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小学校第３・４学年社会科副読本

わたしたちの室蘭

　　かたかなの「ロ」を６こでまわりをかこんで「ムロ」とし、中に
「らん」の花を図案化して入れた。（昭和１１年４月１３日制定）

室蘭市教育委員会

〈市 章〉



室　蘭　市　民　憲　章

　わたしたちは、白鳥湾の美しい自然のなか
で、たくましく発展している港湾と商工業の
まち、室蘭の市民です。
　わたしたちは、このまちを愛し、市民であ
ることに、誇りと、責任をもち、さらに、豊
かな未来をめざし、ここに、市民憲章を定め
ます。
１　健康で働き、明るく楽しい家庭をつくり
ます。
１　老人をうやまい、子どもの夢をはぐくみ、
あたたかい心のかようまちをつくります。
１　自然を愛し、環境をととのえ、緑豊かな
まちをつくります。
１　のびゆく港と、産業を育て、未来を開く
希望のまちをつくります。
１　きまりを守り、教養を深め、文化のかお
りあふれるまちをつくります。
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名 誉 市 民
（故）南 條 徳 男（元衆議院議員）
（故）山 中 日露史（元衆議院議員）
（故）徳 中 祐 満（元道議会議員）
（故）熊 谷 綾 雄（元室蘭市長）
（故）栗 林 德 一（元会社社長）
（故）八 木 義 德（作    家）
（故）池 端 清 一（元衆議院議員）

室蘭市の花・木・鳥・魚

ツツジ ナナカマド
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　みんなで話し合ってみると，おたがいに
知らない場所がたくさんあることがわかり
ました。それぞれの場所がどこにあるのか
をたしかめてみることにしました。

１ わたしたちのまちはどんなまち

　てつやさんたちは，生活科のまちたんけ
んの学習をふりかえりながら，自分の家や
よく行く場所をしょうかいし合いました。

「ぼくの家は，海が近くいつも波の
音が聞こえて，気持ちのよい場所
です。」
「わたしがよく行く場所は，川です。
さくらがたくさん咲いていて，春
になるととてもきれいです。」
「ぼくは，山も好きなので，おうち
の人とよく山登りをします。とて
も気持ちがいいですよ。」

１ もっと知りたいわたしたちのまち

さくら祭りの様子

室蘭八幡宮 東室蘭駅

室蘭駅のまわり 坂のまわりに建つ家

　自分の家やよ
く行く場所はど
にあるのだろう。
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P8~11

まちには，どんな場所があって，
どんな様子なのかな

がくしゅう

ば　しょ

なみ

も

さ

す

のぼ

むろらんはちまんぐう えき

さか た

よう　す

2



　みんなで話し合ってみると，おたがいに
知らない場所がたくさんあることがわかり
ました。それぞれの場所がどこにあるのか
をたしかめてみることにしました。

１ わたしたちのまちはどんなまち

　てつやさんたちは，生活科のまちたんけ
んの学習をふりかえりながら，自分の家や
よく行く場所をしょうかいし合いました。

「ぼくの家は，海が近くいつも波の
音が聞こえて，気持ちのよい場所
です。」
「わたしがよく行く場所は，川です。
さくらがたくさん咲いていて，春
になるととてもきれいです。」
「ぼくは，山も好きなので，おうち
の人とよく山登りをします。とて
も気持ちがいいですよ。」

１ もっと知りたいわたしたちのまち

さくら祭りの様子

室蘭八幡宮 東室蘭駅

室蘭駅のまわり 坂のまわりに建つ家

　自分の家やよ
く行く場所はど
にあるのだろう。

P4~7

P8~11

まちには，どんな場所があって，
どんな様子なのかな

がくしゅう

ば　しょ

なみ

も

さ

す

のぼ

むろらんはちまんぐう えき

さか た

よう　す

3



東室蘭駅のまわりコースをたんけん

　ななみさんたちは，駅のまわりを歩いて
かんさつし，いろいろなしせつやたてもの
があることがわかりました。

「駅の近くに，消防署があったね。
くんれんしている人がいたよ。」
「ゆうびん局もあったよ。一度見学
してみたいな。」
「駅の中にえきがるセンターという
場所があったよ。たくさんの人が
りようしていたね。なにをすると
ころなのかな。」
「少し歩くとバスのターミナルも
あったよ。駅のまわりには，いろ
いろなしせつがあつまっているみ
たいだね。

東室蘭駅

東室蘭ゆうびん局 バスターミナル

えきがるセンター

東室蘭駅のまわりの地図

消防署

 東室蘭駅のま
わりは，どんな
様子なのだろう。

P12~13

　町たんけんで
しらべたことを
地図に表してみ
よう。
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きょく

ば　しょ

ど

えき
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土地の高い所とひくい所コース
をたんけん

　てつやさんたちは，土地の高い所やみな
との近くをたんけんしました。

「坂をあがってくと，たくさんの家
がならんでいるね。」
「ここからさらに坂を上がっていく
と，神社が見えてくるよ。」
「みなとの方はそうこや工場がたく
さんあるね。」
「みなとの近くの道路にそって，船
がたくさんならんでいるよ。」
「ときどき，大きな船がとまってい
ることもあるね。」
「ここから白鳥大橋も見えるよ。
りっぱな大きな橋だね。」

室蘭八幡宮から見た
みなとのようす

坂の下から見上げたようす

白鳥大橋 函館どっくのようす

立ちならぶそうこ 港にとまる船

　土地の高いと
ころとひくい所
はどんな様子な
のだろう。

P13~14

P16~17

まちの様子を表
にまとめよう。

よう　す

　町たんけんで
しらべたことを
地図に表してみ
よう。

ところ

じん じゃ

どう　ろ

はし

はこ だて

みなと

さかはち　まん　ぐう
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２ いろいろなしせつ
１ みんながりようするしせつ
　まちたんけんで見つけた公共しせつにつ
いて，たんけんしたメンバーと話し合いま
した。すると，室蘭市の中には，たくさん
の公共しせつがあることがわかりました。

文化センターの
大ホールはすごい

私は，図書館に
行ってみたいわ

青少年科学館では
いろいろな体験ができるわ

きらん

広域センタービル

室蘭水族館

　みんなの学校
の近所には，ど
んなしせつがあ
るでしょうか。
　

しせつ見学の計画の立て方
　１　見学する日をきめる。
　　・しせつのつごうを聞いてきめる。
　２　しらべてくることをきめる。
　　・どのような人たちがりようしているか。
　　・どのようなりようのしかたをしているか。
　　・りようするときのきまりがあるか。
　　・はたらいている人に感想や意見を聞く。

こうきょう

きんじょ

どこかのしせつを
見学してみたいな。 かんそう い　けん

か　がく かん

たい けん

すい ぞく かん

こう いき
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３ 港がある私たちの市３ 港がある私たちの市

わたしたちの学校は
どこかしら。

地図でくわしく見てみよう。

同じ市なのに，ずいぶんと
ちがいがあるね。

写真だけでは，くわしい
様子がわからないわ。

町並み
な

わし別だけ
べつ

外海がわ

そくりょう山

しゃ しん
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「胆振地方の中では，室蘭市は小さ
い方だね。」

「北海道の中では左下になるから，
道内の南西にあるということだね。」

「室蘭市の外がわはぎざぎざしてい
るけど，内がわはまっすぐなせん
がおおいよ。どうしてだろう。」

　みさきさんたちは，北海道の地図の中から，
室蘭市の場所を見つけました。そして，室
蘭市のまわりの市や町について，知ってい
ることを話し合いました。

「室蘭市は胆振地方の中では一番南
になるのね。」

「洞爺湖町でキャンプをしたことが
あるよ。室蘭市の北にあるね。」

「登別市のおんせんに，家ぞくでと
まりに行ったことがあるわ。室蘭
市の北東にとなりあってるのね。」

「スーパーでは，伊達市で作られた
牛にゅうや野さいを見るよ。室蘭
市の北西にあるね。」

　わたしたちの
すむ市は，北海
道のどこにある
のだろう。

P22~23

P21

北海道や市の地図をながめて

むかわ町

胆振地方

厚真町

安平町

苫小牧市

白老町

登別市

室蘭市

伊達市
大滝区洞爺湖町

伊達市

豊浦町

壮瞥町

あつま

あびら

とまこまい

しらおい

のぼりべつだ　て

だ　て

おおたきとうやこ

とようら

そうべつ

むろらん

室蘭市の広がりを，白地図を
作ってたしかめよう。

学習問題をつ
くって，見通し
を立てよう

い　ぶり

がくしゅうもん だい
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　室蘭市は，山がちな地形が多く，古くからの住たくの多
くは坂のとちゅうにあります。市役所や駅のまわりには，店
や会社など大きな建物が集まっています。わんの内側に
は大きな工場が多いのですが，その反対がわには手つか
ずの自然がのこっています。市の北や西の方にも緑の多
い所があり，田や畑の見られる所もあります。

公共しせつの多いところ
　私たちは公共しせつの多いところを調べ
ました。中央町の近くには，市役所・図書館・
青少年科学館などがあります。また，少し
はなれたところには，文化センターや，保
健所，むろらん広域センタービルなど，み
んなのためになる公共しせつが集まってい
ます。

土地りようのようす
　ふうたさんたちは，市役所に行き，室蘭
市の土地の使われ方について，話を聞きま
した。

それぞれの場所がどんな様子なのか，
もっとくわしくしらべてみたいな。

　市の大まかな
土地の使われ
方は，どのよう
になっているの
だろう。

　公共しせつの
多い所はどのよ
うな様子なのだ
ろう。

P24~25

室蘭市の土地の使われ方の地図

むろらん広域センタービル

なぜたくさんの公共しせつが
集まっているのかなあ？

市立室蘭総合病院

青少年科学館

室蘭市役所

文化センター

図書館や科学館は行ったことが
あるけど，市役所はまだ行った
ことがないわ。

市役所の北村さんの話
•　　•　　•

はん たい

し　ぜん

はたけ

みどり

じゅう

たて もの

し　やく しょ

つか

よう　す

こうきょう

ところ

こういき
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　工場は，祝津地区に，「函館どつく」があ
ります。中央ふとうの東側には「日鋼」「日
本製鉄（旧新日鐵住金）」「日鉄セメント」
があります。
　大きな工場は，港のまわりのうめたて地
に多くならんでいることがわかりました。

港と工場
　私たちは，港や工場の多いところについ
て調べてみることにしました。
　室蘭港には，たくさんのふとうがあります。
豪華旅客船が来港できる中央ふとう，フェ
リーなどが発着できるフェリーふとう，そ
して，日通ふとうがつづき，大きな船やコ
ンテナ船もやってくる崎守ふとうなどがあ
ります。

　港のまわりは，
どのような様子
なのだろう。

室蘭市の土地の使われ方の地図

崎守埠頭のガントリークレーン（主に鉄製品などをつみ出します）

ごう　か　りょ かく せん らい こう

はっちゃく

さき もり

にっ

ぽん せい てつ きゅうしん にっ　てつ　すみ　きん

ふ　とう

室蘭の港

室蘭港内の主な工場とふとう

①函館どつく
②西ふとう
③日　鋼
④日通ふとう
⑤フェリーふとう
⑥日本製鉄
⑦イタンキ工業団地

①

②

③

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
⑬

⑭

⑧日鉄セメント
⑨本輪西ふとう
⑩香川工業団地
⑪大黒島
⑫南北ぼうはてい
⑬白鳥大橋
⑭崎守ふとう

日本製鉄室蘭製鉄所
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店の多いところ
　わたしたちは，店の多いところを調べま
した。前の「お店調べ」で学習したように，
大きな商店がいがいくつかありました。
　まずは，古くからにぎわっていた中央町
です。ここは昔からの店やホテルなどがあ
ります。また，中島町には大きな店やスー
パーマーケットもあり，多くの人が買いも
のにやってきます。
　東町の弥生地区にも，多くの店が集まり，
たくさんの人が買いものにやってきます。
　輪西地区には，大きなスーパーができて，
買いもの客が多くなってきました。この他
にも，母恋地区や本輪西地区，白鳥台地区
など，あちこちにも商店がいができています。
これは室蘭市の特ちょうです。

交通のようす
　市の交通のようすを調べてみました。
　鉄道は，港をとりかこむようにつづいて
います。室蘭駅－母恋駅－御崎駅－輪西駅
をへて，東室蘭駅があります。ここは，長
万部方面と札幌方面の乗りかえ駅として，
多くの人たちがのりおりしています。
　道路は，鉄道とならぶようにつながって
います。まちの北側を高そく道路が通って
います。国道はイタンキ交差点から国道３６
号と国道３７号に分かれます。１９９８（平成
１０）年に「白鳥大橋」が完成し，道路が港
をぐるっとひとまわりし，交通がたいへん
便利になりました。
　港にはたくさんの船が出入りしています。
２０１８（平成３０）年に岩手県宮古市とつな
がるフェリー航路ができたほか，商船航路
も本州とつながっていて，たくさんの人や
車，荷物を運んでいます。

　お店の多い所
は，どのような
様子なのだろう。

　市の交通の
様子について調
べましょう。
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新しい住宅地
　わたしたちは住宅の多いところを調べま
した。
　室蘭市は，平地が少なく沢づたいに住宅
がならんでいましたが，１９６６（昭和４１）
年ごろから市の北西にある白鳥台地区の開
発をすすめ，ここに団地を作りました。そ
の後，学校や病院，商店や公園などもでき，
たくさんの人々が住むようになりました。
　また，中島町をのぼった高台にある八丁
平地区にも住宅がたつようになり，今では
たくさんの人々が住んでいます。ここには，
高等学校や養護学校，自動車学校のほか，
小学校や幼稚園もたてられ，大きな住宅地
となりました。
　さらに，知利別町の社宅の跡地や，栄町
の学校の跡地などにも住宅が建てられ，新
しい住宅地が広がっています。

　住宅の多い所
は，どのような様
子なのだろう。

よう　ご

あと

よう　ち　　えん

たく

八丁平地区の住宅のようす

＜コラム＞　八丁平に飛行場があった！

飛行場の写真

　室蘭市には，およそ８万４千人の人が集まり生活しています。このような中で，住
宅地の真ん中にとつぜん大きな工場やお店がたってしまったら，周りの住宅には陽が
あたらなくなったり，しずかな生活が，人や車でさわがしくなることが考えられます。
　このように，都市では自分の土地を使うのにも，まわりのことを考えないと多くの
人にめいわくをかけることになります。
　このため，多くの人が生活している都市で
は，土地の使い方やたてもののたて方にルー
ルを決めて，それをおたがいがまもっていく
ことが必要になります。
　また，都市で生活していく上で，道路や公
園，下水道などの施設は，住宅の分ぷや人・
物の流れ，他の都市との関係などを考えて，
あらかじめ計画をたてておき，それにしたが
ってまちづくりをしていく必要があります。
　このように，まちを住みよいものにしてい
くために，土地の使い方や建物の建て方につ
いてのルールをはじめ，まちづくりに必要な
多くのことがらを考えながら決めているのが
「都市計画」です。

＜コラム＞「都市計画」って何？
と　　し

室蘭市の都市計画図（赤が商業地域，
水色が工業専用地域などの指定がさ
れています）

　室蘭市に飛行場があったことを，みなさん知ってい
ますか。
　実は，今から約７０年ほど前までは，あったそうです。
　ちょうどそのころ，日本は外国と戦争をしていまし
た。１９３５（昭和１０）年から，八丁平に「市営飛行場」
がつくられはじめました。（今の室蘭中央自動車学校
のあたりになります）
　どんどん，戦争がはげしくなってくると，室蘭の港
や工場を守るために，たくさんのへいたいさんがやっ
てきました。八丁平の飛行場は，りくぐんの飛行機を
飛ばすために，学生や町内会のたくさんの人々の手で
広げられました。
　できあがった飛行場は，はば２０m，長さ８００mだった
そうです。

20



新しい住宅地
　わたしたちは住宅の多いところを調べま
した。
　室蘭市は，平地が少なく沢づたいに住宅
がならんでいましたが，１９６６（昭和４１）
年ごろから市の北西にある白鳥台地区の開
発をすすめ，ここに団地を作りました。そ
の後，学校や病院，商店や公園などもでき，
たくさんの人々が住むようになりました。
　また，中島町をのぼった高台にある八丁
平地区にも住宅がたつようになり，今では
たくさんの人々が住んでいます。ここには，
高等学校や養護学校，自動車学校のほか，
小学校や幼稚園もたてられ，大きな住宅地
となりました。
　さらに，知利別町の社宅の跡地や，栄町
の学校の跡地などにも住宅が建てられ，新
しい住宅地が広がっています。

　住宅の多い所
は，どのような様
子なのだろう。

よう　ご

あと

よう　ち　　えん

たく

八丁平地区の住宅のようす

＜コラム＞　八丁平に飛行場があった！

飛行場の写真

　室蘭市には，およそ８万４千人の人が集まり生活しています。このような中で，住
宅地の真ん中にとつぜん大きな工場やお店がたってしまったら，周りの住宅には陽が
あたらなくなったり，しずかな生活が，人や車でさわがしくなることが考えられます。
　このように，都市では自分の土地を使うのにも，まわりのことを考えないと多くの
人にめいわくをかけることになります。
　このため，多くの人が生活している都市で
は，土地の使い方やたてもののたて方にルー
ルを決めて，それをおたがいがまもっていく
ことが必要になります。
　また，都市で生活していく上で，道路や公
園，下水道などの施設は，住宅の分ぷや人・
物の流れ，他の都市との関係などを考えて，
あらかじめ計画をたてておき，それにしたが
ってまちづくりをしていく必要があります。
　このように，まちを住みよいものにしてい
くために，土地の使い方や建物の建て方につ
いてのルールをはじめ，まちづくりに必要な
多くのことがらを考えながら決めているのが
「都市計画」です。

＜コラム＞「都市計画」って何？
と　　し

室蘭市の都市計画図（赤が商業地域，
水色が工業専用地域などの指定がさ
れています）

　室蘭市に飛行場があったことを，みなさん知ってい
ますか。
　実は，今から約７０年ほど前までは，あったそうです。
　ちょうどそのころ，日本は外国と戦争をしていまし
た。１９３５（昭和１０）年から，八丁平に「市営飛行場」
がつくられはじめました。（今の室蘭中央自動車学校
のあたりになります）
　どんどん，戦争がはげしくなってくると，室蘭の港
や工場を守るために，たくさんのへいたいさんがやっ
てきました。八丁平の飛行場は，りくぐんの飛行機を
飛ばすために，学生や町内会のたくさんの人々の手で
広げられました。
　できあがった飛行場は，はば２０m，長さ８００mだった
そうです。

21



漁港や田畑のあるところ
　私たちの住む室蘭市では，住宅のすぐ近
くで小鳥やセミの声を聞くことができます。
室蘭市は，工業のさかんな港町というイメー
ジがありますが，自然にもめぐまれている
のがとくちょうです。
　絵鞆半島の外側の海（太平洋）は，多く
の魚や海草にめぐまれ，クジラやイルカも
ときどきみられます。外海に面した地区に
はこの自然をいかして漁業をしている人が
住んでいます。
　いっぽう，わし別岳（室蘭岳）のすそ野
に広がる香川町や石川町では，お米や野菜
をつくっている人や，牛やうずらをかって
いる人がいます。

　漁港や田畑の
ある所は，どのよ
うな様子なのだ
ろう。

え　とも はん　とう

だけべつ

や　さい

ぼく草地

やさい・米

崎守町

イタンキ
　漁港

P38~41

これまでに調べてきた市の様子を
まとめよう
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栽培水産試験場
さい ばい すい さん し けんじょう

　漁港の海には黒やオレンジ色
の玉がたくさんうかんでいます。
「あれはうき玉と言って，あの下
でホタテやウニなどを育ててい
るんだよ。」と，おじさんが教え
てくれました。

　てつやさんは舟見町の追直漁港にやって
きました。室蘭漁業協同組合のおじさんの
お話では，７０せきほどの漁船が，この漁港
で魚や貝，海そうなどをとっているそうです。
　この漁港には，室蘭漁業協同組合や地方
卸売市場追直分場のたてもの，魚をとるあ
みや魚を入れるはこなどをしまっておくそ
うこ，魚をひやす氷をつくり・ためておく
しせつ，船のねんりょうをいれておくタン
クなどがあります。

　どんな魚や貝，
海そうがとれるの
でしょうか。
　また，そのとり
かたのちがいも
調べてみましょう。

ふな　み ちょう おいなおしぎょこう

ぎょぎょうきょうどう

ぎょ せん

おろしうり ぶんじょう

海にうかぶうき玉

　みなさんは栽培水産試験場に行ったことはありますか？正式
には，北海道立総合研究機構水産研究本部栽培水産試験場とい
います。
　ここでは，魚や貝などを卵からそだて，魚を元気に大きくそ
だてることはできないか，貝を多くふやすことはできないかな
どの研究をしています。また，この地域にいる魚や貝などの大
きさや年れいを調べています。
　そうしてわかったことを「つくり育てる漁業」や「魚などが
へらないようにじょうずに利用する漁業」に役立てています。
　マツカワ，キツネメバル，
ニシン，シシャモ，ケガニ，
アサリ，ホッキ，ホタテな
ど，たくさんの魚や貝の研究
をしています。

き こう

たまご

いき

マツカワ

・漁港をたずねて

空からみた追直漁港
おいなおし

「漁港の様子を調べてみたいな」

24



栽培水産試験場
さい ばい すい さん し けんじょう

　漁港の海には黒やオレンジ色
の玉がたくさんうかんでいます。
「あれはうき玉と言って，あの下
でホタテやウニなどを育ててい
るんだよ。」と，おじさんが教え
てくれました。

　てつやさんは舟見町の追直漁港にやって
きました。室蘭漁業協同組合のおじさんの
お話では，７０せきほどの漁船が，この漁港
で魚や貝，海そうなどをとっているそうです。
　この漁港には，室蘭漁業協同組合や地方
卸売市場追直分場のたてもの，魚をとるあ
みや魚を入れるはこなどをしまっておくそ
うこ，魚をひやす氷をつくり・ためておく
しせつ，船のねんりょうをいれておくタン
クなどがあります。

　どんな魚や貝，
海そうがとれるの
でしょうか。
　また，そのとり
かたのちがいも
調べてみましょう。

ふな　み ちょう おいなおしぎょこう

ぎょぎょうきょうどう

ぎょ せん

おろしうり ぶんじょう

海にうかぶうき玉

　みなさんは栽培水産試験場に行ったことはありますか？正式
には，北海道立総合研究機構水産研究本部栽培水産試験場とい
います。
　ここでは，魚や貝などを卵からそだて，魚を元気に大きくそ
だてることはできないか，貝を多くふやすことはできないかな
どの研究をしています。また，この地域にいる魚や貝などの大
きさや年れいを調べています。
　そうしてわかったことを「つくり育てる漁業」や「魚などが
へらないようにじょうずに利用する漁業」に役立てています。
　マツカワ，キツネメバル，
ニシン，シシャモ，ケガニ，
アサリ，ホッキ，ホタテな
ど，たくさんの魚や貝の研究
をしています。

き こう

たまご

いき

マツカワ

・漁港をたずねて

空からみた追直漁港
おいなおし

「漁港の様子を調べてみたいな」

25



ぎょかいるい

しぜん

りょうし

か

しゅっか

海藻研究所

みなさんは，海藻研究所って知っていますか？正式には，北海道
大学北方生物圏

けん

フィールド科学センター室蘭臨
りん

海
かい

実
じっ

験
けん

所
しょ

といいます。
ここでは，噴

ふん

火
か

湾
わん

に生
せい

息
そく

するコンブやさまざまな種類の海藻類に
ついて，どうやって海藻が生まれ，育っていくのかといったことな
どを研究しています。
研究所のある噴火湾は，千

ち

島寒流
しまかんりゅう

と津
つ

軽暖流
がるだんりゅう

の２つの海流が流れ
込むため，２００種類以上というとても豊富な海藻類が生息する場所
となっています。ここでは，世界でもめずらしい種類の海藻もみる
ことができ，栽培漁業

さい ばい

などにおいても，地域にこうけんしています。

海
かい

藻
そう

研究所

研究所のたてものと場所

体験学習のようす

　平成２５年３月にできた，全国ではじめての２階だての沖合人工
島です。サッカー場ほどの広さがあり，ホタテを育てたり毛ガニを
とってきたりする場所として利用されているほか，市民のみなさん
が海に親しむ「ふれあい漁港」としての利用も期待されています。

おきあい

Mランド

きたい

　海にいる生き物は，とるだけだと数がどんどんへってしまい，
いずれとれなくなってしまいます。だから，いつまでもおいしい
魚や貝が食べられるように，漁師さんはとるだけでなく，魚や貝
を育ててふやしています。これを「つくりそだてる漁業」といい
ます。このことは，たいへんな努力や苦労が必要です。
　また，海の生き物が元気に育つには，元気な森が必要です。元
気な森にするため，漁師のおくさんやお母さんが，山に木を植え
る活動をしています。

室蘭で育てている魚介類
・ナマコ
２ｃｍくらいの子どもを海に放し，５～６年後に自然に大きく
なるのを待ってからとります。
・サケ
秋に川へのぼる大人からとったたま
ごをふ化させ，赤ちゃんを５ｃｍく
らいまで育ててから，春に川へ放し
て，３～４年後に大きくなって帰っ
てきたサケをとります。

・ウニ
赤ちゃんを２ｃｍくらいまで
育ててから海に放し，１～２
年後に５ｃｍ以上に大きくな
るのを待ってからとります。
・ホタテ
海の中で，かごに入れたりロ
ープにつるして（耳づり）育
てます。かごで５ｃｍくらい
に育てた子どものホタテと，
かごや耳づりで2～3年かけ
て大きく育てたホタテを出荷
します。

「つくりそだてる漁業」

ホタテを育てるカゴとホタテの子ども

山に木を植える活動
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研究所のたてものと場所
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気な森にするため，漁師のおくさんやお母さんが，山に木を植え
る活動をしています。

室蘭で育てている魚介類
・ナマコ
２ｃｍくらいの子どもを海に放し，５～６年後に自然に大きく
なるのを待ってからとります。
・サケ
秋に川へのぼる大人からとったたま
ごをふ化させ，赤ちゃんを５ｃｍく
らいまで育ててから，春に川へ放し
て，３～４年後に大きくなって帰っ
てきたサケをとります。

・ウニ
赤ちゃんを２ｃｍくらいまで
育ててから海に放し，１～２
年後に５ｃｍ以上に大きくな
るのを待ってからとります。
・ホタテ
海の中で，かごに入れたりロ
ープにつるして（耳づり）育
てます。かごで５ｃｍくらい
に育てた子どものホタテと，
かごや耳づりで2～3年かけ
て大きく育てたホタテを出荷
します。

「つくりそだてる漁業」

ホタテを育てるカゴとホタテの子ども

山に木を植える活動
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絵鞆半島に付けられたアイヌ語地名
明治初め頃「胆振国室蘭郡全図」より

むかしの室蘭の地図

江戸時代に作られた室蘭地域の図
松浦武四郎「三航蝦夷全図」より

　市内にはアイヌ語の地名が多く，古くからアイヌの人たちが生活していた
ことを示しています。
　むかしの人たちは，いったいどんな生活をしていたのでしょう。

しめ

めい じ はじ 　ころ ぐんいぶり
まつうらたけ し ろう さんこう え　ぞ

ムロランの土地の名前の由
ゆ

来
らい

室蘭市には，アイヌ語がもとになった地名が１００以上あります。
室蘭（むろらん）ー〉 モロラン・モルエラン（ゆるやかに下る坂）
茶津（ちゃつ） ー〉 チャシ（とりで）
絵鞆（えとも） ー〉 エンルム（みさき）
イタンキ浜　　　ー〉 イタンキ（おわん）
幌萌（ほろもえ）ー〉 ポロ・モイ（大きい湾

わん

）
みなさんも，こうした地名がないかさがしてみましょう！

室蘭の名勝
めい しょう

名勝とは
言い伝えに登場するなどさまざまな由来をもち，
美しいけしきをもつ土地で，これを大切に守って
いくために，国が指定した土地のこと。

名勝ピリカノカ絵鞆半島外海岸として，平成２４年
（２０１２年）新たに国の指定を受けました。
「ピリカノカ」アイヌ語で〔美しい・形〕という意
味です。

「トゥカル・イショ」
アイヌ語で〔アザラシ・岩〕
という意味です。
今，アザラシはなかなか
見られませんが，かつて
はよく来ていたことを示
す地名です。

「ポロ・チケプ」
アイヌ語で〔親である・
がけ〕という意味です。
とう台で有名な地球岬で
すが，アイヌ語の地名の
とおり，海からみると写
真のようにとても大きな
がけになっています。

「ハル・カル・モイ」
アイヌ語で〔食りょう・
とる・入江〕という意味
です。
地名のとおり魚や貝など
を採るのに使われた場所
なのでしょう。

「マシ・チセ」
アイヌ語で〔海ネコ (の )・
家〕という意味です。
今も海鳥が多く，すを作っ
ている場所です。
アイヌの人たちがかりを
したあとも見つかってい
ます。

ゆ　らい

し てい

しめ

え ともはんとうそとかいがん

し てい う

と

ハルカラモイ トッカリショ浜
はま

地球岬
ちきゅうみさき

増市浜
ますいちはま
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　お店には，食料品や日用品・衣料品・く
すりなど，いろいろなものが，数をたくさ
んそろえて売られています。
　やさいや魚は，ふくろづめやパックづめ
にして売っています。お金は，まとめて「レ
ジ」で，しはらいます。
　お店ではたらく人も，品物の一つ一つに
ねだんをつける人，たなに品物をならべる
人，レジの人など，たくさんの人たちがい
そがしそうに，はたらいています。

１店ではたらく人と仕事
　買い物はどこで・買い物調べ→

スーパーマーケットの様子を調べよう
　きょうは，スーパーマーケットに行き，
品物のならべ方や，売り場の様子を調べる
日です。
　てつやさんたちは，スーパーマーケット
では，たくさんの品物を大きなたなになら
べていることと，広い売り場を同じしゅる
いの品物で，くぎっていることに気がつき
ました。
　そして，どこにどんな品物があるかを書
いたあんない板をたよりに，店の中を調べ
始めました。

２　はたらく人とわたしたちのくらし

　家の人たちは，
どのような店で
買い物をしてい
るのだろう。

　スーパーマー
ケットではどの
ようなくふうをし
ているのだろう。

P52~53

P44~51

広いちゅう車場が
あって，べんりだっ
てお母さんがいっ
てたよ。

ふだん買い物しているときは気がつ
かなかったけど， お店にはいろいろ
な仕事をしている人がいるのね。
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31



店ではたらく人の様子
　やすこさんたちは，自分たちが調べたお
店のくふうなどについて，さらに店長さん
からお話をうかがうことにしました。

　家の人たちは，
どのような店で
買い物をしてい
るのだろう。

P54~59

みんなてきぱきとしごとが
早くて，びっくりしちゃった。

お客さんが安心してべんりな
買い物ができるようにくふう
しているのね。

　私たちの店では，お客さんに品物を買っ
てもらうために，いろいろなくふうをして
います。
　お客さんの買い物が一度ですむように，
いろいろな品物を数多くそろえておくよう
にしています。
　品物を仕入れる時は，できるだけやすく，

新せんなもの，安全なものであるようにどりょくしています。
　また，売リ場ごとにお客さんに大きな声でよびかけたり，試食
してもらったリしています。
　売り場の通路を広くしたり，ショッピングカートを用意して，
買い物をしやすくしています。
　せんでんのテレビコマ ー シャルも， どんどん出してたくさん
のお客さんに来てもらうようにしています。

店長さんのお話

し　い
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　となりの青果市場には，はくさい・キャ
ベツ・だいこん・たまねぎ・みかんなどの
やさいやくだものが，だんボールばこや木
ばこ・ネットなどに入れられて，高くつみ
重ねられています。
　やさいや，魚などのねだんは，「せり」に
よって決められています。
　「せり」をする人が，元気のよい声で品物
のねだんをよびかけると，仕入れにきた人
たちは，いせいよく手をあげて，返事をして，
次々にねだんが決まり，品物が引き取られ
ていきます。
　９時を過ぎたころには，「せり」もぜんぶ
終わり，きれいに後かたづけされ，ちゅう
車場もがらんとします。

　ふうたさんたちは，約束した朝６時に集
まって，日の出町にある地方卸売市場に向
かいました。
　市場では，朝，うすぐらいうちから仕入
れにくる魚屋さんや，やおやさんのトラッ
クなどで広いちゅう車場がいっぱいになっ
ていました。
　ひろみ君たちが中に入ってみると，市場
は大きく２つに分かれていることがわかり
ました。
　最初に見た水産市場には，はこに入った，
たら・かれい・いかなど，いろいろな魚が，
ずらりとならべられています。

　店で売られて
いる商品は，ど
こから運ばれて
くるのだろう。

P56~57

P60~61

これまでに調べてきた店のくふう
をまとめよう

●室蘭市公設地方卸売市場
おろしう りこ う せ つ

「ここでは，一日に魚がおよそ30トン，やさいやくだものが57トン
もあつかわれています。これらのものは，室蘭市だけでなく，登別
市や伊達市などおよそ20万人の人たちの食べ物になっています。」

市場長さんのお話

さい　しょ すい　さん　いち　ば

せい　　か　　いち　ば

し　　い

　へん　 じ
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よりよい買い物をするために
　てつやさんたちは，スーパーマーケットのほ
かに，室蘭市の商店がいなどについてもまとめ
てみました。話し合ううちに，いろいろな買い
物のしかたがあることにも気づきました。

P62~63

近所のコンビニエンスストアで買
い物をすることもあるよ。

お父さんは，インターネットで買
い物をしていたこともあったよ。

電子マネーを使って買い物ができ
るお店もあるわよ。

●中央町の商店がい

●中島町の商店がい
　東室蘭駅の西口を出ると，中島町・知利別方面に中島町商店がいがあります。
　その中でも特ににぎやかなところは，東室蘭駅西口から中島町入口にかけてＬ字形になっている商店が
いです。
　ここには，ショッピングセンターや大きな店，ホテルなどをふくめ，おおよそ200の店があります。近
くの高砂町や水元町・八丁平などに住宅がふえ，どんどん発てんしたので，商店がいも大きくなりました。
　所々に広場があり，かざりのしょう明がつけられています。道はばを広げたり，カラーほそうにしたり
して，車や人が通りやすくしました。
　また，知利別川を整備し，さんぽする道などもあり，いこいの場になっています。この他にも，店ごと
のかんばんやたてものの色を考えるなど，みんなで話し合い，きれいな町なみにするためにくふうや努力
をしています。

　室蘭駅のあるまちは，古くからのお店がたくさんあります。
　一番にぎやかな中央町の商店がいには，およそ130の店が
あります。ここにはこれまでアーケードがありました。しか
し，明るい町なみにするためにアーケードをとりはらい，カ
ラーほそうにしたり，きせつごとにかざりつけをしたりして，
くふうや努力をしています。
　旧室蘭駅や小公園ではいろいろなイベントを開いています。

　太平橋のたもとの東町に，大きな店が集まっています。平成12年
9月にできた弥生ショッピングセンターです。
　ここには，広いちゅう車場があり，15の専門店があつまっていま
す。夜おそくまで営業している店もあります。
　どうろや店の中は，だんさをすくなくし，歩きやすいようになっ
ています。

●弥生ショッピングセンター
やよい

たいへいばし
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のかんばんやたてものの色を考えるなど，みんなで話し合い，きれいな町なみにするためにくふうや努力
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やよい

たいへいばし
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　ななみさんが地図で調べてみると，室蘭
には，港にめんして日本製鉄や日鋼などの
大きな工場があり，イタンキ工業団地や中
島の入り口にも中小の工場がたくさんあり
ます。
　また，香川町の工業団地には，せいみつな
部品をつくる工場があることがわかりました。

ものづくりのまち
　ななみさんたちは，まちめぐりをしたと
きに，港のまわりにたくさんの工場がある
ことをしりました。

　室蘭市にはど
のような工場が
あるのだろう。

P64~65

高台から見た工場の多い地いき

室蘭市は，工場の多い地いきが広いのね。

　それぞれの工場では，ど
んな仕事をしているのかしら。
わたしたちと，なにかつなが
りがあるのかな。

　室蘭には，鉄にかかわる
工場が集まっているんだよ。

P66~67
学習問題をつくって，見通しを立てよう

２工場ではたらく人と仕事

函館どつく

せい  てつ こうにっ   ぽん

①函館どつく
②日鋼
③日本製鉄

④イタンキ工業団地
⑤日鉄セメント
⑥香川工業団地

室蘭の工場

①

②

③
④

⑤

⑥
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日　鋼

日本製鉄

　鉄にかかわる大工場を中心にして，それをささえる
たくさんの工場があります。また，大きな工場どうし
もおたがいにかかわりあってせい品をつくっているこ
ともあります。
「どの工場と，どの工場がどのようにむすびついている
かをしらべてみるのもいいですね。」と先生がおっしゃ
いました。
　とくしゅな技術をもっている工場や室蘭のかんきょ
うを生かして船やせいみつな部品をつくっている工場
もあります。

日鉄セメント

香川工業団地（キメラ）

函館どつく

きず ぎじゅつ

はたら すがた じっさい

ていきょう

親子工場見学・ものづくりバスツアー 工場で働く人

　先人が築き上げた技術を未来へ引きついでいくためにも， 
室蘭でつくられているせい品や，働く人の姿を実際に見
て学ぶことが大切です。室蘭には，工場見学の受け入れを行う
会社や，ものづくり体けんを提供する大学や市民団体など
が多くあります。これらのものづくりに親しむための取り組み
を，室蘭では『てついく（鉄育）』と名づけています。 
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①高ろ
　高ろは，コークスをもやして高い温度にし，鉄こう石か
らせん鉄をとりだすところです。
　いぜんは，まっ赤にとけたせん鉄が火花をちらしてなが
れるのが見えましたが，今は，はたらく人の安全とかんきょ
うを考えてカバーがしてあります。

②鉄せいひんができるまで
　日本製鉄には鉄こう石からとりだしたせん鉄をねばり強
いはがねにかえる工場もあります。
　さらに，このはがねをもとに，自動車やきかいの部品の
材料にする工場や，つり橋用のワイヤをつくる工場がじゅ
んじょよくならんでいます。
　ここでつくられた製品は，主に国内の自動車メーカーや
部品メーカーなどにおくりだされます。

鉄をつくるしごと

　みさきさんは，市内で一番大きな工場の
日本製鉄室蘭製鉄所を調べることにしました。
　この工場では，鉄こう石から鉄をつくっ
ています。
　工場のきかいを動かす人，きかいをしゅ
うりする人，新しいぎじゅつを考える人な
ど，協力している会社の人などを合わせる
と，ぜんぶで４０００人ほどの人がはたら
いています。この製鉄所の広さは，学校の
グラウンドのおよそ４００ばいもあります。

　鉄せいひん
はどのように
つくられてい
るのだろう。

P68~75

ぽんにっ せい てつ

て っ せ き

空からみた日本製鉄

「すごく広い場所にいろいろなたてものがたっ
ているわ。それぞれの工場でどんなものがつく
られているか調べてみたいわ。」

高ろとその仕組み
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＜鉄づくりのうつりかわり＞

室蘭で鉄づくりがさかんになったわけ
①鉄のげんりょうとなる，鉄こう石や石
炭が近くでとれた。
②鉄や石炭を運ぶ，鉄道が通っていた。
③自然のよい港にめぐまれていたので，
鉄を運ぶのに，つごうがよかった。

高ろで，はじめて鉄をつくっ
た日は，ちょうちん行れつをし
て，よろこび合いました。
外国からの輸

ゆ

入
にゅう

にたよってい
た鉄を，北海道でもつくれるよ
うになったからです。
当時は，2組2交代で仕事を

すすめていました。

鉄をつくるりょうも，どんど
んふえました。げんりょうにな
る，石炭や鉄こう石を，外国か
ら輸入しました。
あつさとたたかう，きびしい

仕事でしたが，3組3交代で，5
日に1度は休めました。

てつやさんのひいおじいさんのころ てつやさんのおじいさんのころ

鉄こう石を溶
と
かして銑

せん

鉄
てつ
をとりだす高ろ（左）

銑
せん
鉄
てつ
に酸

さん
素
そ
をふきつ

け，ねばり強い鋼
はがね
にす

る転
てん
炉
ろ
（右）

棒鋼・線材製品が加工されるようす
せんぼうこう ざいせいひん か こう

室蘭で製鉄業がさかんになったのは，
こうした条件

じょうけん
と，工場で力をあわせ働

いたおじいさんたちのがんばりがあっ
たからなんだ。

倶知安
空知地方

虻田

くっちゃん

あぶた

（鉄こう石）

（鉄こう石）

（石炭）

おもな鉄道

44



＜鉄づくりのうつりかわり＞

室蘭で鉄づくりがさかんになったわけ
①鉄のげんりょうとなる，鉄こう石や石
炭が近くでとれた。
②鉄や石炭を運ぶ，鉄道が通っていた。
③自然のよい港にめぐまれていたので，
鉄を運ぶのに，つごうがよかった。

高ろで，はじめて鉄をつくっ
た日は，ちょうちん行れつをし
て，よろこび合いました。
外国からの輸

ゆ

入
にゅう

にたよってい
た鉄を，北海道でもつくれるよ
うになったからです。
当時は，2組2交代で仕事を

すすめていました。

鉄をつくるりょうも，どんど
んふえました。げんりょうにな
る，石炭や鉄こう石を，外国か
ら輸入しました。
あつさとたたかう，きびしい

仕事でしたが，3組3交代で，5
日に1度は休めました。

てつやさんのひいおじいさんのころ てつやさんのおじいさんのころ

鉄こう石を溶
と
かして銑

せん

鉄
てつ
をとりだす高ろ（左）

銑
せん
鉄
てつ
に酸

さん
素
そ
をふきつ

け，ねばり強い鋼
はがね
にす

る転
てん
炉
ろ
（右）

棒鋼・線材製品が加工されるようす
せんぼうこう ざいせいひん か こう

室蘭で製鉄業がさかんになったのは，
こうした条件

じょうけん
と，工場で力をあわせ働

いたおじいさんたちのがんばりがあっ
たからなんだ。

倶知安
空知地方

虻田

くっちゃん

あぶた

（鉄こう石）

（鉄こう石）

（石炭）

おもな鉄道

45



うちの工場は，鉄製品のほかにもいろいろな技
術をもっているんだよ。市内では，石川町のご
みしょりしせつや文化センターの冷暖房システ
ムにも日本製鋼所がかかわっているんだ。

　市内でもこの工場で作ったせい品が活躍しています。白鳥大
橋のケーブルバンド（とめがね）もこの工場でつくったそうです。
　ふうたさんは，大きな音のしょうたいもわかりました。
これは，たんぞう工場ではがねをたたいているハンマーの
音だったのです。はがねをたたくとさらにねばりがあるじょ
うぶなはがねができるそうです。
　ふうたさんは次に，さらに大きな１万４千トンプレスも
見せてもらいました。1250どもあるまっ赤なはがねを
グーッと押しつぶしてしつのよいはがねにしています。

　日本製鋼所室蘭製作所（日鋼）から「ガー
ン，ガーン」と大きな音がします。ふうた
さんは，この音の正体を調べに行くことに
しました。
　日鋼では，かんれん会社や協力会社の人
をふくめると３０００人ぐらいの人がはた
らいているそうです。

　この工場では，鉄くずを電気の
「ろ」で，どろどろにとかしては
がねをつくり，それをもとにして
いろいろなせい品にしています。
　とくに，はがねのかたまり（鋼塊）
は世界最大６７０トンをつくることが
できます。主な製品は発電所で使わ
れるタービンロータ軸や天然ガスを

輸送するクラッド鋼管など，ものづくりの技術
は世界中でみとめられています。

　大きな鉄せい
ひんはどのよう
につくられてい
るのだろう。

P68~75

P76~77
これまでの学習をふり返り，まとめよう

大きなせいひんをつくるしごと

製鋼工場「１２０トン電気炉」
でんきろ

世界最大６７０トン鋼塊
こうかい

せ い こ う せ い さ く

しょう た い

こ う か い

で ん し ょ

ゆ 　そ う ぎ　じゅつこ う か ん

は つ

じ く

か つ や く

お

＜おじさんの話＞

れい だんぼう

＜ふうたさんのかんそう＞
「こんなに遠くで見ていても顔
があつくなって外に出たくなっ
ちゃった。何時間も１万４千ト
ンプレスのそばではたらいてい
る人は，たいへんだろうなあ。
このまっ赤なはがねについて発
表しよう。」鍛錬工場「１万４千トン水圧プレス」

たんれん
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　昔は，なんでも手作業で仕事をしていました。
牛乳も手でしぼっていたので１頭しぼりおえる
のに１５分もかかりました。
　今は，きかいをつかうので楽になりましたが，
それでも朝早くからしごとをするのはたいへん
ですし，牛は生き物なので毎日せわをしなけれ
ばなりません。また，牧草をつくったり，畑を
作ったりするので１日じゅうしごとがあります。
　また，私の牧場では，肥料をつくる新しいプ

ラントにも挑戦しています。これまではいろいろな手間をかけて，
１年間かかってつくっていた肥料を，このプラントでは，約１ヶ月

でつくることができる
ようになりました。こ
れまでのやりかたに比
べて，環境にもよい方
法です。
　みなさんに安全でお
いしい牛乳を飲んでも
らえるように，牧場で
は，毎日いろいろな工
夫を重ねてがんばって
います。

　室蘭で一番さかんな農業はらく農です。
　ななみさんは，石川町で１００頭ほどの
乳牛をかっている森田牧場をたずね，いろ
いろとお話をうかがいました。

　室蘭市の農
家では，どのよ
うな仕事をして
いるのだろうか。

P68~75

P88~89
これまでの学習をふり返り，まとめよう

＜せんたく＞農家をたずねて

冬に牛１頭が食べるえさ
・ほし草
８キログラム
・グラスサイレージ
１５キログラム

１５キログラム
・デントコーンサイレージ

・はいごうしりょう
７キログラム

牛舎の中のようす
ぎゅうしゃ

＜調べたこと＞

牛のせわは，朝と夕方の２回する。
　⑴えさをやる。
　⑵ふんのしまつをする。
　⑶乳しぼりをする。
　　①ぬるまゆで乳ぶさをあらう。
　　②乳ぶさをしょうどくする。
　　③ミルカーで乳しぼりをする。
　　　※一頭あたり，一日２５キログラム
　　　　ぐらいの乳を出す。
　⑷運動のために，牛を牧草地に出したり，
　　牛しゃに牛をもどす。

森田さんの一日の生活こよみ

ひ りょう

ちょうせん

かんきょう

牧場の仕事
ぼくじょう

肥料をつくるプラント

牧場を経
けい

営
えい

している
森田さん
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　昔は，なんでも手作業で仕事をしていました。
牛乳も手でしぼっていたので１頭しぼりおえる
のに１５分もかかりました。
　今は，きかいをつかうので楽になりましたが，
それでも朝早くからしごとをするのはたいへん
ですし，牛は生き物なので毎日せわをしなけれ
ばなりません。また，牧草をつくったり，畑を
作ったりするので１日じゅうしごとがあります。
　また，私の牧場では，肥料をつくる新しいプ

ラントにも挑戦しています。これまではいろいろな手間をかけて，
１年間かかってつくっていた肥料を，このプラントでは，約１ヶ月

でつくることができる
ようになりました。こ
れまでのやりかたに比
べて，環境にもよい方
法です。
　みなさんに安全でお
いしい牛乳を飲んでも
らえるように，牧場で
は，毎日いろいろな工
夫を重ねてがんばって
います。

　室蘭で一番さかんな農業はらく農です。
　ななみさんは，石川町で１００頭ほどの
乳牛をかっている森田牧場をたずね，いろ
いろとお話をうかがいました。

　室蘭市の農
家では，どのよ
うな仕事をして
いるのだろうか。

P68~75

P88~89
これまでの学習をふり返り，まとめよう

＜せんたく＞農家をたずねて

冬に牛１頭が食べるえさ
・ほし草
８キログラム
・グラスサイレージ
１５キログラム

１５キログラム
・デントコーンサイレージ

・はいごうしりょう
７キログラム

牛舎の中のようす
ぎゅうしゃ

＜調べたこと＞

牛のせわは，朝と夕方の２回する。
　⑴えさをやる。
　⑵ふんのしまつをする。
　⑶乳しぼりをする。
　　①ぬるまゆで乳ぶさをあらう。
　　②乳ぶさをしょうどくする。
　　③ミルカーで乳しぼりをする。
　　　※一頭あたり，一日２５キログラム
　　　　ぐらいの乳を出す。
　⑷運動のために，牛を牧草地に出したり，
　　牛しゃに牛をもどす。

森田さんの一日の生活こよみ

ひ りょう

ちょうせん

かんきょう

牧場の仕事
ぼくじょう

肥料をつくるプラント

牧場を経
けい

営
えい

している
森田さん
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１火事からまちを守る
火事が起きたらどうなる
　学校のひなんくんれんの後で，先生があ
るグラフと表を見せてくれました。

　先生は，「室蘭市でおきる火事のけん数は，
全国や道内でも少ない方だけれど，それで
も，ちょっとした不注意から多くのざいさ
んが，はいになってしまったんですよ。」と
教えてくれました。
　室蘭市の火さいの状況を調べていくうち
に，もっとくわしく知るために，消防しょ
をたずねて聞いてみることにしました。

３　地いきの安全を守る　室蘭市では，1年
間にどれくらい火
事が起こっている
のだろう。

P94~95

P96~97
学習問題をつくって，見通しを立てよう

ふ　ちゅう　い

じょうきょう

順　位 原　　　因 件数
１位
２位

合計

3
2
1
1
1
1
17
26

・こんろ
・取灰
・放火・放火のうたがい
・たばこ
・溶接機・切断機
・電気機器
・不明，その他

月ごとの火災発生件数
けんすう

原因別発生件数
げんいんべつ けんすう

室蘭市で平成３０年におきた火災２６けんのまとめ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

件

東町にある消防本部

消防車（タンク車） とくしゅ車両（高所放水車）
こうしょほうすいしゃ

みさきさんのグルー プで， 話し合ったこと
「消防しょはどこにあるのかな？」
「何分くらいで， 火事の現場へ行けるのかな？」
「消防車は何台あるのかな？」
「夜でも， すぐかけつけてくれるのかな？」
「通ほうのしくみはどうなっているのかな？」
「火事のないときは， 消防しょの人たちは， どうしている
のかな？」
「火事を消すとき， こわくないのかな？」

こんなことを調べてみたいな！

げん　ば

３位
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１火事からまちを守る
火事が起きたらどうなる
　学校のひなんくんれんの後で，先生があ
るグラフと表を見せてくれました。

　先生は，「室蘭市でおきる火事のけん数は，
全国や道内でも少ない方だけれど，それで
も，ちょっとした不注意から多くのざいさ
んが，はいになってしまったんですよ。」と
教えてくれました。
　室蘭市の火さいの状況を調べていくうち
に，もっとくわしく知るために，消防しょ
をたずねて聞いてみることにしました。

３　地いきの安全を守る　室蘭市では，1年
間にどれくらい火
事が起こっている
のだろう。

P94~95

P96~97
学習問題をつくって，見通しを立てよう

ふ　ちゅう　い

じょうきょう

順　位 原　　　因 件数
１位
２位

合計

3
2
1
1
1
1
17
26

・こんろ
・取灰
・放火・放火のうたがい
・たばこ
・溶接機・切断機
・電気機器
・不明，その他

月ごとの火災発生件数
けんすう

原因別発生件数
げんいんべつ けんすう

室蘭市で平成３０年におきた火災２６けんのまとめ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

件

東町にある消防本部

消防車（タンク車） とくしゅ車両（高所放水車）
こうしょほうすいしゃ

みさきさんのグルー プで， 話し合ったこと
「消防しょはどこにあるのかな？」
「何分くらいで， 火事の現場へ行けるのかな？」
「消防車は何台あるのかな？」
「夜でも， すぐかけつけてくれるのかな？」
「通ほうのしくみはどうなっているのかな？」
「火事のないときは， 消防しょの人たちは， どうしている
のかな？」
「火事を消すとき， こわくないのかな？」

こんなことを調べてみたいな！

げん　ば

３位
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消防しょを見学して
　みさきさんたちは，みんなで，「東町の消
防しょ」に見学に行き，係の方からお話を
うかがいました。

　市内には､１つの消防しょと３つの支
しょ･出張所があり，火事の通報でタン
ク車やとくしゅ車両などいろいろな消防
車が消火活動を行います。
　また，大きな火事の時には､登別市や
伊達市からおうえんに来てもらうことも
あるそうです。

　消防しょの人た
ちは，どのような
仕事をしているの
だろう。

P98~103

かかり

しゅっちょう　じょ つ う　ほ う

のぼり　べつ

だ　　て

しゃ  りょう
世界の１１９番

イギリス　　　 ９９９
０００
１１９
１１８
１８

デンマーク　　
韓国・台湾　　
スイス　　　　
フランス（火災）
アメリカは，地域によ
って番号が変わる！

１１９番のしくみ

通報

高砂出張所

入江支署

出動
しゅつどう

し　しょ　　しゅっちょうじょ　　しょうぼうだん

つうしん　し　れい しつ

しゅつどうし　れいつうほう

びょういん

支署・出張所・消防団出動指令

通信司令室

病院
けいさつ

ガス会社 電気会社 水道部

消防しょの人のお話

　１１９番の通ほうを受けるのは，東町にある
消防しょの通信指令係です。
　そこから近くの支しょ・出張所･消防だんに連
らくします。
　また，市の水道部，ガス，電力会社､けいさつ
にも連らくし，力を合わせて，す早く火事を消
すしくみになっています。

コンピュータを使い，消防車や救急車を出動させます。

つう しん  し    れいかかり

しゅっちょうじょ

きゅうきゅうしゃ しゅつどう
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消防しょを見学して
　みさきさんたちは，みんなで，「東町の消
防しょ」に見学に行き，係の方からお話を
うかがいました。

　市内には､１つの消防しょと３つの支
しょ･出張所があり，火事の通報でタン
ク車やとくしゅ車両などいろいろな消防
車が消火活動を行います。
　また，大きな火事の時には､登別市や
伊達市からおうえんに来てもらうことも
あるそうです。

　消防しょの人た
ちは，どのような
仕事をしているの
だろう。

P98~103

かかり

しゅっちょう　じょ つ う　ほ う

のぼり　べつ

だ　　て

しゃ  りょう
世界の１１９番

イギリス　　　 ９９９
０００
１１９
１１８
１８

デンマーク　　
韓国・台湾　　
スイス　　　　
フランス（火災）
アメリカは，地域によ
って番号が変わる！

１１９番のしくみ

通報

高砂出張所

入江支署

出動
しゅつどう

し　しょ　　しゅっちょうじょ　　しょうぼうだん

つうしん　し　れい しつ

しゅつどうし　れいつうほう

びょういん

支署・出張所・消防団出動指令

通信司令室

病院
けいさつ

ガス会社 電気会社 水道部

消防しょの人のお話

　１１９番の通ほうを受けるのは，東町にある
消防しょの通信指令係です。
　そこから近くの支しょ・出張所･消防だんに連
らくします。
　また，市の水道部，ガス，電力会社､けいさつ
にも連らくし，力を合わせて，す早く火事を消
すしくみになっています。

コンピュータを使い，消防車や救急車を出動させます。

つう しん  し    れいかかり

しゅっちょうじょ

きゅうきゅうしゃ しゅつどう
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消防団の合同研修会家庭用火災報知器

学校の消防せつびを調べよう→
地いきの人々の協力
　室蘭には，日本製鉄，日鋼
といった大きな工場があります。これらの
工場は，消防しょのように消防車やしせつ
を持ち，火事を防いでいます。
　また，海上で火事があった時は，海上保
安部の消防ていが，火を消す仕事をしてい
ます。

　わたしたちの地
いきでは，火事に
対して，どのような
そなえをしている
のだろう。

P106~107

P104~105

P108~109
これまでの学習をふり返り，まとめよう

ほ

あん　ぶ

１１９番への電話のしかた
①落ち着いて１１９番にかける。
②火事か救急かはっきり伝える。
③相手の質問に正確に答える。
・住所の他に近くの目印など。
・今どうなっているのか，だれがど
  うしたのかを伝える。  室蘭海上保安部消防てい

「りゅうせい」による消火活動

＜コラム＞わたしたちの生活を守るために
　全国的に見て火さい件数は減少傾向にありますが，死傷者は
後を絶たないため，一般住宅でも火災報知器の設置を義務化す
るなど，火さいからわたしたちの生活を守るために，様々な取
り組みが行われています。 

げん けい しょう

た か   さい ほう   ち　  き せっ ぎ     む

ふだんの仕事は別に持って
いて，いざという時はかけ
つけるのが消防だんなんだ。

女せいの分だんがあるなん
て知らなかったわ。私も大
人になったらはいろうかな。

消防だんのおじさんのお話

消防だんの訓練
くんれん
のようす

女性分だん

　室蘭市消防だんは，１つの本部と地いきごと
に１１の分だんがあります。
　だん員のふだんの仕事はさまざまですが，地
いきで火事や風水害が起こった時にかけつけ，
消防しょの人たちに協力し，地いきを守ります。
　このごろは，入ってくれる若い人が少ないの
で，だん員が不足してこまっています。
　　　　　また，市内全体を見守る「女せい分
　　　　だん」が，１９９１（平成３）年にでき，
　　　　おもに，火事を出さないよう市民へよ
　　　　びかける活動をしています。
　　　　　２０１８（平成３０）年現在，279人の
　　　　だん員がかつやくしていますが，その
　　　　うち女せいのだん員は26人です。

ふうすいがい お

きょうりょく まも

わか

げんざい

54



消防団の合同研修会家庭用火災報知器

学校の消防せつびを調べよう→
地いきの人々の協力
　室蘭には，日本製鉄，日鋼
といった大きな工場があります。これらの
工場は，消防しょのように消防車やしせつ
を持ち，火事を防いでいます。
　また，海上で火事があった時は，海上保
安部の消防ていが，火を消す仕事をしてい
ます。

　わたしたちの地
いきでは，火事に
対して，どのような
そなえをしている
のだろう。

P106~107

P104~105

P108~109
これまでの学習をふり返り，まとめよう

ほ

あん　ぶ

１１９番への電話のしかた
①落ち着いて１１９番にかける。
②火事か救急かはっきり伝える。
③相手の質問に正確に答える。
・住所の他に近くの目印など。
・今どうなっているのか，だれがど
  うしたのかを伝える。  室蘭海上保安部消防てい

「りゅうせい」による消火活動

＜コラム＞わたしたちの生活を守るために
　全国的に見て火さい件数は減少傾向にありますが，死傷者は
後を絶たないため，一般住宅でも火災報知器の設置を義務化す
るなど，火さいからわたしたちの生活を守るために，様々な取
り組みが行われています。 

げん けい しょう

た か   さい ほう   ち　  き せっ ぎ     む

ふだんの仕事は別に持って
いて，いざという時はかけ
つけるのが消防だんなんだ。

女せいの分だんがあるなん
て知らなかったわ。私も大
人になったらはいろうかな。

消防だんのおじさんのお話

消防だんの訓練
くんれん
のようす

女性分だん

　室蘭市消防だんは，１つの本部と地いきごと
に１１の分だんがあります。
　だん員のふだんの仕事はさまざまですが，地
いきで火事や風水害が起こった時にかけつけ，
消防しょの人たちに協力し，地いきを守ります。
　このごろは，入ってくれる若い人が少ないの
で，だん員が不足してこまっています。
　　　　　また，市内全体を見守る「女せい分
　　　　だん」が，１９９１（平成３）年にでき，
　　　　おもに，火事を出さないよう市民へよ
　　　　びかける活動をしています。
　　　　　２０１８（平成３０）年現在，279人の
　　　　だん員がかつやくしていますが，その
　　　　うち女せいのだん員は26人です。

ふうすいがい お

きょうりょく まも

わか

げんざい
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２事故や事件からまちを守る
室蘭けいさつしょ管内の交通事故
　てつやさんたちは，けいさつしょに行き，
事故についてたずねてみました。けいさつ
しょの人は，いろいろな資料を使って交通
事故について説明してくださいました。

　室蘭市では，交
通事故はどのくら
い起きているのだ
ろう。

P112~113

こう　つう　じ　こ

室蘭けいさつし
ょ管内は､室蘭市
と登別市の両市の
ことをさします。

けいさつしょの人のお話

室蘭けいさつしょ

　室蘭けいさつしょ管内の交通
事故は，2018 （平成 30）年に，
155 けん発生しました。そのう
ち死ぼう事故で４人の人がなく
なりました。事故のげんいんで
一番多いのは，前をよく見てい
ないわき見運転で，道路への急
な飛び出しによるものなどもあ
ります。

　北海道は交通事故がとても多く，2018（平成 30）年には，
141 人が死ぼうしています。悲しい事故を１けんでもへらすため
に，毎日努力を続けているんです。みなさんも交通事故にあわない
ように十分注意してくださいね。

事故のげんいんには，どん
なことがあるのかしら？

1日の中で交通事故が
一番多い時間は…

（北海道警察　北斗の安全令和元年版白書より）

（北海道警察統計資料　平成30年中の交通事故発生状況より）

北海道における交通事故件数と死亡者数 室蘭しょ管内の交通事故件数と死亡者数

死亡事故のげんいん別の件数のわり合 交通事故でなくなった人の時間べつの人数
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死亡事故は，平成22年に
ぐっとへっているね。

事故の件数は，10年前と比
べてみてどうかわっている
のかな？
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２事故や事件からまちを守る
室蘭けいさつしょ管内の交通事故
　てつやさんたちは，けいさつしょに行き，
事故についてたずねてみました。けいさつ
しょの人は，いろいろな資料を使って交通
事故について説明してくださいました。

　室蘭市では，交
通事故はどのくら
い起きているのだ
ろう。

P112~113

こう　つう　じ　こ

室蘭けいさつし
ょ管内は､室蘭市
と登別市の両市の
ことをさします。

けいさつしょの人のお話

室蘭けいさつしょ

　室蘭けいさつしょ管内の交通
事故は，2018 （平成 30）年に，
155 けん発生しました。そのう
ち死ぼう事故で４人の人がなく
なりました。事故のげんいんで
一番多いのは，前をよく見てい
ないわき見運転で，道路への急
な飛び出しによるものなどもあ
ります。

　北海道は交通事故がとても多く，2018（平成 30）年には，
141 人が死ぼうしています。悲しい事故を１けんでもへらすため
に，毎日努力を続けているんです。みなさんも交通事故にあわない
ように十分注意してくださいね。

事故のげんいんには，どん
なことがあるのかしら？

1日の中で交通事故が
一番多い時間は…

（北海道警察　北斗の安全令和元年版白書より）

（北海道警察統計資料　平成30年中の交通事故発生状況より）

北海道における交通事故件数と死亡者数 室蘭しょ管内の交通事故件数と死亡者数
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地いきの人の協力交通事故のしょり
けいさつの仕事
学校のまわりを調べよう
＜事故をなくすための仕事＞
　事故をなくすための仕事は、つぎの３つ
に大きく分けられます。

①交通安全活動
　学校や幼稚園などをまわっ
て、自転車の正しい乗り方や、
ビデオを使って交通ルールを
教えています。

②交通指どうや取りしまり活動
　実さいに道路や交差点で歩
行者や車に注意をよびかけた
り、いはん者を見つけて取りし
まりを行ったりしています。

③交通安全しせつのせいび
　交通量や事故の原いんを調
べ、信号機や横だん歩道・標
しきなどの交通安全しせつを
ふやしています。

地いきの人たちは，
安全を守るために
どのような取り組み
をしているのだろう。

P116~121 P122~123

P124~125
これまでの学習をふり返り，まとめよう

よう　ち

しん　ごう　き ひょう

交通事故やはん罪をなくすることは、わたしたち市民一人ひとり
の願いです。
おまわりさんたちの活動の他にも、室蘭市役所、交通安全協会や

町内会などの地いきの人たちが力を合わせて、交通事故やはん罪を
なくするさまざまな取り組みを行っています。
　たとえば、室蘭市役所が胆振総合振興局や地いきの人たちと毎年
行っている「人と旗の波運動」もその一つです。

い ぶり しんこうきょく

また、登下校のときには、みなさんがはん罪や事けんにまきこま
れないように、ようすを見守ってくれる地いきのパトロール隊が活
動しています。

市や地いきの活動には、
この他にもあるのかしら？

ぼくたちのつうがくろにも、
大人の人が立ってくれてるよ。

人と旗の波運動

地域の安全を守る地域パトロール隊の活動
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地いきの人の協力交通事故のしょり
けいさつの仕事
学校のまわりを調べよう
＜事故をなくすための仕事＞
　事故をなくすための仕事は、つぎの３つ
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　たとえば、室蘭市役所が胆振総合振興局や地いきの人たちと毎年
行っている「人と旗の波運動」もその一つです。

い ぶり しんこうきょく

また、登下校のときには、みなさんがはん罪や事けんにまきこま
れないように、ようすを見守ってくれる地いきのパトロール隊が活
動しています。

市や地いきの活動には、
この他にもあるのかしら？

ぼくたちのつうがくろにも、
大人の人が立ってくれてるよ。

人と旗の波運動

地域の安全を守る地域パトロール隊の活動
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海の安全を守る海上保安庁
＜コラム＞　海上保安部の仕事

火災船の消火 転ぷく船の救助 海の交通整理

　室蘭には，日本製鉄，日本製鋼所，JXTGエネルギー
といった大きな工場があります。これらの工場では，
多くの材料や燃料，作った製品などが船によって運ば
れています。
　この船が無事に港に着いたり，荷物が運ばれるとき
は事故が起きないよう，海上保安部では，船の交通整
理をする仕事をしています。

　わたしたちがすんでいる日本のまわりは，すべて海にかこま
れています。みなさんが食べているくだものやいろいろな物を
船で運んでいます。
　海上保安部は，そんな大切な海を毎日休むことなく守ってい
ます。広い海を守るため，海上保安部ではたらく「海上保安官」
は海に関わる４つの仕事をしています。

　海ではんざいや船の火事・事故が起こったときに出動して，
船や人を助けます。

　青い海を守る
　青い海を守るために，海岸に流れ着いたごみの調査，工
場からのはい水の調査などをしています。

　生命を守る
　海で事故がおこったときに，人や船を助ける救助活動を
します。海の事故では，ヘリコプターからおりたり，海に
もぐったりすることができる「せん水士」がかつやくして
います。

　海の安全を守る

　船の位置をたしかめるための灯台やブイを設置したり，
船のしょうとつ事故をふせいだり，交通整理をしたりして
います。

むろらん にっぽん せいてつ に  ほん せいこうしょ

ざいりょう ねんりょう せいひん

ぶ　じ みなと つ に  もつ はこ

じ おこ せい

し  ごと

じゅんし船れぶん チキウ岬灯台
みさきとうだい

「海のきんきゅう通報ダイヤル」１１８番つう ほう

り

か さい しょうか てん

もの

はこ

まも

ほ　あん　かん

かか

あんぜん

海の安全を守る
か　 じ

たす

じ　 こ しゅつどう

かいがん

きゅうじょかつどう

ちょうさ

し

なが　　　つ

お

い　 ち とうだい せっ   ち

せい   り

　けいさつの１１０番，消防の１１９番と同じよう
に，海上保安にも１１８番のきんきゅう通報番号が
あります。
　海での事故や事件の時は，１１８番にれんらくし
ましょう。

しょうぼう

じ  けん
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海の安全を守る海上保安庁
＜コラム＞　海上保安部の仕事

火災船の消火 転ぷく船の救助 海の交通整理

　室蘭には，日本製鉄，日本製鋼所，JXTGエネルギー
といった大きな工場があります。これらの工場では，
多くの材料や燃料，作った製品などが船によって運ば
れています。
　この船が無事に港に着いたり，荷物が運ばれるとき
は事故が起きないよう，海上保安部では，船の交通整
理をする仕事をしています。

　わたしたちがすんでいる日本のまわりは，すべて海にかこま
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　海ではんざいや船の火事・事故が起こったときに出動して，
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　生命を守る
　海で事故がおこったときに，人や船を助ける救助活動を
します。海の事故では，ヘリコプターからおりたり，海に
もぐったりすることができる「せん水士」がかつやくして
います。

　海の安全を守る

　船の位置をたしかめるための灯台やブイを設置したり，
船のしょうとつ事故をふせいだり，交通整理をしたりして
います。
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あります。
　海での事故や事件の時は，１１８番にれんらくし
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「石炭は，どこからきたんだろう。」

「石炭は，港から船で運んだのかな。」

「沖中士という仕事があったそうだよ。」

「水族館の写真もあったよ。」

「水族館のすぐそこに海があったんだ。」

「海だったところには住たくもあるね。」

かわるまちの様子
　てつやさんたちが，昔の道具を調べた時，
民俗資料館に古い写真があることに気づき
ました。昔のまちの様子にきょうみをもっ
たてつやさんたちは，入江公園をさつえい
した写真を見ながら，話し合いました。 

　　　「おとうとと，入江公園で遊んだこと
　　　があるよ。」

　　　「遠足で，石のすべりだいやシーソー
　　　にのって遊んだことがあるわ。」

　　　「昔の写真を見ると，線路があるね。」

４　わたしたちの市の歩み

　室蘭市の町なみ
は，昔と今ではどの
ようなところがち
がうのだろう。

P140~141

P128~139

入江公園で石炭の積み下ろしをしていたなんて，びっくり
だね。市の様子のうつりかわりについて調べてみよう。

１かわる道具とくらし　→ 
２市のうつりかわり 

よう　す

おき なか　し
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「石炭は，どこからきたんだろう。」

「石炭は，港から船で運んだのかな。」

「沖中士という仕事があったそうだよ。」
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P140~141
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「１学期にやった市の様子の学習
をふり返って，学習の見通しをた
てようよ。」

　みさきさんたちは，市の交通，土地の使
われ方，人口，公共しせつに注目して，調
べるとよいのではないかと予想し，学習計
画を立てました。

学習問題を作り，学習の見通しをたてよう
　みさきさんたちは，昔の市の様子につい
て，学芸員の谷中さんにインタビューして
みました。

「わたしたちの市が，どのようにか
わってきたのか，もっとくわしく
調べてみようよ。」

 市の様子は，昔と
今では，どのように
ちがうのだろう。

●昔の市の様子に
ついて，家の人
に聞いてみよう。
●市のうつりかわ
りについて，学習
問題をつくろう。
●学習問題につい
て予想し，学習計
画を話し合おう。

P142~143

学習の見通しが立ったら，まず，交通について調べよう。
だれにインタビューするといいのかな。 学習問題をつくって，見通しを立てよう

学芸員の谷中さんの話

　室蘭市は，なみのおだやか
なわんがあったので，よい港
として使われてきました。
　その後，夕張などで見つ
かった石炭を運び出す港とし
て，また，鉄や鋼をつくる大
工場ができて発展しました。

　そして，戦争の時代には，外国から空襲や
艦砲射撃を受け，たくさんの人が亡くなった
りけがをしたりした悲しいできごとがありま
した。
　戦争が終わると，人々の豊かで安全なくら
しを支える工場のまちとして発展し，人口も
大きく増えました。

活動

砲弾跡
ほうだんあと

の中島地区とその拡大写真（航空写真）
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「１学期にやった市の様子の学習
をふり返って，学習の見通しをた
てようよ。」
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われ方，人口，公共しせつに注目して，調
べるとよいのではないかと予想し，学習計
画を立てました。

学習問題を作り，学習の見通しをたてよう
　みさきさんたちは，昔の市の様子につい
て，学芸員の谷中さんにインタビューして
みました。

「わたしたちの市が，どのようにか
わってきたのか，もっとくわしく
調べてみようよ。」

 市の様子は，昔と
今では，どのように
ちがうのだろう。

●昔の市の様子に
ついて，家の人
に聞いてみよう。
●市のうつりかわ
りについて，学習
問題をつくろう。
●学習問題につい
て予想し，学習計
画を話し合おう。

P142~143

学習の見通しが立ったら，まず，交通について調べよう。
だれにインタビューするといいのかな。 学習問題をつくって，見通しを立てよう

学芸員の谷中さんの話

　室蘭市は，なみのおだやか
なわんがあったので，よい港
として使われてきました。
　その後，夕張などで見つ
かった石炭を運び出す港とし
て，また，鉄や鋼をつくる大
工場ができて発展しました。

　そして，戦争の時代には，外国から空襲や
艦砲射撃を受け，たくさんの人が亡くなった
りけがをしたりした悲しいできごとがありま
した。
　戦争が終わると，人々の豊かで安全なくら
しを支える工場のまちとして発展し，人口も
大きく増えました。

活動

砲弾跡
ほうだんあと

の中島地区とその拡大写真（航空写真）

65



　ふうたさんたちが調べていくと，昔の交
通の様子がわかる地図を見つけました。

あれ？室蘭駅の先に，もう一つ駅
があるぞ。

　　通船って，何かしら。

太平橋がなかったころは，日本製
鉄の土地を通らしてもらっていた
そうだよ。

交通はどのようにかわったかな

　ふうたさんたちは，本輪西町に住む長谷
川さんを訪ねてインタビューしました。

　市の交通の広が
りは，どのようにか
わったのだろう。

P144~145

昔とくらべると，今は道路が市の全体を通っているね。
次は，土地の使われ方を調べてみよう。

本輪西町に住む長谷川さんの話

　白鳥大橋は，1998 年 6月 13 日に開通しま
した。それまで，市立病院に通うのがたいへ
んでしたが，短い時間で行けるようになり，
体の具合や病状によって病院を選びやすくな
りました。また，水族館へも近くなり，家族
といっしょに楽しみやすくなりました。

昔と今の室蘭市の主な道路

　このころは半島の先
まで行くのに，時間が
かかりそうだね。高速
道路もなかったのね。

●
●

●

水族館

市立病院

1960年ころ 2019年ころ

本輪西町

●
●

●

水族館

市立病院

本輪西町

白鳥大橋の開通で，港をかこむように道
路ができて，よかったのは病院だけかな。

白鳥大橋以外にも，人々の生活と交通の
かかわりで変わったことを調べたいな。

小橋内町にあった，
貨物駅。貨物用の
線路があまり使わ
れなくなり，昭和
６０（1985）年に廃
止となった。

西室蘭駅
おはしない

かもつ

はい

し

室蘭港内で，にも
つや人を運ぶため
のわたし船。図の
室蘭-本輪西間の
船 は 昭 和 4 5
（1970）年まで使
われていた。

室蘭通船

もとわにし
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そうだよ。

交通はどのようにかわったかな

　ふうたさんたちは，本輪西町に住む長谷
川さんを訪ねてインタビューしました。
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　ななみさんたちは，埋め立てのようすの
わかる地図を見せていただきました。

「知利別町や中島町には，今も農
家をしている人が，いるのかな。」

「もとの半島は，今よりずっと細
い感じがするね。」

「うめ立てられたのは，わんの内
側だね。何に使われたのだろう。」

土地の使われ方はどのようにかわったのかな
　てつやさんたちは，学芸員の谷中さんに
昔の土地の使われ方について，お話をうか
がいました。

砂浜だったころの陣屋町の海岸 今の陣屋町の様子

　市の土地の使わ
れ方は，どのように
かわってきたのだ
ろう。

P146~147

室蘭市は，うめ立てられてできた
土地が多いんだね。

学芸員の谷中さんの話

　江戸時代の終わりころに
は，イギリスやロシアの船が
北海道にもくるようになった
ので，警備のために南部陣屋
がつくられました。
　明治になってからは，農業
をしながら室蘭を守る屯田兵

が，今の知利別町や中島町で畑をつくってい
ました。
　今は，石油タンクがある陣屋町の海岸は，
もとは砂浜の海水浴場でしたし，室蘭水族館
のちゅう車場もうめ立てたところです。

室蘭市の海岸線のうつりかわり

現在の様子昭和30年ころもとの海岸線

　江戸時代に，大
名の屋しきや役所
が置かれた建物。
「陣屋町」という地
名は南部陣屋が
あったことからつ
いた。

陣屋

　北海道の開拓と
警備のために，明
治時代に本州から
北海道の各地に家
族で移り住んだ。
もと武士が多い。

屯田兵

よう　す
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人口がふえたり，へったりしたわ
けを知りたいな。

　ふうたさんたちは，図書館で市の人口の
うつりかわりを調べて，グラフと年表でま
とめました。

人口は，どのようにかわったかな
　てつやさんたちは，室蘭の人口のうつり
かわりについて市役所の北村さんにお話を
うかがいました。

「『まちづくり』のためにどんな
取組が行われているのかな。」

　市の人口は，ど
のようにかわって
きたのだろう。

P148~149

交通や人口に変化があったけど，公共しせつ
についても調べてみよう。

市役所の北村さんの話

　あなたがたのおじいちゃん
が子どものころになると，室
蘭市の人口が急げきにふえ，
人口が２０万人をこえそうに
なりました。そこで，室蘭市
では，まず白鳥台に新しい住
たく地をつくりました。住た

く地はその後，八丁平などにも広げました。
　しかし，そのころから日本全体のけいざい
の発てんがゆるやかになったことや機械化に
よって，工場で働く人が少なくなり，市全体
の人口もへっています。
　そこで，市や地いきに住む方々が,自分達の
街を元気にしようと「まちづくり」の取組を
進めています。

室蘭市の人口のうつりかわり

室蘭に本州の人が
初めて移住してき
たのは，1870（明
治３）年。最初の移
住者は51人だった。
1871（明治４）年
の人口は，先住民
であるアイヌの人
たちと移住者との
合計。

　日本に住むすべ
ての人に対して行
われる，人口などの
くわしい調査。

国勢調査

こうきょう

（室蘭市役所）万人
20

15

10

5

0 年
1900

（明治33）
1925

（大正14）
1936

（昭和11）
1970

（昭和45）
2019

（平成31/令和元）

１８７１年 このころ本州からの移住が始まる。592人
１８９２年 トカリモイ港開港　２０７５人　
１９００年 室蘭町となる　５４６１人
１９２５年 ５万００４０人（室蘭市となって初の国勢調査）
１９３６年 およそ６万８０００人
１９４１年 およそ１２万７０００人
１９４４年 １２万４０３４人
１９４７年 ９万６７２２人
１９６０年 １４万５６８２人
１９７０年 １６万２０５９人（このころの人口が最も多い）
２０１９年 ８万４３４８人

室蘭市の人口のうつりかわり

はたら

とりくみ

たち

すす
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　てつやさんたちは，「きらん」
に図書館の分室があることに気づ
きました。

公共しせつはどのようにかわったかな
　てつやさんたちは，室蘭市生涯学習セン
ター「きらん」館長の堀さんにインタビュー
しました。

　市の公共しせつ
は，どのようにつく
られ，りようされて
いるのだろう。

P150~151

いろいろなしせつがつくられてきたんだね。前にまとめ
た年表にこれまで書いた絵カードを書き足してみよう。

館長の堀さんの話

　ここは，小さなお子さんからお年よりまで，
たくさんの人がりようします。
　さまざまなグループが教室をひらいたり，
活動場所としてりようしています。
　こうしたしせつは，市役所が中心となって
整えてきました。公共しせつをつくったり，
運えいしたりするために，市民のみなさんの
ぜいきんが使われていますよ。

きらん内の図書館分室（ブックパーク） 室蘭市内の図書館分室

生涯学習センター「きらん」

つか

図書かんの分室の方のお話

　市立図書館は，幸町にありますが，市内に
はいくつかの分室がつくられています。
　また，分室のないところには，移動図書館
の「ひまわり号」が行って，本をかし出して
います。

かん

しょうがい

けんしゅう

研修室

キッズパーク

●

●

●

●

●

白鳥台分室

市立室蘭
図書館

輪西分室

きらん
ブックパーク

本輪西分室
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戦争が終わると，平和で豊かな生活をささえるた
めに，鉄が作られるようになったそうだよ。

交通，土地の使われ方，人口，公共しせつには，
たがいに，かかわりがありそうね。

年表を書き足そう
　ふうたさんたちは，これまでに調べてき
た交通，土地の使われ方・人口・公共しせ
つなどについて，年表にまとめることにし
ました。

お父さんやお母さんが子どもだっ
た 1998年に，白鳥大橋ができて，
交通の便がよくなったんだね。

　市の様子は，ど
のようにかわって
きたのだろう。

P152~153

P154~155

これからの市は，どのようにかわってい
くのがよいのかな。年表を見て話し合おう。

「きらん」
がつくら
れる

環境科学
館・新し
い体育館
ができる
予定

国内で鉄がひつようになった 鉄をたくさんゆ出した

太平洋戦
争（かん
ぽうしゃ
げき）

室
蘭
町
と
な
る

室
蘭
市
と
な
る

小・中学校がたくさんできる

年
代

交
通

土
地
の

使
わ
れ
方

人
口

そ
の
た

水道をせいびする

ヨーロッパを
中心にした
戦争

公
共
し
せ
つ

公立室蘭病
院ができる

中国との
戦争

ロシア
との
戦争

だんパラ
スキー場
や入江競
技場がつ
くられる

常盤小
学校が
できる

令和の
年代

消防署
ができ
る

公害のたいさくを
する

小・中学校のとう合がすすむ

明治の年代
（150年ほど前～）

大正の年代
（65年ほど前～）

昭和の年代
（50年ほど前～）

平成の年代
（30年ほど前～）

白鳥大橋が
つくられる
（1998年完成）

高速道路が
室蘭までのびる

「道具」「くらしの様子」はしょうりゃく

港・札幌本道・
鉄道がつくられる

屯田兵によるかいたく 50040人
（1925年）

592人
（1871年）

96722人
（1947年）

162059人
（1975年）

84348人
（2019年）

およそ
68000人
（1936年）

およそ
127000人
（1941年）

日本製鋼所・
富士製鉄が
つくられる

室蘭新
道がつ
くられる

白鳥台ニュー
タウンをつくる
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　次に，みさきさんたちは，
先生のアドバイスにしたがっ
て，北海道の土地の様子を，
白地図に等高線にそって，土
地の高さごとに色わけをして
みました。

１　地図を広げて
北海道の地図を見てみよう
　みさきさんたちは，北海道の土地の様子
を，地図帳や地図もけいを使って調べてみ
ました。

１　わたしたちの北海道

　わたしたちの住
む北海道は，地図
で見るとどのよう
な様子なのだろう。

P12~15

けっこうたいへんな作
業だけど，色をぬって
いくと，土地がどう使
われているか，よくわ
かるわ。

資料「立体もけいのつくりかた」

「真ん中に高い山が
連なっているね！」

「都市は，どんなところ
にあるのかな？」

「高い山々から，たくさん
の川が，海に流れている」

つら

①北海道の形を紙にう
つしとり，白地図を
つくります。

②地図で高い山や土
地，川などを調べ，
ねん土をおいていき
ます。

③高い山，少し高い土
地，平野というよう
に色をぬり分けてい
きます。市や町の名
前なども書き入れて
みましょう。
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　次に，地形を調べたやすこさんたちは，
資料をもとに，土地の利用の仕方をたしか
めました。

　土地の高さが一番高い所は中
央部にあり，大雪山の山々は「北
海道の屋根」とよばれています。
そこから石狩川や十勝川，天塩
川が流れ出し，川の流れにそっ
て平野が広がっている様子がわ
かります。

　また，中央部には山地にはさまれて名寄，
上川，富良野などの盆地があります。
　道東には，釧路平野，根釧台地が広がっ
ています。
　海ぞいや川ぞいの平らな土地は，田畑や
工場，住宅地，店などの市街地になり，札
幌のように主な都市は，平らな土地にあり
人が集まっています。
　しかし，特に低い所は，水はけが悪く，
土地もやせていて，利用されていないとこ
ろもあります。高い所は，ほとんどが森林と，
利用されていない土地ですが，国立公園な
どに指定されている所もあります。

北海道の土地は，
どのように使われ
ているのだろう。

P16~17

大雪山の山々

十勝平野の畑作
（下左）と
摩周湖（右）

田や畑や牧草地が多いわね。
何をつくっているのかしら。

都市はどんな所にあるのかな。 山地などの土地は，あまり利用
されていないね。

いし  かり と　かち て　しお

しりょう

な　よろ

かみ  かわ ぼん　ちふ　 ら 　 の

くし　ろ こん  せん

し　がい　ち

こく  りつ  こう  えん

平野～ひくくて平らな土地
台地～少し高くて平らな土地
盆地～山にかこまれ平らな土地
山地～山の多い土地
山脈～山地の中でも，高い山が

連なっているところ
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工業がさかんな地域
　次に， ふうたさんたちは， 北海道の工場
で作られている製品についても調べて， 地
図にまとめました。

農業や漁業のさかんな地域
　みさきさんたちは，先生から北海道は農
業や水産業がさかんであることを聞きまし
た。そこで，北海道のどこで，どのような
農産物がつくられ，どのような水産物がと
れているのか，地図や資料で調べて，絵カー
ドに記入し，地図にまとめました。

　北海道のどこで，
農業や漁業がさか
んなのだろう。

P18~19

　北海道のどこで，
工業がさかんなの
だろう。

P20~21

北海道の主な工業製品北海道の主な農産物

「畑は，各地に広がって
いるね。特に十勝平野
は畑作が中心だね。」

「田は，石狩平野や上川
盆地に広がっているね。」

らくのう

水産加工品や，酪農を
生かした製品がたくさん
みつかったよ。

ほう ふ

豊富な森林をつかった木
材の加工や，港を生かし
た工場などもあったわ。
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北海道の交通の様子
　ななみさんたちは，北海道の交通の様子
を知るために，自分たちの住んでいる室蘭
市をもとにしながら地図旅行を考えました。
　そこで，市の交通の広
がりを調べました。室蘭
は，鉄道や国道・高速道
路があります。
 　次に，北海道の交通図
を見ながら鉄道や道路の
広がり，主な港や空港に
ついても調べてみました。

 北海道の交通は，
どのように広がっ
ているのだろう。

P22~23

宮古

道外とは，青函トン
ネル，フェリー，飛
行機などでつながっ
ているのね。

高速道路 都市間バス

大型トラックによる輸送 特別急行列車

道路や鉄道で，
主な都市はむ
すばれている
んだ。

主なフェリー航路

「伊達のおじさんのところに，
車で遊びに行って来たよ！」

「根室のいとこに，ＪＲで
会いにいきたいな。」

高速道路
鉄道
新幹線
おもな道路
おもな空港

地図旅行の遊び方
①室蘭市を地図で
見つける。
②白地図に室蘭を
書き入れる。
③道内の行ってみ
たい場所を地図
でさがし，白地
図に書き入れる。
（絵はがきや写
真があればは
る。）
④行きたい場所に
行くにはどうす
ればよいのか，
地図をもとに話
し合う。
⑤白地図に整理し
て書き入れる。
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　最近では，以前に北方領土でくらしてい
た日本の人たちが，北方領土をたずねたり，
これらの島々に住むロシア人たちが根室地
方をおとずれたりするなど，熱心に交流を
進めています。
　北方領土の問題については，日
本とロシアで，その解決に向けて
話し合いを重ねており，四島に近
い根室地方の人たちや全国の多く
の人たちが，１日も早く，この問
題が解決されることを願っていま
す。

《北方領土を返して！》
　ななみさんたちは，北海道の漁業を調べ
ていくうちに，日本とロシアとの間に，北
方領土という，未解決の問題があることが
わかりました。そこで，根室振興局の方に
電話で，お話をうかがうことにしました。
　根室半島の納沙布岬から見える択捉島・
国後島・色丹島・歯舞群島の四島は北方領
土とよばれ，もともと日本の領土です。
　太平洋戦争で，ソビエト連邦（現ざいの
ロシア連邦）に占領され，今はロシア連邦
が占領していますが，日本は，この北方領
土の四島の返かんを強く求めています。

歯舞群島

北方領土返還祈念シンボル像
ほっぽうりょうど　へんかん　き ねん

ほっ  ぽう りょう

ね　むろ の　さっ　ぷ　みさき えと  ろふ

くな  しり

ど

しこ  たん はぼ  まい  ぐん  とう

れん  ぽう

せんりょう

北方領土
ほっぽうりょうど

でくらしていた人の話

　よく晴れた日には，納沙布岬から故郷の国後島がすぐ近くに見え
ます。四島には，私たちがもともと住んでいた村や家があって，豊
かな漁場で漁をしたり，水産物の加工工場で働いていました。それ
が，戦争後，きょうせい的に引き上げさせられました。
　家族のおはかを残してきたので，１日も早く，四島に帰ってくら
すのが私たちの願いです。

は の さっ ぷ みさき こ きょう くなしり

りょう すいさんぶつ か こうこうじょう

北方領土
ほっぽうりょうど

での暮らしの様子（写真はクジラの解体作業
かいたいさぎょう

とこんぶほし）

写真提供：北方領土問題対策協会・千島歯舞諸島居住者連盟

国後島での青少年による交流会
くなしり
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こんなにたくさんのごみが・・・
　学校では，毎日たくさんのごみが出ます。
紙くずが一番多く出ますが，工作などの学
習のあとには木くずや空きかん・ペットボ
トルなどもごみとして出ます。
　先生のお話では，ほかにもこわれた学用
品・野菜くず・空きびん・けい光かん・トレー・
だんボールなどたくさんの種類のごみが出
るそうです。
　そこで，わたしたちのごみをまとめてし
まつしてくれている用務員のおじさんにお
話をうかがいました。

２　健康なくらしとまちづくり

　学校の中ではど
のようなごみがで
出ているのだろう。

P28~31

自分たちの家からは，どのようなごみが
どれくらい出ているのかな？

１　ごみはどこへ

でも，実習が終わった後，
野菜くずやトレーなどの
ごみはどうやってすてて
いるのかしら？

家庭科の調理実習は，みん
な楽しみにしているよ！

学校にあるいろいろなごみをしまつするところ

む いんよう

しゅうしゅうしゃ

用務員のおじさんのお話

　むかしは，もやせるごみは学校のしょうきゃ
くろでもやしていました。でも，体によくない
ダイオキシンとよばれるものが出るので，学校
でもやすのはやめました。
　みなさんの教室などから出るごみは，「もやせ
るごみ」「もやせないごみ」「大型ゴミ」などに
分けて，ごみ収集車がもっていってくれます。
　また，だんボールや新聞紙などは，リサイク
ルに出します。

や　さい

しゅ　るい

よう　む　いん
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　西いぶりの５つの市町（室蘭市，伊達市，壮瞥町，洞爺湖町，
豊浦町）がいっしょになった西いぶり広域連合が，ごみをもやす
施設の「メルトタワー２１」と資源となるものを処理する「リサ
イクルプラザ」を平成１５年に石川町にたてました。
　ごみは，「メルトタワー２１」で，もやせるごみともやせない
ごみに分けて処理しています。もやしたあとの灰は，道路をほそ
うすることなどに再利用しています。再利用できない灰は，神代
町の「うめたて地」に運ばれます。
　資源となる空き缶や雑びん（使いすてびん），ペットボトルは，
「リサイクルプラザ」で選別，圧縮処理をしたあと，専門の工場
でリサイクルされます。
　また，ごみをもやす時に出る熱を使って発電をしたり，「げん
き館ペトトル」の温水プール，体育館の暖房に使ったりしています。

　つぎに，わたしたちは，西いぶり広域連
合の担当の方をたずねて，ごみしょりのし
かたについて，お話をうかがいました。

ごみの収集の様子を調べよう
　わたしたちは，ごみのゆくえを調べるた
めに，学校の近くにあるごみステーション
へ行ってみました。すると，ちょうどごみ
収集車がきていて，ごみを集めているとこ
ろでした。
　収集する人は，次々とごみを収集車につ
みこんでいて，とてもいそがしそうにはた
らいています。そこで，少しだけお話をう
かがいました。

　わたしたちがだ
したごみは，どのよ
うにして集められ，
どこへはこばれて
いるのだろう。

P32~37

ごみステーション ごみ収集車

収集する人のお話

西いぶり広域連合
こう  いき れん  ごう

の担当の方のお話
そう べつ と う や こ

とようら

し せ つ し げ ん し ょ り

し ょ り はい

さいりよう かみしろ

かん ざつ

せんべつ あっしゅく し ょ り せんもん

だんぼう

メルトタワー２１

　ごみはもやせるごみともやせないごみに分別して，
決められた曜日の朝８時までにごみステーションに
出す決まりになっています。また，ごみを出すときは，
市で指定したごみぶくろに入れてもらったり，シー
ルをはってもらったりしています。
　でも，ごみをきちんと分別していなくて，集めら
れないこともあります。もやせるごみの中にスプレー
缶などがまじっていて，収集車の中で火災が発生し
たこともありましたよ。

しゅうしゅうしゃ

しゅうしゅう

ぶん べつ

し　てい

かん

たん  とう
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　プラスチック製容器包装のリサイクルは，
西いぶりのなかで，室蘭市のみで取り組ん
でいます。

　わたしたちも，身近なところで，できる
だけごみを出さないような取り組みをして
いるところを調べてみました。

　このように，地いきでもごみをへらすた
めに，さまざまなことに取り組んでいるこ
とがわかりました。わたしたちも何かでき
ることがないか，考えてみたいと思いました。

ごみをへらすために
　リサイクル担当の方は，リサイクルをす
すめ，ごみをへらすことは，地球温暖化の
原因となっている二酸化炭素をへらすこと
にもなるので，資源として再利用すること
はとても大切なことだと話していました。
そのため，西いぶり広域連合では，リサイ
クルも行っているそうです。そこで，リサ
イクルについても調べてみました。

　資源ごみはどの
ようにして処理さ
れているのだろう。

P38~39

P40~51

ごみに関わるこれからの問題について 
調べ，みんなで考えてみよう。

せい  よう　き　ほう そう

・ペットボトルなどのプラスチック製のキャップ
・お菓子などのふくろ　　　　　・卵や豆ふなどのケース
・洗ざいやシャンプーなどの容器

せいようき ほうそう

か　し

室蘭市でリサイクルしている資源ゴミ

○空きカン
○プラスチック製容器包装

○雑びん（使い捨てびん） ○ペットボトル

メルトタワー２１での燃やせるゴミ処理の仕組み

スーパーのトレイの回収箱
かいしゅうばこ

コンビニの分別ボックス
ぶんべつ

環境リサイクルマーク

エコマーク パックマーク 再生紙使用マーク

たん  とう

ちきゅう  おん  だん　か

さん　 か　たん　そ

さい　り　よう
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られ，きれいにされます。そこから，配水
池に送られ，水道管を通って，私たちのも
とにとどきます。室蘭市には大きな川がな
いため，となりの登別市の川にも市の浄水
場をつくり，そこから水を引いています。
　私たちは，浄水場のはたらきについても，
調べてみることにしました。

２　水はどこから
１日に使う水の量を調べよう　→
 水はどこから流れてくるのか
　毎日使う大量の水は，どこから，どのよ
うにして，わたしたちの学校や家に送られ
てくるのか調べてみました。
　室蘭市で使っている水は，それぞれの水
源からチマイベツ浄水場や千歳浄水場に送

　わたしたちが使
う水は，どこから
送られてくるのだ
ろう。

P56~57

P52~55

水道をたどってい
くと

じゃ口
↓
水道管
↓
浄水場

まいにち たいりょう

すい

はい  すい

げん

ち かん

じょうすいじょう ち　とせ
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水をつくる工場
　わたしたちは，チマイベツ浄水場をたず
ねて，そのはたらきについて調べてみるこ
とにしました。
　浄水場の建物の中には，大きなお風呂ふ
ろのような水をためているところや，たく
さんの機械があります。また，外にも，プー
ルをしきったような池や，いろいろなしせ
つがありました。

　私たちは，なぜこのようなものが必要な
のか，浄水場の係の人に聞いてみました。
　係の人は「川から取り入れた水には，目
には見えないよごれもたくさんまざってい
て，そのままでは飲めません。ここできれ
いにして，みんなが安心して飲める水をつ
くっているんです。そのために，お金と人
手もたいへんかかります。」と話してくださ
いました。
　わたしたちは，浄水場は，まるで「水を
つくる工場」のようだと思いました。

　浄水場は，どの
ようなはたらきを
しているのだろう。

１立方メートルの
水道水を作るのに
おおよそ150円か
かります。

チマイベツ浄水場

フロック形成池
けいせい ち か

ろ過池

浄水場の仕組み

着
ちゃく

水
す い

井
せい

浄水場に入ってく

る原水の量を調整

します。

中央管理室

じょうすいじょう

き　かい

ひつ   よう

の

で

ひと

かかり
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水のふるさとをたずねて
　わたしたちは，水の源のようすを調べる
ために，室蘭岳に登りました。ヒュッテを
少し登ると，とりいが見えます。そこをく
ぐっていくと，切りかぶの下から水がわき
でていました。先生は，「このような小さな
流れが集まり，川ができます。雨がふらな
くても，水がわきでていますね。」と話して
くださいました。
　頂上に立ってみると，目の前に大きな森
林が広がっています。先生は，「この大きな
森林が “ 緑のダム ” とよばれている『水源
かんよう林』です。」と教えてくださいました。
　それは，森林が，雪どけ水や雨水をたく
わえるはたらきをしているからです。たく
わえられた水は，わき水として，少しずつ
地表にあらわれ，沢にそって流れだし，や
がてそれらが集まって川となります。

安全な水のかくほ
　今，市の水道は，およそ９万人の市民に
使われていますが，水の量は十分にかくほ
されています。けれども，地震などの災害
に備えて，飲み水をたくわえておくことの
できる「きんきゅう貯水そう」が，市内の
あちこちにもうけらています。
　また最近は，環境の悪化により，水がよ
ごされることがだんだんと多くなってきま
した。
　これからは，安全できれいな水を確保す
るためにも，大切な水源がよごされること
のないよう，一人一人が気をつけていかな
ければなりません。

　森林は，どのよ
うなはたらきをし
ているのだろう。

P60~61

　安全な水をかく
ほするために，ど
のようなしごとが
あるのだろう。

P62~65

チマイベツ川の水源 水源の上流のようす

水質試験場

きんきゅう貯
ちょ

水
すい

そう

みなもと しら

だけ

さい  がいじ　しん

そな の

ちょ  すい

かんきょう あっ　か

かく　ほ

　市内の公園のあまり目立たない場所に，
きんきゅう貯水そうというしせつがあります。
　貯水そうには，５０立方メートルの水が入っ
ており，災害のときなどには，1 人 1 日に３
リットルの水を給水することができます。

さいがい

きゅうすい
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わたしたちの使う水のもととなります。水は，
まわっているんだなと思いました。
　また，下水道が整備されると，よごれた
水が川や海にながれこまないのでまちが清
潔になるばかりでなく，雨水も下水道に流
れこむため水害などもすくなくなることも
わかりました。

使ったあとの水のゆくえは
　わたしたちは，使った水のゆくえが気に
なり，よごれた水をきれいにする下水しょ
り場についても調べてみようと思いました。
　下水しょり場の中を見学したり，係の人
のお話を聞いたりしてみることにしました。
　そこでは，家庭などで使われた水が下水
管を通って集められ，下水しょり場できれ
いにされて，検査や消毒をしたあと川や海
に流されています。海に流れこんだ水は，
蒸発して雨雲となり，雨となって，また，

　つかったあとの
よごれた水は，ど
うなるのだろう。

P66~67 　これまでに調べてき
た水の通り道について，
まとめよう

P68~73

下水道の仕組み

蘭
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理
り

場

かかり
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じょうはつ
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まわっているんだなと思いました。
　また，下水道が整備されると，よごれた
水が川や海にながれこまないのでまちが清
潔になるばかりでなく，雨水も下水道に流
れこむため水害などもすくなくなることも
わかりました。

使ったあとの水のゆくえは
　わたしたちは，使った水のゆくえが気に
なり，よごれた水をきれいにする下水しょ
り場についても調べてみようと思いました。
　下水しょり場の中を見学したり，係の人
のお話を聞いたりしてみることにしました。
　そこでは，家庭などで使われた水が下水
管を通って集められ，下水しょり場できれ
いにされて，検査や消毒をしたあと川や海
に流されています。海に流れこんだ水は，
蒸発して雨雲となり，雨となって，また，

　つかったあとの
よごれた水は，ど
うなるのだろう。

P66~67 　これまでに調べてき
た水の通り道について，
まとめよう

P68~73

下水道の仕組み

蘭
らん

東
とう

下水処
しょ

理
り

場

かかり

か　てい

かん

じょうはつ

けん　さ しょうどく

げ　すい

しら せい

けつ

すい  がい

せい　び

99



１地震にそなえるまちづくり
　みさきさんたちは市役所にお話を聞きに
行きました。

「大きな地震が起きたら，津波が来
るかもしれないね。」
「わたしが住んでいる地域はどこに
ひなんすることになるのかな。」

北海道でおこる自然災害
　てつやさんたちは北海道でおこった自然
災害について話し合いました。

「大きな地震で建物がたおれ，停電
にもなってみんなこまっていたよ。」
「大きな音といっしょに火山灰がふり，
農作物がかれてしまったんだ。」
「大雨で家の中に水が流れこんできた
り，畑も大きなひがいを受けたよ。」
「雪で車が通れなくなり，スーパーで
は売るものがなくなったそうよ。」

　てつやさんたちは自然災害にそなえる地域
の取組について調べることにしました。

３　自然災害にそなえるまちづくり

　北海道ではどの
ような自然災害が
起こるおそれがあ
るのだろう。

　室蘭市では，地
震や津波にそなえ
てどのような取り
組みをしているの
だろう。

自然災害の
　　二次被害
・地震による津波，
火事，停電など
自然災害がおこ
ることによって
様々なことが引
きおこされる。

P84~85

P86~87

地震が起こった場合に気がかりになる
ことをみんなで話し合おう。

う　な　き

市役所の宇那木さんの話

　大きな地震が起こったときには「にげることを
第一」に考えて行動しなければいけません。室蘭
市では，津波が起こったときににげることのでき
る高台の広場などをひなん所として決めているほ
か，高台が近くにない場所では，「津波ひなんビル」
を決めています。
　また，「津波ひなんハンドブック」を町内会な
どにくばって，住民がまとまって行動ができるよう，日ごろから
のじゅんびを呼びかけています。地面の高さを知らせる表示もし
ていますので，自分の住んでいる地いきがどれくらいの津波で水
につかってしまうのか，どこにひなんしたらよいのか，知ってお
くことが大切です。

し　ぜん さい がい

有珠山の噴火　2000年 大雪でうまった家　2013年

大雨による鵡川の水害　2016年 地震でこわれた建物 2018年
（北海道新聞提供）

じ　しん たて  もの てい  でん

か　ざん ばい

し   ぜん  さい  がい

じ  しん つ  なみ

てい

う  す  ざん ふん か

む　かわ

地面の高さの表示

つ   なみ

つ　なみ

指定ひなん所の表示
ひょう じ

津波ひなんビル
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　てつやさんたちは情報がどのような形で
まちの人たち伝えられているのか，さらに
聞いてみました。

大切な情報
情報はどのように手に入れたら

「これは何の地図
だろう？」

「どんなことがかい
てあるのかしら。」

「色がちがうのは
なぜだろう。」

「指定や一次って
何のことかしら。」

　てつやさんたちは，災害についてどんな
情報が室蘭市から発信されているか，調べ
ることにしました。

　市は地震や津波
にかんする情報を
どのように住民に伝
えているのだろう。

P88~89

P89

P88

う　な　き

市役所の宇那木さんの話

　津波のおそれがある時には，気象庁から警報が
出されます。この警報はテレビやラジオ・津波警
報サイレンで放送されるほか，ひなんの必要があ
る場合，広報車のスピーカーでも住民にひなんを
呼びかけます。また災害対策本部が設置されると，
そこからＳＮＳや市のホームページなどいろいろ
な方法で，災害にかんする情報を発信しています。
地域のＦＭラジオや新聞などにも，対策本部から
の情報が直接伝わりますので，これらによる情報
はとても正確です。
　また，地震や津波にそなえて，日ごろから市民
のみなさんにさまざまな情報を伝えています。室
蘭市のハザードマップは，「くらしの便利帳」の
中にのせて，ふだんから見てもらえるようくふう
をしています。

う　な　き

市役所の宇那木さんの話

　地震が起こった直後には，各地区に向かった市の職員や，道・
消防・警察など様々な機関からの情報が市役所に集められます。
市役所では，これらをもとにしてひなん所を開設したり，必要が
あれば道や国にしえんを求めたりします。
　いざというときに，このような協力が
行えるよう，日ごろから定期的に関係す
る機関が集まって，防災会議が開かれて
います。

どう

じしん つなみ

つた
ハザードマップ
とは…→

けい  ほう

たい  さく せっち

エスエヌエス

エフエム

ちょくせつ

し   みん

べん   り

室蘭市の津波警報サイレン地震時の室蘭市のSNS 地震時の新聞記事
（北海道新聞社提供）

SNSとは…→

室蘭市くらしの
便利帳
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「いざというときのそなえがあると安心ね。」

「近所のホームセンターで，防災セットを
売っているのを見かけたわ。」
「ぼくのうちでは，どんなそなえをしていた
かなぁ…。」

住民の命やくらしをまもるために

ひなんしせつはどんなもの？
津波ひなんビル
　津波が発生もしくは発生す
るおそれのあるのときに，一
時的にひなんするためのもの
です。
　高台にひなんするのが原則
です。

　地震や津波にそ
なえて，市はどのよ
うなせつびをもうけ
ているのだろう。

P90~91

大きな地震が起こったときに，
どこにひなんしたらよいのか，
話し合おう。

　室蘭市で配られ
ているくらしの便
利帳に室蘭市のハ
ザードマップがし
めされています。

室蘭市のひなんしせつは
どのような所にあるのかな。

津波ひなんビルに指定されている
防災センター（消防総合庁舎）

う　な　き

市役所の宇那木さんの話

　室蘭市では市内の４カ所に，防災びちく庫を置
いています。ここには，災害時に救援物資が届く
までに必要となる，食料・毛布・ストーブや発電
機などがあり， ひなん所などで使われます。
　また，災害時には水道が使えなくなることもあ
ります。そのような場合のそなえとして，きんきゅ
う貯水そうがあります（「わたしたちの室蘭」P97）。
一人の命を守るためには最低１日３リットルの飲める水が必要で
すが，この貯水そうだけでふだんから新せんな水を１６０００人
分の水をためています。
　それぞれの家で必要なものはちがってきますので，ふだんから
家でも災害時のそなえをしておくことはとても大切です。

防災びちく庫 びちく庫の中の様子

①ゆかにしく
　アルミマット
②ティッシュペーパー
③長く保存できる食料
④電気のコード
⑤ブルーシート

ぼう さい

きゅうえん ぶっ  し

もう  ふ

ほぞん

①

②

①

③

⑤

④
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北海道でおこった地震

　これまでに北海道ではどこで，ど
のような地震がおこったのだろう。

　ふうたさんたちは北海道で起こった地震
について調べていくことにしました。

地震や津波にそなえて
　「室蘭市では様々な取り組みをして
いるんだね。」　

「地震にそなえる訓練ってどんなこと
をするのかしら。」
　

「地震がおきたときにどう行動するか
すぐに判断することが必要だよ。」

「ふだんから地震を考えて訓練してい
ればいざという時に動けるね。」
　てつやさんたちは，これまでに調べたことを
もとに，地震や津波の災害にそなえて自分たち
ができることを考えてみました。

　わたしたちの地
域ではこれまでに
どのような地震や
津波がおこったの
だろう。

　日ごろから地震
や津波にそなえる
ためにはどうした
らいいのだろう。

◎考えてみよう
　ひなんするとき
にはどんなものが
あると役に立つだ
ろうか。

家の中で安全に
　　すごすために
〇家電製品による火事
をふせぎましょう。
〇家具の転倒，落下を
ふせぎましょう。
〇非常持ち出し品を
準備してひなん場所
へ向かいましょう。

P92~93
P94～97

P98～99

北海道でおこる地震，津波の特ちょうに
ついて調べよう。

これまでに調べてきた，災害への
そなえについて，まとめよう。1952年十勝沖地震

　津波後の様子
1993年北海道南西沖地震
では津波の後に火災が発生　

今までにたくさん
の地震が起こって
いるのね。

津波が来るのは，
海で地震が起きた
時に多いのかな。

北海道で起こった過去の地震
1933 昭和三陸地震 行方不明者が二万人にもおよぶ。
1952 十勝沖地震 津波によるひがいがあった。
1969 色丹島沖地震
1993 釧路沖地震 千人におよぶ死傷者をだした。
1993 北海道南西沖地震 大津波がきて二百人以上の死者。
1994 北海道東方沖地震 家が６１むねもぜんかいした。
2003 十勝沖地震 津波によるひがいがあった。
2004 釧路沖地震 家が１１６むねぜんかいした。
2013 十勝地方南部で大きな地震　
2018 北海道胆振東部沖地震　土砂くずれや大規模な停電。

か　 こ

2019年防災の日の蘭西地区の地震・津波訓練の様子

じ　しん つ　なみ

らんさい

か　でん せい ひん

てん とう

ひ  じょう

じゅん  び

か　さい
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1993 北海道南西沖地震 大津波がきて二百人以上の死者。
1994 北海道東方沖地震 家が６１むねもぜんかいした。
2003 十勝沖地震 津波によるひがいがあった。
2004 釧路沖地震 家が１１６むねぜんかいした。
2013 十勝地方南部で大きな地震　
2018 北海道胆振東部沖地震　土砂くずれや大規模な停電。

か　 こ

2019年防災の日の蘭西地区の地震・津波訓練の様子

じ　しん つ　なみ

らんさい

か　でん せい ひん

てん とう

ひ  じょう

じゅん  び

か　さい
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＜せんたく＞２水害から人々を守る
水害対さくについて調べる
　てつやさんたちは，2016（平成28）年
8月に北海道で起きた水害について話し
合っています。

「１週間で３つの台風が上陸して被害
が出た１週間後に，別の台風が来た
んだって。」

「川が増水して道路や鉄道の橋が流
されたらしいわ。」

「ていぼうがくずれ住たく地が水につ
かり，200人がこ立したそうだよ。」

「農作物や農地などの農業被害が，
500 億円以上になったって…。」

　てつやさんたちは，水害のひがいをふせ
ぐための取り組みを調べることにしました。

 地域では水害にそ
なえて，どのよう
な取り組みをして
いるのだろう。

P100~111

水害が起きた時のあふれた
水を防ぐ訓練のようす

アメダスによる雨量分ぷ図 流された千呂露橋（沙流川）

すい  がい

ひ　がい

ち  いき

ち　 ろ　 ろ さ　  る

広い地いきで
被害があったのね。

地形とかんけいが
あるのかな。

●　2016（平成28年）の大雨で水害の起こった場所

北海道開発局の小森さんの話

　国や北海道，市町村では，自然災害からくらし
を守るために，「知らせる」「伝える」「防ぐ」と
いう取り組みを行っています。　
○「知らせる」
　ハザードマップできけんな所やひなん所を知
らせています。
○「伝える」
　災害が予想される場合には，いつもの報道発表の他に，メー
ルやラジオ放送により※プッシュ型の情報発信を強化して伝え
ています。
○「防ぐ」
　ふだんから道路や川，ダムなどの
工事を行い災害を防いでいます。
　
※メール，ラジオ（「日本道路交通情
報センター）で発信している。

し　ぜん さい がい

つた ふせ

ほう どう

がた じょうほう はっしん

くんれん

●：1位を更新した
　　アメダス地点

札幌管区気象台資料により作成

平成28年8月
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＜せんたく＞２水害から人々を守る
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「農作物や農地などの農業被害が，
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　てつやさんたちは，水害のひがいをふせ
ぐための取り組みを調べることにしました。

 地域では水害にそ
なえて，どのよう
な取り組みをして
いるのだろう。
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アメダスによる雨量分ぷ図 流された千呂露橋（沙流川）
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広い地いきで
被害があったのね。

地形とかんけいが
あるのかな。

●　2016（平成28年）の大雨で水害の起こった場所

北海道開発局の小森さんの話

　国や北海道，市町村では，自然災害からくらし
を守るために，「知らせる」「伝える」「防ぐ」と
いう取り組みを行っています。　
○「知らせる」
　ハザードマップできけんな所やひなん所を知
らせています。
○「伝える」
　災害が予想される場合には，いつもの報道発表の他に，メー
ルやラジオ放送により※プッシュ型の情報発信を強化して伝え
ています。
○「防ぐ」
　ふだんから道路や川，ダムなどの
工事を行い災害を防いでいます。
　
※メール，ラジオ（「日本道路交通情
報センター）で発信している。

し　ぜん さい がい

つた ふせ

ほう どう

がた じょうほう はっしん

くんれん

●：1位を更新した
　　アメダス地点

札幌管区気象台資料により作成

平成28年8月
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＜せんたく＞２雪害から人々を守る
　てつやさんたちは，2013（平成25）年3月の
吹雪による災害について話し合っています。

「朝は晴れていたのに，午後から急に
吹雪になったんだって。午前中に外
出した多くの人が被害にあったんだ。」
「列車や飛行機が止まったり， 多くの
道路が通行止めになったりしたそう
よ。」
「ふきだまりや，地吹雪によるホワイ
トアウトで動けなくなって，車の中で
なくなった人もいたそうだよ。」
「中標津町や北見市では， 約８千戸が
停電したそうだよ。公共しせつ等に
ひなんして生活が大変だったって…。」

　てつやさんたちは，雪の災害にそなえるために，自分達
ができることをできることを考えてみました。

　地域では雪害に
そなえて，どのよ
うな取り組みをし
ているのだろう。

ホワイトアウト
　ひどい吹雪など
により真っ白にな
り前が見えなくな
る状態。

P100~111

地吹雪により視界が悪くなった道路

過去に北海道で起こった主な雪の災害

せつ がい

ち  いき

中標津町役場の人の話

　町では，『2013年ぼう風雪災害』のあと，2013年９月～10
月に多くの住民が参加した防災訓練を６回行いました。広報誌な
どで，日用品を買うなどの事前準備を行ったり，吹雪の時の外出
をひかえたりするよう呼びかけました。天気や道路の通行止めな
どの情報を，メール，SNS等の分かりやすい内容の発信をしてい
ます。また，FMラジオと災害放送協定を結び，役場からきんきゅ
う放送が行えるようにしています。
また，住民のみなさんは，町からのメールなどで得た情報を町内
会の人が高れい者に伝えたり，ぼう風雪前に高れい者の買い物を
手助けしたりするなどしています。
　これらの取組により，2014年２月の暴風雪では，人の被害や
車の立ち往生の発生をなくすことができました。

平成25年3月1～３日の
ぼう風雪警報の状況
（気象庁HPより）

2005年12月～2006年2月　豪雪
　記録的な大雪で18人がなくなった。

2011年1月　雪害（空知地方）
　3名がなくなり，18人が重傷。

2013年3月　ぼう風雪
　オホーツク海側を中心に9人がなくなった。

2015年1～3月　ぼう風雪
　羅臼町で通行止めにより197時間孤立。
　　2016年2月　ぼう風雪
　北海道の広いはん囲で通行止め。

2018年3月　ぼう風雪
　道内の広いはん囲で立ち往生が発生。

さい がい

じ　ふ ぶ き し　かい

ふ　ぶき

なか　し　べつちょう

てい こう きょう

へん

ごう  せつ

じゅうしょう

ふう  せつ

ら   うす こ   りつ

おうじょう

日常からぼう風雪にそなえる
家の中で安全にすごすために

停電へのそなえの例
（自分の家のそなえを
チェックしてみましょう）

じゅうみん くん  れん こう　ほう　し

じょうほう エスエヌエス

こう　　　　　  しゃ

ひ   がい

おうじょう

○気象情報に注意して，暴風雪が予想されてい
るときは外出をさけましょう。
○てい電にそなえて懐中電灯，携帯ラジオ，防
寒具，ポータブルストーブや灯油，非常食，
飲料水などを準備しておくことも大切です。

きしょうじょうほう

かいちゅうでんとう けいたい ぼう

かん   ぐ ひじょうしょく

じゅんび

懐中電灯
携帯ラジオ
防寒具
ポータブル
ストーブなど
灯油
非常食
飲料水
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＜せんたく＞２雪害から人々を守る
　てつやさんたちは，2013（平成25）年3月の
吹雪による災害について話し合っています。

「朝は晴れていたのに，午後から急に
吹雪になったんだって。午前中に外
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「列車や飛行機が止まったり， 多くの
道路が通行止めになったりしたそう
よ。」
「ふきだまりや，地吹雪によるホワイ
トアウトで動けなくなって，車の中で
なくなった人もいたそうだよ。」
「中標津町や北見市では， 約８千戸が
停電したそうだよ。公共しせつ等に
ひなんして生活が大変だったって…。」

　てつやさんたちは，雪の災害にそなえるために，自分達
ができることをできることを考えてみました。

　地域では雪害に
そなえて，どのよ
うな取り組みをし
ているのだろう。

ホワイトアウト
　ひどい吹雪など
により真っ白にな
り前が見えなくな
る状態。
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地吹雪により視界が悪くなった道路

過去に北海道で起こった主な雪の災害

せつ がい
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中標津町役場の人の話

　町では，『2013年ぼう風雪災害』のあと，2013年９月～10
月に多くの住民が参加した防災訓練を６回行いました。広報誌な
どで，日用品を買うなどの事前準備を行ったり，吹雪の時の外出
をひかえたりするよう呼びかけました。天気や道路の通行止めな
どの情報を，メール，SNS等の分かりやすい内容の発信をしてい
ます。また，FMラジオと災害放送協定を結び，役場からきんきゅ
う放送が行えるようにしています。
また，住民のみなさんは，町からのメールなどで得た情報を町内
会の人が高れい者に伝えたり，ぼう風雪前に高れい者の買い物を
手助けしたりするなどしています。
　これらの取組により，2014年２月の暴風雪では，人の被害や
車の立ち往生の発生をなくすことができました。

平成25年3月1～３日の
ぼう風雪警報の状況
（気象庁HPより）

2005年12月～2006年2月　豪雪
　記録的な大雪で18人がなくなった。

2011年1月　雪害（空知地方）
　3名がなくなり，18人が重傷。

2013年3月　ぼう風雪
　オホーツク海側を中心に9人がなくなった。

2015年1～3月　ぼう風雪
　羅臼町で通行止めにより197時間孤立。
　　2016年2月　ぼう風雪
　北海道の広いはん囲で通行止め。

2018年3月　ぼう風雪
　道内の広いはん囲で立ち往生が発生。
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○気象情報に注意して，暴風雪が予想されてい
るときは外出をさけましょう。
○てい電にそなえて懐中電灯，携帯ラジオ，防
寒具，ポータブルストーブや灯油，非常食，
飲料水などを準備しておくことも大切です。

きしょうじょうほう

かいちゅうでんとう けいたい ぼう

かん   ぐ ひじょうしょく

じゅんび

懐中電灯
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さっぽろ雪まつりの始まり
　さっぽろ雪まつりが始まった1950年は，
まだ敗戦後の苦しさが続いていた時代で，
食料や燃料などが不足していました。当時
の暗いムードから，明るさを取りもどすた
めにどうしたらよいか考えた人たちの動き
が，雪まつりへとつながりました。初めて
の雪まつりの雪像は，中・高校生が道具を
持って来て，美術の先生の指導のもとで試
行錯誤しながら作りました。
　当日は，雪像てんじのほかにも，ドッグ
レースやダンスなどさまざまなプログラム
があり，およそ５万人のお客でにぎわいま
した。試験的な行事だった雪まつりは大成
功をおさめ，札幌市民の期待も大きく，第
２回からは札幌市の年中行事として位置づ
けられていきました。

１北海道の伝統や文化
北海道の年中行事
　北海道の札幌市では，毎年２月ころにな
ると「さっぽろ雪まつり」が行われます。

「雪像がたくさんあるね。どれくらい
あるんだろう。」
「毎年２００万人以上のお客さんが来
るんだって。」
「外国人のお客さんもたくさんきている
んだよ。」
「雪まつりのことをもっと知りたいな。」

４　地域で受けつがれてきたもの
　北海道には，ど
んな年中行事があ
るのだろう。

P116~117

どうやって今のような世界的な雪ま
つりになっていったのかな。

たくさんのお客さんに来てもらうため
に，きっと工夫していると思うな。

わたしたちの室蘭でも，港まつり
などの年中行事が行われているね。
もっとくわしく調べてみたいな。

　調べて気になっ
たことや疑問に
思ったことをもと
に，学習問題を作
ろう。
　問題について予
想して，学習計画
を立てよう。

 学習問題例
雪まつりは，どう
してたくさんの人
が参加するように
なったのだろう。
 学習計画
調べること
・雪まつりのよさ
・多くの人が見に
　来るわけ
・まつりをもり上
　げるための工夫
調べ方
・見る
・話を聞く
・資料を使って調
　べる

いき
さっぽろ雪まつり

さっ  ぽろ

せつ  ぞう

1950年 地元の中・高校生が６つの雪像を大通公園に設置したことがきっかけで始まる。

1953年 高さ15メートルの大雪像がはじめて作られる。

1955年 自衛隊が参加し，大雪像づくりを行う。

1959年 はじめてテレビ，新聞でしょうかいされる。

1972年 冬季オリンピックが札幌で開かれる。雪まつりが世界に知られるようになる。

1974年 オイルショックでトラックのガソリンが不足し，雪像の中にドラムかんを入れる
 などして乗り切る。国際雪像コンクールスタート。

せっち

えいたい さんか

とうき

ふ

さい

はい  せん つづ

りょう ねん

はじ

じゅつ どう し

こう さく   ご

し    けん  てき せい

こう みん

い　 ち

 つなげよう
北海道に昔から受
けつがれてきたも
のには，どんなも
のがあるのだろう。
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さっぽろ雪まつりの始まり
　さっぽろ雪まつりが始まった1950年は，
まだ敗戦後の苦しさが続いていた時代で，
食料や燃料などが不足していました。当時
の暗いムードから，明るさを取りもどすた
めにどうしたらよいか考えた人たちの動き
が，雪まつりへとつながりました。初めて
の雪まつりの雪像は，中・高校生が道具を
持って来て，美術の先生の指導のもとで試
行錯誤しながら作りました。
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があり，およそ５万人のお客でにぎわいま
した。試験的な行事だった雪まつりは大成
功をおさめ，札幌市民の期待も大きく，第
２回からは札幌市の年中行事として位置づ
けられていきました。

１北海道の伝統や文化
北海道の年中行事
　北海道の札幌市では，毎年２月ころにな
ると「さっぽろ雪まつり」が行われます。

「雪像がたくさんあるね。どれくらい
あるんだろう。」
「毎年２００万人以上のお客さんが来
るんだって。」
「外国人のお客さんもたくさんきている
んだよ。」
「雪まつりのことをもっと知りたいな。」

４　地域で受けつがれてきたもの
　北海道には，ど
んな年中行事があ
るのだろう。
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どうやって今のような世界的な雪ま
つりになっていったのかな。

たくさんのお客さんに来てもらうため
に，きっと工夫していると思うな。

わたしたちの室蘭でも，港まつり
などの年中行事が行われているね。
もっとくわしく調べてみたいな。

　調べて気になっ
たことや疑問に
思ったことをもと
に，学習問題を作
ろう。
　問題について予
想して，学習計画
を立てよう。

 学習問題例
雪まつりは，どう
してたくさんの人
が参加するように
なったのだろう。
 学習計画
調べること
・雪まつりのよさ
・多くの人が見に
　来るわけ
・まつりをもり上
　げるための工夫
調べ方
・見る
・話を聞く
・資料を使って調
　べる

いき
さっぽろ雪まつり

さっ  ぽろ

せつ  ぞう

1950年 地元の中・高校生が６つの雪像を大通公園に設置したことがきっかけで始まる。

1953年 高さ15メートルの大雪像がはじめて作られる。

1955年 自衛隊が参加し，大雪像づくりを行う。

1959年 はじめてテレビ，新聞でしょうかいされる。

1972年 冬季オリンピックが札幌で開かれる。雪まつりが世界に知られるようになる。

1974年 オイルショックでトラックのガソリンが不足し，雪像の中にドラムかんを入れる
 などして乗り切る。国際雪像コンクールスタート。
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 つなげよう
北海道に昔から受
けつがれてきたも
のには，どんなも
のがあるのだろう。
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　今では，日本を代表する祭りになった「さっ
ぽろ雪まつり」のほかに，「冬まつり」（旭川市）
「雪あかりの路」（小樽市）「はこだて冬フェス
テバル」（函館市）『昭和新山国際雪合戦』（壮
瞥町）などが行われています。
　てつやさんたちは，他にも北海道で昔から受
けつがれているものや昔からあるものについて
知りたくなりました。そこで，道の観光パンフレッ
トやガイドブックを見て，気になったものをクラ
スで発表しました。

北の生活文化
　北海道の海辺には，江戸時代から続く祭
りなどの伝統行事があります。これらの中
には，ニシン漁にまつわるものや，本州と
の交流からえいきょうを受けたものもあり
ます。
　また，人々に歌いつがれてきた民ようと
して，「江差追分」「松前追分」「ソーラン節」
などがあります。
　日本各地から北海道の開たくに入ってき
た人たちは，年中行事として行われてきた
ふるさとの祭りや伝統芸能を持ちこみ，心
のよりどころとしてきました。本州から伝
わったこれらの風習が，北海道で新たな伝
統を加えながら根付いて，今に続いていま
す。

　北海道には，ど
んなお祭りなどの
年中行事があるの
だろう。

伝統行事
古くから伝わる行
事で，年中行事も
伝統行事の一つ。

伝統芸能
古くから伝わる芸
術やぎのう。音楽
やおどり，絵や工
芸品などがある。

どこで行われているのかな。
地図で調べてみよう。

●ニシン漁や北海道との交流からえいきょうを受けた祭り
姥神大神宮渡御祭（江差町）　　松前神楽（松前町）
福島大神宮例大祭（福島町）
●本州の伝統芸能から受けつがれている祭り
妹背牛神社例祭（妹背牛町）　　室蘭神楽（室蘭市）
多度志神社例大祭（深川市）　
北海ぼんおどり（三笠市，道内各所）
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文化財
昔から伝わる文化
として，ねうちのあ
る物やわざのこと。
わざなどの形のな
いものは，無形文
化財とよばれる。

うば  がみ　　　　　　　  と  ぎょ さい え　さし まつ  まえ   かぐら

れいたいさい

も せ う し
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お　たる
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かんこう

■ アイヌの人々の集落（コタン）
● 城や漁業にかかわる建物
▲ 開たくのころの建物

〈重要無形民ぞく文化財〉
みん

○アイヌ古式舞踊
　札幌市　旭川市　白老町　むかわ町
　平取町　阿寒町　など，全道各地
○アイヌのユーカラ，建築技術・儀礼

ぶ　よう

けんちく　ぎ じゅつ ぎ れい

松前町
福山城

北海道の文化財・建物
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北海道庁旧本庁舎
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小平町
旧花田家番屋

小樽市
旧手宮鉄道など
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平取町
二風谷コタン
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白老町
ポロトコタン

しらおい

室蘭市
旧室蘭駅舎

江差町
旧中村家住宅

えさし

函館市
旧函館区公会堂
ハリストス正教会など
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　アイヌの人たちは，サケを主な食料としていたので，サケが卵
を産むために流れをさかのぼってくる川岸か海岸に近いところに
家が集まり，集落（コタン）を作って生活していました。知恵と
経験のあるものが村長となって人々 をまとめていました。

「男の人は，野や山でクマやシカ，キツネやウサ
ギ等の野生動物をとっていたんだね。」

「川や海ではサケなど魚や貝類をとっていたんだ。」

「野山では，木の実や山菜，キノコなどをとってい
たのね。」

「野草の根からでんぷんを作ったり，畑であわやひ
えを育てて，それを粉にしたりしておかゆやだんご
のようなものを作ってたらしいわよ。」

アイヌの人たちのくらし
　わたしたちが住んでいる北海道や室蘭に
は，いつごろから人々が住み，どのような
生活をしていたのでしょうか。
　今から 7～ 8000 年ほど前から，北海道
各地には，土器や石器，骨角器などを使い，
かりや木の実などを集めて生活していた縄
文人が生活していました。縄文時代はその
後，続縄文時代，擦文時代と続き，アイヌ
文化時代に移っていきます。
　北海道には，和人が本州から移り住む前
から，自然の神々（カムイ）に感謝し，自
然と共に生きる心をほこりとするアイヌの
人たちが住んでいます。
　北海道の豊かな自然の中で，独自の文化
を築いてきたアイヌの人たちの生活や心の
世界を調べてみましょう。

　アイヌの人たち
の生活はどのよう
な様子だったのだ
ろう。

アイヌ
「人間」という意
味のアイヌ語で，
和人のことは「シ
サム」とよんでいた。
骨角器
動物や魚の骨や
角・きば等で作っ
た道具。つり針や
くし等がある。

２アイヌの人たちの生活

民俗資料館に展示されているアイヌの人たちが使った着物や道具

アイヌの人たちの生活の様子を調べて交流しよう。
・住む場所　　　・かりの様子
・食べ物　　　　・着ているもの

ばり

かく き こっ

じょう

もん

さつ  もん

うつ

ぜん しゃ

とも

ゆた どく  じ

きず

コタンの様子（想像図）とチセ（家）のもけい
ぞう

りょう たまご

う

え

けい  けん むら  おさ

るい

さい

こな
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　アイヌの人たちは，サケを主な食料としていたので，サケが卵
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文化時代に移っていきます。
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然と共に生きる心をほこりとするアイヌの
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　北海道の豊かな自然の中で，独自の文化
を築いてきたアイヌの人たちの生活や心の
世界を調べてみましょう。
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アイヌの人たちと和人との歴史
　アイヌの人たちと和人（本州から移り住んだ
人々）は，自分たちの生活に必要なものを交
換し合ってなかよくくらしていました。このよう
な取引は昔から行われていましたが，和人の数
が増えてくるとたがいの生活や文化にも変化を
生み出しました。取引の決まりがアイヌの人に
とって不利になり，不公平な取引でどんどん利
益を失い，貧しくなりました。そのため，アイ
ヌの人たちの不満はつのっていき，全道各地
で和人との争いや戦いがくり返されましたが，
次第に和人たちの勢力は強くなっていきました。
　アイヌの人たちは，山や川をうばわれ，川で
の漁や鹿などのかりができなくなったり，農業
や日本語をおし付けられたりするなど伝統的な
文化や生活を失っていきました。
　しかし，北海道には，自然や生活の様子などを表現したアイ
ヌ語地名がしっかりと生き残っています。また，先住民としてほ
こり高く守りぬいてきた素晴らしい文化や伝統は，後世に残して
いこうとする多くの人たちの協力で，現在も引きつがれています。

アイヌの人たちの文化
　アイヌの人たちは，身の回りにあるもの
はすべて神様が下さったと考えて，神様に
感謝する祭りを大切にしてきました。
　祭りの中には，歌やおどりがありました。
そこには，神々に感謝の気持ちを伝えると
ともに，ふだんのくらしの中での喜びや悲
しみを神々と分かち合いたいという気持ち
がこめられていました。いろいろなおどり
や舞があり，ムックリやトンコリといった
楽器を使った歌や音楽もあります。
　昔から語り伝えられているお話は，アイ
ヌの人たちが長い時間をかけて受けついだ
文化の一つです。その多くは，ユーカラ（英
雄の物語），カムイユーカラ（神々の物語），
ウエペケレ・ウチャシクマ（昔話）の三つ
に分けられます。

　北海道では、ア
イヌの人たちのど
のような文化が守
り伝えられている
のだろう。

古式舞踊
地域の特色をもち，
各地の保存会で受
けつがれている。
重要無形民ぞく文
化財に指定されて
いる。

P130~131

学習問題をふり返り，
まとめよう
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かく ほぞん

じゅうよう むけい

ざい してい

＜北海道の各地に残るアイヌ語の地名＞
　道内には，室蘭市と同じように，アイヌ語がもとになって，名
前がついたまちがたくさんあります。

　室蘭（むろらん）　　→　「モロラン」（ゆるやかに下る坂）
　登別（のぼりべつ）　→　「ヌプル・ペツ」（にごった・川）
　洞爺（とうや）　　　→　「ト・ヤ」(湖の岸)
　白老（しらおい）　　→　「シラウ・オイ」（あぶの多いところ）
　壮瞥（そうべつ）　　→　「ソー・ペツ」(たき・川)
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うつ
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かん

ふ へん

ふ　 り り

えき うしな まず

ふ　まん かく

あらそ たたか
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つ

ぜん げん

のこ みん

す　ば

でんとう

のこ

きょう げんざい

　地域で受けつが
れてきた様々な文
化を，これからも守
り伝えていくため
にはどんなことが
大切なのだろう。

いき

つた

＜北海道の呼び名＞
　当時，北海道は，アイヌの
人たちにとっては「アイヌモ
シリ」，和人は「蝦夷地」と呼
んでいました。

え　ぞ
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アイヌの人たちと和人との歴史
　アイヌの人たちと和人（本州から移り住んだ
人々）は，自分たちの生活に必要なものを交
換し合ってなかよくくらしていました。このよう
な取引は昔から行われていましたが，和人の数
が増えてくるとたがいの生活や文化にも変化を
生み出しました。取引の決まりがアイヌの人に
とって不利になり，不公平な取引でどんどん利
益を失い，貧しくなりました。そのため，アイ
ヌの人たちの不満はつのっていき，全道各地
で和人との争いや戦いがくり返されましたが，
次第に和人たちの勢力は強くなっていきました。
　アイヌの人たちは，山や川をうばわれ，川で
の漁や鹿などのかりができなくなったり，農業
や日本語をおし付けられたりするなど伝統的な
文化や生活を失っていきました。
　しかし，北海道には，自然や生活の様子などを表現したアイ
ヌ語地名がしっかりと生き残っています。また，先住民としてほ
こり高く守りぬいてきた素晴らしい文化や伝統は，後世に残して
いこうとする多くの人たちの協力で，現在も引きつがれています。

アイヌの人たちの文化
　アイヌの人たちは，身の回りにあるもの
はすべて神様が下さったと考えて，神様に
感謝する祭りを大切にしてきました。
　祭りの中には，歌やおどりがありました。
そこには，神々に感謝の気持ちを伝えると
ともに，ふだんのくらしの中での喜びや悲
しみを神々と分かち合いたいという気持ち
がこめられていました。いろいろなおどり
や舞があり，ムックリやトンコリといった
楽器を使った歌や音楽もあります。
　昔から語り伝えられているお話は，アイ
ヌの人たちが長い時間をかけて受けついだ
文化の一つです。その多くは，ユーカラ（英
雄の物語），カムイユーカラ（神々の物語），
ウエペケレ・ウチャシクマ（昔話）の三つ
に分けられます。

　北海道では、ア
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のだろう。
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＜北海道の各地に残るアイヌ語の地名＞
　道内には，室蘭市と同じように，アイヌ語がもとになって，名
前がついたまちがたくさんあります。

　室蘭（むろらん）　　→　「モロラン」（ゆるやかに下る坂）
　登別（のぼりべつ）　→　「ヌプル・ペツ」（にごった・川）
　洞爺（とうや）　　　→　「ト・ヤ」(湖の岸)
　白老（しらおい）　　→　「シラウ・オイ」（あぶの多いところ）
　壮瞥（そうべつ）　　→　「ソー・ペツ」(たき・川)
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化を，これからも守
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＜北海道の呼び名＞
　当時，北海道は，アイヌの
人たちにとっては「アイヌモ
シリ」，和人は「蝦夷地」と呼
んでいました。
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　ななみさんは，３年生の時にも「ものづ
くりのまち室蘭」という勉強をしたことを
思い出し，どうして室蘭は「ものづくりの
まち」と呼ばれるようになったのだろうと
思いました。

ものづくりのまち室蘭
　ななみさんたちは，室蘭工業大学へ「もの
づくり教室」に行きます。今回は，金属を溶
かしてキーホルダーを作るのだそうです。
　室蘭工業大学では，ものづくり基盤センター

長の清水先生が「室蘭市は，『鉄
のまち』『ものづくりのまち』と
いわれています。みなさんも，
ものづくりの楽しさを感じてくだ
さいね。」とおっしゃいました。

５　昔から今へと続くまちづくり

　室蘭はどのよう
にして発展してき
たのだろう。

P132~161

室工大ものづくり教室の様子

室蘭の主なできごと
1856年　南部藩が陣屋をつくる
1870年　仙台藩角田領の武士たちが開拓に入る
1872年　室蘭港開港
1873年　札幌本道開通
1876年　常盤学校（旧常盤小学校開校）
1887年　屯田兵110戸輪西村に入植（第１回）
1889年　屯田兵110戸輪西村に入植（第２回）
1892年　輪西～岩見沢間に鉄道開通
1900年　室蘭郡の９町１村が室蘭町となる
1906年　北炭室蘭鉄道が国鉄室蘭本線となる
1907年　日本製鋼所創立，室蘭工場建設着工
1909年　北海道炭礦汽船輪西製鉄場設立

きん  ぞく

き　ばん

と

室蘭工業大学　ものづくり基盤センター（cremo）
　ものづくりに関わる実践的な教育，先端加工技術の研究，ものづ
くりを通した地域との交流を行うことを目的としている。
　未来を担う子どもたちにものづくりの素晴らしさを伝え，ものづ
くり体験等を通して，次世代のひとづくりに取り組んでいる。

　各種の社会貢献プロジェクトにも取り組んでいます。

シップリサイクルプロジェクト
　私たちの生活を支える「船」。寿
命を終えた船を再生利用すること
がシップリサイクルです。現在は
多くの船の解体が，発展途上国で
行われ，劣悪な労働環境の下，多
くの命と健康が犠牲になっていま
す。これを，日本の技術を使い，
安全で環境に配慮した方法を確立
するためのプロジェクトです。

スケルトンプロジェクト
　冬季オリンピックの正式種目である
「スケルトン」ですが，スケルトン用
のソリを作るメーカーが日本になく，
海外製は高価なため，中古品を使用
しているのが実情です。また，海外
製は日本選手の体型に合わず安定し
た操作ができません。これを室蘭市
の企業の技術で制作し，若手選手の
サポートを行うプロジェクトです。

こうけん

れつ  あく

と

ぎ　せい

りょ
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たのだろう。
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1900年　室蘭郡の９町１村が室蘭町となる
1906年　北炭室蘭鉄道が国鉄室蘭本線となる
1907年　日本製鋼所創立，室蘭工場建設着工
1909年　北海道炭礦汽船輪西製鉄場設立
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と

室蘭工業大学　ものづくり基盤センター（cremo）
　ものづくりに関わる実践的な教育，先端加工技術の研究，ものづ
くりを通した地域との交流を行うことを目的としている。
　未来を担う子どもたちにものづくりの素晴らしさを伝え，ものづ
くり体験等を通して，次世代のひとづくりに取り組んでいる。

　各種の社会貢献プロジェクトにも取り組んでいます。

シップリサイクルプロジェクト
　私たちの生活を支える「船」。寿
命を終えた船を再生利用すること
がシップリサイクルです。現在は
多くの船の解体が，発展途上国で
行われ，劣悪な労働環境の下，多
くの命と健康が犠牲になっていま
す。これを，日本の技術を使い，
安全で環境に配慮した方法を確立
するためのプロジェクトです。

スケルトンプロジェクト
　冬季オリンピックの正式種目である
「スケルトン」ですが，スケルトン用
のソリを作るメーカーが日本になく，
海外製は高価なため，中古品を使用
しているのが実情です。また，海外
製は日本選手の体型に合わず安定し
た操作ができません。これを室蘭市
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　これらは，３年生の時に勉強した，日本
製鉄と日本製鋼所の始まりだそうです。ど
うやら，このできごとが「ものづくりのま
ち室蘭」と関係ありそうです。
　今までに聞いた話や調べたことをもとに，
気になったことや，ぎもんに思ったことを
話し合いました。

「製鉄所と製鋼所をつくるなんて，
だれが考えたのだろう。」

「どうして室蘭に製鉄所と製鋼所を
つくったのだろう。」

「製鉄所と製鋼所ができるまでに，
どんなできごとがあったのかな。」

　話し合いをもとに学習課題をつくりまし
た。学習課題について予想したあと，学習
計画を立てました。

「どうやったら鉄が作れるのかな。」

「鉄を作るのには，何がいるのかな。」

室蘭の始まり
　てつおさんたちは，室蘭の始まりから調べる
ことにしました。民俗資料館に行くと，館長さ
んが開拓の始まった頃のお話をしてくださいま
した。

　さらに調べていくと，１９０９（明治４２）
年に製鉄所と製鋼所ができていることがわかり
ました。

　室蘭を開拓する
のには，どんなな
やみがあったのだ
ろう。

みんなでつくった学習課題
室蘭は，どのようにして，「ものづくりのまち」
となったのだろう。

活動
・室蘭の開拓が始まっ
た頃の様子を調べ
よう。
・調べたことをもとに，
気になったことや疑
問に思ったことを話
し合おう。
・話し合ったことをも
とに，学習課題をつ
くり，学習計画を立
てよう。

添田龍吉のかま

輪西屯田兵村

みん  ぞく  し   りょうかん

かい  たく

せい  てつ しょ せい  こう  しょ

室蘭民俗資料館（とんてん館）谷中さんのお話

　江戸時代の終わり，まだ北
海道が「蝦夷地」とよばれて
いたころ，今の崎守町あたり
に「モロラン場所」が作られ
ました。また，資料館のすぐ
近くの場所に，外国から蝦夷
地を守る役割の「南部陣屋」

が置かれました。
　そして，明治になり「北海道」とよばれる
ようになってからは，１８７０（明治３）年
に仙台藩角田領の武士，添田龍吉や泉麟太郎
たちが開拓に入りました。
　また，１８８７（明治２０）年と１８８９（明
治２２）年には１１００人くらいの屯田兵と
その家族が移住してきました。しかし，開拓
を始めたものの，湿地が多く農業に向かない
土地と夏に晴れが少ない気候のため作物がと
れず，生活が大変だったので，住む人がなか
なか増えていかなかったそうです。
　そのため，農業にたよらないで開拓する方
法を考える必要が出てきました。

え　 ぞ  　ち

やく  わり なん　ぶ　じん　や

せん だい  はん かく　た  りょう そえ　だ  りゅうきち いずみりん   た    ろう

とん  でん  へい

しっ　ち

移民の小屋
学習計画
調べること
・だれが中心になっ
て製鉄所と製鋼所
をつくったのか。
・室蘭に製鉄所と製
鋼所ができたわけ。
・できあがるまでの
苦労。
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　室蘭を開拓する
のには，どんなな
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ろう。
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ました。また，資料館のすぐ
近くの場所に，外国から蝦夷
地を守る役割の「南部陣屋」

が置かれました。
　そして，明治になり「北海道」とよばれる
ようになってからは，１８７０（明治３）年
に仙台藩角田領の武士，添田龍吉や泉麟太郎
たちが開拓に入りました。
　また，１８８７（明治２０）年と１８８９（明
治２２）年には１１００人くらいの屯田兵と
その家族が移住してきました。しかし，開拓
を始めたものの，湿地が多く農業に向かない
土地と夏に晴れが少ない気候のため作物がと
れず，生活が大変だったので，住む人がなか
なか増えていかなかったそうです。
　そのため，農業にたよらないで開拓する方
法を考える必要が出てきました。
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苦労。

123



「北海道炭礦鉄道という会社で働い
ていたよ。」

「北海道炭礦鉄道では，岩見沢から
室蘭まで鉄道を引いているよ。」

「石炭を運ぶ列車なんだって。」

　製鉄所と製鋼所，井上角五郎について，
さらに知りたいことをノートに書き，調べ
ることにしました。

製鉄所・製鋼所と井上角五郎
　ななみさんたちは，室蘭の製鉄所や製鋼所
ができた頃のことを調べ始めました。
　調べてわかったことを発表しました。

「製鉄所や製鋼所ができてから，室
蘭の人口が増えているよ。」

「製鋼所の初代会長は，井上角五郎
という人だったよ。」

「製鉄所をつくるのにも，井上角五郎
という人が中心になっていたようだ
よ。」

　ななみさんたちは，調べてわかったことを，
ノートに書きました。次に，井上角五郎のことを，
本や資料で調べました。そして，井上角五郎
にかんする年表を見ながら，気づいたことを話
し合いました。

　だれがどのよう
にして製鉄所と製
鋼所をつくったの
だろう。

石炭列車の写真と当時の北海道の鉄道

井上角五郎

角五郎の北海道での年表
1892年　「北海道炭礦鉄道」へ入社
1906年　鉄道を国に売る
　　　　 社名を「北海道炭礦汽船に変え，
　　　　 本社を室蘭へ移動
1907年　日本製鋼所を設立
1909年　北炭輪西製鉄場を設立
1910年　会社を辞職

ほっ  かい  どう  たん こう てつ  どう

北海道炭礦鉄道（北炭）
　鉄道と炭鉱（石炭を掘る）
を中心とした会社。北海道でも
有数の大企業だった。空知地
方から小樽，室蘭に鉄道を引
き，港を整備し，掘り出された
石炭を運んで本州向けに積み出
した。
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有数の大企業だった。空知地
方から小樽，室蘭に鉄道を引
き，港を整備し，掘り出された
石炭を運んで本州向けに積み出
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　みさきさんたちは，前に書いたノートを見て，
ほかに知りたいことをたしかめました。

「今の工場が建っている場所は，何
があったところなんだろう。」
「室蘭には平らな土地があまりない
のに，どうやって大きな工場を建
てたのだろう。」

なぜ室蘭に製鉄所が
　ななみさんたちは調べることをたしかめ，
日本製鉄へ行きました。

「どうして室蘭に製鉄所ができたのだろう。」

　気になったことを，製鉄所の方に聞いて
みました。

「鉄を作るのに必要なものが手に入
りやすかったんだね。」
「室蘭港はとっても便利な港だった
んだね。」

　なぜ室蘭に製鉄
所と製鋼所ができ
たのだろう。

砂鉄
鉄鉱石が細かく
なったもの。日本
古来のたたら製鉄
に使われる。

鉄鉱石
鉄を多く含んだ石。
製鉄で使われる。

しょうじ

このころの港の様子

小樽港
　北海道の中心地が「札幌」
と定められ，一番近い港として
全国でも３番目に鉄道が引か
れ，発展した。日露戦争後は，
樺太への中継基地としての役割
もあり，大きく発展する。特に
銀行などが多く進出し，北海
道経済の中心地となった。

函館港
　本州から一番近く，「北海道の玄関」
と言われるくらい早くから開発が進んだ。
また，江戸時代に「長崎」「横浜」「函館」
の３港が外国向けに開港されていたの
で，イギリスなどの建物も多く建てられ
ている。

室蘭港
　札幌から近く，太平洋側に
あり東京へも近いため注目され
るがあまり活用されていなかっ
た。北炭が鉄道を引いたことか
ら，交通の便が良くなり活用の
道が開けた。
　３方を山に囲まれた地形のた
め，攻撃を受けにくいことなど
から，北方の海を守るための海
軍鎮守府予定地や軍港の指定
を受けた時期もあった。

日本製鉄の庄司さんの話

　室蘭に製鉄所ができたの
は，いくつかの条件に合って
いたからです。
　室蘭の港は三方を山に囲ま
れているので風のえいきょう
を受けにくく，大きな船が入
れるほどの深さがある「天然

の良港」なので，石炭の積み出し港として線
路が引かれていました。
　また，噴火湾周辺からは砂鉄や鉄鉱石が取
れました。室蘭は，鉄を作るのに必要な石炭
と砂鉄や鉄鉱石が手に入りやすく，製品を出
荷できる港を備えているなど，良い条件がそ
ろっていたのですね。
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　みさきさんたちは，前に書いたノートを見て，
ほかに知りたいことをたしかめました。

「今の工場が建っている場所は，何
があったところなんだろう。」
「室蘭には平らな土地があまりない
のに，どうやって大きな工場を建
てたのだろう。」

なぜ室蘭に製鉄所が
　ななみさんたちは調べることをたしかめ，
日本製鉄へ行きました。

「どうして室蘭に製鉄所ができたのだろう。」

　気になったことを，製鉄所の方に聞いて
みました。

「鉄を作るのに必要なものが手に入
りやすかったんだね。」
「室蘭港はとっても便利な港だった
んだね。」

　なぜ室蘭に製鉄
所と製鋼所ができ
たのだろう。

砂鉄
鉄鉱石が細かく
なったもの。日本
古来のたたら製鉄
に使われる。

鉄鉱石
鉄を多く含んだ石。
製鉄で使われる。

しょうじ

このころの港の様子

小樽港
　北海道の中心地が「札幌」
と定められ，一番近い港として
全国でも３番目に鉄道が引か
れ，発展した。日露戦争後は，
樺太への中継基地としての役割
もあり，大きく発展する。特に
銀行などが多く進出し，北海
道経済の中心地となった。

函館港
　本州から一番近く，「北海道の玄関」
と言われるくらい早くから開発が進んだ。
また，江戸時代に「長崎」「横浜」「函館」
の３港が外国向けに開港されていたの
で，イギリスなどの建物も多く建てられ
ている。

室蘭港
　札幌から近く，太平洋側に
あり東京へも近いため注目され
るがあまり活用されていなかっ
た。北炭が鉄道を引いたことか
ら，交通の便が良くなり活用の
道が開けた。
　３方を山に囲まれた地形のた
め，攻撃を受けにくいことなど
から，北方の海を守るための海
軍鎮守府予定地や軍港の指定
を受けた時期もあった。

日本製鉄の庄司さんの話

　室蘭に製鉄所ができたの
は，いくつかの条件に合って
いたからです。
　室蘭の港は三方を山に囲ま
れているので風のえいきょう
を受けにくく，大きな船が入
れるほどの深さがある「天然

の良港」なので，石炭の積み出し港として線
路が引かれていました。
　また，噴火湾周辺からは砂鉄や鉄鉱石が取
れました。室蘭は，鉄を作るのに必要な石炭
と砂鉄や鉄鉱石が手に入りやすく，製品を出
荷できる港を備えているなど，良い条件がそ
ろっていたのですね。

じょうけん

ふん　か　わん さ　てつ てっ こう  せき
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◎札幌
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「平らな土地ができて，とっても便
利そうな港になっているね。」

「まだ今の港とは形がちがうね。」

ふうたさんたちは，角五郎がなぜ製鉄所や
製鋼所をつくろうと考えたのか知りたくな
りました。

作る場所はどこ
　ななみさんたちは，工場のできる前とで
きた後の様子を調べるために，２つの地図
をくらべてみました。

「製鋼所の建っているところは，海
だったんだね。」
「海を陸地にするなんて大変そうだ
ね。」
「うめる土はどこからもってきたの
だろう？」

　ななみさんたちは，日本製鋼所の髙田さんに
聞いてみました。

　工場をつくるの
には，どんな苦労
があったのだろう。

日露戦争
1904年～1905年
日本とロシアの間
で行われた戦争。
主に朝鮮半島が戦
場となった。

崩す前の丸山 段々に崩す作業現場 崩された後の丸山

日本製鋼所の髙田さんのお話

　丸山という山をくずして海をうめ立てまし
た。今のように大きな機械もなかったので，
爆薬を使って山を崩したそうです。日露戦争
のときに使った爆薬より量が多かったそうで
す。あまりの爆薬の量で，にげおくれるなど
で亡くなった方もいたそうです。
　製鉄所の建っているところも地ばんが悪く，
ほると海水が出てくるので，土をもったり，
排水したりしながらの工事で大変だったそう
ですよ。それでも，予定の期日に間に合わせ
るよう，がんばったそうです。

1900年頃の室蘭港 1910年頃の室蘭港

製鉄所

製鋼所

現在の室蘭港

ばく  やく くず にち   ろ

な

はい  すい

たか　だ

ろ

ちょうせん
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「平らな土地ができて，とっても便
利そうな港になっているね。」

「まだ今の港とは形がちがうね。」

ふうたさんたちは，角五郎がなぜ製鉄所や
製鋼所をつくろうと考えたのか知りたくな
りました。

作る場所はどこ
　ななみさんたちは，工場のできる前とで
きた後の様子を調べるために，２つの地図
をくらべてみました。

「製鋼所の建っているところは，海
だったんだね。」
「海を陸地にするなんて大変そうだ
ね。」
「うめる土はどこからもってきたの
だろう？」

　ななみさんたちは，日本製鋼所の髙田さんに
聞いてみました。

　工場をつくるの
には，どんな苦労
があったのだろう。

日露戦争
1904年～1905年
日本とロシアの間
で行われた戦争。
主に朝鮮半島が戦
場となった。

崩す前の丸山 段々に崩す作業現場 崩された後の丸山

日本製鋼所の髙田さんのお話

　丸山という山をくずして海をうめ立てまし
た。今のように大きな機械もなかったので，
爆薬を使って山を崩したそうです。日露戦争
のときに使った爆薬より量が多かったそうで
す。あまりの爆薬の量で，にげおくれるなど
で亡くなった方もいたそうです。
　製鉄所の建っているところも地ばんが悪く，
ほると海水が出てくるので，土をもったり，
排水したりしながらの工事で大変だったそう
ですよ。それでも，予定の期日に間に合わせ
るよう，がんばったそうです。

1900年頃の室蘭港 1910年頃の室蘭港

製鉄所

製鋼所

現在の室蘭港

ばく  やく くず にち   ろ
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ろ
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「角五郎さんは，自分のことよりも
日本の発展を一番に考えていたん
だね。」
「製鉄所と製鋼所を２つともつくっ
てしまうなんてすごいね。」

　ななみさんたちは，室蘭の基礎をきずい
た井上角五郎さんについてもっと知りたく
なりました。

角五郎のゆめ
　ななみさんたちは，角五郎がなぜ製鉄所や
製鋼所をつくろうと考えたのか調べるため，角
五郎についてくわしい伏木晃さんにお話を聞き
ました。

　角五郎はどのよ
うな思いをもって
製鉄所や製鋼所を
つくったのだろう。

日本製鉄室蘭製鉄所の
中に記念碑が建てられ
ているそうだよ。

日鋼室蘭製作所の建設と（左）創業当時の輪西製作所（右）

室蘭製鉄所発祥の碑

角五郎にくわしい伏木さんのお話

　角五郎は，日本の発展を一番
に考え，「製鉄事業こそが近代
産業の基幹である」という信念
の下，製鉄所をつくりたいと思っ
ていました。
　そのころ，角五郎が経営して
いた北炭では，鉄道を国に売っ

たことで資金ができたため，製鉄所をつくる計画
が実現できそうでした。
　しかし，そのころの日本は，１８９４（明治２７）
年の日清戦争と１９０４（明治３７）年の日露戦争
に勝つことができましたが，使っていた兵器はイギ
リスなどから買っていました。次に起こるかもしれな
い戦争にそなえて，自分の国で兵器を作れるように
したかったので，兵器の原料となる鋼を作る製鋼
所が日本には必要だという考えが多かったようです。
　日本政府や軍から強くたのまれたので，角五郎
の北炭は，大砲や戦艦をつくっているイギリスの
アームストロング社・ヴィッカース社と協力して製
鋼所をつくることになりました。
　しかし，角五郎の「製鉄所」をつくりたいという
強い思いは変わらず，海軍の土地を使うゆるしをも
らい，製鉄所をつくることを決めました。さらに，角
五郎が自分で持っていた，鉄の材料になる砂鉄を
取る場所も，ただで会社のものとするなど，ゆめの
実現にむけてつき進んだのです。
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「角五郎さんは，自分のことよりも
日本の発展を一番に考えていたん
だね。」
「製鉄所と製鋼所を２つともつくっ
てしまうなんてすごいね。」

　ななみさんたちは，室蘭の基礎をきずい
た井上角五郎さんについてもっと知りたく
なりました。

角五郎のゆめ
　ななみさんたちは，角五郎がなぜ製鉄所や
製鋼所をつくろうと考えたのか調べるため，角
五郎についてくわしい伏木晃さんにお話を聞き
ました。

　角五郎はどのよ
うな思いをもって
製鉄所や製鋼所を
つくったのだろう。

日本製鉄室蘭製鉄所の
中に記念碑が建てられ
ているそうだよ。

日鋼室蘭製作所の建設と（左）創業当時の輪西製作所（右）

室蘭製鉄所発祥の碑

角五郎にくわしい伏木さんのお話

　角五郎は，日本の発展を一番
に考え，「製鉄事業こそが近代
産業の基幹である」という信念
の下，製鉄所をつくりたいと思っ
ていました。
　そのころ，角五郎が経営して
いた北炭では，鉄道を国に売っ

たことで資金ができたため，製鉄所をつくる計画
が実現できそうでした。
　しかし，そのころの日本は，１８９４（明治２７）
年の日清戦争と１９０４（明治３７）年の日露戦争
に勝つことができましたが，使っていた兵器はイギ
リスなどから買っていました。次に起こるかもしれな
い戦争にそなえて，自分の国で兵器を作れるように
したかったので，兵器の原料となる鋼を作る製鋼
所が日本には必要だという考えが多かったようです。
　日本政府や軍から強くたのまれたので，角五郎
の北炭は，大砲や戦艦をつくっているイギリスの
アームストロング社・ヴィッカース社と協力して製
鋼所をつくることになりました。
　しかし，角五郎の「製鉄所」をつくりたいという
強い思いは変わらず，海軍の土地を使うゆるしをも
らい，製鉄所をつくることを決めました。さらに，角
五郎が自分で持っていた，鉄の材料になる砂鉄を
取る場所も，ただで会社のものとするなど，ゆめの
実現にむけてつき進んだのです。
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「ぼくは，室蘭のまちづくりとの
関わりについて調べました。」

「ぼくは，室蘭をはなれてからの
角五郎さんについて調べました。」

もっと知ろう井上角五郎
　ななみさんたちは，角五郎さんについてくわ
しく調べました。

「わたしは，室蘭に来るまでの角五
郎さんについて調べました。」

　角五郎について
くわしく調べ，ど
ういう人物か考え
よう。

書生
有力者の家に住み，
家事を手伝いなが
ら学校に通う学生
のこと。

福澤諭吉
慶應義塾大学の創
始者。一万円札の
肖像でも有名。

写真：国立国会図書館

後藤象二郎
土佐藩（今の高知
県）の武士。明治
維新のために働く。

室蘭に来るまでの角五郎
　角五郎の出身地は，今の広島県福山市。
　学業優秀であったため，１４才の時，たのまれて
学校の先生になる。
　１９才の時，福澤諭吉と出会い，書生となり慶應
義塾大学に入学する。
　２３才で卒業し，後藤象二郎の書生となる。
　２４才の時，朝鮮（今の韓国や北朝鮮）にわたり，
みんなにわかる文字での新聞発行に取り組んだ。
　３０才の時，諭吉にすすめられアメリカに移住し，
カリフォルニアの開発をする。
　帰国後，第１回衆議院議員選挙に出馬し当選。
この後も連続当選１４回。
　３４才から北海道へ。北炭に会社を立て直すた
めに入社し，専務（実質社長）として，自分や役員
の給料を減らすことから始め，様々な改革に乗り出
し経営を安定させる。

がくぎょうゆうしゅう

室蘭の発展に力をつくした角五郎
 角五郎や角五郎のつくった製鉄所・製鋼所では，
それまで室蘭になかったものをたくさんつくってく
れた。
・発電所をつくり，室蘭全体に電気を送った。
・鷲別川を使った日鋼の工場や社宅用の水道
を市民に分けた。
・会社の病院を作り，市民も診療した（今の
日鋼記念病院）。
・日鉄や日鋼の配給所が今のホームストアな
どになっている。
・人口の急増で足りなかった学校を建て，室
蘭に寄付した。
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はっ  てん
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室蘭をはなれてからも活やく
　日本各地の鉄道や発電所，炭鉱などの開発・整
備を行う。
　それ以外の会社や銀行などの経営も行う。
教育にも力を注ぎ，国民工業学院理事長として，創
立・経営を行う。
　これらのことから，日本を代表する実業家と認め
られていた。
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「ぼくは，室蘭のまちづくりとの
関わりについて調べました。」

「ぼくは，室蘭をはなれてからの
角五郎さんについて調べました。」

もっと知ろう井上角五郎
　ななみさんたちは，角五郎さんについてくわ
しく調べました。

「わたしは，室蘭に来るまでの角五
郎さんについて調べました。」

　角五郎について
くわしく調べ，ど
ういう人物か考え
よう。

書生
有力者の家に住み，
家事を手伝いなが
ら学校に通う学生
のこと。

福澤諭吉
慶應義塾大学の創
始者。一万円札の
肖像でも有名。

写真：国立国会図書館

後藤象二郎
土佐藩（今の高知
県）の武士。明治
維新のために働く。

室蘭に来るまでの角五郎
　角五郎の出身地は，今の広島県福山市。
　学業優秀であったため，１４才の時，たのまれて
学校の先生になる。
　１９才の時，福澤諭吉と出会い，書生となり慶應
義塾大学に入学する。
　２３才で卒業し，後藤象二郎の書生となる。
　２４才の時，朝鮮（今の韓国や北朝鮮）にわたり，
みんなにわかる文字での新聞発行に取り組んだ。
　３０才の時，諭吉にすすめられアメリカに移住し，
カリフォルニアの開発をする。
　帰国後，第１回衆議院議員選挙に出馬し当選。
この後も連続当選１４回。
　３４才から北海道へ。北炭に会社を立て直すた
めに入社し，専務（実質社長）として，自分や役員
の給料を減らすことから始め，様々な改革に乗り出
し経営を安定させる。

がくぎょうゆうしゅう

室蘭の発展に力をつくした角五郎
 角五郎や角五郎のつくった製鉄所・製鋼所では，
それまで室蘭になかったものをたくさんつくってく
れた。
・発電所をつくり，室蘭全体に電気を送った。
・鷲別川を使った日鋼の工場や社宅用の水道
を市民に分けた。
・会社の病院を作り，市民も診療した（今の
日鋼記念病院）。
・日鉄や日鋼の配給所が今のホームストアな
どになっている。
・人口の急増で足りなかった学校を建て，室
蘭に寄付した。

ふく ざわ ゆき   ち しょ せい けい おう
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わし  べつ

室蘭をはなれてからも活やく
　日本各地の鉄道や発電所，炭鉱などの開発・整
備を行う。
　それ以外の会社や銀行などの経営も行う。
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　高度成長期（日本が大きく発展した時代）は，
多くのビルや橋などを建設したので，たくさん
の鉄や鋼が必要でした。これらを支えたのは，
室蘭の製鉄所・製鋼所です。さらに，世界中
の国々に鉄や鋼を輸出し，今の日本をつくるた
めに多くの役割をはたしました。
　このことから，室蘭市は「鉄のまち室蘭」
と呼ばれるようになったのです。
　また，日鋼は母恋や御前水，日鉄は輪西，
東町，知利別，中島などに社宅を建て，多く
の社員が住んだので，何もなかったところに町
が広がっていきました。
　人が多くなったので，飲食店や物を売る店も
多くなり，さらに住む人が増えていきました。
　１９６９（昭和４４）年には，室蘭市の人口
は最大の１８万人（今の苫小牧市，釧路市，
帯広市と同じくらいの人口）になりました。

そして鉄のまちに
　ななみさんたちは，製鉄所や製鋼所ができ
た後の地いきの変化を調べました。

　角五郎たちが苦労してつくった製鉄所や製鋼
所はどうなったのでしょう。
　噴火湾の砂鉄から鉄をつくるのは，費用が
多くかかりすぎるため，工場は一時閉鎖しまし
た。再開後，鉄鉱石から鉄をつくるようにした
ところ，世界中でたくさん鉄が必要になったた
め鉄の値段が上がり，工場を大きくすることに
なりました。
　製鋼所では，戦艦にのせる大砲などの生産
がうまくいき，品質もすぐれていたことからたく
さんの注文が入りました。
　また，この２つの大工場に関連した工場や
会社も多くつくられました。
　第２次世界大戦後，工場が閉鎖された時期
はありましたが，戦争での被害をのりこえ，早
くに工場を再開することができました。

室蘭市の人口の移り変わり（国勢調査人口より）

　製鉄所や製鋼所
ができた後の室蘭
がどうなったかを
知ろう。

知利別の社宅街 中島の社宅街と製鉄所

砂鉄
鉄鉱石が細かく
なったもの。日本
古来のたたら製鉄
に使われる。

社宅
社員のため，会社
が用意した住宅。

鉄鉱石
鉄を多く含んだ石。
製鉄で使われる。

ふん　か　わん

へい   さ

さい かい てっ こう せき

ね   だん

せん かん たい ほう せい さん

ひんしつ

ひ   がい

はっ てん

けん せつ

ゆ しゅつはがね

やく わり

万人 

昭和 平成 
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炭鉄港
　今まで勉強してきたように，室蘭市は「鉄」
を中心に発展してきました。
　室蘭の鉄をささえた石炭は，空知地方の炭
鉱から運ばれてきました。また，石炭を積み出
した小樽と室蘭，石炭を使い製鉄業を起こし
た室蘭，それぞれが関係し合い発展したという
歴史をもっています。
　これらの歴史が，２０１９（令和元）年５月
文化庁より「日本遺産」に認定されました。
　室蘭では，旧室蘭駅舎，日本製鋼所の旧火
力発電所，瑞泉閣，旧三菱合資会社室蘭出
張所などが文化財として指定されています。

これからの室蘭
　日本を支えてきた室蘭は，現在人口が９万人
を切り，最盛期の半分となっています。

　日鉄では，１９７０年代に入ると，他の国に
よる鉄鋼の生産増大，コスト増のため，海外
で鉄が売れなくなったこと，北海道の炭鉱が
続 と々閉山し，都市に近い製鉄所が生産の中
心になっていったことなどから生産量がへり，
最大４基あった高炉が１基になりました。これ
を乗り切るため１９９０年代からは，室蘭で培っ
た高い技術を生かした高品質の「特殊鋼」を
中心に生産しています。この「特殊鋼」を求
めて，新たな工場が室蘭に進出するなどの流
れが生まれています。
　また，日鋼でも，ここにしかない技術を生
かし，世界で唯一のものがつくれる工場として
航空機事業にも進出するなど，大きな存在と
なっています。
　ここに，高い技術をもった「ものづくりのま
ち室蘭」が存在するのです。

　私たちもまた，そうした先人のゆめを引きつ
ぎ，もっともっとみんなが共に幸せになれるよ
う，自分たちの手で，私たちの室蘭をつくって
いきたいと思います。

　これからの室蘭
を考えよう。

　炭鉄港の取り組
みについて考えよ
う。

特殊鋼
鉄に別な物質を混
ぜることで，様々
な性質をもたせた
金属。

さい  せい  き

てっ  こう ぞう だい ぞう

たん こう

こう   ろ

つちか

こう  ひん しつ とく  しゅ  こう

ゆい  いつ

こう  くう   き じ  ぎょう そん  ざい

せん  じん

たん てつ  こう

はっ  てん

れき   し

い    さん にん  てい

きゅう

みつ  びし  ごう    しずい　せん　かく

炭鉄港（日本遺産）
　北海道開拓使が設置された１８６９（明治２）
年から１５０年。この短い期間で５万人弱だった
人口が１００倍近く増え，豊かな社会を達成した
北海道。その歴史をひも解くと，空知（炭鉱），
室蘭（製鉄），小樽（港湾）とそれらをつなぐ
鉄道を舞台に繰り広げられた，産業革命の物語
が見えてきます。

旧室蘭駅舎と、炭鉄港
ヘッドマークをつけたSL
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　ななみさんたちは、しりょう館の人の紹
介で、木彫りの熊を作っている工ぼうを見
学することができました。

白老町の木彫り
　ななみさんたちが，冬休みのできごとを話し
ていました。「私，冬休みに新潟のおじさんの
家に遊びにいってきたんだけど，リビングに木
彫りの熊が飾ってあったの。おじさんに聞いた
ら，昨年の夏に北海道旅行をしたときに買って
きたんだって。」
「そう言えば，北海道のおみやげっていうと，
木彫りのイメージがあるよね。どうやって作っ
ているのかな。」
　ななみさんたちは，木彫りについて調べてみ
ることにしました。

木彫り熊の歴史
　ななみさんたちは，色々なパンフレットなど
を集め，白老町でこうした木彫りがさかんに行
われていることを知りました。
「以前，先生から木彫りの熊の作品展が白老の
しりょう館で行われているって話を聞いたことが
あったよね。」
　そこで，３人は白老町のしりょう館をたずね，
木彫りについてお話をうかがうことにしました。

６　北海道のまちづくり

　白老町では，ど
のような産業が行
われているのだろ
う。

P164~171

P162~163

　白老町には，どのような産業があるの
だろう。

１伝統産業を生かしたまちづくり

八雲の木彫り熊

しら おい き    ぼ

にい  がた

くま かざ

さく  ひん てん

しりょう館の人のお話

　北海道の観光みやげとして有名な木彫りの熊は，
八雲の徳川農場の主だった徳川義親が，冬の間の仕
事や農村の芸術活動を推進するために大正の終わり
ころにスイスから持ち帰った熊をモデルにせい作をす
すめたことがはじまりです。
　この八雲で発祥した木彫りの熊が，やがて旭川や
白老にも伝わり，各地で盛んに作られるようになりま
した。最初に作られていたころは，四つんばいで体も細い熊でしたが，や
がて，木の持ち味を生かした作品や，今にも動き出しそうな迫力に満ちた
作品がつくられるようになりました。
　この木彫りの発展にアイヌの人たちの果たした役割は大きかったと思い
ます。もともとアイヌの人たちは，自然や動物を大切にした生活をおくり，
木に対する愛着を持ち，伝統的な彫刻の優れた技術を持っていました。こ
うしたことがきっかけとなって，木彫りの熊のせい作がアイヌの人たちの
集落（コタン）で盛んになっていくのです。白老町では，昭和４０年～５０
年頃に，木彫り熊の生産や販売がピークとなり，工場での大量生産など
も盛んに行われるようになりましたが，そのころから粗悪品や輸入の模造
品なども増えたり，観光客の好みの変化もあって，やがて道内の民芸品の
主役の座をキツネやフクロウに明け渡していきます。

かん こう

や   くも とく がわ よし ちか

げいじゅつ

はっしょう あさひかわ

はくりょく

でん とう てき ちょうこく すぐ じゅつ

しゅうらく

はん ばい たいりょうせいさん

そ   あく ひん ゆにゅう も   ぞう

みん げい ひんひん

白老町
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道内各地の伝統産業
　北海道には，こうした木彫り以外にも，
地域に根ざし，豊かな風土に育まれた伝統
産業や工芸が行なわれています。

木彫り熊ができるまで
　伊藤さんの工ぼうでは，木材から木彫り熊
ができるまでの様子を見学することができまし
た。そして見学の後，伊藤さんからお話をうか
がいました。

　道内や全国には
どのような伝統産
業が今に伝わって
いるのだろう。

P164~171

P172~173

これまでに調べてきた，伝統産業がさか
んな地域についてまとめよう。工ぼうにある木型

工場長さんのお話

　こういう仕事をしていると，よく「一人前になるまでに何
年くらいかかるのですか」と聞かれます。
　私は，自分の作った木彫りの熊を他の人に認めてもら
い，生計が立てられるようになって初めて一人前だと思っ
ています。
　習い始めの頃は，師匠のまさかりで割った木っ端が飛ん
できてけがをしても，「熊彫りが，木っ端当たって痛いなん

て言うな！」としかられたこともありました。
　一人前に彫れるようになってからも，
問屋さんから「ここを直して下さい」とい
われれば必ず応えるようにして，いいもの
を作る努力を続けてきました。
　こうしたことの積み重ねで，熊の彫り
物一筋でこれまでやってこれたのだと思
います。

①　材料となる木をなたや機械で粗取りします。
　この機械では同時に６つの粗取りができます。

あら　ど き　がた こがたな あら

ぐ

どう かん そう かんせいと　そう
②　元の木型と，粗取りされた木彫り。木型には，
　くぎなどを使って何度も改良したあとがありま
　す。

③　粗取りのあと，小刀を使って，荒彫りをして
　いきます。けずる部分によって，たくさんの道
　具を使い分けています。

④　荒彫りが終わると，ていねいに毛彫りをしま
　す。この後，乾燥させ塗装を行って完成となり
　ます。

でん  とう さんぎょう

はぐく

こう げい

みと

せい けい

いた

とん   や

こた

すじ

ししょう わ こ　　　ぱ
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　らく農家の戸数も，年々
減少してきています。
　このため，らく農家が一
戸あたりにかっている乳牛の
頭数は増加し，いまでは，
一戸あたり平きん１００頭を
こえる大規模な経営となって
います。

らく農家の仕事
　みさきさんたちは，らく農家の仕事を調べて
みることにしました。

２自然を生かしたまちづくり

　根室地方は夏の気温が低く，米や野菜を
作る農業には適しませんが，広々とした土
地を利用したらく農や，オホーツク海の魚
やこんぶを中心とした水産業が盛んに行わ
れています。

根室地方のらく農
　根室地方では乳牛を育て，牛乳を生産する
らく農が，農業生産額の９４%をしめ，とても
さかんです。
　乳牛の頭数は，年々減少してきていますが，
北海道の２割以上を占めています。

　根室地方のら
く農は，どのよう
に行われている
のだろう。

P190~191

P192~197

学習問題をつくって，見通しを立てよう

や　さい

さか

にゅうぎゅう

のうぎょうせい さん がく

とう　すう げんしょう

181,100

183,500
184,504

182,700

１７年度 

（頭） 
１８５,０００

１８０,０００

１７５,０００
１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 

184,860
184,289

乳牛の頭数の変化
（根室生産農業協同組合連合会統計より）

1,560 1,520 1,4781,530

（戸) 
２,０００
１,９００
１,８００
１,７００
１,６００
１,５００
１,４００
１,３００
１,２００
１,１００
１,０００

1,483 1,459

乳牛の飼育戸数の変化
（根室生産農業協同組合連合会統計より）

広々とした牧場のようす

けい えいだい　き　　ぼ

ぞう　か

げんしょう
(頭)
130.0
120.0
110.0

90.0
100.0

70.0
80.0

60.0
50.0

平成２年度 ７年度 １２年度 １７年度 １８年度 １９年度

根室地方の１けん当たりの牛の頭数

胆振地方と根室地方の土地の様子

とうすう

の変化

らく農家の１日の仕事は，
どうなっているのかしら。もしかしたら，季

き

節
せつ

によって，
ちがうかもしれないね。

68.0

92.1

100.7 

116.0 124.8 126.3 

それぞれの地方では，その土地
の自然や気候を生かした産業が
営まれているのね。

平方㎞ （国土交通省）

全体の面積 低地
（100m以下）

高地
（100m以上）

40000
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　私の農場では約120頭の乳牛をかっていますが，朝と夕
方の２回搾乳をしています。このとき，牛しゃのそうじと
えさあげを行い，昼は牧草づくりなどいそがしい一日です。
　最近は牧場の規模を拡大して，より多くの牛をかうよう
になってきましたが，牧草をビニールでまいて発こうさせ
る機械や，えさの自動給餌，搾乳ロボットなど人手を減ら
す機械を取り入れるらく農家も増えてきています。
　牛は生き物なので，一日でも世話をしないと病気にか
かってしまいますから，なかなか休みはとれませんが，都合の悪いときにはヘル
パーの人に牛の世話をお願いすることもあります。らく農の仕事は，よい草づく
りや飼料の与え方など，自分の牧場にあった工夫をしていくことができ，とても
やりがいのある仕事です。

とれた牛乳はどこへ？
　みさきさんたちは，鹿股さんから，根室地
方には，らく農家でとれた牛乳を使って，乳せ
い品をつくっている工場が大小合わせて１３も
あると聞き調べてみました。

　これらの工場では，バター，脱脂粉乳，チー
ズを中心とした乳せい品をつくったり，飲用牛
乳，アイスクリーム，チーズなどいろいろなせ
い品がつくられていました。
　また，とれた牛乳の約１５％が釧路港から
関東方面へ船で毎日輸送されているということ
も分かりました。

　らく農家の仕事は，
朝５時頃の早い時間か
ら始まり，夜の７時過ぎ
に終わります。
　夏場は牧場に乳牛を
放し，牧草づくりの仕事
をしますが，冬場は夏
場につくった牧草を牛
しゃで牛たちにあたえる
ため，季節によって仕事
がかわります。

らく農家の１年の仕事ごよみ

らく農家の一日（夏）

※脱脂粉乳
牛乳から脂肪分と水
分をぬいて粉末にした
もの

だっ　し　ふんにゅう

いん  よう

かん とう  ほう  めん ゆ　そう

す

き   せつ

らく農家の鹿股さんのお話
か の ま た

さくにゅう

き    ぼ かくだい

じ どうきゅうじ

し りょう

し   ぼう

ふん まつ

144



　私の農場では約120頭の乳牛をかっていますが，朝と夕
方の２回搾乳をしています。このとき，牛しゃのそうじと
えさあげを行い，昼は牧草づくりなどいそがしい一日です。
　最近は牧場の規模を拡大して，より多くの牛をかうよう
になってきましたが，牧草をビニールでまいて発こうさせ
る機械や，えさの自動給餌，搾乳ロボットなど人手を減ら
す機械を取り入れるらく農家も増えてきています。
　牛は生き物なので，一日でも世話をしないと病気にか
かってしまいますから，なかなか休みはとれませんが，都合の悪いときにはヘル
パーの人に牛の世話をお願いすることもあります。らく農の仕事は，よい草づく
りや飼料の与え方など，自分の牧場にあった工夫をしていくことができ，とても
やりがいのある仕事です。

とれた牛乳はどこへ？
　みさきさんたちは，鹿股さんから，根室地
方には，らく農家でとれた牛乳を使って，乳せ
い品をつくっている工場が大小合わせて１３も
あると聞き調べてみました。

　これらの工場では，バター，脱脂粉乳，チー
ズを中心とした乳せい品をつくったり，飲用牛
乳，アイスクリーム，チーズなどいろいろなせ
い品がつくられていました。
　また，とれた牛乳の約１５％が釧路港から
関東方面へ船で毎日輸送されているということ
も分かりました。

　らく農家の仕事は，
朝５時頃の早い時間か
ら始まり，夜の７時過ぎ
に終わります。
　夏場は牧場に乳牛を
放し，牧草づくりの仕事
をしますが，冬場は夏
場につくった牧草を牛
しゃで牛たちにあたえる
ため，季節によって仕事
がかわります。

らく農家の１年の仕事ごよみ

らく農家の一日（夏）

※脱脂粉乳
牛乳から脂肪分と水
分をぬいて粉末にした
もの

だっ　し　ふんにゅう

いん  よう

かん とう  ほう  めん ゆ　そう

す

き   せつ

らく農家の鹿股さんのお話
か の ま た

さくにゅう

き    ぼ かくだい

じ どうきゅうじ

し りょう

し   ぼう

ふん まつ

145



根室地方の漁業
　みさきさんたちは，根室地方でらく農と
ならんでさかんな漁業についても，調べて
みることにしました。電話をかけた先は，
北海道のいろいろな仕事をしている根室振
興局の水産課というところです。
　「根室の漁業について教えて下さい。」
　「根室地方の海は，海流にも恵まれ，近海
でいろいろな水産物がとれる豊かな漁場で
す。漁業にたずさわっている人は，全体で
約７千人いますが，主に根室市や羅臼町に
多く住んでいます。根室地方の漁獲高は北
海道全体でみると数量で１５.４%，金額に
して１７%をしめています。」

　「いつごろどんな魚がとれるのですか」
　「おおまかに言えば，５月のさけ・ます
漁から始まって，８月のさんま・いか漁，
９月の秋さけ漁，冬のたら漁というサイク
ルになっています」
　この後，みさきさんたちはとれた魚の６０%
が塩蔵・冷凍品などに加工され出荷されている
ことや，さけ・ますなどの資源を守っていくため
に，人口ふ化施設の建設や稚魚の放流といった
事業も積極的に行われていることを教えていた
だきました。

※塩蔵品
さけ・すじこ・いくら・
さんまなどを塩につ
けて保存できるように
したもの

※冷凍品
とった水産物を凍らせ
出荷する

すい  さん   か

ほ  ぞん

こお

しゅっか

きん  かい

ら   うす

ぎょ かく  だか

さんまの水あげ

平成２７年　　魚種別生産額
総額　５６５億９０７万円

（平成２７年　北海道水産現勢より）

その他
１１４億２２２２万円
（２０%）

するめいか
３０億３２１２万円
（６%）

ほっけ
１億５８６５万円
（０．３%）

こまい
３億２８７６万円
（０．７%）

たら類
３５億５０万円
（６%）

ほたて貝
１２４億８９２１万円
（２２%）

さけ・ます類
１５２億５７３万円
（２７%）

さんま
１０３億７１８６万円
（１８%）

その他
１９３５３トン
（１３%）

するめいか
１０６５７トン（７%）

ほっけ
２１８トン（０．1%）
こまい

２４３６トン（２%）

たら類
１５２５３トン
（１０%）

ほたて貝
３２５８４トン
（２１%）

さけ・ます類
２６１７０トン
（１７%）

さんま
４５７６５トン
（３０%）

平成２７年　魚種別生産量
（平成２７年　北海道水産現勢より）

（平成２２年度国勢調査より）
根室地方の農業と漁業
で働いている人の数

こんぶの水あげと魚のとれる時期のこよみ

えん ぞう       れい  とう ひん

し　げん

けん  せつか　　し　せつ ほうりゅう

せっきょくてき

「かに祭り」のようす

平成２７年　水産加工品出荷額
(平成２７年度版「水産ねむろ」より）

出荷額
363億7652万円

冷とう品
81億148万円

22%

えんぞう品
108億5234万円

30%調味水産加工品
5億4826万円

2%
刺身類

4億9357万円
1%

魚かい類前しょ理品
13億7151万円

4%

水産漬物類
19億5491万円

5%

水産かんづめ・ビンづめ類
13億2250万円

4%

その他
117億8195万円

32%
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「外国からの人たちは，どうやって
札幌市に来ているのかな。」

「外国から来る人のために，札幌
市はどんな工夫をしているのか
な。」
「札幌以外に外国の人々 と交流の多
い地域はあるのかな。」

　北海道には，毎年日本以外の国々からも
たくさんの観光客がおとずれます。中でも
札幌市は，人気の観光地であるばかりでな
く，国際的なスポーツイベントや，様々な
国際会議も開かれています。

「ラグビーのワールドカップ大会を
札幌に見に行ったことがあるよ」

「スキーのジャンプ競技やスケート
も札幌で行われているわよ。」

「スポーツ以外にも，国際的なもよ
おしはあるのかな。」

疑問について，札幌市役所の人に電話でた
ずねてみました。

　外国の人々が多
くおとずれる地域
は，道内のどこだ
ろう。

P200~201

学習問題を
話 し 合 い，
学習計画を
立てよう。

３国際交流がさかんなまちづくり
人気の観光地札幌市

市役所の方のお話

　札幌市では，1972年に冬期オリンピックが開かれました。その
ときに作られたスキージャンプ台やスケートリンクでは，今でも
様々な大会が開かれていて，たく
さんの外国人選手も参加していま
す。また，大型のしせつやホテル
も多いため，外国の人が集まる国
際会議も多数行われます。雪まつ
りなどの冬のイベントもとても人
気があります。

ぎ   もん

年

真駒内アイスアリーナ

札幌で開かれた国際会議

ラグビーワールドカップ大会の観客

道内で行われる国際会議の
数のうつりかわり

札幌市をおとずれた観光客数と内訳（2019年4月～9月）

（2017年　日本政府観光局）（2019年　札幌市）

（人）

2013
2014
2015
2016
2017

98
107
114
125
119

せい　ふ　かん こうきょく

北海道
全体

うち
札幌市

89
101
107
115
116

件   数1位
2位
3位
4位
5位

韓国
中国
台湾
香港
タイ

311924
300826
246985
102647
64983

道内客
道外客
（国内）
（外国）

622万人
348万人
（221万人）
（127万人）

かんきゃく ま　こまない

うちわけ
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空のげんかん新千歳空港
　てつやさんたちは，外国の人が，どうやって
札幌市に来るのかを考えてみました。

「札幌市の近くには新千歳空港がある
ね。」

「空港からは，鉄道や高速道路を走る
バスなどで，札幌へ移動できるわ。」

　そこで，どれくらいの数の人が，新千歳
空港を利用しているのかを調べました。

　北海道と外国と
の行き来は，どの
ように行われてい
るのだろう。

P202~203

空港で働く人の話
　この新千歳空港は，北海道を代表する空港で『北海道の空のげんか
ん』として大切な役割をはたしています。日本の各地と結びつき，1年間に
約2300万人の人にご利用いただいています。
　国際線ターミナルが2010（平成22）年３月26日に開港されたことで，
現在，海外と新千歳空港を結ぶ飛行機の数はだんだんふえてきており，
平成30年１年間の外国との行き来では，約330万人の方にご利用いただ
いています。
　飛行機は，人だけではなく機械や食べ物などの商品貨物を運ぶのにも
利用されており，トラックや鉄道とくらべ，早く遠くへ運ぶことができます。

空からみた新千歳空港のようす

新千歳空港の位置
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20000

25000

30000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

飛行機に乗る前の手続き 出発前の準備

新千歳空港の利用客数のうつりかわり

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

18

国内線 国際線

年

人

新千歳空港の国内・国際線の路線図 新千歳空港の国際線貨物量のうつりかわり

外国との主な品物の行き来
・輸入～農機具，電機部品，通信機器，
　　　　サケ，ウニなど
・輸出～ホタテ，菓子類，ベアリング，
　　　　電機部品など

16 1709 10 11 12 13 14 15
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姉妹・友好都市との交流
「室蘭市では，毎年姉妹都市のノッ
クスビル市と，中学生がおたがい
に行き来しているわよ。」

「札幌市でも，まち同士の交流が
あるのかな。」

　ふうたさんたちは，札幌市の外国との交流に
ついて，さらに調べてみました。

外国から来た人々のための取組
　外国人は，言葉や文化，習慣がちがうため，
日本でくらす中でこまることがたくさんあ
ります。ななみさんたちは，そのような人々
ために，札幌市ではどのような取組がある
のか調べてみました。

　外国人が，生活の中でわか
らないことやこまっていること
を相談できるまど口がありま
す。英語や中国語など，いろ
いろな言葉で相談できます。

　外国から札幌にうつり住ん
だ人のために，くらしのため
に必要な情報をまとめたガイ
ドブックを，英語・中国語・
韓国語・ロシア語で用意して
います。

　英語や中国語などの外国語
のできるスタッフ，または外国
語ボランティアが，無料で観光
案内や生活の相談にのってくれ
ます。おりがみワークショップ
などの日本文化を体験できるイ
ベントも開かれています。

　外国から来た
人々のために，ど
のような取組をし
ているのだろう。

P204~207

　外国から来た人
との交流を続けて
いくには，どのよ
うなことが大切な
のだろう。

P204~207

外国から来た人との交流を続けていく
ために大切なことは何だろう。

市役所の方のお話
　札幌市では，現在５つの国のまちと姉妹・友好都市としての交流を行っ
ています。中でも，アメリカのポートランド市は，2019年で交流を始めてか
ら60周年をむかえ，市長さんをはじめとする親善訪問団をむかえ記念式
典や日本文化体験などが開かれました。毎年おたがいの国の高校生が相
手のまちをおとずれ，現地での学校生活やホームステイをしながら，おた
がいの国の理解を深めています。

さっぽろ外国人相談まど口

さっぽろ　くらしのガイド

姉妹都市60周年式典であく手する
両市の市長

札幌国際プラザ交流サロン

しゅうかん

えい　ご

ひつよう じょうほう

かんこく

むりょう かんこう

あんない

たいけん

しゅうねん しきてん

アメリカ
ポートランド市
ドイツ
ミュンヘン市
中国
瀋陽市
ロシア
ノボシビルスク市
大韓民国
大田広域市

札幌市との姉妹・友好都市交流を行っている都市。

2010年10月～

1990年6月～

1980年11月～

1972年8月～

1959年11月～

しんよう

かん

テジョン
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「わたしたちの室蘭」編成委員会
（令和２年度使用副読本）

わたしたちの室蘭
平成１５年４月１日　　発行
平成２０年４月１日　　部分改訂
平成２３年４月１日　　部分改訂
平成２４年４月１日　　部分改訂
平成２５年４月１日　　部分改訂
平成２６年４月１日　　部分改訂
平成２７年４月１日　　部分改訂
平成２８年４月１日　　部分改訂
平成２９年４月１日　　部分改訂
平成３０年４月１日　　部分改訂
平成３１年４月１日　　部分改訂
令和　２年４月１日　　大幅改訂
編　集　社会科副読本編成委員会
発　行　室蘭市教育委員会
印　刷　北海印刷株式会社※なお，各章の取材にご協力いただいた方々は，取材当時の肩書きです。

写真・資料提供

室蘭市役所（広報課・水道部総務課・総務部総務課・環境課・農水産課・
企画課、戸籍住民課蘭東支所、都市政策推進課、防災対策課、下水道施
設課）、西胆振広域連合、室蘭市消防本部、室蘭市地方卸売市場、民俗
資料館、市立室蘭図書館、日本製鉄室蘭製鉄所、株式会社日本製鋼所室
蘭製作所、室蘭中島中央商店街振興組合、イオン室蘭店、函館どつく株
式会社室蘭製作所、日鉄セメント株式会社室蘭工場、株式会社キメラ、
室蘭警察署、室蘭交通安全協会、北海道開発局室蘭開発建設部、室蘭海
上保安部、室蘭民報社、室蘭漁業協同組合、東京交通局新千歳空港事務所、
森田牧場、北海道旅客鉄道株式会社、道南バス株式会社、札幌税関千歳
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