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～上川町の地域素材～
１．上川町の概要

《町名の由来》 アイヌ語の「ペニウングル・コタン(上川人の・
村)」を意訳したもの。

《位 置》 北海道のやや東寄り中央部，上川支庁管内のほぼ
中央部に位置する上川町は，大雪山国立公園の北方
部を踏まえている。周囲は１２市町村に接し，東西
３６km，南北４５km，周囲は１９０kmにおよび，総
面積は１,０４９．２４k㎡。全国の市町村の中で８
番目，上川管内では一番広大な面積を有している。

２．地域素材

《大雪山国立公園》
昭和３年(１９２８年)に「国立公園法」が施行され，昭和９

年(１９３４年)に瀬戸内・雲仙・霧島の３国立公園が３月に第
一次指定となり，我が国初の国立公園が誕生した。はじめは後
れをとっていた大雪山であったが，昭和９年１２月，阿寒・日
光・中部山岳・阿蘇とともに第二次指定され，大雪山国立公園
が誕生した。

大雪山国立公園は北海道の中央部に位置し，陸域では日本国
大の国立公園である。北海道の 高峰「旭岳」を主峰とする大雪山連峰を中心として面積は

約２３万haあり，現在も活動を続ける火山をを含んだ山岳を中心とした原始性豊かな国立公園
である。ﾄｳﾑﾗｳｼ山から十勝岳連峰，ﾆﾍﾟｿﾂ山・ｳﾍﾟﾍﾟｹｻﾝｹ山，石狩連峰や然別湖をいだく然別火
山群などを含んだ地域，すなわち北海道の屋根と呼ばれる一体が大雪山国立公園に指定されて
いる。これらの山岳は２０００ｍ前後の高さだが，緯度が高いため本州の３０００ｍ級の山岳
に匹敵する高山環境を持ち，山の広がりは実に雄大である。山頂部では，真夏でも大きな雪渓
・雪田が残り，豊富な高山植物がいたる所に華麗なお花畑を作り出している。

山麓には温泉が湧き出ていて，層雲峡・勇駒別・天人峡・糠平・白金・然別湖・ﾄﾑﾗｳｼなど
各地の温泉は大雪山国立公園探勝の絶好の根拠地となっている。

《層雲峡温泉》
， ，大雪山国立公園 大の拠点である層雲峡温泉は 断崖絶壁が２４㎞続く峡谷の中ほどにあり

ホテルや民宿が建ち並び，温泉街をつくっている。登山者のいで湯として利用されていたこの
温泉も，今では年間約３００万人もの観光客が訪れている。
【小函】

柱状節理の断崖が天に向かってそびえ立つ渓谷の 狭部が小函で
ある。高さ200mにも達する峡谷が続く神秘的な景観を見せてくれる。
一部崩落の危険があるために，通行止めになっている （大函へは通。
り抜け出来ない ）。

【大函】
層雲峡温泉より国道３９号線を北見方面へと向かい（約６km ，大）

雪トンネルを過ぎると 大函がある。屏風のような幅広い柱状節理
の岩壁が規格正しく石材 を並べたような壮大な景 観が目の前に広がる。
【大雪山レイクサイト】

層雲峡温泉から帯広方面へ約10kmのところ，大雪ダムの周辺に大雪レイクサイトがある。
東屋，ﾃｰﾌﾞﾙベンチ，トイレ，駐車場などの施設があるデイキャンプ場。ここは，熊出没の
危険もあるためデイキャンプしかできない。ゴミなどはすべて持ち帰る。また，９月の紅葉
期には高原温泉マイカー規制時の駐車場として利用されている。

【峡谷火祭り】
昭和３１年(１９５６年)来，夏の観光期，７月の 終土・日に行われている。ハンギング

， ， ， ，バスケット・コンテナガーデニングコンテスト フラワーアート工房 ちぎり絵教室 花火
火祭り太鼓など催しも盛りだくさんである。

【層雲峡花ものがたり】
層雲峡商店街が中心となり，層雲峡を花で飾り観光客に楽しんでもらおうと始められた。

関連のイベントも行われ，７月～８月の土曜・日曜・祭日には（ガイド付き）①キャニオン
モール花ものがたりと紅葉谷の早期散歩 ②夜のガーデニングと夏の星座観察散歩，６月～
９月には①ハーブティー無料コーナー ②花ものがたりかくれキャラを探せなどが行われて
いる。
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《層雲峡市街地再開発「プラン６５ 》」
黒岳に向かうロープウェイの駅周辺は，３０軒余の中小の旅館，民宿，土産物屋などが立ち

並ぶ小規模な市街地になっている。この市街地は，昭和３２年(１９５７年)の集団施設地区指
定時に，周辺に散在していた施設を集約して形成された。その後４０年近くを経て，旅館・店

， ，舗等の建築の老朽化や廃屋・休業店舗の存在により まちなみ景観や周辺の自然景観との調和
街区全体デザインの統一性の無さ，魅力の少ない旧態依然とした全体的に陳腐化が著しく，環
境庁所管地でありながらおよそ観光地として良好とは言いがたい状況を呈していた。さらに，
駐車場不足や狭隘・急峻な市街地内道路，全国で も古い老朽化したビジターセンター(旧名
「層雲峡博物館」)など，公共施設の問題も山積していた。

このような現状から，環境庁指導の元，上川町と民間権利者が協議を重ね，観光客の減少に
「待った」を掛けようと官民あげて全国注視の再整備事業として事業展開を図り，官民一体と
なった全国レベルの商業施設機能の充実及び自然環境に調和した地区整備が行われたのが，層
雲峡市街地再開発を目指す「上川層雲峡プラン６５」である。

プラン６５では，自然環境と調和した日本を代表する山岳公園都市形成を目指し 「美しい，
街 「楽しい街 「誇りある街」の３本柱で街全体の活性化を図られた。プラン６５基本構想」 」
による再開発の基本方針は以下の５点である。

① 集団施設地区内の市街地としてふさわしい機能・市街地景観を追求
， ， ）② 環境庁 上川町 民間が一体となっての取組み(公共施設設備は環境庁と町で役割分担

③ ３０軒近い民間建築物をほぼ同時に移転・再築し公共施設用地を確保
④ ハードのみならず，景観アドバイザー制度や住民の景観自主協定などソフト対策を併行

して推進
⑤ 民間の再整備に建設省保補助事業を活用

※再開発のポイント
〈宿泊・店舗等施設棟〉

・山並みをイメージした茶褐色の三角屋根にベージュの
外壁とする。

・旅館やレストラン，土産物店など，デザイン統一した
「キャニオンモール」商店街を形成する。

〈中核施設棟」
・大雪山バーデハウス層雲峡黒岳の湯(ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ)

〈中央プロムナード〉
・広場 ・ビジターセンター ・園地整備

この事業により，安全性を踏まえた上での生活環境の再生・向上とともに，北海道を代表す
る全国レベルでの「自然探勝」の拠点として，民間の再開発と併せ公共施設整備を行うことに
より，温泉街全体の活性化を図ることができた。

《 》層雲峡ビジターセンター
層雲峡地区では年間約300万人の人が訪れており，そのうち

１/５の約６０万人がロープウェイを利用して黒岳方面へ登り
大自然の眺望を楽しんでい。ビジターセンターは，利用の少な
い老朽化した旧層雲峡博物館をニーズに即して建替えられたも
ので，黒岳ロープウェイ乗場に隣接している。施設では，大雪
山国立公園の自然について，利用案内や情報提供（パソコン情
報検索）を目的として設計され，大雪山と層雲峡渓谷の大画面
映像，地形・景観・生態等のジオラマ展示，生物の標本展示等
がなされている （入館無料）。

大雪山国立公園の自然と人々とのふれあいをテーマに自然学習や自然体験の手助けを進め，
自然環境保全を推進していくことを目的とする中核施設である。この施設では太陽光発電シス
テムを設けると共に自然採光を取り入れ消費電力を節約している。

《自然を生かした加工業》
【大雪山山菜加工㈱】

町内の野山に野生する「ふき 「わらび 「タケノコ」などを水煮した加工品を生産してい」 」
る。他にも，ウドやタランボの栽培をしている。
【大雪養魚場】

ニジマスの養殖事業は，昭和２５年に稚魚を石狩川に放流し，観光客に釣りを楽しんでもら
おうとして始めたのがその起こりである。石狩川の源流で清澄な水が豊富にあり，淡水も豊富
にあるなど，養殖に適した環境に恵まれている。ニジマスの養殖が農家の副業から起業として
移行し，本格的な生産体制，組合法人化も進み，加工も盛んで，加工品は上川町の特産として
人気を呼んでいる。また，活魚や加工品は，層雲峡温泉の夕食のお膳にも活用されている。
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《日本一ラーメンの会》
古くは国鉄駅の開設，発電所工事，そして，風倒木処理事業と，いくつかの出来事を中心に

して町の商業の発展があったが，現在では旭川商圏の拡大や，自家用車の普及などで購買力は
旭川市など近郊へ流出している。それだけに，個性ある町づくりで商業の振興の寄与しようと
する積極的な取組がなされている。

その一つが，おいしいラーメンで町のイメージアップを図ろうと試みた「日本一ラーメンの
町上川」である。昭和６１年(１９８６年)には「上川町ラーメン日本一の会」が設立され，ラ
ーメンサミットを開催したり，味自慢で次々と企画を練り上げ，上川町のラーメンを広める様
々な活動を繰り広げている 「上川町ラーメン日本一の会」に加盟している店では 「日本一。 ，
ラーメンの町上川」の名の入った黄色の旗を掲げている。

《北の森ガーデン》
北の森ガーデン(旧名 アイヌモシリ，ポンモシリ)は，国道３９号線の上川町の入り口に位

置する。昭和４７年(１９７２年)，アイヌモシリとして誕生した。施設内容は，大雪観光資料
館，レストハウスや土産物商店街，ベアーハウスなどで年間１５０万人もの観光客が訪れ，名
称もポンモシリと改称され経営も順調であった。しかし，第３セクターでの経営には限界があ
り，昭和６２年(１９８７年)に民間に売却，経営を移譲した。

，「 」 ， ， ，現在は 北の森ガーデン となり レストラン・土産物店舗の他 ヒグマ生態観察動物園
そして，厳寒の上川の冬を夏場でも体験できる「アイスパビリオン」があり賑わいをみせてい
る。

《農業経営基盤づくり》
【もち米生産】

明治３３年(１９００年)，越路３２線で初めて米が収穫されて以来，農業は基幹産業として
町の発展を支えてきた。

しかし，近年の農業を取り巻く情勢は厳しいものがあり，そんな中で将来を見据えたしっか
りとした農業経営が求められている。昭和６１年(１９８６年)からはもち米生産団地の指定を
受け，寒冷地に強い米作りをと全水田でもち米を生産している。

また，昼に高温，夜に低温となる気象条件が畑作物の馬鈴薯やトーキビ，メロンなどに高い
糖度を与えている。
【企業酪農経営】

昭和３５年(１９０２)頃から日本経済の高度経済成長政策によって，企業として成り立つ農
業経営に焦点が向けられ，大型酪農経営，育成のための草地開発，農業改善事業が協力に進め
られていった。

町では酪農振興の重点政策として，多頭飼育によって酪農の規模拡大をするために高原地帯
を利用して，３７年に白川地区，３９年には豊原地区にそれぞれ道営開拓パイロット事業とし
て指定を受け，本格的な多頭飼育による酪農体制に入った。

〈大雪アンガス牧場〉
大雪地区には昭和５３年(１９７８年)，全国で初めて外国種肉牛の畜産基地が建設さ

れ，アンガス牛の生産基地として注目されている。

《生活環境》
【公営住宅】

町では，住民の快適な生活のために，生活環境の整備を進めている。平成４年(１９９２年)
からは恒例世帯と若い世帯の混在する公営住宅を導入，これからの高齢化社会に向けた新しい
施策として注目されている。
【共に生きる町づくり】

人生８０年時代を迎え，長年に渡って町の発展のために力となってきたお年寄りの方々に充
実した生きがいのある毎日を送っていただくために，町では福祉政策に力を入れている。平成
元年には福祉の増進や健康生きがいづくり 高齢者をはじめ福祉関係者の交流の拠点となる ふ， 「
れあいセンター」が完成。平成４年には福祉法人慈光会の経営する老人ホームとデーサービス
センター，ショートステイも備えた特別養護老人ホーム「大雪荘」がオープンしお年寄りの憩
いの場となっている。
【リサイクルセンター】

平成４年(１９９２年)には，古紙や空き缶の分別集荷をする「リサイクルセンター」が完成
し，町内会で資源の日を設定し資源の分別回収を実施し，クリーン化と資源の再利用を行って
いる。
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《層雲峡青少年旅行村》
層雲峡青少年旅行村は，層雲峡の入り口，国道３９号線に面し，面積１２万平方メートルの

（ ），敷地にはスポーツ施設 テニスコート・サッカーグラウンド・フィールドアスレチックなど
小鳥の森，林間広場，野草園，遊歩道があり，キャンプサイトには炊事場・休憩舎・トイレ・
常設テント・バンガローなどがあり安全に楽しめる施設が完備されている。

「 」 。また近くには,平成１５年(２００３年)に新築オーブンした かんぽの宿 層雲峡 がある

《エスポワールの鐘》
昭和５９年(１９８４年)，上川町開基９０周年を記念して大雪展望台につくら

れた。大雪展望台は， もよく街を眺望できる所。このエスポワールの鐘は，希
望・望みの意味が示すように，未来にむかって美しい音を響かせてくれている。
平成６年(１９９４年)からはライトアップもされ，美しい景観を見せている。

《上川町ゆかりの人々》
【松田市太郎(石狩川水源探検)】

安政４年３月，石狩川在勤足軽の松田市太郎が石狩川水源探査の命を受けて，石狩川上流に
のぼり温泉を発見した。層雲峡温泉発見の和人第１号となる。
【松浦武四郎(新道開削調査)】

新道開削のための調査という任を受けて，前後６回も蝦夷地探検を行った松浦武四郎は，安
政４年と５年の２度に渡って上川地方に足を踏み入れた。
【高畑利宣(上流探検)】

松田，松浦両人の探検から１６年を経た明治５年，開拓判官岩村通俊に命じられ，高畑利宣
が石狩国上川郡の調査に当たった。６０日以上もの間上川郡に滞在し，アイヌの調査を行い，
石狩川を遡って今の小函・大函地帯にまで足を踏み入れ，ここを「函川 ，流星，銀河・流星」
の両滝を「夫婦滝」と命名した。
【ライマン(学術調査)】

ハーバード大学出身の米国地質学者ライマンが，明治５年，開拓使雇いとして助手秋山美丸
らの一隊を率い，地形・地質・水質・水量などを石狩川水源に向かって調査した後の層雲峡温
泉に「秋山温泉 ，赤石川に「秋山川」など数多くの命名をする。」
【本田喜市(初の開拓者)】

「越路２７線南１０番 ，現在開拓記念碑の建つこの場所から上川町の大地が開かれていっ」
た。この地に居を構えた本田喜市は，宮城郡伊具郡佐倉村の出生。北海道開拓の意気に燃え，
ともに越路に入地したのは４７歳の時だった。
【大町桂月(「層雲峡」を命名)】

大正１０年８月，日本各地を訪れ風景論を書いていた大町桂月が当時の層雲渓に来遊。かす
りの浴衣にわらじ履きという独特の旅装で塩谷温泉に２泊した桂月に，塩谷が新たな命名を願
い出た。これまでの「霊山碧水峡 「層雲渓」では大衆化しないという塩谷の意見を聞き，桂」

「 」 「 」 。 「 」月は ソウウンベツ の部落名を考慮した上で 層雲峡 と命名した 後に桂月は 中央公論
にこのときの紀行記を「層雲峡から大雪山へ」と題して発表し，その名称は広く全国の人々に
知られるところとなった。

《ひめや製パン菓子舗》
上川町の自然を生かした「よもぎもち」を作っている。よもぎもちは，上川町で採れるもち

米とよもぎで作られている。
よもぎは，上川町の越路などで採れるエゾヨモギを使っている。

５月の終わりから６月の初めにかけての２週間位の間に，一つ一つ手で摘む。よもぎは摘むの
が遅くなると葉が堅くなり匂いも強くなるので，短い期間に１年分のよもぎを摘む。よもぎ

もちは一つ一つ手作りされている。今では機械を使っているところも多いが，お客さんに喜ん
でもらえるように，手作りのよさにこだわっている。

よもぎもちに使われているもち米は，上川町で採れる「はくちょうもち米」を使っている。
上川町の水田では，全部もち米が作られている。

※ 上川町の地域素材については，下記の資料を参照した。
① 上川町開基百年記念誌「拓かれた大地～写真で見る町の歩み～」

→開基前からの上川町の歴史が写真を中心に詳しくまとめられている。
② 小学校社会科副読本「かみかわ」(平成１４年度改訂版)


