
札幌市制100周年のPR
■PRアンバサダー
・長谷川 雅紀 氏(お笑いコンビ「錦鯉」)
・雪ミク(北海道応援キャラクター)
■特設ウェブサイト
・(URL)https://sapporocity100.jp/
・著名人による札幌の好きなところを
紹介する「札幌のイチ推し100選」

・市制施行100周年記念ソング「始まりの唄」
（ボーカルグループ「GReeeeN」）の紹介



さっぽろスイーツプロジェクト×札幌市制100周年
■「お祝いスイーツ」の製造販売
市制施行100周年を記念したお祝いスイーツを
市内・市内近郊の洋菓子店等43店舗で製造販売

■Instagramキャンペーン
①対象お祝いスイーツとメッセージを一緒に写真撮影
②市制施行100周年のお祝いの気持ちを込めたスイー
ツを手作りして写真撮影

→スイーツ王国さっぽろ公式アカウントをフォローし
ハッシュタグ（＃スイーツ王国さっぽろ＃HBさっぽろ）
を付けて投稿



原動機付自転車ご当地ナンバー
■交付数

600枚限定
■交付方法・期間
①先行交付(400枚程度)

8月1日(月)から8月5日(金) までの間に、事前応募の
当選者に交付

②一般交付（先行交付残枚数+200枚）
8月8日(月)から申請窓口にて先着順に交付

■事前応募
期間：7月19日(火)まで
応募方法：応募用紙の郵送もしくはインターネット



さっぽろマインクラフトコンテスト
■概要
「未来の札幌のまちやくらし」をテーマに、
マインクラフトで創った未来の札幌の作品を募集

■参加対象
全国の小・中学生（個人またはグループ）

■募集期間
7月18日(月)から9月30日(金)

■応募方法
申込フォーム(https://sapporo-minecraft.jp)
から応募



花電車の運行
■概要
札幌市立大学の学生が考案した
デザインを基に、ささら電車に
造花等を飾り付け、路線を周回
運行し、札幌市制100周年をPR

■運行期間
7月23日(土)から8月21日(日)までの
土・日・祝日

■運行時間
10：00～15：00



札幌市制100周年記念式典①
「NEXT 100YEARS KICK OFF FES.」

■開催日時
7月31日(日)16:00～19:00

■会場
札幌文化芸術劇場「hitaru」
(中央区北1条西1丁目)

■定員
最大約2,300人（参加者の募集は終了）

■インターネットでライブ配信予定（詳細は調整中）



札幌市制100周年記念式典②
■内容(第一部)
・札幌市にゆかりのある著名人からの
ビデオメッセージ

・「平和へのメッセージ(札幌の平和な
未来部門)」表彰式

・市制100周年バースデーケーキ披露



札幌市制100周年記念式典③
■内容(第二部)
・「錦鯉」「タカアンドトシ」によるスペシャル
ステージ

・佐藤麻美(フリーアナウンサー)、タカアンドトシ、
佐藤ノア(100周年PRインフルエンサー)、
札幌市長が市内の若い世代の方とクロストーク

・グランドフィナーレ
（市内児童生徒・市民団体等によるパフォーマンス)



2022年度第 6回定例市長記者会見資料 

(2022年 7月 14日) 

●札幌市制施行 100周年記念事業について 
 

 札幌市では、8 月 1 日に札幌市制施行 100 周年を迎え、札幌市ではさまざまな記念事業

を実施しております。このたび、100周年まで残り約 2週間となったことから、市民・事業

者・行政が共にこの 100 周年をお祝いする機運を醸成するため、各記念事業についてお知

らせいたします。 

 記念事業を通じて、多くの市民の皆さまに札幌の魅力を再認識していただき、札幌がこ

れからも魅力的なまちで在り続けるよう、次の新しい 100 年に向けて皆さまと共に歩みを

進めてまいります。 

 

１ PR展開と情報発信 

 (1) PRアンバサダー 

   札幌市出身で若者にも人気の 2人を PRアンバサダーとして起用し、各種 PRを展開。 

  ① 長谷川 雅紀（はせがわ・まさのり）氏（お笑い芸人、コンビ名「錦鯉」） 

  ② 雪ミク（北海道を応援するキャラクター。100周年オリジナルデザインを作成） 

 (2) 札幌市制 100周年記念事業特設ウェブサイト 

記念式典をはじめとする記念事業や協力企業の紹介など、特設ウェブサイト

（https://www.sapporocity100.jp）を開設し、各種情報を発信。 

  ① 札幌に所縁の著名人による「札幌のイチ推し 100選」 

    各界で活躍する札幌好きな人が札幌の好きなところを紹介。 

  ② 札幌市制 100周年記念ソングみんなで歌おう！GReeeeN「始まりの唄」 

    ボーカルグループ「GReeeeN」による「始まりの唄」を、合唱曲へアレンジしたも

のをテーマソングに採用。札幌市民とともに、秋元市長、PRアンバサダーを務める

錦鯉の長谷川 雅紀さんやインフルエンサーの佐藤ノアさんも歌い手として参加し、

同曲を多くの市民と歌いつなぐ動画を 7月 6日から公開中。 

 

２ 現在実施中の記念事業 

 (1) さっぽろスイーツプロジェクト×札幌市制 100周年 

  ① 「お祝いスイーツ」の製造販売 

札幌市制施行 100 周年を記念した「お祝いスイーツ」を市内・市内近郊のパティ

スリー・和菓子店・ブーランジェリー等計 43店舗（29社）で製造・販売。期間は 12

月 20日（火）まで（参加店舗によって販売期間は異なる）。 

  ② Instagramキャンペーン 

    ア  札幌にありがとう!フォト&メッセージキャンペーン 

     対象のお祝いスイーツ購入時に配付されるメッセージ用紙に、札幌市へのお祝  

        いメッセージを記入し、購入したお祝いスイーツと一緒に撮影。スイーツ王国 

さっぽろ公式 Instagram（sweets_sapporo）をフォローの上、ハッシュタグ（#ス

イーツ王国さっぽろ・#HBさっぽろ）を付けて撮影した写真を自身の Instagramに

投稿。入選者には景品をプレゼント。期間は 10月 31日（月）まで。 

   イ 札幌におめでとう!手作りお祝いスイーツキャンペーン 

お祝いスイーツを手作りし、写真を撮影。スイーツ王国さっぽろ公式 Instagram  

をフォローの上、手作りスイーツのポイントとハッシュタグ（#スイーツ王国さっ 

ぽろ・#HBさっぽろ）を付けて撮影した写真を自身の Instagramに投稿。Eメール 

（info@sweets-sapporo.com）での応募も可能。入選者には景品をプレゼント。期 

間は 12月 20日（火）まで。 



 (2) 札幌市制 100周年記念「原動機付自転車ご当地ナンバー」 

  ① 交付数 

    600枚限定 

  ② 交付方法 

   ・先行交付 

8月 1日(月)から 8月 5日(金)までの間、事前応募の当    

選者を対象に先行交付（400枚程度）。 

   ・一般交付 

    8月 8日（月）から申請窓口（札幌市財政局中央市税事務所諸税課軽自動車税係、

中央区北 2 条東 4 丁目サッポロファクトリー2 条館 4 階）にて先着順で交付（先

行交付残枚数+200枚）。 

  ③ 事前応募 

    7月 19日(火)までに、応募用紙に必要事項を記載の上、札幌市財政局税政部市民 

税課（〒060-8611 中央区北 1 条西 2 丁目市本庁舎 2 階）まで郵送（必着）もしく

はインターネット（https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-

procedure-alias/sapporo-gotouti/door）から応募。 

  ④ 応募用紙配布場所 

 札幌市財政局税政部市民税課、札幌市財政局中央市税事務所諸税課軽自動車税係、

インターネット（https://www.city.sapporo.jp/citytax/gotouti.html）からダウ

ンロード。 

 

３ 今後の実施予定の記念事業 

 (1) 札幌市制 100周年記念「さっぽろマインクラフトコンテスト」 

   「未来の札幌のまちやくらし」をテーマに、マインクラフトで創った未来の札幌の 

  作品を小中学生から募集し、優れた作品を選出し表彰する。 

  ① 参加対象 

    小学校 1年生から中学校 3年生の個人またはグループ(居住地不問) 

  ② 作品応募期間 

    7月 18日(月)～9月 30日(金) 

  ③ 応募方法 

    大会公式 HP(https://sapporo-minecraft.jp)から応募。 

  ④ スケジュール 

・一次審査： 10月中旬までに実施予定。 

    ・ファイナル審査会・表彰式：12月 18日(日)に開催予定。 

  ⑤ 関連イベント 

【オープニングイベント】 

日時 7月18日(月) 13：00～14：00 

会場 インタークロス・クリエイティブ・センター(白石区東札幌5条1丁目) 

主な内容 (予定 ) 

大会の概要説明や、本大会のスペシャルアンバサダーで、日本初の 

プロマインクラフターのタツナミシュウイチさんによる応援メッセー

ジの紹介など、対面式で開催するほか、当日の様子をオンライン

(https://www.youtube.com/watch?v=MPRsSoNjq7Y)にて配信予定。 

 

 

 

 

▲ご当地ナンバーデザイン 



 

   【ワークショップ】 

日時 

第1回  7月18日(月) 14：00～16：00 

第2回  8月1日(月)  10：00～12：00 

第3回  8月1日(月)  14：00～16：00 

第4回  8月2日(火)  10：00～12：00 

第5回  8月2日(火)  14：00～16：00 

第6回  8月3日(水)  10：00～12：00      

会場 インタークロス・クリエイティブ・センター(白石区東札幌5条1丁目) 

主な内容 (予定 ) 

マイクロソフト認定教育イノベーターを講師に迎え、マインクラフト

の中に再現した札幌駅前や大通公園を舞台に、プログラミングを体験

しながら、未来の札幌のまちを創っていく。 

対象・定員 小学校1年生から中学校3年生(居住地不問) 各回20人 

申込方法 
7月18日(月)～7月25日(月)までに大会公式HP(https://sapporo- 

minecraft.jp)から申し込み。(※第1回は募集終了) 

 (2) 札幌市制 100周年記念花電車 

大正から平成まで続いた昔ながらの機運醸成の手法である

「花電車」を約 20 年ぶりに復刻運行することで、札幌市制

100周年を PRする。 

① 概要 

ささら電車を造花等で装飾し、路線を周回運行する。 

  ② 運行期間・本数 

   ・7月 23日(土)～8月 21日(日)のうち、土・日・祝(11  

日間)の各日 10：00～15：00 

・1日当たり 4本運行予定 

  ③ デザイン制作者 

札幌市立大学デザイン学部 2年 多田 遥さん 

 (3) 札幌市制 100周年記念式典「NEXT 100YEARS KICK OFF FES.」 

① 日時 

7月 31日(日)16：00～19：00 

  ② 会場 

    札幌文化芸術劇場「hitaru」(中央区北 1西 1) 

    インターネットでもライブ配信予定（詳細は調整中） 

  ③ 主な内容 

   ア 第 1部 

  ・オープニングアクト(学生によるパフォーマンス) 

  ・秋元市長等のあいさつ 

  ・札幌市ゆかりの著名人からのビデオメッセージ 

  ・「平和へのメッセージ(札幌の平和な未来部門)」表彰式 

  ・さっぽろスイーツプロジェクトの一環としてバースデーケーキの披露 

   イ 第 2部 

  ・錦鯉、タカアンドトシによるスペシャルステージ 

  ・秋元市長とフリーアナウンサーの佐藤麻美氏、タカアンドトシ、佐藤ノア氏、市

内の若者らによるクロストーク 

  ・グランドフィナーレ(児童・生徒、市民団体等によるパフォーマンス) 

 

 

▲花電車イメージ（後方図） 

▲花電車イメージ（前方図） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

(市制施行 100周年全般、札幌市制 100周年記念式典、花電車に関すること) 

札幌市総務局行政部総務課 吉田、戸叶（とかのう） 

電話：211-2162、ファクス：218-5171 

(「さっぽろスイーツプロジェクト×札幌市制 100周年」に関すること) 

札幌市経済観光局産業振興部地域産業振興課   小室・山田 

電話：211-2392、ファクス：218-5130 

(「さっぽろマインクラフトコンテスト」に関すること) 

札幌市経済観光局経済戦略推進部イノベーション推進課   松岡、有城 

電話：211-2379、ファクス：218-5130 

(「原動機付自転車ご当地ナンバー」に関すること) 

札幌市財政局税政部市民税課      佐藤、滝口 

電話：211-2272、ファクス：218-5149 
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