
~ 26 ~ 
 

 

 

■大 曲
おおまがり

の由来 

明治２７年（１８９４）、大曲は広

島開墾地・島松と共に月寒村から分村

し広島村が開村します。それまでは大

曲はアイヌ語で「ヌプオルオペツ、イ

ナヲ坂、クウナイ」とも呼ばれていま

したが、開村当時の公文書に「大曲」

という地名が記されていることから、

それ以前からこの地名があったこと

がわかります。 

由来は、明治６年（１８７３）に

開通した函館―札幌間の札幌本道（現

国道３６号）と関係していて、野津幌

川（大曲川）の深い谷を渡るために大

きく湾曲（カーブ）した難所の道があ

ったことから、大曲となりました。 

 

■大曲開拓の歴史 酪農地帯から商工業地帯へ 

明治２年に設置された開拓使は、札幌圏へ広葉樹などの堅材の供給のため、周辺

の森林を官林として指定し無許可での伐採を禁止しました。しかし、大曲は官林の

範囲ではなかったので、比較的早い時期から林業を主として栄え、札幌本道の街道

沿いには商店や宿業を営む人も現れました。明治２７年頃から昭和１５年頃までの

開拓期では１２０戸から６０戸前後の人口推移でしたが、主に杣夫(そまふ・林業従

事者)、炭焼き、製材、運搬等を本業として、農業は自家用でした。森林資源が減少

すると伐採跡地を耕し畑作や酪農をする人が現れました。 

村は地帯別農業の構想を打ち出し、昭和 40 年代大曲は大規模な酪農地帯へと転

換します。その一方で、昭和３０年代より始まった住宅団地の開発と工業地化が進

むにつれ離農する酪農家が増え(※)、大曲の農業景観も大きく変化していくことにな

ります。 

※昭和４４年：酪農家４０戸、飼育頭数５５７頭 

昭和５９年：酪農家７戸、飼育頭数１５７頭 

 

 

 

 

3-1 大曲エリアの歴史 

http://dtp-sozai.com/sozai/houi/houi03.eps
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 現地で見学・観察可能です。      直接見学はできませんが今でも様子がわかるものです。 

 

  

1

2

3

大曲 由来となった道

大曲 交通

所在地：大曲並木１丁目付近、大曲北通線

大曲 寺院

来広寺

昭和５年創立。大曲の開拓が進むと住民の要望もあり、村
長中村佐久弥と中山留蔵が協力して、中山家から提供され
た家屋に本堂が建立されたのが始まりです。昭和８年、中
山家の土地であった現在の場所に新築を建立します。昭和
２５年に寄進されます。
中山留蔵は、1861年(文久元年)大阪府南河内郡磯長村に
生まれます。明治９年１５歳のときに北海道に来て島松に
住む叔父中山久蔵の元に到着しました。その後中山久蔵の
養子になり、中山家の土地が大曲にもあったので、その場
所で農業や宿業を営みました。

所在地：大曲幸町２丁目１-２

現在の国道36号の基になった札幌本道は、明治6年
に完成しました。かつてこの道をたどり札幌へ向か
う人は、島松駅逓所などで休憩をとり、三里塚（現:
里塚）へ向かいました。しかし、三里塚へ行くに
は、大曲川の深い谷を一度下り、橋を渡ってから再
び坂を登らなくてはなりませんでした。この大きく
曲がる道は「大曲」と呼ばれ、「室蘭街道七曲難
所」の一つに数えられました。これが、いつしかこ
の一帯の地名となりました。明治期、この道沿いに
は商店や宿屋がありました。

道央自動車道建設工事に伴い昭和５１、５２年に発掘調査
が行なわれました。野幌丘陵の丘頂部に位置するこの遺跡
は、北海道の南と北双方の文化的要素が見られ、石狩低地
帯が南北文化の交差点であることが裏付けられました。縄
文時代晩期の住居跡１か所、円形ピット２か所ほか、土器
片・石器などの遺物が約３０００点も出土しています。
※ピット：穴状の遺構

所在地：大曲緑ヶ丘２丁目他、大曲７９６

大曲 遺跡

大曲Ｂ、Ｃ遺跡

3-2 大曲エリアの歴史遺産 
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6 7

所在地：大曲末広１丁目、大曲中央通

8

所在地：大曲緑ヶ丘１丁目付近

縄文時代の住居跡が発見されました。道道栗山北広島線が道央自動車道と交差する
部分に、「百年橋」という名前の橋が架けら
れています。橋の完成は昭和４６年９月で
す。当時このあたりにはほとんど住宅がな
く、野菜畑だけ。道路も砂利道で、時おり路
線バスや野菜を積むトラックが通る程度でし
た。この橋を着工し
た時期が、北海道に
開拓使が置かれてか
ら100年であったこ
とにちなみ、百年橋
と名づけられました。

百年橋 大曲Ａ遺跡

大曲 交通 大曲 遺跡

大曲 開拓 大曲 交通

酪農地区だったことを偲ぶサイロ 大曲東通

道央自動車道北広島インターチェンジの南側
に、ブロック積みのサイロが建っています。
昭和４０年代、村の地帯別農業の構想により
大曲地区は酪農地帯へと変化します。一方で
同時に工業地化が進みます。開拓期は、炭焼
きや製材などの林業が主、その後畑耕作地
へ、さらには一
大酪農地帯と
なった大曲地区
ですが、今でも
その姿はいくつ
か残るサイロで
偲ぶことができ
ます。
所在地：大曲中央１丁目

　　　　私有地のため立ち入りはできません。

大曲東通は開拓期の頃からの古い道です。現
在の札幌市もみじ台や北広島市西の里には、
明治１７年頃から団体入植があり、主に炭焼
きを行なっていました。作った炭を札幌に運
ぶには厚別に出れば近いのですが、当時厚別
には湿地が広がっていて通れず、わざわざ険
しい野津幌川上
流域(立花川沿い)
の尾根づたいを登
り大曲へ出て札幌
まで運びました。
その時に使われた
のがこの大曲東通
です。

大曲 石碑 2

御野立処の碑

明治４４年建立。大曲川や輪厚川上流域に位置する大曲
は、開拓以前から湧き水が出る場所がいくつもありまし
た。明治１３年頃、三宮栄蔵が札幌本道を通行する人のた
めに、湧き水の側に休憩所を設けました。さらに明治１４
年、明治天皇が北海道巡幸に合わせ、地元の人たちによっ
て現在の大曲中学校正門左横のこの碑の辺りに御休場が造
られました。それを記念し地域の人たちにより建立されま
した。
所在地：大曲中央２丁目４　大曲中学校体育館横
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大曲 教育

大曲尋常小学校の校門

大曲会館の裏に建つレンガ積みの門柱。学び舎の変遷を今
に伝える校門です。左門に「札幌郡廣島村立大曲小學
校」、右門には「廣島村立大曲中學校」と書かれた表札、
また左門の裏には「大曲尋…」と読める割れた表札が入っ
ています。大曲小学校は明治２５年、月寒小学校厚別分教
所として大曲川の近くに移転されます。明治２7年広島村
開村を経て、明治３２年村立大曲尋常小学校に改称され、
明治４２年には現在の大曲中学校旧校舎の辺りに移転しま
す。昭和２２年大曲小学校と改称、昭和５３年に柏葉台に
移転します。

所在地：大曲中央２丁目４付近（大曲中学校北側、大曲会館の裏）

大曲 神社

大曲神社

諸説ありますが明治30年頃、中山留蔵と富谷平吉が発起人
となり、中山留蔵の敷地内に建てられたのが始まりです(現
大曲並木３丁目付近の大曲川沿い）。何度かの移転と改築
を経て、現在の社殿は平成７年に改築されました。大曲地
区の歴史を見つめてきた神社です。

所在地：大曲柏葉１丁目２

大曲 交通

四里塚　札幌本道と街道を偲ぶ地名

国道３６号沿いの大曲柏葉5丁目付近は「四里塚」とも呼
ばれます。明治６年、現在の国道３６号の基礎となる札幌
本道が開かれ、一里（約４キロメートル）ごとに里程標
（りていひょう）が建てられました。室蘭まで三十四里あ
り、札幌本道は別名「室蘭街道」とも呼ばれました。札幌
本道の起点は、豊平川（創成橋）で現在記念碑が建ってい
ます。二里塚は現在の札幌ドームあたり、三里塚は平岡南
公園あたり。三里塚から南東に進むと大曲に入り、やがて
四里塚に至ります。当時そこには里程標とともに木が植え
られていたと考えられますが、今ではその場所を知る手掛
かりはありません。明治３７年の古地図に「四里塚」とい
う地名が記されていますが、今では町内会館の「四里塚会
館」、「四里塚公園」という名称が残るだけとなりまし
た。現在の島松地区あたりに五里塚があるはずですが、こ
ちらは名称を残しているものはありません。

所在地：大曲柏葉５丁目付近
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大曲 交通

明治１６年に開かれた道「大曲道路」

所在地：現在の大曲北通～道道栗山北広島線

村史（昭和３５年発行）によると、明治１６年、現在の北広島交
番の辺りで広島県人の入植準備を始めた和田郁次郎と谷川杢左エ
門ら６人は、翌春に入植者を迎えるため開拓小屋11棟を建て、札
幌本道（現在の国道３６号）までの道路を開きました、後の大曲
道路です。この明治１６年に開かれた道は、輪厚川の沢沿いを上
り、比較的傾斜のゆるい大曲東通付近で尾根を上り、現在の道道
栗山北広島線に沿い、大曲北通へとつながっていました。道の長
さは約８ｋｍ、大木を切り出し、地をならす作業が冬の間続けら
れ、工事は困難を極めました。翌１７年５月、広島県からの団体
が小樽に着き、札幌、大曲を経て中の沢を通り、広島開墾地に入
りました。なお、現在の大曲道路はかつての道筋と異なります。

所在地：大曲東通、大曲４１１付近

大曲 石碑

大曲 交通 2

国道３６号（札幌本道、室蘭街道）

北海道が蝦夷地と呼ばれていた時代（約３００年前）、太
平洋と日本海を結ぶ道は、主に川を利用して船で移動しま
した。その後明治時代になり開拓使はアメリカ人のホーレ
ス・ケプロンの指導を受けて、函館から札幌まで道内初の
馬車道を開きます(森から室蘭は海上移動)。それが明治６
年開通の「札幌本道」で、当時は道幅が７ｍ程でした。現
在の国道３６号は、昭和２７年に着工し１年余りで延長３
４．５㎞の区間を完成させたことなどから通称「弾丸道
路」と呼ばれ親しまれています。なお、旧島松駅逓所前の
道がかつての札幌本道でした。室蘭と札幌を結ぶ道路でも
あったので別名室蘭街道とも呼ばれています。

大曲東通の馬頭観音

入口には鳥居と「馬頭観世音菩薩」と彫られた標柱が立ち
一見神社のような佇まいですが、北広島で一番古くから祀
られている馬頭観音です。道道栗山北広島線と大曲東通の
辻に祀られています。明治３３年、佐藤芳蔵、坂本利作、
坂井次助らによって祀られ、その後も大曲地区の人々の手
によって大切に守られてきました。
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交通

野島の坂

この道は、輪厚川の沢をＳ字に曲がりながら降りてまた
登って渡る室蘭街道（国道３６号）の中でも一番の難所
だったそうです。昭和２７年の改良舗装工事の前までは、
道幅７ｍ程で、素掘りの側溝があるだけの簡単なものでし
た。雨が降った後は、多くの馬車がぬかるみに埋まり、そ
のまま投げ捨ててあったり、脚を折って動けなくなった馬
も生きながらそのまま放置されたということです。

所在地：大曲３２０付近、国道３６号

大曲 石碑

大曲の馬頭観世音菩薩

昭和１０年青山峻一氏建立。野島の坂の付近の室蘭街道沿いに建
てられました。亡くなった馬の霊を慰め、街道を通行する馬の安
全を願って建てられました。その後、国道改良工事により場所を
転々とするも、現在の場所で大切に祀られています。

所在地：野島の坂付近、私有地のため立ち入りはできません。

大曲
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■古記録にのこるシュママップ（島松） 

 島松という地名の由来はアイヌ語の「シ

ュマ・マッ・プ（岩石のある川のところ）」

です。では、どの場所を指してアイヌの

人々はそう呼んだのでしょうか。島松川上

流域には支笏火山噴火堆積物である島松

軟石が沢沿いに露出していて、そのあたり

はかつてアイヌのコタン(村)があったとさ

れています。現在でも旧島松駅逓所のある

島松沢あたりでは由来どおりの景観が広

がっています。 

 一方で、１７８０年頃から幕末期まで石狩川流域

でのサケ漁と交易を行なう元小屋のある場所を「石

狩十三場所」と呼び、シュママップはその十三場所

のひとつでした。江戸時代の古地図には、島松川下

流域（千歳川合流地点）にシュママップと記されて

おり、サケ漁労の拠点として一時は賑わい、松浦武

四郎などの旅行記にも記録されています。 

また島松川は、幕府直轄時代の西蝦夷地と東蝦夷

地の境界でした(北広島側は西蝦夷地、恵庭側は東蝦

夷地)。その後明治政府が制定した新しい地方区分で

は、石狩国と胆振国の境界になりました。現在は、

恵庭市との境界になっています。 
 

㊨シュママップ、島松川上流域の絵図 
松浦武四郎、安政３-５年「西蝦夷日誌」5 編 

北海道大学付属図書館北方資料室蔵 

 

■輪
わっ

厚
つ

、仁
に

別
べつ

（仁井
に い

別
べつ

）、三島
み し ま

 丘陵地と山地の開拓 

輪厚地区はアイヌ語のウツナイ（脇川、助骨川の意）を語源とする輪厚川の上流

域に位置します。輪厚地区は月寒原野として明治２７年に払い下げられ開墾用地と

なり、明治３０年には１７０戸の入植があったと記されています。また、仁別と三

島地区は、島松川の支流である仁井別川と三島川の両岸を含む地区で、小川と谷戸

の風景が広がるのどかな地区です。また、仁別・三島は輪厚官林、島松官林の範囲

でしたが、明治２９年に大部分が払い下げになり、林業、製炭を主に開墾され、河

川沿いの平地には田畑が開かれました。 

3-3 西部エリアの歴史 

http://dtp-sozai.com/sozai/houi/houi03.eps
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■国指定史跡 旧島松駅逓所
きゅうしままつえきていしょ

 

駅逓所（えきていしょ）とは、交通不便の場所

に駅舎と人馬を備えて、宿泊と運送の便をはかる

ために設置されたものです。松前藩によって設置

されたのが起源ですが、寛政 11 年（1799）、蝦

夷地が江戸幕府が直接治める「幕府直轄地」とな

ったことで各地に駅逓所が設置されます。明治以

降も開拓使によって継続され、北海道内に延べ六

百十数か所あり、開拓期の北海道において重要な

役割を果たしました。北海道庁時代になり、明治

３３年（1900）頃には、官設駅逓所での自由営

業が主になり、昭和 22 年（1947）に駅逓制度は

廃止されます。現在ではほとんど残存していませ

ん。 

島松駅逓所は、明治 6 年（1873）札幌本道（函

館～札幌・道内初の車馬道、現在の国道３６号）

の開通に伴って千歳郡島松村に設置されました。

明治 17 年（1884）、札幌県から中山久蔵（札幌

郡月寒村）が駅逓取り扱いを命じられ、中山宅が

正式に駅逓所となりました。その後、明治 30 年

（1897）に廃止されるまで、中山家が島松駅逓

所の経営にあたりました。昭和５６年、国指定文

化財(史跡)となり、現在の建物は、保存修理工事を

経て平成２年に開館しました。 

 

 

■中山
なかやま

久 蔵
きゅうぞう

と寒地
か ん ち

稲作
いなさく

 

中山久蔵は文政１１年（１８２８）、河内国石川郡春日村（現

大阪府南河内郡太子町）で松村家次男として生まれ、弘化２年

（１８４５）、１７歳で故郷を離れ大阪、江戸など諸国を巡り

ます。嘉永６（１８５３）年に身を寄せた仙台藩が蝦夷地警備

の任務を与えられたため、安政２（１８５５）年、藩士片倉英

馬の従者として胆振国白老郡白老に渡り、以後、白老・仙台を

行き来した後、明治２（１８６９）年に北海道永住を決意。片

倉家を辞して渡道します。 

 

 

 

㊤国指定史跡 旧島松駅逓所 

㊤明治末期ころの旧島松駅逓所 

札幌本道沿いに建っていた。 

㊤中山久蔵（1828-1919） 
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明治４年（１８７１）、久蔵は４４歳で島松沢にて

開墾を始め、寒地では困難とされた米づくりにも挑戦。

明治６年（１８７３）、大野村（現北斗市）から取り

寄せた水稲赤毛種を用い、川の水を温める水路（暖水

路）や、風呂の湯を水田に注ぐなど、工夫と努力によ

り米の栽培に成功し、１０アール（約 300 坪）当た

り３４５㎏を収穫。希望者にはその技術と赤毛種の種

籾を無償提供した久蔵の功績は、米づくりを道央以北

へと普及させました。やがて、北海道の米の取れ高は

１００万石（１５万ｔ）に成長したことから、島松沢

は「寒地稲作発祥の地」と呼ばれます。 

 

明治１４年（１８８１）の明治天皇北海道巡幸では、

久蔵宅が行在所に指定され、久蔵は天皇と直に米づくり

について言葉を交わしました。近年、美味しくなった道

産米のルーツは、中山久蔵が改良した赤毛種の種籾。久

蔵の挑戦は、北海道農業を豊かにしただけでなく、生活

文化や食文化をも変えることになりました。 

 

■島松沢で発せられた「青年よ、大志
た い し

を懐け
いだ  

」 

ウィリアム・スミス・クラークは、1826年米国マサチューセ

ッツ州生まれ。マサチューセッツ農科大学の学長となり、明治9年

（１８７６）５０歳の時に開拓使に招かれ札幌農学校（現北海道

大学）の教頭、及び農学・化学・数学・英語の教授になります。

当時の札幌農学校は学生２４人。後に同校校長となる佐藤昌介や、

道職員として開拓農民の入植地決定など実務で名を残した内田瀞

など、後に北海道の発展に貢献する人物を多数輩出しました。 

明治１０年（１８７７）４月１６日、任期満了のクラークは職

員や学生たちと札幌を後にし、約２０㎞離れた島松（現在の北広

島市島松）に到着。別れの時がきて馬上の人となったクラークは、

教え子たちに向かい「ボーイズ、ビー、アンビシャス（青年よ、

大志を懐け）」と叫ぶと馬に鞭を振い、米国への帰途につきました。 

クラークが築いた札幌農学校の基礎とフロンティア精神は、後

輩に継承されて北海道の農業・土木・医療などの発展に大きく貢

献。「大志を懐け」の言葉は皆に勇気を与え、今日の日本を築いて

きたといえます。  

㊤ウィリアム・スミス・クラーク（1826-1886） 

㊦北広島市のカントリーサイン 

 

㊤旧島松駅逓所敷地内の暖水路跡 

㊤赤毛種 
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現地で見学・観察可能です。      直接見学はできませんが今でも様子がわかるものです。 

 

 

3-4 西部エリアの歴史遺産 

 

17 2

18 2

19 2

輪厚神社

所在地：輪厚115

大正９年合祀建立。明治初期の開拓期、日本全国から北海
道開拓を志し入植した人々がいました。西部地区にも多く
の入植団がいました。字上ニーベツ・下ニーベツには宮城
県から三野宮正助ほか。明治２７年月寒原野払い下げ後の
「輪厚植民地」に福井県より新井喜八郎ほか。明治３５年
奥輪厚に福井県から河村玉蔵ほか。明治３６年に輪厚の室
蘭街道沿い（野島の坂付近）に野島源一郎ほか。それぞれ
の集団で神社を建立し五穀豊穣を祈願しました。それら４
つの神社を合祀し、現在まで受け継がれているのがこの輪
厚神社です。合祀された神社の為、八幡大神・天照皇大
神・大國主大神と３つのご神体が祀られています。

西部 寺院

照道寺と輪厚尋常小学校

布教のため越後からきた曽我師は輪厚地区に来ましたが、
明治３０年当時、この地区に寺院も学校もないのをみて、
説教場兼学校を建てたのが始まりです。当初１５人だった
生徒も明治３２年には５４人にまでなり、より一層充実し
た教育のため、寺と学校を分離することにします。後の西
部小学校になる簡易教育所・輪厚尋常小学校へと発展しま
す。
所在地：輪厚元町１丁目６

札幌八幡神社

江戸時代から代々函館八幡宮の神職の家系であった菊地家
は、後に札幌神社（現北海道神宮）宮司になります。その
後、明治新政府による「王政復古・祭政一致」の方針によ
り、宮司の世襲が認められなくなり、菊地家は神社庁の神
道から離れ、転居を経て現在の輪厚に昭和５２年６月札幌
八幡宮を建立します。現在の宮司は１５代目、学問・出世
の神様である菅原道真公を祀った神社です。

所在地：輪厚中央５丁目３－１６

西部 神社

西部 神社
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29

30 31

32

西部 地蔵尊

極応寺跡にある延命地蔵

もともとは三別（現在の三島地区の奥）に建てられていました
が、今から８０年くらい前にこれを立てた藤本氏が、三別から
引っ越すことになりました。その時藤本氏の夢枕にこのお地蔵さ
まが出てきて、「三別に残りたい」と言ったので、そのまま残し
たそうです。その後、三別はだんだん住む人が少なくなり、お地
蔵さまの維持・管理が難しいということで、極応寺に移設され安
置されました。
所在地：島松５６３－１付近

明治１８年９月建立。
旧島松駅逓所の側、島松
川にかかる橋のたもとに
建っています。かつての
札幌本道沿いにあり、行
き交う人馬の安全を祈り
建立されました。

西部 石碑

西部 石碑

国指定史跡 旧島松駅逓所内の石碑

所在地：旧島松駅逓所敷地内

西部 石碑

御大禮記念碑 中山氏の馬頭観世音菩薩

所在地：旧島松駅逓所前

大正天皇が崩御され、昭
和天皇即位を御祝いする
ため、広島青年団行在所
守護分団員らにより昭和
３年建立されました。

所在地：恵庭市恵庭島松沢１３６付近

「駐蹕處（ちゅうひつ
しょ）」の碑。明治２３
年１１月建立。中山久蔵
宅が明治天皇島松御昼行
在所に指定されて１０年
目を迎えこれを記念し建
立されました。書は、元
北海道庁長官 永山武四
郎。

「青年よ大志を懐け」ク
ラーク記念碑。昭和２５
年建立。クラーク博士
（札幌農学校教頭）が島
松で学生・職員と決別し
た地を記念し、北大のク
ラーク奨学会によって建
立されました。

「寒地稲作この地に始ま
る」の碑。昭和３９年建
立。開村８０周年を記念
し、中山久蔵ゆかりの地
に建てられました。

「中山久蔵翁頌徳記念
碑」の碑。大正６年建
立。寒地稲作を成功させ
た中山久蔵の功績を称
え、発起人の和田郁次郎
ら始め、百数十名の協賛
を得て建立。２年後の大
正８年に中山久蔵は９２
歳で亡くなりました。
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きたひろ昔ばなし② ～ほおかぶり地蔵～ 

 

いつの頃か、島松駅逓所から少し入ったところに、誰呼ぶともなしに「ほうかぶり

地蔵」とよばれ親しまれているお地蔵さんがあります。もともとは島松に住む長谷川

さんのお父さんが建てられたものです。太平洋戦争で長谷川さんの末の弟さんが戦死。

その翌年、昭和１８年南方に行った長谷川さんの無事を祈って建てたものでした。 

終戦を南方トラック諸島で迎えた長谷川さんが島松に帰ってきたのは、暮れも近い

１２月のことでした。半袖姿で疲れきった長谷川さんを一番先に出迎えてくれたのが、

雪の中から頭を出していたこのお地蔵さんでした。 

 

何年かたって長谷川さんは、今度は村の人を

守ってほしいと農道にお地蔵さんを移しました。

毎日「今日も元気に行ってくるよ」と出かける

ある朝、寒かろうと腰のタオルでほおかむりを

してあげました。するとお地蔵さんがニコッと

ほほえんだように見え、少しお父さんに似てい

る気がしました。それ以来道行く人がかわるが

わるほおかぶりをかぶせてくれるようになり

「ほおかぶり地蔵」と呼ばれるようになったの

です。今も道端に立つこのおじぞうさんの話は、

戦後５０年経った平成７年、初めて長谷川さんが語ってくれたお話でした。 

本文・イラスト 「きたひろしま歴史物語」1996 年,北広島市 
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