
　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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　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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「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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　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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「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

128



「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
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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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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。
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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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　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
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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
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はっ てん

けん せつ

ゆ しゅつはがね

やく わり
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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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