
　１．津軽藩士による警固　〔１８０７年　文化４年〕　《宗谷公園に津軽藩兵詰合記念碑》

　　当時ロシアが日本に通商を求め、択捉島で狼藉をはたらき（紗那襲撃事件）、さらに樺太

　　当初は８～９月までの予定が、急きょ明年３月まで越冬して警備を続けることとなる。

　　当然冬用の着替えも夜具もなく、寒さと浮腫病のため、多くの藩士が命を落とした。

　や利尻沖でも略奪を続けたため、幕府は徹底抗戦を決め宗谷に津軽藩兵を駐屯させた。

【稚内　歴史巡りツアー】

Ⅰ．江戸時代　【１６０３年～１８６８年　２６５年間】

　稚内は「国境」のまちであり、その歴史は江戸時代に始まり、現代まで連綿と続
くこのまち独自のものである。

　　当時２００人ほどいた藩士のうち、記録に残っているだけで３２名が死亡。

●宗谷公園

・津軽藩兵詰合記念碑

・会津藩士の墓

・大塚良輔子供の墓

●間宮林蔵渡樺の碑

●宗谷岬

・間宮林蔵像

・ラ・ペルーズ記念碑

・旧海軍望楼

●旧海軍大湊通信隊幕別送信所

（通称 赤れんが通信所）
●旧瀬戸邸

●北防波堤ドーム

●九人の乙女の碑
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　　４月１７日、会津藩兵６２２名が宗谷に到着。越冬により疲弊していた津軽藩兵と交代。

　　会津藩兵は総勢１，６３３人で、宗谷以外では２５２人が利尻へ、樺太に７４５人、松前に

　２６６人が駐屯した。

　　会津藩参謀高津秦の「終北録」によると、前年と同様の苦難のため、５０余名が死亡した

　２．会津藩士による警固　〔１８０８年　文化５年〕　《宗谷公園に会津藩士の墓》

津軽藩兵詰合記念碑

　　北方警護にあたった東北諸藩であるが、ここ宗谷の地に津軽藩士を慰霊するものが何も

　ないことを知った津軽の人達が、平成４年（１９９２年）９月に建立したもの。

　　当初は悲惨を極めた派兵も、１８５０年代になると浮腫病対策のため和蘭コーヒー豆が

　配給されたという記録が残っている。

　　この碑は、コーヒーを飲むことが出来ずに亡くなってしまった藩士たちを悼み、その後薬

　としてコーヒーを大切に飲んだであろう先人たちに思いを馳せ、弘前市の有志が中心と

　なって建てられたものである。

　とある。

　　１８０９年以降、幕府は南部藩に東蝦夷地を、津軽藩に西蝦夷地の永久警固を命じた。

　　この警固は１８２１年（文政４年）幕府の蝦夷地直轄廃止まで続いたが、防寒や浮腫病対

　策もとられたため、陣没者の数も次第に減少した。

会津藩士の墓〔宗谷公園〕
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間宮林蔵渡樺の地

　　４月１３日（新暦５月８日）、松田伝十郎と間宮林蔵（まみやりんぞう）は宗谷を出発し、樺

　太へむかう。同日樺太のシラヌシに到着。

　　４月１７日、松田伝十郎は西海岸を、間宮林蔵は東海岸を北へと向かった。

　　６月１９日、松田伝十郎はラッカ岬に到着。対岸のアムール川の河口を認めたが、ラッカ

　から先には一里も進むことが出来ず、ノテトまで引き返した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《宗谷岬に間宮林蔵像》

　３．松田伝十郎と間宮林蔵の樺太踏査　〔１８０８年　文化５年〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《宗谷に間宮林蔵渡樺の碑》

　　文化５年２月１６日北方警備のため宗谷で越冬中の幕吏松田伝十郎（まつだでんじゅう

　　間宮林蔵もオホーツク海を進むことが出来ず、６月２０日ノテトで伝十郎と再会。

　　再び二人でラッカまで行くが、どうしてもその先までは進むことが出来ず、やむなく宗谷に

　戻った。

　４．林蔵再び樺太へ　〔１８０８年～１８０９年　文化５年～６年〕

　ろう）に樺太踏査の命が下る。
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　医師などであった。

　　　　　　　　　　　　　　　《百年記念塔と恵北赤れんが通信所にカッヘルの復元モデル》

　ッヘルが是非とも必要であった。

　　しかし、夏が過ぎようとするころ、カッヘルの製造が間に合わないという事情を知る。

　　箱館で製造されたカッヘルは僅か６個。しかも船便もままならぬ時期の完成であった。

　　さらに鋳物師の技術が未熟なため、出来たカッヘルは１個８６ｋｇもあったという。

　　カッヘルが宗谷に届かないことを知った弥五郎は、部下の大塚良輔の妻が身ごもってい

　大陸から続く半島ではなく、島であることが立証された。

　　さらに林蔵は現地のニヴヒに同行させてもらい、大陸のデレンを目指すことになる。

　　６月２６日、７人のニヴヒと山丹船でノテトを出発し、７月１１日デレンに到着。

　　デレンは中国清朝の役人が、毎年２カ月ほど満州から出張してきて場所を設け、各地から

　集まる様々な民族の貢物、主として沿海州や樺太方面からやってくる長（オサ）から貂（テ

　ることを知り、カッヘルの現地製作を決意する。

　　幸いにも鍛冶を得意とする帰属アイヌの影蔵（かげぞう）と言う格好の人物が見つかった。

　　　　　　　　　　　　　　　《宗谷公園に大塚良輔の息子と娘の墓》

　　樺太から戻った間宮林蔵に、再踏査の命が下される。

　　７月１３日、林蔵は再び樺太に渡り、９月３日トッショカウまで北上したが、食料が尽き寒さ

　　翌１８０９年（文化６年）１月２９日、再び北上し、５月１２日ナニオーに到着。ここで樺太は

　「間宮海峡」として認められ、また林蔵の樺太図は、オランダの医師シーボルトが１８５１年

　に刊行した「日本陸海図帖」に載せられ、間宮海峡の名は世界地図に輝かしい足跡を刻

　むこととなった。

　５．幕末の宗谷と日本初の実用ストーブ　〔１８５４年～１８５７年　安政元年～４年〕

　にも耐えかね、トンナイ（本斗）まで引き返し冬を越した。

　には特別の配慮をもって臨んだ。そのひとつがカッヘル（ストーブ）である。

　　それまで日本にはストーブが無かったため、弥五郎はイギリス船を見学し、写生図を書い

　て鋳物師に製造を命じた。

　　３月末、弥五郎は妻子を伴い宗谷に赴任したが、越冬のためには箱館で作られているカ

　　幕府は１８５４年（安政元年）箱館奉行を置き、再び蝦夷地は幕領となった

　　宗谷に在勤していた幕吏は、下役元締梨本弥五郎（なしもとやごろう）以下、同心、足軽、

　　１８５６年（安政３年）、奉行は妻子同伴して赴任するよう通達を出し、梨本弥五郎も妻と

　二人の子供を連れて宗谷に赴任しなければならなかった。

　　幕府は蝦夷地再直轄にあたり、蝦夷地経営の重要性から幕吏の通年常駐を図り、防寒

　　林蔵はデレンに７日間滞在し、帰途に就いたのは７月１７日。樺太の南端シラヌシに戻った

　のは９月１５日だった。

　　一年半に及ぶ踏査の結果は、１８３０年（天保元年）フランスの地理学者ルクルスによって

　ン）やその他の毛皮を受け取り、その代わりとして錦織（ニシキ）などを与え、交易の監督

　にあたっていた。

　　林蔵はここを「満州仮府」と名付けている。交易のあいだ仮府の策の周囲に様々な民族が

　小屋や天幕を張って仮住まいしていた。多い時で１，０００人、林蔵が行った時も５００～６０

　０人を数えた。
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大塚良輔の息子と娘の墓〔宗谷公園〕

復元されたカッヘル〔赤れんが通信所〕

　った。

　　かくて完成した第１号は、お産を控えた同心大塚良輔の役宅で「蝦夷地実用ストーブ第一

　号」として宗谷の地で赤々と燃えたのである。

　　しかし、ようやく用意したストーブの甲斐も無く、大塚良輔の子どもは残念ながら育たず、

　１８５７年（安政４年）３月２０日に亡くなり、翌年に生まれた長女も宗谷の土となった。

　　影蔵が打ち上げた鉄製カッヘルは、目方も５３ｋｇと軽く、価格も箱館の３分の１で仕上が

　　弥五郎が厚紙で作ったカッヘルの模型を渡すと、影蔵は手際よく焼けた鉄を整え、見事

　鍛鉄製のカッヘルが出来上がった。
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Ⅱ．明治時代　【１８６８年～１９１２年　４４年間】

　１．旧海軍の望楼　〔１９０２年　明治３５年〕　　　《宗谷岬》

　月２７日、海峡を見下ろす宗谷岬の高台に日仏の顕彰記念碑設立実行委員会により船の

　帆をデザインした記念碑が建立された。

　リカ、北アメリカ西海岸を経て、太平洋を横断し、東南アジアに到着。

　　その後日本海を沿海州沿いに北に進み、沿海州と樺太の間を北緯５１度付近まで達した

　が、その先は航行不能で引き返しており、樺太が島であることは確認できていない。

　　帰途は樺太の西海岸沿いを南下し、オホーツク海に出た。

　　宗谷海峡を発見したのはこの時のことである。

　　ラ・ペルーズはフランス南部アルビ出身のフランス海軍の軍人。

　　１７８７年ルイ１６世の命令により、太平洋方面の探検を行った。フランスを出発し、南アメ

　　以来、ヨーロッパではこの海峡をラ・ペルーズ海峡と呼んでいる。

　　ラ・ペルーズがヨーロッパ人として初めて宗谷海峡を通過してから２２０年目の２００７年１０

　６．ラ・ペルーズの探検航海（宗谷海峡の発見）　〔１７８７年　天明７年〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《宗谷岬にラ・ペルーズの記念碑》
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　北方諸島に駐屯した各海軍施設を対所としていたと思われる。

　　１９３１年（昭和６年）からは幕別（現；恵北）に無線中継所の機能を分化させ、北方海域に

　おける電波戦に対処した。

　　そして１９３７年（昭和１２年）には稚内海軍通信隊幕別分遣隊となり、ここを「幕別分遣隊

　１．赤れんが通信所　　〔１９３０年　昭和５年～〕　　　　《稚内市恵北》

　　大湊海軍通信隊は、東京中央電信通信隊系を構成する５陸上通信所（大阪、呉、佐世保、

　舞鶴、大湊）のひとつで、海軍通信系の主要局であった。

　　特に稚内分遣隊は、統制局である大湊通信隊及び稚内分遣隊隷下にあった樺太を含む

　　この建物は、稚内では明治年代の建築物で現存する希少なものであり、１９６８年（昭和４

　３年）１２月に稚内市の有形文化財に指定されている。

Ⅲ．昭和時代　【１９２６年～１９８９年　６３年間】

　、同望楼の海上監視が非常に重要な任務であった。

　庁舎」として終戦まで使用することとなる。

　　ちなみに、真珠湾奇襲のため択捉島単冠港（ヒトカップ港）に集結した連合艦隊に対する

　大本営の「ニイタカヤマノボレ１２０８」の命令電報は、この幕別送信所が中継を担当した

　、と言われている。また、硫黄島玉砕部隊の最終決別電は稚内受信所（当時クサンル）が

　涙をこらえながら受信したと記録されている。

　　戦後、稚内では１９４５年（昭和２０年）１０月２２日、米軍第７７師団の将兵約１００人が駐

　屯を開始し、以後２７年間駐屯が続いた。

　　日露戦争の終結に伴い、この望楼の使命は終わったが、その後も１９２０年（大正９年）

　沿海州で起きた尼港事件では無線通信基地として、また太平洋戦争では対潜水艦監視

　基地として使用された。

　　１９０２年に国境の警備のため旧海軍が建設したもの。

　　当時最強と言われたロシアのバルチック艦隊が宗谷海峡、津軽海峡、東シナ海のどこを

　通過し、ウラジオストクに集結するかを察知することが戦略上極めて重大であったことから

7 / 11 ページ



　師団通信業務隊が幕別送信所跡に駐留した。

　　同時にこの幕別の旧海軍施設を利用して、通信省が同年７月に稚内無線電信局として使

　用を始めるが、１９５１年（昭和３４年）９月には廃局となっている。

　　その後、米軍もまた１９５９年（昭和３４年）７月を期限に幕別からの撤退を始める。

　　１９８３年（昭和５８年）に防衛庁が管理するようになり、１９８６年（昭和６１年）に自衛隊名

　寄普通科連隊通信隊の所属のまま無人管理となっていた。

　　稚内港は北方交通の要衝として防波堤や岸壁など港の整備が急がれていたが、一年を

　通して強風が吹き、波が高いこの地では、建設中の防波堤ケーソンが高波で倒壊するな

　ど思うように工事が進まない状況が続いていた。

　２．北防波堤ドーム　　〔１９３１年　昭和６年～〕　　　　《稚内市開運》

　　大正時代の終わりから、稚内と樺太の間に稚泊（チハク）航路〔稚内～大泊〕、稚斗（チト）

　航路〔稚内～本斗〕が開設されていた。

　　１９４８年（昭和２３年）３月にはＧＨＱの指示により海難情報伝達を取り扱う海岸局として

　落石、小樽、函館とともに稚内が指定され、同年に米軍第１１空挺部隊の一部、第１騎兵

　　２００４年（平成１６年）に稚内市が国より国有財産管理委託を受け、さらに２００６年（平成

　１８年）には稚内市が建物と土地を取得する運びに至った。

　　２００９年（平成２１年）から「稚内市歴史・まち研究会」が管理ボランティアを開始し、施設

　のＣ棟を中心に修復事業を手掛け、さらに施設及び周辺において植樹会を開催するなど、

　地域とともに継続した活動を実施している。

　　そんなとき、稚内築港事務所（当時は北海道庁）に赴任してきたのが、北海道大学を卒業

　してわずか３年目の土谷実（つちやみのる）であった。

　　１９３１年（昭和６年）１月に平尾築港事務所長から、樺太航路を高波から護るための岸壁

　を設計し、４月からの着工に間に合わせるように命じられる。

　　土屋青年は悩みに悩み、母校の教授にも相談するが、なかなか良いアイディアが思い浮

　かばなかった。
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条約（領土不可侵・中立維持を約束した条約）が締結されていたこともあり、紛争はほとんど

なかった。

　ところが１９４５年（昭和２０年）２月に、米・英・ソの首脳により「ヤルタ秘密協定」が結ばれ

たことで、同年４月ソ連は日本に対して条約を一方的に破棄する旨を通告し、対日戦に備え

　ソ連軍による攻撃は、国境を接する街から次第にその範囲を広げ、戦況は悪化する一方

で、日本の樺太兵団は中央国境を突破するソ連軍を側面から支援する部隊が真岡地区に

も上陸するものと判断し、この地区の守りを固めようと努力を続けていた。

　当時真岡郵便局における電話交換業務は、市内・市街ともすべて女性交換職員による「

主導交歓接続方式」であったが、特に戦時下における電話交換業務は国防用また緊急連絡

用として重要な使命を担い、日夜多忙を極めていた。

　この非常事態に、老人、子供、女性、病人等を優先して緊急疎開が開始された。

　そして８月１６日、上田真岡郵便局長は上司から「女子職員は全員引き揚げるよう、そのた

め業務が一時停止してもやむを得ない」との命令を受け、みんなこの知らせを喜んでくれる

だろうと思っていたところ、以外にも職員からは「全員疎開せずにとどまると血書嘆願する用

　３．九人の乙女　　〔１９４５年　昭和２０年〕　　　　《稚内公園》

氷雪の門　〔稚内公園〕

　戦前、樺太の真岡町（現ホルムスク）は、人口２万人ほどの樺太西海岸に位置する平和な

港町であった。

　当時日本領である南樺太は、ソ連領である北樺太とは北緯５０度線をもってきっちりと一線

を画されており、１９４１年（昭和１６年）に太平洋戦争に突入することになったが、「日ソ中立

て満州や樺太、朝鮮の国境地区に兵力を集結した。

　１９４５年（昭和２０年）８月９日の朝、樺太国境警察がソ連軍の不意の攻撃を受け、４０年

間にわたる国境の静寂が破られた。

　　そんなとき、以前見たギリシア神殿の写真からヒントを得て、現在の美しいアーチ形のドー

　ムを思いついたと言われている。

　　防波堤ドームは高さ１４メートル、長さ４２７メートル、７０本の柱により構成されている。

　　１９３１年（昭和６年）から５年の歳月をかけて建設され、５０年後の１９８１年（昭和５６年）

　に全面改修され、現在に至っている。
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　真岡郵便局では早朝５時半過ぎ、真岡の北約８ｋｍの幌泊から「ソ連の軍艦が方向を変え、

真岡に向かった」との連絡を受けた高石ミキ電話主事補が、仮眠中の宿直者全員を交換台

に着席させ、関係方面への緊急連絡を行うとともに上田局長にこの旨、電話で報告を行った。

　真岡郵便局は場所的にも戦渦に巻き込まれる位置にあり、交換室にも弾丸が飛び込むな

ど、極めて短時間のうちに危機は身近に迫っていた。

　しかし、緊急を告げる電話回線を守り、避難する町民のため、またこれらの状況を各地に

連絡するため、最後まで職務を遂行したのであった。

　同じ樺太にあった泊居郵便局長は、当日の状況をこう話している。「午前６時３０分頃、渡辺

照さんが、『今みんなで自決します』と知らせてきたので、『死んではいけない。絶対毒を飲ん

ではいけない。生きるんだ』と繰り返し説いたが及ばなかった。

　ひときわ激しい銃砲の中で、やっと『高石さんはもう死んでしまいました。交換台にも弾丸が

飛んできた。もうどうにもなりません。局長さん、みなさん・・・、さようなら。長くお世話になりま

した。おたっしゃで・・・、さようなら』という渡辺さんの声が聞き取れた。自分と居合わせた交換

手たちは声をあげて泣いた。誰かが渡辺さんの名を呼んだが、二度と応答は無かった。」と

語っている。

　殉職した９名の交換手たちは、いずれも１０代の後半から２０代前半の若い女性たちであっ

た。通信確保の任務を果たし、最後の言葉を残して乙女たちは若き青春に決別して逝ったの

である。

　彼女たちの壮絶な最期は、詩になり、小説になり、映画にもなって「９人の乙女」の悲しい物

語として広く知られ、１９６３年（昭和３８年）には稚内公園に彼女たちの霊を慰め、その功績

を永久に讃えるために『九人の乙女の碑』が建立された。

意をしている」と告げられた。

　上田局長は、ソ連軍の進駐後起こるであろう悲惨な状況を話し説得したが、応じてもらえな

かったと言う。

　おそらく彼女らは、交換業務の重要性を認識し、その責任感・使命感をけなげなほど感じて

いたからこそ、このような覚悟をしたものであろう。

　迎えた８月２０日の朝６時ころ、霧の中をソ連船団は真岡港に接近しつつあった。

　そして船団は湾の中央に進み、それぞれの部隊を上陸させ、船団が反転退避するとこれを

擁護するため、上陸部隊の火器が一斉に火を吹き、たちまちにして真岡市街は戦火に包ま

れた。
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　４．旧瀬戸邸　　〔１９５２年　昭和２７年～〕　　　　《稚内市中央》

　　昭和２７年に建設された民間住宅。

　　現在は稚内市が所有しているが、もともとの持ち主は瀬戸常蔵（せとつねぞう）氏であり、

　稚内の底曳漁業の親方であった。

　　昭和２０～４０年代は、稚内の底曳漁業の全盛期であり、瀬戸常蔵氏は稚内経済の牽引

　役として大きな役割を果たした。

　　稚内商工会議所の会頭をはじめ、日ソ漁業交渉日本政府代表顧問を務めるなど、水産

　　昭和３９年には相撲の「稚内場所」を開催し、当時の横綱大鵬をこの邸宅に呼んで接待

　したと言われている。当時、栄華を極めた底曳漁業を象徴する建物である。

　　平成２５年６月に国の登録有形文化財に登録された。

　

　

　

　

　のまち稚内の中心人物であった。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　参考文献　　稚内市　１９６８　『稚内市史』

　　　　　　　　　稚内市　１９９９　『稚内市史　第二巻』

　　　　　　　　　稚内市教育委員会　２００４　『稚内市の歴史的建造物』

　　　　　　　　　宗谷防人物語実行委員会　２０１５　『宗谷防人物語　報告書Ⅰ』

　　　　　　　　　樺太太戦史
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