根室本線（根室駅

　〜滝川駅）の線路があります。（根室駅〜釧路駅の間を，通

　称『花咲線』と呼んでいます。）

　　西の方を見てみましょう。教員住宅，厚床会館，厚床へ

　き地保育所，パークゴルフ場などがあります。また，ＪＡ

　道東あさひ厚床事業所，株式会社明治根室工場などがあり

　ます。

　　北の方を見てみましょう。旧標津線跡や牧草地が広がっ

　ています。
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絵地図づくり

　高い所から学校のまわりをながめたり，校区めぐりしてき

て見つけたものをかいた絵カードを大きな地図にはって，絵

地図をつくりましょう。

【絵地図のつくり方】

紙の上を北にして，学校を中心にしてかく

おもな道や鉄道をかく

病院や役所など，大きな建物をかく

商店や住宅の多い所をかく

　　※おもな建物をかくときには，色や形をかえて工夫した

　　　り，記号を使うと見やすくなります。

A 駅

商 店 食 堂

国道44号線

すずらん学園

学　校

郵便局

警察署

交　番

消防署

市役所

病　院

神　社

　寺

鉄道（ＪＲ）

おもな地図記号

変電所

（株）明 治
　根室工場

コンビニA小学校



（２）まちたんけんに出かけよう（校区めぐり）

【調べること】

土地の様子

大きな建物

道の様子や人と車の行き来の様子

商店，住宅，工場の多い所

【たんけんのポイント】

目で見たものだけでなく，音やにおいなどを発見して

　　みよう。

めずらしいもの，ふしぎなもの，びっくりしたものな

　　どを見つけよう。

自分の住んでいるところと，くらべてみよう。

　まちたんけんに出かける前に，たんけんに

行く場所や日にちを決めて，しっかり計画を立て

　　　　て行きましょう。



（３）校区めぐり

【校区めぐり】〜花咲小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと市立駒場保育所があり，そのすぐ横には

　　明治公園のひょうたん池があります。信号をこえて行く

　　と啓雲中学校があり，反対側には駒場町の住宅街が広が

　　っています。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室交通，栄町の住宅街や市営住宅の

　　赤レンガのアパートが続き，明治公園や根室市総合文化

　　会館があります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，つくし幼稚園，市立根室病院，社会福

　　祉協議会，保健所などの建物が続きます。緑町商店街が

　　あり，ＦＭねむろの放送局もあります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室港（根室港区）へつきあたります。

　　根室漁業協同組合，製氷工場や市場，根室海上保安部，

　　水産加工場などがあります。また，住宅が多く，しらか

　　ば保育園があります。
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【校区めぐり】〜北斗小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　国道を東に歩いて行くと常盤台公園があり，国道沿い

　　に根室市役所や根室消防署，根室振興局や根室警察署，

　　根室地方合同庁舎（根室公共職業安定所（ハローワーク）

　　や税務署，法務局）などの公共施設があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　南に歩いて行くと，根室駅や駅前商店街があります。

　　線路をはさんで住宅街が続き，奥には牧草地が広がって

　　います。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　国道を西に歩いて行くと，家庭裁判所や釧路開発建設

　　部，柏陵中学校や根室市総合運動公園があります。その

　　向こうには，西浜団地が広がり，大きなスーパーやホー

　　ムセンターなどの商業施設があります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　北に歩いて行くと，住宅街や商店街が広がり，やがて

　　根室湾が見えてきます。海の近くには，水産加工場がた

　　くさんあります。
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【校区めぐり】〜成央小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，近くには浄水場があり，さらに行くと

　　光洋中学校があります。その奥の方には，航空自衛隊根

　　室分屯基地や，公営住宅などの住宅地が広がっています。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，昭和町の緑ヶ丘団地があります。花咲

　　街道沿いには，自動車関係の会社や工場，水産関係の工

　　場などがあります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室市温水プールや根室市総合文化会

　　館があります。毎年小学生が水泳学習で利用したり，水

　　泳教室や学習会，発表会や集会など多くの市民に利用さ

　　れています。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，スーパーマーケットがあり，買い物に

　　利用されています。道道をはさんで向かい側には，明治

　　団地があります。納沙布の方へ向かうと，北海道根室高

　　等学校や青少年センター，市営球場があります。
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【校区めぐり】〜歯舞小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室市歯舞会館（コミュニティセンタ

　　ーあさひ）があります。さらに進むと歯舞漁港があり，

　　太平洋を望むことができます。道道根室半島線を納沙布

　　岬方向に５ｋｍほど行くと，郵便局や商店，旧珸瑤瑁小

　　学校があります。さらにその先には，納沙布岬があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，歯舞地区の住宅街があります。郵便局

　　や大地みらい信用金庫，歯舞診療所や歯舞歯科診療所な

　　どがあります。また，旧華岬小学校もあります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　道道根室半島線を根室方向に６ｋｍ行くと，双沖や友

　　知地区の住宅街があります。また，旧共和小学校も見る

　　ことができます。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，見渡す限り牧場地が広がっています。

　　また，８ｋｍほど行くと，旧温根元小学校があります。

　　学校の近くには，根室市水産研究所やウニ種苗生産セン

　　ターなどの施設があります。

じゅうたく がい

しんりょうじょ

か　こう

ふた おき とも

しり

かぎ

おん ね もと

しゅびょう

きょう わ

ゆう びんきょく

ぎょ こう

の さっ ぷ

ご よう まいみさき



【校区めぐり】〜花咲港小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，住宅街があり，その奥にはこんぶ干場

　　があります。オワッタラウスには，昔，クジラの解体場

　　がありました。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，住宅街があります。さらに進むと，根

　　室港（花咲港区）と花咲灯台があり，『根室車石』を見

　　ることができます。さんまや花咲ガニ，サケやマスなど

　　の水産物が水揚げされる根室港（花咲港区）には，たく

　　さんの船が入港します。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，住宅街が広がり，坂道を下ると郵便局

　　や食堂，商店などがあります。さらにその先には，花咲

　　水産物地方卸売市場や水産加工場，造船所があります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと住宅街が広がり，花咲駐在所やガソリン

　　スタンド，コンビニエンスストアなどがあります。

じゅうたく がい

あ

にゅうこう

おろしうり し じょう

ちゅうざい しょ



【校区めぐり】〜海星小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，広い牧草地が広がっています。さらに

　　進むと，旧和田小学校があり，そのすぐ横には，和田屯

　　田兵村の被服庫があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　落石街道を南に進むと，長節の集落や長節湖がありま

　　す。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　西の方に歩いて林をすぎると，旧幌茂尻小学校があり

　　ます。そこから，幌茂尻漁港（温根沼分区）や温根沼大

　　橋，春国岱が望めます。さらに西に進み国道４４号線沿

　　いに，温根沼簡易郵便局や温根沼漁港，根室湾中部漁業

　　協同組合や温根沼大橋，根室市春国岱原生野鳥公園ネイ

　　チャーセンターがあります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　国道４４号線を進むと，幌茂尻漁港（温根沼分区）や

　　根室市じんかい焼却場があり，根室の市街地へ続きます。

ひ ふく こ

かい どう ちょうぼし

ほろ も しり

かん い

おん ね とう

おん ね とう

しゅんくに たい



【校区めぐり】〜落石小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，グラウンドがあります。道はありませ

　　んが，さらに進むと林の向こうに，風車やユルリ島・モ

　　ユルリ島が望まれます。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，スケートリンクがあり，落石中学校が

　　続き，さらに進むと落石消防団員詰所や落石駐在所，落

　　石簡易郵便局があります。坂を下ってさらに進むと，商

　　店や落石漁港，落石漁業協同組合や落石水産物地方卸売

　　市場があります。その先には，三里浜や落石無線局跡，

　　落石岬灯台へ続く道がのびています。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　ガソリンスタンドからさらに西へ進むと，ＪＲ花咲線

　　のふみきりがあります。そこからは，両側に森が広がり，

　　別当賀や厚床方面に向かう道が続いています。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，落石へき地保育所があります。次に見

　　えるのは，落石駅です。道の両側に針葉樹が広がり，さ

　　らに先に進むと，浜松地区へ下りる道があり，落石漁港

　　（浜松分区）や住宅が広がっています。

しょうぼう だん いん つめ しょ

かん い

おろしうり

し じょう さん り はま

しん よう じゅ

む せんきょくあと



【校区めぐり】〜厚床小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，左手に林が広がり，根室市街へ続く国

　　道４４号線（釧路市〜根室市）があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと国道４４号線があり，手押しボタン式信

　　号を渡ると，コンビニエンスストアやレストランがあり

　　ます。また，ＪＲ花咲線（根室駅〜釧路駅）の線路があ

　　り，その向こう側には牧草地が広がっています。さらに

　　行くと，隣町の浜中町厚陽になります。この厚陽地区か

　　らも，厚床小学校と厚床中学校に児童・生徒が通学して

　　くることもあります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，厚床会館や市立厚床へき地保育所，パ

　　ークゴルフ場，ＪＡ道東あさひ厚床事業所や株式会社明

　　治根室工場などがあります。さらに行くと，コンビニエ

　　ンスストアや郵便局，ガソリンスタンドなどがあります。

　　また，厚床駐在所や厚床分遣所（消防団第６分団），す

　　ずらん学園などがあります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　グラウンドがあり，その奥には林が広がっています。

て　お

せん ろ

ぼく そう

となりまち はま なかちょうこう よう

じ どう

ゆう びんきょく

ちゅうざい しょ ぶん けん しょ しょうぼう だん ぶん だん

せい と



（４）根室市の様子と人々のくらし

　市の人口を調べて

　　　根室の昔の様子は，どんな様子だったのでしょうか。

　　　「道路は，今のようにほそうされていたのかな。」「た

　　くさんの家や大きな店は，昔からあったのかな。」「鉄

　　道は，いつごろしかれたのかな。」など，いろいろなぎ

　　もんが出されました。

　　　はじめに，市の人口のうつりかわりを調べてみましょ

　　う。

　　　下の表とグラフを見ると，どんなことがわかりますか。

どう　ろ

よう　す

はっ てん

がっ ぺい

（人）

鉄道がしかれて，まちはだん

だん発展していきました。

しかし，戦争が始まって兵隊

に男の人が行ったり，空しゅ

うで死んだりして，人口がへ

　　　　　　　　　　　　　りました。

　　　戦争が終わり，１９５７年（昭和３２年）に根室町

　　は，和田村と合併して根室市になりました。２年後に

へい たい



　　は歯舞村とも合併し，根室市の人口はどんどん多くな

　　りました。

　　　しかし，１９７７年（昭和５２年）ころから２００

　　海里問題で魚があまりとれなくなり，人口も次第にへ

　　ってきました。

　今の根室市の様子と人々のくらし

　　　空からとった根室市の写真です。根室市のほかの場

　　所はどんなふうになっているのでしょうか。

　　　場所によって，土地の様子や人々のくらし方がどの

　　ようにちがうのか，調べてみましょう。

　土地の様子

　　　根室市は，北海道の東のはしにあります。市全体の様

　　子を知るために，根室市の地図を見てみましょう。

　　　地図を見るときには，やくそくがあります。みどり色

　　のところは，土地が低くて平らなところです。黄色とだ



　　いだい色のところは，小高い丘がつづいているところで

　　す。水色は，湖や沼や川を表しています。

　　　市の多くは平らな土地ですが，半島中央部の土地は少

　　し高くなっています。

　　　また，根室半島には，温根沼，長節湖，白鳥で有名な

　　風蓮湖や沼もあり，観光客もよく訪れます。

おか

おん　ね　とう ちょうぼし　こ

平地

少し高いところ

高いところ
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市街地
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羅臼町羅臼町

◎札幌◎札幌

◎東京◎東京

標津町

中標津町

標津町

中標津町

別海町別海町 根室市根室市
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落石

温根沼

幌茂尻
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　工場の多いところ

　　わたしたちの市は，港を中心に発展してきました。

　　地図を見ると，根室港の周辺や花咲港の近くに工場が集

　まっていることがわかります。

　　船からおろした魚介類をすぐ加工したり，れいとう工場

　や船を修理したりつくったりする造船所など，漁業に関係

　のある工場がみなさんの近くにたくさんあります。

北斗小学校
市
役
所

振
興
局

けいさつ署

合同庁舎

ゆうびん局

花咲小学校

成央小学校

根室港

弁
天

島

造船所

かんづめ工場・水産加工場

れいぞう工場・れいとう工場

その他の工場

花　咲　港



　牧 場 の 多 い と こ ろ

　　市の土地の様子で調べたように，市の大部分は，低くて

　平らな土地です。

　　けれども，気温が低く，霧が多いために根室では，農作

　物があまり育ちません。そのため，田や畑はほとんど見ら

　れません。

　　それでは，平らな土地の多くは，どのように使われてい

　るのでしょうか。土地の多くは，牧草地として利用され，

　そこで牛や馬をたくさん飼育しています。

　　どんなところに牧場が多いのでしょうか。下の地図を見

　てみましょう。

　　牧場は，牧の内から東の方と，西側の少し土地が高くな

　っている和田地区と厚床の近くに多くあることがわかりま

　す。和田地区は，昔，屯田兵が開拓したところです。

ひく きり

わ　 だ　ち　 く

とん でん へい かい たく

牧草地

市街地

風蓮湖
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茂
尻

花
咲
港

根室

歯
舞
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床

し　いく
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　官庁の多いところ

　　官庁は，どんなとこ

　ろに多くあるのでしょ

　うか。 

　　官庁の多くは，国道

　４４号線沿いに多くあ

　ります。

　　このあたりには，根室市役所・根室消防署・根室振興

　局・根室警察署・根室地方合同庁舎（税務署・法務局・

　根室公共職業安定所（ハローワーク））・根室海上保安部・

　根室市総合文化会館・根室市温水プール・市立根室病院な

　ど，わたしたちの暮らしにかかせない建物が集まっていま

　す。

　　官庁の多いところは，交通が便利であることがわかりま 

　す。

花咲小

啓雲中

根室港

成央小

光洋中

北斗小

柏陵中
根室駅

：国の施設

：道の施設

：市の施設



工場は市のどこに多いか。

牧場はどこに多く，どんな土地の

　ところに広がっているか。

店や官庁はどこに多いか。

住宅はどんなところに

　多いか。

　住宅の多いところ

　　住宅は，市のど

　のあたりに多いで

　しょうか。

　　港の近くや店，

　官庁の多いところ

　には住宅が多くみ

　られます。また，店や官庁の多いところから，少し離れた

　ところにも住宅が広がっています。

　　根室市役所から東の方を見ると，明治団地があります。

　東根室駅の近くには，緑ヶ丘団地や光洋町の住宅がありま

　す。

　　また，西の方の国道の近くには西浜団地があり，北の　

　方には望洋団地が広がっています。

　市全体のようす

　　根室市のようすについて，次のようなことについてまと

　めてみましょう。



　店の多いところ

　　店は，どんなところに多く

　あるのでしょうか。地図を見

　て調べてみましょう。

　　店は，港の近くから常盤町・緑町にかけての商店街と大

　正町，駅前に多くあります。スポーツショップや靴屋，電

　気屋などの商店やスーパーマーケット，日用雑貨を取り扱

　う大型店などがあります。

　　また，最近では，西浜地区にショッピングセンターがで

　きました。そこには大型店が集まり，便利に買い物をすま

　せることができるようになりました。  

しょうてんがい

くつ   や

にち ようざっ  か

べん  り

とき  わ ちょう

店の多いところ

花咲小

啓雲中

成央小

北斗小

根室駅

光洋中

柏陵中



は じ め に

（１）買い物調べをしよう

◎　いろいろなお店

【総合スーパー・デパート】

　　広い売り場にいろいろな商品が整理されてならべてあり，

　食料品や日用品，衣料品など，一軒でいろいろな買い物が

　できるので便利です。

　　また，食堂やもよおしものがあり，家族で楽しみながら

　買い物をすることができます。

【スーパーマーケット】

　　毎日使う食料品や日用品などをセルフサービスで，みじ

　かい時間で買えるようにしたお店です。スーパーマーケッ

　トの名前は，英語で「市場」を意味する『マーケット』に，

　「超える」という意味の『スーパー』をつけて「市場を超

　えるほどの商店」という意味があります。

　わたしたちの家には，いろいろなもの

があり，わたしたちは，それらの品物を

使って毎日くらしています。そこで，毎

　　　　　　　日のくらしに必要なもの

　　　　　　　を，どこでどのように買

　　っているのか調べてみましょう。

せい  り

いっけん

いち  ば

こ



　　食品スーパーのほかに，衣料スーパーもスーパーマーケ

　ットのなかまです。

【専門店】

　　くつやかばん，時計など，同じ品物だけを売っている店

　で，いろいろな種類の商品がそろっているので，気に入っ

　たものをえらんで買い物をすることができます。

【コンビニエンスストア】

　　便利さ（コンビニエンス）の意味がある小型のスーパー

　マーケットです。日本では，「コンビニ」の名前でよばれ

　ています。食料品や日用品を中心に豊富な品ぞろえをし，

　年中無休，長時間営業（２４時間営業が多い）などの便利

　さがとくちょうです。

 ((２）買い物調べ

　①①　わたしたちの家の買い物

　　　わたしたちは，家ぞくの人に聞いて調べたことから，

　　家での買い物の仕方について気がついたことを発表し合

　　いました。すると，いろいろなところへ行って，いろい

　　ろな買い物をしていることがわかりました。また，話し

　　合っていくうちに，買い物の仕方について友だちの家と

　　にていることもわかりました。

せんもんてん



は じ め に

　　そこで，気がついたことを次のようにまとめてみまし

　た。

　　　○○小学校３年生の家の買い物調べ（１週間分）

   

　②　お店を調べに行こう

　　　わたしたちは，スーパーマーケットに，たくさんの人

　　が買い物に行くわけを知りたくなりました。そこで，ス

　　ーパーマーケットの店の様子やお客さんの様子，お客さ

　　んが多く来るひみつを調べることにしました。

　　　そこで，話し合いをして，予想をしたり，調べ方を考

　　えたりしました。

①　食べ物を買った回数がだんぜん多い。毎日使うものだから，ほとんど

　毎日買い物に行く。

②　ふだんは，近所のスーパーマーケットやコンビニエンスストアで買い

　物をしているようだ。

よう  す

よ  そう

回



　　次に，じっさいにスーパーマーケットを調べるための計

　画をたてることにしました。 

　    

買いやすさのひみつ

　○わたしたちのはっけん

　　わたしたちは，売り場の様子や，品物のならべ方をかん

　さつしました。

しな もの

・家の人に聞いてみる。

・チラシを調べてみる。

・スーパーマーケットに行って見学する。

・お店の人やお客さんにインタビューする。

どうやって調べたらいいかな？

たくさんの品物がきれいに
ならべられているよ。

これらの写真からどんな工夫が
わかるかな？



は じ め に

　わたしたちは、働いている人の様子を調べるために、店の

人にインタビューしてみました。

【インタビュー記事】

　やさいやくだものの売り場では，ダンボール箱やねふだに，

品物がつくられた場所が書いてありました。品物の仕入れ先

や，えらび方について，店長さんにインタビューしました。

・お客様が買いやすいように品物をならべています。手に取りやすく，えらび

　 やすいように心がけています。（品物をならべる人）

・お客様がすぐに料理に使えるように，大，中，小の大きさで切り分けていま

   す。○○用というラベルもはっています。（お肉を切る人）

・お客様に安心して買ってもらうために，食品のせんどをたしかめています。

   売り場の温度を調べたり，食品の色や形，消費期限・賞味期限に気をつけた

　りするなど，すべての食品を一つひとつ見ています。（せんどをたしかめる

　人）

・お客様のために，親切，ていねい，お待たせしないことを心がけて仕事して

   います。大きく，元気な声であいさつしています。（レジを打つ人）

【はってんコーナー】

　総合スーパー・デパート，専門店，コンビニエンスストア

が工夫していることも調べてみましょう。

しょうひ き げん しょうみ き げん



 (１）水産業の様子

　　  みなさんの中には，家の人が魚をとったり，水産加工

　  場で仕事をしている人がたくさんいると思います。

　　  根室市は，まわりを海にかこまれ，サケやマス，こん

　  ぶなどがたくさんとれます。そのほかにも，さんまやい

　  か，あさりホッキなど，豊かな海の資源にめぐまれてい

　  ます。

サケ・マス漁

　　サケやマスは，春に北海

　道よりずっと北にある海か

　ら，だんだん南へ来て，秋

　ごろには，根室の近くの海

　へやってきます。

　　春に流し網という方法で魚をとる船は，５月ごろに何日

　もかかって，遠い北の海に出かけていきます。漁が終わる

　のは，７月ころです。何十日も沖で仕事をするので，どん

さんぎょう

すい さんぎょう

ゆた

りょう

あみ ほうほう

おき

し　げん



　なきけんに出会うかわかりません。船に乗っている人たち

は，船の設備や天気，また，健康につね

に気を配っています。

　秋になると，サケやマスは，根室の近

くの海へやってきます。近くの海では，

定置網という方法で魚をとります。この

漁は，９月から１１月ころまで行われ，

根室の魚市場は，とったサケやマスでい

っぱいになります。

せつ  び けんこう

くば

てい  ち  あみ ほう

うお いち  ば

さんま・いか漁

　さんまは，８月の終わりころ，

根室の近くの海にやってきます。

さんまをとる船は，夜にたくさ

んのあかりをつけて，さんまを

船の近くまでさそいこみ，網で

とります。花咲港には，北海道

　や遠くの本州などからもたくさん船が集まり，大変にぎわ

　います。とったさんまは，生のまま出荷したり，冷凍やか

　んづめにして，ほかの市や町へ運ばれたり，外国へ輸出し

　たりします。

　いか漁も，７月ごろから

はじまります。いかをとる

船も，さんま船と同じよう

に，夜にあかりをたくさん

つけて漁をします。

はなさきこう

たいへん

れいとう

ゆ しゅつ

しゅっ  か



こんぶ漁

　　太平洋側の落石から温根元

　までの海には，よいこんぶが

　たくさん育っています。あた

　たかい春になると，こんぶは

　だんだん大きくなり，６月ご

　ろから漁がはじまります。

　　こんぶ漁は，海のあれていない日をえらんで７，８メー

　トルある長いさおでこんぶをまきつけ，船にあげます。そ

　して，家の人みんなでこんぶ干場とよばれる広いところに

　干します。また，天気の悪い日は，乾燥機のある小屋に入

　れて乾燥します。 

　こんぶ漁は，６月から１０

月の終わりまで行われます。

夏の暑い日に，こんぶを干し

たり，夜おそくまでこんぶの

整理をするのは，大変な仕事

です。

氷下待網漁

　　１月から３月にかけて，風蓮

　湖や温根沼で行われている漁法

　で，こまいやちか，にしんやわ

　かさぎなどがとれています。そ

　れ以外の季節は，待網漁をしています。

がわ

かん  ば

ほ かん そう き

こおりした まち あみりょう

ぎょ ほう



□□ 水産加工場を見学しよう □□

　根室市では，水産加

工品が特に有名です。

いろいろな水産加工品

がある中で，「サケフ

レーク」を調べてみま

しょう。

　係の人に案内してい

ただきながら，工場の

中を見学しました。「た

くさんとれた魚をその

まま商品にしたり，塩づけや冷と

うにして遠くに運んだりしている。」

と説明してくれました。また，た

まごを味付けをしたりして「加工」

して運んでいることも知りました。

その中で，サケフレークがどのようにつくられているのか，

くわしく見せてもらいました。

すい さん か こうじょう

【工場見学の調べ方をノートに書こう】

◎調べてくること

　１・つくりかたについて
　　・どのようにつくられているのか。
　　・原料は、何を使うのか。
　　・どのような道具や機械を使うのか。

　２・働く人について
　　・働く人の数はどれくらいか。
　　・どういう服装なのか。
　　・働く時間はどれくらいか。

　３・サケフレークについて

　　・１日にどれくらいつくるのか。
　　・ほかにどんなものをつくるのか。

　４・調べ方
　　・工場の様子を観察する。
　　・工場の人に話を聞く。



□□ サケフレークができるまで □□ 





　　工場では，サケやさんまを塩づけにしたり，いくらやた 

　らこなどを味付けしたりして，せい品をつくる仕事をして

　います。

　　サケフレークをつくるときは，1日に２.５トン（１トン

　＝１,０００kg）から３トンくらいのサケを使います。原料

　のサケは，そのほとんどが北海道でとれたサケを使ってい

　ます。そのサケをたくさん仕入れて，魚がとれなくなる冬

　でも仕事ができるように，大きな冷蔵庫にしまっています。
れいぞう  こ

野　付

別　海

落　石

歯　舞

花　咲

羅　臼

標　津



　　1日につくられるサケフレークの量は，２４こ入りのは 

　こで５００ぱこくらいです。多いときはもっとたくさんの

　サケフレークをつくります。

　　サケフレークは，今から３０年ほど前に根室でつくられ

　た根室を代表する加工品です。それらは，きれいなラベル

　がはられ，市内の店に運ばれたり，日本各地へ運ばれてい

　きます。

　　遠くの市に運ぶときには，トラックの保冷車を使い，夜

　中まで走って運びます。かつては，とどけるまでにたくさ

　んの時間がかかっていましたが，現在は高速道路が発達し

　たために，はやく運べるようになりました。

りょう

ほ れい しゃ

げんざい はったつ

神　戸
名古屋

横　浜

東　京

全国各地の商店

大　阪



●工場ではたらく人……１３０人くらい

　工場が４つあったので，１つの工場で働いている人は３０

人くらいです。

　工場では白い服を着て，

ごみやほこりが入らない

ように気をつけています。

●工場内の機械

　工場の中にはたくさん

の機械がありました。一

番おどろいたのは，ふれていないのにふたに印字される機械

でした。ほかには，魚をむす機械などもありました。

　工場を見学して，た

くさんの工夫をしてい

たり，苦労をしている

ことがわかりました。

調べたことをポスターにまとめよう

ポスターに自分たちが調べたことを、上手にまとめてみましょう。

き  かい

いん  じ

く  ふう

く  ろう



　根室は，たくさんの魚がとれる水産業が盛んなまちです。

その中で根室がになう役わりは，その魚を安全に加工した

り，食べさせたりするために，つねに努力することだと思

います。根室の加工場でかかえている一番の問題は，「働

き手がいない」ということです。若い働き手がいないため，

中国人実習生を毎年１０名てい度やとっていますが，３年

間で自分の国へ帰ってしまいます。長く働ける根室の人を

育てることが急務になっています。

　わたしたちは先人（昔やっていた人）から受けついだバ

トン（技術や知識）を未来につなぐことが使命だと思い，

日々働いています。



 (２）酪農のようす

　

　　根室市では，「酪農」がさかんに行われています。酪農

　とは，「牛をかって牛乳をしぼる」仕事で，人間が８,０００

　年も前から現在まで続けている仕事です。下の表を見ると，

　牛は１１,０００頭くらいいます。土地は牧草地に利用し

　ているところがほとんどです。※ 乳用牛(牛乳をつくるための牛)

　　根室市の土地の広さの五分の一ていどが牧場の土地とし

　て使われています。

　　それでは，実際に牧場に行き，次のことを調べてみまし

　ょう。

○酪農の仕事とは，どのような仕事なのかな？苦労はあるのかな？

○牛乳の行き先は，どんなところかな？

げんざい つづ

にゅうようぎゅうぎゅうにゅう

らく のう

農作物の土地利用

（農林水産省北海道農政事務所　引用）（根室市役所情報管理課資料　引用）

種　　　類

牧　　　草

野菜その他

面　　積（km）

昭和60年度

9,000

29

平成18年度

9,570

10

牛の頭数

種　　　類

乳　用　牛

肉　用　牛

頭　　数（頭）

昭和60年度

12,408

410

平成22年度

11,473

626

2



酪農家の１日の仕事

午前 4

5

6

7

8

9

10

11

12

午後 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

・牛舎の掃除

・えさや水やり

・搾乳（乳しぼり）

・子牛のえさやり

・そうじ

・牛舎から放牧地へ牛をはなす

・牧草のかり取り（夏の間）

・牧草のかり取り（夏の間）

・かり取った牧草をロールにする

・牧草地から牛を牛舎にもどす

・牛舎の掃除
・搾乳
・えさやり
・機械あらい
・牛舎の整理

起きる

搾　乳

朝　食
休けい

農作業

昼　食
休けい

農作業

搾　乳

夕　食

だんらん

寝　る

さくにゅう



　　酪農の仕事は，牛を育てて乳をしぼり，牛乳を出荷する

　ことがおもな仕事です。酪農家は，朝早くから夜遅くまで

　仕事があります。朝と夕方の２回，毎日搾乳します。人の

　飲み物や食べ物をあつかう仕事なので，衛生に気をつけて

　います。酪農家の入口には，牛が病気にならないように石

　灰をまいています。

　　また，生き物が相手なので，病気の心配や子牛が生まれ

　るなど，ほかにもたくさんの仕

　事があります。このように，酪

　農の人たちは，１日も休むこと

　なく働いているということがわ

　かりました。

しゅっ か

おそ

さくにゅう

体重：600〜700kg

ミルク1日：25kg

１日のえさの量：400kg
エサ：イネの仲間，豆の仲間の草

　　　配合飼料（トウモロコシ・大豆）



根室市の乳牛は牧草１００％　

　　根室市の乳牛は，配合飼料にたよることが少ない全国で

　も珍しい牧草１００％で育てている牛がたくさんいる地域

　です。

　　牧草１００％のため，味が非常によく，根室や別海，中

　標津には乳業工場があります。

　

根室の酪農家がへってきている

　　根室市内は，平成１０年には１３７戸の酪農家がありま

　したが，平成２２年には９７戸にへってしまいました。

　　かつては，家族で酪農を行っていたが，後継者不足など

　で離農（牧場や畑をやめていくこと）していく人が多かっ

　たです。

牛乳の行き先

　　もう一つの課題である「牛乳はいったいどんなところに

　行っているのか」についても調べてみましょう。

　　ミルカーという機械を使って搾乳します。つながれた牛

　に機械を持って行く「パイプラインミルカー」や，搾乳室

　に牛が集まって搾乳する「ミルキングパーラー」，放し飼

　い牛舎（フリーストール）に設置された搾乳ロボットに牛

　が近づいて搾乳する方法などがあります。

　　最近は，ミルキングパーラーや搾乳ロボットが増えてき

　ています。しぼられた牛乳はパイプの中を流れ，バルクク

　ーラーの中に入ります。

し りょう

めずら ち  いき

ひ じょう べつかい

にゅうぎょう

こう けい しゃ

か  だい



　　このしぼった牛乳は，タンクローリー車に集められて，

　乳業工場に運ぶことがわかりました。また，運ばれた牛乳

　からは，わたしたちの食生活に必要なせい品がつくられて

　いることもわかりました。

ひつよう

加　工 販　売

乳業工場



でん とう てき

（１）伝統的な行事

　　　根室市には，

　　たくさんのお祭

　　りがあります。

　　　毎年７月中旬

　　に行われる「ね

　　むろ港まつり」，９月上旬に行われる「根室かに祭り」，

９月中旬に行われる「根室

さんま祭り」，１０月上旬

に行われる「根室産業フェ

スティバル」などの祭りで

す。

　

　　　また，かつては北海道三大祭りのひとつとして数えら

　　れていた「金刀比羅神社例大祭」などもあります。
こ　 と　ひ　 ら  じん じゃ れい たい さい



おど

　　このように，根室市の祭りにはたくさんのものがあり，

　昔から今まで長く続く踊りがあります。昔から今に至るま

　でにずっと変わらず引き継がれてきた踊りなどのことを，

　「伝統芸能」といいます。根室市の伝統芸能を調べてみま

　しょう。

　根室市と伝統芸能

　　根室市の伝統芸能

　を調べてみると，い

　ろいろな地域に踊り

　があることがわかり

　ました。

　　その中で，無形文化財に指定されている珸瑤瑁地区の「珸

瑤瑁獅子神楽」につ

いて調べました。

　珸瑤瑁小学校（平

成２５年３月末日閉

校）では，３年生か

らこの踊りを覚えて，

お祭りや学芸会で踊

っていたそうです。

　　また，根室市総合文化会館で行われている大会にも参加

　していたそうです。

ご

よう　まい　し　し　かぐ　ら

へい

せい まつ じつ へい

おぼ

がく げい かい

そう ごう

こう

でん とうげい のう

いた



　珸瑤瑁獅子神楽は，大正２年，歯舞の光明寺建立の式典で披

露されたのをきっかけに，９０年以上珸瑤瑁地区の郷土芸能と

して定着しました。（根室新聞　平成１８年１０月１８日より

抜粋） 

　珸瑤瑁獅子神楽は，富山県黒部市（姉妹都市）からこの根室

の珸瑤瑁地区に伝わってきました。珸瑤瑁神社祭典（１０月）

をはじめ，市の邦楽舞踊会等で披露しています。昭和４２年に，

後継者の育成と継承を目的に「珸瑤瑁獅子神楽保存会」が結成

されました。

　また，昭和５３年には，「珸瑤瑁獅子神楽保存会子ども会」

が結成され，小学校の授業の中でも取り組むようになりました。 

珸瑤瑁獅子神楽保存会の歩み

○昭和４３年　根室市文化奨励賞受賞

○昭和４４年　根室市文化財（無形文化財）の指定

○平成１８年  北海道文化財保護功労者（団体）受賞

珸瑤瑁獅子神楽の踊り（小学生）

・大神楽・傘踊り・手踊り・長棒・酒樽取り

珸瑤瑁獅子神楽について
し　し　かぐ  ら

こんりゅう しきてん ひ

ろう いじょう

ばっすい

さいてん

と  やまけん

ほうがく ぶ ようかい

こうけいしゃ いくせい けいしょう

しょうれいしょうじゅしょう

ぶん か ざい む けい

ほ　ご　こうろうしゃ

かさ

おど

て おど さかだる

だんたい

もくてき ほ ぞん かい けっせい



となり

し　ぜん しりょう

お

昔の道具と言っても，どんなものがあ

るのでしょうか。学校に置いてある昔

の道具を探してみましょう。

【昔のアイロン（炭火アイロン）】

　今のアイロンとちがって，全部鉄

でできています。炭火を中に入れて，

その熱でしわをのばす道具です。

【はがま（お米をたくもの）】

　昔は，火にかけてごはんをたいて

いました。

（２）昔の道具

　　　根室市立花咲港小

　　学校の隣に，「根室

　　市歴史と自然の資料

　　館」があります。そ

　　こには，昔の道具が

　　たくさん置いてあり，

　　根室市の歴史について学習することができます。

昔の道具を調べよう

　　　昔の道具にはいったいどういうものがあるのか，調べ

　　てみました。

れき　し

かん



【昔のストーブ】

　昔の灯油式ストーブです。

【昔の電話】

　携帯電話もない時代で，手前の

ハンドルを回して使う電話です。

【火ばち】

　昔のストーブに近いですが，なんで

も使える万能の道具でした。

【カメラ】

　カメラは光を取り入れるようにで

きており，長時間かけてとるもので

した。

【洗濯板】

　洗濯機がない時代，洗濯はこれで行

っていました。



　これは，根室市で昔使わ

れていた「スケート」です。

みなさんが知っているスケ

ートとはちがいますよね。

【氷切り】

　昔は，冷蔵庫がなかったので，氷を

地面にうめて夏の間に出して，切って

使っていたそうです。

れいぞう こ



（１）事故・事件のないまちづくり

表を見て考えよう

　　　根室市で起きた交通事故について，表を見てわかった

　　ことや考えたことを話し合いましょう。

　　　交通事故の原因には，いろいろなものがあります。車

　　１台だけの単独事故だけではなく，車同士の衝突事故，

　　車と人，車と自転車，車と鹿との衝突事故があります。

　　　車と人や自転車との接触事故，追突事故のことを「人

　　身事故」といいます。

テレビや新聞では，毎日のように交通事故のこと

が話題になっています。根室市で起きた交通事故

のことをくわしく調べ，安全なくらしとまちづく

りについて考えましょう。

じ  けんじ　こ

こうつう

しょうとつたん どく

しか

せっしょく ついとつ じん

根室市で起きた交通事故の件数（根室警察署提供）

（根室警察署提供）

交通事故の原因（平成２４年）

６０６件 ６５７件６７４件７０５件

事故の原因

人と車の衝突

自転車対車の衝突

車同士の衝突

１１件

６件

２８４件

車だけの単独事故

鹿との衝突・その他

そ 　 　 の 　 　 他

合　　　　　　計

２７７件

７８件

１件

６５７件

事故の原因 事故の件数事故の件数

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

しん



　　　また，まちから離れた郊外の直線道路で，反対車線に

　　はみ出した車が正面衝突する事故で人が亡くなる大きな

　　事故も多く発生しています。

事故を防ぐために

　　　根室市の交通事故の特徴は，鹿との衝突事故があるこ

　　とです。鹿が出没しやすい時間帯は，午後４〜８時の日

　　没と午前４〜６時の夜明け前後です。衝突事故は，１０

　　月〜１月の秋冬と，４月の春先に多発します。

はな

しょうめん

しょうとつ

な

はっせい

とくちょう しか

にち

ぼつ

しゅつぼつ

こうがい どう ろ はんたいしゃせん

根室市で起きた人身事故の件数（根室警察署提供）

２８件 ２６件２７件２８件

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

根室市で起きた交通事故の死者数（根室警察署提供）

１名 ３名２名０名

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

人身事故の原因（平成24年）（根室警察署提供）

７件 ３件８件８件

交差点での出会い頭 直線対向はみ出し 追突事故 そ の 他



　　鹿との衝突事故を防

　ぐために，国道４４号

　線には，いろいろな工

　夫があります。運転手

　自身が気をつける必要

　もあります。

◎車を運転するときに気をつけること

鹿は車が近づいてもにげない。

鹿はむれで行動するため，1頭の鹿

　　の後にほかの鹿がいる可能性が高い。

鹿の目は夜間の車のライトに反射し

　　て光りやすいので，夜間に光を見たら

　　ブレーキをかける。



警察署をたずねて調べよう

　◆１１０番通報の仕組み

　　１１０番通報は，警察

　本部の通信指令室で受け

　取ります。１１０番の通

　報があると，事件や事故

　現場の近くにいるパトカ

　ーなどに無線で連絡して，すぐに現場に向かわせます。

　　根室警察署では，交通事故を防ぐためにいろいろな活動

　をしています。

つうほう

けい さつ しょ

けいさつ

１１０番通報

緊急時には，あわてず，落ち着いて通報してください。

何があったか（交通事故，けんか，強盗など）

いつ（発生した時間）

どこで（場所，近くの目じるしなど）

どんな事件か（けが人がいるか，様子）

通報者のこと（名前，住所，電話番号など）

【交通安全よびかけ活動】

・交通事故が多発する時期に，

交通事故抑止活動として，国

道４４号線で「旗の波運動」

を実施しています。ドライバ

ーに交通安全・交通事故防止

を呼びかけました。

ほん  ぶ つう しん し れい しつ

じ  けん

げん  ば

む  せん れんらく

きん

ごうとう

つうほうしゃ

きゅう



くらしの安全を守る警察署

　　　根室市では，自転車盗難や車上ねらいが多く発生して

　　います。そこで，自転車盗難の被害を防止するために，

　　自転車を駐車するときには，必ず鍵をかけることが大切

　　です。いつでもどこでも注意が必要です。

【バイクの日】

　根室市役所や根室相互自動車学

校などが合同で，ライダーが多く

来る納沙布岬駐車場で，啓発活動

を行いました。根室市が作成した

「三角フラッグ」をライダーに手

渡し，安全運転を呼びかけました。

【交通安全教室】

　北斗小学校では，毎年春に交通

安全教室を行っています。横断歩

道のわたり方や，正しい自転車の

乗り方を教えました。

【交番の警察官の話】

　交番の警察官の仕事は，みなさんが住んでいる地

域を守るため，パトロールや家庭訪問などの巡回連

絡，落とし物や拾われた物の受けとりを行っていま

す。ほかにも，道案内をしたり，事件・事故があれ

ば真っ先にかけつけます。

【児童との防犯レター作戦】

　根室市内の小学校で，子ど

もたちの祖父母に振り込めさ

ぎ被害防止のメッセージを書

いた手紙を送る「防犯レター

作戦」を行いました。

とうなん

ちゅうしゃ

ぼう はん

そ　ふ　ぼ

かぎ

ひ  がい ぼう  し



地いきの人たちの取り組みを調べよう

　　　交通事故や事件をふせぐために，根室市の地いきの人

　　たちの取り組みを調べました。

危険な場所って，どんな場所？

　　　それぞれの小学校の通学路には，「地いき安全マップ」

　　というものがあります。『事故が起こりやすい危険な場

　　所』がどこにあるのかをまとめているものです。

　　　みなさんも自分の地いきを歩いて，どこに危険な場所

　　があるのかを調べてみましょう。

【事件にあわないために大切なこと】

知らない人について行かない。

一人では行動しない。

知らない人に連れて行かそうになっ

　たら，大声で助けを呼ぶ。

遊びに行く時も防犯ブザーを持ち歩

　く。

き  けん



（２）火事を防ぐ

　　　わたしたちの生活

　　に欠かせない大切な

　　「火」も，使い方を

　　まちがえると多くの

　　人々の命や財産を失

　　う，大きな災害になります。

火事について調べよう

　根室市では毎年火事が発生

し，けがをしたり，亡くなっ

たりしている人もいます。ま

た，全国的に１年間で火事が

多い季節は，秋から冬にかけ

　ての時期です。こんろやストーブが一番の原因となってい

　根室市では，どれくらいの火事が起

こっているのでしょうか。グラフを見

て考えてみましょう。

ざいさん

ふせ

さいがい

な

げん いん



　　ます。もっとくわしいことを調べるために，消防署を見

　　学してみましょう。

消防署を見学しよう

　　　根室市消防署には，消防士が

　　６８人（平成２５年）います。

　　いつでも安心してくらせるように，２４時間勤務し，（午

　　後９時〜午前６時までの中で２回の交代）いつでも出動

態勢を整えています。

　消防署内は，二階建てで，

一階には車庫，仮眠室，食堂

や風呂もあります。二階には

通信室や事務室があります。

車庫には，救急車や水そう車，

　　救助工作車など，全部で１３台あります。（平成２５年）

【消防署の仕事】

・火事を消す

・けが人や病人を救急車で病院に運ぶ

・消火栓や防火水そうの点検

・ホテルや病院，お店，学校などの消火器や自

　動火災報知設備，スプリンクラーなどの点検

・お年寄りのお宅を訪問しての防火指導

・災害訓練や道具の取り扱いの確認

・はしご車操作訓練

・消防車両運転訓練

・救助訓練

・救急訓練

・その他

しょうぼう しょ

しゅつどう

たいせい ととの

か みんしつ

つうしん

きゅうじょ

じ　む  しつ

きゅうきゅう  しゃ



　消防署の中にある通信指令

室には，２４時間２人が，い

つ１１９番の通報を受けても

よい体制で待機しています。

通報を受けると，短い時間で，

どこでどのようなことが起き

　　ているのかなどをしっかり聞きとらなければなりません。

　　　もし，根室市の消防車で間に合わないときは，近くの

　　町（別海町や中標津町，浜中町，厚岸町）からの応援も

　　あります。

　通報を受けたら，約40秒で防火服

を着て，空気マスクとボンベをつけ，

消防車に乗りこみ，現場に向かいま

す。

　現場に行くと，何が起こるのかわ

からないので，火事の状況を見て消

火活動を行います。けむりで目の前

が見えないときは，声を出し合いチ

ームワークの見せどころです。

し れい

しつ

つうほう

たい  き

おうえん



　ほかにも，救急車が

出動します。救急車に

は，たくさんの道具が

積んであります。

　事故が起きた場合は，

救助工作車が出動しま

す。救助作業で使用す

るたくさんの道具が積

　んであります。

　　また，救命ボー

　トや救命胴衣，空

　気の力で事故車を

　持ち上げるための

　マット型空気ジャ

　ッキ，火事のとき

　に煙を外に出した

　り酸素を送ったりする送風機など，どんな場面でも救助作

　業をすることができるように準備してあります。

【消防車が赤いのはなぜ？】

　法律で，消防車の色は赤色，救急車の色は白

色と決まっています。理由は定かではありませ

んが，最初に外国から来た消防車が赤色であっ

たからというのが一般的理由のようです。また，

赤は注意をひく色であり，炎を連想させ警戒心

を起こさせるなどの理由もあります。

じ　こ

きゅうめい

きゅうめい どう い

じ　こ  しゃ

けむり

そさん

じゅん  び



ドクターヘリコプター

　　　根室市では，平

　　成２１年（２００

　　９年）１０月５日

　　からドクターヘリ

　　コプター（ドクタ

　　ーヘリ）が導入さ

　　れました。ドクターヘリは，医師と看護師が乗った空を

飛ぶ救急車とも言えま

す。市立根室病院で手

当てできない緊急の病

気や大けがをした市民

を，根室市防災ヘリポ

ートなどから市立釧路

総合病院や釧路孝仁会

記念病院などにわずか

　　１８〜２０分間で運んでくれます。ドクターヘリが導入

　　されてから，今までは助からなかった命が救われていま

　　す。

どうにゅう

い　し かん  ご　し

こう じん かい

り はっちゃくじょう

【ドクターヘリ離発着場】

　根室市防災ヘリポート，コミュニティセンターあさひ駐車場，道の駅

スワン４４駐車場，各小・中学校グラウンドなどの合計２４か所が指定

されています。



　 学校の消防設備を調べよう

　　ア．火災が発生したときの初めの消火に使う消火器や屋

　　　内消火栓

      イ．火事の発生を校内に知ら

　　　せる自動火災報知設備や非

　　　常警報設備

   　ウ．避難時に必要な誘導灯や

　　　誘導標識，避難器具

　　また，災害時の対応（役割分

　　担）を書きこんだ消防計画を

　　作成しています。災害時に，

消火班，避難時の誘導班，消防に連

絡する通報班などに分担し，一人の

犠牲者も出さないようにします。ほ

かにも，年に２回以上の通報訓練や

避難消火訓練などを行っています。

学校は，どうやって火事から守

られているのかを調べることに

しました。どんな消防用設備が

あるのかを，学校の中を歩いて

調べてみましょう。

せつ　び

じ  どう

けい ほう

ひ  なん  じ ゆうどうとう

ひ  なん

ぎ  せい

つうほうくんれん

くんれんひ なんしょう か

か  さい ほう  ち



　職員室にある受信機は，ほかの消

防設備とつながっています。異常を

受信して，異常のある場所のランプ

が点滅して知らせます。



　 地いきの消防施設を調べよう

　　　根室市の消火栓は３６８基あり，

　　防火水そうは７１基あります。（平

　　成２５年３月現在）

　　　消防署が遠い地域のために，水そう付消防ポンプ自動

　　車と消防団をいつも置いています。

　　　消防団の団員は，普段は漁業や商店などでそれぞれの

　　仕事をしています。火災が起きると，消防署の人たちと

　　一緒に消火活動を行います。そのほかにも，消火訓練や

　　消火施設の点検などを消防署の人たちと協力して行って

　　います。

　　　そのほかに，町内会では『自主防災組織』をつくり，防

　　災訓練をしたりしています。また，根室市学校防災等連

　　絡会議が行われたり，市全体では，毎年総合防災訓練が

　　行われ，消防職員のほか，多くの市民も参加しています。

　一般的には消火栓の色は赤ですが，根

室市の消火栓は黄色です。消防署に理由

をたずねると，霧の中でも見えるように

するためだそうです。

しょう か　せん き

だん

根室市の消防団（平成２４年度）

団体本部

第１分団

第２分団

第３分団

第４分団

第５分団

第６分団

第７分団

第８分団

第９分団

人数

１４

３０

３０

２９

３４

人数

３５

４５

３９

３９

３９

花咲通りから東

花咲通りから西

花　　咲　　港

和田・幌茂尻等

担当する地区 担当する地区

落石・昆布盛等

厚床・別当賀等

友 知 ・ 双 沖 等

歯　　舞　　等

珸　瑤　瑁　等

じ  しゅ ぼうさい  そ  しき

くん れん

そうごう

しょくいん



（３）地震にそなえる

　 根室市の災害（地震・津波被害）の歴史

　　　根室市で記録に残っている被害地震は，天保１４年

　　（１８４３年）の地震以来数度発生しており，津波が発

　　生するなどの大きな被害を受けています。道東に近い千

　　島海溝周辺は，くり返し地震が発生する海域であり，今

　　後とも十分注意する必要があります。

【津波浸水予測による浸水域】

　 地震・津波の被害状況

　　◎１９６０年（昭和３５年）５月２４日　チリ地震津波

　　　昭和３５年５月２３日に，南米チリ沖を震源とする地

　　震が発生しました。津波は，翌２４日の２時３８分に花

さい がい

じ  しん

つ  なみ ひ がい

てん ぽう

かい こう

しん すい  よ  そく いき

かい いき

じょうきょう

よく



　　咲港に到達し，最大の波の高さは３３９cmを記録しま

　　した。死者１名，浸水３９棟，水産被害額２千４百万円

　　でした。

　　◎１９７３年（昭和４８年）６月１７日　根室半島沖地震

　　　昭和４８年６月１７日の

　　１２時５５分，根室半島南

　　東沖を震源とする地震が発

　　生しました。釧路と根室で

　　震度５を観測し，地震発生

　　から１１分後の１３時６分

　　に北海道太平洋沿岸，それから７分後の１３時１３分に，

東北地方の太平洋沿岸に津波警

報がそれぞれ発表されました。

花咲港で最大２８０cmを観測

したのをはじめ，太平洋沿岸各

地に津波が到達しました。重傷

者３名，軽傷者１９名，住宅全

　　壊２戸，一部破損５，０３４戸，津波による浸水６１戸，

　　被害総額１８億９千７百万円でした。

　　◎１９９４年（平成６年）１０月４日　北海道東方沖地震

　　　平成６年１０月４日の２２時２２分，根室半島沖約２

　　００kmの地点を震源とする地震が発生しました。根室

　　で震度５を観測し，２２時２８分に，北海道の太平洋沿

とう たつ

しん すい むね ひ  がい がく

じゅうしょう

けいしょうしゃ しゃ じゅうたくぜん

は  そんかい



　　岸に『津波警報』及びオホー

　　ツク海沿岸に『津波注意報』

　　が発表され，花咲港で１７３

　　cmを観測しました。

　　　重傷者８名，軽傷者４２名，

　　住宅全壊１７棟，半壊２７１

　　棟，一部破損１，５３３棟，床上浸水２棟，漁船破損１

２隻等の水産被害があり，被害

総額１７８億６千５百万円でし

た。沿岸住民に避難勧告が出さ

れ，別当賀から初田牛，西厚床

の一部で停電し，市内全域９，

４５０世帯が断水しました。

　　◎２０１１年（平成２３年）３月１１日　東日本大震災

　　　東日本大震災は，平成２３年３月１１日の１４時４６

　　分に発生した東北地方太平洋沖地震と，それにともなっ

　　て発生した津波，その後の余震により引き起こされた大

　　規模地震災害のことです。宮城県牡鹿半島の東南東１３

　　０kmの太平洋の海底が震源です。地震の規模はマグニ

　　チュード９．０で，日本周辺における観測史上最大の地

　　震です。

　　　この地震により，場所によっては波高１０ｍ以上の大

　　津波が発生し，東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊

　　滅的な被害が発生しました。また，巨大津波以外にも，

はんかい

ゆかうえ

せき

ひ なん かんこく

にしあっとこ

ぜんいき

だんすい

ひがし に ほんだい しん さい

よ  しん
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　　地震のゆれや液状化現象，地盤沈下，ダムの決壊などに

　　よって，北海道南岸から東北を経て東京湾を含む関東南

　　部に至る広大な範囲で被害が発生し，各種ライフライン

　　が寸断されました。

　　　根室は震度２でしたが，大津波警報が出され，避難所

　　が開設されました。沿岸の住民に避難指示が発令され，

　　約２，９００人が避難しました。住宅１１件，港湾施設

　　１４件，水産施設・漁船９５件，商店２６件，その他７

　　３件の総被害件数が２１９件ありました。花咲港の津波

　　到達時刻は１５時１７分で，最大波は２８６cmありま

　　した。

地震のそなえを調べよう

　●市役所の取り組み

　　ア．根室市の防災計画

　　　　北海道地いき防災計画では，根室市に被害をおよぼ

　　　すと考えられる海溝型地震が，根室半島沖，釧路沖，

　　　十勝沖での地震活動はきわめて多いとされています。

　　　これまでもマグニチュード８クラスの巨大地震をはじ

　　　め，マグニチュード７クラスの地震が発生し，地震，

　　　津波による大きな被害をおよぼしています。

　　　　東日本大震災（平成２３年３月１１日発生）をふま

　　　え，国，道などが発表する最新の地震・津波想定を基

　　　本とし，根室市における地震災害対策に取り組んでい

　　　くために，これまでの『根室市地いき防災計画』を平

　　　成２５年８月に全面修正しました。

えきじょう か げんしょう じ  ばんちん か けっ かい

けん こうわん  し  せつ

そう  ひ  がいけんすう

かいこうがた

たいさく

き

ほん



　　イ．地震へのそなえを市民によびかける

　　　　学校や幼稚園で防

　　　災教室の出前講座を

　　　したり，地いきで自

　　　主防災組織をつくり，

　　　防災訓練をしていま

　　　す。

　　ウ．地震の予知に関する情報を伝える

　　　　津波ハザードマップを作成

　　　し，住民に配布しました。平

　　　成２５年１１月には，改訂し

　　　たブックタイプ（Ａ４）の津

　　　波ハザードマップを配布しま

　　　した。

よう ち  えん

こう  ざ

じょうほう

はい  ふ



　　エ．災害に強いまちづくりをする

　　　　沿岸の地域を中心とした電柱１００ケ所に，避難行

　　　動時の目安や防災意識の向上を図ることを目的として，

　　　海抜表示板を設置しています。

　　　平成２４年５月末に設置を

　　　完了しました。

　　オ．避難のための設備を整える

　　　　地震への備えとして，各避難場所に備蓄品（毛布・

　　　水・衛星携帯電話・発電機など）が置いてあります。

　●市民がすること

　　「根室市津波ハザードマップ」

　や防災に関する資料を参考に，家

　庭で防災について話し合ったり，

　非常持出品を準備したりしましょ

　う。

い  しき はか

かい ばつ せっ  ち

かんりょう

そな び ちく

えい せい けい たい でん わ



（４）海の安全を守る

　　わたしたちが住んでいる日本は，まわりが海で囲まれて

　います。海の上では，魚をとる漁船や荷物を運ぶ貨物船な

　どのたくさんの船が仕事をし，わたしたちの生活を支えて

　います。

　　海で事故が起きたときに船や人を助けたり，海でのはん

　ざいを取りしまったり，船

　が安全に航海できるように

　する役目が海上保安庁の仕

　事です。

巡視船艇

　　　わたしたちの根室市にある太平洋や根室海峡では，根

　　室海上保安部の巡視船艇が２４時間，３６５日パトロー

　　ルしています。

　巡視船艇は，事故が

起きたときにすぐ駆け

つけられるように，速

く走ることができたり，

小型のボートを乗せて

いたり，船の火事を消

すための装置が取り付

けられています。

じゅん し  せん てい

か

※大きい船を「巡視船」，小さい船を「巡視艇」と呼んでいます。



　　また，流氷の海でも氷を割りながら航海することができ

　る巡視船もあります。

海の道しるべ　〜灯台〜

　　　灯台は，船が海の上

　　で自分の位置を確認し

　　たり，危険な浅瀬をさ

　　けたりするための「目

　　印」です。夜になると

　　光が点めつし，遠くは

　　なれた海からでもわか

　　るようになっています。光が点めつするかんかくや，光

　　の色などが灯台ごとに違っているので，どこの灯台が光

　　っているのかがわかるようになっています。

　　　根室市には，「納沙布岬灯台」や「花咲灯台」，「落

石岬灯台」などの大型

の灯台や，漁港の入口

にある赤色と白色の小

型の灯台など，たくさ

んの灯台があります。

あさ  せ



海の地図　〜海図〜

　　　船が安心して航海する

　　ために，港や灯台の位置，

　　海の深さなどが書かれた

　　地図のことを「海図」と

　　いい，船で航海するのに

　　は欠かせないものです。

　　海図を作るために海の深さを測ったり，海底の地形を調

　　べたりすることも海上保安庁の重要な仕事の一つです。

海のもしもは「１１８番」

　　　海難事故や事件がおきたときは，「１１８」番に電話

　　します。電話は海上保安庁の運用司令センターにつなが

　　るので，落ち着いて「いつ，どこで，何があったのか」

　　をはっきり伝えましょう。

　はい、こちら海上保安庁です。
すぐに救助に向かいます！

うん よう し れい

【事故発生】

「１１８番」に電話

運用司令センター

現場へ急行せよ！



えんぴつ

けん こう

（１）ごみはどこへ 

　　　教室のごみばこには，紙くず・鉛筆のけずりかす・給

　　食のパンの袋など，いろいろなものがすてられています。

　　学校中のごみを合わせると，たいへんな量になります。

　　みなさんの家でも，多くのものがごみとなっています。

家から出るごみを調べよう

　　　生ごみや紙くず，ビニール，びん・かん・ペットボト

　　ル，ざっし・新聞紙，牛乳パック，食品トレイ，布，プ

　　ラスチック，電化製品など，家からいろいろなごみがた

　　くさん出ます。ごみはどのように処理されているのでし

　　ょう。

　　　根室市では，ごみを分別して出すことになっています。

もやせるごみ（有料）

もやせないごみ（有料）

　　ガラス・びん

　　発泡トレイ

　　空きかん

　　ペットボトル

　　紙

　　プラスチック

粗大ごみ（有料）

　さらにくわしい【根

室市ごみ分別ガイドブ

ック】もあります。

資
　
源
　
ご
　
み

ゆうりょう

そ　だい



しゅうしゅう よう　す

【根室市のごみの量】
　１日に約５１トンのご
みが出ます。１年間では
約２万トンになります。

ふくろ

しゅるい

しょ　り

かいしょうきゃくじょう

ごみの収集の様子を調べよう

　　　根室市では，分別したごみを決められた袋に入れます。

　　そして，ごみの種類によって決められた日に出すことに

　　なっています。

　　　出されたごみは，ごみ収

　　集車が集めて回ります。

　　　根室市のごみは，種類に

　　よって処理する場所がちが

　　います。もやせるごみは

　　『根室市じん芥焼却場』で，もやせないごみは『ごみ埋

　　立処理場』で処理します。資源ごみは，『資源再生セン

　　ター』に運ばれ処理します。

もやせるごみのゆくえ

　　　根室市では，も

　　えるごみを根室市

　　じん芥焼却場に運

　　び，もやしていま

　　す。　　

かいしょうきゃくじょう うめ

さいせいしょ　り し　げんしょ りじょうたて 



　　ごみを集めた収集車は，焼却場の中に入り，ごみをごみ

　ピットに入れます。ごみピットのごみは，クレーンで焼却

　炉の中へ運ばれ，もやされます。焼却場では，ごみを高熱

　で昼も夜も，もやし続けています。２つの炉で，１日最大

　１００トンのごみをもやすことができます。

　　もやされたごみは，灰になります。灰は，ごみ埋立処理

　場に運ばれます。 

しょうきゃく

ろ

はい

風蓮湖

春国岱

資源再生センター
じん芥焼却場

ごみ埋立処理場

落石

温根沼 花
咲
港長

節
湖

根室

歯
舞

珸
瑤
瑁

納
沙
布厚床

 ろ



資源ごみのゆくえ

　　　びん・かん・ペットボトル・紙などの資源ごみは，焼

　　却場内にある『資源再生センター』に運ばれます。そこ

　　で，運ばれてきた資源ごみがきちんと分別されているか

　　確認したり，よごれのひどいものや資源ごみではないも

　　のを取りのぞいたりしながら，それぞれの種類ごとに分

　　けていきます。

　　　分別された資源ごみは，それぞれ別々の工場などに運

　　ばれ新たな製品になります。

し　げん

さいせい

【焼却場の内部】

【ごみピットレーン】
　ごみピットで一時ごみをためて
おき，ごみクレーンで焼却炉の中
に運ばれます。

【焼　却　炉】
　中に運ばれたごみは，焼却炉に
入れられ，もやされます

【焼却炉内部】
　かべは熱と火に強いレンガでつくられています。

かくにん

せい ひん



　ごみをもやして残っ

た灰やもやせないごみ，

粗大ごみは，根室市ご

み埋立処理場に運ばれ

ます。運ばれてきたご

みは，分解処理され，

もやせるごみともやせ

ないごみに分別します。

ガラスびん

ペットボトル

プラスチック

紙

再生びん

繊維・卵パック・クリアファイル・植木鉢・再生ペットボトル等 

高炉の燃料

再生紙

さいせい

さいせい し

せんい

こう　ろ ねんりょう

うえきばち さいせいたまご

　ごみをもやした灰のゆくえ
はい

のこ

そ だい

ぶん かい



かいたい

　　　分別されたもやせるごみは，50cmくらいの大きさに

　　解体され，焼却場に運ばれます。分別で残ったもやせな

　　いごみだけが，ここに埋められます。

　　　ごみが風によって飛びちったり，害虫が発生したり，

　　においが広がったりしないように，埋め立てのたびに上

　　から土でおおいます。ほかにも，ごみが飛びちることを

　　防ぐための高さ３ｍの柵や，ごみによってよごれた水を

　　きれいにするための設備などがあります。

　こんなに費用がかかるなんて

　根室市では，ごみ

処理に毎年２億円ち

かくかかっています。

ごみの量は，２００

６年（平成１８年）

に大きくへりました。

これは，２００４年

（平成１６年）に資

源再生センターが本

格稼働し，リサイク

ルが進んだからです。

う

がいちゅう

さく

ひ よう

ふせ

せつ　び

し

ほんげんさいせい

かく　か　どう



　これからのごみの始末

　　　わたしたちの生活は，とても便利になりました。それ

　　だけに，多くの品物が使われるようになり，古くなった

　　りこわれてしまうとすてられることが多くなりました。

　　　しかし，品物を工夫して使い，ごみを少なくすること

　　は，きれいで住みよいくらしをするためにとても大切な

　　ことです。

　　　たとえば，古新聞や古雑誌，段ボールなどを持ち寄っ

　　てまとめて売ったり，町内ごとや学校ごとに廃品回収な

　　どをしたりすることも大切なことです。

　　　ごみは，決められた曜日に，ちらかさないようにして

　　出したり，家の周りがよごれていたら進んで清掃するこ

　　とによって，市民一人ひとりの協力で住みよい，健康な

　　くらしができるまちづくりができるのです。

１９４７年　収集を希望する家庭等からごみの収集を始める。

１９６７年　ごみ焼却場が光洋町で稼働開始。

　　　　　　もやせるごみともやせないごみに分別した収集

　　　　　　を始める。

１９７２年　ごみ埋立処理場が現在の月岡町で稼働開始。

１９８１年　じん芥焼却場完成

１９９２年　空き缶回収開始

１９９８年　ペットボトル分別収集開始

２００４年　資源再生センターの本格稼働（空き缶・ペット

　　　　　　ボトル）

２０１０年　資源ごみの分別品目が増える。（ガラスびん・発

　　　　　　泡トレイ・紙類・プラスチック製容器包装）

２０１２年　ごみ埋立処理場で粗大ごみなどの破砕や切断処

　　　　　　理が可能となる。

しゅうしゅう

か　どう

うめたて げんざい つきおかちょう

あ かんかいしゅう

さいせい ほんかく

ふ

ぽう

はっ

か　のう

せいよう き ほうそう

そ　だい は　さい せつだん

【根室市のごみ処理に関する年表】

ざっ　し

はいひんかいしゅう



　市の人たちは

　　　根室市では，ごみをへらすために様々な取り組みをし

　　ています。

【コンポスト容器を活用しよう】

　コンポストとは，生ごみを肥料として再利用できるようにす

る容器のことです。これを使うことで，各家庭で生ごみをリサ

イクルすることができ，ごみの量がへります。

　そこで，根室市ではコンポストを買うお金の一部を援助し，

より少ないお金で買えるようにしています。

【青空バザール】

　根室市ではごみがへり，

リサイクルが進むようにな

りました。毎年１０月に「青

空バザール」を開いていま

す。これは，根室に住む人

たちがまだまだ使えるけど

いらなくなったものを持ち

寄り，必要な人が買ってい

くフリーマーケットです。

毎年，たくさんのお店が出

店し，着なくなった服や，

使わなくなった道具を必要

な人が買っていきます。

【集団資源回収】

　根室市ではごみをへらし

たり，リサイクルを進めた

りするために，ごみの回収

をする団体にお金を援助し，

たくさんの人がリサイクル

に関われるような取り組み

をしています。



（２）水はどこから

　　　昔は，ほとんどの家が，井戸水や川，池などの水を使

　　っていたそうです。井戸水は，家の外だったので，雨の

　　日や雪の日には，水くみがとても大変でした。

　　　でも，今は，水道のじゃ口をひねると，すぐにきれい

　　な水がたくさん出ます。

　１日に使う水の量を調べよう

　根室市の水道水は，わたした

ちの家や学校，お店，加工場，

工場，銭湯，魚介類を冷やす氷

などに使われています。

　根室市全体で１日に使う水の

量は，すべて合わせて約８，３

　　３３トンです。１人あたりでは，１日約２９１リットル

　　を使っていることになります。これは，２リットルのペ

　　ットボトル約１５０本分に相当します。

い　ど　みず

せん　とう ぎょ かい るい



根室市は水産業がさかんなので，

海産物を洗ったり加工したり，冷

やしたりするのにたくさんの水道

水を使っています。

　水が送られてくる道を調べよう

　根室市の水道の水源は，

川や沼・地下水です。これ

らは，目に見えないよごれ

やばいきんが入っているこ

とがあり，そのままでは飲

むことができません。そこ

で，桂木浄水場では，水を

　　安心して飲めるようにきれいにして，家庭や工場などに

　　水を送っています。

　浄水場を見学して調べよう

　　　浄水場では，水源の水を安心して飲めるように，水を

　　きれいにしています。

すい げん

ぬま

かつら ぎ じょうすいじょう



ち

　　桂木浄水場では，水をきれいにするためにちんでん池や

　ろ過池などの設備や塩素とい

　う薬で消毒する装置など，水

　をきれいにするための設備が

　整えられています。

　　また，設備や装置に指示を

　出したり，水処理の運転監視

　をするための中央管理室があ

　ります。きれいな水をつくる

　ために，２４時間休まずに働

　いています。

　　こうしてつくられた水は，

　配水池にいったんためられて，そこからわたしたちの学校

　や家庭，工場や店などに送られていきます。

か　ち せつ　び えん そ

そう ち し　じ

かん　し



【牧の内ダムデータ】

・高さ　１８．５ｍ

・幅１０５m

・５０万トンの水をためる 

　ことができる

・１９８０年に完成

　ダムや森林のはたらきを調べよう

　　　根室市の水道水の水源の１つに，牧の内ダムがあります。

　牧の内ダムは，コタンケ

シ川をせき止め，水をため

　　ています。市の水道を使う人たちのおよそ２か月分の水

　　をためることができます。

　　　根室市の水源のダムや川，沼などは，森林に囲まれて

　　います。これは，森林がふった雨をたくわえ，少しずつ

　　流すダムのはたらきをしているからです。

　水源を守る取り組みを調べよう

　　　根室市では，水源の森

　　林を整え，守っていく取

　　り組みをしています。牧

　　の内ダムの水を守るため

　　に，牧の内ダムのまわり

　　の土地を買い取り，約１

　　５万本の木を植える取り

　　組みをしてきました。今は，植えた木がしっかり育って

　　いくことに力を入れています。



（３）水はどこへ

　下水道のやくわり

　　　わたしたちが生活

　　するには，いろいろ

　　な場所でたくさんの

　　水が使われています。

　　　顔や手を洗う，米をとぐ，野菜や魚を洗う，せんたく

　　する，ふろの水などがあります。これらのよごれた水は，

　　そのまま流すと海や川，池などがよごれ，いやなにおい

　　がしたり，海や川の生き物が死んだり，人々が病気にな

　　ったりするなど，わたしたちの生活にさまざまな悪いえ

　　いきょうをあたえます。

　　　そこで，根室市では下水道をつくり，よごれた水を下

　　水管に集めて運び，下水処理場できれいにして川や海に

　　流しています。

あら

しょ りじょう



　下水処理場

　　　根室市の下水処理場は，西浜町にあります。そこでは，

　　１日約７３６万リットルの水をきれいにして，川に流し

　　ています。

　　　きれいにするためには，ちん砂池やエアレーションタ

　　ンクなどの設備や塩素という薬で消毒する装置など，よ

　　ごれた水をきれいにするための設備が整えられています。

にし はまちょう

しょうどく そう ち



（４）わたしたちの生活と電気

　　　電気は，熱・光・力など，あらゆるものにかたちをか

　　えて，わたしたちの生活に利用されています。ですから，

　　電気がなければ，一日として生活できないといってもよ

　　いでしょう。

　　　電気は，火力発電所・水力発電所・原子力発電所（平  

　　成２５年１２月現在運転停止）でつくられています。最

　　近では，風力・地熱・太陽光などの自然エネルギーを利

　　用して発電しているところもあります。

　　　根室市内で使われている電気は，どのように送られて

　　くるのでしょうか。

　　　市内の電気は，おもに，道央圏の発電所と阿寒川水系

　　の発電所の一部から，１８万７千ボルトの送電線で運ば

　　れてきます。別海町の西春別変電所で６万６千ボルトに

　　電圧を下げて厚床変電所まで送られた電気は，市内の変

　　電所で６千６百ボルトに電圧を下げて配電線へ送られま

　　す。

　　　配電線は，道路に沿い網の目のように張り巡らされて

　　いて，ビル・工場・大規模な商店や病院へはそのままの

　　電圧で電気が送られます。一般家庭には，電柱の上にあ

　　る変圧器（トランス）によって電圧を百から２百ボルト

　　に下げて送られてきます。

【ボルト（電圧）】

　発電所でつくられた電気を，みんなが使う

家庭または工場まで押し出してくる力の強さ

を表します。
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　わたしたちが住んでいる根室では，たくさんの魚や貝，カ

ニ，こんぶなどの水産物が有名です。また，根室の牧草で育

った牛からとれるミネラルたっぷりの牛乳などの酪農も有名

です。「根室では，さんまやカニ，牛乳などがたくさんある

けど，ずっと昔からあったのかな。」

　今の根室と昔の様子を，写真を見てくらべてみましょう。

むかし つづ

ぎゅうにゅう らく のう



　右の写真は，約１７０年ほど

前のこんぶ漁の様子です。百年

以上昔からこんぶがとられてい

たことがわかります。 

　下の写真は，牧場の様子です。

約１２０年ほど前の写真です。          

このころから，根室で酪農が始

まりました。

　しかし，今のような生活がで

きるまでには，多くの人々の苦

労や工夫がありました。根室の

まちづくりについて調べてみま          

しょう。

く ふう



（１）大昔の人々の生活

　　　根室市に最初に人々が

　　住み始めたのは，今から

　　約８，０００年前の縄文

　　時代です。その後，約２，

　　０００年前の続縄文時代，

　　約１，５００年前のオホ

　　ーツク文化期，約８００年前の擦文時代とばれる時代が

　　続きます。

　　　大昔の人々は，ねん土を焼いてつくった土器を使った

　　り，石や動物の骨でつくった道具で，

　　海や川に行って魚や貝をとり，また，

　　森に行って鳥やけものをとって食べ

　　たり，その毛皮を服にしたりしてい

　　ました。

　　　遺跡から見つかるのは，こうした

　　生活の道具だけではありません。初

　　田牛の遺跡では，約３，０００年前

　　のお墓や土偶が見つかっています。土偶は，ねん土で人

　　形の形をつくって焼いたものです。縄文人のお祭りの道

　　具として使われたものと考えられています。

　　　家は「たてあな住居」とよばれるもので，深さ１メー

　　トルぐらいのあなをほって柱をたて，屋根にはヨシを束

　　ねたものをふいていました。このような家を作った場所

　　は，湖や川の近くで，水はけや日あたりのよい台地の上

ご

や

たば

じょうもん

さつもん

い  せき

ど  ぐう



　　です。昔は舟で移動していたので，水辺に近い方が便利

　　だったのでしょう。              

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　また，今から約３００年

　　　　　　　　　　　　　　　前ころに，アイヌの人々が

　　　　　　　　　　　　　　　つくったとされる「チャシ

　　　　　　　　　　　　　　　跡」が，根室市には３２ヶ

　　　　　　　　　　　　　　　所あります。チャシ跡は，

　　　　　　　　　　　　　　　アイヌの人々が戦いのとき

　　　　　　　　　　　　　　　にたてこもった「とりで」，

　　お祭りをする場所，みはり場などとして使われたもので

　　す。大きくて深い「ほり」や，土をつみあげた「盛り土」

　　などがかんさつできます。

　　　また，納沙布岬には，「クナシリ・メナシの戦い」で

　　亡くなった「和人」の石碑があります。この戦いは，ク

　　ナシリ島に住んでいたアイヌの人たちに，商人（和人の）
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　　が安い給料で魚かすをつくる仕事をさせたり，言うこと

　　をきかないアイヌの人に毒を飲ませたことがもとになっ

　　て，アイヌの人たちが和人を殺したことで起きた争いで

　　す。戦いは，アイヌの人が処刑されておさまりました。

　　　昔からアイヌの人たちには，今にも残る文化がたくさ

　　んあります。地名もその一つです。北海道の市町村の名

　　前を調べてみると，「別」や「内」，「幌」がつく地名が

　　多くあります。それらのまちはアイヌ語の「川」，「沢」，

　　「大きい」の意味の言葉からついた名前になっています。

　　　二つ目は，信こうです。アイヌの人たちは，動物や植

　　物，火，水など人間が生きていくのに必要なものや病気

　　など，人間の力ではどうにもできないものを「カムイ

　　（神）」としてうやまいました。

　　　しかし，動物をとらえて肉や毛皮を手に入れるという

　　ことは，その動物の命をうばうことです。そこで，アイ

　　ヌの人たちは，肉や毛皮を受け取るかわりに，最高の礼

どく



　　をつくしてカムイを神々の世界へ送り帰すことで，また，

　　そのカムイが動物に姿を変えて人間の世界にやってくる

　　と考えたのです。これが，「イオマンテ」と言われる儀

　　式です。

　　　また，その儀式では，

　　歌ったりおどったりもし

　　ました。 

　　　「ウポポ」と言われる

　　歌や，「剣の舞」，「弓の

　　舞」，「リムセ」などのお

　　どりです。

（２）大黒屋光太夫とラクスマン

　　　江戸時代，日本では『鎖国』と言って，海外に行くこ

　　とを禁止にしたり，外国との交易を禁止したり，キリス

　　ト教を禁止したりしていました。また，今の長崎県の

　　『出島』というところでしか，外国との貿易を行ってい

　　ませんでした。

　　　大黒屋光太夫は江戸時代，江戸（今の東京）にもめん

　　や米，酒などを運ぶ船の船頭をしていました。

　　　１７８２年１２月，光太夫ら１７人は江戸に向かう途

　　中，はげしい暴風雨にあい，船が漂流してしまいました。

　　その漂流生活の中で，光太夫たちは，今のロシアにたど

　　り着きました。そこで，キリル・ラクスマンと出会いま

　　した。「黄金の島ジパング」と呼ばれていた日本に興味

　　を持ち，喜んで日本のことを聞きました。そして，漂流
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　　の人とひきかえに，日本と通商を結ぼうと考えました。

　　しかし，シベリアの総督は，日本語の先生として毎日お

　　金をわたしてもてなしました。それでも，日本に帰ると

　　いう思いはきえませんでした。

　　　１７９１年，キリルとともに首

　　都ペテルブルグに行き，国王エカ

　　テリーナ２世にお願いすることに

　　しました。国王は４００人の部下

　　と４０〜５０人の女官に囲まれて

　　いました。

　　　光太夫は，女王に日本へ帰るこ

　　とをお願いしました。結果を待つ

　　間，光太夫たちはお芝居を見たり，

　　工場や博物館，銀行などを見学し

　　たりしました。

　　　到着から７か月後，やっと帰国の許可が出ました。光

　　太夫は，国王から贈り物をもらい，日本へと出発しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　日本への旅は，キリルの

　　　　　　　　　　　　　　　長男であるアダム・ラクス

　　　　　　　　　　　　　　　マンがいっしょに行くこと

　　　　　　　　　　　　　　　になりました。１７９２年

　　　　　　　　　　　　　　　１０月，根室港に来航し，

　　　　　　　　　　　　　　　日本に帰ることができまし

　　　　　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　アダム・ラクスマンは松

そう とく

しば い

おく



　　前藩の役人と会い，「漂流民を日本に送り届けに来た。

　　女王陛下から国書をわたすようにあずかっている。」と

　　伝え，国書をわたしました。返事が来るまで，海岸の小

　　　　　　　　　　　　屋で待つことになりました。待つ

　　　　　　　　　　　　半年の間，ロシア風の蒸し風呂を

　　　　　　　　　　　　たてたり，動植物を調べたり，地

　　　　　　　　　　　　形を調べたりしました。また，ス

　　　　　　　　　　　　ケートをしたりしました。

　　　　　　　　　　　　　結果，ロシアと日本との通商は

　　　　　　　　　　　　認められず，江戸幕府はどうして

　　　　　　　　　　　　もというのであれば，長崎に行っ

　　　　　　　　　　　　てほしいと言って許可証をわたし，

　　　　　　　　　　　　追い返してしまいました。幕府は，

　　光太夫ら生き残った２人からロシアの様子を聞き，「漂民

　　御覧之記」と「北槎聞略」という本にまとめました。

　　　光太夫たちの持ち帰った西洋の学問の知識は，日本の

　　学問の発展に大きく寄与しました。

　　　また，このラクスマンの来航により，日本が開国へと

　　動いていく，日本のあけぼのとなりました。
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（３）海運業者の高田屋嘉兵衛

　　　淡路島の農民の子として

　　生まれた高田屋嘉兵衛は，

　　漁業をいとなみ，１８歳で

　　兵庫へ出て廻船業者（港か

　　ら港へ旅客や貨物を運んで

　　回る船）を志していました。

　　１７９０年に，樽廻船の水主（船乗り）から，船頭（船

　　長）になりました。１７９５年には，庄内で１７００石

　　（１石＝約１８０リットル）積める船を建造し，本格的

　　に廻船業，蝦夷地経営に乗り出しました。

　　　高田屋嘉兵衛は，操船術にすぐれ，自分の船をつくっ

　　て，北陸海運から足を伸ばし，坂田から幕府の必需品を

　　送ったり，厚岸や根室，国後の海産物を回送していました。

　　　１７９９年，様似で冬を越していた近藤重蔵らを乗せ

　　て，択捉島開発の命を受けました。当時，国後と択捉と

　　の間は潮流が早く危険な水域とされ，択捉島開発には，

　　交易品や人員を大量に輸送する回船のルートを切り開く

　　必要がありました。

　　　嘉兵衛は，まず，国後島東端のアトイヤで２０日間山

　　に登り，潮流を研究し，３筋の潮流がそれぞれ別の方向

　　に流れていることを知り，海峡を直線的に渡るから危険

　　なのであって，潮流の衝突を迂回すれば，安全な航行が

　　できると考えました。そして，幕府の御用船「義温丸」

　　で航海を試み，航路を発見しました。
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　　　この択捉航路の発見により，翌年の１８００年には，

　　択捉場所が開設されることとなり，嘉兵衛は同島の漁場

　　１７か所を開発しました。

　　　１８１１年，国後島に上陸したロシアの軍艦ディアナ

　　号の艦長ゴローニンらが南部藩にとらえられ，艦上でそ

　　れを見た副長リゴルドは勝ち目がないと判断しオホーツ

　　クに引き返しましたが，翌年の１８１２年，再び国後に

　　来航しました。リコルドは，ゴローニンの消息が確認で

　　きなかったことから，択捉場所から水産物を移送する途

　　中の嘉兵衛の乗る観世丸を停船させ，嘉兵衛をカムチャ

　　ッカに連行しました。

　　　カムチャッカでロシア語を学び，リコルドに対して「幕

　　府がゴローニンを釈放しないのは，フヴォストフの暴行

　　への報復なので，そのことを謝罪し，日本側の誤解を解

　　く必要がある。」と説明しました。嘉兵衛に信頼の念を

　　いだいていたリコルドもこれを受け入れ，三たび国後に

　　来航し，嘉兵衛を通じてその意を幕府の役人に伝えまし

　　た。

　　　幕府は，ゴローニンをかえす条件として，ロシア長官

　　の謝罪文・略奪した兵器の返却を要求し，リコルドもこ

　　れを了承し，１８１３年９月，箱館（今の函館）でシベ

　　リア総督及びオホーツク長官の弁明書を提出し，ゴロー

　　ニンらは釈放されました。

      　根室市の金刀比羅神社は，日本の北方漁業開発の祖で

　　あり，根室漁場を開いた「高田屋嘉兵衛」が１８０６年
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　　に海上安全と漁業・産業の振

　　興，民生の安定を祈願してつ

　　くったものです。

（４）根室をつくった人々

　　　根室市には歴史があります。

　　今の根室ができるまでには，

　　たくさんの人が苦労しました。

　　名前が町名に残っている人も

　　います。

　　　このほかにも，本町に埋立地をつく

　　ったり，漁業の発展につくした「柳田

　　藤吉」や「藤野喜兵衛」など，多くの

　　人たちの苦労によって，今の根室がで

　　きているのです。
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松本町…… 松　本　十　郎

清隆町…… 黒　田　清　隆

定基町…… 湯　地　定　基

光和町…… 羽　山　光　和

平内町…… 折　田　平　内

和田地区… 和　田　正　苗



　 　町のきそをつくった『松本十郎』

　　　１８６９年（明治２年），政府

　　から北海道開拓を命令された松本

　　十郎の一行が根室にやってきまし

　　た。東京からイギリス船デールス

　　号に乗り，別海に着きました。そ

　　こから役人や移民，きこり，大工

　　など約１３０人と根室まで歩いて

　　やってきました。

　　　そのころの根室は，アイヌの人たちが１３０人ほどと，

　　数人の和人が住んでいるだけでした。建物も役所や神社，

　　倉庫などが数えるほどしかなく，アイヌの人たちの住む

　　家が海辺にところどころあるだけでした。あたりは，一

　　面草や木がおいしげり，熊が出たり，鹿が走り回ったり

　　しているところでした。根室での生活は木を切り，家を

　　建て，道具をつくることから始まったのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ところが，東京からの

　　　　　　　　　　　　　　　　移民たちは，はじめから

　　　　　　　　　　　　　　　　「開拓をしよう」という

　　　　　　　　　　　　　　　　気持ちはありませんでし

　　　　　　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　そのため，仕事をいく

　　　　　　　　　　　　　　　　ら教えてもおぼえようと

　　はせず，いくらしかっても働きませんでした。そればか

　　りか，ケンカをしたり，ただ遊ぶだけで楽をして食べよ
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　　うとばかりしていました。そこで，松本十郎は移民の生

　　活を正しくしようとして，いくつかの方法を考えました。

　　　また，今までのやり方を改め，「やりたい」という人に

　　だけ開拓の仕事をさせることにしました。そして，まじ

　　めに働き，根室に長く住むことを望んだ１５人を残して，

　　ほかの人たちを送り出しました。

　　　　　　　　　　　　　　しかし，根室を開拓するには，

　　　　　　　　　　　　　働く人をたくさんふやさなくて

　　　　　　　　　　　　　はなりません。そのため，松本

　　　　　　　　　　　　　十郎は私財を使い，移民の世話

　　　　　　　　　　　　　をしました。

　　　そのため，協力する人があらわれ，松本十郎の努力で

　　根室が開けていくもとができました。

　　　ほかにも，松本十郎は北海道で最初の灯台と言われる

　　納沙布岬灯台や弁天島灯台の建設を行いました。

し ざい

・ろう屋を建てて，らんぼうものをとりしまる。

・病人のために，自分のお金で病院を建てる。

・病院の部屋を使い，読書や習字，算数などを習わせる。

・人々が仕事をしたり家を建てたりするお金を出す。

・すみやきの仕事や食りょうをあたえる。



　 　漁業の発展「柳田藤吉」と「藤野喜兵衛」

　　　松本十郎と力を合わせた函館商

　　人の柳田藤吉と藤野喜兵衛は漁場

　　持と言われ，ほかの漁場持６人と

　　根室の漁場をうけおっていました。

         今までの漁場は，限られていた

　　人しか持っていませんでした。松

　　本十郎が来てからは，新しく願い

　　出た人にゆずることになりました。そこで，柳田藤吉は

　　根室の海を見てまわり，魚やこんぶがとれそうなことが

　　わかり願いを出しました。

　　　そのよく年には，函館から漁具や漁船，生活に必要な

　　食料などを積み，移民９２人，漁夫４２０人を根室に送

　　り，新しい漁場を開発していきました。

　　　一方，代々根室の漁場をうけお

　　っていた藤野喜兵衛も，長屋を建

　　てて３０人を住まわせました。

　　　その後，毎年移民を集め，合計

　　で９８戸，２０９人もの人がやっ

　　てきました。根室の漁場全体の半

　　分を藤野家が持ち，約４分の１を

　　柳田家が持っていました。このほかにも，菊地屋友蔵・

　　升屋重三郎・小林重吉・稲田屋富右門・鈴木屋惣助・山

　　田屋惣次郎らも２９人の移民をつれて根室に移住してき

　　ました。

はっ てん

はこ だて

ぎょ ば

もち

かぎ

い みん

とも ぞう

ます や じゅうざぶ ろう じゅうきち いな だ　や とみ え もん そう すけ

そう じ ろう い じゅう

やなぎ だ とう きち ふじ の　き　へ　い



ぼう ふう う

かい たく

　　　　　　　　　　　　　これらの漁場持は移民の多くに

　　　　　　　　　　　　こんぶとりの仕事をさせました。

　　　　　　　　　　　　家や漁具をあたえ，食料や日用品

　　　　　　　　　　　　などの生活品もあたえました。

　　　　　　　　　　　　　漁場持にとって，こんぶとりの

　　　　　　　　　　　　夏から秋以外の時期は，魚をとる

　　　　　　　　　　　　ときに手伝ってもらえるよさがあ

　　　　　　　　　　　　り，たくさんの移民を集めたのです。

　　　それでも，人々の不安はつづきました。道らしいもの

　　がなかった明治のはじめのころは，船で根室にやってき

　　ました。しかも，魚やけものなどの自然しかなかったの

　　で，食料や日用品などは函館から船で運んでいました。

　　　　　　　　　　　　それも，自由に安全に行き来でき

　　　　　　　　　　　　るものではありませんでした。こ

　　　　　　　　　　　　んぶを積んだ船や食料を積んだ船

　　　　　　　　　　　　がなんぱしたり，暴風雨でちんぼ

　　　　　　　　　　　　つしたりしてしまい，移住してき

　　　　　　　　　　　　た人たちの心を不安にしました。

　　　　　　　　　　　　それでも根室の開拓のために働き，

　　　　　　　　　　　　力をつくした人たちがいたのです。 



　 　初代県令『湯地定基』のいもづくり

　　　昔，えぞと呼ばれていたころを

　　北海道と改めた明治政府は，明治

　　１５年に北海道を札幌・函館・根

　　室の３つの県に分けました。根室

　　県は今の根室・釧路・十勝の一部

　　・網走の一部と千島をふくんだも

　　ので，役所は根室にありました。

         この時，根室県令（今の知事）として，根室にやって

　　きたのが湯地定基でした。湯地定基はアメリカの農学校

　　で，クラーク先生などについて勉強してきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯地定基が根室に来

　　　　　　　　　　　　　　　　　たとき，国でつくった

　　　　　　　　　　　　　　　　　農園があるのに，農業

　　　　　　　　　　　　　　　　　をする人が一人もなく，

　　　　　　　　　　　　　　　　　米や野菜などもほかの

　　　　　　　　　　　　　　　　　土地から買っていたこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　とにおどろきました。

　　　そのため，長い冬になると食べ物がなくなり，死んで

　　しまう人もいました。そこで，湯地定基は，自ら学んだ

　　農業を広めたのです。

　　　湯地定基が特に広めたのは，「ばれいしょ」でした。

　　これは，根室の気候・風土に適していると考えたからで

　　した。それぞれの家に「たねいも」と農具をくばり，「ば

　　れいしょ」をつくるよう命令しました。

ゆ　ち さだ もとけん れい

よ

せい ふ

さっ ぽろ

く しろ

あ ばしり

けん れい

てき

札
幌
県

札
幌
県

根
室
県

根
室
県

函
館
県

函
館
県

札
幌
県

根
室
県

函
館
県



　　　しかし，人々は命令を聞かず，くばられた「たねいも」

　　を食べてしまいました。それでも，湯地定基はあきらめ

　　ず，何とかして植えてもらおうと，１けん１けんの家を

　　まわり，植え方を教えてまわったのです。これには人々

　　も植えるしかなく，しぶしぶ植えることになりました。

　　　これが冬の食べ物の少ないときに，人々の貴重な食料

　　として役に立ったのです。人々はやっと「ばれいしょ」

　　のありがたさがわかり，根室の人々は，湯地定基のこと

　　を親しみをこめて「イモ判官」と呼ぶようになりました。

　　　また，湯地定基は道路をよくしました。このころの道

　　路は，住民が好き勝手に家を建てたことで，せまかった

　　り曲がったりしていました。そのため，人や馬車が通る

　　のに苦労しました。そこで，人々と相談して家を移した

　　り，水道の工事をして住みやすいまちづくりをしました。

　　湯地定基は，根室の発展を考えた人でした。
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　 　屯田兵隊長・和田正苗と酪農の生みの親・松浦忠順

　　　旧和田小学校の隣に和田屯田記念館（旧和田屯田兵村

　　大隊本部被服庫）という建物があります。明治１９年，

　　和田には屯田兵村がつくられました。屯田兵とは，北海

　　道を守りながら，土地を開たくする人たちのことです。

　　（被服庫：衣類を保管する倉庫）

　　　　　　　　　　　そのときに使われたものが中に展示

　　　　　　　　　　されています。そのときの隊長の名前

　　　　　　　　　　が『和田正苗』だったので，和田村と

　　　　　　　　　　名付けられました。

　　　　　　　　　　　屯田兵の生活は，大変きびしいもの

　　　　　　　　　　でした。朝はラッパの合図でおき，ラ
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　　ッパの合図でごはんを食べ，仕事のはじめや終わり，休

　　けい，ねるときまでラッパの合図で動いていました。

　　　また，苦しいことが多く，屯田兵はとても苦労しまし

　　た。

　　　屯田兵の生活の様子を書き記した書物から，生活の様

　　子をぬきだしました。

　　　このほかにも，屯田兵の人たちの様子を書いた本があ

　　り，とてもつらい生活だったことがわかります。

・今までくわやかまを手にしたことのない人ばか

　りだった。

・家が見えないくらいおいしげった大きな木を切

　りたおしたり，あれ地をたがやしたりした。

・きりが太陽をさえぎり，夏でも気温が低かった。

　屯田の人は，昔はさむらいだったので，兵隊のくん練と漢字

のほかにできるものはなく，初めての農業だったので，苦労し

たのに気こうにもめぐまれず，とてもまずしい生活でした。

『北海道巡回記』（セルゲイ神父の文をかんたんにしました。）

　和田村に入った屯田兵は，かこくなくんれんや仕事にたえな

がらも，期待した成果がえられず，生活のためにこの地を去っ

たものが多かった。

　決められた仕事をしないと，きそくを守らなかったとして，

土地を取り上げられた人も多かった。



　　　そのため，屯田兵はどんどんへり，屯田兵は廃止にな

　　りました。さて，屯田兵はどうなったのでしょうか。

　　　畑作物が育たず，気こうもよくない中で，人々は酪農

　　を始めました。

　　　酪農の始まりは，明治１９年に根室に来た松浦忠順で

　　す。牛５頭を借り，育てながら研究しました。和田村を

　　はなれた兵の土地を使い，牧草地として酪農を進めまし

　　た。その結果，松浦牧場は約８０頭の牛を育て，酪農の

　　仕事をしました。

　　　これは，和田だけでなく，根室や釧路の酪農の基礎を

　　きずきました。和田村は『酪農の先進地』と呼ばれ，そ

　　の後も発展しました。

　　　和田村で酪農が成功したのには，理由があるようです。

　　　さまざまな理由がありますが，きびしい中でも，最後

　　までやりぬいたことが発展の一番の理由だったのかもし

　　れません。
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１．畑作ができなかったから。

２．使える土地が広かったから。

３．気こうが牧場にぴったりだから。

４．牧場を開く人が多かったから。



　「北海道の酪農の父」と言われたエドウィン・ダンという

人が，「根室こそ未来のちくさん基地なり。」と言いました。

　失敗するかもしれない中で，そのことばにかけた屯田兵の

勇気こそすばらしいものです。

（『和田屯田開拓百年記念誌』をかんたんにしました。）
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（５）大正時代から昭和のはじめ

　 　鉄道がしかれる前の様子

　　　根室は，サケやマス，こんぶな

　　どの産物がとれ，２００年以上前

　　からそのような海産物を運んだり，

　　人々が生活するために必要な米や

　　塩を運んでいました。

　　　しかし，今のように陸の道はな

　　く，海の道を通って，船で行き来していました。そのこ

　　ろは，千島の島々にも行き来していました。だんだん道

　　がととのえられると，おもな村や大切な道すじには，駅

　　ていがつくられました。駅ていは，旅人を泊めたり，馬

　　で荷物を運ぶ仕事をしてい

　　ました。駅ていは，厚岸・

　　浜中・落石・根室・厚床な

　　どにつくられ，のちに歯舞

　　・別当賀にもつくられまし

　　たが，大正時代になり鉄道

　　がしかれるようになるとな

　　くなりました。

　 　鉄道がしかれる

  　　 明治１３年（１８８０年），

　　小樽の手宮から三笠の近くの幌内まで通った鉄道が，北

　　海道の鉄道の歴史の始まりです。
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　　　明治４０年（１９０７年）には，狩勝峠をこえて函館

　　から釧路まで開通しましたが，そこで工事はやめられま

　　した。しかし，根室の人々にとって「早く根室まで鉄道

　　　　　　　　　　　をしいてほしい。」という願いは，

　　　　　　　　　　　とても強いものでした。

　　　　　　　　　　　　そして，その願いがかなえられた

　　　　　　　　　　　のは，それから１４年もたった大正

　　　　　　　　　　　１０年（１９２１年）のことです。

　　　　　　　　　　　大正６年（１９１７年）に釧路から

　　　　　　　　　　　厚岸まで，大正８年（１９１９年）

　　　　　　　　　　　に厚床まで，大正１０年（１９２１年）

　　　　　　　　　　　に根室まで鉄道がしかれたのです。

　　　　　　　　　　　今から９０年以上も前のことです。

　　　　　　　　　　　開通のときの喜びは大変なもので，

　　たくさんの人々が集まり，お祝いをしました。鉄道が開

　　通して，人々のくらしはみちがえるように便利になりま

　　した。開拓も進み，産業もどんどん発展するようになり

　　ました。

　 　臨港鉄道

　　　昭和９年（１９３４年）に，

　　根室駅と根室港をむすぶ鉄道が

　　しかれました。この鉄道は，千島の島々でとれた海産物

　　を運んだり，島のくらしに必要な品物を送ったりするた

　　めにつくられたものです。
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　 　根室拓殖軌道

　　　昭和４年（１９２９年），

　　根室町から歯舞村まで『軌

　　道』とよばれる鉄道が開通

　　しました。「べんけい号」

　　とよばれる機関車が走り，

　　地いきの人々に利用されま

　　した。

　 　根室空しゅう

      　昭和１６年（１９４１年）に，大きな戦争がはじまり

　　ました。根室からも，たくさんの働きざかりの男の人が

　　へいたいになって行きました。女の人や年寄，子どもた

　　ちも工場や農家で働きました。

　　　だんだん日本が負けはじめて，昭和２０年（１９４５

　　年）には，とうとう根室の町にもてきの飛行機が飛んで

　　きて，爆弾を落としていきました。この空しゅうで，４

　　００人ぐらいの人が死にました。花咲小学校の子どもだ

　　けでも，３３人も死んだのです。家は，約２，０００け

　　んも焼けて，町の中心のほとんどが焼けてしまいました。

　　戦争は，空しゅうの１か月あとの８月１５日に，日本が

　　降伏して終わりました。
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　 　市になった根室町

　　　根室町は，昭和３２年（１９５７年）に和田村といっ

　　しょになって根室市となりました。

　　　市になって，人口が約３１，８００人にふえました。

　　また，市の面積も３７２h（平方キロメートル）になり，

　　７倍くらいとなりました。

　　　２年後の昭和３４年（１９５９年）には歯舞村ともい

　　っしょになり，根室市の人口は３７，２１４人にふえ，

　　面積も４２８．８hになりました。

　　　しかし，昭和５２年（１９７７年）に，日本が水産資

　　源の保護と自国の漁業の発展のために沿岸からの２００

　　海里規制を取り入れるようになり，日本の漁場は狭くな

　　って魚が自由にとれなくなり，人口もしだいにへってき

　　ました。                                       

 １海里＝１，８５０ｍ　１h＝１km×１km
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（６）まちづくりは続く

　　　わたしたちの根室は，昔の人たちのたいへんな努力や

　　工夫によって，開基から１５０年近い長い年月を歩んで

　　きました。根室市がこれから発展していくために，わた

　　したちができることを話し合いましょう。

　　　　　○学習したことで紙しばいをつくろう。

　　　　　　　○根室のことを新聞にして，みんなに発表

　　　　　　　　しよう。

   　○自分の学校のれきしを調べよう。

   　○地いきのれきしを，家族や地いきの人に

　　　インタビューしてみよう。

 　　　     ○未来のわたしたちのまちを絵に表そう。

 　　　     ○新しい根室の様子を話し合いましょう。
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　　　根室市には，総合文化会館や図書館，青少年センター

　　など，みんなのための大切な施設がたくさんあります。

　　　これらの施設は，わたしたち根室市民の「住みよいまち

　　に」という願いによってつくられたものです。

　　　これまで学習してきたように，ごみがきちんと集めら

　　れたり，下水道が整備されるようになったりと，だんだ

　　ん住みよいまちになってきました。

　　　このように，わたしたちのまわりは少しずつくらしや

　　すくなってきました。市では，いろいろな計画を立てな

　　がら，住みよい根室市をつくる仕事を進めています。

（１）人々の願いと市役所・市議会

　　　「安全で，安心して遊べる公園がほしい。」「話し合

　　いやサークル活動をする部屋がほしい。」など，わたし

　　たちのまわりには，いろいろな願いがあります。　

　しかし，市の人た

ちの願いだけでは，

決して実現するもの

ではありません。市

の人たちの願いが集

まり，それを実行す

るのが市役所です。
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　市　役　所

　　　市役所には，市長をはじめとして，大ぜいの人たちが

　　それぞれの係に分かれて，仕事をしています。道路を整

備したり，学校を建てた

り，総合文化会館などの

市の施設を建てたりして

います。住みよい市をつ

くるため，いろいろな仕

事を分担しています。  

　市　議　会

　　　市の人たちの願いは，市議会で話し合って決めます。

　　市長や市議会の議員は，せんきょによってえらばれます。

　　　市の仕事の先頭に立つ市長は，仕事の計画を立て，そ

れを市議会に提案します。

　議員は，出された計画

を市の人たちの立場にな

って考えます。

　　　市議会で決まると，市役所では，それをするためのく

　　わしい計画を立てます。
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　　　市役所が仕事をするためには，たくさんのお金がかか

　　りますが，そのお金は，市民がおさめる税金や，国・北

　　海道からのえんじょでまかなわれます。

（２）総合文化会館などの施設

　根室市総合文化会館（根室市公民館）

　　　根室駅から東の方へ歩いて行くと，根室市総合文化会

　　館があります。総合文化会館に，映画を見に行ったり，

　　音楽の発表会に出た人もいることでしょう。

　ふだん総合文化会館がどのように利用され

ているのか，くわしくわからない人もいると

思います。

　そこで，総合文化会館の利用の仕方を調べ

　　　　　るための計画を立てましょう。

ぜいきん



○調べること

　・どんな設備や部屋があるか

　・部屋ではどんなことをしているか

　・どのような人たちが利用しているか

○調べ方

　・グループごとにたんけんする

　・部屋を利用している人に聞く

　・文化会館の人に聞く

○まとめ方

　・発見したことをたんけんノートに書き，あとでノー

　　トにまとめる

○もちもの

　・たんけんカード

　・ひっき用具

　※テープレコーダー

　※カメラ

　みんなの総合文化会館

　　げんかんを入ると，案

　内板があります。その日

　に，どの部屋で，どんな

　ことが行われるかが書か

　れています。

総合文化会館たんけん計画

あん

ない ばん



　　また，館内には次のような設備があります。

・たくさんの人が一度に入

　ることができる。

・音をよく聴かせるために，

　かべや天じょうが変わっ

　た形をしている。

・ものすごく広い。

・小さい子どもたちの遊び場

・積木やおもちゃの車

・お父さん，お母さんたち

　も安心して利用できる。

・ガスや電子レンジ，水道

　など，料理をするための

　設備がととのっている。

・お皿やほうちょうなど，

　道具もたくさんある。

・たくさんの人が一度に利

　用できる。

かん ない

◎大ホール

◎幼　児　室

◎実　習　室



　 　根室市図書館

　　　学校で調べた

　　いことがあって

　　も，図書室にそ

　　の本がないこと

　　があります。そ

　　んなときには，

　　根室市図書館へ

　　行くと自分の見たい本があります。図書館へ行って，図

　　書館のことについて調べてみましょう。

　　　図書館には，本がたくさんありました。しかし，自分

　　の探している本がどこにあるのかわかりませんでした。

　　そこで，図書館の人に探している本がどこにあるのか聞

　　いてみました。そして，図書館司書のみなさんの仕事に

　　ついても聞いてみることにしました。

《図書館司書の方のお話》

　Q　図書館司書ってどんな仕事ですか？

　　　「図書館司書は，図書館全般の仕事をします。カウン

　　ターで本の貸し出しや返却を受け付けたり，本を探した

　　り，調べ物のお手伝いをしたりします。何かぎもんに思

　　ったことがあったら，ぜひ図書館に来てください。ほか

　　にも，お話会やみなさんの学校へ行って読み聞かせをし

　　ます。さらに，図書館に入れる本を選んで，整理をして

　　貸し出ししています。」

さが

さが

し　しょ

ぜんぱん

て　つだ

う　　　  つへんきゃく

えら せい　り



　QQ　本はどのように探したらいいですか？

　「図書館の入り口の近くに，

タッチパネルがあります。こ

れを使えば題名や作者，キー

ワードなどで本を探すことが

できます。もし，使い方がわ

からなかったり，本が見つか

らないときは，いつでも言っ

てください。」

図書館を利用している人

　図書館には，本を読んでい

る人，親子で来ている人，調

べ物に来ている人，本を探し

に来ている人，新聞やざっし

を見ている人など，いろいろ

な人がいました。

　 図書館にはたくさん本がありますが，本だけではなく，

ゆっくり本を読むところや，ビデオやＤＶＤを視聴できる場

もありました。

だい めい

しちょう



ゆた

い　じ

大地みらい・あすなろ がみんなのところに

　図書館バス「あすなろ号」

には，約２，０００冊もの

本や紙芝居，ビデオを乗せ

て根室の町中を周り，本の

貸し出しを行っています。

　 　根室市青少年センター

　　　根室高等学校のとなり

　　に，根室市青少年センタ

　　ーがあります。この広い

　　体育館では，スポーツの

　　練習をしたり，大会が開

　　かれたりしています。総

　　合文化会館（公民館）は文化的なくらしを豊かにする施

　　設ですが，青少年センターは運動のための施設です。こ

こでは，スポーツを楽し

んだり，市民の健康維持

のためのトレーニングセ

ンターとしても使われて

います。

　青少年センターのとな

りには，根室市営球場が

　　あり，多くの人に利用されています。

さつ

かみしば　い

まわ



きょうえい

　 　根室市温水プール  

　　　　　　　　　　　　　　　　　根室市総合文化会館の

　　　　　　　　　　　　　　　　南側に，根室市温水プー

　　　　　　　　　　　　　　　　ルがあります。小学生は，

　　　　　　　　　　　　　　　　毎年体育の水泳学習で利

　　　　　　　　　　　　　　　　用しています。競泳用の

　　　　　　　　　　　　　　　　２５ｍプール，低学年用

　　　　　　　　　　　　　　　　の１７ｍプール，幼児用

　　　　　　　　　　　　　　　　の１０．５ｍプールの３

　　種類があります。

　　　また，トレーニングルームがあり，市民の健康維持の

　　ためにも利用されています。

　 根室総合運動公園

　　　北斗小学校から見て南

　　西の方向に，根室総合運

　　動公園があります。テニ

　　スコート，河畔グラウン

　　ド，パークゴルフ場，サ

　　ッカー・ラグビー場，冬

　　に利用するスケートリン

　　クなどがあります。



　　　日本の地図を見ると，わたしたちが住んでいる北海道

　　は北の方にあります。

　　　日本は，東京都，北海道，大阪府，京都府と４３の県

　　でできています。これを「４７都道府県」（１都・１道

　　・２府・４３県）といいます。

　　　わたしたちが住む根室は，北海道の東の方にあります。

　　　北海道には，約１７０の市町村があります。根室のこ

　　とだけでなく，ほかの市町村の様子についても調べてみ

　　ましょう。   

おお さか ふ



（１）北海道の農業のさかんな地いき　　　　　　　　　　       

　　　北海道には，広い平野や盆地，

　　台地があり，平地にめぐまれています。ですが，冬の気

　　温がとても低いなど，きびしい自然環境の中にあります。

　　　しかし，生産者の様々な工夫によって，作物がつくら

　　れています。地いきの気候や立地条件などに合わせた土

　　地利用型農業や，近代的な農業技術を取り入れ，安定し

　　た生産を続け，稲作，畑作，酪農，肉用牛などを中心と

　　した北方型農業などが行われています。

田植え

ぼん ち

のうぎょう

かんきょう

いな さく

ほっぽうがた

にく よう ぎゅう

ぎ じゅつ

く ふう

じょうけん



　　　耕地面積は，１１５万haと全国の２５％を占めていま

　　す。（平成２４年度）特に，ジャガイモや小麦，テンサ

　　イなどの生産量は日本一です。また，生乳生産量は全国

　　の約４０％をしめています。

　　　稲作は，空知や上川を中心に行われ，「ゆめぴりか」

　　や「ほしのゆめ」といった米がつくられています。畑作

　　は余市町や仁木町の果樹，オホーツクのタマネギ，トウ

　　モロコシ，十勝の小豆等の豆類なども有名です。幌加内

　　町のソバ，名寄市のアスパラガス，和寒町のカボチャ，

　　音更町のニンジンなどは生産量日本一です。

　　　酪農は十勝や釧路，根室を中心に行われています。根

　　室管内は牧草地の面積が道内でも広く，特に別海町では

　　酪農がさかんに行われています。

                         

（２）北海道の漁業のさかんな地いき

こう ち

せいにゅう

よ いちちょう に　き ちょう か じゅ

あずき ほろ か ない

な よろ わっ さむちょうちょう

おと ふけちょう

ぎょぎょう

し



　　　北海道は日本海，太平洋，オホーツク海の３つの大き

　　な海にかこまれ，大小２００以上の漁港で，いろいろな

　　　　　　　　　　　　種類の魚が水あげされます。とれ

　　　　　　　　　　　　る魚の量もたくさんあり，北海道

　　　　　　　　　　　　の漁業生産量は全国の約４分の１

　　　　　　　　　　　　をしめています。また，漁業の仕

　　　　　　　　　　　　事をしている人も日本一です。わ

　　　　　　　　　　　　たしたちの住む根室市は，北海道

　　で一番水あげ量が多く，さんまやこんぶ，ホタテ，カニ

　　などが水あげされます。

　　　ほかの漁港でも，イワシやサケ，マス，スケソウダラ，

　　いか，ホッケなどたくさんの種類の水産物が水あげされ

て　　　　　　　　　　　ています。特に，ホッケやスケソ

　　　　　　　　　　　　ウダラなどは，全国の９０％以上

　　　　　　　　　　　　を北海道で水あげしており，こん

　　　　　　　　　　　　ぶ，ホタテ，サケなども全国で一

　　　　　　　　　　　　番とれます。また，とれた魚を加

　　　　　　　　　　　　工して，全国各地につくった製品

　　を輸送しています。

　　　根室市のさんまやサケを使ったさんま・サケのフレー

　　クやかんづめ，紋別市の水産物をすり身にしてつくった

　　あげかま，函館市でとれるいかを使ったチーズいかなど，

　　ほかにもいろいろな種類の製品が全国に向けて，販売さ

　　れています。

せいひん

ゆ そう

もん べつ し

はん ばい



（３）北海道の工業のさかんな地いき

　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道には，いろいろ

　　　　　　　　　　　　　　　　な工場があります。釧路

　　　　　　　　　　　　　　　　市のパルプ・製紙工場，

　　　　　　　　　　　　　　　　苫小牧市の自動車部品工

　　　　　　　　　　　　　　　　場，室蘭市の鉄鋼，セメ

　　　　　　　　　　　　　　　　ント工場，千歳市の食品

　　　　　　　　　　　　　　　　工場，札幌市のビール・

　　　　　　　　　　　　　　　　乳製品工場などです。各

　　地の工場で，地いきの特色に合わせた工業製品がつくら

　　れています。

　　　特に，釧路市・室蘭市・

　　苫小牧市の３都市は工業が

　　発達していて，北海道の三

　　大工業都市と言われていま

　　す。また，苫小牧市・室蘭

　　市・千歳市の３つの工業が発達した都市をＪゾーンと言

　　います。工業がさかんな都市は，海岸ぞいなどの交通の

　　便利なところに多いこともわかります。

　　　　　　　　　　　　ほかにも，各地に工場があります。

　　　　　　　　　　　函館市の造船工場，旭川市の家具工

　　　　　　　　　　　場，帯広市の菓子工場などです。

　　　　　　　　　　　　北海道の工業製品は，地元でとれ

　　　　　　　　　　　る豊富な食材を使った食品工場や，

　　　　　　　　　　　自然豊かな森林・山地の木材を加工

せい し

とま こ まい　し

むろ らん し

さっ ぽろ し

てっ こう

ち とせ し

ぞう せん

か　し

ほう ふ

ゆたか

あさひかわ し



　　　　　　　　　　　　　　　する工場などが多く見られ

　　　　　　　　　　　　　　　ます。農業や林業などと合

　　　　　　　　　　　　　　　わせて，工業が発達してい

　　　　　　　　　　　　　　　ることが考えられそうです。

              　　　　　　 

       

（４）北海道の交通の様子

　　　北海道は，ほかの都

　　府県よりも広大な面積

　　を有しており，都市間

　　の距離が長くなってい

　　るのが特徴です。それ

　　ぞれの都市は，道路や

　　鉄道などで結ばれてい

　　ます。

　　　鉄道や道路は年々開発が進んでいます。道路では，高

　　速道路が新しくつくられたり，道の整備が行われ，雪が

　　降っても安全に通ることができるようになってきました。

　　鉄道は，１９８８年に北海道と本州を結ぶ，青函トンネ

　　ルが完成しました。これにより，悪天候で船や飛行機が

　　使えなくても，人やものを運べるようになりました。

　　　また，本州と北海道を新幹線で結ぶ計画も進んでいま

　　す。

きょ り

とくちょう

せい び

せい かん

しん かん せん



　　　　　　　　　　　　　　　　　新青森駅と新函館北斗

　　　　　　　　　　　　　　　　駅間を結ぶ北海道新幹線

　　　　　　　　　　　　　　　　は，２０１６年（平成２

　　　　　　　　　　　　　　　　８年）３月に開業する予

　　　　　　　　　　　　　　　　定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに，新函館北斗駅

　　　　　　　　　　　　　　　　と札幌駅間も２０１２年

　　　　　　　　　　　　　　　　度（平成２４年度）に認

　　　　　　　　　　　　　　　　可・着工され，２０３５

　　　　　　　　　　　　　　　　年度までの開業が予定さ

　　　　　　　　　　　　　　　　れています。

　　　また，飛行機やフェリーを使った移動も行われます。

　　飛行機は新千歳空港をはじめとして，たんちょう釧路空

　　港，根室中標津空港など１４の空港から，北海道の各都

　　市や本州，海外へと短時間で行くことができます。フェ

　　リーは，苫小牧や小樽，函館などから乗ることができま

　　　　　　　　　　　　　　　　す。飛行機とちがい時間

　　　　　　　　　　　　　　　　はかかりますが，多くの

　　　　　　　　　　　　　　　　物資や人を運ぶことがで

　　　　　　　　　　　　　　　　き，ゆっくりと旅を楽し

　　　　　　　　　　　　　　　　んだりできます。

かいぎょう

にん

い どう

ぶっ し

か



（５）北海道の特産物や観光の様子

　　　北海道には，多くの観光地や特産物があります。

　　　わたしたちの根室には，風蓮湖や納沙布岬，

　　根室車石などの『根室十景』があります。花咲ガニやオ

　　ランダ煎餅，エスカロップなども有名です。

　　　北海道の中心都市である札幌市には，札幌ドームがあ

　　り，雪祭りなどが行われています。また，札幌ラーメン

　　が有名です。

　　　都市それぞれの特色があります。全国的にも有名な観

　　光地も多く，２００５年に知床の自然が世界遺産として

　　登録されました。

（６）北海道のまちの様子

　●釧路市

　　　釧路市は，『釧路湿原』や『阿寒』の２つの国立公園

　　をはじめとしたゆう大な自然にめぐまれたまちです。特

　　別天然記念物の『タンチョウ』や，阿寒湖の『マリモ』

　　などの世界的にも貴重な自然があります。

　　　気候は１年を通してすずしく，

　　冬は雪が少ないのがとくちょうで

　　す。夏でも２０度にみたない日も

　　　　　　　　　　　あり，２５度

　　　　　　　　　　　以上の夏日も多くありません。６月

　　　　　　　　　　　から８月にかけては，霧が多く発生

　　　　　　　　　　　することもとくちょうで，『くしろ

　　　　　　　　　　　霧フェスティバル』も行われます。

ふう れん こ

とくさん ぶつ かんこう

の さっ ぷ

せん べい

しつ げん あ かん

き ちょう

あ かん こ
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　　　また，酪農や林業などの産業も発達しています。特に，

　　広大な太平洋を生かしたさんまやニシンなどの水産業，

　　製紙やパルプなどの工業がさかんに行われています。

　　　そして，全国で唯一の石炭鉱業所が操業しています。

○人口：１８０，３３４人

○面積：１，３６２．７５km
2

○市の花：キンレンカ，エゾリンドウ，スズラン

○市の木：ハシドイ，エゾヤマザクラ，ナナカマド

○市の鳥：制定されていない

ゆい いつ そうぎょう

せい てい

こうぎょうしょ



　●帯広市

　　　帯広市は，十勝地方のほぼ中央に位置する都

　　市です。明治１６年に本格的な開拓がはじまり，

　　碁盤の目のように道路がつくられるなど，計画的なまち

　　づくりが進められてきました。

　　　気候は内陸部に位置するため，夏と冬，１日での気温

　　差がはげしいのがとくちょうです。１日の最高気温と最

　　低気温の差は，平均１０度くらいです。（＊東京・札幌

　　は約７度）夏は３５度をこえる猛暑日になり，冬はマイ

　　ナス２０度をこえる真冬日になることもあります。

　　　広大な十勝平野の自然を生かした農業が基幹産業とな

　　っています。小麦，ビート，ジャガイモ，あずき，大豆

　　などの畑作や，牛やぶた，とりなどの酪農・畜産がさか

　　んです。広い土地で，大きな機械を使って作物をつくり

　　ます。

　　　自然の恩恵をいかしてつくった，お菓子工場も多いの

　　がとくちょうです。

ほん かく てき かい たく

ご ばん

もう しょ び

ま ふゆ び

き かん さんぎょう

ちく さん

おん けい

○人口：１６８，５９１人

○面積：６１８．９４km
2

○市の花：クロユリ

○市の木：シラカバ

○市の鳥：ヒバリ



　●岩見沢市

　　　岩見沢市は，石狩平野の東部にあります。市

　　内には，石狩川に合流する支流が数多く流れて

　　おり，橋の数も多くなっています。

　　　気候は，日本有数の豪雪地帯です。国からも，特別豪

　　雪地帯の指定を受けています。観測史上，もっとも深い

　　２０８cmの積雪も記録しています。

　　　かつては，石炭生産と輸送のための鉄道で発展したま

　　ちです。現在では，水稲作付面積・収穫量で北海道１位，

　　白菜作付面積・収穫量で北海道１位になるなど，農業が

　　

いわ み ざわ し

いし かり

ごう せつ ち たい ごう

せつ ち たい かん そく
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　　主要な産業になっています。コメ，タマネギ，小麦など

　　も多くとれます。また，寒暖差の大きい気候が果物の生

　　産に適しているため，果樹園なども見られます。こうい

　　った農業がさかんに行われているので，農業の仕事をし

　　ている人たちは，北海道

　　でもトップクラスです。                                  

かん だん さ

てき か じゅ　えん

○人口：８７，７６５人

○面積：４８１．１０km
2

○市の花：バラ

○市の木：コブシ

○市の鳥：ハト 



　●小樽市

　　　小樽市は，石狩湾に面していて古い昔から港

　　湾都市として発展してきた都市です。歴史的な

　　建物も多く，小樽運河など，観光地としても有名です。

　　　気候は，夏はそれほど暑くはなく，３０度をこえる日

　　は平均５日ほどです。冬は，日本海側特有の気候で，北

　　海道の中でも雪が多く降りますが，寒さはそれほどきび

　　しくはなく，マイナス２０度まで冷えこむことはほとん

　　どありません。

　　　観光業がさかんであり，小樽運河をはじめとして，銀

　　鱗荘や鰊御殿などの歴史的な建造物があります。ガラス

　　工芸品やオルゴールなども有名です。明治から大正時代，

　　北海道の経済拠点だったため，運河沿いに倉庫や銀行な

　　ども見られます。

お たる
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○人口：１２７，７５２人

○面積：２４３．３０km
2

○市の花：ツツジ

○市の木：シラカンバ 

○市の鳥：アオバト



　

　●札幌市

　　　札幌市は，北海道で１番多くの人が住んでい

　　る都市です。北海道庁があり，政令指定都市に

　　も指定されています。全国の市の中でも４番目の人口で，

　　政治や経済の北海道の中心都

　　市です。

　　　市内には，路面電車や地下

　　鉄が走っていて，交通が便利

　　です。

　　　また，高速道路や鉄道，空港などの交通機関も整備さ

　　れ，北海道の各都市や全国の都市，海外の国々などとも

　　結びついています。そのため，観光業がさかんです。豊

せい れい し てい と　し

せい じ けい ざい

ちょう



　　　　　　　　　　　　かな自然を生かした雪祭りなどの

　　　　　　　　　　　　イベントや，時計台などの観光地，

　　　　　　　　　　　　ラーメンやスープカレーといった

　　　　　　　　　　　　有名な食べ物があります。また，

　　　　　　　　　　　　北海道日本ハムファイターズやコ

　　　　　　　　　　　　ンサドーレ札幌，レバンガ北海道

　　などのスポーツチームのホーム（札幌ドーム，札幌厚別

　　公園競技場，北海きたえーる）があり，全国的にも有名

　　なまちです。                                                

あつ べつ

きょう ぎ じょう

○人口：１，９１８，０９６人

○面積：１，１２１．１２km
2

○市の花：スズラン

○市の木：ライラック 

○市の鳥：カッコウ



　

はじめに

　　根室では，これまでに多くの野鳥や植物が観察されてい

　ます。どうして，たくさんの野鳥や植物が根室で見られて

　いるのでしょうか。その秘密をさぐってみましょう。

豊かな海

　　根室には毎年，流氷がやってきます。流氷がたくさんの

　栄養を根室の海に運んでくるので，春から夏にかけてプラ

　ンクトン（とても小さい生き物）が大発生します。

　　また，根室沖の海は，南から来る暖流（暖かい海流）と

　北から来る寒流（冷たい海流）がぶつかっています。

　　そのため，えさとなるプランクトンを求めて，北からも

　南からも多くの魚がやってきます。エトピリカなどの海鳥

　は，これらの魚をえさに繁殖します。
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　　また，魚たちを目当てに，アホウドリの仲間やミズナギ

　ドリの仲間が遠い南の海からやってきます。もちろん，ク

　ジラやイルカも魚を求め

　て，豊かな根室の海にや

　ってきます。

湖・干潟・湿地

　　根室には，いくつもの

　湖があります。中でも風

　蓮湖は，渡り鳥の集まる場所として有名です。海とつなが

　っている風蓮湖は，潮の満ち引きによって干潟ができます。

　干潟や浅瀬には，ゴカイや貝，カニ，水草など，鳥たちの

　えさが豊富にあります。秋と春に，オオハクチョウやガン，

　カモなどの渡り鳥が，千島列島を通ってシベリアと日本を

　行き来します。

　　秋に海を越えて渡ってきた鳥たちにとって，えさが豊富

　にある風蓮湖は，日本で最初の休息場所となります。逆に，

　春には海を渡る前の最後の休憩場所となるのです。

　　また，夏には，湖岸に広

　がる湿地や草原で，ノビキ

　タ，ノゴマ，ベニマシコな

　どの小鳥たちやタンチョウ

　も子育てをします。

　　そこで根室市では，人と

　自然が楽しくふれあうこと
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　のできる場所とするために，「根室市春国岱原生野鳥公園

　ネイチャーセンター」をつくりました。春国岱・風蓮湖は，

　２００５年（平成１７年）１１

　月に，ラムサール条約に登録

　され，湿地や水鳥の生息地を

　保全しています。

残された森

　　根室市内には，ミズナラやエゾ

　マツなどの大木がある森が一部で

　すが残されています。そのような

　森では，カラスほどの大きさのク

　マゲラ（キツツキの仲間）や，シ

　マフクロウ（世界最大のフクロウ）

　が暮らしています。

　　クマゲラは，大きな木に穴をあ

　けて子育てをします。また，シマ

　フクロウは，魚を食べるフクロウ

　で，大きな木にあいた穴に卵を産

　んで，その中で子育てをします。

　北海道で約１４０羽しか生息して

　いない絶滅の心配されるフクロウ

　です。どちらの鳥も，子育てをす

　るために大きな木が必要になりま

　す。
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平地の生き物から高山の生き物まで

　　根室の標高は，高いところで

　も８２．５ｍですが，ハクサン

　チドリ，シコタンキンポウゲ，

　ガンコウランなど，高い山の上

　でしか見られない植物が数多く

　見られます。カラフトルリシジ

　ミ（天然記念物のチョウ）も，

　ほかの場所では高い山の上で見

　られるチョウです。

　　もちろん，鳥に関しても同じことが言えます。コマドリ

　やルリビタキといった高山に生息する鳥たちが，根室では

　繁殖しています。

　　　　　　　　　　　　　　なぜ，高い山で見られる植物

　　　　　　　　　　　　　や生き物たちを根室で見ること

　　　　　　　　　　　　　ができるのでしょうか。それは，

　　　　　　　　　　　　　根室の寒い夏が原因です。植物

　　　　　　　　　　　　　が育つ６月から８月の間，根室

　　　　　　　　　　　　　は深い霧が出て気温が上がりま

　　　　　　　　　　　　　せん。そのため，根室の気温や

　　　　　　　　　　　　　環境は高い山とよく似ていて，

　高山で見られる植物や動物が暮らすことができるのです。

　もちろん，平地に暮らす植物や動物たちも，普通に見るこ

　とができます。
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きれいな花々

　　ノサップ方面には，ワタスゲ・エゾカンゾウ・クロユリ

　や，むらさきのじゅうたんをしきつめたように咲く，ヒオ

　ウギアヤメをはじめ数十種類の花がさく北方原生花園があ

　ります。

　　また，落石岬では，サカイツツジの自生地を見ることも

　できます。

ま　と　め

　　根室には，海，森，湿地，干潟，草原など，多くの生物

　たちが暮らしていくための環境が残されています。また，

　わたしたちにとってはやっかいな霧も，海に面した根室で，

　高山の生き物たちが暮らしていくために一役買っているの

　です。根室は，一か所で様々な場所に暮らす「生き物」と

　出会うことのできる場所なのです。

ほっ ぽう
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　　わたしたちの住む根室市は，北海道の東の方にあります。

　　市の西側は，酪農がさかんな別海町や浜中町に続いてお

　り，東側は，細長い根室半島になって，その先端に納沙布

　岬があります。そして，この岬から北東に海をながめると，

　目の前に小さな島や大きな島がうかんでいます。（歯舞群島） 

　　また，晴れた日には，国後島を見ることができます。こ

　れらの島々には，昔からたくさんの日本人が住み，魚など

　をとって平和に暮らしていました。でも，今は日本人は一

　人も住んでいません。そればかりか，自由に行き来するこ

　とができないのです。『北方領土』と呼んでいる島々は，

　歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島の四島のことです。
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かいがらじま

い　ち

（１）島の位置と広さ

　　　歯舞群島は，納沙布岬からわずか３．７ｋｍしかはな

　　れていない貝殻島をはじめとして，水晶島・秋勇留島・

　　勇留島・志発島・多楽島などからなっています。色丹島

　　は，さらにその北東にある島です。歯舞群島と色丹島は，

　　　　　　　　　　　　　　　　大昔は，根室半島と地つ

　　　　　　　　　　　　　　　　づきでしたが，土地のか

　　　　　　　　　　　　　　　　んぼつなどによって離れ

　　　　　　　　　　　　　　　　島になったと言われてい

　　　　　　　　　　　　　　　　ます。島の多くは，ゆる

　　　　　　　　　　　　　　　　やかな丘になっていて，

　　　　　　　　　　　　　　　　沼やがけがあります。

　　　野付半島から１６ｋｍはなれているところにある国後

　　島の面積は１，４９９ｋｍ
2

で，別海町の面積よりも少

　　し広く，活火山の爺々岳が高くそびえています。択捉島

　　は，国後島の北東にあり，『北方領土』の島の中で最大

　　の島で，面積は３，１８４ｋｍ
2

で，散布山などの高い

　　火山が１０以上あります。
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島　　名

歯舞群島

色 丹 島

国 後 島

択 捉 島

合　　計

同じくらいの場所

東京都の小笠原諸島（ ）

島根県の隠岐の島町（ ）

別海町（ ）

鳥取県（ ）

千葉県（ ）

面積（ ）

お　き



　　１９４１年（昭和１６年），日本は，アメリカを中心と

　する国々と第二次世界大戦（太平洋戦争）となり，１９４

　５年（昭和２０年）に日本は戦争に負けてしまいました。

　その直後，ソ連軍（ソビエト連邦，現在のロシア）が千島

　列島のみならず北方四島も次々と占領しました。１９４７

　年（昭和２２年）ころから，残っていた島の住民は日本に

　送り返されることになり，人々はソ連軍の船に乗せられて

　樺太（サハリン）まで連れて行かれ，そこから日本の船で，

　函館・稚内・小樽に上陸しました。人々は，とりあえず親

　せきや知人をたずねたり，役所の世話を受けたりして，一

れん ぽう げん ざい

せんりょう



　時しのぎをしましたが，大部分の人々は，島と特に関係の

　深かった根室に来ました。

　　終戦時，北方四島には約１７，０００人の日本人が暮ら

　していましたが，約半数の住民は漁船などで島を脱出して，

　根室などに来ました。

　　島を開拓するために努力してきた人々にとって大切なふ

　るさとなのに，現在では

　自由に島に行くことがで

　きず，その近くの海で自

　由に魚や海藻などをとる

　ことができないのです。

　　根室市は，これらの島

　に近く，漁業やくらしの

　うえで，大きなつながりを持っています。もっと大切なこ

　とは，『北方領土』と呼ばれているこれらの島々は，わた

　したちの国（日本）の領土なのです。

　　一日もはやく日本に還ってほしいというのが，心からの

　願いなのです。
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　□条約からみた北方領土

《日魯通好条約》

　　１８５５年（安政元年）２

　月７日，伊豆・下田で「日魯

　通好条約」が結ばれました。

　その第２条で，両国の国境を

　択捉島とウルップ島の間に定

　め，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。

　　また，樺太は両国民の混住の地と定められました。

《樺太千島交換条約》

　　１８７５年（明治８年）に

　条約を結び，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。

　　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の１８島が列挙

　されています。このことから，北方四島は，ロシアから譲

　り受けた千島列島でないことがわかります。
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《ポーツマス条約》

　　１９０５年（明治３８年），

　日露戦争後に結ばれた条約で，

　樺太の北緯５０度以南の南樺

　太が日本の領土となりました。

《サンフランシスコ平和条約》

　　１９５１年（昭和２６年）

　９月８日に同条約に署名し，

　第２条Ｃ項で，日本は千島列

　島並びに樺太の請求権を放棄

　しました。しかし，千島列島

　には北方四島は含まれていま

　せん。

（択捉島が日本最北端です。）

《日ソ共同宣言》

　　ソ連がサンフランシスコ平和条約に署名していないため，

　日本とソ連の間で個別に平和条約を結ぶことになりました。

　　領土問題を含む平和条約交渉は，正常な外交関係がされ

　た後に継続するという合意のもと，１９５６年（昭和３１

　年）１０月１９日に「日ソ共同宣言」が署名され，国交の

　回復が図られました。

せいきゅう  けん



（２）島の自然

　　　北方領土の島の西側はオホーツク海に面し，東側は太

　　平洋に面していて，暖流（日本海流・黒潮）と寒流（千

　　島海流・親潮）が接しているところなので，気候に大き

　　なえいきょうを受けます。

　　　冬の平均気温はれい下５度前後で，雪は少なく，根室

　　とほとんど変わらない気候です。

　　　夏の気温は，平均１６度くらいです。これは，海霧

　　（ガス）のため日照時間が少なく，そのうえ，オホーツ

　　ク海から冷たい風が吹いてくるからです。

（３）島の資源と産業

　《漁　業》《漁　業》

　　　千島海域は水産資源

　　が豊かで，古くから世

　　界の３大漁場のひとつ

　　に数えられています。

　　　　　　　　　　　　　　　主な漁獲品は，サケ・マス

　　　　　　　　　　　　　　・ニシン・さんま・オヒョウ

　　　　　　　　　　　　　　・カレイ・マグロ・タラバガ

　　　　　　　　　　　　　　ニ（カニ類）・なまこ・ふじ

　　　　　　　　　　　　　　こ・エビ・ホタテ貝・ホッキ

　　　　　　　　　　　　　　貝・こんぶ・のり・ふのりな

　　どが缶詰・塩蔵・乾燥品などに加工されて，根室や函館

　　に集荷されたあと，国内各地に出荷されたり，外国にも

　　輸出されました。
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　　歯舞群島は主にこんぶ漁，

　色丹・国後・択捉島ではサ

　ケ・マス漁がさかんでした。

　サケやマス，カニや捕鯨

　（クジラ）などの漁業は，

　大きな会社が直営船や仕込

　み船によって漁獲され，工場で加工品に製造していました。

　特に，第一次世界大戦後は，漁具や漁法の改良や水産加工

　技術が向上し，水産業は大きく進歩しました。

《農　業》

　　夏は根釧地方よりも温暖なところもあるので，農作物を

　つくることができました。主な農作物としては，ばれいし

　ょ・大麦・小麦・そば・大根・白菜・ほうれん草などが生

　産されましたが，水産業が中心でしたので，農業を専業と

　する人はいなく，日常生活に必要な野菜類を栽培していま

　した。

《畜産業》

　　牧畜に適した気候でしたが，漁業の副業に馬を飼育する

　程度で，牧畜を専業とする人はいませんでした。馬は自然

　放牧されていて，じょうぶな馬が多く，１年に３００頭く

　らい農耕馬として本州各地に移出されていました。馬は，

※仕込み船

　事前に必要な資本や物を貸して，漁獲物で返させる方法で漁業する船

※直営船

　会社が自社の船で漁をする船
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　陸上の運搬のほか，漁船を巻き上げる仕事や，こんぶなど

　の生産物を運搬するのに使われました。

　　馬のほかには，牛・めん羊・きつねなどが飼育されてい

　ました。

《鉱　業》

　　千島火山帯に属する国後島・択捉島には，金・銀・銅・

　鉛・硫黄などの鉱物資源がありました。しかし，交通が不

　便で生産費が高くつくため，開発は進んでいませんでした。

　それでも，昭和に入ってからわずかながら生産していた鉱

　山がありました。

《林　業》

　　国後島・択捉島における林業は，水産業に次いでさかん

　でした。山林は，ほとんどが国有林です。

　　樹木の種類は，針葉樹のとど松・えぞ松・広葉樹のしら

　　　　　　　　　　かば・ならの木などでした。これらの

　　　　　　　　　　木材の大部分は，原木のまま根室や函

　　　　　　　　　　館方面に運ばれていました。

　　　　　　　　　　　島内の製材所では，建築材や魚箱材

　　　　　　　　　　として利用され，また，まきとして燃

　　　　　　　　　　料に使われたり，炭の原材料としても

　　　　　　　　　　利用されてい

　　　　　　　　　　ました。
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（４）島の人口

　　　島のおもな産業は水産業でしたから，住民の大部分は

　　漁業と，これにつながる仕事をして生活していました。

　　　昭和１５年の人口調査によると，４つの島で２，８７

　　７世帯，１５，５１２人でした。そのうち，水産業は２，

　　０７０世帯で，約７２％をしめていました。そのほか，

　　公務員・商業・鉱工業・運送業などがおもな職業でした。

　　　漁期には，根室や函館，本州方面から５，０００人以

　　上の出稼ぎの人が来たので，その時期はいちじるしく人

　　口が増加しました。これらの人々は，漁期が終わると工

　　場にわずかな人が越冬するだけで，あとは引きあげてい

　　ました。

（５）島の人々の生活

　　　島の生活に必要な日用品や郵便物などはもちろん，生

　　産物もすべて海上輸送でした。島の中は道路が不完全な

　　ため，おおかた海路にたよっていました。

　　　海上交通は，おもに根室や函館と結ばれ，船の大きさ

　　は５百トン級から千トン級のものが１，２せきありまし

　　たが，ほとんどは，４

　　０トンから７０トンく

　　らいのものでした。

　　　道路はせまく，坂が

　　急なため，馬の背に荷

　　をつけて，波打ちぎわの固い砂地を道路のかわりに通行 

　　していました。

ちょうさ

せ　たい

こう　む　いん

りょう き

えっとう

ゆうびん ぶつ

ゆ　そう

こうこうぎょう しょくぎょう

せ

すな　ち



　　大正時代の終わりになると，北方領土にも町村制が整え

　られ，色丹島に１村，国後島に２村，択捉島に３村の合わ

　せて６村が置かれました。歯舞群島は，歯舞村（今の根室

　市）に属していました。

　　そのころの家は，ほとんどが木造，征屋根の平屋づくり

　の小さなものでした。

　　各村には小学校があり，

　その数は分教場も入れると

　３９校ありました。

　　島では，ごらく施設や映

　画館などはありませんでし

　たから，人々の楽しみは小学校の運動会や学芸会，地域の

　人々による演芸会などでした。中でも，１年に１回のお祭

　　　　　　　　　　　　りは，村じゅうをあげて，大変に

　　　　　　　　　　　　ぎやかに行われました。

　　　　　　　　　　　　　生活に必要な物は，船で運ばれ

　　　　　　　　　　　　ていましたから，暴風や流氷の時

　　　　　　　　　　　　期には，航海できなくなるので大

　　　　　　　　　　　　変困りました。

歯舞村（今の根室市に属している）

色丹村 

泊村　留夜別村

留別村　紗那村　蘂取村 

島　　　　名

歯 舞 群 島

色 　 丹 　 島

国 　 後 　 島

択 　 捉 　 島

村　　　　　　　　名
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　　食料品などは，翌年の春までの分を越冬用としてたくわ

　えておきました。新聞や郵便物などは，長い間とだえるこ

　とがしばしばありました。

　　一番困ったことは，急病人やけが人が出たときです。病

　院がきわめて少なく，医者も十数名と少なかったので，重

　病人は船で根室などに送られましたが，手当が間に合わな

　いこともしばしばありました。

　　このように，人々の生活は苦しいことや不便なことも多

　かったのですが，魚や木材など，豊かな資源にめぐまれて

　いたことから，生活が豊かで，島をふるさとに決めた人々

　は祖先の墓も建て，明るい希望を持って，いっしょうけん

　めいに努力していったのです。
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（６）北方領土の歴史

　　　北方の島々と北海道との間には古くから交通があり，

　　多くの交易が行われていました。当時の北海道を治めて

　　いた松前藩の記録の「新羅之記

　　録」によると，１６１５年（元

　　和元年）に，メナシ地方に住ん

　　でいたアイヌの人たちがラッコ

　　の皮を松前藩に貢物として送り，

　　松前藩はこれを徳川幕府に献上

　　したと記録されています。

　　　１６４４年（正保元年），松前藩が幕府に提出した地

　　図（正保御国絵図）には，知床半島と納沙布岬の東北に

　　大小３９の島々の中の３４の島には，「くなしり」，「え

　　とほろ」，「うるふ」などの名前が書かれていました。

　　　江戸幕府は，えぞ地や北方領土などの様子をくわしく

　　知るため，１７８５年（天明５年）から最上徳内を国後

　　島と択捉島に派遣し，現地の様子をくわしく調べさせま

　　した。

　　　また，１７９８年（寛政１０年）には，大規模な調査

　　隊を派遣し，近藤重蔵が最上徳内とともに択捉島にわた

　　り，「大日本恵登呂府」と書いた

　　標柱を建てました。

　　　さらに，１７９９年（寛政１１

　　年）には，　田屋嘉兵衛が国後・

　　択捉間に航路を開きました。この

　　ように，北方領土は昔から日本の領土なのです。

まつ まえ はん しん　ら　の　き

ろく

みつぎ もの

ばく ふ けんじょう

しょう ほ　お　くに　え　ず

も　がみとく ない

は  けん

かんせい

だい　に　ほん　え　と　ろ　ふ

ひょうちゅう た

こん　どうじゅうぞう



（７）北方領土の日

　　　１８５５年（安政元年）２月７日，江戸幕府はロシア

　　帝国（現在のロシア）と「日魯通好条約」（国同士の約

　　束）を結びました。この条約で，日本とロシア帝国の国

　　境は，択捉島とウルップ島の中間とし，択捉島よりも南

　　の島々は日本の領土，ウルップ島より北の島々はロシア

　　帝国の領土と決めました。この条約により，歯舞群島・

　　色丹島・国後島・択捉島の北方領土は，日本の領土であ

　　ることが正式に決められたのです。

　　　そこで，この日にちなんで国が，２月７日を『北方領

　　土の日』としました。（１９８１年（昭和５６年））

　　　毎年この日には，「北方領土返還要求全国大会」（東

　　京都）や「『北方領土の日』根室管内住民大会」（根室

　　市）などが開かれています。

　　　『北方領土の日』以外にも，根室市では，「北方領土

　　返還要求根室市民大会」（８月）や「北方領土ノサップ

　　岬マラソン大会」（８月），「北方領土まで歩こう会」

　　（９月）を開催しています。

　　　国民みんなの願い

　　を訴えるこのような

　　運動を「北方領土返

　　還要求運動」といい

　　ます。

　　　北方領土返還要求

　　運動は，終戦の年（昭

　　和２０年１２年１日），当時の安藤石典根室町長が連合
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　　国最高司令官に対し，「四島は古くから日本の領土であ

　　り，地理的にも歴史的にも北海道に付随する。」との陳

　　述書の提出が始まりとされています。

（８）北方四島交流

　 　北方四島交流が始まるまでに

　　　北方領土問題の解決に向けて，日本とソ連（現在のロ

　　シア）との話し合いが戦後６０年以上続けられています。

　　昭和３１年（１９５６年）には，国と国との間で「日ソ

　　共同宣言」が交わされました。「平和条約」（国と国と

　　が戦争をせず互いに平和な関係を続けるという約束）を

　　結ぶことができたときには，北方領土の一部を日本に返

　　すというものでした。ソビエト連邦がロシア連邦という

　　呼び名に変わってからも，ずっと話し合いが続けられて

　　きています。

　 　北方四島交流とは

　　　北方領土はもともと日本の領土ですから，自由に北方

　　領土に行き来できるはずなのですが，現実には行き来で

　　きません。

　　　１９９１年（平成３年），ソビエト連邦のゴルバチョ

　　フ大統領が日本に来て話し合い，お互いにもっと自由に

　　交流しあえるように，「ビザ」がなくても相互に行き来

　　できることが決まりました。両国の住民が，お互いの立

　　場を理解し，本当に仲良くしていくために，北方領土の

　　問題を解決することが大切であることを確認するためです。
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　　　「ビザ」とは，外国へ入国するときに必要な「許可証」

　　のことです。両国の住民が訪問し合うときには，外務大

　　臣が出す「身分証明書」だけで行き来ができる仕組みに

　　しました。ビザがなくても相互に行き来できるので「ビ

　　ザなし交流」と呼んでいます。

　　　１９９２年度（平成４年度）

　　から２０１３年度（平成２５年

　　度）までの２２年間で日本から

　　北方領土を訪れた人は，２９５

　　回で１１，４７３人，北方領土

　　から日本を訪れたロシア人は，

　　２０７回で８，２８２人となっ

　　ています。

　 　北方四島交流のようす

　　　北方四島交流は，北方

　　領土の元島民やその子ど

　　も，孫のほか，「北方領

　　土返還要求運動」に関係

　　している人，報道関係者

　　や研究者などが参加でき

　　ます。

　　　日本を訪問したロシア人を泊めてあげた人も参加でき

　　ます。大人だけでなく，中学生や高校生が代表で行くこ

　　ともあります。

　　　北方領土では，役場や学校を訪ねたり，ロシア人との

きょ　か しょう

ほう もん

み　ぶんしょうめい しょ

おとず

がい　む

ほうどう

と

たず



　　交流や，自然の様子を

　　見たりします。

　 　北方四島自由訪問

　　　北方四島への自由訪

　　問（故郷への訪問）は，

　　元島民及びその家族に

　　よる北方四島の居住地等への旅券・査証（ビザ）なしに

　　よる訪問があります。

　　　１９９９年（平成１１年）９月１１・１２日に第一陣

　　訪問団４４人が志発島を訪問以来，北方四島に毎年３〜

　　７回ほど実施されています。

（９）北方墓参の訪問

　　　１９６４年（昭和３９年）から北海道が主催して，北

　　方領土の島々にある日本人のお墓参りのために，元島民

　　　　　　　　　　　　　　や子孫が訪問できるようにな

　　　　　　　　　　　　　　りました。北海道が１年間に

　　　　　　　　　　　　　　数回行う墓参には，外務大臣

　　　　　　　　　　　　　　の発行する身分証明書だけで

　　　　　　　　　　　　　　参加することができます。２

　　　　　　　　　　　　　　０１３年度（平成２５年度）

　　　　　　　　　　　　　　まで９８回で，のべ参加者数

　　は，４，３００名（遺族は３，３２３名）に達しています。
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（10）安全操業

　　　北方四島・千島列島近海はよい漁場として知られ水産

　　業が発達し，北方四島の人々はもちろんのこと，根室の

　　人々の生活を支えてきました。根室の多くの漁民は，戦

　　前より貝殻島周辺はこんぶの好漁場で，こんぶをとって

　　生計をたてていました。水産資源が豊かなことは今も変

　　わりなく，とても大切な漁場です。領土の沿岸から３海

　　里（約５．５ｋｍ）がその国の主権が及ぶ領海でしたが，

　　１２海里（約２２ｋｍ）までの海域がその国の領海とな

　　りました。

　　　納沙布岬からわずか３.７

　　ｋｍの距離ですが，ロシ

　　アが主張する領海となっ

　　ているので，危険をおか

　　してまでも出漁するとだ

　　捕されてしまいます。最

　　初にだ捕されたのは，１９４６年（昭和２１年）に多楽

　　島付近を航行していた根室の漁船でした。毎年だ捕が続

　　いて，千隻以上の漁船がソ連の監視船にだ捕され，８千

　　人以上の漁船員が取り調べを受けました。漁船員は，取

　　り調べや裁判にかけられて，刑の期間が終わると，日本

　　の巡視船が引き取りに行きます。

　　　不幸にして長い間抑留されると，残された家族の生活

　　は苦しくなり，船主もまた，大切な漁船を失いますので，

　　再び船を用意して漁を始めるためには，大変な苦労にな

　　っていました。そのために，国や北海道・根室市では，
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　　だ捕見舞金などいろいろな制度をつくって援助やはげま

　　しの手をさしのべていましたが，十分に補うことができ

　　ません。そこで，国・北海道・市町村・水産関係団体で

　　は，安全に出漁する方法（安全操業）をいろいろ考え，

　　機会あるごとに話し合いが持たれています。

　　　漁民の生活を守るために，ソ連と漁業問題について交

　　渉を重ねるなど努力した結果，協定が結ばれました。こ

　　の協定の内容は，魚をとる場所が指定されたり，魚の種

　　類や漁獲する量の制限，出漁するための手続きなどがあ

　　り，思うように魚をとることができません。

　　　漁民の安全操業を願う声が高まる中，１９６３年（昭

　　和３８年）に，大日本水産界の高崎達之助会長が中心と

　　なってソ連と話し合いが持たれて，日本の漁船が貝殻島

　　付近で安全操業できる「日ロ間昆布採取協定」が結ばれ

　　ました。２０１２年度（平成２４年度）は，操業隻数は

　　２６２隻，４，１４４トンのこんぶ採取量でした。

　　　１９７７年（昭和５２年）７月，日本も領海を３海里

　　から１２海里とし，漁業専管水域も２００海里と決めま

　　したが，ロシアの２００海里の線引きが大きくちがって

　　いるので，北方四島周辺で安心して操業できるように，

　　早期の解決が望まれています。
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（11）北方領土のこれから

　　　北方領土が間近に見えるまち「根室」は，北方領土と

　　深く関わっています。街には，ロシア語の看板もありま

　　す。ロシアの人を見かけたこともあるでしょう。

　　　北方領土は日本の領土なのですが，ロシアに占領され

　　ていること，つまり「北方領土問題」は６０年以上の長

　　い間，解決されずに今に至っています。

　　　しかし，今は北方四島交流などでお互いをよく知ろう

　　としています。また，日本とロシア両国間でたびたび話

　　し合いが持たれ，問題の解決に向かっているのです。

　　　わたしたちがやらなければならないことは，まず，「北

　　方領土を知る」ことです。北方領土の歴史や北方領土に

　　住んでいるロシア人の考えを知ることです。また，豊か

　　な自然，魚の資源などをお互いに大切にするなど，様々

　　な見方も必要になってきています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いつの日か北方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　領土が還り，自由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に行き来でき，日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人もロシア人も，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなが幸せにな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る日を夢見て，勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　強していくことが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大切です。
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【北方領土学習に使える資料（一例）】

○『われらの北方領土（本編・資料編）２０１２年版』〔外務省〕

○『四島くん，領子ちゃんものしり博士の北方領土とは』

　　〔内閣府北方対策本部企画調査係〕

○『われらの四島の思い出』〔北方領土復帰期成同盟〕

○『北方領土ってどんなところ？』〔北方領土復帰期成同盟〕

○『小学生のよみもの「ほっぽうりょうど」』〔北方領土復帰期成同盟〕　

○『小学生用北方領土学習資料　２０１３年版』〔北方領土復帰期成同盟〕

○『日本の領土「北方領土」』〔根室市・北方領土問題対策協会〕

○『「四島とわたし」絵本コンクール』（北方領土隣接地域振興根室管内市町連絡協議会）

○『四島ばなし（ＤＶＤ）〜島民は語る！！想いは今も（歯舞群島・色丹島・

　国後島・択捉島編）』（北方領土問題青年会議）

○『小学生のためのほっぽうりょうど（ＤＶＤ）』（北方領土復帰期成同盟）
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　北海道教育庁生涯学習部学校教育課『アイヌ民族に関する指導の手引き』（北海道教育庁生涯学習部学校教育課　１９９２）

　公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構『アイヌ文化：歴史と現在〜未来を共に生きるために〜』

　渡辺　茂『根室市史　資料編』（根室市　１９６８）

　根室市史編さん室『根室市史　年表編』（根室市　１９８８）

　『〜いま，ふるさとねむろがおもしろい〜　学芸員日誌　総集編』

　社会科副読本『べつかい』（別海町教育委員会　２０１１）

　旧社会科副読本『わたしたちの根室』（根室市教育委員会・根室市教育研究会社会科サークル　１９８６）

映像資料
　『鎖国の世にロシアを見た男の物語　大黒屋光太夫』

ホームページ
　国土交通省　北海道開発局

さんこう しりょう ぶん  けん

えいぞう

へんしゅう



写真提供
　旭川市教育委員会　　岩見沢市教育委員会　　帯広市教育委員会

　小樽市教育委員会　　釧路市教育委員会　　　札幌市教育委員会

　函館市教育委員会　　幌延町教育委員会　　　鈴鹿市教育委員会

　別海町教育委員会

協　　力
　・根室振興局　　　　　　　　　　　　・北海道開発局

　・北海道立北方四島交流センター　　　・根室海上保安部

　・根室警察署　　　　　　　　　　　　・根室市役所

　・根室市役所歯舞支所　　　　　　　　・根室市消防署

　・根室市総合文化会館　　　　　　　　・根室市図書館

　・桂木浄水場　　　　　　　　　　　　・下水終末処理場

　・ごみ埋立処理場　　　　　　　　　　・花咲港港湾管理事務所

　・根室市歴史と自然の資料館　　　　　・北方館

　・根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター

　・コミュニティーセンターあさひ　　　・根室道路総合事務所

　・千島歯舞諸島居住者連盟の方々　　　・和田屯田保存会

　・日本野鳥の会　　　　　　　　　　　・根室駅

　・北海道電力　　　　　　　　　　　　・道東あさひ農業協同組合

　・北海道ぎょれん　　　　　　　　　　・落石漁業協同組合

　・根室湾中部漁業協同組合　　　　　　・根室清掃

　・伊藤畜産　　　　　　　　　　　　　・イオン根室店

　・株式会社カネヒロ　　　　　　　　　・荏原エンジニアリングサービス

　・小林商店　　　　　　　　　　　　　・マルシェ

　・杉山水産

題　　字
　工藤　光記（北斗小学校）

表　　紙（写真）　

　根室印刷株式会社



　前回の改訂から約１０年が経ち，根室市の経済や

街並みの変化に対応すべく，根室市社会科副読本編

集委員の先生方の努力により副読本の改訂が行われ

ました。

　また，この副読本は，たくさんの写真・イラスト

・グラフなどを使って子どもたちに興味・関心をも

たせながら，根室の歴史や姿を把えさせるよう構成

されています。今後，教科を問わず授業の中で有効

活用されることを願います。

　最後に，写真・資料・参考文献の提供およびご指

導・ご助言をいただきました関係各位のご協力に対

し，厚くお礼申し上げます。

  

小学校社会科副読本「ねむろ」
２０１５年（平成２７年）４月発行

編　集　　根室市社会科副読本編集委員会

発　行　　根室市教育委員会

印　刷　　根室印刷株式会社
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