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第５章　競演・わが区の自慢

南区

中央区

西区

手稲区

北区

東区

白石区

厚別区

清田区

豊平区
人口：230,155人

人口：211,195人

人口：140,514人

人口：281,632人

人口：258,782人

人口：208,366人

人口人口人口：128,607人128,607人128,607人
人口：217,127人217,127人217,127人

人口：116,205人116,205人

人口：143,267人

各区の人口は平成 25（2013）年９月１日現在

　近代札幌のまちは明治２（1869）年の“札幌本府

“

を核に拓かれましたが、いわば消費地
であり、半農の屯田兵村をはじめ農産地が周囲をぐるりと取り巻いて生産地の役目を担い
ました。やがて時代の流れとともに地続きになってゆき、結果、次々と合併が行われ、昭
和 47（1972）年の政令指定都市への移行に際して区制が施かれ今に至っています。“広域札
幌

“

のなかでそれぞれの伝統を背負いつつ個性豊かな歩みを続けていますが、北都・札幌
の輪のなかで、いよいよ立地条件を生かし、より独自な区民性

4 4 4

が期待されているところです。

札幌市人口
1,935,850 人
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　 地勢と現況  
　中央区は、明治の初め以来、札幌の中心として計画的な街づくりが進められ、現在では大通や駅前
通に面して官庁や企業の近代的なビルが立ち並び、道内最大の中枢管理機能が集積。一方、昔の面影
を残した建物や史跡、円山や藻岩山、豊平川など豊かな自然にも恵まれています。

　

　 歴　　　史  
　明治２（1869）年、開拓使が設置され、島判官が札幌本府の建
設に着手。その志を受け継いだ岩村判官の手により明治４（1871）
年から本格的なまちづくりが始まりました。市街地は南１条通、
創成川を基点に東西南北に走る道路をつくり、街の中央には東
西に火防線（現在の大通公園）を定め、北側を官地、南側を民
地としました。
　この大胆な街づくりの構想は、その後大きく実を結び、中央
区は札幌の政治・経済・文化の中心地として発展し、島判官ら
のまちづくりに対する想いは今も受け継がれています。

位置と広さ

　市の中央部に位置し、北区、東区とはＪＲ函館

本線で、白石区、豊平区とは豊平川で、南区、西

区とは南西部山地の稜線で接しており、その形は

東西に長く、面積は 46.42 平方キロメートル。

〒060-8612 札幌市中央区南3条西 11丁目 330番地 2　☎ 011-231-2400

シンボルマーク

昭和50（1975）年４月制定

中央区［ちゅうおうく］

略年表

明治２ 開拓使設置
 島義勇判官が札幌本府の建設着手
明治３ 円山地区入植
明治４ 本格的なまちづくりが開始
明治９ 屯田兵入植
明治42 路面電車敷設（山鼻～石切山）
大正14 路面電車市営化
昭和47 政令指定都市移行・区制施行
 中央区が誕生

テレビ塔

ＪＲタワー
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　 まちの特色  
　札幌で唯一、路面電車が走る区として、市電は街のシンボルとなっています。全盛期には営業路線
が延長約 25 キロメートルあった市電も、現在は西４丁目～すすきの間の１路線約 8.5 キロメートルを
残すのみとなっていますが、線路の積雪をけ散らしながら走るササラ電車の雄姿は、今もなお札幌の
冬を彩る風景の一つといえます。
　また、平成 25（2013）年には、50 年以上経過した車両の更新に伴い、札幌の都市の先進性や、爽やか
な気候風土などをイメージした新型低床車両の運行が開始されました。

市電のまち中央区

新
型
低
床
車
両
﹇
平
成
25（
２
０
１
３
）年
導
入
﹈

ササラ電車

冬の市電 春の市電

冬の市電紅葉と市電

市電と花火
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　 地勢と現況  
　地形は平たんで山がなく、水辺に恵まれた北区には、創成川、伏籠川、発寒川の 3河川が合流する
茨戸の水郷景観があり、他に見られない素晴らしいものとなっています。昭和 30 年代に、全国的な人
口の都市集中化傾向や隣接町村との合併などにより、札幌市の人口が急速に増加し、これと並行して
新琴似、屯田、篠路地区などの農業、酪農地帯が市街化しました。
　
　 歴　　　史  
　明治２（1869）年に札幌に開拓使が置かれるより前、安政６
（1859）年頃に早山清太郎により開拓が進められたことが篠路村
の始まりとされています。明治 19（1886）年には幌北地区で農
場開墾が、明治 20（1887）年から 22（1889）年にかけて、新琴似、
屯田地区に屯田兵が入植し、今日の北区の開拓が始まりました。
昭和 30（1955）年に札幌市と琴似町、篠路村とが合併し、さらに、
昭和 47（1972）年4月、札幌市の政令指定都市移行に伴い、北区
が誕生しました。

シンボルマーク

昭和50（1975）年４月制定

位置と広さ

　市の北部に位置し、区の東は創成川、旧篠路村境界で

東区と、西は新川を挟み、西区および手稲区と、南はＪ

Ｒ函館本線を境として中央区と、北は発寒川、茨戸川お

よび石狩川を隔てて石狩市、当別町と接しており、面積

は 63.48 平方キロメートルの広がりをもっています。

〒001-8612 札幌市北区北24条西 6丁目　☎011-757-2403 

北　区［きたく］

略年表

安政６ 篠路地区の開拓始まる
明治２ 開拓使設置
明治４ 札幌最初の公園「偕楽園」が造ら

れる
明治19 幌北地区で農場開墾開始
昭和30 琴似町と篠路村、札幌市と合併
昭和47 政令指定都市移行・区制施行
 北区が誕生

ポプラ通

石狩街道
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　 まちの特色  
　札幌の中心部に接する鉄西地区では、明治４（1871）年、札幌最初の公園「偕楽園」が造られるなど、
開拓の歴史と伝統を持つ北区内には、開拓碑や文学碑、古い建築物などの文化遺産が数多く存在して
います。
　こうした貴重な文化遺産などを守り、さらに後世に伝えていくため、北区では、区内の文化遺産の
中から 88 カ所を選定・保存し、地域資源としてまちづくりに活用しています。

北区歴史と文化の八十八選
安春川

清華亭

北海道大学イチョウ並木

クラーク博士像

新川通桜並木

龍雲寺のイチョウの木

北海道大学農学部第二農場
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　 地勢と現況  
　地形は平たんで、地質は鉄東地区の一部を除き埴土および泥炭から形成され、伏籠川やモエレ沼が
古豊平川の名残りをとどめています。区の北東部には、玉ねぎ栽培を中心とする農地が広がっている
一方、ＪＲ函館本線北側に卸売センター、苗穂地区にＪＲ苗穂工場や大規模食品工場、丘珠地区に鉄
工団地が立地しているほか、都心に隣接して古い街並みも残っています。
　
　 歴　　　史  
　慶応２（1866）年、幕府の命を受けた大友亀太郎が農民とともに移住し、御手作場（模範農場）の造
成を開始。これが旧札幌村（元村）の始まりです。
　大友は、約４キロの用水路を掘削し、農業用水を引きました。
この用水路は大友堀と呼ばれ、上流の一部は今も創成川として
残っています。明治時代になると、本州からの移住が相次ぎ、
苗穂・丘珠・雁来の各村が開かれ、東区の母体となった札幌村
は、元村・苗穂・丘珠・雁来の各村をルーツとしています。

シンボルマーク

昭和52（1977）年７月制定

位置と広さ

　市の北東部に位置し、区の南はＪＲ函館本線で

中央区と、西および北はそれぞれ創成川、旧篠路

村境界で北区と、東は豊平川および石狩川をはさ

み白石区、江別市および当別町と接し、面積は

57.13 平方キロメートルとなっています。

〒065-8612 札幌市東区北11条東 7丁目 1-1　☎ 011-741-2400

東　区［ひがしく］

略年表

慶応２ 大友亀太郎が御手作場の造成着手
 苗穂村・丘珠村・雁来村が開村
明治２ 開拓使設置
昭和30 札幌市と合併
昭和47 政令指定都市移行・区制施行
 東区が誕生

サッポロさとらんどサッポロさとらんど
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　 まちの特色  
　東区には、平成７（1995）年にサッポロさとらんどが開園したのをはじめ、平成 17（2005）年にはモエ
レ沼公園がグランドオープンし、緑あふれる札幌を代表する施設が点在しています。
　また、札幌農学校で教鞭をとったウィリアム・Ｐ・ブルックス博士の指導により、旧札幌村で玉ね
ぎの栽培が始められ、東区が日本における玉ねぎ栽培の発祥地とされています。ブルックス博士が持
ち込んだ原種を改良して誕生した玉ねぎ「札幌黄」を東区のシンボルとして、その魅力を市民に知ら
しめるためのイベントが開催されるなど、食を通じたまちづくりも進められています。

市民の憩いの場　モエレ沼公園／サッポロさとらんど

サッポロさとらんど

サッポロさとらんど

モエレ沼公園－海の噴水

サッポロさとらんど

モエレ沼公園

モエレ沼公園

モエレ沼公園

モエレ沼公園
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　 地勢と現況  
　古くから軽工業や商業の街として栄え、昭和 30 年代の急増人口の流入地域として宅地化が進みました。
　ＪＲ函館本線・千歳線、地下鉄東西線、国道 12 号、道央自動車道などの各種交通網が発達しており、
札幌市の交通の要所となっています。
　

　 歴　　　史  
　白石区の開拓は、明治４（1871）年、仙台藩の白石城主、片倉
小十郎の家臣の人々が最月寒（もつきさっぷ）と呼ばれていた
現在の白石区中央付近に移住したことに始まります。
　移住した彼らは、現在の国道 12 号線沿いに短期間で住まい
を完成させたことから、この地に彼らの郷里の名をとって「白石
村」と命名されました。その後、白石村は昭和 25（1950）年、札
幌市と合併。昭和 47（1972）年に札幌市が政令指定都市に移行したことに伴い、旧白石村全域が白石区
となりました。以後、著しい人口増加のため、平成元（1989）年 11 月６日に厚別川を境に分区し、西側が
現在の白石区となっています。

シンボルマーク

昭和52（1977）年８月制定

位置と広さ

　市の東部に位置し、区の北は江別市に、南は東

北通を境に豊平区及び清田区と接しています。ま

た、東は厚別区、西は豊平川を境に中央区と東区

に隣り合っており、面積は 34.58 平方キロメート

ルとなっています。

位置と広さ

　市の東部に位置し、区の北は江別市に、南は東

北通を境に豊平区及び清田区と接しています。ま

た、東は厚別区、西は豊平川を境に中央区と東区

に隣り合っており、面積は 34.58 平方キロメート

ルとなっています。

〒003-8612 札幌市白石区本郷通3丁目北1-1 　☎ 011-861-2400

白石区［しろいしく］

略年表

明治４ 旧仙台藩士入植。白石村誕生
昭和25 札幌市と合併
昭和47 政令指定都市移行・区制施行
 旧白石村区域が白石区となる
平成元 厚別川を境に分区。西側が白石区

となる

白石サイクリングロード 地下鉄白石駅
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　 まちの特色  
　白石区には各種交通網のほか、札幌コンベンションセンターや札幌市民防災センター、アクセスサッ
ポロ、流通センターなど、札幌市のみならず道内外からの物資や人材が集まる代表的な施設が整備さ
れています。　
　こうした施設に集まる人たちをもてなし、住民生活にも癒しを与える緑化も併せて進められており、
「白石サイクリングロード」や「川下公園」、環状通ローズアベニューなど、区の花「バラ」を緑化の
シンボルとして都市生活に潤いのあるまちづくりが進められています。

区の花「バラ」が彩る風景 

サイクリングロード開通

川下公園川下公園－ライラックの森

サイクリングロード　桜並木

川下公園

環状通ローズアベニュー

環状通ローズアベニュー


