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札幌市交通資料館展示基本計画書

１. 館の沿⾰とリニューアル計画策定の経緯

1972年・・・交通博物館建設構想策定

1975年・・・札幌市交通資料館開館

屋外展示 5,550㎡（路面電車9両、地下鉄5両、バス4台）

屋内展示 300㎡（車両部品・資料など約1,000点）

2017年・・・高架部橋脚耐震、ポイントボックス改修工事のため休館

2019年・・・札幌市交通資料館再整備基本計画策定

2022年・・・交通資料館展示計画策定

２. 札幌市営交通の特徴

札幌市の公共交通は、明治35年に走った馬車鉄道から始まった。

大正7年、馬車鉄道が民営の電車に切り替わり、昭和2年12月1日、この

電車軌道事業及び物件を譲り受け、市営交通は発足・運行を開始した。

昭和5年10月にはバス事業も営業を開始し、市営交通は市民生活の大切な

交通機関として定着した。

昭和30年代に入ると札幌市は急速に発展し、急成長する都市機能に対応する

ため、昭和46年12月に地下鉄南北線を開業。積雪の影響を受けない地下鉄を

輸送の主力として、バス、電車がこれを補完する総合交通体系が確立した。

その後、平成16年4月には市営バス事業がその役目を終え廃止された。

【路面電車 (市電) 】

北海道遺産に指定され、冬場の除雪はササラ電車を運行。

2015年12月に線路をループ化。サイドリザベーション方式を導入。

【地下鉄】

騒音が少なく、乗り心地がよいゴムタイヤ方式を採用。

中央案内軌条方式による独特の札幌方式車両として運行。

【バス】

廃止後は、北海道中央バス・JR北海道バス・じょうてつバスに移管。

第１章．交通資料館の改修前の状況
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札幌市交通資料館展示基本計画書

３. 交通資料館の改修前の状況と課題

札幌市民の足となっている市営地下鉄。

1972（昭和47）年冬季五輪の札幌開催に向けて建設された南北線は、

2021年12月16日に開業50周年を迎えた。

南北線高架部シェルター下に位置する交通資料館は1975年の開館以来、

市営交通事業に関する歴史的資料を展示・保存する唯一の施設として、

多くの市民が訪れ、市営交通の歴史を学び、理解を深める重要な拠点と

して位置づけている。

しかしながら、開館からおよそ50年が経過し、資料館建物、設備、展示の

老朽化は否めなかった。

交通資料館が立地する南北線高架部橋脚の耐震改修工事等の支障となるため、

資料館建物を解体することとした。

これを契機に、札幌交通局では、交通資料館が所蔵する市営交通事業に

関する歴史的な資料を後世に引き継ぎ、札幌市営交通への理解を深める

ための施設のあり方について、検討を行い再整備していくこととした。

資料館の再整備にあたり、資料館として市営交通事業の歴史的資料や

史実を後世に残し、その歴史や果たしてきた役割を伝えていくための重要

な拠点として、多様化する利用者ニーズを踏まえた展示計画、施設計画等の

基本的な方針をまとめた「札幌市交通資料館再整備基本計画」を策定した。
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札幌市交通資料館展示基本計画書

資料館の現状と諸問題の整理

〈展示〉

①地下鉄及び路面電車の事業を十分に理解できる展示構成になっていなかった。

②展示物の更新や入れ替えを行っていなかったため、経年劣化や陳腐化が

みられた。また、体験・参加型の展示が少なかった。

③現状の展示は大分類され整頓されていたが、系統・ゾーニングが計画的で

なく、混在していた。

④展示物の演出や保護を考慮した照明計画が未整備であった（照度を含む）。

⑤写真展示、印刷物展示等の退色劣化が進み、展示品の保管環境が未整備

であった。

⑥展示品の管理（カテゴリー分け）が未整備で、展示計画に活用しにくかった。

⑦コーナータイトル、解説キャプションが不足していた。

⑧多言語対応が未整備であった。

〈施設・設備〉

①冷暖房・空調設備が無かったため、冬期閉鎖。通年利用が望めなかった。

②給排水設備が無かったため、トイレ等施設が館内に整備できなかった。

③館内の通路幅、什器規格などが、バリアフリー対応されていなかった（車いす

での見学が困難）。

④現状建物の構造により、展示の自由度が限定されていた。

⑤企画展示等で利用できる多目的なスペースが無かった。

⑥館内に休憩施設が無かった。

⑦建物外観が閉鎖的印象だった（魅力・期待感が弱い）。

〈その他〉

①最寄り駅からの誘導サイン（看板等）が少なく、建物の場所がわかりにく

かった。

多数の利用者が訪れる資料展示施設として、上記の課題を解消した展示施設

づくりが必要である。
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札幌市交通資料館展示基本計画書

４. 来館者のニーズ
※来館者アンケート（2017・平成29年実施）結果

【来館者の属性】

・男女比はほぼ50：50。

・30〜40才代が最も多く 46%、次いで10才未満が 27％。

以下、10〜20才代 16％、50〜60才代 6％、70才以上 1％。

・居住地域では、札幌市区部 82％、札幌市内 3％ と、札幌市からの来客が

ほとんど。

・個人での来館は 7％。家族での来館が 83％ と家族連れが多い。

来館者属性については、「札幌市内居住」の「小学校低学年までの家族連れ」

が、一般的な来館者像であることがうかがえる。

【人気の展示】

「交通資料館で最もよかったもの（複数回答）」を質問には、以下の回答が

得られた。

屋内展示（総回答数：859ポイント）

・6000形模擬運転台 194ポイント

・可動式模型 186ポイント

・子ども用制服・6000形パネル記念撮影コーナー 137ポイント

・バス車内放送装置 114ポイント

屋外展示(総回答数：1276ポイント)

・ボンネット型バス 203ポイント

・マイクロ型バス 177ポイント

・緑色バス新い94-6 175ポイント

・赤色バス東ひ87-41 171ポイント
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札幌市交通資料館展示基本計画書

【交通資料館への要望(自由回答)】

交通資料館への要望として、複数挙げられたものは以下の通りとなった。

特に「子どもが（と）楽しめた」という意見が数多く上げられ、このことは

来館者像と一致している。

・無料なのに充実している。楽しめた。

・子どもが楽しみにしている。子どもと楽しめた。子どもが喜んで遊んでいた。

・冬季も開館してほしい。

・展示品、展示車両を増やしてほしい。

アンケート結果から、再整備にあたっては、「小学校低学年までの子どもが

楽しめる」「ファミリーで来館しやすい設備」「展示の充実」に留意する。
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1. 基本理念

市営交通の歴史発信拠点として、市営交通への興味関心の向上につながる

施設をめざしていく。

①【歴史を伝える】

札幌の発展を支えてきた市営交通の歴史を後世に残す拠点施設

②【学びと体験の場を創出】

「見る、さわる、体験する」ことで、楽しく学ぶことができる施設

③【市民へ貢献】

憩いの場の創出や学校教育との連携により、市民に貢献する施設

2. 施設ターゲット

主要なコミュニケーションターゲットとして、以下を設定する。

○札幌市在住の家族連れ

従来の来館者の圧倒的多数（8割以上）を占める家族連れ、なかでも小学校

低学年までの家族連れを、引き続きメインのターゲットと位置づける。

特に札幌市の未来を担う子どもたちに対する地域学習拠点としての機能を

充実させるとともに、市営交通への愛着心を醸成する。

○交通ファンや観光客

国内外の交通ファンや観光客をターゲットに、市営交通を切り口として

札幌市の魅力 （歴史・文化等）を発信するとともに、実際に市内観光に

役立つ情報を提供する機能も整備する。

札幌市交通資料館展示基本計画書

第2章．施設整備に向けた基本的な考え方
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3. 展示整備の方針

札幌の発展を支えてきた市営交通事業の歴史を学ぶことを通じて、市民の

足である市営交通を利用し、守っていくという〝マイレール意識〟を醸成

していく。

①立地特性を踏まえた、札幌市営交通の貴重な資料を活かした魅力の発信

豊富な資料を活用し、市営交通の歩みを伝え、その魅力を多面的に紹介

していく。

②現在とのつながりを重視した新たな展示・交流空間の創造

歴史を過去のものとして途切れさせず、現在とのつながりの視点を重視

しながら紹介する。

③市営交通の歴史や特徴、実績を活かしたオリジナル体験の提供

実物車両資料を活かし、ここならではの展示や体験イベントを検討する。

④活発な交流や連携を育む拠点づくり

来館者の興味や目的に応じて、展示見学以外にも多様な過ごし方や交流

ができる場として整備し、リピート利用につなげる。

札幌市交通資料館展示基本計画書
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1. 展示コンセプト

市営交通の「過去・現在・未来」を「見て・触れて・学ぶ」体験を通して、

市営交通が果たしてきた役割、担う未来を自分ゴト化していただき、マイ

レール意識を醸成していく施設。

市営交通への興味・関心・共感を醸成する「3つの〝つなぐ(絆)〟」を設定。

市営交通の歴史と重要性をクローズアップしていくことで、市営交通の

魅力を増幅し発信していく。

①歴史をつなぐ

札幌市営交通のさまざまな特徴、特色を実感できる。

市営交通ならではの歴史資料をライブに体験できる。

②夢をつなぐ

ドキドキ、ワクワクの「市営交通情報・知識」を体験できる。

わかりやすい展示、楽しい体験が「学び」へ、市営交通の未来へと

つながる。

③市民の想いをつなぐ

楽しい展示体験と、更新性のある生きた情報を提供することで、市民が繰り返し

来訪し、市営交通への愛着を持ち続ける（リピーター）。

札幌市交通資料館展示基本計画書

第3章．展示計画

札幌市営交通の

夢をつなぐ（絆）〝時空絵巻〟の旅！
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2. 展示計画の考え方

館内全体を「市営交通が支えた札幌市の街」のイメージと連携させ、

来館者に「時空の旅」を提供する。

交通資料館館内では、市営交通及びバス、電車等のファン・マニアのみな

らず、一般の方々、子どもにも、十分楽しんでもらえる幅広い展示内容を

展開。市営交通の歴史的文化的資料を展示し保存する意義を強く伝えると

ともに、楽しみながら市営交通とその歴史に触れることのできる体験型展示

も備える。

展示空間では、貴重な「木製22号」を中心に、様々な資料や解説で市営

交通と札幌の歴史、札幌の文化とのつながりが想起できる展示を配置。

その体験から市営交通への関心と共感、マイレール意識が高まっていくこ

とをめざす。

また市営交通の最新情報の発信、市民との交流イベント等が行える場、憩

いを提供できる場を展示空間に設けることで、市民への貢献、先進的で、

活動的な施設としての機能を発揮することをめざす。

本施設外の屋外展示においても、貴重な車両展示を十分に活用し、本施設

を拠点に来訪者がまちなかをめぐり、そのことにより札幌市と札幌市民の

いっそうの活性化につながる活動展開をめざす。

札幌市交通資料館展示基本計画書
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体験
「時空の旅」

への没入

札幌市民への

開放

充実した資料

貴重な実物車両

集客力のある
エンターテイメント性の

高い展示

都市交通ファン・研究者も

満足できる貴重な資料を

誰にでもわかりやすく

表現した展示

市営交通への共感地域活性化

集客力向上札幌の街への波及



3. 展示計画の展開方針

貴重な資料、歴史感あふれる資料と、空間演出の組み合わせで、

市営交通への関心が異なるさまざまな層に多面的にアプローチする。

・札幌市の気候風土、都市特性に対応した市営交通をさまざまな角度から

紹介すると共に、展示を巡り、興味をひかれて次のステップへと進み、

市営交通の姿にふれることをめざす「時空展示」を構成していく。

・市営交通をさまざまな角度から体感し、市営交通への新しい視点を獲得

し、感動し、自分自身と市営交通とのかかわりを見つめなおすことにつ

ながる展示をめざす。

・マンネリ化しないよう定期的に展示テーマを変化させていくことで、リピーター

確保や口コミ効果の増大を図ることも検討していく。

札幌市交通資料館展示基本計画書
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4. ゾーニング計画

【館内展示】

館内全体を市営交通の過去から現在・未来へとつながる大きな年表空間と

して構成。「木製22号」をシンボル展示に、来館者を“時空年表”の旅へ

誘う。

札幌市民や観光客などが、誰でも気軽に立ち寄りやすく、市営交通とつなが

る拠点を整備

・エントランスや展示は明るく開放的な空間とし、市営交通の情報発信や

イベント開催なども可能な交流の拠点として整備する。

・施設の展示エリアと休憩エリアが明確にわかる施設構成とし、休憩エリ

アは、より気軽に立ち寄れる空間とする。

展示室内に多目的利用できるスペースを設定し、多様に活用

・展示室を可変的な構成とするとともに、屋外展示においても資料情報提

供のしくみを検討し、展示機能を強化していく。

・展示の更新性に配慮した展示、空間演出を検討。限られたスペースをよ

り積極的に活用できる環境を整える。

豊富な資料を適切に保存し、積極的に公開・活用

・収蔵方法の見直しや効率化を図り、収蔵庫の収容能力を強化する。

・インターネット上での資料公開、展示資料のアプリ化などにより、効率

化的＋効果的に収蔵・公開できるようにする。

札幌市交通資料館展示基本計画書
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ユニバーサルデザインへの対応

・誰もが安心して利用できるよう、ハード・ソフト両面からユニバーサル

デザインの導入を検討。

Ex.展示通路幅、体験装置のサイズ、照明、わかりやすい案内表示、多目的

トイレ、多言語対応、屋外展示へのアクセス 等

【屋外展示】

札幌市の発展と札幌市民の生活を支えてきた市営交通の姿を「市電+

地下鉄+バス」の実物車両に合わせてさまざまな情報を提供していく。

市営交通への理解と共感を醸成。

・札幌市交通資料館の「館内展示×屋外展示×Web展示」で総合的な展示

にすることで、札幌市民のみならず道内外に札幌公共交通を知っていた

だく機会を創出。

※Web展示＝「バーチャル博物館」のイメージ

札幌市交通資料館展示基本計画書

新交通資料館施設構成表

風除室1・2+展示室+ホール

Ⅰ：ウエルカムコーナー

Ⅱ：ヒストリーコーナー

Ⅲ：体験コーナー

Ⅳ：札幌市市営交通の誇り

受付・ミュージアムショップ

イベント・休憩コーナー

・・・470㎡

・・・48㎡

・・・212㎡

・・・40㎡

・・・95㎡

・・・30㎡

・・・45㎡
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札幌市交通資料館展示基本計画書

5. 展示構成

以下の展示構成はゾーニング計画を踏まえた例示であり、今後設計業務の中に
おいて決定する。ただし、木製電車22号は屋内にて展示する。
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Ⅰ：ウエルカムコーナー Ⅱ：ヒストリーコーナー

Ⅲ：体験コーナー

Ⅳ：札幌市交通局の誇り

インフォメーション

イベント/休憩コーナー

③歴史年表ウォール

④のぞきビッグテーブル
⑤ 「木製電車22号」

今むかし

⑥ ライブラリーウォール

②展示資料館サイン

①ウエルカムウォール

⑦ トリップシミュレーション

ジオラマ展示

シミュレーション体験

のぞきビッグテーブルインフォメーション

ミュージアムショップ

⑧札幌市営交通の仕事

協力企業展示
休憩・イベントコーナー

屋外展示場

屋外展示場
紹介

モニター

アンケート

外観ファサードイメージパース



札幌市交通資料館展示基本計画書

Ⅰ：ウエルカムコーナー

・市営交通の魅力を導入部から視覚的に演出し、来館者の期待を高めます。

①ウエルカムウォール

②展示資料館サイン
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内観導入部イメージパース

導入部イメージグラフィック



Ⅱ：ヒストリーコーナー

札幌市交通資料館展示基本計画書

・札幌市の発展と共に歩んできた札幌市交通局の歴史をわかりやすく伝え、

貴重な展示資料に関する情報（路面電車・バス・地下鉄）、時代背景など

について紹介する。

・シンボル展示 「木製電車22号」を中心に、活躍した明治大正時代からの

発展〜拡大の様子を展示。市民に愛された「木製電車22号」の当時の姿を

疑似的に体験することで、歴史を学べるようにする。

③歴史年表ウォール

④のぞきビッグテーブル

⑤「木製電車22号」今むかし

⑥ライブラリーウォール

のぞきビッグテーブル（イメージ画像） ライブラリーウォール（イメージ画像）
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・札幌市営交通に携わる職員を紹介することで、一人一人の作業が札幌市民の
安心安全につながっていることを紹介する。
・札幌市営交通に関わる協力企業から借用した展示資料を紹介する。
・貴重な実物車両が楽しめる屋外展示場を紹介、また誘導する。

⑧札幌市営交通の仕事
【職員のご紹介・協力企業展示・屋外展示場ご案内など】

札幌市交通資料館展示基本計画書

Ⅲ：体験コーナー

Ⅳ：札幌市営交通の誇りコーナー

・札幌の街をシンプルに表現したジオラマ展示の周辺に、札幌市営交通のこと
を学びながら楽しめる体験展示要素を散りばめる。
・地下鉄にふれる（模型車両を動かす）体験や、車両の仕組みを理解するQ＆

Aゲームなどの体験展示を設置する。

・ＡＲ、ＶＲ等の最先端技術を活用し、札幌市営交通のネットワークや人
（職員）を入口として、多彩な“札幌の見どころ情報”の世界にアクセス。
札幌市交通局と札幌市民をつなぐ新しいコミュニケーション体験を提供する。

⑦トリップシミュレーション【ジオラマ展示・シミュレーション体験など】

ジオラマ展示（イメージ画像） シミュレーション体験（イメージ画像）

職員のご紹介（イメージ画像） 協力企業展示（イメージ画像）

作業進行中 作業進行中

作業進行中 作業進行中
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札幌市交通資料館展示基本計画書

◼ イベント・休憩コーナー

◼ ミュージアムショップ

交通局の仕事紹介イベント（イメージ画像） 市電模型を動かそう！イベント（イメージ画像）

ミュージアムショップ（イメージ画像） 陳列しやすいシステム機能（イメージ画像）
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屋外から資料館の賑わいを感じられるサッシガラス側に設置。椅子・テー

ブルを配置し、利用者に休憩・休息と様々なサービスを提供するとともに、

ミニシアター機能（映像モニター）をもつイベント空間も併せて設け、札

幌市営交通の魅力を発信する様々な催しに活用する。

札幌市営交通の多彩なオリジナル商品を取り揃え、販売するコーナーを

インフォメーション横のフリーエリアに配置し、商品ディスプレイも可能

な多機能な陳列什器、在庫商品の収納を考慮した什器など、運営しやすい

工夫を施す。資料館帰りだけではなく、わざわざ立ち寄りたくなるような

魅力的なミュージアムショップを計画する。


