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序  文 

 

 

 今から 165 年前の安政３(1856)年、幕府は度重なる列強諸国の圧力の前に２世紀以上にわたる鎖国

を解き、国を開いて蝦夷地を東北諸藩に分割・警備させました。白老元陣屋はこのような情勢下、仙

台藩が構築した陣屋です。仙台藩ではその警衛の拠点を、東西を舌状台地に挟まれ、双方に川が流れ

る自然の要害であった「ウトカンベツの地」に見いだし、厳しい気候風土の中で常時 100 名以上の藩

士たちが、戊辰戦争の勃発した慶応４(1868)年までの 12 年間にわたり駐屯していました。 

 白老町では、昭和 41(1966)年に白老仙台藩陣屋跡が史跡に指定されたのを機に、関係各位の協力を

得ながら陣屋跡の保全と整備を進め、その期間は昭和 44(1969)年度から平成７(1995)年度までの 27

年間にわたりました。この間、史跡地内の公有化を始めとして発掘調査や復元工事などの環境整備を

行い、さらにガイダンス施設である仙台藩白老元陣屋資料館を建設して、幕末の北海道の姿を克明に

綴る史跡として活用を図ってまいりました。 

 文化財は地域の遺産にとどまらず、我が国の歴史、文化を理解するために欠くことのできない国民

共有の財産であり、近年このような歴史的遺産の価値が見直され、これらをまちづくりに活用する動

きが各地で見られます。 

本町においては、アイヌ文化復興のナショナルセンター「民族共生象徴空間（ウポポイ）」が令和２

(2020)年７月 12 日にポロト湖畔に開業しました。その関連区域に指定された本史跡の本質的価値を確

実に次世代へ継承するとともに、多様な来訪者に改めてその価値を分かりやすく伝えていくことが重

要となっています。 

 そのため、令和元(2019)年度に史跡白老仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員会を設置し、２ヵ年に

わたり検討を進めてまいりました。今後は本計画により陣屋跡を適切に保存・活用し、本質的価値の

顕在化のための整備に邁進していく所存であります。 

 最後になりましたが、本計画の策定、並びに計画書の刊行にあたり御尽力いただきました史跡白老

仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員会委員各位をはじめとして、文化庁、北海道教育委員会、関係各

位に厚く御礼申し上げます。 

 

 

    令和３年３月 

 

白老町教育委員会教育長 安 藤 尚 志 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

例 言 

 

１．本書は、北海道白老郡白老町に所在する史跡白老仙台藩陣屋跡の保存活用計画である。 

 

２．本計画の策定にあたっては、文化庁の国庫補助金（国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金）

を受け、白老町教育委員会が平成 30（2018）年度から令和２（2020）年度の３ヵ年で実施した。 

 

３．本計画の策定にあたっては、学識経験者等で構成した「白老仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員

会」で審議を行い、文化庁文化財第二課及び北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課からの

指導・助言を得た。 

 

４．本書に掲載した白老町内の写真については、特に断りの無い限り白老町及び白老町教育委員会が

撮影したものである。 

 

５．本書の執筆は、白老町教育委員会生涯学習課が行い、図表作成等を株式会社イビソク札幌営業所

に委託した。 

 

６．本書で用いる遺構名称等は、№15『仙台藩白老陣屋之図』に基づいて記載している。ただし、既

往文献からの引用等は、鉤括弧により区別した上で引用元を明記している。 

 

７．本書では、主に以下の図面を用いて作図した。 

  ・史跡指定地内 「平成 30 年度史跡白老仙台藩陣屋跡「地上実測委託」業務委託実測図」 

  ・史跡指定地外 「白老町現況図」(平成 13(2001)年４月撮影の航空写真から図化) 

 

８．表紙の航空写真は、令和元（2019）年 10 月にドローン de 街おこしプロジェクトが撮影した。 
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第１章 計画策定の沿革・目的                

 

第１節 計画策定に至る経緯 

 

 本史跡は、江戸幕府が仙台藩に命じて造営させた近世末期の陣屋跡である。幕府は嘉永６(1853)年

の黒船来航により鎖国政策を断念し、現在の下田(静岡県)と箱館を開港した。また、西欧諸国の進出

を警戒し、東北地方の各藩に蝦夷地の警衛を命じた。白老元陣屋は安政３(1856)年に仙台藩が構築し、

慶応４(1868)年に勃発した戊辰戦争のため撤退するまでの 12 年間にわたり存続した。 

 仙台藩は下図に示すとおり、東蝦夷地のうち白老から択捉島までという広大な範囲の警衛を命じら

れ、勇払に元陣屋を築くこととされた。しかし、現地調査に基づいて白老を適地として、広尾・厚岸・

根室・国後・択捉の５ヵ所に出張陣屋を設けた。 

 明治時代以降は白老元陣屋の周辺に民家が建ち、曲輪の中心部を町道が貫くなど、遺跡の保護とは

程遠い状況が続いていた。しかし、土塁や堀割といった白老元陣屋にとって重要な遺構は比較的よく

残されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 仙台藩の警衛範囲と元陣屋などの建設地   

 

 明治 39(1906)年、草むらで倒れていた藩士の墓石が白老元陣屋付近の住民によって発見され、遺跡

保全の機運が高まった。同 43(1910)年に発足した「青葉会」は、昭和 41（1966）年に「仙台陣屋史跡

保存会」と名称を変えながら、平成 25(2013)年に解散するまで世代を跨いだ保全活動を続けた。 

こうした民間の協力もあり、昭和５(1930)年に白老元陣屋は史跡の仮指定を受けた。しかし、太平

洋戦争が激化したため正式な指定は同 41(1966)年まで保留された。なお、史跡指定後は周辺の地形の

保全などを目的に、同 51(1976)年と平成７(1995)年の２度にわたり追加指定を行った。 

昭和 44(1969)年から平成７(1995)年までの 27 年間、白老町では国や道からの支援・指導を受けな

がら、当時確認されていた№11『白老元陣屋之圖』及び№13『仙台藩白老御陣屋詳細図』並びに№18

『仙台藩白老陣屋図』を基に、「第１次環境整備事業」を実施した。昭和 59(1984)年には内曲輪北側

の外縁にガイダンス施設である仙台藩白老元陣屋資料館（以下、「元陣屋資料館」とする。）を建設し、



２ 

 

 

幕末の蝦夷地における歴史を発信してきた。 

また、昭和 61(1986)年に「史跡白老仙台藩陣屋跡保存管理計画」（参考資料２）を策定し、第１次環

境整備事業で行った発掘調査などの成果を踏まえ、「第２次環境整備事業」へとつながる構想をまとめ

た。しかし、町財政の逼迫によって事業は保留となり、以降は元陣屋資料館の日常的な博物館活動を

中心に本史跡の理解浸透や普及啓発を主眼としたソフト事業の継続を行ってきた。 

平成 20(2008)年に、№15『仙台藩白老陣屋之図』が発見され、元陣屋内の建物名称や「シラヲイ會

所」・「蝦夷ノ番屋」・「蝦夷小屋」の記載など、元陣屋及び周辺の様子が最も詳細に描かれていること

が分かった。 

また、本史跡及び元陣屋資料館は、令和２(2020)年７月に開業した民族共生象徴空間ウポポイ（以

下、「ウポポイ」とする。）の関連施設に位置付けられたが、本史跡には昭和 59(1984)年開館の「財団

法人アイヌ民族博物館」時代から、多様な関心を持つ来訪者がある。 

 白老町は文化財や郷土史の発信と活用を通じ、「多文化共生のまち」としての躍進を図ってきたが、

ウポポイ開業を一つの契機として、史跡の本質的価値を正しく伝え、かつ快適な利用空間を提供する

ために、最新の調査成果を基にした保存活用計画を策定することとした。 

 

第２節 計画策定の目的 

 

１ 計画を策定する目的 

『史跡白老仙台藩陣屋跡保存活用計画』（以下、「本計画」とする。）は、本史跡の本質的価値を確実

に次世代へ継承するとともに、抽出した諸要素に基づき、多様な来訪者に本質的価値を分かりやすく

伝えることを目的とする。 

 

２ 策定した計画の取扱い 

文化庁の『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』（以下、「マネジメント報告書」

とする。）は、次頁の図２「史跡等の保存活用計画－循環の体系（サイクル）とその段階的な発展－」

にあるように保存活用計画を段階的に発展させることを求めており、本計画も 10 年を一応のめどと

しつつも、必要に応じて発展的に修正・改定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 史跡等の保存活用計画－循環の体系(サイクル)とその段階的な発展－  

『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』より引用    

  

史跡等の保存活用計画 

地方公共団体の 

他の計画 

本質的価値の定義・把握 

保存の措置（指定・追加指定等） 

日常的な維持管理 

経過観察（モニタリング） 

公開・活用 

整備（復旧(修理)） 

時間／進化 

第２段階 

第３段階 
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第３節 計画の対象範囲 

 

元陣屋の土塁及び堀割に囲まれた範囲は南北約 400ｍ、東西約 150ｍであるが、仙台藩士は白老元陣

屋の造営にあたり、北に山を背負い、東西に舌状台地を擁し、南に河川の合流部と海岸を望む要害の

地（№１『白老之圖』）を選んだ。 

また、№５『白老陣屋秣場地所繪圖』及び№６『白老陣屋地所繪圖』を見ると、「秣場」や「人留」

などの範囲も示されており、史跡指定地以外にも管理地が及んでいたことが分かる。 

本来であれば、こうした範囲全体について調査を行い、計画対象範囲を定めるべきであるが、指定

地以外の範囲は既に農地や宅地などになっているため、本計画では指定地に加え、地権者の了解が得

られた指定地外の範囲を含め対象範囲とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３ 計画対象範囲 
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第４節 計画策定の体制と経過 

 

１ 事業の体制 

本計画は、当初、平成 30(2018)年度と令和元(2019)年度の２ヵ

年間の策定を予定した。１年目は、史跡の現況測量及び素案の作

成を行い、２年目には表１「策定委員会名簿」に示す白老仙台藩

陣屋跡保存活用計画策定委員会(以下、「策定委員会」とする。)に

おいて、本格的な審議を進めた。 

その結果、調査項目の精査・追加などの必要もあり、文化庁の

許可を得て令和２ (2020)年度まで計画期間を延長し、令和３

(2021)年●月●日に委員会から審議結果の答申がなされた。        第１回策定委員会の様子 

 

（１）白老仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員会 

表１ 策定委員会名簿 

委 員 長 岡田 路明 
苫小牧駒澤大学客員教授、白老町文化財等運営審

議会委員 
アイヌ民族学・博物館学 

副委員長 田才 雅彦 文化財サポート代表 史跡整備・埋蔵文化財 

委  員 

愛甲 哲也 北海道大学大学院農学研究院准教授 造園・都市計画 

井上 宗則 秋田公立美術大学景観デザイン専攻助教 都市・建築設計 

佐藤 宏一 
仙台市郷土史家、元宮城県教育庁文化財保護課

長、元東北歴史資料館副館長 
近世史 

千葉 勝宏 一般社団法人白老観光協会事務局長 観光 

    

オブザー

バー 

浅野 啓介 文化庁文化財第二課史跡部門文化財調査官 令和元年度～令和２年度 

赤井 文人 
北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課 

文化保護係専門主任 
令和２年度 

村本 周三 
北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課 

文化財保護Ｇ専門主任 
令和元年度 

事 務 局 

安藤 尚志 教育長 平成30年度～令和２年度 

池田  誠 生涯学習課長 令和２年度 

武永  真 生涯学習課参事、仙台藩白老元陣屋資料館館長 平成30年度～令和２年度 

川崎 真也 生涯学習課主幹 令和２年度 

合田 静恵 生涯学習課主査 令和２年度 

平野 敦史 生涯学習課主任、仙台藩白老元陣屋資料館学芸員 平成30年度 

岡田 道弘 生涯学習課会計年度任用職員 令和２年度 

神垣 和男 生涯学習課会計年度任用職員 令和元年度～令和２年度 

  ※上記のほか、白老町アイヌ総合政策課・企画課・経済振興課・建設課・総務課危機管理室の職

員も参加した 

  ※関連業務の一部を、株式会社イビソク札幌営業所に委託した 
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（２）白老仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条  史跡白老仙台藩陣屋跡（以下、「陣屋跡」という。）の保存活用計画策定に関する必要な

事項について調査及び検討するため、白老仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員会（以下、

「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条  委員会は、陣屋跡の保存活用計画を策定するために必要な事項について調査及び検討す

るものとする。 

（組織） 

第３条  委員会は、委員８名以内をもって組織する。 

２  委員会は、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) その他教育長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条  委員の任期は、委員長が定めるまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条  会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２  委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３  会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

４  委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見又は説明を求めることができる 

（謝礼） 

第７条  教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝礼

金を支払うものとする。 

（事務局） 

第８条  委員会の庶務は、白老町教育委員会生涯学習課において処理する。 

（委任） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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（３）策定に係る検討の経過 

  ①策定委員会 

表２ 策定委員会の日程及び内容 

回 数 日   程 内   容 

第１回 令和元年６月 27 日～28 日 
委員委嘱、計画策定の経緯、史跡の視察、計画案

の内容検討、スケジュールの協議 

第２回 令和元年 11 月 28 日 計画案の内容検討（主に第１章～第４章） 

第３回 令和２年２月７日 計画案の内容検討（主に第１章～第４章） 

第４回 令和２年９月 28 日～29 日 計画案の内容検討（主に第１章～第５章） 

第５回 令和２年 11 月 16 日～17 日 計画案の内容検討（主に第６章～第 13 章） 

第６回 令和３年●月●日 計画書全体の最終確認 
 

  ②文化庁文化財第二課史跡部門文化財調査官による現地指導 

    ・令和元(2019)年１月 21 日 

③地元住民との意見交換会（参考資料１） 

・令和元(2019)年 12 月１日～２日 

・仙台藩白老元陣屋資料館友の会の会員、「館長とまち歩き講座」参加者 21 名参加 

・本史跡及び元陣屋資料館の今後の在り方について意見交換 

 ④パブリックコメント（参考資料１） 

    ・令和２(2020)年 12 月９日から令和３(2021)年１月８日まで 

・史跡白老仙台藩陣屋跡保存活用計画（素案）に対するパブリックコメントを実施 

⑤白老町文化財等運営審議会 

・令和２(2020)年 12 月 21 日【予定】 

・本計画の策定について 

 ⑥白老町議会（総務文教常任委員会） 

・令和２(2020)年 12 月 18 日【予定】 

・本計画の策定について 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和３(2021)年度から同 12(2030)年度までの 10 年間とする。策定から５年程度経過

した時点、もしくは定期的な自己点検の結果や周辺環境の変化などが見られる場合に、町教育委員会

が主体となって見直しを検討する。 

 

第５節 関連法令と関連計画 

 

 １ 関連法令 

（１）文化財保護法 

   「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界

文化の進歩に貢献する」ことを目的に、昭和 25(1950)年に定められた法律である。 

同法第４条２では、「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であること

を自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化

的活用に努めなければならない。」と定めており、本計画も同法に基づき策定するものである。 

史跡指定地内でその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合には、

同法第 125 条に基づく現状変更等の許可申請が必要であり、文化庁長官の許可を得なければなら
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ない。 

 

（２）宅地造成等規制法 

   「宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、

国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与する」ことを目的に昭和 36(1961)年

に定められた法律である。 

本史跡の指定地は全てこの法律の及ぶところとなっている。 

 

（３）都市計画法 

   「都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関して必

要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある

発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的に、昭和 43(1968)年に定められた法律である。 

ウトカンベツ川右岸一帯は同法第７条に定める市街化調整区域に属している。ただし、第 29 条

第１項第２号にあげられる「農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれ

らの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」、並びに第 34

条第４号にあげられる「農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第 29 条第１項第２号の

政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農作物、林産物

若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若し

くは建設の用に供する目的で行う開発行為」は許可の対象となる。本史跡とその周辺には畜産農

家が点在することから、開発行為に係る協議や申請が発生する可能性がある。 

 

（４）森林法 

「森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力

の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資する」ことを目的に、昭和 26(1951)

年に定められた法律である。 

本史跡には、森林法に基づき策定した「白老町森林整備計画」により、「公益的機能別施業森林

区域」「鳥獣害防止森林区域」が存在する。「公益的機能別施業森林区域」では、「保健・文化機能

等維持林」に該当し、史跡等と一体となりすぐれた自然景観等を形成する森林の適切な管理を推

進する。また、「鳥獣害防止森林区域」では、エゾシカによる被害防止対策を地域の実情に応じ

て推進する。該当する地域は北西舌状台地から西側尾根にかけた範囲と、東側舌状台地の計画対

象範囲周辺である。昭和 54(1979)年９月に塩釜神社東側斜面の崩壊地復旧事業が行われており、

同法第 25 条により翌 55(1980)年１月に指定された保安林６筆が含まれる。同法第 34 条第２項で

は、都道府県知事の許可を得ずに「立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若

しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」

を禁止している。 

 

（５）河川法及び白老町準用河川管理規則 

「河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、

流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理す

ることにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増

進する」ことを目的に、昭和 39(1964)年に定められた法律である。本史跡を南北に貫くウトカン

ベツ川は、準用河川に指定されている。 

旧来の河川は東側土塁の外側に沿って流れていたが、度重なる氾濫が下流域に影響を及ぼして

いたことから、昭和 57(1982)年、白老駐屯地周辺障害防止対策事業により河川改修工事が実施さ

れ、現在の流路へと変更した。 
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「土地の占用」（同法第 24 条）、「砂を含む土石、芝草及び雑草の採取」（同法第 25 条、同管理

規則第３条）、「工作物の新築・改築・除却」（同法第 26 条）、「土地の掘削、盛土、若しくは切土

その他土地の形状を変更する行為、又は竹木の栽植若しくは伐採」（同法第 27 条）をしようとす

る場合は、河川管理者である白老町長への許可が必要となる。 

 

（６）道路法及び白老町道路管理規則 

「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の

負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する」ことを目

的に、昭和 27(1952)年に定められた法律である。 

町道陣屋線は、かつて本史跡の中央部を縦貫していたが、元陣屋資料館が開館する前年の昭和

58(1983)年に第１次環境整備事業の進捗に併せて切替え工事を実施した。なお、工事に係る公有

化は、同 51(1976)年度から翌 52(1977)年度と、同 59(1984)年度に分けて実施された。同法第 24

条及び同管理規則第３条に基づき、「道路に関する工事又は道路の維持」をしようとする場合は、

道路管理者である白老町長の許可が必要となる。 

 

（７）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法） 

   「土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の

区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発

生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する

所要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供

すること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もつて公共の福祉の確保に資す

る」ことを目的に、平成 12(2000)年に定められた法律である。 

   本史跡においては、愛宕神社のある舌状台地の東側の一部が土砂災害警戒区域（土石流）に指

定されている。なお、同法内では、土砂災害警戒区域内における規制等はないものの、史跡の整

備等に関する工事を行う際は、十分に留意する必要がある。 

 

２ 関連計画 

上位計画には「第６次白老町総合計画」があり、教育行政上では「白老町教育推進基本計画(白老

町教育大綱)」及び「第２次白老町社会教育中期計画」がある。また、関連計画として、まちづくり

については「白老町都市計画マスタープラン」、防災については「白老町地域防災計画」がある。 

一方、本史跡の保護を図る計画としては、「史跡白老仙台藩陣屋跡保存管理計画」がある。各計画の

うち、本計画に関わる部分を以下に要約する。 

 

（１）第６次白老町総合計画（令和２(2020)年６月） 

町づくりの将来像を示した計画であり、「共に築く希望の未来 しあわせを感じる元気まち」を

基本の理念とする。 

元陣屋資料館を学習の場と位置付け、地域の歴史文化の継承のため「保存活用計画を基にした

取り組みを進める」とある。また、「史跡・文化財の保全と活用」を基本事業に位置付け、元陣屋

資料館の入館者数を令和元(2019)年度の 7,904 人から令和９(2027)年度には 10,000 人にするこ

とを目標値として設定している。 

 

（２）白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱）（平成 28(2016)年４月） 

教育施策の基本方針であり、基本目標に「郷土を愛し、生きる力の基盤を育む家庭や地域の教

育力を高める」と定めている。 

本史跡に関する施策では、「陣屋跡の環境整備及び陣屋跡の多角的な活用の促進」を掲げてい
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る。文化財全般では「文化財の調査研究と情報発信による学習機会の充実」、「特別展・企画展な

どの開催など町民に親しまれる博物館活動の推進」を掲げている。 

 

（３）第２次白老町社会教育中期計画（平成 27(2015)年 10 月） 

白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱）に基づき、これからの時代にふさわしい社会教育

の中期的な指針として策定された。 

基本方針には、「自ら学び、人格を磨く創造力豊かな人材を育む生涯学習を推進します」とある。

「文化財の保存・活用」については、関係団体との一層の連携と協力を図り、町内の文化財や関

連施設が有効に活用できるように、第２次環境整備事業に着手するとともに、地域の博物館施設

や文化活動団体を有効につなぐネットワーク化の推進に努めていくことを掲げている。 

 

（４）白老町都市計画マスタープラン（平成 24(2012)年９月） 

第５次白老町総合計画に配慮し、人と人、人と地域、資源や施設などとのつながりに重点を置

きながら、都市計画を定める上での目標像と方針を「全体構想」と「地域別構想」により構成し

ている。また、計画内容では少子高齢化や福祉、防災、景観形成、環境共生、町民参加など社会

環境の変化に伴う課題にも言及している。 

都市構造図においては、本史跡を歴史・文化拠点に位置付け、「民族文化の拠点として国際的な

視野で文化活動を展開しているアイヌ民族博物館や北海道でも数少ない幕末の蝦夷地の姿を今

に伝える国指定史跡白老仙台藩陣屋跡などの文化財に触れることもできる」としている。土地利

用の方針においては、公園系地域に属している。 

 

（５）白老町地域防災計画（平成 27(2015)年３月） 

災害対策基本法第 42 条の規定に基づいて、防災関係機関で構成する白老町防災会議が作成す

る災害対策全般に関する計画である。本計画では、風水害、地震・津波などから町民の生命、身

体及び財産を保護し、災害の予防、被害の軽減、応急対策及び復旧に関する防災活動について防

災関係機関や町民が自ら適切に実施するための事項を定める。 

文化財関係では「文教対策計画」として整理されており、災害などによる警報が発表された場

合の「史跡・文化財の災害時応急対策」について、「災害発生後速やかに史跡及び文化財等の被害

調査を実施、復旧計画等必要な対策をする」としている。 

 

（６）史跡白老仙台藩陣屋跡保存管理計画（昭和 61(1986)年３月） 

本史跡を幕末史の歴史文化を理解する一助として活用し保全に万全を期するとともに、その後

の整備における方向付けと具体的な方策を明確にするため策定した。 

保存管理の基本方針や方法、現状変更の取扱基準、追加指定、土地の公有化、史跡の整備活用、

取組体制、史跡周辺の環境などを構成する諸要素について記載しており、保存活用への取組に関

する基本的な考え方を示すものである。 
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図４ 関連計画の関係（単年度計画は除く） 

 

（７）関連計画のまとめ 

白老町では、これらの各種計画に基づき、本史跡の保存活用への取組を推進している。白老町

の基本構想を定める「第６次白老町総合計画」では、地域の歴史文化を継承するための保全と活

用を基本事業とし、本計画を基にした取組を推進することとしている。これに関わる教育施策と

しては、「白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱）」により、本史跡の環境整備による多角的

な活用促進を掲げ、「第２次白老町社会教育中期計画」により、町内文化財関連施設を有効に活用

できるように、環境整備事業に着手することとしている。 

   また、保存管理の基本的な考え方を示した「史跡白老仙台藩陣屋跡保存管理計画」を昭和

61(1986)年３月に策定し、第１次環境整備事業などを行いながら、ガイダンス施設である元陣屋

資料館を拠点とした積極的な利活用の取組を促進してきた。 

  令和２(2020)年度のウポポイ開業により、アイヌ民族との共生の歴史に触れることのできる本

史跡への注目度が高まっていることもあり、本計画を策定して地域住民やインバウンドを含めた

多くの来訪者に対して、本史跡の有する本質的価値を確実に伝えることが求められている。  

 

白老町都市計画マスタープラン 

白老町地域防災計画 

第６次白老町総合計画 

白老町教育推進基本計画 

第２次白老町社会教育中期計画 

調整 

連携 

整合 

 

史跡白老仙台藩陣屋跡保存活用計画 

史跡白老仙台藩陣屋跡保存管理計画 

再編 
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第２章 史跡を取り巻く環境                 

 

第１節 白老町の概要 

 

１ 位置 

白老町は北緯 42 度 26 分～42 度 42 分の間、 

東経 141 度５分～141 度 25 分の間に位置し、北 

海道の南西部、胆振総合振興局管内のほぼ中央 

に位置している。 

総面積は 425.64 ㎢を測り、東西方向は 28.0 

㎞、南北方向は 26.4 ㎞に及ぶ。 

東側は別々川を境に苫小牧市と接し、西側は 

フシコベツ川を境に登別市と接する。北側には 

1,000ｍ級の山々が扇状に並び、千歳市や伊達市 

大滝区などと接する。また、南側は全て太平洋 

に面している。                            図５ 白老町の位置（１） 

 

 
     図６ 白老町の位置（２） 

『白老町全図』（北海道地図株式会社販売）を基に作成 
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２ 人口 

昭和 45(1970)年に 20,000 人を超えた人口はその後も増加し続け、同 60(1985)年の国勢調査時には

24,353 人に達した。しかし、平成の中頃から大規模工場の撤退統合や少子高齢化の進行などもあり、

現在の人口は 17,000 人を下回っている。 

表３ 地区別人口推移（単位：人） 

地 区 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

社 台 885 884 861 830 806 805 786 760 

白 老 8,643 8,493 8,325 8,115 7,986 7,831 7,630 7,496 

森 野 1 0 0 0 0 0 0 0 

石 山 1,021 1,034 1,004 994 971 958 941 932 

萩 野 2,701 2,646 2,610 1,974 1,931 2,466 2,394 2,370 

北吉原 2,092 2,035 2,016 1,974 1,931 1,888 1,877 1,822 

竹 浦 2,108 2,082 2,045 2,024 1,997 1,958 1,906 1,860 

虎杖浜 1,671 1,617 1,585 1,571 1,540 1,530 1,489 1,447 

合 計 19,122 18,791 18,446 18,069 17,751 17,436 17,023 16,687 

 

３ 産業 

第１次産業としては黒毛和牛や鶏卵の生産、優秀な競走馬を輩出する畜産業、多種多様な水揚げを

有する漁業、椎茸の生産量が全道でもトップクラスの林業などがある。第２次産業には製紙業や食品

加工業、土石・材木製造業があり、製造品出荷額が北海道内でも上位である。 

第３次産業には、国内トップクラスの水質を誇る俱多楽湖、アイヌ語地名や伝説が残るアヨロ海岸、

夏のカヌーや冬のワカサギ釣りで人気のポロト湖など、四季を通して自然の多彩な姿に触れることが

できる観光業がある。町内には泉質の異なる温泉が湧出しており、モール泉の白老温泉、ポロト温泉、

全道一の湯量を誇る虎杖浜温泉は、そのほとんどが源泉かけ流しである。 

名産や特産品では、黒毛和種が「白老牛」として商標登録され、「虎杖浜たらこ」も地域団体商標と

なっている。また、白老牛・卵・シイタケや、地元食材を用いたアイヌの伝統料理オハウ、「白老バー

ガー＆ベーグル」や「白老シーフードカレー」などもある。 

表４ 産業別割合（単位：％） 

※不詳値を含むため 100％とならない 

 

４ 交通 

海岸沿いに延びる国道 36 号は札幌市と室蘭市を結ぶ幹線道路であり、物流や交通の要である。道道

86 号は内陸方面への移動に欠かせない路線だが、冬期の夜間には凍結のためホロケナシ駐車公園（図

６「白老町の位置（２）」）から先が通行止めとなる。 

昭和 58(1983)年に道央自動車道白老インターチェンジ（以下、「IC」とする。）が完成し、片道約２

時間を要していた札幌市への移動は１時間程度に短縮された。平成 25(2013)年には新千歳空港 IC 

が開設され、空港へのアクセスも 40 分程度に短縮された。 

白老駅には、札幌・室蘭間を結ぶ特急「すずらん」や札幌・函館間を結ぶ特急「北斗」が停車する。 

 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

第１次産業 9.5 8.8 7.3 7.0 7.5 9.5 10.3 

第２次産業 40.9 39.5 38.7 36.2 31.9 28.1 27.3 

第３次産業 49.7 51.8 54.0 56.7 60.6 62.4 61.2 
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第２節 自然的環境 

 

１ 地勢 

白老町の海岸線は延長約 25 ㎞に及び、水量の豊富な大小河川がほぼ南流して並び、その下流域を

中心に市街地が形成されてきた。 沿岸部はおおむね砂浜で、後背湿地が発達している。西部の虎杖浜

地区には、アイヌ語地名のよく残る急崖地帯がある。また、俱多楽火山から北東にかけては、オロフ

レ山、ホロホロ山、白老岳、樽前山といった標高 1,000ｍ前後の山々が連なり、大部分が支笏洞爺国

立公園区域に属している。白老町の総面積（42,564ha）の約８割を森林（33,703ha）が占めており、

そのうち約 67.2％が国有林となっている。 

 

２ 気象 

北海道の中にあっては比較的温暖で、夏季と冬季の寒暖差が小さい。降水量は年間平均約 1,500mm

であるが、夏から初秋にかけては短時間のうちに多量の降雨に見舞われることがある。これは町の北

側の山塊が南面に緩傾斜をもち、低気圧が北海道の南側を通る際に海から吹き込む風が山塊にぶつか

り、雨雲が発達しやすくなるためである。冬季の最深積雪は 40～50cm、年間降雪量も 100～150cm 程

度であるが、南側を低気圧が通過する際にやはり局地的な大雪に見舞われることがある。 

春から夏にかけては西風と南風が多く吹き、秋から冬にかけては北西の風が多くなる。風速は隣接

する自治体と比較して半分以下である。冬季及び４月に数日程度やや風速の強い日があり、６～７月

には海流や梅雨前線の影響を受け、海水を含んだ多量の霧が陸地を覆う。 

表５ 過去５年間の白老町中心部の気象データ 

区  分 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

気 温（℃） 

平 均 8.7 8.0 7.7 8.2 8.1 

最 高 31.3 30.3 31.5 32.4 31.1 

最 低 -12.5 -13.7 -15.7 -17.9 -18.4 

降水量（mm） 
総 量 1,341.0 2,014.5 1,346.5 1,559.5 1,468.5 

一日最大 81.5 164.0 127.5 83.0 109.0 

風 速（ms） 
平 均 2.8 2.8 2.7 2.8 2.7 

一日最大 11.0 17.0 17.9 22.5 15.3 

日照時間(h) 1,839.6 1,818.8 1,886.5 1,718.5 1,909.0 

 

３ 湿原、自然休養林 

「ポロト・ヨコスト湿原群」は、「北海道自然環境保全指針」に基づく「すぐれた自然地域」に指定

され、「北海道湿原保全マスタープラン」にリストアップされている。ポロト湿原は、縄文時代の海進・

海退によって取り残されたポロト湖の周辺に広がる湿地帯で、ポロト湖へ流れ込むウツナイ川周辺は

ポロト自然休養林になっている。ヨコスト湿原は、海岸砂丘の後背湿地が 1663 年の有珠山噴火に伴う

火山灰で封鎖されて生まれたもので、400 種類を超す野草の宝庫であり、渡り鳥を含む多くの鳥類も

生息しており、環境省の「日本の重要湿地」にも選定されている。 

 

４ 地質 

白老町の地質は全般的に比較的若い第四紀層が多い。海岸線に沿って細長く発展する沖積地及び太

平洋へほぼ直角に流入する河川の河成沖積地を除くほとんどが山地や台地に包含され、ほぼ全域が有

珠山の火山灰や礫などの噴出物に覆われている。降灰年次は新しく未風化で、堅固な４～40mm の浮石

や安山岩が堆積している。一部の山岳地帯では第三紀層に属する緑色凝灰岩が見られる。 
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第３節 白老町の文化財 

 

１ 指定文化財 

白老町には国指定２件、町指定７件の文化財が所在する。 

アイヌ古式舞踊は 15 の市町で指定されており、白老では熊送りや寄り鯨の踊り、子守歌や杵つき歌

などが対象となっている。 

 町指定文化財では、社台１遺跡出土の縄文時代晩期の土器と、アヨロ遺跡出土の続縄文時代恵山期

装身具、アイヌ民族の伝統的な刺しゅうを施した木綿衣や生活用具群、白老八幡神社が所有する江戸

時代の絵馬、明治時代に当時の白老村へ移住してきた漁師たちが伝える盆踊りがある。 

また、平成 19(2007)年度から、町に伝わる芸能や技法に精通し、高度に体現できる人物を「伝統文

化継承者」に認定しており、令和２(2020)年度までにアイヌ文化の習熟や継承に勤しんできた 21 名、

生活文化の技能保持者２名の計 23 名を認定している。 

表６ 白老町の指定文化財一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイヌ古式舞踊  アヨロ遺跡出土の装身具等           ルウンペ 

 

 

 

種  別 名   称 指定年 

国 史跡 白老仙台藩陣屋跡 昭和 41 年 

国 重要無形民俗文化財 アイヌ古式舞踊 昭和 59 年 

町 有形文化財 社台１遺跡出土の朱塗り土器 昭和 61 年 

町 有形文化財 アヨロ遺跡出土の装身具等 昭和 61 年 

町 有形民俗文化財 ルウンペ 昭和 61 年 

町 有形民俗文化財 白老八幡神社社宝５点 平成８年 

町 有形民俗文化財 アイヌ生活用具コレクション 平成 12 年 

町 無形民俗文化財 虎杖浜越後盆踊り 平成 12 年 

町 無形民俗文化財 

伝統文化継承者 

 ５名〔芸能〕〔食〕〔工芸〕 

５名〔食〕〔儀礼〕〔生活〕〔工芸〕〔言語〕 

 ４名〔生活〕〔工芸〕 

 ４名〔住〕〔儀礼〕〔生活〕〔工芸〕〔芸能〕 

 ４名〔芸能〕〔工芸〕 

 １名〔生活〕 

 

平成 19 年 

平成 20 年 

平成 23 年 

平成 25 年 

平成 27 年 

平成 29 年 
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２ その他の文化財  

 白老町は海、山、川、湖といった豊かな自然に囲まれており、いくつもの景勝地があることで知ら

れる。また、多様性に富んだ環境が人々の暮らしを支え、特色ある文化を育んできた。指定文化財以

外の風靡な景観や文化的財産から、特に白老町の風土や土地柄に関連が深いと思われるものを、「その

他の文化財」として示す。 

 

（１）有形文化財 

①石碑 

人々の暮らしの痕跡を伝える石碑は、白老町内に 83 基確認されている。生業の傾向を反映

し、魚霊や蓄霊（馬頭観音を含む）を慰める碑が多い傾向にある。 

このほか、明治 14(1881)年に行われた明治天皇の北海道巡行に関する碑が５ヵ所に残る。休

憩所となった記念の駐蹕碑が社台、白老町本町、萩野、虎杖浜にあるほか、宿泊所であった民

家の中庭に行在所碑が建てられている。 

 

（２）無形文化財 

  ①アイヌの伝承 

    白老アイヌの伝承から２例を挙げる。 

「倶多楽湖の雷神」 

白老の古老たちは昔から大事な祭事には必ず登別の奥にいる雷神に酒を捧げていた。 

雷鳴が激しいときは「クッタラウシトから雷神が昇天する音だ」と言って畏まったそう 

である。 

     「ポロト湖の伝説」 

       昔、ポロトの奥にたくさんのアイヌが住んでいた。悪い病気が流行して全滅の危機が 

迫った時、クマの霊魂が迷っていると知った古老がクマ送り儀礼の頭骨を全て持ち寄り、 

湖の西側に祭壇を作って祈りを捧げ、頭骨の上に一本のナナカマドを植えた。ちょうど 

その時、湖面には大鯉が波打つほど集まっており、これによって病気の流行が食い止め 

られたという。 

  ②どさんこ踊り 

    昭和 44(1969)年の「第一回どさんこ祭り」の開催に際して、別所透が作詞した「どさんこ音 

   頭」に盆踊り風の振り付けが加えられた踊りである。この祭りは町制施行 15 周年の記念事業で 

あり、祝賀ムードの中ポロト湖畔を始め、全町規模でパレードが実施された。 

 

（３）記念物 

  ①白老会所跡 

   会所とは、江戸時代に松前藩とアイヌ民族が交易を行っていた施設である。米を生産できな

い松前藩は各地の会所を家臣に運営させ、その収入を給与として与えていた。また、松前藩も

直轄の会所を有し、藩の財政を賄っていた。 

    白老会所は白老川河口付近の東岸に設けられ、現在の社台地区から虎杖浜地区までを経営の

範囲としていた。  

  ②アヨロ海岸 

   「あの世への入口」である「アフンルパロ」、アイヌ民族の英雄神であるオキクルミの尻餅跡
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と言われる「オソロコッ」、カムイが降り立つ特別な場所である「カムイミンタラ」など、アイ

ヌ民族の伝承が豊富に伝えられている。 

多くの遺跡が発見される地域でもあるほか、江戸時代中頃には松前藩直営の商い場が設定さ

れ、明治中頃には新潟県から漁師たちが移住するなど、人々の生活の足跡もまた色濃く残され

ている。 

③倶多楽湖 

   支笏洞爺国立公園特別区域に含まれるカルデラ湖であり、約４万年前の倶多楽火山の噴火に

よって形成された。水質や透明度が全国トップクラスであり、国内では最も真円に近い湖とし

て知られる。 

地下へ浸透した湖水は麓の各所に湧出し、虎杖浜地区には清廉な湧き水をくめる親水公園が

整備されている。 

  ④ヨコスト湿原 

   白老町南東部の沿岸に広がる総面積 33ha 余りの湿地帯であり、国道 36 号の南北に小さな湖

沼群や水路が点在している。湿原の南側では海岸砂丘が形成され、波浪の浸食から湿地帯を保

護している。 

   460 種を超える植生や 64 種の鳥類および 200 種を超える昆虫類が確認され、「北海道自然環

境保全指針」に基づく「すぐれた自然地域」に指定されている。 

  ⑤ポロト湖と自然休養林 

  ポロト湖は白老町の南東部に位置する面積約 33ha ほどの淡水湖である。縄文海進期の潟湖

であり、湖岸や周辺から５ヵ所で同時代の遺跡が発見されている。湖畔は昭和 30(1955)年頃か

ら観光地化が進んだが、ミズバショウの群落や野鳥が飛来する自然環境は健在である。 

町立の民俗資料館や財団法人アイヌ民族博物館を経て、令和２(2020)年に国立民族共生公園

及び国立アイヌ民族博物館が開業した。 

   ポロト休養林は昭和 51(1976)年、395.65ha が林野庁から自然休養林の指定を受けた。クリ、 

ミズナラ、イタヤカエデ、ハンノキ、ヤチダモなどの天然林で構成される。周辺ではキャンプ 

やカヌー、サイクリング、バードウォッチングなど四季折々のレジャーを楽しめる。 

  ⑥萩の里自然公園 

    白老町のほぼ中心に位置する萩野地区に整備された、里山の景観や生態系を維持する自然公 

   園である。150 種以上を数える野草が春から秋にかけて開花するほか、67 種の野鳥や９種の哺 

 乳類、105 科 423 種の昆虫が確認されている。 

    萩野の地名は、明治 14(1881)年の明治天皇の北海道巡幸に際し、現地に咲き誇っていた萩の 

花を賞賛したことに由来する。 

  ⑦温泉 

    昭和 38(1963)年に虎杖浜地区で泉源が発見されて以降、白老町内の各地で温泉が開発されて

きた。現在では 100 近い泉源が確認され、特に虎杖浜地区を中心とするナトリウム塩化物泉と、

ポロト湖周辺のアルカリ性単純温泉である「モール温泉」が知られている。 

 

（４）文化的景観 

①サラブレッド牧場 

明治 20(1887)年、宮城県から入植した片倉主従らが馬の改良と繁殖に努めたことに始まる。 
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 昭和５(1930)年に吉田善助が同地で経営に着手した「吉田牧場」は、新冠の「御料牧場」や岩 

 手の「小岩井牧場」と並び、「日本の三大牧場」として名を馳せた。 

現在も国内外のレースで活躍するサラブレッドの馬産地として知られる。 

②海産物ロード 

  明治中頃に新潟県から移住してきた、漁師たちの子孫が多く居住する地域である。新鮮な魚

介類を販売・提供する海産物屋が軒を連ね、「虎杖浜たらこ」の名で知られるタラコの加工工場

が集中している。 

また、街中を流れるアヨロ川では、秋口にはサケの遡上を間近で見ることができる。 

 

（５）食文化 

①オハウ 

アイヌ民族の伝統的な料理であり、ジャガイモ、ニンジン、ネギ、ギョウジャニンニクなど

の身近な食材を用いた汁物である。シカ肉やサケなどの食材により、「ユクオハウ」や「チェプ

オハウ」と呼ばれる。 

②虎杖浜たらこ 

 虎杖浜地区の前浜で水揚げされたスケソウダラの卵を原料に、同地域で加工した商品が「虎 

杖浜たらこ」である。 

昭和 40(1965)年頃までは品質への評価は低く、スケソウダラは主に寒干ししたボウダラとし 

   て流通していた。しかし、築地市場から訪れた水産荷受会社の社員が商品に注目し、生産の主 

力を担っていた女性陣を築地へ招いて一級品のたらこ加工の様子を見学させた結果、現地では 

徐々にタラコ加工への注力と加工技術の洗練化が進んだ。現在では、トップブランドに成長し 

ている。 

③白老牛 

   畑作や農耕に不向きな土壌である白老町での基幹産業化を図り、昭和 29(1954)年に気象条件

が類似する島根県より黒毛和種 44 頭を導入した。現在は年間で 1,400 頭の出荷頭数を誇る産

業に成長した。 

  白老牛を用いた一般的なメニューにはステーキ、焼肉、ハンバーグのほか、オリジナルのパ

ンズにあわせて調理した「白老バーガー＆ベーグル」がある。 

 

第４節 史跡白老仙台藩陣屋跡周辺の環境 

 

１ 位置とアクセス 

町外からの本史跡へのアクセスは、道央自動車道や国道 36 号、道道 86 号が利用される。道央自動

車道経由では白老 IC が最寄りとなる。国道 36 号は、ウポポイ開業に合わせて令和２(2020)年に白老

町と苫小牧市の区間が片側２車線へと拡幅された。 

JR 白老駅を起点とした場合、本史跡までの移動は徒歩でおよそ

25 分を要する。駅北の白老駅北観光インフォメーションセンター

（ポロトミンタラ）からはレンタサイクルが利用でき、所要時間は

15 分程度である。そのほか、町内巡回バスや予約制のデマンドバ

スが運行している。また、試行中であるが、交流促進バスがウポ

ポイ開業に合わせて運行を開始し、元陣屋資料館にも一日５便が

停車することとなった。 

                    白老町交流促進バス  
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図７－１・２ 史跡白老仙台藩陣屋跡へのアクセスマップ（上図：バス利用、下図：バス利用以外） 

地理院地図ホームページを基に作成       
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２ 自然的環境 

（１）地形 

本史跡は海岸線より 1.5 ㎞ほど内陸の標高 10.6m～11.6m に位置し、東西を標高 80m ほどの舌

状台地に挟まれている。白老元陣屋の大手は舌状台地の先端に合わせるような位置に設けられて

おり、大手より南方は海岸まで平

坦な地形が広がる。図８「白老仙

台藩陣屋跡周辺の地形図（１）」を

見ると、沿岸の平坦地は苫小牧方

面から連続した地形であることが

分かる。 

舌状台地の間を流れるウトカン

ベツ川は、度々その流路を変えて

おり、下流域の氾濫対策として昭

和 57(1982)年に河川改修工事が

実施された結果、現在は本史跡の

東側を縦貫している。 

また、本史跡の西側には第４章

で述べるように、藩士たちが堀割

へ導水したフシコウトカンベツが

流れている。 

 

 

 

図８ 白老仙台藩陣屋跡周辺の地形図（１） 

地理院地図ホームページの『色別標高図』に史跡指定地等を追記して作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 白老仙台藩陣屋跡周辺の地形図（２） 

地理院地図ホームページの『色別標高図』を基に作成（海上部は海上保安庁海洋情報部の資料を基に作成） 
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 図 10－１・２ 白老仙台藩陣屋跡周辺を流れる河川流路の変遷図 

昭和 23(1948)年に米軍が撮影した航空写真（参考資料４）を基に(有)宮塚文化財研究所が図化したものを一部修正 
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（２）植生 

   本史跡はウトカンベツ川の氾濫原に位置するが、史跡指定地には舌状台地や森林区域が含まれ

るため、その植生は多様である。自生する樹木類においては、裸子植物のイチイやヒノキ、単子

葉植物のエゾノミヤコザサ、双子葉植物のヤナギやクルミなどが、草本類では双子葉植物のキク

やキキョウ、単子葉植物ではランやアヤメなどが、しだ植物ではトクサやゼンマイなどが記録さ

れている。 

   昭和 41（1966）年の史跡指定後に植えられた樹木としては、本史跡中心部へはアカエゾマツ、

エゾヤマザクラがあり、史跡の外縁部にタマシンパク、イチイ、標本木として野草園にミズナラ、

カシワ、ハルニレ、ケヤマハンノキ、シナノキ、イタヤカヤデ、クリ、ヤチダモ、エゾヤマザク

ラ、コブシが植栽された。また、内曲輪北西側の堀割の周辺にはミヤギノハギを移植した。しか

し、近年植生調査を実施していないため、樹木類は自生と植栽の分布は整理できていない。 

   このほか史跡指定以前の植栽樹木として、仙台藩士が白老元陣屋造営に際して植えたアカマツ

（藩士植樹の赤松）が１本だけ残っている。 

 

３ 社会的環境 

令和２（2020）年７月 12 日、アイヌ民族の歴史や文化などに関する幅広い理解の促進を図り、未来

に向けてアイヌ文化の継承と新たなアイヌ文化の発展と創造のための拠点となるウポポイが、ポロト

湖畔に開業した。ウポポイは我が国の貴重な文化でありながら、存立の危機にあるアイヌ文化の復興・

発展のための拠点となるナショナルセンターである。アイヌ民族の代表的な資料を集めた国立アイヌ

民族博物館、古式舞踊の公演や多彩なプログラムを体験できる国立民族共生公園、アイヌ民族による

尊厳ある慰霊を実現する慰霊施設からなる。 

本史跡は、内閣官房アイヌ施策推進室が主催したアイヌ政策推進会議により、図 11「ウポポイの

関連区域」のとおり、ポロト湖やポント沼、ヨコスト湿原、ポロト自然休養林などとともに、中核区

域であるウポポイと一体となってアイヌ文化を体験できる関連区域に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 ウポポイの関連区域      

地理院地図ホームページを基に作成        
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ポント沼          ヨコスト湿原         ポロト自然休養林 

 

４ 白老元陣屋の歴史 

（１）白老元陣屋構築に至る時代背景 

安政元(1854)年に開国した幕府は、下田・箱館・長崎を開港して、要求があれば薪水・食糧・

石炭などを提供することを定めた。また、松浦武四郎らによる蝦夷地調査の報告内容や樺太が日

露両国の雑居地となったことを受け、同２(1855)年に箱館付近の土地を上知して箱館奉行を配置

し、蝦夷地全域を管轄下に置くとともに、仙台藩、津軽藩、秋田藩、南部藩（後に会津藩・庄内

藩を追加）に蝦夷地の警衛を命じた。 

白老から国後島・択捉島までの太平洋岸（東蝦夷地）を所管することとなった仙台藩は、６月

に三好監物を筆頭とした調査団を派遣し、警衛の拠点となる元陣屋造営の候補地を探索させた。

幕府が示した候補地は勇払（図９「白老仙台藩陣屋跡周辺の地形図（２）」）であったが、三好ら

は４ヵ月余りの踏査を経て、白老に元陣屋を設けることが上策と進言した。 

№１『白老之圖』は、幕府案を退け白老案を主張する安政２(1855)年秋までに制作されたと思

われる絵図面で、北に山を背負い、東西に丘陵と河川、南に海を臨む地点に「本陣見込」の書き

入れがある。 

このような変更が認められた背景として以下の３点が考えられる。 

   ①勇払は四方が広野で湿地なのに対し、№１『白老之圖』に示された土地は、北に山を背負

い、東西を丘陵に挟まれ、南に川と海のある地形で、堅固な陣屋の造営を期待できる。 

②仙台藩に協力的な野口屋又蔵が請け負う白老場所があり、波も比較的穏やかで資材などの 

搬入に便利である。 

③実際の陣屋造営に約 150 人のアイヌが携わっており、当初から協力が期待できた。 

シャタイ・シラヲイ・シキウ・メップ・アヨロの５つの集落からなる白老場所は、寛文年間（1661 

年～1673 年）以前に開設されており、鮭・鰯粕・昆布が主な交易品であった。蝦夷地各地の場所

と比較して規模は大きくなかったが、『白老場所様子大概書』（参考資料３ツ）によると、会所に

は 252 坪の板壁・萱葺の建物や備蔵など 15 棟の附属施設が軒を並べ、常時 10 人前後の番人が詰

めていた。 

 

（２）白老元陣屋の建設 

安政３(1856)年２月に白老元陣屋の初代御備頭に任命された氏家秀之進は、翌月から野口屋又

蔵の協力を得て樹木の伐採、整地といった普請（土木工事）から着手した。造営にかかる経費は

約 4,000 両とされ、建物の上棟式は同年９月３日に執り行われ、翌４(1857)年６月 18 日には建

物７棟、蔵１棟、御馬屋１棟、門２基の落成を祝っている。 

 

（３）白老元陣屋における警衛 

白老元陣屋での在勤は１年交代で、約 120 名の藩士が常駐し、実戦を意識して催された修羅前

や月に一度の兵学講義など、士風の高揚を図り気力の涵養に努めると同時に、正月３日の御野始、

７月 10 日の塩釜社御祭、８月 15 日の八幡宮神事など、おおむね国元に準じた年中行事が執り行
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われていた。 

安政６(1859)年９月には、白老とともに出張陣屋の置かれた広尾、厚岸、根室の周辺及び国後

島と択捉島が仙台藩領として認められ、民政を司る代官が派遣されたが、凶作続きで困窮した藩

財政の影響を受け、警衛費も切り詰められて藩士の生活は苦しいものとなっていった。 

 

（４）白老元陣屋の解体 

慶応４(1868)年１月、鳥羽伏見の戦に端を発する戊辰戦争が始まり、国元では東北諸藩と奥羽 

越列藩同盟を結成して勤王派の薩長連合勢力に対抗した。しかし、箱館において勤王派の治政が 

始まると関連施設への取締りも強化され、箱館の仙台藩留守居役も監禁状態となった。 

同年７月 18 日、野口屋又蔵の使いが早馬を飛ばして白老へ危急を知らせた時には、在勤の藩 

士たちを標的とした追討軍が船で箱館を進発していた。その知らせを聞いた藩士たちは同日中に 

白老元陣屋の引き払いを決議し、追討軍と相対することなく帰郷した。なお、仙台藩より白老の

代官として赴任していた草刈運太郎は、撤退の一団に加わらず白老に残り、後に自刃している。 

表７ 白老元陣屋関係年表 

年 月日 主 な 出 来 事 

嘉永６ 

（1853）年 

６月 

７月 

・アメリカのペリー、艦船を率いて浦賀入港 

・ロシアのプチャーチン、長崎入港 

安政元 

（1854）年 

３月 31 日 

12 月 21 日 

・日米和親条約締結 

・下田・箱館・長崎を開港 

安政２ 

（1855）年 

２ 月 ７ 日 

 

２月 22 日 

３月 27 日 

６ 月 ４ 日 

10 月 

・日露通好条約締結。択捉・ウルップ両島間を国境に設定 

・幕府、蝦夷地全域を再直轄化 

・箱館港を外国船に開港 

・松前藩に加えて、仙台藩などの東北６藩が蝦夷地警衛を開始 

・三好監物、蝦夷地調査に出立 

・三好監物、白老元陣屋の造営地に白老が適していることを進言 

安政３ 

（1856）年 

２ 月 ８ 日 

３月 

９ 月 ３ 日 

・氏家秀之進ら、蝦夷地戊隊 220 名が仙台出立 

・白老元陣屋の造営開始 

・上棟式挙行 

安政４ 

（1857）年 

６月 18 日 

８月 10 日 

９月 16 日 

・落成式挙行 

・松浦武四郎、白老会所に宿泊して三好監物と交流 

・箱館奉行の堀利熙ら、視察 

安政５ 

（1858）年 
７月 ・米・蘭・露・英・仏の各国と修好通商条約締結 

安政６ 

（1859）年 
９月 27 日 ・白老を始め十勝・厚岸・根室・国後・択捉が仙台藩の所領に 

万延元 

（1860）年 
８月 10 日 ・藩領記念として塩釜・愛宕両神社に氏家秀之進以下 11 名、石燈篭寄進 

元治元 

（1864）年 
６月 15 日 ・箱館に五稜郭が完成。箱館奉行所としての業務開始 

慶応３ 

（1867）年 

10 月 14 日 

12 月９日 

・大政奉還 

・王政復古の大号令 

慶応４ 

（1868）年 

１ 月 ３ 日 

７月 18 日 

８月 15 日 

・鳥羽伏見の戦（戊辰戦争） 

・仙台藩士、白老元陣屋から撤退 

・草刈運太郎、自害 
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第３章 史跡の指定状況                   

 

 第１節 指定に至る経緯 

 

 明治２(1869)年８月から同４(1871)年８月にかけ、白老は一関藩の支配下に置かれた。白老元陣屋

の建物は解体されたが、同 39(1906)年に雑草の陰に倒れていた藩士の墓石が発見された。周辺の住民

などが「青葉会」を結成し、例大祭や藩士供養が挙行されるようになった。 

大正５(1916)年８月には、北海道大学の河野常吉が実

測調査を行い、『北海道史附図「白老の仙臺藩陣屋址」』

として紹介したことによって、白老元陣屋の存在が徐々

に認識されるようになった。 

 昭和３(1928)年、北海道庁が史蹟名勝天然紀念物保存

法第１条第２項に基づき、史跡として仮指定の見込みが

あることを白老村へ伝え、村の意向を照会した。白老村

では肯定的な回答を報告するとともに、名称を「白老仙

台陣屋跡」、所在地を「白老郡白老村大字白老村」、地積

を「国有未開地」、面積を「約 20,200 坪」として、写真  昭和 40 年頃に住民が行った清掃活動の様子 

キャビネ版を送付した。                    

昭和５(1930)年６月 22 日、北海道庁告示第 843 号を

もって史跡としての仮指定を受けた。白老村では実測図

の作成や、周辺土塁及び藩士の墓地などを含んだ地域の

追加指定の意義付けを行い、北海道庁農務部による国有

地の測量も実施された。 

指定に向けた準備は着々と進められていたが、第二次

世界大戦の開戦とその激化のために正式な指定は保留

された。昭和 29(1954)年 11 月に町制を施行した白老町

では国から専門員を招聘し、仮指定時より面積を拡大す

る方針を固めた上で、地権者の同意を得ながら実測調査     昭和 40 年代の塩釜神社例大祭の様子 

を行った。 

昭和 40（1965）年、白老町は改めて総面積を 89,957.4 ㎡とした実測図とともに、指定申請書を提

出し、同 41(1966)年３月３日、史跡に指定された。 

指定後の町内では本史跡の愛護活動が活発化した。「青葉会」は「白老仙台陣屋史跡保存会」へ団体

名を改称し、昭和 43(1968)年には「白老史跡愛護少年団」も結成し、本史跡の学習と清掃活動を行う

ようになった。また、同 45(1970)年には文化庁から「文化財愛護モデル地区」の指定を受けたことを

契機に、町も「文化財愛護モデル地区協議会」を発足させた。町内の数ヵ所に同モデル地区の標識を

建てるとともに、本史跡への理解を深める講座や町内の文化財を巡るツアー、文化財指導者研修会の

開催、資料収集及び広報活動などを展開した。 
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 表８ 史跡指定を巡る主な経緯 

 

第２節 指定の状況 

 

 本史跡は昭和 41(1966)年から計３回に及び、史跡指定及び一部解除を行っている。その概要を下記

に引用する。 

 

１ 当初指定告示 

 

年 経    緯 

明治 39（1906）年 
・周辺の住民、藩士の墓石を発見 

・「青葉会」を結成し、藩士墓地や陣屋の保存活動を開始 

昭和３（1928）年 ・北海道胆振支庁、史跡仮指定に係る意向照会。村が仮指定を受ける旨回答 

昭和５（1930）年 ・北海道庁告示により、史跡に仮指定 

昭和 15（1940）年 ・北海道庁農務部、対象地内国有地の実測調査 

昭和 40（1965）年 ・白老仙台藩陣屋跡に係る史跡指定申請書提出 

昭和 41（1966）年 
・史跡指定 

・「青葉会」が「白老仙台陣屋史跡保存会」に改称 

昭和 43（1968）年 ・「白老史跡愛護少年団」を結成 

昭和 45（1970）年 ・文化庁、「文化財愛護モデル地区」に指定 

○文化財保護委員会告示第七号 

 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第六十九条第一項の規定により、次のとおり指

定する。 

昭和四十一年三月三日             文化財保護委員会委員長 稲田 清助 

種 別 史 跡 

名 称 白老仙台藩陣屋跡 

所在地 北海道白老郡白老町大字白老 

地 域 国有未開地のうち実測六七,七三九.一平方メートル、七〇〇番のうち実測二一一.六平方メ

ートル、七〇六番ノ一のうち実測五六八.六平方メートル、七六九番ノ五のうち実測一二,

九二九.〇平方メートル、七六九番ノ八のうち実測四,四一六.五平方メートル、七六九番ノ

九のうち実測四,〇四九.六平方メートル、七六九番ノ四一のうち実測四三.〇平方メートル 

右地域内に介在する道路敷および水路敷を含む。 

（右図面の通り。） 

指定理由 

１、基 準 特別史跡名勝天然記念物および史跡名勝天然記念物指定基準史跡の部第二（城跡） 

による。 

２、説 明 安政二年四月、仙台藩は東蝦夷地白老から知床岬までの警備を命ぜられ、最初元陣

屋を勇払に置くことになっていたが、翌三年、勇払は地理上不適当であったため、白

老に替えることを許された。 

陣屋は南方海岸に近く、ウトカンベツ川の右岸にある。直径約一二六メートルない

し一〇〇メートルの円形状に地を画して低い土塁をめぐらし、その前方約二五〇メー

トル、海岸方向に向って堅固な虎口を設けている。背部には焔硝庫の跡があり、陣屋

構の外に藩士の墓地がある。また背部小丘上に塩釜神社が祀られている。 

遺構今なお見るべきものがあり、幕末北辺防備の遺跡として価値あるところであ

る。 
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       図 12 昭和 41 年３月３日 官報 

 

表９ 昭和 41 年３月３日史跡指定地番、面積等一覧 

地 番 地 目 面積(㎡) 所有区分 備 考 

字白老 683 －  

67,739.1 国有地 

国有未開地 

684 － 国有未開地 

683、684 地先 － 川堤防敷地 

700 の内 畑 211.6 民有地 墓地 

   706-1 の内 畑 568.6 民有地  

   769-5 の内 山 林 12,929.0 民有地 焔硝蔵跡含 

   769-8 の内 原 野 4,416.5 町有地  

   769-9 の内 牧 場 4,049.6 民有地  

   769-41 の内 用水路 43.0 町有地  

計 89,957.4 ※後の実測面積では 91,573 ㎡ 
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２ 第１次追加指定告示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文部省告示第百三十一号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第六十九条第一項の規定により、史跡白老仙台

藩陣屋跡（昭和四十一年文化財保護委員会告示第七号）に地域を追加して指定し、次の表に掲げる

とおりとする。 

  昭和五十一年七月八日                    文部大臣 永井 道雄 

所在地 北海道白老郡白老町字白老 

地 域 別図のとおり 

別図は省略し、その図面を北海道教育委員会及び白老町教育委員会に備え置いて縦覧に供する。 

（参考図参照） 

追加指定の理由 

 １、基 準 特別史跡名勝天然記念物および史跡名勝天然記念物指定基準史跡二（城跡）による。 

２、説 明 史跡指定地域の精密な実測の結果により、また、指定地域周辺の開発状況にかんが

み、保存上必要な部分を追加指定するものである。 
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図 13 昭和 51 年７月８日 官報  
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表 10 昭和 51 年７月８日史跡追加指定地番、面積等一覧 

地 番 地 目 面積(㎡) 所有区分 地 番 地 目 面積(㎡) 所有区分 

字白老 680- 2 畑 12,183.0 民有地 字白老 703- 1 畑 289.0 民有地 

680- 4 用水路 570.0 民有地 769- 9 牧 場 17,550.0 民有地 

681- 1 原 野 5,294.0 民有地 769-11 原 野 1,884.0 民有地 

681- 2 原 野 345.0 民有地 769-12 原 野 2,298.0 民有地 

   681- 4 原 野 1,651.0 民有地    769-15 原 野 5,138.0 民有地 

   681- 5 公 道 311.0 民有地    769-64 原 野 6,620.0 民有地 

   681- 6 原 野 1,875.0 民有地    769-65 原 野 4,983.3 民有地 

   681- 7 原 野 5,593.0 民有地    769-25 原 野 440.0 民有地 

   681- 8 原 野 651.0 民有地    769-26 原 野 1,391.0 民有地 

   681- 9 原 野 2,932.0 民有地    769-28 原 野 667.0 民有地 

   681-10 原 野 1,452.0 民有地    769-29 悪水路 1,391.0 民有地 

   681-11 原 野 745.0 民有地    769-39 原 野 161.0 民有地 

   681-12 宅 地 891.0 民有地    769-40 用水路 147.0 民有地 

   681-13 公 道 1,000.0 民有地    769-47 畑 1,718.0 民有地 

   681-14 畑 1,800.0 民有地    769-49 雑種地 19,484.0 民有地 

   681-15 公 道 181.0 民有地    769-55 山 林 33,808.0 民有地 

   681-16 公 道 310.0 民有地  769-56 の内 山 林 1,937.0 民有地 

   681-17 公 道 199.0 民有地    769-60 畑 5,169.0 民有地 

   681-18 公 道 958.0 民有地    769-61 宅 地 232.0 民有地 

   681-21 公 道 112.0 民有地    769-82 畑 487.0 民有地 

   681-22 公 道 252.0 民有地    769-83 宅 地 255.0 民有地 

   630- 1 原 野 
29,995.0 民有地 

国有未開地 － 58,713.0 国有地 

632 山 林 河川用地 － 47,458.0 国有地 

   682- 1 畑 1,803.0 民有地   43,371.0 町有地 

 計        326,694.3  
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３ 第２次追加指定及び一部指定解除告示 

 

 

 

 

 

○文部省告示第百三十四号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第六十九条第一項及び第七十一条第一項の規定

により、史跡白老仙台藩陣屋跡（昭和四十一年文化財保護委員会告示第七号及び昭和五十一年文部

省告示第百三十一号）の指定地域について、地域を追加して指定し及び一部地域の指定を解除して、

次に掲げるとおりとする。 

平成七年十一月八日 

                     文部大臣 島村 宣伸 

所在地 北海道白老郡白老町字白老、同白老町陣屋町、同白老町緑丘二丁目、同白老町緑丘三丁

目、同白老町緑丘四丁目、同白老町緑町 

地 番 別図のとおり 

備 考 別図は省略し、その図面を北海道教育委員会及び白老町教育委員会に備え置いて縦覧に

供する。（参考図参照） 

追加指定の理由 

 １、基 準 史跡の部第二（城跡） 

２、説 明 安政三年（一八五六）にその殆どが完成した仙台藩の白老陣屋跡の一部は、昭和四

一年に史跡に指定され、昭和五一年には、指定地域が陣屋の大半をおおうよう追加指

定を行ったが、陣屋の東を固めるため切替開墾されたウトカンベツ川の改修工事が昭

和五七年度に行われ、史跡指定地の東辺部が不明確になった。このため、現状に即し

て史跡指定地を分明する目的で、追加指定及び一部解除を行い、保護の万全を期する

ものである。 
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図 14 平成７年 11 月８日 官報 
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表 11 平成７年 11 月８日史跡追加指定地番、面積等一覧 

地 番 地 目 面積(㎡) 所有区分 地 番 地 目 面積(㎡) 所有区分 

陣屋町 

625-36 西地先 
－ 

1,639.10 国有地 

緑丘 

3-625-51 
原 野 236.00 町有地 

687-1 東地先 － 4-625-36 雑種地 374.29 国有地 

679-1 西地先 － 
11,697.51 国有地 

4-630-24 畑 14.93 町有地 

681-36 東地先 － 4-630-28 畑 3,528.84 町有地 

686-1 原 野 755.54 民有地 4-687-2 雑種地 24.00 国有地 

687-1 原 野 2,003.70 民有地 
字白老 

632-2 
畑 1,490.99 町有地 

686-36 原 野 132.82 民有地 632-4 畑 972.45 町有地 

681-74 道 路 4.65 町有地 632-5 道 路 622.67 町有地 

681-75 道 路 5.83 町有地 679-3 原 野 1,683.98 町有地 

682-4 畑 1.64 町有地 緑町 700-2 畑 480.13 国有地 

686-1 東地先 － 
437.15 国有地 

704-4 畑 11.00 国有地 

687-1 西地先 － 705-2 畑 342.50 国有地 

緑丘 2-625-1 原 野 10.26 町有地 計      27,059.66  

  3-625-22 原 野 589.68 町有地 

 

表 12 平成７年 11 月８日史跡一部指定解除地番、面積等一覧 

地 番 地 目 面積(㎡) 所有区分 

陣屋町 681-19 東地先 － ▲194.29 国有地 
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図 15 現在の史跡指定地 
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図 16 史跡指定地の変遷 



３５ 

 

 

第３節 史跡指定地と土地所有状況 

 

１ 土地所有の現況 

史跡指定地内の地目は、平坦地では雑種地や原野及び畑が多くを占める。舌状台地の範囲には原野

や山林及び牧場が広がるほか、西側舌状台地の一部は保安林に設定されている。 

所有者の割合は、表 13「史跡指定地内の土地所有割合」のとおり、国有地が 30.15％（106,613.25

㎡）、町有地は 53.54％（189,351.60 ㎡）、民有地が 16.31％（57,665.63 ㎡）である。 

また、曲輪内周辺の中核部は史跡指定当初から旧大蔵省の所有地であったため、現在は同地を所管

する北海道財務局管財部と２年更新の管理委託契約を結んでいる。 

表 13 史跡指定地内の土地所有割合 

所有区分 用途目的(管轄管理) 筆数 面積(㎡) 比率(％) 

国 有 地 19 106,613.25 30.15  

財務省（北海道財務局管理） 7 61,989.13 17.53 

国土交通省（白老町管理) 12 44,624.12 12.62 

町 有 地 139 189,351.60 53.54  

河川敷 18 24,077.21 6.81 

道路敷 37 7,417.01 2.09 

教育財産 84 157,857.38 44.64 

民 有 地 28  57,665.63 16.31  

個人・企業 28 57,665.63 16.31 

計 186 353,630.48 100.00  
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図 17 史跡指定地内の所有区分図  



３７ 

 

 

 

 図 18 史跡指定地及び計画対象範囲内の地目図 
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２ 公有化の経緯 

白老町では国庫補助などを受けながら、昭和 45(1970)年から史跡指定地の公有化に取り組んできた。

その実績は、表 14「史跡指定地内公有化の実績」のとおりである。 

表 14 史跡指定地内公有化の実績 

 

３ 管理団体の指定 

文化財保護法第 113 条第１項の規定により、白老町では令和２(2020)年 11 月 20 日付で管理団体指

定の意見具申を文化庁に対して行い、令和●(●)年●月●日付けで指定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 公有化面積（㎡） 国庫補助額（円） 道補助額（円） 町 費（円） 事業費計（円） 

昭和 45年 14,710.00 2,980,000 1,490,000 1,490,000 5,960,000 

昭和 47年 14,300.00 7,000,000 3,500,000 3,506,995 14,006,995 

昭和 48年 9,910.00 12,000,000 1,500,000 1,513,188 15,013,188 

昭和 49年 3,400.00 4,688,000 586,000 668,069 5,942,069 

昭和 50年 11,647.00 16,000,000 2,000,000 2,070,127 20,070,127 

昭和 51年 8,736.58 12,000,000 1,500,000 1,517,906 15,017,906 

昭和 52年 4,927.47 8,000,000 1,000,000 1,135,470 10,135,470 

昭和 53年 27,913.72 16,000,000 2,000,000 2,376,956 20,376,956 

昭和 54年 7,481.04 12,000,000 1,500,000 1,501,487 15,001,487 

昭和 55年 5,832.84 12,000,000 1,500,000 1,500,464 15,000,464 

昭和 56年 2,610.10 7,600,000 － 1,900,680 9,500,680 

昭和 57年 3,309.31 19,958,000 － 5,001,552 24,959,552 

昭和 58年 2,781.74 21,330,000 － 5,333,057 26,663,057 

昭和 59年 1,097.74 3,230,000 － 857,768 4,087,768 

昭和 60年 2,044.46 7,360,000 － 1,840,070 9,200,070 

昭和 61年 4,346.22 55,795,000 6,000,000 7,949,734 69,744,734 

平成７年 8,726.61 19,393,000 － 4,849,099 24,242,099 

平成８年 8,695.65 16,096,000 － 4,024,051 20,120,051 

平成９年 3,903.36 7,181,000 － 1,796,728 8,977,728 

平成 15年 255.23 741,000 － 186,051 927,051 

計 146,629.07 261,441,000 22,576,000 51,033,451 334,947,452 
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第４章 史跡の調査成果                   

 

第１節 絵図面等調査 

 

１ 白老元陣屋の絵図面 

白老元陣屋を描いた絵図面は、表 15「白老元陣屋絵図面一覧」に示した 18 点が確認されている。 

第１次環境整備事業では、専門家の知見を得ながら、№11『白老元陣屋之圖』、№14『白老陣屋長屋・

藏・厩圖』、№18『仙台藩白老陣屋図』を主な典拠資料としていた。 

平成 20(2008)年に発見された№15『仙台藩白老陣屋之図』は、安政４(1857)年９月の箱館奉行によ

る施設見分行事に対する応接作業を可視化したもので、白老元陣屋と周辺の地形だけでなく、箱館御

奉行御覧場并ニ御役人詰所やシラヲイ会所、蝦夷ノ番屋、蝦夷小屋、舩渡の位置なども描かれ、陣屋

完成後の状況を最もよく表している。 

このため、策定委員会の審議を経て、本計画はこの絵図面を基に策定を進めることとした。 

  表 15 白老元陣屋絵図面一覧 

№ 資 料 名 制作年 寸法(cm) 所  蔵 

１ 白老之圖 安政２(1855)年秋まで 79× 81 

仙台藩白老元陣屋資料館 
２ 白老元陣屋下絵 安政２(1855)年秋頃 113×133 

３ 白老御陣屋下図 安政２(1855)年秋頃 71× 39 

４ 白老陣屋図 安政２(1855)年冬 72× 55 

５ 白老陣屋秣場地所繪圖 安政３(1856)年５月頃 77× 51 
宮城県図書館 

６ 白老陣屋地所繪圖 安政３(1856)年５月頃 77× 53 

７ 白老元陣屋地所御引渡之繪圖 安政３(1856)年５月頃 71× 50 

仙台藩白老元陣屋資料館 ８ 白老元陣屋地所の図 安政３(1856)年５月頃 70× 55 

９ 白老元陣屋之図 安政３(1856)年春頃 117×143 

10 シラヲイ元陣屋絵図 安政３(1856)年春頃 132×145 仙台市博物館(㈶斎藤報恩会旧蔵) 

11 白老元陣屋之圖 安政３(1856)年春頃 133×147 宮城県図書館 

12 仙台藩蝦夷地白老御陣屋図 安政３(1856)年春頃 145×119 函館市中央図書館 

13 仙台藩白老御陣屋詳細図 安政３(1856)年春頃 82× 59 函館市中央図書館 

14 白老陣屋長屋・藏・厩圖 安政３(1856)～６(1859)年 全７枚 宮城県図書館 

15 仙台藩白老陣屋之図 安政４(1857)年９月 128× 75 仙台藩白老元陣屋資料館 

16 鹿狩之大略図 安政７(1860)年１月 115× 58 
北海道博物館 

17 仙台藩白老元陣屋之図 安政～慶応  74× 47 

18 仙台藩白老陣屋図 安政～慶応 86× 61 もりおか歴史文化館 
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（１）№１『白老之圖』 

安政２(1855)年秋までの制作と思われる最も初期構想段階の絵図面である。 

西からシキウ山・シラヲイ山・イニワ山（恵庭岳）・タルマイ山を背景に「本陣見込」の地点が

描かれている。その位置がウトカンベツ川左岸（東側）になっている点が現状と異なるが、會所

や蝦夷ヤの位置、箱館からの里程や船懸などの書き込み情報もあり、幕府の“勇払”案を退け、

“白老”案を主張する段階のものと思われる。 
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（２）№２『白老元陣屋下絵』 

三好監物旧蔵資料で、安政２(1855)年 10 月まで蝦夷地の持場見分調査を行い、白老元陣屋の

造営に望ましい警衛機能、配置人員などの検討を進めた初期の設計資料と考えられ、縦横 60 間

の枡目で区切られている。 

幾つもの付箋が付けられたり、筆跡の違う様々な線が重ね描きされたり、土塁の位置や長さ、

門の数など現状と多くの相違点があることから、この絵図面を基に試行錯誤されたことが分かる。 

「御勘定所東土居より新川迄六十五間」、「こしち御門より火薬蔵迠三丁」など、施設や構造物

間の数値の書き入れを特徴とする。 
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（３）№３『白老御陣屋下図』 

安政２(1855)年秋頃に描かれたと思われる最もシンプルな設計図だが、東側のウトカンベツ川

から堀割へ導水する計画ルートが書き込まれ、門や焔硝蔵の配置もほぼ本図のとおりになってい

る。 

仙台藩が築いた出張陣屋が全て方形なのに対し、白老元陣屋は自然地形を最大限に活かす円と

弧を基本とした造りであった。 

 

  


