
64 羅臼のヒカリゴケ 羅臼町 136 昆布干し 全道各地 205 開陽丸遺跡、開陽丸終焉の地碑 江差町 276 札幌市

65 スズラン 全道各地 137 旧中村家住宅 江差町 206 カリンバ遺跡 恵庭市

66 カタクリ 全道各地 138 銀鱗荘と和光荘 小樽市 207 小樽〜余市考古学遺跡群 小樽市、余市町 277 松前神楽 福島町

67 ダイヤモンドダスト 全道各地 139 鰊御殿旧青山別邸 小樽市 208 サクシュコトニ川とその遺跡 札幌市 278 江差追分 江差町

68 流氷 オホーツク海沿岸地域 140 旧下ヨイチ運上屋 余市町 209 朱円のストーンサークル 斜里町 279 旧産炭地域の文化としての炭鉱節 全道各地

69 しかべ間欠泉 鹿部町 141 旧余市福原漁場 余市町 210 白滝遺跡群と黒曜石 白滝村 280 虹と雪のバラード

70 御神わたり（屈斜路湖、塘路湖） 弟子屈町、標茶町 142 積丹半島のニシン文化 後志支庁 211 赤石山 白滝村 281 三笠北海盆おどり 三笠市

71 知床半島 斜里町、羅臼町 143 新得の水力発電所 新得町 212 タキカワカイギュウ化石 滝川市 282 北海盆唄 全道各地

72 ニセコ連峰周辺の自然 後志支庁 144 千歳市 213 キウス周堤墓群 千歳市 283 ソーラン節

◆まち・景観－29件 214 忠類村で発見されたナウマン象の化石 忠類村 284 江差いにしえ夢開道 江差町

ＩＤ 遺産候補の名称 所在地 73 砂坂の砂防林 江差町 145 上平グリーンヒルウィンドファーム 苫前町 215 常呂遺跡などのオホーツク文化遺跡 常呂町、網走市 285 おけと人間ばんば大会 置戸町

◆自然－72件 74 江別しのつ河畔林 江別市 146 ニセコ町 216 赤心社記念館 浦河町 286 北見菊まつり 北見市

1 天売島と焼尻島 羽幌町 75 北大ポプラ並木 札幌市 217 北海道家庭学校 遠軽町、白滝村 287 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り 札幌市

2 礼文島 礼文町 76 下川町の森林ミュージアム 下川町 147 函館市 218 屯田兵人形 北見市 288 さっぽろ雪まつり 札幌市

3 えりも岬 えりも町 77 芝桜 滝上町、東藻琴村など 219 手稲山口バッタ塚 札幌市 289 下川アイスキャンドル 下川町

4 積丹半島と神威岬 後志支庁 78 十勝の風景・カラマツ防風林と小麦畑 十勝支庁 148 滝ノ上発電所 夕張市 220 札幌市 290 夜高あんどん祭り 沼田町

5 大成町の奇岩群と太田神社 大成町 79 根室半島海岸林 根室市 149 雄別炭鉱と鉄道館 阿寒町 291 金刀比羅神社例大祭 根室市

6 稚咲内海岸 豊富町 80 富良野・美瑛の丘 美瑛町～富良野市 150 釧路炭田と石炭列車 釧路市 221 北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎） 札幌市 292 北海へそ祭り 富良野市

7 地球岬 室蘭市 81 北竜のひまわり 北竜町 151 茅沼炭鉱跡 泊村 222 開拓使文書と箱館奉行所文書 札幌市 293 陸別町しばれフェスティバル 陸別町

8 イタンキ浜の鳴り砂 室蘭市 82 菜の花畑 全道各地 152 羽幌炭鉱炭住アパート群と炭鉱跡 羽幌町 223 エドウィン・ダン記念館 札幌市 294 北海道青少年のための科学の祭典 全道各地

9 宗谷岬 稚内市 83 室蘭八景 室蘭市 153 旧国鉄幌内線廃線跡 三笠市 224 屯田兵村および兵屋 全道各地 295 二股ラジウム温泉 長万部町

10 天都山 網走市 84 帯広市緑ヶ丘のグリーンパーク 帯広市 154 江別の煉瓦 江別市 225 言問の松 豊富町 296 モール温泉 全道各地

11 暑寒別連峰 雨竜町、増毛町など 85 ラベンダー畑発祥の地・日の出公園 上富良野町 155 上ノ国（中外）鉱山トンネルキルン 上ノ国町 226 殖民区画 全道各地 297 登別温泉（地獄谷） 登別市

12 大雪山国立公園 上川・十勝支庁 86 北大植物園 札幌市 156 三菱鉱業下川鉱山跡 下川町 227 旧日本陸軍第七師団遺構・跡地 旭川市、札幌市 298 北海道の温泉 全道各地

13 円山 札幌市 87 大通公園 札幌市 157 ウソタン砂金地 浜頓別町 228 月寒アンパン道路 札幌市 299 天狗山とジャンプ台 小樽市

14 アポイ岳 様似町 88 えりも黄金道路と海岸林 えりも町 158 室蘭市 229 月寒忠霊塔 札幌市 300 大倉山シャンツェ 札幌市

15 有珠山周辺の火口群 89 北見峠のシラカバ街道 上川町、白滝村 230 ニセコ観測所跡 ニセコ町 301 たきかわスカイパーク 滝川市

90 静内二十間道路桜並木 静内町 159 室蘭日鋼 室蘭市 231 旧逓信省根室北方領土通信施設 根室市 302 ニセコのスキー場 後志支庁

16 駒ヶ岳（大沼小沼） 渡島支庁 91 七飯の赤松並木 七飯町 160 鴻之舞鉱山遺構と鴻紋軌道跡 紋別市 232 日鑑記 厚岸町 303 旧頼城小学校 芦別市

17 日高山脈 日高・十勝支庁 92 追分ソーランライン 日本海沿岸地域 161 野村鉱業イトムカ鉱山跡 留辺蘂町 233 小樽五百羅漢 小樽市 304 酪農学園大学 江別市

18 羊蹄山 後志支庁 93 小樽運河と倉庫群 小樽市 162 旭橋 旭川市 234 上国寺本堂とその周辺 上ノ国町 305 廃校の校歌 全道各地

19 利尻山（利尻富士） 利尻町、利尻富士町 94 北のウオール街 小樽市 163 旭川市 235 306 校庭のスケートリンク 全道各地

20 前田一歩園森林 阿寒町 95 鴨々川 札幌市 307 川村カ子トアイヌ記念館 旭川市

21 北見市 96 創成川 札幌市 164 旧国鉄神居古潭トンネルと車両駅舎 旭川市 236 函館ハリストス正教会 函館市 308 シベチャリチャシとシャクシャイン 静内町

97 金森倉庫 函館市 165 ふるさと銀河線 池田町～北見市 237 カトリック富岡教会 小樽市 309 アイヌ神謡集（知里幸恵）

22 黒松内のブナ林 黒松内町 98 函館元町の伝統的建物群 函館市 166 ＪＲ岩見沢駅構内の赤レンガ建物 岩見沢市 238 トラピスチヌ修道院・トラピスト修道院 函館市、上磯町 310 平取町二風谷地区 平取町

23 ガルトネルのブナ林 七飯町 99 札幌近郊の山小屋群 札幌市 167 恵庭市 239 網走刑務所 網走市 311 ユーカラ 全道各地

24 札幌藻岩山の原始林 札幌市 100 支笏湖ユースホステル旧館 千歳市 240 網走監獄 網走市 312 アイヌ文化 全道各地

25 野幌原始林 101 黄金岬のかに釣りとおでんと夕日 留萌市 168 運炭鉄道ＳＬ車両群（ＪＲ野幌駅裏） 江別市 241 小樽市能舞台 小樽市 313 石炭ストーブ 全道各地

◆産業－101件 169 小樽交通記念館と扇形車庫 小樽市 242 帯広市 314 つららを食べる小学生 全道各地

26 北大演習林（苫小牧） 苫小牧市 102 北海幹線用水路 空知支庁 170 旧国鉄手宮線 小樽市 315 集合煙突 全道各地

27 天塩川 上川・留萌・宗谷支庁 103 網走支庁 171 ＪＲ小樽駅 小樽市 243 旧島松駅逓所 北広島市 316 北海道弁 全道各地

28 豊平川 札幌市 172 幣舞橋 釧路市 244 豊平館 札幌市 317 浪花町十六番倉庫 釧路市

29 アシリベツの滝 札幌市 104 北海道水田発祥の碑 大野町 173 JR北海道苗穂工場とSL工作機械 札幌市 245 北大農学部校舎群 札幌市 318 ススキノ 札幌市

30 美々川 千歳市、苫小牧市 105 旧日本甜菜製糖帯広工場 帯広市 174 根室本線旧狩勝線の鉄道遺産 新得町、南富良野 246 札幌時計台 札幌市 319 ドラマ「北の国から」 富良野市

31 阿寒湖とマリモ 阿寒町 106 男爵資料館（木製サイロ、蒸気自動車 上磯町 町 247 北大理学部博物館 札幌市 320 下の句カルタ 全道各地

32 サロマ湖 網走支庁 など） 175 旧上川道路 滝川市 248 北海道知事公館 札幌市 321 石炭ストーブのある暮らし 全道各地

33 然別湖 鹿追町、上士幌町 107 農業倉庫 上川支庁など 176 旧国鉄戸井線陸橋 戸井町 249 札幌市 322 会費制結婚披露宴 全道各地

34 宮島沼とマガン 美唄市 108 世界のプラウと土の博物館「土の館」 上富良野町 177 山線蒸気機関車と湖畔橋 苫小牧市、千歳市 323 馬そり 全道各地

35 網走湖畔湿性林 女満別町 109 北見ハッカ記念館とハッカ御殿・資料館 北見市 178 ＳＬキマロキ編成排雪列車 名寄市 250 札幌市 ◆食－29件

36 雨竜沼湿原 雨竜町 110 羊ヶ丘展望台と北海道農業試験場 札幌市 179 青函連絡船と摩周丸 函館市 324 網走産「釣りキンキ」 網走市

37 釧路湿原 釧路支庁 111 更別村神野澱粉工場 更別村 180 日本一の直線道路（国道12号線） 美唄市～滝川市 251 仙台藩白老元陣屋 白老町 325 鵡川の柳葉魚 鵡川町

38 猿払原野 猿払村 112 新篠津運河、馬追運河 新篠津村、長沼町 181 旧国鉄富内駅とヤード 穂別町 252 旧樺戸集治監 月形町 326 日本海のエゾアワビ 日本海沿岸地域

39 ヤチボウズ 全道各地 113 旧もんべつ製糖所製糖機械 伊達市 182 旧ＪＲ深名線第三雨竜川橋梁 幌加内町 253 五稜郭と四稜郭 函館市 327 北寄貝 全道各地

40 サロベツ原野 豊富町、幌延町 114 道立根釧農業試験場旧庁舎本館と 中標津町 183 森林鉄道蒸気機関車「雨宮21号」 丸瀬布町 254 函館外人墓地 函館市 328 秋刀魚の刺身 全道各地

41 苔の洞門 千歳市 白樺並木 184 旧大夕張森林鉄道と橋梁群 夕張市 255 遺愛女子校の宣教師館など 函館市 329 エゾバフンウニ 全道各地

42 車石 根室市 115 沼田町 185 ＹＳ－１１ 全道各地 256 函館中華会館 函館市 330 北海道の昆布 全道各地

43 春国岱 根室市 186 石狩灯台 石狩市 257 マンロー館 平取町 331 カニ 全道各地

44 宗谷丘陵（宗谷岬の周氷河地形） 稚内市 116 乗用馬「トロッタ－種」と繋駕レース 釧路・根室支庁 187 小林酒造（北の錦）蔵 栗山町 258 深川市 332 にしん漬け 全道各地

45 三国峠 上士幌町、上川町 117 日高のサラブレット 日高支庁 188 サッポロビール 札幌市 333 いずし 全道各地

46 タンチョウ 118 町村農場 江別市 189 札幌苗穂地区の工場・記念館群 札幌市 259 洞爺丸台風海難事件と慰霊碑 上磯町 334 とうきび 全道各地

47 エトピリカ 119 雪印乳業史料館 札幌市 190 昭和前期の工作機械群 函館市 260 北海道大学 札幌市 335 和寒の越冬キャベツ 和寒町

48 天売島の野鳥 羽幌町 120 酪聨発祥の地・雪印バター誕生の 札幌市 191 ニッカウヰスキー余市蒸留所 余市町 261 北大恵迪寮（初代） 札幌市 336 メロン（夕張メロンなど） 全道各地

49 シマフクロウ 記念館 192 旭川家具 旭川市 262 バチェラー夫妻記念堂 伊達市 337 ギョウジャニンニク 全道各地

50 鮭の遡上 全道各地 121 焼尻島の綿羊（サフォーク種） 羽幌町 193 ばん馬とばんえい競馬 旭川市、帯広市、 263 南極犬タロとジロ 稚内市 338 北海道の馬鈴薯 全道各地

51 122 早来町遠浅の木のサイロ 早来町 岩見沢市、北見市 264 全道の旧道（中山峠・様似山道など） 全道各地 339 谷田製菓のきび団子・大嘗飴 栗山町

123 北海道の馬文化 全道各地 194 旧長野商店と石狩の町並み 石狩市 265 北前船 日本海沿岸各地 340 幌加内のそば 幌加内町

52 北海道犬 124 北海道和種馬（どさんこ） 全道各地 195 石狩市 ◆生活・文化－58件 341 北海道の地酒 全道各地

53 能取湖サンゴソウ群落と厚岸の厚岸草 網走市、厚岸町 125 厚岸の牡蠣 厚岸町 266 音威子府村 342 北海道のチーズ 全道各地

54 石狩川河口ミズバショウの群生地 石狩市 126 石狩地引網 石狩市 196 旧日本銀行小樽支店 小樽市 343 北海道のそば 全道各地

55 小清水原生花園 小清水町 127 インディアン水車 千歳市 197 旧日本郵船小樽支店 小樽市 267 札幌交響楽団 札幌市 344 北海道のアイスクリーム 全道各地

56 オホーツク沿岸の海岸草原群落 オホーツク海沿岸地域 128 北大水産学部資料館和船模型群 函館市 198 岩保木水門 釧路町 268 神田日勝の作品群 鹿追町 345 炉ばた 全道各地

57 川湯硫黄山と山麓の植物群落 弟子屈町 129 函館の漁火 函館市 199 石山の石切場 札幌市 269 アルテピアッツァ美唄 美唄市 346 鯨汁 道南地域など

58 豊頃町のはるにれの木 豊頃町 130 アザラシ油塗装民家・（通称）トッカリの家 浜中町 200 大沼の天然氷切り出し風景 七飯町 270 油絵による五百羅漢 古平町 347 三平汁 全道各地

59 千島桜 根室市 131 野付半島と打瀬船 別海町 201 函館の近代化技術遺産群 函館市 271 木彫民芸品ニポポ 網走市 348 ジンギスカン 全道各地

60 焼尻島オンコ原生林 羽幌町 132 福山波止場遺構 松前町 202 ガリンコ号 紋別市 272 札幌焼窯跡 札幌市 349 石狩鍋 全道各地

61 千本ナラ 浜益村 133 鯨塚（道南の鯨文化） 道南地域 ◆歴史－63件 273 熊の木彫り 全道各地 350 鮭の食文化 全道各地

62 平取スズラン群生地 平取町 134 北海道の鯨文化（捕鯨・鯨油・食など） 全道各地 203 モヨロ貝塚 網走市 274 江差五勝手鹿子舞 江差町 351 甘納豆入り赤飯 全道各地

63 トドワラ 別海町 135 さけ定置漁業 全道各地 204 石狩紅葉山49号遺跡 石狩市 275 丘珠の獅子舞 札幌市 352 身欠きニシン 全道各地

壮瞥町、虻田町、伊達
市、洞爺村

砂澤ビッキアトリエ３モア（エコミュージ
アムおさしまセンター）

札幌市北区の伝統文化（新琴似歌舞
伎、篠路歌舞伎、篠路獅子舞）

蝦夷三官寺（有珠善光寺、様似等樹
院、厚岸国泰寺）

伊達市、様似町、厚
岸町

帯広市の歴史的建物（旧三井金物店、
双葉幼稚園）

北星学園創立百周年記念館（北星学
園女性宣教師旧住宅）

王子製紙レンガ事務所と千歳川第一
発電所

石狩川治水工事コンクリート単床ブ
ロック

日本基督教団札幌教会（旧札幌美以
教会）

北見の里山（五百歳のミズナラを中心と
した広葉樹林と湧水の沢）

沼田町低温貯留乾燥調整施設スノー
クールライスファクトリー

北海道の野生動物（キタキツネ、エゾシ
カ、エゾリス、ヒグマ、エゾクロテン等）

札幌市、江別市、北広
島市

消えつつある特用作物（亜麻、除虫菊、
ハッカなど）

深川市ぬくもりの里芸術文化交流施設
「向陽館」

室蘭市白鳥湾の産業遺産群（日本製
鋼所、白鳥大橋、ＪＲ室蘭駅）

王子製紙尻別第一発電所（尻別川の
水力発電所群）

笹流ダム（赤川水源地）と元町浄水場

森と川を守る恵庭森林鉄道と鉱山古
城遺跡

北海道開拓記念館と開拓の村、100年
記念館

JR北海道旧旭川運転所の扇型機関
庫と転車台

北海道遺産第二回選定第1次候補一覧
[2004年3月25日現在]

◆自然
◆まち・景観
◆産業
◆歴史
◆生活・文化
◆食
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