
1 

 

アンケート結果 

 

１． 調査概要 

 

（１）調査目的 

札幌市では現在、市内の歴史的な文化財を保存し、観光や教育などの分野でも活用しなが

ら、魅力あるまちづくりを目指す「札幌市歴史文化基本構想」の策定に取組んでいます。 

そこで、札幌市内の文化財を広く把握するため、自分が住む地域のお宝＝「大切なもの」

や「失いたくないもの」、「なくなっては寂しいもの」をＷＥＢアンケート及び広報さっぽ

ろＨＰにて募集しました。 

 

（２）調査方法 

① 調査名  札幌市の歴史文化に関するアンケート調査 

② 調査地域 札幌市内全域 

③ 調査対象 18歳以上の札幌市民(男女問わず) 

④ 回収数   555件（ＷＥＢ500件、ＦＡＸ・メール55件） 

⑤ 抽出方法 ＷＥＢモニター（楽天リサーチ登録者：約45,000人） 

       広報さっぽろや札幌市ＨＰでの告知、各まちづくりセンター等への設置 

⑥ 調査方法 ＷＥＢ送配布・ＦＡＸ・メール回収 

⑦ 調査期間 ＷＥＢアンケート： 平成30年８月１日（水）～平成30年８月２日（木） 

広報さっぽろＨＰ： 平成30年８月日（火）～平成30年９月２８日（金） 
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２． アンケート結果 

（１）回答者属性 

１）性別 

性別では男性が58.0％と女性（42.0％）よりやや多

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

２）年齢別 

年齢別では「40代」が30.3％と最も多く、次いで「50

代」が27.2％となっており、『40代以上』が８割を占め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

３）居住区別 

居住区別ではＷＥＢアンケートにて10区同数取得して

いるので、概ね同数となっている。 
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選択項目 人数 割合
中央区 54人 9.7％
北区 70人 12.6％
東区 56人 10.1％
白石区 52人 9.4％
厚別区 53人 9.5％
豊平区 50人 9.0％
清田区 50人 9.0％
南区 63人 11.4％
西区 53人 9.5％
手稲区 54人 9.7％

合計 555人 100.0％

選択項目 人数 割合
10代 1人 0.2％
20代 16人 2.9％
30代 94人 16.9％
40代 168人 30.3％
50代 151人 27.2％
60代 109人 19.6％
70代 13人 2.3％
80歳以上 3人 0.5％

合計 555人 100.0％

選択項目 人数 割合
男性 322人 58.0％
女性 233人 42.0％

合計 555人 100.0％
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（２）札幌の歴史文化を物語る上でイメージする代表的なもの 

札幌の歴史文化を物語る上でイメージする

代表的なものは、「札幌農学校」が48.8％と

最も多く、次いで「屯田兵」（44.7％）、

「開拓使」（44.5％）などとなっている。 

また、「その他」の内容としては、「大友

堀」４件、「札幌村」３件、「すすきの」２

件、「神社・鉄道」などがあった。 
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（Ｎ＝５５５）

選択項目 意見数 割合
札幌農学校 271人 48.8％
屯田兵 248人 44.7％
開拓使 247人 44.5％
アイヌ文化 164人 29.5％
オリンピック 147人 26.5％
豊平川 142人 25.6％
雪 129人 23.2％
ビール 128人 23.1％
定山渓温泉 118人 21.3％
路面電車 104人 18.7％
札幌軟石 95人 17.1％
円山・藻岩原始林 80人 14.4％
玉ねぎ栽培 59人 10.6％
定山渓鉄道 57人 10.3％
レンガ 51人 9.2％
創成川 44人 7.9％
和洋折衷建物 20人 3.6％
りんご栽培 20人 3.6％
産業・農業 19人 3.4％
水 16人 2.9％
お雇い外国人 15人 2.7％
遺跡 9人 1.6％
その他 19人 3.4％
特にイメージするものはない 19人 3.4％

合計 555人 100.0％
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（３）自分の身近な地域のお宝について【自由記述】 

札幌市の歴史文化アンケートについて、自分の身近な地域のお宝（「大切なもの」や「失いたく

ないもの」）について記載された内容をお宝が存在する区別に表にまとめた。 

自由記載欄の記入状況は以下の通りとなっている。 

記入者数 497人（男性 285人、女性 212人）記入率 89.5％ 

なお、1人 3つまでお宝を記載できる為、記入者数より意見数は 789件と多くなっている。 

 

１）中央区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

時計台 21 
札幌のシンボル／人口 200万に迫る札幌市の開拓時代

の風景を伝えるものだから。 

大通公園 20 

札幌を代表する公園、四季折々の取り組みが素晴らし

い／町なかにあんな巨大な公園のある町はなかなかな

い。いろんなイベントが行われ、これがないと札幌で

はない。 

藻岩山 17 

大都市札幌にあって間近に自然を感じられる。夜景は

世界に誇れる／手軽に行けて、札幌を見渡せる定番ス

ポットだから。 

テレビ塔             15 市の中心にある象徴的な建物／札幌のシンボルなので 

北海道庁旧本庁舎 9 北海道開拓以来の宝物だから／明治時代の建物 

北海道神宮 6 

荘厳な雰囲気と樹齢何百年のご神木や数多くの樹木が

生え揃う特別な地域だと思うから／歴史ある建物 自

然豊かな敷地／花見の名所 

さっぽろ雪まつり 6 

冬の札幌を代表するイベント。近代札幌の歴史を引っ

張ってきたと言ってもいい。／冬のお祭りとして観光

客や市民に楽しんでもらうためにも残していきたい。 

円山公園 5 
緑豊かな自然と様々な生き物／自然が豊かで季節を通

して楽しめる。 

北海道神宮祭 4 

北海道の夏の始まりを告げる祭りに山車は花を添えて

います。現在は 9基の山車が残っています。山車飾り

と舞台で演じられる踊りや囃子に、山車を曳く氏子達

の心意気を感じ、「札幌っ子」として誇るものであると

思います。 

北海道大学 北大植物園 4 
他には例を見ない中心地にある巨大なキャンパス、そ

の中にある自然のんびりした雰囲気 

中島公園 4 

すすきのの近くとは思えない、こんな巨大で素晴らし

い公園はなかなかない。大通公園より静かで車の音も

聞こえず最高。 

大倉山ジャンプ台 4 札幌オリンピックのメモリアル施設。 

狸小路 3 
雪や雨などから守られて飲食店やショッピングが揃っ

てる 

すすきの 3 
東京以北最大の歓楽街であり、女性一人でも安心して

歩けるところ。 

札幌市資料館 2 建物自体、立地環境が素晴らしい。 

大通ビアガーデン 2 夏の風物詩 
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【中央区の続き】 

豊平館 2 歴史的建物 

創成川 2 大友堀としの歴史があるので 

碑・銅像など 3 島義勇銅像／高見沢権之丞の墓／山鼻公園の柏 

その他建造物 11 
永山邸／キタラ／知事公館／円山動物園／ビンテージ&

ギャラリー ペコラネラ等 

その他の自然 6 
円山の風景／幌見峠ラベンダー畑 

北海道神宮宮の森あたりの自然／円山原始林等 

その他のお祭り 4 
よさこいソーラン／行啓通りの夏の仮装祭り／ 

七夕祭り 

その他の公園 2 旭山公園／山鼻公園 

その他 7 仲間／町内会等 

 

２）北区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

ＪＲ篠路駅前 石造・ 

レンガ倉庫群 
12 

篠路の歴史を伝える札幌軟石造りの建物／３棟が軟石

倉庫で昭和 20～30年に建ち、篠路地域の玉ねぎ集荷・

出荷に利用。篠路の農業発展に寄与した。 

北海道大学 8 

開拓使の知恵もあったが北海道を代表する大学／主要

駅から徒歩で接する事が出来る植物園や校内の原始林

群域は一旦開発してしまうと取り戻すことができない

貴重な存在。 

篠路獅子舞・歌舞伎 5 
地域ぐるみで取り組んでおり、伝統もある。世代間交

流にもなるため、継続性が重要だと思う。 

ポプラ並木 5 

北大・創成川通り・前田森林公園のポプラ並木や屯田

防風林自然と共存する開拓者の努力が見えます。現在

も美しい景観となっていて、いつまでも残したい風景

です。 

屯田兵関係（像・建物） 5 開拓使時代の歴史的建物 

安春川 3 
人工河川であるが、野鳥や魚も生息し、子供達を含む

近隣住民の憩いの場となっている。 

五の戸の森 3 

北区内で唯一、森といえる。又、農家の庭という事で

北海道でも珍しい樹木などもある。近年、アオサギの

営巣地としても人々に知られている。 

百合が原公園 2 緑と花､四季折々の変化を楽しめる 

新琴似神社 2 屯田兵の入居地 

松の木 2 札沼線の移り変わりを見てきた松の木です。 

その他建造物 7 篠路神社／竜雲寺／北２４条駅／酒のたなか等 

その他の公園 4 さくら公園／近所の公園等 

その他の史跡 3 札幌飛行場跡／札幌で初期に入植されたこと。 

その他篠路の伝統文化 2 藍染めの伝統、滝本五郎／篠路の伝統文化が継承され

ていること 

その他の自然 1 イチョウ並木 

その他 6 家族／遺品等 
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３）東区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

モエレ沼公園 6 
広く市民の健康増進に貢献する。入場料無料ですばら

しい施設／自然と憩いの公園。 

サッポロビール園・工場・

博物館 
5 

旧ビール工場跡地に作られたビール園。レンガ造りの

建屋をそのまま使っています。／開拓時代の歴史を感

じる。／ 

玉ねぎ（札幌黄） 4 
札幌黄があるから。／東区内でよく使ったメニューを

見かけるから／キャラクターにもなっている。 

烈々布神社 3 いつもお参りして身近な神社だから。 

烈々布公園イベント 2 少子化はどこへ？と思うほど子供たちが沢山集まる。 

その他建造物 9 丘珠空港／丘珠神社／苗穂駅／北海道鉄道技術館等 

その他の公園 6 
さとらんど／元町公園／日の丸公園／緑地公園／近所

の公園 

その他文化財 2 元町の郷土かるた／各種農業機械 

その他のお祭り 1 
光星学園の学校祭関連企画①行灯行列②校庭からの花

火打ち上げ 

その他 10 家族／友達 

 

 

４）白石区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

白石こころーど 

（サイクリングロード） 
4 

身近に自然が感じられ四季折々の季節を肌で感じなが

ら散歩が出来る。／北広島まで続くサイクリングロー

ド 

白石神社 4 
北海道で 2番目に大きな神社／古くからあり、地域に

根付いている。 

本郷通商店街 3 
だいぶ廃れてきているようですが、昔ながらのお店が

並んでいる。／地元では有名な商店街 

桜並木 2 毎年春に桜が咲いた景色がとても美しい。 

川下公園 2 
白石区民の憩いの場だから。／広くて夏は子ども達が

水遊びできるから。 

その他の景観 3 
南郷通りの「アカシアの街路樹」／環状線の「ローズ

アベニューとりんご並木」 

その他の公園 3 桜の杜／つどい公園／児童公園 

その他建造物 3 ノーモア・ヒバクシャ会館／ドッグラン 

その他のお祭り 3 河川敷盆踊り／万蔵祭 

碑・石像など 2 宮城県白石からの入植記念碑／万蔵の像等 

その他 6 煉瓦工場跡／円形歩道橋／白石神社の池 
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５）厚別区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

百年記念塔 16 

老朽化で問題も多いが、街のシンボルなので宝です。

／厚別区ですが、開道 100年を記念して作られたモニ

ュメントです。残念ながら老朽化が進み取り壊しが決

まっています。／遠くからでも見えて、見えると地元

に帰ってきた気がする。 

開拓の村 9 

昔の建物が移築され、タイムスリップしたような体験

が出来る。／昔の歴史的な建物が多く、歴史を感じる

ことができるため後世に伝えるためにもぜひ長く存続

してもらいたい。 

厚別競技場 3 コンサドーレ札幌の聖地だから。 

信濃神社 2 
歴史のある神社で、春になると桜が見事に咲き誇るい

気に入りのスポットだから。 

厚別川 2 川沿いが散歩コースだから。 

原始林ハイキングコース 2 歩くコースの整備 

厚別神社 2 地域で歴史的建造物 

その他建造物   4 
雪印種苗園芸センター／家／ショッピングモール（サ

ンピアザ他）等 

その他の自然 3 桜／大谷地東小のさくら／向のワラビ採れる場所 

その他の公園 2 たこ公園／熊の沢公園 

その他 8 
陽だまりロード／種牡牛銅像／時計／クリスマスツリ

ー／家族等 
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６）豊平区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

札幌ドーム        10 

清田区に隣接しており、色々なアーティストが来るか

ら／野球もサッカーも屋内で楽しめる北海道の気候に

よくあったスタジアム／日本ハムファイターズが移転

した後、どんだけの負債を抱えて行かなければならな

いのか観察し甲斐のある負のお宝。 

八紘学園 3 

ポプラ並木とジンギスカン園に向かっての道が北海道

そのもの。牛舎があったり、初夏には菖蒲園が開かれ

る。 

天神山 3 

アイヌ民族の砦だった場所がある／小高い山ですが札

幌都心部が一望できる／緑が多く、散歩やジョギング

コースとして地元民にひたしまれている。 

羊ケ丘展望台 2 景色の良い自然な環境 

りんご並木 2 昔からあるから 

羊ケ丘公園 2 広大風景、札幌ドームとマッチ／クラーク博士の像 

花火大会 2 夏の風物詩 

月寒公園 2 
子どもや大人が自由にテントを張って遊べたり散歩す

ることが出来る公園だから。 

オーム模型店 2 
老舗の模型店。小中学校の頃、よくガンプラやラジコ

ンや戦車や航空機の模型でお世話になったな・・・ 

その他のお祭り 5 豊平神社のお祭り／盆踊り／かつら公園の町内運動会 

その他の公園 3 水源地公園／近所の公園 

その他建造物   3 農業試験場／ギャラリー犬養 

その他の自然 2 西岡丘陵／我が家から見える藻岩山の景観 

その他 9 
平岸商店街・西岡商店街／月寒あんぱん／住みやすい

環境／あんぱん道路等 

 

７）清田区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

平岡梅林公園        8 

自然の中に広がる梅林がとてもきれい／梅林や湿地沼

など、都会にあって自然が味わえる。／札幌で一番の

梅園がある。 

三里塚神社 2 
開拓の歴史を感じさせられる。／住宅地になる はるか

前から存在している。 

平岡樹芸センター 2 

春には桜や梅などが咲き秋には紅葉が素晴らしい。庭

園風に手入れされた植木もあり藤棚もある。誰でも無

料で入場できる憩いの場所です。 

その他の公園 4 たかくら公園／近所の公園等 

その他のお祭り 3 清田区民祭り／町内盆踊り等 

その他建造物   3 清田神社／幼稚園／パークゴルフ場 

その他の自然 1 清田区旧道沿いの桜並木 

その他 8 地域の信頼／大学時代の修了書／騒音が少ない等 
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８）南区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

真駒内公園 8 

オリンピック施設を含め南区のシンボルだから／自然

もいいし、春には桜がきれいだし四季折々楽しめる自

然がある／広く、自然が多いので、地域住民の憩いの

場となっている。 

ボザール橋 8 

当地発展の以前、地域住民の熱望により架かった吊橋

である。また今では芸術の森、美術館と関口美術館の

連携、及び自然豊かな真駒内川との風景に溶け込み、

貴重な地域住民の財産であり、是非、後世に残した

い。 

定山渓温泉 6 
道内有数の温泉地／温泉以外にも四季折々の美しさが

有る／札幌の奥座敷。もう少し繁栄してほしい。 

真駒内セキスイハイム 

アイスアリーナ        
5 

札幌オリンピックのメイン会場だから／古い建物だ

が、色々あって人のコンサートやスポーツなど、使わ

れてきた歴史がある 

真駒内花火大会 2 札幌の花火大会の中では１番規模が大きい。 

石山軟石関係 2 
石切場など身近にあり、古くからそれを利用した建物

等が多い。 

天然水・湧き水 2 
美味しい湧き水がずっと出ていて、あまり知られてい

ないのが不思議 

中ノ沢神社 2 とてもレトロなかわいい神社 

その他建造物   9 
エドウィン・ダン記念館／近所の神社、寺院など／五

重の塔／芸術の森美術館等 

その他の自然 7 
みどり多き南区／あしりべつの滝／石山陸橋からの眺

望／欅の木等 

その他のお祭り 3 地域の盆踊り／運動会／お祭り 

その他の公園 3 石山公園／近所の公園／札幌芸術の森（公園） 

その他 8 
商店街／地域のコミュニティー、町内会など／地域の

安全性 
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９）西区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

琴似屯田兵屋       6 

屯田兵の歴史に関する、貴重な建物／北海道の数少な

い歴史的建造物／西区地区は屯田兵が入植した土地

で、当時の入植数が地名にもなっています。（八軒や二

十四軒等）又当時の屯田兵屋も国の史跡として残って

おり、原野から開墾し困難に立ち向かい、現在の都市

への変遷は忘れていけない地域の歴史です。 

農試公園 4 
旧国立農業試験場の跡地を活用した公園／広い、桜が

きれい、散歩や花見に最適 

地名 4 
この地に初め二十四軒の家があったという地名の由来

／初めは家八軒から始まったんだよね。 

琴似神社 2 歴史がある神社なので／地域に根付いている。 

白い恋人パーク 2 
海外の方達もよく観光に来ている。自分の住んでいる

町に有る事が誇らしいです。 

西野神社 2 100年以上続く由緒ある神社 

琴似発寒川 2 

自然に溢れており、単にコンクリートで護岸工事をす

るのではなく、子供が自然と触れる機会を作る場所に

してもらいたい。 

レトロスペース坂会館 2 

私設の博物館の中でかなりな所蔵品が所狭しと、それ

でかつ、愛情込められたメンテナンスで美しく、切な

く、懐かしく展示されています。これだけの私設博物

館はほかにないといわれていて、ここがなくなると昭

和の時代の懐かしいものがたくさん失われてしまいま

す。 

その他建造物   5 共栄市場／駅／ちえりあ／イトーヨーカ堂等 

その他の自然 3 三角山／樹齢数十年の大木／ホタル 

その他の公園   3 五天山公園／西野緑道／宮丘公園 

その他のお祭り 2 お祭り／八軒音頭 

その他 6 西区役所にある石碑／家系図、昔の写真等 
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10）手稲区 

名称 件数 お宝だと思う理由 

手稲山  9 

札幌五輪の聖地／特異な形成過程と容姿／誰もが知っ

ている山、冬のスキー場から夏の登山まで一年中、し

みんが利用出来る山 

山口運河  5 
歴史がある／毎年お祭りをしていること。運河の名残

が残っていること。 

ていぬくん  3 

手稲区のキャラクターでけっこう活動している。子供

からの人気もある。駅前に生えた木で出来た像があ

る。 

手稲鉱山  3 
同様北海道の数少ない歴史的建造物であり、北海道の

栄華が分かる。 

前田森林公園 2 都市部にある広大な自然林 

その他建造物   5 手稲神社／星置神社／手稲駅等 

その他の自然 4 ほしみ緑地／星置の滝／星置緑地等 

その他の史跡 3 手稲式土器（Ｎ１遺跡）／防空壕跡（現存せず） 

その他の公園   2 水芭蕉公園／西公園 

その他のお祭り 2 ていね夏あかり／ラジオ体操 

その他 9 家族／子ども／友だち等 

 

11）全域 

名称 件数 お宝だと思う理由 

自然 51 

広大で、大地のエネルギーを感じる。／都市部なの

に、とても緑に囲まれる環境です。／都会に近いの

に、自然が豊富で、動物もたくさん見ることが出来

る。／何物にも代えられない北海道の宝物 

札幌軟石 9 
歴史の浅い北海道で、数少ない歴史を感じられるから

／歴史的建造物などにも使われた 

食文化 7 

北海道のものは何でも美味い！！野菜も乳製品も肉も

米も／ラーメン、スープカレー、海鮮料理、野菜、北

海道米など、北海道･札幌の食べ物は新鮮で美味しい。 

お祭り・イベント 7 
子供盆踊りは北海道オリジナル、北海島唄もオリジナ

ルだから／不特定多数の人達で賑わうイベント 

風景 6 

きちんと計画されて作られた街。積雪を考えた道路幅

とあわせて他の地域にはない「札幌の街並み」でしょ

う。 

動物 6 
都会では出会えない動物がいる／絶滅危惧種／人間と

の共存 

歴史ある建造物 6 
歴史のある建造物／大正、昭和初期に建てられた一般

住宅を含む建築物 

札幌市営地下鉄 5 
国内唯一のタイヤで走る電車／積雪寒冷地である札幌

市の重要な交通基盤であるため 

桜 5 時期がきたらきれいだから 

豊平川 5 
花火大会が開催されたりサイクリングロードがあった

り市民の憩いの場／ 
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【全域の続き】 

ジンギスカン  5 

飲食店だけではなく、自宅でも身近で食事ができる鍋

料理なので／健康的で栄養満点、集まりがあると野外

でジンギスカンはおいしい。／札幌といえば、という

より北海道といえばですが、ジンギスカン！みんなジ

ンギスカン大好き！昔はどこの家にもあのジンギスカ

ン鍋が絶対にあった。ラム肉最高！ 

幌市電 5 

馬車鉄道の時代から走っている貴重なものである。／

路面電車は風情があって良い。さらに路線を拡張して

存続してほしい。 

北海道弁 5 

世代交代の中で、方言が消えて標準化しているのが残

念。札幌のというものはないのかもしれないが、市と

しても意識して記録したり、パンフや資料に反映させ

てほしい。／親しみやすい会話や言葉遣い 

開拓使関連 5 多くの記録が残っているので 

野幌森林公園 4 
自然豊かな公園で野鳥などたくさんの生き物や植物が

いろいろ咲いている。 

雪関連 4 

百万都市としては世界有数の豪雪地帯であり、雪とう

まく付き合いながら生活している。 

雪の恩恵で水に困ることなく生活できる。 

ＪＲ・バス 4 
利用することはほとんどありませんが、地下鉄同様あ

ると便利だから。 

アイヌ文化 3 

他にはない独特の文化があるから。／札幌市民はアイ

ヌ民族が、どこか山奥や日高にしかなかったような印

象を持ちがち。札幌の近世のコタン跡に表示すると

か、再現まではいかなくても公園のような場所にする

とか工夫がほしい。 

アイヌ語由来の地名 3 北海道の地名では切り離せない。 

海産物 3 

北海道は食べ物が美味しいことで有名だが、特に海産

物の新鮮さ美味しさは格別だと思うし自慢だし道外の

人たちにも味わって欲しいと思う。 

スイーツ・お菓子 3 
スイーツ通りが有名で  あちこちに 特徴のある美味し

い スイーツのお店があり 話題になっている。 

戦争の記録 3 

藻岩犠牲者の碑など、戦前、戦中の強制連行の記録を

公式に残してほしい。／空襲の跡（丘珠、苗穂、手

稲） 

四季・気候   2 四季がハッキリしている。 

コンサドーレ札幌 2 
北海道で初めてのプロスポーツチーム。市民、道民が

支える市民クラブ。 

北海道日本ハムファイター

ズ 
2 

身近でプロ野球を生観戦したり、イベントに参加して

選手と交流ができるので 

ラーメン 2 
ラーメン店がたくさんあり、食文化として定着してい

るから／美味しい行列が出来るラーメン屋が多い 

車での移動のしやすさ 2 インターが近い。 

神社・寺社 2 地域の歴史を表しているから 

その他 17 札幌市そのもの／記念切手／絵本／地域の記念碑 

 


