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２章 史跡旧島松駅逓所の概要 

 

（１） 指定に至る経緯 

島松駅逓所は明治 6年（1873）12月、札幌本道（函館－札幌間）の開通に伴って官設駅逓所と

して、島松川の右岸である胆振国千歳郡島松村（現恵庭市島松沢）に設置されたのが始まりであ

る。同 13年（1880）の旅行者の記録から（松林源之助『北海紀行』明治 13年）島松川の左岸で

ある石狩国札幌郡月寒村島松（現在地）に定住し開拓に励んでいた中山久蔵の自宅を「島松駅逓

継替所」としていることがうかがえる。久蔵宅は、同 14 年（1881）の明治天皇北海道巡幸にあ

たり、明治政府から昼食休憩のための御昼行在所（御休憩所）の命を受け、母屋南側が増築され

た。以後、この部分は行在所として保存された。久蔵は第 4代駅逓取扱人となり、同 17年（1884）

8月から駅逓所として正式に業務を行った。交通の発展とともに駅逓業は衰退してゆき、同 30年

（1897）に廃止された。 

大正5年（1916）、久蔵宅増築部の上手行在所部分を広島村が買い上げ修理した。昭和8年（1933）

11 月には「明治天皇島松行在所」として行在所部分のみ指定史蹟となり、補助金を得て小修理

と環境整備がなされたが、戦後、GHQ による明治天皇聖蹟の文化財指定一斉解除により昭和 23

年（1948）に解除となった。昭和 43年（1968）には、建物全体を修理・復元し、併せて環境整

備を図るものとして、「北海道指定史跡 島松駅逓所跡」となり、補助金を得て応急修理が実施さ

れた。昭和 59年（1984）には、「史跡旧島松駅逓所」となり、7年かけて大規模な保存修理工事

を実施している。 

（２） 指定の状況 

１）指定告示 

①  官報告示    文部省告示第 113号 昭和 59年 7月 25日指定 

②  名称      旧島松駅逓所 

③  種別      史跡 

④  所在地及び地域 北海道札幌郡広島町字島松一番地（現北海道北広島市島松一番地） 

⑤  指定理由     

ア、基準 

特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準史跡の部六（その他産業交通土

木に関する遺跡）による。 

イ、 説明 

「北海道における駅逓の制度は、古くから松前藩によって開設されていた。その後、寛政 11

年（1799）、蝦夷地が幕府の直轄地となって以来、交通不便の地に駅舎・人馬等を備えて宿

泊・人馬継立・逓送等の便をはかるため、各地に駅逓が設けられた。 

明治初年においては、開拓使に直結された形で駅逓業務が継続されたが、郵便関係の業務

は、明治 5年（1872）、駅逓から分離された。三県時代には県毎に制度が異り、民営の県も

あったが、三県が廃止されて北海道庁になると明治 21年（1888）には人馬車継立営業規則、

明治 28年（1895）には駅逓補助金支給規定・官設駅逓所取扱規定、明治 33年（1900）には

駅逓所規定・人馬車継立営業取締規則が定められて、駅逓制度が整備され、自由営業が主と

なった。駅逓所規定は、昭和 6年（1931）、駅逓所規則に変ったが、大きな改変はなく、昭

和 22年（1947）駅逓制度が廃止されるまで、官設駅逓所と自由営業の人馬継立所が併存し
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ていた。この間、駅逓の名称も様々に混同して使用され、布達、告示等でも名称は一定して

いない。 

島松駅逓は、明治 6年（1873）12月、箱館、札幌間の札幌本道の開通に伴い、官設駅逓と

して島松川の右岸、胆振国千歳郡島松村に設置されたのに始まる。明治 8年（1875）山口安

五郎に替るまでは、勇払場所総支配人山田文右衛門が駅逓取扱人を務め、山口の後は、明治

10年（1877）中山久蔵が請人となって鶴谷新次郎が駅逓取扱人となった。明治 17年（1885）

8月には、中山久蔵が正式に駅逓取扱人となり、爾来島松駅逓が廃止されるまで、この駅逓

の業務は、中山家によって行われた。 

中山久蔵は、明治 4 年（1871）苫小牧より島松に入植し、島松川の右岸に居を構えたが、

明治 6年（1873）現在の島松駅逓所の地に居を移して旅籠も兼ねるようになり、水稲栽培に

成功して、石狩水田の祖と謳われた。従って、久蔵が正式に島松駅逓取扱人に任命された明

治 17 年以前にも、既に中山宅は実質的に島松駅逓的役割を果たしていたものと考えられ、

明治 14年（1881）明治天皇の北海道巡行の際、天皇は中山宅に駐輦した（「明治天皇島松行

在所」として昭和 8年 11月 2日史跡指定、昭和 23年 6月 29日史跡指定解除）。 

現在の木造平家建ての駅逓所の建物は、ほぼ四時期に分けて建築されたものと思われる。

即ち、第一期建築部分は、明治 6～13年（1873～1880）に建てられた久蔵居宅部分及び一部

客間、第二期建築部分は、明治 14年に増築した行在所部分、第三期建築部分は、推定明治

28 年前後の久蔵居宅部分に接続する箇所、第四期建築部分は、第三期に近い年時に増築し

たものと考えられる裏口等であり、屋根はもと木端葺であったと考えられる。 

北海道各地に設置された駅逓所は、660 駅以上と考えられるが、駅舎建物が現存するのは

35 駅である。この中で、島松駅逓所は明治以降最も早く設置された主要道沿いの駅逓所の

一つであり、かつ、改変の度合いも比較的少なく、北海道近代史の一断面を今に伝えるもの

として貴重な遺構である。ここに史跡に指定し、その保存を図ろうとするものである。」 

 

⑥  指定面積    4,184.28㎡ 

⑦  建物面積    332.759㎡ 

⑧  構造      木造平屋建、切妻、屋根木端（柾）葺 

⑨  史跡内施設      蓮池、赤毛見本田、暖水路、石造蔵品庫、クラーク記念碑、中山久蔵翁 

頌徳記念碑、駐蹕処（碑）、寒地稲作この地に始まる（碑）、旧指定関係 

説明板、植樹記念碑、御膳水（碑）、御大禮記念樹（碑）、明治天皇島松 

行在所（碑）、明治天皇行在所（碑）、史跡旧島松駅逓所（碑） 

    ⑩ 指定地の状況  土地の所有  

              北広島市所有地   北広島市島松 1番 1（3,863.24 ㎡） 

                        北広島市島松 862番（321.04㎡） 

 

 

 

 

 

 



11 

 

    史跡指定土地所有関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・史跡範囲：    で囲まれた範囲 
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（３）駅逓所の構造 

 駅逓所 

 明治 6年（1873）札幌本道（国道 36号）開通の際、沿道の島松に配置さ

れ、同 17 年（1884）から同 30 年（1897）の廃止まで中山久蔵が管理を任

されていた。道内に遺る最古の駅逓所として、昭和 59年（1984）に史跡と

なった。現存する古い駅逓所としては、旧斜里駅逓所（明治 21年（1888）

開設）、旧忠別太駅逓所（明治 22年（1889）開設）、旧塘路駅逓所（明治 23

年（1890）開設）などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■歴史的価値 

 

 

 

 

 

 

■建築的価値 

 

 

 

 

 

 

 

① 旧中山久蔵宅内の行在所部分は、昭和 8年（1933）～同 23 年（1948）までの間「聖蹟」として保存さ

れていた。（写真 1） 

② 行在所部分は、明治 14 年（1881）9 月の明治天皇巡幸後に島松神社が祀られ、後に行在所神社（祭神

は稲荷大明神）となり、地域の有志を中心に「地域の祭礼行事や中山家邸内の管理」が成されるなど

地域住民の心の拠り所となっていた。（写真 1～5） 

③ 周辺に住むアイヌの人々との交流を示す「鮭の寒干し用稲架
は さ

木
ぎ

」が表ニワ部小屋裏（写真 6）に遺さ

れていた。 

① 中廊下型が多い駅逓所の間取りにあって、座敷（客室）外周部に廊下を配する駅逓所としては、希少

な遺構である。（写真 7，8,一般的な駅逓所や他駅逓所との比較） 

② 明治の近代化が進む建造物にあって、明治以前（江戸期）の伝統的建具の仕様である「明り障子付板

戸」が用いられている。（写真 9） 

③ 行在所南側と西側（道路側）に配する土間部（ニワ）板戸を冬期以外は取外し、屋外庭園との一体感

を成すため「土縁」が用いられている。なお、明治期の農家建築である旧中山久蔵宅に「土縁」が用

いられているのは、漁家・商家建築を除き希少な遺構である。（写真 10～12） 

④ 聖蹟とされていた行在所部分の「結界用間仕切」が遺存（写真 13）、また明治天皇巡幸の際の出入口

を示す「板處」の遺構記録（古文書）が現存。 

⑤ 中山久蔵の事績を伝える建物の後設、改築の痕跡が遺されている。（写真 14） 

⑥ 南側庭の木柱・木塀が存在していた。（写真 15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「板處」明治 14年作成の古図に依る。 

（出典：『史跡旧島松駅逓所保存修理工事報告書』） 

「鳥居」（写真４,５） 

「賽銭箱」（写真２） 

子供相撲奉納の場所 

（聞き取りによる） 

明治 14 年に「島松神社」が祀られ、後に「行在所神社」と

呼ばれるようになった。 

写真 10 
写真 11 

写真９ 

写真 10 

写真 12 

「土縁」 

「板戸」 

「座敷外周部の廊下」 

明治 14年以前の小屋組が遺る（写真 14） 

「間仕切の板戸」：結界（写真 13） 

土俵 

庭 

「拝殿」 

蓮池 

「木柱・木塀」（写真 15） 

「鮭の寒干し用稲架
は さ

木
ぎ

」 

（聞き取りによる）（写真６） 

１ 

写真２ 

２２ 

南 
 

ニ 
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【建造物に係る価値の構成】 

 

写真 11 

 

（写真３） 

写真 1 
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■歴史的価値を示す写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築的価値を示す写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1：行在所（行在所神社） 写真 2：賽銭箱 写真 3：行在所周囲の注連縄 

写真 4：幟(左),幕(右上),御神鏡(右下) 写真 5：鳥居（昭和 3年 神饌田） 写真 6：稲架木（はさぎ） 

写真 7：座敷外周部の廊下 写真 8：行在所外周部の廊下 写真 9：明り障子付板戸 

写真 11：南側「土縁」 写真 12：土縁の開放可能な「板戸」 

写真 13：結界用間仕切 写真 14：明治 14年以前の小屋組が遺る 

写真 10：西側「土縁」（道路側） 

写真 15：南側庭の木柱・木塀 
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■建築的価値① 一般的な駅逓所や他駅逓所との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅逓所の客間は、中手座敷部の 4 部屋 

・中山久蔵及び家人は居間を使用 

・帳場は駅逓受付等の業務に使用 

・上手行在所部分は、明治 14 年（1881） 

の明治天皇行在所としてのみ使用され、 

その後、行在所神社となった。 

・納戸は、使用人の居室としても使用され

た。 

・    は、廊下。 

・駅逓所標準図は、明治 33 年（1900）の駅

逓所規程によるものであることから、同

14 年に建てた島松駅逓所は、この標準図

を踏まえて建てられたものではない。 

旧奥行臼駅逓所 

（出典：別海町教育委員会発行『別海町：史跡旧奥行臼

駅逓所主屋基礎調査報告書』平成 25年発行）  

駅逓所標準図（出典：駅逓所規定） 

旧中山久蔵宅増築の順 
（出典：『史跡旧島松駅逓所保存修理工事報告書』平成三年三月 
広島町発行） 

旧簾舞通行屋 

（出典：札幌市作成『簾舞郷土資料館パンフレット』）  

旧上藻別駅逓所 

（出典：北海道文化遺産活用活性化実行委員会発行 

『平成 27年度北海道文化遺産活性化計画事業報告書』）  
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（４）史跡を取り巻く環境 

１）北広島市及びまちの特性 

北広島市は、石狩平野南部に位置し、北西は札幌市、北は江別市、東は長沼町と南幌町、南は恵庭

市に接している周囲約 52.5 ㎞、総面積 119.05㎢の都市である。 

地形は、市域の最高地点である南西部にある島松山（標高 492.9ｍ）から、北東方面に標高約 100ｍ

前後の緩傾斜面の波状台地が広がっており、千歳川流域の平地に連なっている。波状台地からの幾

筋かの水の流れは河川となり、千歳川などを経て、石狩川に合流し、日本海へとそそいでいる。 

北広島市の市街地は、北広島駅をほぼ中心として隣接している東部地区と北広島団地地区、札幌市

厚別区と隣接している西の里地区、清田区と隣接している大曲地区、その南に位置する西部（輪厚）

地区の 5つの地区に分かれている。 

北広島市は明治 17年（1884）に広島県人 25戸 103人が集団移住し、開拓が始まった。農村として

発展してきたまちであるが、大正 15 年（1926）に北広島駅が開業、その後団地が開発され、平成 8

年（1996）に市政を施行し北広島市となった。札幌まで鉄道で 16分、新千歳空港まで 20分、自動車

でも北海道各地にアクセスしやすい位置にあることもあり、札幌市圏のベッドタウンとして人口が

増加、平成 16年（2004）には人口 60,000人を突破した。 

その後、平成 19年（2007）をピークに人口は減少しているものの、令和 5年（2023）に北広島市共

栄（きたひろしま総合運動公園予定地）に北海道日本ハムファイターズボールパーク（構想）が開業

予定である。ボールパーク内には、開閉式屋根・天然芝フィールド、商業施設、ホテル、マンション

等が建設予定である他、道路の増設やインフラ整備が行われる予定であり、人口や交流人口の増加

が期待される。 
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２）自然環境 

①気候・気象 

北広島市は、亜寒帯湿潤気候の裏日本型（日本海側）に属している。西部から北東方向にのびる

波状台地を境として、局地的な気候変化が見られるが、おおむね内陸性の気候で、北海道の中でも

比較的温暖な地域である。 

冬季は冬型の気圧配置にともなう北西の季節風が卓越して雪が降りやすく、夏季は小笠原高気圧

の影響でおおむね南東風が吹き、日中晴れる日が多い傾向にあるが、太平洋沿岸から侵入してくる

海霧の影響を受けて朝晩に曇ることがある。 

平成 30年（2018）の北広島市の平均気温は、札幌市に比べ約 3℃低く、日照時間の平均は約 83時

間少なくなっている。最低気温は－23.4℃で、現在最低気温の観測がなされている石狩地方 9か所

のアメダス観測地点のうち、江別市の-25.7℃に次いで 2番目に低い。積雪量合計は、札幌市が 465cm

に比べ北広島市は 485cmである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地形・地質 

北広島市の東側には北海道最大の石狩川水系が流れる石狩平野（石狩低地帯）と、竹山（標高 116.8

ｍ）を頂点とし、北部が半島状に平野へ突き出した野幌丘陵がある。北広島は、新生代にできた地

層からなり、氷期・間氷期が幾度となくおとずれ、海水面の上昇と下降が繰り返され、この変化に

よって陸と海が隆起・沈降し現在の地形ができた。 

 

ア 裏の沢層（鮮新世～前期更新世） 

本層は、南北にのびる野幌丘陵の脊梁部に分布している。上部では前期更新世の時代に達し、

層厚は 50ｍ以上で下部は不明。プレート衝突により海中で野幌丘陵が形成されていき、浅海と

なっていった。化石は、生痕化石と殻が溶脱した二枚貝が見られる。最近の地質調査により、上

部の下野幌層と同じ層との考えもある。 

イ 下野幌層（前期更新世～中期更新世） 

本層は、野幌丘陵の全域に分布し、特に西側では広範に認められる。下部・中部・上部に区分

され、層厚は、野幌丘陵から東翼で約 50ｍ、西翼で約 200ｍである。化石は、キタヒロシマカイ

ギュウ、ヒゲクジラ類、ハクジラ類、セイウチ、キタオットセイ類などの海生哺乳動物が多産す

る。貝化石は、絶滅種 6種含む 86種が産出するが、最近の調査で多数の貝化石が産出し、どの

層に含めるのか検討中である。その他、花粉化石などが産出する。 

*北広島市は恵庭島松地点 *アメダス観測地点での観測 

 2018年石狩地方の気象 

資料：気象庁 HP 

平均気温
（℃）

最低気温
（℃）

最高気温
（℃）

降雪合計
（ｃｍ）

最深降雪
(cm）

日照時間
(ｈ）

支笏湖畔 7.3 -13.4 29.9 - - 1507.0
千歳 7.6 -22.4 31.1 220 55 -
江別 7.7 -25.7 31 - - 1647.8
札幌 9.5 -12.7 30.6 465 89 1741.6
恵庭島松 7.3 -23.4 33.9 485 80 1658.3
山口 8.6 -17.8 34.7 - - 1666.7
石狩 8.2 -19.7 32.1 642 130 1700.0
新篠津 7.6 -22.9 31.8 840 151 1605.3
厚田 8.3 -16.8 33.7 658 157 1535.5
浜益 8.6 -16.4 31.7 - - 1477.8
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ウ 竹山礫層（中期更新世） 

本層は、野幌丘陵の南部、竹山付近に分布し標高 110ｍ前後の高位面である。開析が著しく平

面はほとんど見られない。円磨された大礫を中心とする地層からなり、河成堆積物と考えられる。

化石の産出はない。 

エ 音江別川層 （中期更新世） 

本層は、市内では音江別川流域にしか存在せず、札幌地域でも極限られた地域でしか確認でき

ない。間氷期の堆積物で比較的温暖な環境であり、野幌丘陵は徐々に高度を増して陸地が広がっ

た時期であった。化石は、バイソン、ムカシマンモスゾウの哺乳動物が発見されており、貝化石

は浅海性の温暖水系種で、全て現生種で構成され 58 種が産出している。その他、花粉化石など

が産出する。 

オ 後期更新世の地層 

4 万年前頃には、大規模な噴火が起こり支笏カルデラ(支笏湖)を形成した。同時に火砕流が流

れ出し、石狩低地帯へは大量に堆積し広大な火砕流の台地が形成された。この時の地層が支笏火

砕流堆積物である。この堆積物は、固結した溶結凝灰岩を島松軟石として建材等に利用した。 

2 万年前頃は、後期更新世に入ってから最も寒冷な時期を迎える。宗谷海峡が陸橋となり、宗

谷とサハリンが陸続きとなった。この頃、マンモスゾウやバイソン等が渡ってきたと考えられる。 

カ 完新世の地層 

6,000 年前には、最終氷期が終わり温暖な時期を迎え、海水面の上昇も見られた時代である。

縄文時代前期には現在の海水面より 3ｍも高かったとしている。この頃、北広島でも縄文遺跡が

多く出土しており、人類の活動が感じられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミズコゲ、ホロムイスゲ泥炭 

砂、礫、粘土 

ホロムイスゲ、ハンノ木泥炭 

ヨシ泥炭 

浮石、火山灰 

火山灰、火山灰質粘土 

礫、砂、粘土 

砂、礫 

砂、礫 

浮石質凝灰岩 

安山岩質溶結凝灰岩および 
浮石質凝灰岩 
 
礫、砂 

砂、礫、シルト 

泥岩 

玄武岩質安山岩溶岩 

砂岩、礫岩、集塊岩状礫岩、 
凝灰岩（石炭をはさむ） 

砂岩、頁岩、凝灰岩 旧島松駅逓所周辺の地質 

出典：地方独立行政法人北海道立総合研究機構  
環境・地質研究本部 地質研究所 5万分の 1地質図幅（札幌）1959 加筆 

 

旧島松駅逓所 
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③植生 

北広島市の東部地区が含まれる石狩平野は、温帯と亜寒帯がぶつかり合う場所にあり、北海道に

おける「植生の分岐点」といわれている。温帯を好む落葉広葉樹と亜寒帯を好む常緑針葉樹が混

生する「針広混交林」が特徴である。 

 亜寒帯に属する北海道の代表的な針葉樹に、トドマツ・エゾマツ・アカエゾマツがあげられ、落

葉広葉樹に、ミズナラ、コナラ、シナノキなどが挙げられる。 

市内にある特別天然記念物野幌原始林を含む森林及びこれに隣接する北広島レクリエーション

の森は、かつてトドマツが多く生育していたが、戦中戦後の伐採や台風等で多くの木が失われた。

今では大部分が針葉樹（主にトドマツ）の人工造林と、落葉広葉樹（ミズナラ、コナラ、ウダイカ

ンバ等）の二次林となっている。深い沢とその周辺にはシナノキやカツラ等の広葉樹の大木が点

在している。林床（地表面）には、多雪・積雪に順応したチシマザサやエゾユズリハ、ハイイヌガ

ヤがみられる。 

南の里環境緑地保護地区及び島松環境緑地保護地区に指定された「南の里の森」は、島松川と音

江別川の間の丘陵部に位置し、道有林と一部民有林からなる。古くから水源の確保や薪炭林とし

て利用されつつ保全されており、樹種は、コナラやイタヤカエデなどの落葉広葉樹が主である。

区内には、小さな沢が複数流れており、雪解けの時期にくぼ地は水に浸る。この時期、ミズバシ

ョウ、エゾノリュウキンカ、エゾエンゴサク、ナニワズなどの湿生の春植物が現れ、5月の新緑の

シーズンにはイタヤカエデもみられる。 

野幌丘陵の最高地点、竹山（標高 116.8m）の裾にある「竹葉公園」には、プラタナスやニセアカ

シア、イチイ（オンコ）がみられる。 

河川沿いや、耕作地の境界や用水路脇などには、湿った土壌を好む植物が多く生育している。北

広島東部の低地では、開拓以前の植生は残っていないが、開拓後自然に生育したり、防風林とし

て人の手によって植えられた樹（ギンドロ、ヤチダモ、カラマツ、ヤナギ、オニグルミ、ハンノキ

北広島の地層と化石のまとめ 

※第四紀は地質年代のひとつで、258万 8000年前から現在までの期間 

出典：『北広島遺産ハンドブック（自然遺産）』北広島市教育委員会教育部エコミュージアムセンター 

 

地層区分 北広島の化石

完新世 後氷期 沖積層
広島砂礫層
江別砂層
元野幌粘土層
支笏火山噴火物
小野幌層

間氷期 もみじ台層

間氷期 音江別川層

氷期 竹山礫層

約5万年前
マンモスゾウ、ナウマンゾウなど

約21万年前
バイソン

ムカシマンモスゾウ、貝類など

約100万年前
キタヒロシマカイギュウ

ヒゲクジラ、ハクジラ

キタオットセイ・シカの仲間

セイウチ、貝類など

約150万年前　クロスラミナ

レキ

シルト・泥炭
砂

レキ

軟石質砂
レキ質砂

レキ・砂
砂・シルト

裏の沢層

間氷期 下野幌層

シルト・砂・レキ・泥炭

軽石流降下軟石
粘土・シルト・砂・泥炭・レキ

レキ・砂

地質年代

第四紀

更新世前期

氷期

更新世中期

更新世後期

最終氷期
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等）がある。 

島松地区には市内で最高地点とする標高 492.9ｍの島松山があり、北側に高度を下げ市街地につ

ながる。この地区には、支笏火山の噴火による溶結凝灰岩を基とする火山灰地が多いことから、

コナラが優占する落葉広葉樹林が比較的大きな面積を占めている。全道的にもまとまった広さで

存在するのは限られた場所だけであり、コナラ林は北広島を特徴づける森林といえる。 

 

３）社会環境 

①人口・世帯数 

北広島市の人口及び世帯数は、昭和 40年代の道営北広島団地などの開発を始めとして都市化が 

進み、それに伴い人口も増えたが、平成 19年（2007）の 61,119人をピークに、現在は人口 58,630

人、世帯数約 27,537世帯（平成 30年（2018）12月 31日現在）となっている。   

地区毎の世帯数及び人口では東部地区の世帯数が最も多く 7,594世帯、次いで大曲地区が 7,547 

世帯である。一方で人口は大曲地区が最も多く 17,138 人、次いで東部地区の 15,708 人となって

いる。昨年と比べると北広島団地地区、西部地区以外で世帯数が増加している。しかしながら、す

べての地区で人口は減少している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地区 世帯数 人口 

1 東部地区 7,671  15,668  

2 北広島団地地区 7,591  15,184  

3 西の里地区 3,004  6,775  

4 大曲地区 7,619  17,039  

5 西部地区 1,652  3,964  

合計 27,537 58,630 

 

北広島市の人口及び世帯数の推移（平成 30年 12月末現在） 

出典：国勢調査、北広島市市民課「住民基本台帳」 

 

出典：北広島市市民課「住民基本台帳」 
地区毎の世帯数および人口（平成 30年 12月末現在） 
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年別観光入込客数 
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②公共交通機関 

北広島市は昔から交通の要衝と言われているように、主となる交通機関（鉄道、バス、自動車）

の便が良い。鉄道を利用する場合、JR 千歳線で札幌駅や新千歳空港駅へも約 20 分程度で到着で

きる。バスに関しては、市内循環路線だけでなく、札幌市へつなぐ便も運行している。自動車で

は、主要国道の 36 号や 274 号、道央自動車道北広島 IC を起点に、札幌都心部や新千歳空港へも

車で約 30 分で到着できるほか、苫小牧港や小樽港への所要時間は約 40 分と、絶好のアクセスを

誇る。栗山北広島線や江別恵庭線などの道道や、市道もある。 

旧島松駅逓所のアクセスは、JR北広島駅から 

   自動車で約 20分、道央自動車道「北広島 IC」か 

   ら約 15分、「輪厚 SIC」からは約 10分、北海道 

   中央バスでは「島松ゴルフ場」で下車し徒歩約 

10分で到着できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③観光入込客数 

北広島市観光振興課のまとめによると、令和元年度（2019）の北広島の観光入込客総数は、約 1,230

千人であった。これは平成 20年度（2008）から比べると約 60％の増加率である。令和元年度（2019）

の道外客数（約 127 千人）は、道内客数（約 1,103 千人）と比べ約 1/8 倍であり、道外客へのア

ピールが課題である。 

    旧島松駅逓所の近年における観覧者数は、平成 29年（2017）では 2,737人、同 30年（2018）で 

  は、2,464人、令和元年（2019）では、2,659人であった。概ね 2千人台半ばで推移している。 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

  北広島市を中心とした道央圏地図 
 出典：北広島市土地開発公社「北広島市へのアクセス」 
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北広島市埋蔵文化財包蔵地 位置図 （No.1～62） 

中の沢チャシ跡（39） 

島松川左岸チャシ跡（40） 

４）歴史的環境 

①北広島市の歴史的環境 

ア 北広島の考古 

平成 31 年（2019）3 月現在、北広島には 62 か所の埋蔵文化財包蔵地が確認されている。市内

で発見された遺跡の年代は、縄文時代早期から続縄文時代までで、約 1,300 年前から始まる擦

文時代の遺跡は未確認である。また、中近世のアイヌ文化期の遺跡は、チャシが 2か所で確認さ

れている。 

旧島松駅逓所は、市にとっても貴重な遺構であるため、埋蔵文化財包蔵地として登載している。 

【登載番号 46】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧島松駅逓所（46） 
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イ 開拓の始まり 

明治 2年（1869）、明治政府は開拓使を設置し、同年札幌本府の建設に着手した。これに伴い、

札幌周辺には移民が入植、多くの村落が形成されるようになった。入植した人々は、開墾に着

手するための簡単な小屋を建て、想像を絶する厳冬期の寒さにも耐えながら、開墾に努めた。 

 

ウ 車馬道から道央自動車道へ 

（ア）長距離西洋式車馬道「札幌本道」 

函館～札幌間を結ぶ日本初の長距離西洋式車馬道として、明治 6年（1873）に「札幌本道」 

223.8㎞が開通した。これは、のちの国道 36 号の基礎となった道である。交通の要衝として 

駅逓所が設置され、島松にも「島松駅逓所」が置かれた。また、人馬の往来が盛んになるに 

つれ街道沿いの輪厚や大曲にも民家の宿屋や飲食店などが立ち並び賑わいを見せた。 

・函館～森（明治 5年（1872）3月～7月完成） 

・森～室蘭（海路） 

・室蘭～千歳郡島松（明治 5年（1872）中に着工・完成） 

・千歳郡島松～札幌（明治 6年（1873）11月完成） 

大正 15年（1926）に鉄道が開通し、長距離輸送ルートとしての役割を一旦鉄路に譲ることに 

なったが、終戦後、自動車輸送の発達に伴い、本格的自動車道の建設の必要が高まり、再び脚 

光を浴びた。 

昭和 27年(1952)には、千歳～札幌間を結ぶ国道 36号の道路改良・舗装工事が着手され、翌 

28年（1953）11月に完成。本道の大動脈として発展するとともに、同 46 年(1971)、道内初の 

高速自動車道として開通する道央自動車道建設の呼び水にもなった。 

 

（イ）弾丸道路開通 

終戦後、経済活動が活発になるに伴い、札幌～千歳間（国道 36号）の交通量が増大し道路の 

拡幅・改修が求められるようになった。昭和 27年（1952）10月、改良舗装工事（延長 34.5km） 

がスタートし、翌 28年(1953)11月に開通した。わずか 1年というスピード工事と、戦後初の 

本格的自動車道として弾丸のようなスピードが出せたことなどから、弾丸道路とも呼ばれた。 

 

（ウ）道央自動車道開通 

昭和 46年(1971)12月、北海道初の高速道路 

 となる道央自動車道（千歳～北広島間 24㎞） 

が開通し、本道における高速輸送の幕開けを 

告げた。同 54年（1979）には北広島～札幌南 

間（5㎞）が開通、千歳～札幌間がつながると、 

道都・札幌と北海道の玄関口・千歳空港の間に 

位置する北広島の交通の利便性が改めて認識 

されるようになり、企業進出がさらに活発と 

なった。また、ベッドタウンとして、人口も増 

加した。 

 
鉄道・幹線道路等の状況 
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エ 鉄道と北広島駅の変遷 

（ア）北広島駅の完成 

大正 15年（1926）8月、北広島に初めて鉄道が開通した。北海道鉄道株式会社により開通し 

た苗穂～沼ノ端間（延長約 63㎞）の鉄道は、当時「札幌線」と呼ばれた。それに伴い、北広 

島駅が完成した。これにより、馬に頼るしかなかった農林産物の運搬は列車に切り替わり、大 

量輸送が可能となったため、北広島を含めた沿線町村の開発や産業の振興にも弾みがついた。 

 

（イ）鉄道の発展 

昭和 18年（1943）に国鉄（現 JR北海道）に買収され、線名も「千歳線」に変更される。 

終戦後は、利用客および取り扱い貨物ともに増加した。輸送力増強やスピードアップを目指 

し、同 30年（1955）からディーゼルカーによる運行が始まった。同 40年（1965）12月からは 

複線化の工事もスタートし、8年後の同 48年（1973）9月に、全線複線化が完了した。これに 

より、北広島駅～札幌駅の乗車時間が短縮されたのをはじめ、増便も行われて利便性が格段に 

向上、利用客の増加にもつながったため、手狭になった駅舎は、同 49年（1974）12月に、橋 

上駅として建て替えられた。その後、同 55年（1980）から電化され、現在の電車が運行して 

いる。 

 

（ウ）北広島駅新駅舎 

平成に入り、北広島団地の建設に伴う人口の増加により、拡張の必要性が高まった北広島駅 

舎の新築工事が平成 5年(1993)7月から着工され、同 7年(1995)11月に新駅舎が完成。これ 

は、北広島駅東土地区画整理事業に伴う移転でもあった。旧駅舎から 40ｍ千歳側に移設され 

た新駅舎には、同 12年（2000）にドーム型のガラス屋根を設置した東西連絡橋が完成。市民 

交流広場「エルフィンパーク」としても市民に開放され、北広島の顔にふさわしい魅力ある 

空間が実現した。 

     

オ 村から、町、市へ 

（ア）初めての自治 

明治 27年（1894）2月、和田郁次郎宅に戸長役場が設置され、 

広島村がスタートした。同年 10月には中の沢の高台（現在の市 

役所の地）に戸長役場庁舎が新設され、豊平村駐在所の巡査とし 

て以前から北広島を度々巡回し、村の事情に精通していた一色 

潔が初代戸長に任命された。一色戸長は中山久蔵らを村総代と 

して迎え、また、和田郁次郎の熱心な補佐を得ながら、村の発展 

に尽くした。 

（イ）町制施行 

昭和 43年(1968)9月、町制が施行された。役場新庁舎も同時期に完成。加えて、同年 11月 

には道内屈指の大規模住宅団地、道営北広島団地の造成も決定した。人口も約 9,000人とな 

り、大台の 10,000人達成も目前に迫った。 

（ウ）北広島市市制施行 

平成 8年（1996）9月 1日、北広島市が誕生した。昭和 43年（1968）の町制施行から 28年を 
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経ての市制施行となった。道内の市制施行としては、伊達市以来 24年ぶりである。 

 

カ 北広島の三人の偉人 

（ア）中山久蔵 

         中山久蔵は河内国（現大阪府南河内郡）の出身で、42歳のとき北 

海道永住を決意、農業を志し適地を求め 46歳のとき現北広島市に 

永住の地を見出した。明治 6年（1873）には、寒冷地では不向きと 

されていた水稲（赤毛）の栽培に成功し、耐寒性に優れた優良品種 

として北海道各地において普及させ稲作の基礎を築いた。 

また、明治 17年（1884）には、島松駅逓所の 4代目の取扱人とし 

て任ぜられ、同 30年（1897）まで続けられた。久蔵の永住を決意し 

たこの地は、W・S・クラークの「Boys,be ambitious」の名言や明治 

天皇巡行の際の行在所等の場所となった。 

 

 

（イ）和田郁次郎 

和田郁次郎は安芸国（現広島県広島市）の出身で、北広島の開拓 

    の祖と謳われ、明治 16年(1883)、仲間をともない現在の東部地域に 

入り、小屋を建てるなど 1年かけて移住の準備を進め、翌年の 17年 

(1884)5月と 8月の 2回、広島県から合わせて 103人を引きつれ集 

団入植した。以後、移住者は増加し、10年後の同 26年（1893）に 

は、戸数 385戸の一大村落を形成した。当時の北海道庁長官・北垣 

国道は、こうした郁次郎の功績を高く評価し、「和田村」とするよう 

示したが、郁次郎は郷里広島の人々と一村を拓く計画を進めてきた 

ので「広島村」にしたいと申し出て村名となった。 

 

  

（ウ）Ｗ・Ｓ・クラーク 

     W・S・クラークは、日本の近代化に必要な技術や知識等を導入す

るために米国から招聘され、札幌農学校（現北海道大学）の教頭と

して農学・化学・数学・英語などを教え、8ケ月ほど札幌に滞在し 

た。クラークが伝えたフロンティア精神は学生達に継承され、北海

道の農業や土木などの発展に大きく貢献した。帰米する明治 10 年

（1877）4 月 16 日、クラークは職員や学生たちとともに学校を発

ち 20ｋｍほど進んだ。島松川を挟んで向こうは胆振国となる石狩

国のはずれで、国境である中山久蔵宅に到着し休憩した。 

同行してきた職員や学生たちと決別の際、この地において 

「Boys,be ambitious」の言葉を遺し別れたと言われている。 

「青年よ大志を懐け」と訳された非常に有名な言葉は、昭和 25年（1950）に本史跡内に建立 

されたクラーク記念碑に刻まれ、多くの人が立ち寄る場所となっている。 

和田郁次郎（1847－1928） 

中山久蔵（1828－1919） 

Ｗ・Ｓ・クラーク（1826－1886） 
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５）指定文化財等の状況 

北広島市には、現在 2 つの国指定文化財と 4つの市指定文化財がある。 

 

① 国指定文化財 

ア 旧島松駅逓所 

駅逓所とは、交通不便の地に駅舎と人馬等を備えて、

物資の運送や宿泊等に便宜を図るために設置された

施設である。島松駅逓所は札幌本道の開通にともな

い、明治 6 年（1873）に設置された。現存する駅逓所

としては道内最古のものである。明治天皇の行在所

（天皇が休憩や宿泊する場所）として使用された上座

敷をはじめ、客間、いろりがある板間、台所、土間な

どからなる。昭和 59 年（1984）に国の史跡に指定され

た。 

 

イ 野幌原始林 

原始の林野の様子を知ることができる貴重な自然林である。大正 10 年（1921）に江別市から

北広島市にかけて置かれていた元農林水産省北海道林業試験場の試験林が天然紀念物野幌原始

林として指定された後、昭和 29年（1954）に特別天然記念物野幌原始林となる。同年の台風 15

号（洞爺丸台風）の風倒被害によって大部分が指定解除となり、北広島市内の 3林班（約 40ha）

のみとなったが、令和元年 10月に回復が良好な約 20haが追加指定され、現在は約 62haとなっ

ている。 

 

② 市指定文化財 

ア バイソンの化石（市指定文化財第 1号） 

約 21万年前のものと推定されるバイソンの化石片である。昭和 48年（1973）6月に音江別川

流域で発見された。北海道では、これを含め 3 か所しか発見例がない。バイソンが北海道へ渡

ってきた時期や当時の古地理を特定する手がかりと成り得る重要な資料である。平成 21 年

(2009)市の文化財に指定された。 

 

イ サンドリッジ成大規模斜交層理の転写標本（市指定文化財第 2号）  

平成 12 年（2000）道道栗山北広島線の拡幅工事中、約 170 万年～100 万年前の地層から大規

模な斜交層理が発見された。北海道道央部の前期更新世の古環境を推定する上でも大変貴重な

地質資料となっている。平成 21年(2009)、市の文化財に指定された。 

 

ウ キタヒロシマカイギュウの化石（市指定文化財第 3号） 

約 100 万年前のステラーカイギュウの化石である。昭和 50 年（1975）と同 55 年（1980）、音

江別川流域で採集された。現存する世界最古のステラ―カイギュウの化石と考えられ、正式名

称はステラ―カイギュウ北広島標本。平成 22 年(2010)に市の文化財に指定された。 

 

国指定文化財位置図 
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エ 中山久蔵関係資料群（市指定文化財第 4号） 

寒地稲作に取り組んだ中山久蔵の子孫から寄贈された「中山家資料」や、久蔵が運営に尽力し

た島松駅逓所の板壁の下張りなどから発見された「旧島松駅逓所保存修理工事古文書」のうち、

中山久蔵に直接関係する 250点余りの資料群。平成 30年(2018) 市の文化財に指定された。 

 

（５）史跡の歴史的変遷 

１）島松の歴史 

旧島松駅逓所は、北広島市の南部で周辺には島松川が流れ、国道 36号と道央自動車道が並行してい

る島松地区に位置する。島松川筋には、アイヌのコタン（集落）があったことが松浦武四郎の記録な

どに残されている。島松の地名は「シュマオマプ（shuma-oma-p）」というアイヌ語に由来していると

考えられており、「石が・ある・もの（川）」の意で、同地区には島松軟石があることから、このよう

に呼ばれたと考えられる。元禄 13年（1700）、松前藩による「元禄国絵図」に「志まゝツ婦」が登場

する他にも、様々な古記録の中に「シママップ/シュマ満布」など島松を指す地名が記されており、

南部から東部方面には島松川筋や夕張川筋から千歳川への分岐点があり、古くから交通の要衝であ

ったことが伺われる。 

シママップアイヌは、17世紀以降、和人の活動が強まった影響を受け、アイヌ社会は衰退の一途

を辿り、19世紀初め頃に上流・下流域のコタンは荒廃した。現在は、島松川左岸チャシ跡からアイ

ヌの痕跡をみることができる。 

 旧島松駅逓所の北側で、国道 36号と道央自動車道高架下には、昭和 30年代まで「島松軟石」が切

り出されていた軟石採掘跡が見られる。 

島松軟石の採掘の始まりは不明だが、恵庭市側では相当古くから行われていたようであり、島松川

筋の対岸の恵庭市にも同質の石材が掘り出されていたことから、北広島市での採掘も古くから行わ

れていたと考えられる。記録には、大正 3年（1914）4月に広島村が国から採掘地の無償附与を受け、

村有地となったという記述がある。 

昭和初期から、採石業は民有地で操業することができなくなり、

村有地での採掘は村との契約によってのみ認められるようになっ

た。村有地から軟石を採掘することについて、正式に売買契約を採

掘業者と村との間で行っている書類（石材業者が村有地で採掘する

ための願出）は、昭和 10年（1935）より見られる。 

島松軟石は約 4 万年前の支笏火山の噴火により、火砕流などによ

って流れ込み固結した溶結凝灰岩である。他には石山軟石がある

が、石山軟石は軟石中に白色系の粒状の塊が見られるのに対し、島

松軟石は赤みがかった粒状のかたまりが見られるといった違いが

ある。採掘された軟石は、農家の納屋・畜舎・住宅・サイロなどに

使用され、史跡においては、駅逓所の柱礎石や指定地内の碑などに使用されている。 

 

２） 北海道における駅逓制度の概要 

明治 5年(1872)、江戸時代以来の宿駅制度が全国的に廃止された。宿駅とは、交通の要衝で、旅人

の宿泊や、荷物運搬の人馬を中継ぎする設備のあったところである。しかし、その後も北海道では

史跡内の島松軟石で作られた碑 
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入植者が利用する独自の駅逓制度として存続し、北海道拓殖計画推進上重要な役割を担い発展を遂

げた。 

北海道における宿駅制度は江戸時代、松前藩によって開設されたといわれる。当初は会所・運上

屋・大番屋・通行屋などと称されていたが明治時代に本陣と改称され、明治 5 年（1872）8月に駅

逓所（駅逓扱所）と改められた。以後、本陣・会所の名称は次第にみられなくなり、本道独特の駅

逓制度が整備されていった。 

明治 9年（1876）、これまで必要の都度、個々に発布されていた規程が取りまとめられ、「駅逓規

則」として発布された。この内容は、継立業務に関する例規的なもので、荷量、先触、賃銭、宿泊

料など広範にわたって駅逓業務の整理が行われた。 

明治 19年（1886）、開拓使・三県一局制の時代を経て北海道庁となると、まず同 21年（1888）に 

「人馬車継立営業規則」が定められ、これまで区々にわたっていた駅逓関連法令が整理統合され

た。更に同 28年（1895）5月には「駅逓補助金支給規程」が、同年 6月には「官設駅逓所取扱規

程」が制定され、補助金による財政支援や駅逓取扱人の採用資格、駅舎構造などを定め、以後統一

的な官設駅逓所制度が整えられることとなった。 

明治 33年（1900）に策定された「北海道十年計画」では、10年間で 120か所の駅逓所を新設する 

こととした一方、「開拓進歩ノ状況ニ適合セシメンコト」として、交通が便利になって必要度の薄れ 

た 26か所の廃止を決定した。同 21年（1888）制定の「人馬車継立営業規則」も同 33年（1900）に 

廃止され、新たに「人馬車継立営業取締規則」が定められた。更に同 28年（1895）制定の「駅逓補 

助金支給規程」と「人馬車継立営業取締規則」が廃止・整理統合され、「駅逓所規程」が定められ 

た。これら同 33年（1900）の制度改正は、従来の制度上の不備を直し、官において施設強化と取扱 

人手当の増額を行うことなどで経営の充実化を図ったものである。 

内陸部への入植と道路の開削整備が推進するにつれて駅逓所数は増加し、明治 21年度（1888）の 

人馬継立所設置の際には 110 か所だったものが同 33 年度（1900）末には 169か所になり、数におい 

て最盛期を迎えた大正 10年（1921）には全道で 270 か所の駅逓所が存在した。 

明治 33年（1900）制定の「駅逓所規程」が同 36年（1903）、同 38年（1905）、大正元年（1912） 

同 9 年（1920）に一部改正されたが、これは時代に対応しての一部改訂であり、駅逓制度の大綱に

ついては大きな変化はみられない。一方で、関係官署が取り扱うべき事項と駅逓取扱人が守るべき

事項が混在し不便であったことなどから、昭和 6年（1931）3月、駅逓取扱人に関する事項が「駅

逓所規則」として、また関係官署の取扱事項は「同取扱手続」として整理された。このとき、取扱

人手当金の増額のほか、官設物件の制限を敷地千坪以内、田畑 3万坪以内、牧場 15万坪以内およ

び馬 10頭以内とするなどの改正がなされた。 

その後、入植者の集落化や、旅宿・運送業者の増加、鉄道や軌道の敷設が進み、駅逓制度の使命

が薄れていく。このため、北海道庁では昭和 17年（1942）に駅逓制度の廃止方針を立て、一部を除

き同 22年（1947）3月をもって廃止した。 

 

３）主要道としての札幌越新道・札幌本道 

江戸幕府は対ロシア北方防備強化のため、安政 2 年（1855）蝦夷地全域を幕領とし、樺太への防衛

、 
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拠点として石狩平野の重要性に着目した。そのため

文化文政年間（1804～1829）に既に開削していた千

歳勇払間の千歳越に連絡する、銭函から札幌、島松

を経て、千歳に至る「札幌越新道」が計画された。

札幌越新道は、安政 4年（1857）江戸幕府が幕臣を

石狩に派遣して開削に当たらせ、安政 5年（1858）

に開通した。この時、トヨヒラと千歳の中間地点で

あるシュママップ（島松）に休息小屋が置かれた。

島松川を渡る（現在の旧島松駅逓所、クラーク記念

碑のある）地点の右岸でユウフツ場所（千歳郡島松）

側にあった。 

明治 2 年（1869）に開拓使が設置され、札幌に本府が置かれると、札幌函館間の連絡が急務とされ

たが、札幌越新道は道幅が狭く、整備も行き届かないものであったため、開拓使顧問ホーレス・ケプ

ロンの進言のもと、渡島国亀田郡を起点とし札幌豊平橋に至る「札幌本道」の開発が進められた。こ

れは馬車が行き違える道幅をもつ日本初の本格的西洋式車馬道であった。同 5 年（1872）開拓使が札

幌室蘭間の道路工事を始め、翌年完成した。 

 

４）島松駅逓所について 

島松地区における駅逓のはじまりは、勇払場所総支配人であった山田文右衛門の代人・山口安五郎 

が、明治 6年（1873）6月に日本初の西洋式車馬道である「札幌本道」が開通するのに伴い、同年 7 

月に島松の地に旅人止宿所設置についての申請を出したことにはじまる。同年 12月には「千年駅場 

取扱人」山田文右衛門の代人である植田甚蔵が、「島松駅場」に止宿所の建物が完成したため、12月 

7 日より通行ならびに継立の業務を行う旨の書類を千歳郡出張所に提出している。このようにして、 

山田文右衛門が同 6年（1873）に設置申請した旅人止宿所は正式には翌 7年（1874）2月に認可さ 

れ、実際の業務は同 6年（1873）12月 7日頃から開始された。この旅人止宿所が島松駅逓所のはじ 

まりである。 

なお、この旅人止宿所は札幌越新道開通当時に設置された休息小屋と考えられる。中山久蔵は明治 

4年（1871）に苫小牧より千歳郡島松へ入地した際に勇払会所支配人植田甚蔵から小屋一棟を 5円で 

購入したのち同 6年（1873）に札幌郡月寒村島松へ移転した。 

初代駅逓取扱人は勇払場所総支配人の山田文右衛門であり、実際の業務は植田礼助が代理を務めた。 

明治 8年（1875）には山田文右衛門が駅逓取扱を辞退し、山口安五郎がその後を受けて 2代目とな 

った。しかしこれも長続きせず同 10年（1877）3月、中山久蔵が請人（保証人）となって鶴谷新次 

郎が 3代目駅逓取扱人に就いた。そして同 17年（1884）8月には久蔵が 4代目取扱人となり、同 30 

年（1897）に島松駅逓所が廃止されるまで駅逓業務は中山家によって行われた。なお、同 13年（1880） 

の旅行者の記録（松林哲五郎『北海紀行』明治 13年（1880））には島松での宿泊は中山家であったこ 

となどが記されており、この頃から請人であった久蔵に駅逓業務が引き継がれつつあったと考えら 

れる。 

明治 21年（1888）までは官設駅逓として、それ以後は「人馬車継立営業規則」に則った自由営業 

として同 30年（1897）の廃止まで経営にあたった。 

 

嶋松布（シママップ）の札幌本道 
（出典：『明治 6年新道出来形絵図』北大北方資料室蔵） 
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当時の駅逓所の様子を伝えるものとして、平成 26年（2014）、中山久蔵や島松駅逓所に関する古文

書を中心とした資料 160点ほどが中山家から寄贈され、教育委員会にて保管している。また、昭和 59

年（1984）からの旧島松駅逓所保存修理工事において、駅逓所建物の一部解体に伴い、荒板壁の下地

張用材料（反故紙）として使用されていたものが、新たに発見された。 

古文書は、中山久蔵の事業等に関することや、逓送往復留帳、判取帳、宿帳などであり、明治 17 

年頃から同 20 年代における駅逓業務の記録で当時の情況を知るうえで貴重な資料である。これらの

うち、中山久蔵に直接関係するもの、また、島松駅逓所に関する貴重な資料 253 点は、「中山久蔵関

係資料群」として平成 30年（2018）3月に市指定文化財

とした。 

北海道各地に設置された駅逓所は、延べ 618 カ所以上

と考えられる。この中で島松駅逓所は明治以降最も早く

主要道・札幌本道沿いに設置された駅逓の一つであり、

当時の駅逓所の遺構としては道内最古のものである。ま

た、北海道の交通、産業にかかわる近代史の一断面を今

に伝えるものとして貴重な遺構である。 

 

 

５）明治天皇と島松駅逓所 

北海道開拓長官黒田清隆は、これまでの開拓

使の業績を明治天皇に示すとともに開拓に従

事する人々を励ますため、北海道御巡幸を宮中

に願い出た。これにより、明治 14年（1881）の

7 月 30日から 10月 11日までの 74日間におい

て北海道・東北を巡る巡幸が行われることとな

り、久蔵宅が 9月 2日の明治天皇島松御昼行在

所に指定された。この時の巡幸では多くの庶民

の目に触れる機会を設けることも目的の一つ

であったことから、中山久蔵宅が使用されたと

推察される。久蔵はこの明治天皇の巡幸に際

し、エンジュ、カツラ、トドマツなどの良材を用いて、

面積 200 坪の宅地に建坪 88 坪の家屋並びに玉座を自

費 1,350円を費やして新築（増築）した。 

明治 14 年（1881）9 月 2 日、札幌での巡幸を終えた

明治天皇一行は宿泊した豊平館を出発し、途中月寒村

大曲で小憩した後、11時半頃に島松の中山久蔵宅に到

着した。明治天皇は、久蔵がこの日のために新築した

島松行在所にて久蔵自作の米飯を食し、米作りについ

て種々の質問をした。それに対し久蔵は明治 6 年

（1873）から同 13 年までの 7 年間に収穫した稲穂な

どを天皇に見せたという。このとき天皇からは「行在

大正期の島松駅逓所（広島村字島松御昼所 
中山久蔵宅：北大北方資料室蔵） 

旧中山久蔵宅増築の順 

（出典：『史跡旧島松駅逓所保存修理工事報告書』 
平成三年三月 広島町発行） 

昭和 2年以降の旧島松駅逓所と鳥居 
 出典：『千歳・恵庭・広島 三村銘鑑録』 

              （昭和 10年発行） 
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所新築の廉を以て」金 300 円、御紋付三組銀盃のほか、御昼食御用を務めたことの賞として金 25円

が下賜された。 

なお、この時の巡幸先での天皇との接し方として、高級官僚などには親閲（天皇に直接面会）、地方

の名望家には天顔奉拝（次の間から天皇に面会）がとられたが、久蔵には親閲の形式がとられた。 

明治天皇が昼食を摂った行在所部分には、後に行在所神社が祀られた。道路側には鳥居が設置され、

建物南側は祭礼行事の際に利用されており、かつては子ども相撲の土俵が設けられていたことから、

ここが地域の祭礼行事の場として開放されていたことが伺える。民家の中に神社が設置されるとい

うのは全国的にも珍しい例である。 

現在、駅逓所では、行在所の一室や巡幸時に残していったとされる看板等が残されており、それら

を見学することができる。また、明治天皇が飲用した水源地には、そのことを記念し建立された御前

水の碑が設置されている。 

 

６）中山久蔵について 

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春日）で農家を営む

旧家として知られる松村三右衛門の次男として生まれた。17 歳で家を飛び出し江戸に下り、諸国放

浪の末、嘉永 6年（1853）に仙台に至り、仙台藩士・片倉英馬に従仕した。安政元年（1855）には蝦

夷地警備のため蝦夷地白老に赴き、以後、明治元年（1868）まで同藩士に従い仙台白老間を往復した。 

久蔵の事績がまとめられた『農業篤志中山久蔵翁事蹟』（明治 41年編）によると、明治 2年（1869）

に初めて「北海道起業の念」を生じた久蔵は、「壮年より失敗が続き未だかつて何も為しておらず、

その上厄年であるから万が一厄難に罹り不幸を見るかもしれない。しかし命余るところ僅かである

のに何を惜しむことがある、事業に従事し志願を貫こうではないか」との志のもと北海道移住を決意

し、同年仙台藩士のもとを辞し、白老に赴いた。 

明治 3年（1870）、永住のため本籍を勇払郡苫小牧に移し開拓を始めたが、苫小牧は火山灰地で農地

としては不向きであったため、農業に適した土地を探し、胆振国千歳郡島松に肥沃な土地があること

を紹介され、同 4年（1871）島松に移住した。この年 6千坪を開墾し、収穫までの飢えを狩猟採集で

しのぎながらも、ヒエなどの雑穀類の栽培に成功した。同 5 年（1872）11 月、自費開墾を開拓使か

ら賞せられ、賞詞と金 40 円を受けた。この時、他の村と同様に農業精励のため一人扶持（俸禄）を

下賜するとの恩命があったが、自助の精神を廃してしまい初志を達成することができなくなるとい

うことから辞退している。 

また、札幌本道の開通に伴い、交通の要衝であった島松に設置された島松駅逓所の 4代目「取扱人」 

として駅逓所経営にも力を注ぎ、産業発展の一翼を担った。明治 14年（1881）には、久蔵宅が明治 

天皇の行在所となり、その知名度はいっそう浸透した。 

大正 8年(1919)、多くの人々に惜しまれながら 92歳で生涯を閉じた。 

 

７）中山久蔵の功績 

明治 6年（1873）雑穀類が家計を支えるに足る状況になったことから、本来の志であった北海道起

業を実現させるため、札幌郡月寒村島松において水田 50 坪ほどを開墾し、渡島国亀田郡大野村から

入手した数種類の種子を蒔いた。札幌郡月寒村字島松（現 北広島市）は、地形が東南に面し北は山々

に囲まれ、気候は他の土地に比べ温暖で雨量も適度であった。一方で寒冷地での発芽のため、灌漑を
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用いて温めた水を昼夜に渡って水田に流し込む（暖水路）な

どの工夫をしたと伝えられる。同年には、一反あたりに換算

して 2石 3斗（約 345㎏）という好結果を得た。なお、この

頃住まいをこれまでの千歳郡島松から稲作を試みていた札

幌郡月寒村島松へ移している。 

明治以前より道南地域を除き北海道の米作は困難とされて 

いたが、久蔵は明治 6年の試作後も比較的安定した栽培に成 

功し（明治 16年の蝗害による不作などを除く）、同 12年か 

らは全道の志望者に無償で種もみを配布するなど、寒冷地に 

おける稲作の普及に大きく貢献した。 

さらに、久蔵は道内で稲作を志すものに対して「赤毛」（明治 6年以降久蔵が栽培に成功した米の品

種）の種もみを無償で配布し、時には米作指導のため自身も各地に赴いている。 

久蔵は幾度となく米等を品評会に出品しており、明治 10年（1877）には、第一回内国勧業博覧会に

稲を出品し、大久保利通内務卿から賞状を受けている。その他、同 17年（1884）、岩手県勧業博覧会

へ小豆を出品するなど、畑作においても尽力し農業の先駆的な人物としても名高い。同 36年（1903）

には、政府の賞勲局から殖産興農に尽くし公益を図った功績により緑綬褒章を授与された。また、同

43 年（1910）には、永山村農会（現 旭川市内）から久蔵が配布した種籾により、稲作が良成績を収

めている旨の謝状を受けており、困難とされていた道央以北の稲作の普及に尽力し北海道が大米作

地帯となる礎を築いた。 

現在、北海道米として著名な「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などは、久蔵が試作に成功し普及さ

せた「赤毛」をルーツとする品種である。こうした功績により久蔵は、現代において「寒地稲作の祖」

などと称され、史跡内では久蔵が稲作に取組んだ耐寒品種「赤毛」の見本田や、暖水路などを見るこ

とができる。また、見本田では、毎年、地元の小学生による田植えや稲刈りなどの体験が行われ、中

山久蔵の米作りの精神を現代に受け継いでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
謝 状 明治十年内国勧業博覧会 岩手県勧業博覧会 

昭和 3年 6月中山久蔵の水田が神饌田に選ば
れ、献上米の田植えが行われた 
 

https://www.weblio.jp/content/%E7%A5%9E%E9%A5%8C%E7%94%B0
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西暦 和暦 中山久蔵宅沿革 

（現在の旧島松駅逓所） 

旧島松駅逓所沿革 

（恵庭側にあった旧島松駅逓所） 

1872年 明治 5年  3月 函館-札幌間の札幌本道開鑿工事着手。 

1873年 明治 6年 島松川左岸（現在の旧島松駅逓所と同住所）に移

住。（資料-1参照） 

6月 函館-札幌間の札幌本道が開通。島松川

の右岸(胆振国千年郡島松村（現在の恵庭市

島松沢）に設置。 

初代駅逓取扱人は勇払場所総支配人の山田

文右衛門。（図-1参照） 

1874年 明治 7年 中手座敷部分の建築着手（又は準備）。勇払出張所

より、千年郡漁村山中（現 恵庭市）における伐木

許可を得る。 

 

1875年 明治 8年  山口安五郎が二代目駅逓取扱人となる。 

1877年 明治 10年 4月 6日 W・S・クラーク帰国の際、中山久蔵宅に

立ち寄る。 

中山久蔵が請人（保証人）となり、鶴谷新

次郎が三代目駅逓取扱人となる。※4 

1880年 明治 13年 「駅逓継替所」※1として中山久蔵宅が使用され

る。 

 

1881年 明治 14年 8月 28日 明治天皇島松御昼行在所の建て増しに

関する「奉願書」を開拓権大書記官鈴木大亮に提

出。 

9月 2日 明治天皇島松巡行の際、中山久蔵宅にて

御小休。その後、御小休所である漁村(恵庭市)の

官設駅逓所に立ち寄る。 

9月 島松神社を祀る。 

 

1884年 明治 17年 8月 16日 中山久蔵、四代目駅逓取扱人となる。 鶴谷新次郎、駅逓取扱人を廃業する。 

1897年 明治 30年 中山久蔵、13年間の駅逓取扱人を廃業。  

1916年 大正 5年 広島村により､上手行在所部分買上と小修理が行わ

れる。 

行在所部分に神社（行在所神社）が祀られる。（写

真-1、写真-2参照） 

拝観者名簿には､大正 5年 1月 2日の初詣と思われ

る記載あり。※2 

 

1917年 大正 6年 中山久蔵より広島村へ寄付の申し出がなされる。  

1933年 昭和 8年 明治天皇の島松行在所として国の史跡に指定。※3  

1936年 昭和 11年 広島村により、明治天皇島松行在所修理工事。  

1947年 昭和 22年  官設及び民営の駅逓所、全面廃止。 

1948年 昭和 23年 日本各地の明治天皇「聖蹟」とともに史跡指定解

除。 

 

1968年 昭和 43年 北海道の指定史跡となったことから「現況調査」

を実施。 

 

1969年 昭和 44年 北海道指定史跡島松駅逓所跡保存修理事業に着

手。 

工事期間：昭和 44年(1969)～昭和 45年（1970） 

 

 

1984年 昭和 59年 7月 25日「旧島松駅逓所」として国史跡に指定。 

「史跡旧島松駅逓所保存修理工事」を 7年間かけ

て実施。 

工事期間：昭和 59年(1984)11月～平成 2年

（1990）10月 

 

旧島松駅逓所関連年表 
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※1：郵便物の継立所は、当初「継替所」と称していた。（宇川隆雄著『北海道宿駅（駅逓）制の研究 完結

編（P587）』） 

※2：島松行在所拝観者名簿に「大正 5年 1月 2 日」の記載あり。 

※3：昭和初期、明治天皇ゆかりの施設を史蹟名勝天然紀念物保存法にもとづいて史蹟にする動きがあり、 

札幌では昭和 8 年に豊平館、清華亭が「聖蹟」の指定を受けている。（駒木定正著『明治前期の官営幌 

内炭鉱と幌内鉄道の建築に関する歴史的研究』学位論文 1999年発行） 

※4：恵庭側の駅逓所であった、中島宅の鳥小屋襖の下張りより発見された古文書『山安萬覚留』（恵庭市郷 

土資料館蔵）による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-1：中山久蔵宅と恵庭側旧島松駅逓所との位置関係 
（出典：『明治 17年 取裁録』北海道立文書館蔵） 

恵庭側 

島松駅逓所 

 

中山久蔵宅 

写真-1：昭和 2年賽銭箱の写真  

賽銭箱 

写真-2：撮影年不明 
  

鳥居 

資料-1：「～此年居ヲ千歳郡島松ヨリ月寒村島松ニ移ス～」 
（出典：『農業篤志中山久蔵翁事績』） 
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（６）史跡の調査の概要 

史跡旧島松駅逓所は昭和 59年（1984）、北海道の黎明期の歴史を知る貴重な遺構として価値が認 

められ、文化財保護法により国の史跡に指定された。その後、保存修理着工の計画・保存修理工 

事に至った。 

調査については、上記の保存修理事業（昭和 59 年（1984）～平成 2年（1990））に伴うものが詳 

しいことから、平成 3年 3月の『史跡旧島松駅逓所保存修理工事報告書』（広島町 1991）より概 

要を整理し記載する。 

１）建物の調査 

①修理前の破損状況 

建物背面は丘陵に接近し、北側面は地盤高く、雨雪下は床下に流入するため、床まわりの腐朽が

生じやすい。昭和 44年・45年には従来の礎石を撤去、コンクリート製床束に取替え、柱根の腐朽

部分を切り捨てる大胆な修理を施工していた。しかし、この修理は揚屋をせずに施工されたため、

結果的に地盤を洗堀することとなり、不同沈下も見受けられた。そのため、柱の傾斜も加わり、

梁・母屋類は各継手で遊離や折損を生じ、一部小屋束などは上下の柄が離れ天井に落下していた。

屋根はカラー長尺鉄板葺に改められたが、年数が経過しているため赤錆などがみられた。 

背面は、野地の腐朽で葺鉄板が飛散し、雨漏りは床材までを腐朽させていた。内外の建具もラワ

ン材や亜鉛引き鉄板張りに取替えられ、正面縁境いの障子に当時のものを残すのみであった。各

座敷の内法壁や床の間はすべて紙貼り仕上げであったが、破損・剥離があり、一部は下地木摺り

が露出していた。下手のダイドコロは後世の改築のため転用材が多く、応急的なものであった。 

 

②建物の痕跡による考察 

『農業篤志中山久蔵翁事績』（明治 41 年編）には、当初建物は移築物であったと記されており、

現建物上手（右端）は、明治 14年に増築された行在所で、下手（左側）ダイドコロ付近は近世の

改築である。 

南端の行在所の北廊下の北の表座敷 8畳と 10畳の小屋組には、当初の棟木・母屋・桁が残存 

している。隅木の落掛り仕口痕があり、建物小屋が寄棟で、表 8畳大の室が建物端、この室南に

トコと押入れが設けられていた。表 10畳室北にも押入れがあり、各柱に矧木がなされていた

が、その下の貫穴・板溝痕や現室内の釣束の上柄に込栓がないこと等から、当初の柱が切断され

たと推定される。また、この 2室前面は、現在縁側で竿縁天井となっているが、天井の廻縁の張

りかぶせ板下に垂木彫込み痕があるため、当初は下屋垂木掛け材であったとされる。また、この

表 2室と、背面の 8畳大と 6畳大室との境柱には、垂木掛けの痕跡はなく、かつ風蝕もしていな

いことから、大屋根垂木は更に延び、現状と同じ程度の室が存していたと推考できた。 

  

修理前 平面図（実測図） 当初建物小屋組痕跡【垂木釘穴は 1個のみ】（実測図） 
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２）発掘調査 

①調査の方法 

発掘調査は、駅逓所建物保存修理工事と並行して実施したため、基礎部分の調査で多少の制約を 

受けたが、まず現存建築物既存状態を調査し、その周囲の礎石の確認をボーリング棒によって探 

査した。探査は、現存建物の修理解体部分を古図の建物平面図と重ね合わせ、現存、古図両方の 

柱位置と土台囲等を手掛かりとして礎石や地束石の有無を重点的に行い、それをもとに、土台作

りにトレンチを設定した。また、必要と思われる部分は拡幅し、地束石の地点は坪掘り調査を行

った。 

②地質と地層 

建物およびその周辺の地質は、上部から黒色腐植土、火山灰質砂層、黒色土層、灰褐色火山灰層、 

粘土層等からなり、部分的に青色粘土層が狭在していた。柱穴、軟石地束は深浅であるが、褐色 

火山灰層まで掘り込まれていた。流し、風呂場付近には、表土と火山灰質砂層中に軟石が風化し 

た浮石混じりの土が板状やブロック上に堆積していた。基盤全体は地下水位が高く軟弱で、後背 

部の丘陵部から融雪水などの流入により土砂が堆積していた。 

③調査の結果 

今回の調査により、古図建物と関連が認められる柱穴列および便所遺構が検出された。古図風呂 

場付近からは、流し口の樋の部分の残欠が検出された他、べっ甲製の櫛、真鍮製の指貫等が出土 

した。台所、便所付近の表土下より食器類の破片が多数出土した。 

古図に示す建物基礎は丸太束、あるいは掘立に近い部分と、軟石束を用いたと思われる場所があ 

り、比較的座敷に近い場所は軟石を用いていると考えられる。 

ア 基礎痕跡 

建物主体部に相当するところには板状の軟石や岩塊を柱（木杭）の沈下防止に敷いた形跡が 

あるが、ほとんど原型をとどめず砂状に崩壊していた。古図にある便所と台所及び風呂場の場 

所からは、矢板状木片、丸太杭の残欠が確認された。柱穴の中心線は第 2区の建物に対し平均 

して約１°程傾くが全体として礎石上に納まる程度であった。 

イ 便所遺構 

古図に示された便所の跡から便槽位置、形状が明らかになった。便所の柱穴列は中心線が不 

揃で、図-2 P9には副柱がある。 

ウ 風呂場跡 

古図の風呂場相当の位置から発見された大樋（流し及び風呂の排水施設）は、明治 30年以 

降の建物に関係する施設で、古図にある建物とは関係しないと考えられる。 

当初柱位置図（実測図） 当初横断面図（推定図） 
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写真-1旧島松駅逓所保存修理工事報告書 
風呂場付近の柱穴、 
基礎の調査（A1→G１方向） 

写真-2旧島松駅逓所保存修理工事報告書 
風呂場付近の柱穴、 
基礎の調査（A1→A5方向） 

写真-3旧島松駅逓所保存修理工事報告書 
第 1区と第 2区の調査状況(P10→A10方向) 

図-2 旧島松駅逓所遺構配置図 

古図復元建物 

現存建物規模 

建
物
正
面 

井戸方向 

写真-1  

写真-2 

写真-3 

写真-4 

写真-4旧島松駅逓所保存修理工事報告書 
便所遺構上に置かれた現存地束石（P10→O11方向） 
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３）古文書調査 

①調査の概要 

駅逓所建物の解体修理中に古文書類が発見された。その中には島松駅逓所に関する資料も含まれ 

ており、駅逓往復留帳、判取帳、宿帳と推定される簿書類といった明治 17年以降の駅逓業務の一端 

を知る貴重な資料であった。いずれも荒板壁の下地張用材料（反故紙）として使用されているため 

損傷が著しく、断裂、破片状になり簿書の体裁、内容の復元までは行い得なかった。 

 

②下張の状態について 

駅逓所の壁はすべて板壁であり、構造は建物外縁部と内部間仕切壁とで若干異なる。古文書が発 

見された間仕切壁は、貫板に小木舞（荒板）を一定間隔で横貼りしたものを下地と、これに複数枚 

の和紙をべた張りしている。さらに、最初の下地張の伸縮によるひずみの状態を無くするため、刃 

物で斜目に切れ目を入れた上に葛布紙を袋張し、無地の壁紙を張った上に表壁紙を張っており、接 

着使用したとされる米糊の粘着力の強さから、ベタ張部分の処理には相当の手間を必要とした。そ 

の上、経年による煙、煤、雨水等による染みや、紙自体の劣化により、現物のままではほとんど判 

読できない状態であったため、資料を１枚ずつ分離し、洗浄等を繰り返し、判読できるまでに処理 

した。 

図-3第１区の建築部分の壁下張は、すべて新聞紙（昭和 8年以降）を使用している。  

 

③古文書の内容 

発見古文書類の中で、島松駅逓所に関する資料には次のよ 

うな内容の簿書類が判明した。いずれも簿書類の表紙表題 

部分の断片からの推定である。 

・「○○○逓送往復留帳〇〇駅逓所」 

・「島松駅逓處〇逓送取帳○○○駅逓所行」 

・「○○○○○印」（島松駅逓取締之印） 

・「島松駅逓所○○○〇」 

この他に断片資料から「旅宿人帳」に類する簿書綴があ 

ったと考えられる。 

 

④調査の結果 

今回発見された文書類の総数は 400～500点に及び、島松駅逓所の明治 17年ごろから同 20年代 

における取扱業務の記録で、当時の情況を知る上で貴重な資料である。 

駅逓関係以外の文書は、主に商業関係の簿書、大福帳が多く、他に私文書（日記の一部）、用箋類 

があった。これらは襖の下張から多く発見され、一部に明治 32年（1899）の記載が含まれていた。 

襖の張替え作業を考慮すると主に明治 30年代から 40年代と推定される。 

 

 

 

  

十六日改逓送往復 
留帳○○駅逓所 

逓送往復留帳と
思われる文書 



38 

 

（７）史跡の構造の概要 

以下は、『史跡旧島松駅逓所保存修理工事報告書』（広島町 1991）より概要を整理し記載した。 

１）建築物の沿革 

本建物の創建者中山久蔵は、明治 4 年（1871）に島松川の対岸千歳郡島松村（現恵庭市字島松）

に単身入植し、同 6年(1873)、島松川の対岸(現在地)に定住することに決め、勇払会所から古家を

購入移築した。建物の形状は不明である。 

明治 13年（1880）に久蔵宅が「島松駅逓継替所」となり、同 14年(1881)には、天皇の巡幸があ

り、行在所のため従来の建物南側に十畳二室と上手便所等を増築し、中手座敷東側も史跡指定後

に行われた保存修理工事の調査時に改造したことが明らかとなった。 

大正 5 年(1916)には、増築の上手行在所部を広島村が買い上げ修理し、さらに昭和 8 年(1933)、

行在所の部分が国の史跡を受け、補助金を得て小修理と環境整備がなされた。 

昭和 43年(1968)には、建物全体が駅逓所跡として北海道の史跡に指定され、翌 44年・45両年に

補助金を得て応急修理が実施された。しかし、その後も経年による腐朽・破損の度は加速的に増

し、倒壊の危機に至った。 

昭和 59 年（1984）7 月に国の史跡に指定されたことを受け、同年 12 月から 7 ヵ年をかけて保存

修理工事が行われた（P40参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）規模 

各建物の主要寸法は次の通りである。(単位 m) 

区分 主屋 上手便所 下手便所 納戸 備考 

桁行 27,905 5,938 1,969 3,636 側柱真々 

梁の間 12,424 1,212 1,212 1,818 同上 

軒の出 0.549 0.549 0.549 0.549 側柱真より垂木上角まで 

軒高 2,640 - 2,300 2,700 同上 

棟高 5,380 - 2,700 - 礎石上端より垂木峠まで 

平面積 332,759  

屋根面積 447,664 含南庇分(7・6149) 

 

図-3：旧中山久蔵宅増築の順 
（出典：『史跡旧島松駅逓所保存修理工事報告書』平成三年三月 広島町発行） 

第３区：明治 14年増築 

大正 5年より、
行在所神社とし
て開放される 

第１区 第２区 
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３）構造形式(平成 2年（1990）竣工時) 

①概要 

桁行 27.906ｍ、梁間 12.423ｍに背面の上手便所桁育 5.5938ｍに梁間 1.818ｍ、下手便所桁行

1.969ｍに梁 1.212ｍが突出し、平屋建・切妻造、柾葺。 

②基礎  

自然山石 地業鉄筋コンクリート 

③軸部 

周囲および各室間仕切境土台据。大引各室境及び梁行に、上手行在所・中手座敷部の上手は室 

中央(7.5尺間、6尺間)、同下手は三つ割(4.55尺間)に柱に柄差し、根太柱間を三つ割（2尺間） 

し大引きに落し込み、廊下・縁根太同様。柱貫、筋通貫は上楔締め。ダイドコロ部は、棟持柱を 

建て、側柱軒桁と化粧棟木へ登梁を架ける。 

④小屋組 

上手・中手部とも小屋束建てる和小屋組。ダイドコロ部のみ登梁に母屋を渡す。母屋間隔 3.1尺 

程度。 

⑤軒廻り  

垂木間隔柱間六つ割(1尺)。螻羽二つ割(1.5尺)。広小舞は垂木端より二寸出し釘打ち。野地は、 

正面土間部と背面廊下部は軒先より化粧野地板横張り、他は小舞返しに小舞打ち。 

⑥屋根 

柾葺、柾板厚さ 1分を軒先 2枚重ね、茸足 1.5 寸平均。棟木(鉄板包み)納め。なお、煙出し屋 

根は板屋根葺(厚さ 0.5寸 2枚重ね)。 

⑦柱間装置 

ア 正面 

上手座敷部(26.1 尺)雨戸一本建て、中手座敷部(24尺)各柱間に横溝落戸三本(下二本板戸・ 

上堅繁障子戸)。帳場部(15 尺)出入り口とし、腰高板戸(上方障子紙貼)五本建三本溝。出入口

左 1間(6尺)板壁、土間洗面所(12尺)出格子窓(柱通り明り障子戸引違)。最北端間(六尺)板壁。 

イ 南側面 

南西隅より 5間(38尺)雨戸一本建。それより背面隅柱まで 2間(7尺)板壁。 

ウ 北側面 

西端間(6.2尺)板壁(但し上方風呂場小窓付)。第 2間(6尺)勝手出入口板戸引違。第 3・4間

棟持を挟んで流し台出格子窓柱筋明り障子戸引違。第 5・6間(6.35尺)板壁。 

エ 背面 

南隅柱より 1～3 と 5間は、便所・物置・洗面所の小窓明り障子戸引違。第 6・7間(18.5尺) 

雨戸一本建。第 8間(2尺)板壁。第 9間(13尺)肘掛け窓、板戸四本引違。第 10・第 11間雨戸 

一本建て。第 12間下手便所への板戸片開き壺金具釣り。第 13・14間納戸板壁。第 15・16間板 

壁。 

なお、外廻り板壁は、下見板貼り胴縁押えが原則であるが、背面南隅の上手便所部のみ竪板

張り目板押さえ。 

内部各室境は、正面の縁と上手・中手部・帳場境と上手南縁境は、腰付明り障子戸引違。背

面縁と中手部・居間境も同様。室と室境は襖戸。帳場とダイドコロ境同押入れは帯戸引違。そ

の他・風呂場出入口・納戸境等は板戸引違。上・下便所は、板戸肘壺金具釣片開板戸。 
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（８）史跡の修理の概要 

以下は、『史跡旧島松駅逓所保存修理工事報告書』（広島町 1991）より概要を整理し記載した。 

１）工事経過 
 工事経過 

初年度 
昭和 59年 

（1984年） 

・搬入経路確保のため南端の石塀と鉄門扉を解体 

・蓮池の一部を埋めたて    

・保存小屋・工事事務所等を建設 

・諸調査に着手 

2年度 
昭和 60年 

（1985年） 

・素屋根を建設          

・後世に改変された下手ダイドコロ廻りの全解体 

・屋根野垂木と床廻りを解体 

・建物を揚屋して基礎コンクリートを打設 

・古図に基づき下手ダイドコロ位置(現状建物外)の地下発掘調査 

→建物規模の確認を可能にした 

3年度 
昭和 61年 

（1986年） 

・建物軸組の不動沈下や傾斜等、修正し終える 

※倒壊の危険が去り、且つ他の事情もあり、事実上一年間の休業期間となる 

4年度 
昭和 62年 

（1987年） 

・下手ダイドコロ廻りの基礎、建て方、上手座敷廻りの補修 

・上手の屋根柾葺きを施工 

・復元の方針が確定 

5年度 
昭和 63年 

（1988年） 

・屋根柾葺上げ・内外の雑作 

・外部廻りの新補建具の建て込み 

・屋内の火災報知設備を施工 

・建物の外廻りが終了したことにより、素屋根解体撤去までを施工 

6年度 
平成元年 

（1989年） 
 

・内部の風呂場、土間、囲炉裏、間仕切り建具を建て込み 

・畳を敷き込む     

・外部雨落排水溝等を整備 

・建物を竣工 

・井戸屋形の復旧  

・上下水道の整備    

・建物背面の防雪養生施設を施工 

7年度 
平成 2年 

（1990年） 

・蓮池の復旧 

・敷地周辺の保護柵設置 

・樹木の手入れ 

・消火栓設備等の諸施設の整備 

 

 

 

 

  

平成 2年 10月上旬には一般公開 
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２）工事実施仕様 

①調査工事 

建物の実測をなし、後世の改変部分、取替材、部材寸法、材種、破損状態と原因、仕上寸法、

各部の仕様、痕跡、転用材の調査を行ない、記録した。また、現場作業の合間に文献による史的

調査や中山家子孫からの聴き取りを行った。 

②解体工事 

基礎計画に基づき、後世に改築された下手ダイドコロ部は全解体し、上手行在所部と中手座敷 

部は野地板までを解体した。 

  概要 

作
業 

・解体前に柱位置を基準とした平面番付けを定める。 

・解体するすべての部材に位置、名称を記した番付札を付ける。 

・必要の都度、写真撮影を行う。 

解
体 

・ 組み立ての逆の順序に部材を丁寧に取り外し、途中で痕跡などが現れた場合には

その都度清掃して調査した。 

・ 建具類や敷居等の雑作材等は、運搬や格納の際に損傷しないよう養生を施した。 

・ 解体した部材は再用、繕い、取替予定にそれぞれ区分し、同種材毎に整理して保

存小屋又は工作小屋へ運搬し、整理して格納した。 

・ 処分すべき部材は、不燃材(ガラス等)と燃焼材に区分し、町指定の処理場へその

都度搬出し、常に場内が見苦しくないよう努めた。 

③遺跡発掘調査 

ア 準備  

古図に基づき旧柱位置の予想点を決め、現建物地盤高まで表土を除去した。 

イ 発掘 

礎石の地業で確認することとし、予想柱真より半分外側(場所によっては内側)を発掘した。

この発掘は町教育委員会の専門員の指導のもと実施し、調査完了後は埋戻し整地した。 

 

④揚屋工事 

ア 計画 

建物の上手行在所部と中手座敷部を約 1.5ｍ高まで揚屋し、基礎地業工事および木工事の内 

柱根継ぎの完了を待って約 50cmまで降ろし、一旦固定。礎石据付け、土台石口合せの完了後 

に据える。 

イ 準備 

各柱、差物等をダンマットや麻袋で包み当て木を添えて養生し、荷重のかかる主要柱を挟む 

ようにジャッキ受木(又は鋼材)を両側からあて、この受木を柱に箱金具で緊結した。また、 

軸組の要所はワイヤーロープを対角線状にターンバックルで緊張し、ジャッキと盤木を配置 

し、ジャッキを水平になるよう盤木を敷いた。 

ウ 揚げ屋 

ジャッキマンを配置し、不陸、傾斜を修正した後に、東方から西方へと揚げ屋を繰りかえし 

た。揚げ屋が終わった後は、ジャッキ受木下に枕木を井桁に組んで積み重ね、楔を飼い込み建 

物を固定した。 
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エ 降し屋 

基礎地業と柱根継ぎ等の補修が完了後、約 50cm高まで揚げ屋の逆順の方法で降し屋をし、 

礎石裾付け完了後に、建物を降ろし終えた。 

⑤基礎工事 

地盤軟弱と周辺との取り合い上、建物を約 1m盛土地揚げするため、現地盤全面に床コンクリー 

トを打設し、要所は布コンクリート基礎で立ち上り、地業を堅固とした。柱礎石等はモルタルを 

飼い込み据え付け、内外を盛土した。土間は粘土叩き仕上げ、雨落排水は市販皿型側溝を水垂よ 

く敷き並べ、要所にコンクリート製集水枡を設置し、蓮池までは塩ビ管を埋設した。 

ア 基礎の工法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名称 
在来の工法 実施の工法 

材料 工法 材料 工法 

柱礎石 
自然山石 

搗き固め 
自然山石 布掘りの上鉄筋コンクリート布基礎

上にモルタル飼い込み据え 安山岩 安山岩 

束石 

自然山石 搗き固め 自然山石 壺掘りの上 

切り石  安山岩 
鉄筋コンクリート独立基礎上にモル

タル飼い込み据え 

安山岩     

コンクリー

ト製 
〃    

礎石間 なし なし 自然山石 
布基礎上にモルタル飼い込み、根巻

き並べ 

狭間石   安山岩   

土間 
粘土質の山

土 
搗き固め 

粘土質山

土・石灰

ニガリ 

空ら練りし、木槌で叩き仕上げ 

材料 

・栗石：径 15cm内外の硬質山石。 

・砂利：0.5～2.5cmの砕石。 

・砂：土気のない荒目がちの川砂。 

・鉄筋：は SD10と 13異形。 

調合 生コンクリート 

工法 

①所定の深さ、大きさに掘削する。 

②栗石を可能な限り小端立てに敷き並べる。 

③目潰砂利を入れ、ランマーで搗き固める。 

④水打ち後捨コンクリート厚さ約 5cmを木鏝仕上げ、墨出し。 

⑥鉄筋加工の上配筋、組立て、スペーサーを使用して板枠を組む。 

⑦配筋検査合格後、生コンクリートをポンプ車で圧送しバイブレータを用いて 

打設。 
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ウ 石材 

  

 

 

 

 

 

エ 雨落排水・敷砂利 

建物の正背雨落ちに市販皿型排水溝を布設し、要所に集水枡を埋設し、巾約 2ｍをこの排水 

溝隠蔽と今後の管理上から砂利敷きとした。 

⑥木工事 

当初材は保存上支障のない限り再用に努め、後世改変時の不用の穴、仕口、および腐朽箇所は、 

古材を用いて埋木、矧木をエポキシ系樹脂で繕うことを原則としたが、中手座敷柱等は当初から 

移築で張り被せがなされていたため、今回も薄板を張り被せ釘頭つぶしで打ち止め、貫穴等の痕 

跡を傷めないようにした。 

腐朽、被損の甚しいものの取替えや新補材は、在来の材種に倣い下記を標準とした。 

 

化粧材 

土台 クリ 赤味勝 上小節 

柱・桁・小屋梁・棟木 シナ・エゾ・トド 赤味勝 上小節 

床板・壁板・長押・敷鴨居 エゾまたはトドマツ 赤味勝 上小節 

廊下縁板 カンバ・エゾ・トド・カツラ 赤味勝 上小節 

野物材 
大引・垂木・小屋材 エゾまたはトド 赤味勝 一等 

根太 エゾまたはトド 赤味勝 二等 

野地小舞・畳下床板 エゾまたはトド 赤味勝 二等 

⑦屋根柾(柿)葺工事 

ア 工法 

名称 材質  名称 材料  名称 材料 

軒付裏板 サワラ材  平板 サワラ材  水切銅板 銅板 

軒付上目板 サワラ材  差込銅板 銅板  釘 竹、鉄 

 

軒付 
裏板 

・板尻を削ぎ落し下端を鉋仕上げしたものを、広小舞より 3mm出し、全面

より約 7.5cm内に亜鉛引丸釘打ちとした。 

・板傍は竹合釘入れとした。 

上目板 

・板尻を 3ｍm程削り落し、板出は裏板と同じに揃えた。 

・板傍が重ならないように板配りをしつつ釘打ちし、板木口を鉋仕上げし

た。 

・水切銅板を上目板より 1cm 外へ出し、銅板を真鍮釘止めした。 

平葺 

・水切銅板より 0.5cm出し二枚重ねとし、葺足平均 6cmとし、一足毎に竹釘

を 2.5㎝～3㎝あきに前後二通りに竹釘で打ち締めた。 

・葺足は赤墨を一足毎に打ち葺き登り、十足毎に平板より 0.6cm出の差込銅

板を加え、銅板尻を真鍮釘止めとした。 

・平葺仕舞いは銅板(巾 20cm)押さえとした。 

補足石材 
・遠く噴火湾の近くの採石場から硬質の同形・同大に近いものを選別したも

のを使用。 

石据え 

・コンクリート地業完了後、礎石、束石は位置、高さを同質の割石を飼い込

み調整して据え、モルタルで根巻きした。 

・狭間石を配列し、モルタルで同様に根巻きした。 

・土間の粘土叩きは、山土、砕石に、石灰、岩塩を人力で混練したものを 2

回に分けて木槌で十分に叩き締め、筵で養生した。 
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棟木 
泥障板 

・腐朽防止のため亜鉛引鉄板包みタールエポ塗り仕上げとした。 

・泥障板立上りを巾 5mmアダ折りし、各継手ハゼ巾 4mm掛けとした。 

・棟木端の反り増し部は下端木口共包み、要所平頭亜鉛引丸釘打ちとし、

亜鉛鉄板の油性の風化を待ってタールエポ塗装をした。 

⑧建具工事 

再用建具は、正面廊下と各座敷境の腰板付明り障子戸、上手便所窓明り障子戸そしてダイドコ

ロと南室境の中障子板戸等ごく僅かであったが、出来得る限り再用に努めた。 

ア 材料と工法 

材料 

木材：エゾまたはトドの乾燥材 

框や桟：無節    

板類：上小節 

板戸、雨戸：釘は鍜鉄製の和釘 

明り障子戸和紙：手漉紙(糊は市販澱粉粉) 

襖：新鳥の子紙(糊は市販澱粉粉) 

工法 

再用の建具：全て水洗いし、下框等の破損、摩耗しているものは補修後組み立て 

新補の建具：寸法通り加工。糊付け部分を除き古色塗り後に組み立て 

襖：仮り立て調整後に骨縛り。襖取手の不足分は古来のものを見本に作製 

明り障子戸：手掛けを設置 

⑨雑工事 

ア 壁紙貼り工事 

上中手の座敷廻り内法壁および床ノ門壁等は、古文書を残すためと、建物の補強を考慮し工

事に当たった。 

イ 畳工事 

畳の割り付け及び製作にあたっては、各室寸法が著しく不揃いなため、十分な実測を行った。 

ウ 流し 

ダイドコロに木製立ち流しを新規に設計製作し、内面は日常使用を考慮して銅板貼りとした。 

排水は建物外箱型木樋を設けた。腐朽が大きい土間のものは今後も使用しないため、台のみ 

を製作し展示用とした。上手便所手洗いの台は現存していたため、設計製作の上取り付けた。 

エ 便器 

上手便所に大小便器が現存していたので、下手便所も同等のものを製作し取り付けた。 

オ 炉 

古図に基づき、ダイドコロに位置・大きさを決め、細部は類似建物を参考に土間から床切込

み形式のものを設計した。また、自在・火棚を整備した。 

カ 電気 

建物への引込み外線は、敷地北西隅の境界に鋼管ポールを 1基建設し、これに電力計器を取

り付け、建物内分電盤までを地下ケーブル線を引き込んだ。屋内配線はできる限り見え隠れ

部に電線管を取り付け、見え掛り部の管は古色塗りとした。  
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⑩附帯工事 

ア 井戸屋形 

新たに四柱長板流し葺きの屋形を設計し、滑車釣瓶を整備した。給水は井戸水を建物ダイド

コロの流しのままで配管し、ブロンズ仕上げの自在水栓一箇を取り付けた。 

イ 防雪養生 

建物背面は丘陵が接近し、自然積雪の他に春先の屋根融 

雪の落下により建物を破損するため、冬期間のみ組み立て 

式の防雪養生を施工した。 

ウ 雨樋 

今後の管理を考慮して、正面出入口に木製箱軒雨樋(冬期 

 間取り外し)を新設した。 

 

⑪防災設備 

ア 自動火災報知機の復旧 

総て新機器に取替えた。 

イ 消火設備 

新たに消化設備として、貯水槽、放水銃 2 基、屋外消火栓とポンプ室を設置した。 

 

⑫環境整備の概要 

史跡旧島松駅逓所の環境設備にあたっては、史跡の歴史的景観及び遺構の保全をはかるととも

に、地域住民はもとより多くの人々の活用に供することを考慮した整備を行う必要があるため、

諸施設の設置、遺構の修繕、修景については、全体景観を含め十分な配慮と、観覧者に対しては

史跡の意義が理解できるよう配慮して実施した。 

環境整備を行った施設など 

園路広場工、蓮池工、石碑移設工、防犯照明設備工、説明板、水田址、暖水路工、保護柵

（外柵）施設、植栽工、標柱、その他（旧国道に面した史跡正面部分の架空線等の撤去） 

 

 

   

背面防雪養生 


