
6666    さっぽろ・ふるさと文化百選さっぽろ・ふるさと文化百選さっぽろ・ふるさと文化百選さっぽろ・ふるさと文化百選    

「さっぽろ・ふるさと文化百選」は、昭和 63 年に札幌市創建 120 年を記念し、北国の生活の息吹きと開

拓の労苦を伝える身近な文化遺産を再発見し、市民自らの手でこれを守り、後世に伝えていくことを目的と

して、市内の建物46件、遺跡26件、街並み19件、用具5件、まつり・行事など４件の計100点を選定した

ものである。 

選定は、市民からの応募（161 件）に各区や郷土資料館等からの提供

資料を加えた計241件について、有識者7人からなる選定委員会におけ

る選考に基づき行われた。 

昭和63年 11月に選定結果を公表し、平成元年度には、選定物件の由

緒・由来や関係写真などを記した案内板を設置した。 

しかし、選定物件の中には、都心の開発などにより解体・閉鎖される

例が発生している。 

 

＜選定物件一覧＞ 

 番号 名称 所在地 備考 

建物 1 旧札幌麦酒会社工場 中央区北２東４～５  

 2 旧福山商店 中央区北３東３  

 3 カトリック北１条教会 中央区北１東６  

 4 日本キリスト教団札幌教会 中央区北１東１  

 5 東辰医院 中央区大通東７ 平成 3 年解体 

 6 旧遠藤醸造店 西区宮の沢２－２ 

平成 2 年解体、 

平成 7 年一部再現 

 7 秋野総本店薬局 中央区南１西１  

 8 豊水小学校大典記念文庫 中央区南８西２  

 9 浅野邸 中央区南５西８ 平成 22 年解体 

 10 東本願寺札幌別院 中央区南８西８  

 11 旧小熊邸 中央区伏見５ 平成 10 年移築 

 12 旧藪商事ビル 中央区南１西１３  

 13 杉野目邸 中央区南１９西１１  

 14 旧北星女学校宣教師館 中央区南４西１７  

 15 北海道拓殖銀行旧本店 中央区宮の森９０４ 平成 14 年解体 

 16 大倉シャンツェ 中央区宮の森１２７４  

 17 知事公館 中央区北１西１６   

 18 旧札幌控訴院 中央区大通西１３  

 19 伊藤邸 中央区北５西８ 平成 6 年解体 

 20 旧札幌博物場 中央区北３西９北大植物園内  

 21 旧バチェラー邸 中央区北３西９北大植物園内  

 22 中央警察署 中央区北１西５ 

平成 8 年解体､ 

平成 10 年一部復元 

 23 旧庁立図書館 中央区北１西５  

 24 旧札幌農学校校舎 北区北９西８北海道大学構内  

 25 古河記念講堂 北区北９西７北海道大学構内  

 26 旧藤高等女学校校舎 北区北１６西２藤学園内 

平成 13 年解体 

平成 15 年一部復元 

 27 新琴似屯田兵屋 北区新琴似１－５ 平成 25 年解体 

 28 近藤牧場 北区新川６９４  

 29 篠路屯田兵屋 北区屯田５－６屯田地区センター郷土資料館内  

 30 篠路駅周辺の倉庫群 北区篠路３－７  

 

 

（写真） 



 31 北海湯 東区北７東３  

 32 旧菊亭脩季邸 東区北７東８ 平成 9 年解体 

 33 旧札幌製糖会社工場 東区北７東９  

 34 本龍寺の妙見堂 東区北１４東１５  

 35 ＪＲ苗穂工場 東区北５東１４  

 36 旧馬場農場のサイロ 厚別区厚別中央２－３  

 37 旧出納邸 厚別区上野幌１－５  

 38 恵庭荘 厚別区上野幌１－５  

 39 旧北部軍司令官官邸 豊平区月寒東２－２  

 40 八紘学園の洋館と牧舎 豊平区月寒東１－１２～１３  

 41 旧石山郵便局 南区石山２－３  

 42 旧真駒内種畜場事務所 南区真駒内泉町１  

 43 旧有島武郎邸 南区芸術の森２  

 44 ヘルベチアヒュッテ 南区定山渓  

 45 三谷牧場 西区発寒８－１３ 

平成 15 年敷地の縮小 

平成 30 年解体 

 46 旧軽川駅舎 手稲区手稲本町１－３ 平成 11 年解体 

遺跡 47 島義勇とコタンベツの丘 中央区宮ケ丘  

 48 札幌焼釜跡 中央区界川４  

 49 すすきの遊廓跡 中央区南４～５西３～４  

 50 札幌建設の地 中央区南１西１  

 51 遠友夜学校跡 中央区南４東４新渡戸稲造記念公園内  

 52 吉田茂八ゆかりの地 中央区南５東４  

 53 札幌農学校とクラーク博士 北区北９西７北海道大学構内  

 54 北大遺跡保存庭園 北区北１８西１１～１２北海道大学構内  

 55 偕楽園跡 北区北７西７偕楽園緑地  

 56 荒井金助と早山清太郎ゆかりの地 北区篠路町篠路５-１０龍雲寺  

 57 篠路の馬魂碑・馬頭観音 北区篠路町拓北山口太師内ほか  

 58 藍栽培ゆかりの地 北区篠路町篠路 4２５辺り（ペケレット湖園）  

 59 大友堀跡 東区北１３東１６大友公園内  

 60 日の丸農場跡 東区北４１東１０ひのまる公園内  

 61 レンガ工場跡 白石区本通９南  

 62 白石入植の地 白石区本通１４北１  

 63 志村鐵一ゆかりの地 豊平区豊平４－１  

 64 平岸リンゴ園跡 豊平区平岸２－１７天神山緑地内  

 65 平岸の開拓と精進川 豊平区平岸  

 66 アンパン道路 豊平区月寒西４－６アンパン道路記念碑  

 67 伝説・おいらん淵 南区真駒内柏丘１２藻南公園内  

 68 石山軟石採掘場跡 南区石山７８  

 69 本願寺街道 南区廉舞３-３（簾舞中学校周辺）  

 70 旧定山渓鉄道 南区定山渓温泉東４丁目定山渓スポーツ公園  

 71 琴似屯田開拓の通 西区琴似  

 72 時習館跡 西区西町北 19 丁目中の川公園内  

街並 73 円山八十八ケ所 中央区宮ケ丘  

 74 裏参道 中央区南２西２０～２８  

 75 円山の朝市 中央区北６西２４ 平成 22 年閉鎖・解体 

 76 桑園の大学村 中央区北６西１１～１３  

 77 木レンガ舗装とイチョウ並木 中央区北３西４北３条広場  



 78 北大植物園 中央区北２西８  

 79 北１条通りのアカシア並木 中央区北１西１～西１９  

 80 大通公園 中央区大通西１～１２  

 81 中島公園 中央区中島公園  

 82 山鼻屯田兵村跡 中央区南６～２２西８～１３  

 83 狸小路 中央区南２西１～９  

 84 二条市場 中央区南２～３東１～２  

 85 創成川と創成橋 中央区南１西１～東１  

 86 創成川通りのポプラ並木 北区屯田１～６  

 87 屯田防風林 北区屯田  

 88 北大ポプラ並木 北区北１１～１２西１０  

 89 元村街道と大覚寺の山門 東区北７～１０東３～１１  

 90 旧月寒種羊場 豊平区羊ケ丘  

 91 定山坊と定山渓温泉 南区定山渓温泉  

用具 92 スキー・スケートの伝来 

中央区宮の森 1274 

札幌オリンピックミュージアム 

平成 12 年移転 

 93 バター・チーズ製造用具 東区東苗穂町６酪農と乳の歴史館内  

 94 貯炭式のストーブ第１号 厚別区厚別町小野幌北海道博物館内  

 95 路面電車２２号 南区真駒内東町１交通資料館内  

 96 ササラ電車 南区真駒内東町１交通資料館内  

まつり・ 

行事 

97 札幌祭り 中央区宮ヶ丘 474 北海道神宮内  

 98 篠路の獅子舞 北区篠路４－７ 篠路神社  

 99 恵迪寮歌「都ぞ弥生」 北区北１７西９北海道大学構内都ぞ弥生歌碑  

 100 藻岩山の山開き 南区藻岩山  

 


