
北海道開発村の見学記
北海道開拓の始まりと展開
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○ 本土各地方の農民集団移民
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開発村に見る北海道開発の展開



勇払原野開拓記念碑の千人同心の顕彰
碑苫小牧市民会館前に立つ八王子千人
同心顕彰碑。白糠町には八王子千人同
心を率いた原半左衛門の「縁の地」碑が
あります（写真提供：苫小牧市）

幕末の開拓団

まだ開拓使が生まれる前の幕末に、最初の「開拓団」ともいえる人びとがいました。1800
（寛政12）年に武州八王子から蝦夷地と呼ばれていた北海道に渡った八王子千人同心で
す。

幕府は、蝦夷地を直接治めることでロシアに対する備えを強化しましたが、このことを聞
いた八王子千人同心の組頭原半左衛門は、弟新介とともに同心子弟約100人を連れて蝦

夷地に渡り、半左衛門が白糠（現・白糠町）へ、新介が勇払（現・苫小牧市）に入りました。
現在、苫小牧市と八王子市が姉妹都市提携を結んでいるのは、これが縁になっているから
です。

八王子千人同心は、もともと甲州武田氏の遺臣で、江戸時代に八王子地域に甲州から移
され、甲州街道の警備に当たっていました。兵農分離が原則だった江戸時代にあって、八
王子千人同心は例外的に帯刀を許されながら農耕を行っていました。そのことがロシアへ
の備えと開拓が期待された蝦夷地にふさわしいと考えられたのでしょう。しかし、蝦夷地の
自然は過酷で、病にかかり帰郷する者が続出し、八王子千人同心による開拓は数年で失
敗に終わりました。

このように幕府の直轄時代に、小規模な移民や開拓の取り組みがありましたが、充分な成
果を挙げることはできませんでした。それでも幕府が行った七重薬草園の開設や鉱山調査、
西洋技術導入のための調査など開拓政策は、明治時代から本格化する北海道開拓に引き
継がれ、その先駆けとなっていったのです。

大地を拓く—開拓の始まり | AKARENGA(あかれんが) (akarenga-h.jp)

○ 江戸期から始まった蝦夷開発の歴史

https://www.akarenga-h.jp/hokkaido/kaitaku/k-02/


開拓小屋は開墾小屋とも称し、移住者が最初に建てた
住居。丸太を埋め立てて柱とし、桁や梁、垂木をわたし、
笹や茅などで屋根や壁を葺き、出入口と窓にはムシロを
下げました。屋内は一部が土間で、他は笹や枯草を重ね
た上にむしろを敷いて居間とし、炉を設けている。
（この小屋は明治期のものを再現・建築年代－再現建造物）

開拓小屋

屯田兵の集団村落

開拓小屋の内部
初期の開拓部落



屯田制度の開始

屯田制を北海道に実施するという考えは、明治初年から様々な方面に生まれてい
た。そのおそらく最初のものは、徳川家の遺臣を移して北方警備と開墾に従事させよ
うとする榎本武揚の考えで、彼はこの計画を掲げて新政府と箱館戦争を戦った。
政府内の提案としては、明治3年11月（1870年12月 - 1871年1月）に開拓使が行なっ

たものがはじめである。ついで西郷隆盛が1871年（明治4年）から1873年（明治6年）

にかけて士族による北方警備と開拓を主唱した。西郷は計画の実現をみることなく下
野したが、彼の影響で開拓次官の黒田清隆が1873年11月に太政官に屯田制を建議

した。樺太と北海道の兵備の必要と、そのための費用を憂え、「今略屯田の制に倣い、
民を移して之に充て、且耕し且守るときは、開拓の業封疆の守り両ながら其便を得
ん」というものであった。黒田が考えたのも士族の活用であったが、彼の場合旧松前
藩と東北諸藩の貧窮士族を想定していた。
太政官は黒田の提案に賛成し、1874年（明治7年）に屯田兵例則を定めた。1875年

（明治8年）5月、札幌郊外の琴似兵村への入地で、屯田が開始された。

屯田兵 - Wikipedia

北海道巡幸屯田兵御覧』（高村真夫
筆）。明治14年、山鼻屯田兵村(現在
の札幌市中央区山鼻)

○ 明治初期の屯田兵と士族開拓農民

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%AF%E7%94%B0%E5%85%B5


納内に屯田兵が入地したのは、明治28・29年
（1895・1896）。明治8年（1875）に始まった屯田兵は、

家族とともに兵村で暮らし、北辺の警備と農業開拓
に従事しました。当初は士族を募集しましたが、明
治23年からは主力を平民に移し、空知・上川・北見

地方など北方内陸部に屯田兵村が作られていきま
した。
・建築年代 明治28年（1895）
・旧所在地 深川市納内6区

屯田兵 - Wikipedia

開拓村の旧納内屯田兵屋

屯田兵の開拓風景と住居

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%AF%E7%94%B0%E5%85%B5


開発村に展示されている旧納内屯田兵屋の内部



国指定重要文化財・旧三戸部家住宅
伊達開拓団の開拓農家。明治10年代後半に仙台

地方の様式を取り入れて建てられました。道内に
現存する開拓農家としては最古級のもので、1969
年に開拓記念館庭園内に移築しました（写真提
供：伊達市）

初期の北海道開拓を担ったのは、明治維新で禄を失った武士たちでした。幕末の

動乱期に幕府方に付いた仙台藩は、「朝敵」の汚名を雪ぐため、積極的に北海道開
拓の呼びかけに応えました。仙台藩亘理領主伊達邦成主従は有珠に移り、伊達市の
基礎を築きます。さらに仙台藩からは、当別（現・当別町）に入植した岩出山領主伊達
国直主従、札幌市の手稲と白石の基礎を築いた白石領主片倉邦憲主従、登別市の
基礎を築いた角田領主石川邦光主従などが北海道に渡りました。また戊辰戦争に

よって廃藩となった旧会津藩の藩士たちも多数北海道に入植しました。なかには官軍
側に付いたことで本藩と対立し、静内（現・新ひだか町）に移住した淡路国洲本城代
稲田邦植主従のような例もありました。
1873（明治6）年に創設され、北海道開拓に大きな役割を果たした屯田兵も、はじめは

士族に限られていました。屯田兵は農耕地と住宅、農具が与えられ開墾に従事する
とともに、軍人として厳しい規律に従い軍事教練を受けました。実際に軍隊として、
1877（明治10）年の西南戦争には琴似屯田の屯田兵が九州に遠征しています。士族
中心の屯田兵は1890（明治23）年の太田屯田（現・厚岸町）まで続きました。これら士

族の移民は、開拓を通して国に貢献したい、家名再興を果たしたいという意志が強く、
北海道の厳しい環境にも耐えました。彼らの苦闘は、現在の北海道のいくつもの町の
基盤となっていきました。

大地を拓く—開拓の始まり | AKARENGA(あかれんが) (akarenga-h.jp)

北海道開拓移民のはじまり―士族移住

https://www.akarenga-h.jp/hokkaido/kaitaku/k-02/


岩間家は、旧仙台藩亘理領（宮城県亘理町）の士族移民
団の一員として、明治4年（1871）2月に入植した畑作農家
です。この建物は、明治15年（1882）に郷里の大工によって

建築され、間取りなどに郷里の建築様式が受けつがれて
います。一方で、仙台地方にはあまり見られない石置き屋
根が採用されています。

・建築年代 明治15年（1882）頃
・旧所在地 伊達市弄月町

旧岩間家農家住宅



伊達地方の農機具が見られる

北海道へ移住した移民は、それぞれ故郷で使用されていた農具を携えてきた。伊達地方にも、旧仙台藩亘
理からの移住者によって仙台鍬をはじめ各種の農機具がもたらされた。また、この地方は西洋農機具製造が
最初に行われた地でもあった。特に、明治中期には炭素焼プラフや中耕除草倍土を行う同地方独特の片サ
クリなど各種の農機具が考案され、普及したといわれる。



旧菊田家農家住宅

明治19年（1886）、新潟県長岡の有力者であった大橋一蔵や関

矢孫左衛門などは、越後農民による北海道開拓を計画して北越
殖民社を組織しました。この建物は、その一員の新潟県魚沼郡
出身者が移住直後の明治26年（1893）頃に建築し、のちに同じく
南蒲原郡出身の初代菊田常吉が買い受けて居住したものです。
・建築年代 明治26年（1893）頃
・旧所在地 江別市西野幌

３会社組織による移住

明治初期には広い未開地の払い下げを受けた開墾会
社に応募して移住した人々もいました。

多くは資金が乏しく、北海道の農業に不慣れだったた
め、移住後は苦難の道を歩かなければなりませんでし
た。なお、明治後期になると小作農民を移住させて大
農場を経営する開墾会社が多数成立しました
（開拓村HP）

○ 会社と宗教組織の移住農民の展開



～赤心社が建てた旧浦河公会会堂

明治13年（1880）、神戸において北海道開拓会社「赤心
社」が設立され、翌14年から西舎村や荻伏村に結社移
民として入植しました。
「赤心社」の指導者の多くはキリスト教徒で、明治19年
（1886）に「浦河公会」が組織されました。この会堂は、
17年の日曜学校兼会堂に次ぐ、２代目の礼拝・集会所
です。
・建築年代 明治27年（1894）
・旧所在地 浦河町荻伏

信仰を同じくする者が、新しい理想郷の建設を目指して団
体移住した例も見られた。

教義を核とした信者の結びつきは、苛酷な労働と貧困、雪と
寒さの厳しい冬の生活という悪条件を克服して、北海道の
開拓を推し進めました。開拓の村の「旧浦河公会会堂」はキ
リスト教徒を主とする団体移住者たちの心のよりどころと
なった建物です
（開拓村HP）

４）宗教団体の移住の始まり



北海道には「山形」「福島」「岐阜」「香
川」「鳥取」「北広島」などの県名、「越
後」「信濃」「伊勢」「出雲」などの国名、
「礪波（となみ）」などの郡名、その他
「庄内」「金沢」「吉野」「新十津川」など
の出身地の名を
付けた地名がたくさんあります。

郷里（出身地）を同じくする人たちが、
指導者を中心にまとまって移住し、互
いに助け合って開拓に励みました。道
庁もこの団体移住を奨励し、様々な便
宜を与えました。その入植地には、出
身地の言葉や風習などが伝えられま
した。

（開拓村HP）

北海道移民の出身地（府県）は全国に及んでいますが、明治15（1882）年
～昭和10（1935）年の移住戸数を見ると、青森県が最も多く約68,900戸、2
位が秋田県の約64,000戸、3位が約61,600戸の新潟で、以下、宮城、富山、

石川、岩手、山形、福島、福井が上位を占め、東北・北陸地方の出身者が
全体の67％以上に達していました。（開拓村HP）

～秋田県男鹿半島から明治末期に
羽幌に移住した「旧秋山家漁家住
宅」～

～徳島県から新篠津村に入植し、その
後旭川で染め物業を創業した「旧近藤
染舗」～

• 本土各地方の農魚民団体移住



団体移住では、災害に見舞われた奈良県十津川郷の人びとが入植した新十津川をはじめ、山
口県の山口団体が恵庭へ、徳島県阿波団体が仁木へ、富山県砺波地方から栗沢町砺波や芦別
へ、広島県から北広島へなど、現在の北海道の市町村誕生の基盤をつくっていきました。

また、大農場への小作として団体で移住したものも人びともいました。北海道には、移住者たちの
故郷の母村の文化がいまも残る地域もあり、さまざまな文化が北海道の風土のなかで混在する
ことで、北海道らしさも生まれていきました。

移民は開拓地では森を拓き、巨大な根や岩を掘り起こし、その労苦はたいへんなものでした。
夫婦・家族連れで移住する者も多く、故郷から石臼の上下を夫婦それぞれが背負ってきた開拓
の思い出が各地に残っています。 単独での移住や無許可の移住者も少なくなく、かれらは同郷
のつてを使って先輩移住者のもとに「わらじ脱ぎ」をし、そこから開拓地をめざしたといわれます。

移民—北の大地をめざして | AKARENGA(あかれんが) (akarenga-h.jp)

農業記念館
1921（大正10）年に建てられた新十津川信用購買組

合の建物を復元したもので、まちの農業に関する資
料などを展示しています。同じ敷地内にある開拓記
念館では集団移住の歴史を紹介（写真提供：新十津
川町）

農民の団体移住の形態

https://www.akarenga-h.jp/hokkaido/kaitaku/k-04/


旧樋口家農家住宅

樋口家は富山県から移住した水田農家で、明治26年（1893）に入
植し、5年目にこの家を建てました。富山出身の棟梁に建築を依

頼したこの住宅には、郷里の建築様式であるワクノウチ造がみら
れます。材料は、近くの原始林から切り出したといわれています。

復元に際し、同じ建築様式の山口家の解体材もあわせて使用し
ました。
・建築年代 明治30年（1897）
・旧所在地 札幌市厚別区厚別東5-3

北海道の初期の開拓にたずさわった人々は、米を主食とし、
水田農業によって育った人が圧倒的多数であった。しかし、当
時、北海道では稲作は無理とされ、多くの開拓者は、かつて経
験したことのない環境と土地利用の制約の中で開拓に取り組
まざるを得なかった。当初のリーダーの多くが、外国からの技
術移転による寒冷地に強い畑作酪農の混同経営を意図した
のに対して、多くの入植者は、水田農業への強い思考を捨て
きれないでいた。この相剋が、北海道の開拓とその後の土地
利用に大きな影響を及ぼすことになる。

この図には、草創期の人々が抱いた二つの壮大な夢が描き
出されている。酪農郷の建設と水稲作への夢である。酪農郷
は札幌北部周辺から岩見沢南部、妹背牛周辺にかけて、水田
は上川盆地に広がりを見せている。

しかし、北海道は「特殊土壌」といわれる火山性土、泥炭土、
重粘土などが多く、いずれも農業利用上多くの改良を必要とし
た。したがって、この時期までの土地利用は、できるだけこうし
た特殊土壌を避けるかたちで農地開発が進んでいった。
黎明期（明治43～44年）の石狩川流域 ｜北海道開発局
(mlit.go.jp)

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_seekei/ud49g7000000bort.html


～富山県から移住し、ワクノウチ造で建てた旧
樋口家農家住宅

『北海道開拓の村』－旧樋口家農家住宅－ | 北海道 再発見 (itproject.xyz)

旧樋口家住宅の内部

https://itproject.xyz/2020/02/20/kyuuhigutikenoukajyuutaku/


青森県とさほど気候条件の変わらぬ道南地方では幕末から
米作りがなされていましたが、札幌より北ではほとんど不可
能とされていました。この常識に不屈の魂をもって挑んだの
が米作りの名人・中山久蔵でした。

明治４年、札幌郡広島村島松（現・北広島市島松）に入植
した久蔵は、道南で栽培されていた地米「赤毛」と「白髭」を
持ち帰り、10ａの水田を造りました。しかし、やはり川の水は

手を切るように冷たく、久蔵は迂回水路を造ったり、風呂を
持ち出して湯を沸かし温水を苗代に注いだりして試みました。
気温の下がる夜には徹夜をして風呂水を入れ替えたといい
ます。この結果、明治6年、345kgという高収益を得ます。翌

年は不作に終わるものの、諦めることなく血の滲むような努
力で水田を拡大し続けました。
そして同10年の第一回内国博覧会に自作の米を出品。大

久保利通内務卿より褒章をもらうという快挙を成し遂げます。
その後、何度も品評会に出品し、そのつど表彰を受けるま
でになりました。

稲作の展開 ―明治の礎・北海道開拓 ―水土の礎 (suido-
ishizue.jp)

○ 北海道での米づくりの始まりと展開

黎明期（明治43～44年）の石狩川流域

https://suido-ishizue.jp/kindai/hokkaido/05.html


図】北海道稲作普及状況図

出典：川口文夫『北海道米作の地
理学的研究』

中山久蔵

明治４年、開拓使が招聘したトーマス・アンチセルは石狩
地方の調査で稲作の無理を説いた。道南地方では幕末か
ら米作りがなされていたが、札幌より北ではほとんど不可
能といわれてきた。この常識に挑んだのが中山久蔵。

明治４年、札幌郡広島村島松に入植した久蔵は、道南で
栽培されていた地米「赤毛」と「白髭」を持ち帰り10ａの水田

を造る。しかし、川の水は冷たく、久蔵は迂回水路を造った
り、風呂を持ち出して温水を苗代に注いだりして大変苦労。
だが、この努力の結果、明治6年、345kgという収益を得る。
同10年の第一回内国博覧会には自作の米を出品。明治政

府から褒章をもらう快挙。その後、品種改良した「石狩赤
毛」開拓者に無償で配り、農村を訪ね歩いて稲作の指導に
当たるなどした。道庁は久蔵と地元人たちの成果を見て、
稲作奨励に方針を転換。さらに道庁財務部長酒匂常明な
ど
の努力で水田作は拡大。明治25年には全道で2,400haで
あった水田面積は、同36年には16,200haにまでの増大した。
稲作の展開 ―明治の礎・北海道開拓 ―水土の礎 (suido-
ishizue.jp)

・北海道での稲作の試み

石狩での稲作起源 - Bing images

https://suido-ishizue.jp/kindai/hokkaido/05.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cKSmP0Aa&id=99F623BE8F54B503FB1AA378BD922F7B0C0A94A7&thid=OIP.cKSmP0Aa2S5FMdQqLuOKPAHaFj&mediaurl=https%3A%2F%2Fcdn.4travel.jp%2Fimg%2Fthumbnails%2Fimk%2Ftravelogue_pict%2F12%2F97%2F30%2F650x_12973098.jpg%3Fupdated_at%3D1281578589&exph=487&expw=650&q=%e7%9f%b3%e7%8b%a9%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%a8%b2%e4%bd%9c%e8%b5%b7%e6%ba%90&simid=608038176864695725&form=IRPRST&ck=07F87E6C85ED8D4CC20F1AA964C94D05&selectedindex=12&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11


旧河西家米倉

札幌の厚別地区の米作は、明治16年（1883）長野県から

の移住者によって始められました。水田は付近の低湿地
に造られ、明治20年代になり本格的に耕作されるように
なりました。

この米倉は、最初の移住者の一人である河西由蔵が建
てたものを再現しました。
・建築年代 明治30年（1897）（再現建造物）
・旧所在地 札幌市厚別区厚別西

稲作のルーツ

長岡重治は僅かな開墾地で麦や豆などの雑穀を栽培したが、島松で稲
作にこぎつけていた中山久蔵に師事して寒さに強い赤米の種籾を分けて
もらった。

1877年（明治10年）にアシリベツ（現在の清田小学校付近）で札幌では

初めての水田を拓いたが、厚別川の水は冷たすぎて稲は育たず、春に
蒔いた種籾を回収するのがやっとだった。そこで、10年かけて厚別川から

水路を築き、水温を上げて田へ引水することでようやく収穫が安定した。
明治20年代(1890年頃)には1反あたり5～6俵の収量が得られるように
なった。その後1892年（明治25年）に見上権太夫が水利権を獲得し、付

近は水郷地帯へと発展する。北海道庁が北海道での稲作推進に転換す
るのは翌1893年（明治26年）のことである。
厚別川 – Wikipedia：#稲作のルーツ

米倉の内部

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E5%88%A5%E5%B7%9D#%E7%A8%B2%E4%BD%9C%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84


旧田村家北誠館蚕種製造所

• この建物は、絹（糸）の原料となる蚕の卵（蚕種）をとる施設を再現したもの。浦臼村の養
蚕伝習所教師だった田村忠誠が、当時模範とされた東京蚕業試験場の蚕室を参考に、
明治34年（1901）から同38年にかけて建築してる。ここでは蚕種の製造販売を行なうか
たわら、多くの養蚕技術者を養成していた。（開拓村説明文より）

• 北海道に養蚕が導入されたのは、1853（安政５）年に八王子の桑園を亀田郡大野村七
重に移植した事から始まるといわれる。明治2年に設置された開拓使は、1875 年、中央
区北１条西8~9丁目に養蚕所を設置、また旧酒田藩主によって南１条以北、西に桑が植
えられた。

• 1911（明治44）年には養蚕農家は7687 戸、桑畑は3766hal に達したといわれる。
• その後逐次減少し1969（昭和34年）には北海道の養蚕農家はほとんどなくなった。養蚕

業は明治４４年頃がピークで札幌より空知地方に移っていったといわれる。

• 開拓の村には、明治 34 年高知県から浦臼に移住し蚕種の製造と養蚕普及に貢献した

田村忠誠が建てた蚕種製造所が移築されており、同村では平成元年より、この建物内
で蚕を飼育、来村者に対して開拓期の養蚕農家の暮らしの理解を促すとともに、人間が
その営みを維持し、蚕の価値を理解してもらうこと、とある。

• kaihou67.pdf (city.sapporo.jp)

• ・建築年代 明治38（1905）年

https://www.city.sapporo.jp/teine/shimin/chiikishinkou/rekishi/documents/kaihou67.pdf#:%7E:text=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%81%AB%E9%A4%8A%E8%9A%95%E3%81%8C%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%80%811853%EF%BC%88%E5%AE%89%E6%94%BF%EF%BC%95%EF%BC%89%E5%B9%B4%E3%81%AB%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%A1%91%E5%9C%92%E3%82%92%E4%BA%80%E7%94%B0%E9%83%A1,%E5%A4%A7%E9%87%8E%E6%9D%91%E4%B8%83%E9%87%8D%E3%81%AB%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%80%82


種繭雌雄鑑別器の展示



旧山田家養蚕板倉

開拓使は、屯田兵の授産事業として養蚕を奨励し、
琴似兵村ではその成果がみのって、屯田兵のなか
に独自の養蚕施設を持つ人も現われました。

この板倉は、屯田兵として入植した山田家が建てた
もので、草創期のくらしぶりを伝える数少ない建物の
一つです。

「旧山田家養蚕板倉」では「むしろ編み」 「俵づくり」
などが季節によって体験でき昔の生活を実感できる。

・建築年代 明治14年（1881）頃
・旧所在地 札幌市西区琴似1-6

旧山田家養蚕板倉



明治２年、北海道開拓使がおかれ、三代目長官、黒田清隆のもと、初めて北
海道農業の基本方針がたてられた。米国から開拓使顧問、ホーレス・ケプロン
氏を招聘。ケプロンは、北海道の寒地には米作りは不適当として、畑作有畜
農業を提唱した。

明治８年、ケプロンの推薦により来日した、エドウィン・ダンは、真駒内で広大
な大地を開墾して飼料作物を作り、大規模な牧場を設け、畜産農業普及の基
礎を作っていった。また、明治９年札幌農学校）の教頭として赴任したウィリア
ム・スミス・クラークは、北海道農業の指導者を育てた。「青年よ大志をいだ
け！」は、クラークが残した有名な言葉。

その後、明治１９年の「北海道土地払下規則」や、明治３０年の「北海道国有
未開地処分法」などの制定により府県富豪や華族の投資により大規模な民間
牧場が次々と誕生していった。

明治初年から２０年ころまでが「官営畜産時代」、明治２０年から末までが「地
主的大牧場並びに搾乳業者時代」で、これに続く大正時代は「練乳事業ぼっ
興期」。

練 乳事業は、乳業の中でも早くから発達し、北海道練乳、極東練乳、森永製
菓の三大会社が激しい競争を続け、各社とも酪農の育成に努めたので工場周
辺の近村には、乳牛を飼育する農家が際立って増えていった。大正末期には、
この練乳会社と酪農民の軋轢（あつれき）が高まり、「北海道製酪販売組合
（酪連）」誕生となった。

北海道酪農の黎明｜沿革｜雪印メグミルク株式会社 (meg-snow.com)

エドウィン・ダン

北海道酪農の起源と開拓村の畜舎

https://www.meg-snow.com/corporate/history/popup/reimei.html


旧小川家酪農畜舎

この畜舎は、大正末期に札幌農学校出身の小川三策
がアメリカから取り寄せた設計図を参考に建築したもの
で、19世紀のアメリカで発達したバルーンフレーム構造
が特徴です。

また、軟石（溶結凝灰岩）のサイロは、昭和初期に普及
した形を再現したものです。
・建築年代 大正後期
・旧所在地 札幌市清田区平岡公園

『北海道開拓の村』－旧小川家酪農畜舎－ | 北海道 再発見
(itproject.xyz)

畜舎の内部

https://itproject.xyz/2020/05/01/kyuuogawakerakunoutikusya/


北海道農業･酪農の基礎を築いた先駆者たちの足跡とその業績
－大友亀太郎、エドウィン･ダン、町村金弥、宇都宮仙太郎、町村敬貴、黒澤酉蔵－
homas66.pdf (sakura.ne.jp)

http://homas.sakura.ne.jp/homas66.pdf
http://homas.sakura.ne.jp/homas66.pdf
http://homas.sakura.ne.jp/homas66.pdf


北海道における本格的なニシン漁の始まりは江戸時代まで遡る。当時、蝦
夷地では稲作が行われておらず、蝦夷を治めていた松前藩は米で知行を与
えることができなかった。そこで米の代わりに、アイヌの人たちとの「交易」を
する権利、漁業を行う「土地（知行地）」を家臣に与えたのが鰊漁業の始まり。

江戸時代中期になると、藩士たちは知行地の運営を商人に委託し、委託さ
れた商人は交易の利益の一部を運上金として藩士に納めるようになった。こ
の交易の主役がニシン漁となっていく。

明治時代に入るとニシン漁は自由に行われるようになり、家族経営の刺網、
網元以下数十人から数百人の規模で行われるニシン定置網が行われる。こ
れがニシン漁を大きく発達させ、それと伴い漁獲量も増大。これと共に 青森、
秋田、山形方面からたくさんの出稼ぎ人（やん衆）がやってきて、ニシン漁とと
もに町は活気に溢れるようになる。また、北海道の鰊漁業者は、大きな利益
を得て「鰊御殿」とも呼ばれる豪壮な邸宅をたて富裕を誇るまでになった。

当時、漁獲されたニシンは、ニシン粕、身欠ニシン、干数の子等に加工され、
ニシン製品は北前船に乗り、主に関西方面へ運ばれ。中でもニシン粕は肥料
として日本の農業、特に綿作農業を大きく発展させ支えたという歴史がある。

ニシン漁の歴史 (sakura.ne.jp)

北海道のニシン漁の歴史と漁業者

江戸時代のにニシン漁

http://rumoi-suisan.sakura.ne.jp/harunisin.html


江戸末期から明治に驚くほど獲れたニシン漁（小樽港海の幸お届け便り
vol.38）

小樽は慶長年間（1596～1610年）に松前藩の大名が家臣に与える土地として開拓され。その
後、ニシンを求めて南から移住してくる人たちが増え、元治2（1865）年に漁業を営む人たちの
家が314戸建ち、村のような組織がつくられたのが始まりとされています。
小樽周辺のニシン漁は、幕末から明治はじめまでは年産3万トン平均といわれていたが、新

しい漁場の開拓や漁法の発明、漁具の改良で、明治30（1897）年には最高の水揚げを記録し
ます。その年の国内ニシンの漁獲量は97万9984トンで、100万トン近い量を記録しました。こ
れは昆布なども含めた同年の国内総漁獲量約174万トンの6割近くを占める。ニシン漁獲量と
しては国内の過去最高の記録。

開発村にある青山家は、山形県から移住し、小樽沿岸を中心に鰊建網などを経営した漁家
である。
明治30年は、近代的な装備はまだなく、ヤン衆がソーラン節を歌いながら、人力と乏しい漁

具や装備で水揚げをした時代で、この記録は驚異的と言えます。ニシンは3月末から5月にか

けて沿岸の浅いところに大群で押し寄せ、メスが産卵し、オスが放精することで海が白く濁る
「群来（くき）」が見られ、浜はどこも活気に湧いていました。

榎本守恵の「北海道の歴史」によると、「ニシンは、春告魚とも呼ばれるように、春先大量に
群来て、その2、3カ月の量が「一起し千両」といわれ、漁師はニシン漁だけで一年間生活でき

た。まさに蝦夷地の春はニシン漁からはじまったのである」と記述があります。当時網元の番
屋には、各地から漁場の労働者であるヤン衆が集まり、100人以上が寝泊まりしていました。

煮炊きの匂いがあふれ、威勢のいい掛け声や歌が番屋に響いていたそうです。小樽市内に
現存するいくつかの網元の番屋からは今もニシン漁の繁栄ぶりがうかがえる。
【海の幸お届け便り#38】江戸末期から明治に驚くほど獲れたニシン漁：小樽百貨UNGA↑（うんがぷらす）
(unga-plus.com)

明治後期のニシン漁海岸風景の絵

https://unga-plus.com/?pid=161157534


旧土谷家はねだし

はねだしは、鰊漁家の付属施設として、海岸の地形に合わ
せて海側へ跳ね出す形で建てられた倉です。正面を経なく
ても床の開口部を通して、直接荷物の出し入れを行うことが
できます。

この倉は漁具、漁獲物、魚粕・身欠鰊・数の子などの加工品
を収納するために使用されました。
・建築年代 明治20年（1887）頃
・旧所在地 八雲町熊石根崎町

『北海道開拓の村を訪ねて＜市街地・漁村の建物＞（札幌）』厚
別・豊平・真駒内(北海道)の旅行記・ブログ by かっちんさん
【フォートラベル】 (4travel.jp)

https://4travel.jp/travelogue/11181003


旧秋山家漁家住宅

秋田県男鹿半島から明治末期に移住した秋山嘉七が、焼尻
島周辺での鰊漁が盛んであった時期に建造した漁家住宅で
す。同家では3代にわたり、鰊刺網漁のほか磯回り漁などを
続けながら、昭和53年（1978）まで住んでいました。建物は、
洋風の棟飾りをもつ寄棟造です。
・建築年代 大正9年（1920）
・旧所在地 羽幌町焼尻白浜 旧秋山家漁家住宅(北海道開拓の村) (youyou.main.jp)

「旧秋山家漁家住宅」の中。

大正末期の「秋山家」は、二
世代同居で１０数名の家族
であったが、漁期には郷里
の秋田から２、３名の漁夫も
出稼ぎに来たという。

ここには、本格的な漁期に
入る前の漁労の準備に忙し
い３月下旬の様子が示され
ているとある。

https://youyou.main.jp/c1/hokkaido/kaitaku-vil/akiyamake.htm


旧青山家漁家住宅

青山家は安政６年（1859）に山形県から渡道し、小樽
沿岸を中心に鰊建網などを経営した漁家です。

建網経営には、番屋をはじめ網倉、船倉のほか海産
干場、船入澗など多くの施設、設備を必要としました。
鰊漁場の建物が、このように集約的に保存されてい
るところは少なく、貴重な文化遺産の一つです。
・建築年代 大正8年（1919）
・旧所在地 小樽市祝津町3

青山家は1859年（安政6年）山形県から北海道に渡り、小樽

を中心に「鰊建網」などによる漁経営を行った漁家。館内に
は、鰊漁や鰊加工に使われていた道具類や、番屋で暮らし
た人々の写真棟が展示してある。母屋のほか、文庫蔵、米倉、
網倉など6つの施設があり、多くの契約漁師の当時の暮らし
ぶりや漁の規模を知ることが出来る。

『北海道開拓の村』－旧青山家漁家住宅－ | 北海道 再発見
(itproject.xyz)

https://itproject.xyz/2019/06/25/kyuuaoyamakegyokajyuutaku/


『北海道開拓の村』－旧青山家漁家住宅－ | 北海道 再発見 (itproject.xyz)

https://itproject.xyz/2019/06/25/kyuuaoyamakegyokajyuutaku/


開拓移住者と社会活動と宗教活動を示す施設

北海道には、移住者たちの故郷の母村の文化がいまも残る地域もあり、さまざまな文化が北
海道の風土のなかで混在することで、北海道独自の特色も生まれていきた。



旧信濃神社

間口が２本の柱で構成される、「一間社流造｣という様
式で、神社によく用いられる建築様式です。

旧所在地は、長野県諏訪地方の出身者が多かったの
で信州開墾地と呼ばれ、当初は小祠を祭っていました
が、開拓に成功し神社を建立するにあたって信濃神社
と命名しました。
・建築年代 明治30年（1897）
・旧所在地 札幌市厚別区厚別中央4条3丁目

旧龍雲寺

篠路山龍雲寺は明治19年（1886）頃、村民の努力によって創
建された浄土宗の寺です。
この建物は、明治26年（1893）頃に新築落成した本堂で、開
拓期の農村の寺院建築の様式をよくあらわしています。
正面入口の向拝部分は大正年間に増築されたものです。
・建築年代 明治26年（1893）
・旧所在地 札幌市北区篠路



了



明治初期には、明治維新で新政府と対立し、領地を失った旧会津藩・仙台藩など、東北地方の士族た
ちが多数北海道に移住しました。彼らは旧領主を中心に集団で移住し、主従の固い結束のもとに、開拓
を成功に導きました。

その後、家禄（武士に与えられた給料）の処分が進められたため、全国的に失業士族が増し、士族授
産（士族に職を与えること）政策に力がそそがれました。その結果、国や元の藩主・領主などの援助のも
とに各地から多数の士族が移住しました

Microsoft Word - 北海道の開拓と移民.docx (kaitaku.or.jp)

１）士族団の移住の開始

https://www.kaitaku.or.jp/assets/pdf/about/immigration.pdf
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