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～士別市の地域素材～

１．士別市の概要
《道北中心部の農業都市》

士別市は，北部北海道地域に有り，日本海とオホーツク海を結ぶ中間地点に位置している。気候

は四季の変化がはっきりとした内陸性気候で，５月から９月は比較的高温多照であり，日中は３０

℃を越えることも有り，冬にはー２０℃を超える事も多く，平地でも１ｍ以上の積雪を記録する豪

雪地帯でもある。天塩川の流域、道北の中心部にあり，旭川市から北へ５３㎞に位置する。１８９

９（明治３２）年、北海道最後の屯田兵によって開拓された，豊富な水と緑の自然環境に恵まれた

農業都市。２００５年９月に朝日町と合併，新「士別市」が誕生した。

士別市章はグリーンの「大きな楕円」は大地を意味し，合併した士別市と朝日

町を表す。ブルーの「Ｓ」は士別市の英頭文字であり，また，天塩川の流れであ

りね赤い「小さな楕円」との組み合わせで駆ける人を表す。それは大地と共に躍

動し，自然の中にすなおに溶け込む士別市の姿を表現している。

《市名の由来》 アイヌ語の「シペッ（本流の意 」から。）

２．地域素材

《士別市立博物館》
昭和５６年７月１日に開館。平成１２年春からは，常設の地学展示コーナーが誕生し，地域

の岩石と化石を中心とし，露頭や薄片の写真が展示されている 「手で触れる展示」にも着手。

し，ガラスブースの前面に台を設置して大型の岩石や化石を直接さわれるようにしてある。

【公会堂】

大正４年に完成し町の会議場や公民館として使用されていた公会堂を，士

別市立博物館の隣に復元。館内には，士別出身の芸術家作品や北極探検をさ

れた和泉雅子さんが実際に使用したスノーモビルや服装品の他，北方民族の

生活資料なども展示されており厳しい寒さの中から生まれる文化や知恵を学

ぶことができる。

《屯田兵最後の入地》
明治８年以来，全道で３７村，７，３００戸が入植。明治３２年の剣淵・士別の兵村設置を

最後に，屯田兵募集は中止。当初１００戸だったが，火災のため９９戸となり，九十九(つく

も)山・九十九(つくも)神社などの地名に残る。

２８県人の集まりで，講習会を開くほど言葉が不自由だった。また，野ネズミの被害に悩ま

され，道庁へ能猫の世話を依頼し，猫の配給を受けた。

希薄な土着心，束縛の反動，劣悪な土地条件，灌漑溝の採掘による財政の逼迫などにより，

兵役解除後の離農が続いた。昭和１１年，町内に居住する者は３９戸。屯田兵以来の家屋にと

どまる者９戸。屯田兵練兵場跡は開拓記念公園となり，士別兵村開拓記念碑が建つ。

【屯田兵屋】

市立博物館そばに，屯田兵屋が修復・保存されている。木造平屋作りの屯田兵屋は昭和５３

。 ， 。年文化財に指定され公会堂前に移築 周りを四分板で囲い 壁はなく屋根はマサぶきの切妻型

煙出しのあるのが特長で昔の質素な生活ぶりが偲ばれる。
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《サフォークランド》
「サフォークランド士別」の「サフォーク」とは，めん羊の品種名のことで，士別のめん羊

の歴史は戦後までさかのぼる。

昭和３０年頃，市内の各農家で「コリデール」という品種のめん羊がよく飼われていた。こ

のコリデール種は，毛が長く，主に羊毛を採るための品種だった。

その後，昭和４１年に，市街地を一望できる学田地区に「士別市営めん羊牧場」が創設され

たことに伴い，昭和４２年にサフォークという品種の雌めん羊２００頭がオーストラリアから

輸入されたのがサフォーク種めん羊の始まりで，以降アメリカ・イギリス・ニュージーランド

などから輸入し，そのめん羊を繁殖したのが，士別のサフォークめん羊である。

昭和５７年頃から「サフォークランド士別」をキャッチフレーズに，サフォーク種の羊を街

づくりの核として取り上げ 地場産品の開発と多角的な街づくりを検討するための市民組織 サ， 「

フォーク研究会」や，染色・手紡ぎの「くるるん会」が組織され，市民と行政が一体となって

街づくりが推進されている。

現在は，サフォーク種を中心に約５００頭の羊を飼育し，繁殖ではホルモン処理し，通常よ

り２ヶ月ほど早く出産させ，その年に生まれた子羊の肉を中心に販売している。また，原毛を

活かし手紡ぎ毛糸や，セーターなどの手作りニット製品を生産している。東急百貨店っやトヨ

タ生協など，全国２０ヶ所で物産展を開き高い評価を受け，通信販売でも取り扱い，年間１億

円ほどの実績を上げている。

【サフォーク種の特徴】

このサフォーク種の特徴は，羊毛が採れることはもちろんだが，食肉としても美味しいこと

が特徴で，めん羊独特の臭いがなく食べやすい羊肉である。

見た目にも，黒い顔にモコモコの白い体と，愛くるしいのが特徴。

【世界のめん羊館】

１９９４年４月「世界のめん羊館」がオープンし，世界９ヶ国，３０種１０８頭のめん羊を

見ることができる。日本ではここだけでしか見ることのできない珍しい１４種類のめん羊もお

り，めん羊の種類・頭数では，国内で最も充実した施設である。

【羊飼いの家】

見晴らし抜群のレストラン「羊飼いの家」の販売コーナーには，セーター等の手づくり羊毛

製品や，新鮮なジンギスカン等評判の特産品が販売されている。

《トヨタ自動車テストコース》
トヨタ自動車は，現在世界各国で使用・販売されているが，特に高速性能（時速２００㎞連

続走行）を重視する欧米諸国，及び，厳寒カナダ・北欧などへの指向車両の開発研究が必要に

なってきた。そのため，誘致運動の結果，国内で高速試験・耐寒試験のできる試験場として，

市内温根別地区に昭和５７年着工以来，建設用地５０６ha，従業員２００名以上，最高時速は

２５０km以上での試験が可能な周回路(一周１０km)を持つ，国内最大規模の試験場となる。

トヨタ士別試験場の誘致により，従業員の地元雇用の他，トヨタ生活協同組合と地場産品と

の流通など，地元経済への波及効果や人的交流がされている。
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《デイジー食品》
， 。 。 ，昭和２７年 アスパラガス加工工場として創立される 従業員１０５名 士別市だけでなく

近隣の中川町・美深町・剣淵町・和寒町などで生産されたスイートコーン・アスパラガスなど

の農産物を原料にした缶詰が中心だったが，昭和４６年から，施設の有効利用を図るため，５

月から７月頃に釧路・根室・網走・紋別などから原料を冷凍輸送し，さんまや鰯の蒲焼を作っ

ている。

蒲焼は 「頭と尾を切る」工程から 「魚を開く 「焼いて味付けする 「缶に詰めて計量す， ， 」 」

る 「ふたをして殺菌する 「箱詰めする」までの６工程。蒲焼の缶詰は，年間１ケース６０」 」

缶入りを１３万ケース生産している。最も生産量の多いのはスイートコーンで，年間６０００

トン。

昭和５９年には，食缶としては日本初のイージーオープン缶きり不要のアルミ缶の製造を開

始する。機械化に取り組んでいるが，缶に詰め計量する工程など人手に頼る部分が多い。大洋

漁業系列。

《富生 藤吉》
泥炭地の米作りを成功させるため，暗渠(あんきょ)排水と年度客土を日本で最初に考え，国

営客土事業への端緒を開く。

「客土というのは，お客さんとして土を持ってくることだ 」と 『客土』の意味のわから。 ，

ない農民に説明し 「一に排水，二に客土」の標語を全道に呼び掛け 「 国土をつくる』とい， ，『

うことは，本来国の仕事であるはずだ 」と，帝国議会に強力な請願運動を起こす。多寄に，。

「年度客土発祥の地 「客土顕彰碑」の記念碑がある。」

《山崎 永太》
現在のハウス育苗の原形となる 『温冷床育苗法』を創始。水稲の耐冷品種「山崎糯」を作，

り，全道の７割まで作付けされたこともある。富山県から入植し，冷害に遭い，離農せざるを

得なかったが，冷害に負けない作物を作りたいという願いから農業試験場に勤め，研究を続け

る。

当時の稲作は，道外との単位収量の大きな格差を，広い面積を耕作することで補おうとする

直播法が普及し，多くの労力を必要とする温冷床育苗法はなかなか理解されず，妨害を受ける

ことさえあった。しかし，昭和初期の冷害を契機に，冷害克服の画期的方法として広まってい

った。士別名誉市民第一号。研究熱心な農業青年を表彰する「山崎賞 「山崎永太翁顕彰碑」」

がある。

《藤島 慶五郎》
昭和３６年，上川管内で最初の澱粉工場を建てる。自分の工場を雇い人に任せ，澱粉製造の

仕方を指導して回る。小樽まで運んで売るが，製品の質が悪く規格が一定しないために買い叩

かれ 「これ以上値が下がると採算がとれなくなる。みんなで共同して組合を作り，製造技術，

を上げ，自主検査をして買い叩きを防ぐしかあるまい 」と決心し組合作りに奔走するが，病。

に倒れる。

しかし，明治４４年３月，士別澱粉製造組合結成。同年９月，士別・名寄・剣淵を区域とす

る天塩澱粉同業組合が結成される。大正８年には，澱粉景気による高騰で生産高は百八万五千

円。全道生産量の約４割を同組合の出荷が占める。

《日甜士別製糖所》
昭和１１年完成。ビートが寒冷地の適用作物として作付けされ，紙筒栽培の普及とともに出

荷が大幅に増えてきたため，施設の拡大を図ってきた。原料であるビートの出荷区域は，上川

・宗谷・留萌・空知の４支庁におよび，道北唯一の製糖所。

，「 」「 」「 」「 」「 」製造工程は 洗滌 裁断・滲出(しんしゅつ) 清浄・濃縮 結晶・分密 乾燥・包装

の５工程。
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《米生産出荷数全国一》
昭和３５年，米の生産出荷数３１５，１３３俵，１市町村の生産出荷数において全国第一位

を記録。これは，明治３３年以来，何とかして主食を自給したいという強い願いから湿地を利

用して試作した，農民の絶えざる工夫と努力による。

日露戦争・第一次世界大戦と畑作景気が続き，増田が進まなかったが，大正年間の畑作景気

が過ぎると，単位収益に勝る水田経営へと増田熱が高まり，多くの土功組合が設立され，灌漑

水利が整備された。

昭和３年７月１０日には，下士別土功組合の２００余名の農民と，士別町営灌漑溝の農民約

２００名が，多寄土功組合の堰堤(えんてい)に押しかけ，警官７０名が出動する水争いも起き

る。

昭和３９年，水田面積が畑地面積を凌駕。昭和４６年，岩尾内ダムが完成し水不足の心配は

解消される。水稲の作付け面積は，昭和４４年の８，３２０haをピークに，４５年から始まる

米の生産調整のため激減した。

《 スポーツ合宿の里」士別》「
「スポーツ合宿の里」を目指している士別市は，旭川空港から北へ約１時間，日本陸連・実

業団・各大学の夏期合宿地として２５年を超える歴史をもっている。

● 事前に連絡をもらえれば，旭川空港までバスにて送迎する。

● 宿泊施設について，希望に応じて斡旋する。

● 合宿期間中の車両の斡旋及び自転車の無料貸出しをする。

公共体育施設の利用は無料。●

【士別市営陸上競技場】

サブグラウンドは，整備されたシリンダートラックで，フィールドには円盤・ハンマー投げ

のサークルを設備しており，自由に投げ込みができます。

【つくも市民サッカー場】

平成１３年に改修し，全面芝生コート３面になった。

【グリーンスポーツ施設】

ランニングコース・ハイキングコース・キャンプ場などがある 「しらかばロッジ」は各種。

イベントに活用されています。特にランニングコースは，平成１５年に改修され，全天候型ア

スファルト系弾性舗装材を使用しており，弾力性がありトレーニングには大変好評。また，近

くのスポーツ合宿センター「士別イン翠月」には，室内トレーニング場やマッサージルームが

完備され 「スポーツ合宿の里」の拠点となっている。，

【士別市総合体育館】

たくさんの合宿選手や市民の方々が利用している。ウエイトトレーニング室は全国でも有数

の機材を取り揃えている。

【士別市日向スキー場】

初心者から上級者まで幅広く楽しめるファミリーゲレンデとして，道内外から毎年多くのス

キーヤーとボーダーが訪れる。積雪の早い年では１１月下旬にオープンする。

【朝日町サンライズホール】

朝日町サンライズホールは平成６年にオープンした朝日町を代表する文化施設。３００席の

， ， ， ， ， ， ，こだまホール 多目的に使えるテシウシの間 調理実習室 研修室 和室 図書室 視聴覚室

いこいの広場を有している。特に，こだまホールは充実した照明・音響・舞台装置を有し，幅

広い演目に対応可能。多目的ホール。コンサート会場や劇場としての利用だけでなく，図書館

。 ，や各種サークル活動の場という公民館としての側面ももつ 年間２０回を超える公演が行われ

２階ロビーが出演者の色紙であふれている。

【三望台シャンツェ】

オールシーズン対応のスキージャンプ台。ミディアムヒル（K60）とスモールヒル（K40）が

併設され，スロープカーが設置されている。夏冬通して，企業や学校の合宿が行われ，ほとん

どのオリンピック選手がこの台で練習を積んでおり，全日本大会も数多く開催され 「スキー，

のまち朝日」を印象づけている。
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【朝日町山村研修センター】

合宿の町としての中核施設で，低料金で合宿・研修ができる。

【あさひスキー場】

市街地から徒歩１０分の，初級者から上級者まで楽しめるゲレンデ。Ａ・Ｂの２コースがあ

り，標高差１７２ｍ，平均斜度１４度１４分。夜間照明・ロッジ・駐車場あり。夏はゴルフ練

習場に使用。

【クロスカントリースキーコース】

１周３～６キロメートルのコースが整備され，圧雪車やスノーモービルによるコースカッタ

ーにより思う存分練習ができる。

【ローラースキー＆ジョギングコース】

北海道第２の長流「天塩川」の河川敷に，１周３キロメートルのローラースキー専用コース

がジョギングコースと併設されている。サマーコンバインド大会も開催されている。インライ

ンスケートにも適している。

【山村広場・運動広場】

ソフトボール４面，野球１面，陸上３００ｍ，サッカー１面が取れ，多目的な利用が可能。

【テニスコート】

山村研修センター横に夜間照明付きのクレイコートが２面が整備されている。

【農業者トレーニングセンター】

アリーナでは，バスケットコート１面，バレーボールコート２面，テニス

コート１面，バドミントンコート３面をとることができ，コンビネーションマシンがそろった

トレーニングルーム・卓球室がある。

《観光スポット》
【九十九山】

士別市のほぼ中央にある周囲約２．５kmの小高い丘陵地に北海道随一の２，０００本のエゾ

ヤマザクラが咲いており，毎年５月中旬には桜祭りが開催される。

ここは明治３２年，北海道開拓最後の屯田兵移住地として100戸が入植。うち１戸が火災に

遭い，残り９９戸で開拓がはじめられたことにちなみ「九十九山」と名づけられた。

【祖神の松】

樹齢千年と伝わるイチイは高さ２１m，直径２．３m，周囲６．４mもあり，全国イチイの部

で第２位にランクされている。

【日向白鳥の宿】

毎年，春と秋に２，０００羽を超す白鳥が羽を休めに訪れ，普段静かな古河も「白鳥の湖」

となる。早朝と夕方は古河にいるが，昼間は近隣に飛び立っているためほとんどいない。

【不動尊の霊水】

水源は境内に６ｍ余りの一条の滝となって流れており，四季を通じて水量に変化がなく，豪

雨にも濁らず真冬でも凍らない不思議な水。昔，夏には涼を求め，のどを潤す人の多いことか

ら「滝不動」と呼ばれるようになったと伝えられている。

【岩尾内湖】

最北の長流「天塩川」を堰きとめたダム湖。満々と水を湛える湖を横切

る岩尾内大橋が湖面に映え，自然と人工の造形が素晴らしい調和を見せる。

周辺にはキャンプ場・テニスコ ートや貸し別荘が整備され，湖では，釣

り（ヤマベ・イワナ・鯉 ，カヌー・ボートなどを楽しむことができる。）

【天塩岳（天塩岳道立自然公園 】）

標高１，５５７．６ｍの「天塩岳」は北見山地の主峰。北海道の屋根大

雪山連邦旭岳の真北に位置する。朝日町側から３コース，滝上町側から１

コースの登山道が整備されている。頂上からは一大パノラマが広がり，運

が好ければナキウサギの歓迎を受けることもできる。高山植物も豊富。登

山口には，ヒュッテ，炊事場，トイレ，駐車場あり。
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【ささの平】

朝日町・士別市・比布町の境に位置する。毎年６月上旬は１週間にわたって根曲り竹の竹の

子自生園が一般に開放され，山菜ファンでにぎわう。

【天塩川】

北海道第２の長流。朝日町を源流に２５６㎞の旅をし日本海へとそそぐ。カヌーでの川下り

は岩尾内ダムえん堤下流からがスタートとなる。

《天塩川での木材流送》
朝日地区は，奥士別の時代から木材の宝庫として知られていた。当時は，伐採現場からの木

材輸送は，流送によるものが中心であった。天塩川本流だけでなく，似峡川やサックル川など

で行われていた。

盛んであった流送は，馬搬に加え，昭和５年に帝室林野局によって森林鉄道が敷設されるな

ど，輸送機関の発達から次第に見られなくなった。

ただ，昭和２９年に北海道を襲った台風１５号によって被害を受けた木の搬出の際には，森

林鉄道やトラックが入れない奥地で再び流送が行われている。この際には，延長３２ｍ，高さ

５．２ｍの堤を築造し，川をせき止めて湛水し，１日２～３回放水して，木材を１１㎞下流の

新奥士別開拓地まで流送している。昭和３８年に行われた際には，水が少ないため湛水する堤

を２段，３段と流域に築造し，順に堤を開いて流送させた。水量の少ない上流に行くほど，湛

水した鉄砲水の勢いで押し流さなければならず，非常に危険を伴う作業だった。

この流送を最後に，ブルドーザーなどの機械を導入して，奥地まで搬出路が造られ，流送は

見られなくなった。

《森林鉄道》
奥士別御料地時代には，木材の搬出には前述の流送以外では馬搬(士別まで片道５～６時間)

しかなかった。このため，奥士別地域の直営生産事業計画が立てられ，運搬設備として森林鉄

道が敷設されることになった。

， ， 。 ，着工は昭和５年からで 段階的に延ばされていき 昭和１４年に完成している 最終的には

総延長は５１．４㎞に達した。

森林鉄道は木材輸送の他，民間の物資輸送も行った。また，営林署の好意により，交通機関

としても利用されていたが，乗車中に事故が生じた場合一切の責任を営林署は負わない旨の念

書に，乗客一人一人が判を押して利用していた。

利用の当初は，木材の上や空の台車につかまって乗車していたが，後に利用者の利便と安全

のため，列車に木枠を取り付けた台車を連結して乗車するようになった。また，昭和２６年の

ダム建設調査の際には，士別軌道から客車を借りて使用していた。

この森林鉄道に関わっては，機関車の煙突から飛んだ火の粉が原因で山火事が発生し，２５

haの国有林が消失し，この山火事がきっかけで，ディーゼル機関車への移行が早まった。


