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～下川町の地域素材～
１．下川町の概要

《町名の由来》 アイヌ語の「パンケ・ヌカナン（下・川 」より名）
付けられた。パンケ川が南流して名寄川に合流する辺
りの地名を指したもの（その名寄川は下川町内を西流
し名寄市内で天塩川に合流する 。）

２．地域素材

《万里長城》

市街地から南へ１km，緩やかなカーブを描く丘陵に突如
として延々とつづく石の城壁が現れる。それが下川町のシ
ンボル「万里長城 。」

「万里長城」は，草地造成で出た石を利用して，日本一
の手づくり観光を目指し，昭和６１年，町民の手づくりで
スタートした。昔なつかしい「モッコ」を使い石を一つ一
つ積み上げ，その積み上げた石に記念として名前を刻み込
むというアイディアも生まれた。これが，体験型観光とし
て，また，ユニークなまちおこしとして全国に広まり，毎
年一万人を超える観光客が石積みに訪れ，石積みを通して
町民との交流が図られている。

万里長城がある桜ヶ丘公園には「ふるさと交流館 （郷土資料館）や「桜ヶ丘アリーナ （土」 」
間運動場 「山村広場 「野球場 「売店 「トイレ」なども整備され，町民の憩いの場と）， 」， 」， 」，
なっている。

５月の桜の時期には「万里長城祭」が行われ，２月には「アイスキャンドル・パーク」が開
催される。万里長城の四季折々の楽しみ方が芽生えている。

「万里長城」は，西暦２０００年秋，当初の計画通り桜ヶ丘公園をぐるりと囲み，２０００
ｍ築城を達成した。平成１２年１０月８日には，下川町開拓１００年記念事業として２０００
ｍ築城達成記念セレモニーも行われ，新世紀への新たなスタートを切った。

《五味温泉》

明治３８年に天皇の御領地であった当地を管理していた五味勘三郎氏が温泉を発見。現在の
「五味温泉」の発祥となった。

当時は近隣より遠い道程を，疾病や傷病に効き目があるとのことで，多くの方が尋ねて来た
模様。昭和初期に『下川鉱山』の保養施設として利用されていたが，現在は（財）下川ふるさ
と開発振興公社の運営となっている。

平成１０年１２月に浴場が新しくなり，現在のゆったりとした大浴場と温泉，ゆっくりとく
つろげる露天風呂とサウナが出来た。

《ビオトープ》

ビオトープとは=[ドイツ語で”命の場所 ］を意味する言葉で 「様々な生物が共存できる” ，
空間を保存しよう」という環境保全運動から生まれた。

五味温泉上流部にある桑の沢沿いでビオトープ計画が行われており 「生態系をそのまま残，
し，蛍，エゾリス，ヤマベ，その他の野性生物が生息している。
【下川町ビオトープに生息する動植物たち】

●昆虫
ヘイケボタル，オバボタル，各種トンボ，バッタ類，セミ類，チョウ類，クワガタなど

●植物
ヤマグワ，オニグルミ，エゾノリュウキンカ，カサスゲ，セリ，ガマ，ミズバショウなど

●動物
キタキツネ，シマヘビ，エゾリス，エゾアカガエルなど
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《一の橋活性化プラン》

活性化プランとは，地域住民個々の活動や地域資源を活かして公区が主体となって行う活動
プランである。一の橋公区では，懇談会，歩く会，活動報告会，桜の苗植樹などの公区活動を
もとに，以下の通り公区全体の未来図をまとめた。
【一の橋全体未来図「緑化」を柱とした交流実行計画】
＜桜を柱としたモデル地域づくり＞

～生活環境美化～
● 緑を育む→ 桜植樹 育成・

緑を楽しむ→ 桜祭り 盆栽展● ・
● 緑を守る→ 夫婦松保全

【 多文化体験」を柱とした交流実行計画】「
● 新産業創造
● 国際文化体験→ 遊牧生活体験（モンゴル文化 ・モンタナ州立大学との交流（アメリ）

カ文化）
● 日本文化体験→ 陶芸，染物，茶道，書道（日本文化 ，一の橋神社）
● 山村文化体験→ 牧場（エミュー，牛 畑作，山菜採り），
● 記念植樹

【旧一の橋小学校校舎を活用した交流実行計画】
● キーワード：＜交流・文化・学芸＞
● 交流体験学習施設への活用
＊ 校舎を利活用した多文化的交流体験（日本・モンゴル・モンタナ州など）
＊ 陶芸・染物・書道などの体験
＊ 公区作品・公区情報展示（随時更新）
＊ 地域給食（婦人部などが校舎を利用した地域給食を行い成功した事例もある ）。
＊ 室内栽培・花作り（理科室）

一の橋活性化プラン草案のこのイメージを地域住民と共有することで，今後の協働によるま
ちづくりの基礎としていきたいと考えている。今後は，このプランに対し，町の総合計画等と
照らし合わせながら，町として出来ることを洗い出していく。今，各地域が官主導の一方通行
型のまちづくりを反省・再考し，住民参加型、協働型のまちづくりを模索している。住民の自
主・自立の精神を基本としながら，行政と住民が対等な立場でお互いの役割分担を明確にし，

。 ，協力して地域のために働こうという機運が高まっている 今回の一の橋活性化プラン懇談会が
下川町における協働のまちづくりの１つの試金石となることは間違いない。今回のまとめは区
切りであり，これからに向けたスタートラインである。

（平成１５年３月 下川町まちづくり推進室）

《遊牧村》

かつて林業で栄えた北海道下川町の小さな集落一の橋。しかし，林業の衰退，大火などで衰
退していき，住民もほとんどいない過疎地域へとなっていった。そこに，地域再生を目指して
移住してきた若者たちによって，エミュー牧場が作られた。やがて一の橋に住む高齢者も再び
夢を描き始め，一の橋を桜でにぎわう地域にしようと植樹活動が行われた。

そして，エミュー牧場を拠点に行われているモンゴルとの交流や，それを実践に活かした遊
牧村などの多文化交流活動と，桜の苗の植樹を中心とした緑化活動が柱となり，一の橋の活性
化活動が行われてきた。お互いの活動を通じているうちに，やがて思いは一つになり，ただ地
域の活性化ではなく，自分たちの夢実現のために自分たちの手でこの地域に残るものを育てて
いこうと，地域住民の自主性をもとに，地域の財産の１つ「一の橋神社」の側のエミュー牧場
の敷地を解放し，遊牧村・ふじ桜公園としての創作活動が始まった。

《キタ・クラフト》

小さな木工品，家具，ドアからログハウス，ウッドハウスを製作してい
る。木の素朴さを生かし，より自然で人に優しい素材でモノ作りをしてい
る。

介護保険のバリアフリーの住宅改修から，住宅全般のリフォームもして
いる。
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《さーくる森人類》

１９９２年頃から，町の森林組合では，積極的に都市部からのU・Iターン者を雇用しはじめ
た。しかし，個々に思い描いていた林業と田舎暮らしに対する「理想と現実」のギャップによ
り，再移住を余儀なくされる者も少なくなかった。そうした中，１９９７年秋，U・Iターン者
一人一人が思いや悩みを語り合う場として，またそれぞれが持つ専門分野・知識・技術を交換
しあう場としあう場として，毎月１回勉強会を開催した。

， ，「 」 ，１９９９年 勉強会での議論が発展し デスクからフィールドへ の気運が高まりをみせ
森林に関わる実践的な活動を開始した。フィールドでの活動も自由で開放的な発想で，メンバ
ーそれぞれが持つ可能性と自己実現を視野に入れた「強い意志に基づく，ゆるやかな連帯」に
よる協働活動を展開。森林をテーマとする本活動は「森林のまち・しもかわ」において，地域
社会との関わりを無視して成しえるものではなく，各方面とのパートナーシップの形成を推進
し，森林共生社会創造の一翼を担うべく進行中である。メンバーは２０名。それぞれが自主的
かつ意識的に活動に携わり，家族ぐるみでの活動への参加も多い。
【活動の概要】

● 森林の保全整備，生態系管理に関わる活動
● 森林の調査、教育研修，レクリエーションに関わる活動
● 森林の資源利活用に関わる活動
● 情報，交流，地域活動に関わる活動

、 「 」● 活動日は基本的に第２・４日曜日 その他毎月第３木曜日に夜間座学 すくーる森の人
を開催。活動に応じてミーティングを開催。

● 活動のフィールドは「町有林・五味温泉体験の森 「国有林・由仁内ふれあいの森候」，
補地」など

● 年１回定期総会を開催し，活動計画，予算計画などを決める。
【すくーる森の人】

すくーる森の人は，森林ボランティア団体さーくる森人類が主催する森林･林業体験プログ
ラムである。といっても高度な技術・知識を習得するようなプログラムではなく，参加者の自
分らしさが森と語らえるような，そんな身の丈にあった「すくーる」を目指している。また，
さーくる森人類のメンバーの多くは，より自分らしく生きるために北海道下川町へ移り住んだ
移住者なので，北海道や田舎への移住を夢見ている者にとっては，このすくーる森の人が自分
らしい生き方を見つめなおすよい機会になる。

《特産品》

【手延べ麺】
食品添加物など一切使わず，職人の手により作られた麺は，独特の腰の強さとなめらかな舌

ざわりで，日本最北の手延べ麺として脚光を浴びている。
【草原のくじら】

下川町の大自然の中で育てられた鹿肉の缶詰。
【トマトジュース「元気 】」

厳選された完熱トマト（桃太郎）を原料とし，砂糖や防腐剤など添加物を一切使用していな
い100％果汁のジュース。
【山菜七拍子】

下川町の豊かな自然の中で育った竹の子とふきを，風味を逃ずに無着色の水煮にした。
【すももジャム】

新鮮なすももを使った手作りのオリジナルジャム。甘酸っぱく，まろやかな味が好評。
【農産物】

下川町でとれた自然の恵みいっぱいの野菜。
・グリーンアスパラ ・とうもろこし ・男爵いも ・メークィン ・栗あじかぼちや

【笹茶】
下川町の山深く自生する「熊笹」を原料としている。笹のもつ葉録素，各種ビタミン，天然

ミネラルがたっぷりの笹茶。
【熊笹健康抹茶】

笹茶の抹茶タイプ。笹の葉を超微粒粉末に加工しているので，舌ざわりはなめらかでまろや
か。
【やまんばの置き土産】

下川町内で有機栽培した赤紫蘇をベースにアヤムラサキ（紫いも ，ビートオリゴ糖，クエ）
ン酸を加え，それぞれの健康効果がミックスされた「からだ活性飲料 。」
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【基礎化粧品 MeetＳシリーズ】
樹木エキス、笹エキスをはじめ多くの植物エキスで構成している基礎化粧品。肌への浸透性

が良く刺激が少ないタイプで，敏感肌，アトピーなど乾燥肌の方におすすめのスキンケア。
【木酢液】

木酢液は，木炭窯から出る排煙を冷却して回収する，天然樹木エキス。植物に希釈して散布
， 。 ， ，すると成長を促進させ 病害虫の予防になる無公害の活力剤である 家庭菜園 ガーデニング

観葉植物など幅広く利用できる。
【木酢入浴】

。 「 」木酢液を各種の精製行程を経て仕上げた純粋な精製木酢100％液 木酢液独特の いぶり臭
がなく，お風呂にキャップ1杯（15mg）入れるだけで湯あたりがよくなり，よく温まり，しっ
とりとして荒れたお肌の改善につながる。
【消臭剤さわやかさん】

樹木エキスを使った無公害な消臭液（スプレータイプ 。トイレ，生ゴミ，ペット，下駄箱）
など幅広い用途に安心して使用できる。消臭力抜群。
【ふるさとコンロ】

着火性のよいカラマツ木炭とコンロをセットにした。携帯に便利な軽さで，必要な備品も一
緒になっているので、アウトドアに最適。

※ セット内容：カラマツ木炭・コンロ・網・火バサミ・焚き木
【炭カン】

災害対策に最適なカラマツ木炭セット。中に入っているろ紙袋を使えば，泥水から飲料水を
つくることができまる。

※ セット内容：カラマツ木炭・金網・マッチ・着火剤・缶切・ろ紙袋
【木炭の湯】

備長炭がネットに入り，お風呂用に使用できまる。
【 パワー木炭】

美しい水，美味しいご飯を焚ける。この備長炭を一本入れるだけで，いつもの食事がさらに
美味しくなる。
【フィンランドデザイン子ども用スツール】

フィンランドラハティ国立デザイン大学と共同で開発したスツール （グッドデザインほっ。
かいどう受賞）
【プランターカバー】

木のぬくもりが感じられるログハウス風の丈夫な作りになっている。材質はカラマツ。
【森のミスト】

香料にエッセンシャルオイルのみを使ったこだわりのルームスプレー。手軽に森の香りを楽
しめる。リフレッシュ効果，消臭効果がある 「はつゆき」は，もみの木オイルのみのプレー。
ンな香り 「はるかぜ」は，ベルガモットオイルブレンド 「ゆうだち」は，ローズマリーブ。 。
レンド。

※ 成分：アルコール，もみの木芳香蒸留水，もみの木精油，ビタミンE （はるかぜ，ゆ，
うだちのみ植物精油使用）

【眠れぬ森の小鹿】
頭を押すと，リフレッシュ効果のあるミストがシュッと出る ”エゾシカ”をモチーフにデ。

ザインしたユニークな木製のディスペンサー。リフレッシュしたいときに，ワンタッチで森林
浴効果のあるミストをスプレーできる。もみの木エッセンシャルオイルを高配合。
【エクストラピュアオイル】

もみの木の葉だけを抽出。これ以上ピュアでフレッシュなオイルは作れない。みずみずしい
グリーンノートと，クリアな香り。成分は，もみの木特有のボルニルアセテート，森林浴効果
のα－ピネン，カンフェン，柑橘系のリモネン他数十成分。手作りのため，生産量に限りがあ

。 ， ， 。る 何もやる気がおきないとき 精神にエネルギーを与え 地に足をつける効果のあるオイル
気管支のトラブルを改善したり，血流と組織の代謝を高めるといわれ，ロシア・ヨーロッパな
どでは民間療法に使われていた。
【ボディオイル】

もみの木オイル入り・植物性保湿オイル。１００％植物性の自然派保湿オイル。全身の保湿
やマッサージ用に使える。ホホバオイルで保湿しながら，同時にもみの木オイルで森林浴。乾
燥している時期に，また，皮膚の角質化した部分に少量をよくのばして使う。もみの木オイル
は，ロシアでは伝統的にフェイスケアに使われていた。血流と組織の代謝を高めるオイルとも
言われている。
【昔ながらの手作りせっけん】

。 。手間のかかる枠練り釜炊き製法で作った透明せっけん 香料にはもみの木オイルのみを使用
熟成に1ヶ月かけている。北海道に自生するミズナラの樹の葉っぱをかたどった。製造過程で
残された天然グリセリンの保湿効果がある。下川町のとなり町にあるせっけん工房「おこっぺ
コスメティクス」に依頼して製造している。


