
北海道遺産第2回選定候補応募集計一覧

１．自然　（382件）
ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地

1 鴎島 自然 島 江差町 56 小樽天狗山 自然 山 小樽市 111 歌才ブナ林 自然 森・林 黒松内町 166 浮島公園（ウグイ沼） 自然 湖・沼 北桧山町 221 赤井川村のカルデラ盆地 自然 地形 赤井川村

2 天売島と焼尻島 自然 島 羽幌町 57 大雪山系 自然 山 上川管内 112 黒松内のぶな林 自然 森・林 黒松内町 167 神の子池 自然 湖・沼 清里町 222 瞰望岩 自然 地形 遠軽町

3 ５島（利尻島、礼文島、天売島、
焼尻島、奥尻島）

自然 島 利尻町、礼文町、羽
幌町、奥尻町

58 旭川市永山付近から眺めた大
雪連峰の景観

自然 山 上川管内 113 黒松内添別ぶな林 自然 森・林 黒松内町 168 西岡水源池 自然 湖・沼 札幌市 223 層雲峡 自然 地形 上川町

4 利尻島 自然 島 利尻町 59 大雪山国立公園 自然 山 上川管内 114 ガルトネルのブナ林 自然 森・林 七飯町 169 サロマ湖 自然 湖・沼 佐呂間町 224 京極の風洞 自然 地形 京極町

5 利尻・礼文 自然 島 利尻町、礼文町 60 旭岳・黒岳 自然 山 上川管内 115 道南ぶな樹林 自然 森・林 道南地方 170 サロマ湖と沈みゆく夕日 自然 湖・沼 佐呂間町 225 苔の洞門 自然 地形 千歳市

6 利尻島・礼文島・天売島・焼尻島 自然 島 利尻町、礼文町、羽
幌町

61 旭岳の紅葉 自然 山 上川管内 116 札幌藻岩山原始林 自然 森・林 札幌市 171 然別湖 自然 湖・沼 鹿追町 226 日本一の屈斜路カルデラ 自然 地形 弟子屈町

7 礼文島 自然 島 礼文町 62 大雪高原温泉の紅葉 自然 山 上川町 117 野幌原始林 自然 森・林 札幌市・江別市・北
広島市

172 東雲湖 自然 湖・沼 鹿追町 227 当麻鍾乳洞 自然 地形 当麻町

8 花の島「礼文島」 自然 島 礼文町 63 旭岳 自然 山 上川町 118 野幌森林公園 自然 森・林 札幌市・江別市・北
広島市

173 塘路湖 自然 湖・沼 標茶町 228 十勝平野 自然 地形 十勝管内

9 初夏の礼文 自然 島 礼文町 64 ニペソツ山 自然 山 上士幌町 119 知床大橋 自然 森・林 斜里町 174 知床五湖 自然 湖・沼 斜里町 229 十勝平野と日高山脈 自然 地形 十勝管内、日高管
内

10 トド島 自然 島 礼文町 65 十勝岳連峰 自然 山 上富良野町,中富良
野町,美瑛町

120 シマフクロウが生息している
斜里

自然 森・林 斜里町 175 ポロト湖 自然 湖・沼 白老町 230 樽前ガロー 自然 地形 苫小牧市

11 北方領土（歯舞諸島・色丹島・国
後島・択捉島）

自然 島 北方領土 66 三角山 自然 山 札幌市 121 ポロトの森 自然 森・林 白老町 176 支笏湖 自然 湖・沼 千歳市 231 中頓別鍾乳洞 自然 地形 中頓別町

12 能取岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

網走市 67 藻岩山 自然 山 札幌市 122 巨木の森 自然 森・林 千歳市 177 オコタンペ湖 自然 湖・沼 千歳市 232 車石 自然 地形 根室市

13 海岸砂丘 自然 海（岬・浜・岩
など）

石狩市、釧路市な
ど

68 手稲山 自然 山 札幌市 123 北大演習林（苫小牧） 自然 森・林 苫小牧市 178 支笏湖の紅葉 自然 湖・沼 千歳市 233 春国岱 自然 地形 根室市

14 雷電海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

岩内町 69 円山 自然 山 札幌市 124 パンケ原生保存林 自然 森・林 中川町 179 チミケップ湖 自然 湖・沼 津別町 234 十勝沖地震の断層 自然 地形 根室半島

15 えりも岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

えりも町 70 アポイ岳 自然 山 様似町 125 東大演習林 自然 森・林 富良野市 180 屈斜路湖 自然 湖・沼 弟子屈町 235 トンボロ（陸繋砂洲） 自然 地形 函館、室蘭、霧多
布など

16 襟裳岬とゼニガタアザラシ 自然 海（岬・浜・岩
など）

えりも町 71 アポイ岳・アポイ岳フアンクラブ 自然 山 様似町 126 富良野市麓郷地区 自然 森・林 富良野市 181 ウトナイ湖 自然 湖・沼 苫小牧市 236 宗谷岬丘陵（宗谷岬の周氷河地
形）

自然 地形 稚内市

17 なべつる岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

奥尻町 72 様似山道 自然 山 様似町 127 麓郷の丘と森 自然 森・林 富良野市 182 支笏・洞爺国立公園 自然 湖・沼 苫小牧市・千歳市 237 雁行状山脈 自然 地形 道内各地

18 Sea　Beam　Beautiful　Lｉｎｅ (銭
函～小樽の海岸線の光景)

自然 海（岬・浜・岩
など）

小樽市 73 アポイ岳とアポイ岳の高山植物 自然 山 様似町 128 旭川市嵐山から眺める石狩川 自然 川・滝 旭川市 183 サロベツ砂丘原生林湖沼群 自然 湖・沼 豊富町、幌延町 238 カルデラ 自然 地形 道内各地

19 小樽海岸の絶壁 自然 海（岬・浜・岩
など）

小樽市 74 昭和新山 自然 山 壮瞥町 129 天塩川 自然 川・滝 朝日町・名寄市・美深町・
音威子府村・中川町・幌
延町

184 豊富町稚咲内周辺の海岸砂丘
林と砂丘列間の湖沼群

自然 湖・沼 豊富町 239 新城峠 自然 峠 芦別市

20 オタモイ海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

小樽市 75 有珠山 自然 山 壮瞥町、虻田町、
伊達市、洞爺村

130 三段の滝、空知大滝 自然 川・滝 芦別市 185 裏摩周 自然 湖・沼 中標津町 240 上幌内峠 自然 峠 雄武町

21 エルム岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

様似町 76 有珠山噴火による災害遺構 自然 山 壮瞥町、虻田町、
伊達市、洞爺村

131 利別川（今金町） 自然 川・滝 今金町 186 大沼 自然 湖・沼 七飯町 241 三国峠 自然 峠 上士幌町

22 親子岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

様似町 77 有珠山周辺の火口群 自然 山 壮瞥町、虻田町、
伊達市、洞爺村

132 恵庭白扇の滝 自然 川・滝 恵庭市 187 大沼と駒ケ岳 自然 湖・沼 七飯町 242 深山峠 自然 峠 上富良野町

23 神威岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

積丹町 78 有珠山西山火口 自然 山 虻田町 133 層雲峡銀河・流星の滝 自然 川・滝 上川町 188 ニセコ神仙沼と大谷地湿原 自然 湖・沼 ニセコ町 243 千望峠 自然 峠 上富良野町、美瑛
町

24 カムイ岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

積丹町 79 丸加山 自然 山 滝川市 134 十線川 自然 川・滝 北広島市 189 ニセコの手鏡沼 自然 湖・沼 ニセコ町 244 中山峠 自然 峠 喜茂別町

25 幌武意海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

積丹町 80 樽前山 自然 山 苫小牧市 135 不動の滝 自然 川・滝 栗山町 190 倶多楽湖 自然 湖・沼 白老町、登別市 245 知床峠 自然 峠 斜里町、羅臼町

26 島武意海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

積丹町 81 駒ケ岳（大沼小沼） 自然 山 七飯町 136 豊平川 自然 川・滝 札幌市 191 クッチャロ湖 自然 湖・沼 浜頓別町 246 美幌峠 自然 峠 美幌町、弟子屈町

27 積丹半島 自然 海（岬・浜・岩
など）

積丹町など 82 駒ケ岳・大沼・流れ山 自然 山 七飯町 137 アシリベツの滝 自然 川・滝 札幌市 192 ポン沼 自然 湖・沼 浜頓別町 247 国見峠 自然 峠 深川市

28 積丹ブルーの海と海岸線の奇岩
群

自然 海（岬・浜・岩
など）

積丹半島 83 函館山の植物と蛙の変種 自然 山 函館市 138 平和の滝 自然 川・滝 札幌市 193 宮島沼 自然 湖・沼 美唄市 248 紅十勝石 自然 鉱物など 白滝村など

29 ウトロ海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

斜里町 84 黄金山 自然 山 浜益村 139 茨戸川 自然 川・滝 札幌市、石狩市 194 風蓮湖 自然 湖・沼 別海町、根室市 249 十勝川沿いの大露頭 自然 鉱物など 新得町

30 矢越海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

知内町、福島町 85 十勝岳と丘 自然 山 美瑛町・上富良野
町

140 賀老の滝 自然 川・滝 島牧村 195 朱鞠内湖 自然 湖・沼 幌加内町 250 石狩当別にある道民の森の川に
ある数多くの球状の砂岩

自然 鉱物など 当別町

31 知内町小谷石から福島町岩部
にかけての海岸線の景色

自然 海（岬・浜・岩
など）

知内町・福島町 86 日高山脈とえりも岬 自然 山 日高管内 141 日本最多のサクラマスの母川
「サンル川」の清流

自然 川・滝 下川町など 196 網走国定公園網走湖女満別湖
畔

自然 湖・沼 女満別町 251 十勝の黒曜石 自然 鉱物など 十勝管内

32 親子熊 自然 海（岬・浜・岩
など）

知床 87 日高山脈のカール地形と高山植
物群落

自然 山 日高管内 142 斜里川 自然 川・滝 斜里町 197 コックリ湖 自然 湖・沼 蘭越町 252 名寄鈴石、高師小僧 自然 鉱物など 名寄市

33 三本杉岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

瀬棚町 88 日高山脈 自然 山 日高管内、十勝管
内

143 カムイワッカ湯の滝 自然 川・滝 斜里町 198 姫沼 自然 湖・沼 利尻富士町 253 メランジュ 自然 鉱物など 夕張市、南富良野
町

34 大成町の奇岩群と太田神社 自然 海（岬・浜・岩
など）

大成町 89 大千軒岳 自然 山 福島町など 144 インクラの滝 自然 川・滝 白老町 199 海跡湖 自然 湖・沼 オホーツク海沿岸
地域

254 大湯沼と硫黄球 自然 鉱物など 蘭越町

35 マウンテンゴリラの岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

泊村 90 富良野岳（原始ケ原） 自然 山 富良野市など 145 美々川 自然 川・滝 千歳市～苫小牧市 200 雨竜沼湿原 自然 湿原 雨竜町 255 館平海岸岩礁のマンガン鉱床露
頭

自然 鉱物など 熊石町

36 稚咲内海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

豊富町 91 羊蹄山 自然 山 真狩村など 146 羽衣の滝と天人峡の数々の滝と
岩の風景

自然 川・滝 東川町 201 雨竜沼 自然 湿原 雨竜町 256 オオワシ 自然 動物 網走市など

37 立待岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

函館市 92 蓬莱山 自然 山 三石町 147 広尾川 自然 川・滝 広尾町など 202 池塘 自然 湿原 雨竜町 257 オジロワシ 自然 動物 網走市など

38 天売島の各種岩(赤岩など) 自然 海（岬・浜・岩
など）

羽幌町 93 夕張岳 自然 山 夕張市 148 山彦の滝 自然 川・滝 丸瀬布町 203 暑寒別岳から雨竜沼湿原 自然 湿原 雨竜町 258 ヘイケボタルの生息地 自然 動物 生田原町

39 松前矢越道立自然公園の福島
町岩部地区の海岸

自然 海（岬・浜・岩
など）

福島町 94 シリパ山 自然 山 余市町 149 古部の大滝 自然 川・滝 南茅部町 204 静狩高原 自然 湿原 長万部町 259 オホーツクの流氷に乗ってく
るクリオネ

自然 動物 オホーツク海沿岸
地域

40 雄冬岬～増毛 自然 海（岬・浜・岩
など）

増毛町 95 羅臼岳 自然 山 羅臼町 150 鵡川（シシャモの母なる川） 自然 川・滝 鵡川町 205 音別湿原 自然 湿原 音別町 260 ウスバキチョウ 自然 動物 上川管内

41 地球岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

室蘭市 96 利尻山（利尻富士） 自然 山 利尻町、利尻富士
町

151 ユーラップ川 自然 川・滝 八雲町など 206 浮島湿原 自然 湿原 上川町 261 アサヒヒョウモン 自然 動物 上川管内

42 イタンキ浜の鳴り砂 自然 海（岬・浜・岩
など）

室蘭市 97 爺爺岳(チャチャダケ) 自然 山 北方領土 152 千鳥ヶ滝および竜仙峡の風景と
川底の景観

自然 川・滝 夕張市 207 釧路湿原 自然 湿原 釧路市、釧路町、
標茶町、鶴居村

262 春採湖のヒブナ 自然 動物 釧路市

43 トッカリショ浜 自然 海（岬・浜・岩
など）

室蘭市 98 前田一歩園森林 自然 森・林 阿寒町 153 尻別川 自然 川・滝 蘭越町、喜茂別町
など

208 札幌近郊の最後のヌマガヤ湿
原”世田谷湿原”

自然 湿原 札幌市 263 キタサンショウウオ 自然 動物 釧路地方

44 ローソク岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

余市町 99 旧松平農場原始林 自然 森・林 旭川市 154 留萌川 自然 川・滝 留萌市 209 猿払原野 自然 湿原 猿払村 264 タンチョウ 自然 動物 釧路地方

45 寝熊の岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

利尻町 100 炭山橋から見る景色（秋の紅
葉）

自然 森・林 芦別市 155 鮭の遡上する川 自然 川・滝 道内各地 210 コッタロ湿原 自然 湿原 標茶町 265 エゾオオムラサキ 自然 動物 栗山町

46 人面岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

利尻町 101 厚沢部町の自然林 自然 森・林 厚沢部町 156 秘境の滝（車で走行中に見える
ものではない）

自然 川・滝 道内各地 211 月ヶ湖湿原 自然 湿原 月形町 266 エゾカオジロトンボ 自然 動物 標茶町

47 黄金岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

留萌市 102 土橋自然観察教育林 自然 森・林 厚沢部町 157 阿寒湖 自然 湖・沼 阿寒町 212 川湯湿原 自然 湿原 弟子屈町 267 カワシンジュガイ 自然 動物 斜里町など

48 礼文島西海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

礼文町 103 天然記念物「鶉川五葉松の自
生北限地帯（国指定）

自然 森・林 厚沢部町 158 阿寒湖とマリモ 自然 湖・沼 阿寒町 213 ヤチボウズ 自然 湿原 道東地方など 268 エトピリカ 自然 動物 知床地方

49 礼文島地蔵岩 自然 海（岬・浜・岩
など）

礼文町 104 石狩防風林 自然 森・林 石狩市 159 シュンクシタカラ湖 自然 湖・沼 阿寒町 214 十勝大津の港漁港の土盛り場
裏にあった湿原

自然 湿原 豊頃町 269 どじょう(赤どじょう) 自然 動物 新篠津村

50 ＪＲ「抜海」前の海岸 自然 海（岬・浜・岩
など）

稚内市 105 恵庭渓谷 自然 森・林 恵庭市 160 オンネトー 自然 湖・沼 足寄町 215 サロベツ高層湿原 自然 湿原 豊富町 270 温根内ビジターセンターで見える
ホタル

自然 動物 鶴居村

51 宗谷岬 自然 海（岬・浜・岩
など）

稚内市 106 置戸照査法試験林 自然 森・林 置戸町 161 オオハクチョウ越冬地（厚岸湖） 自然 湖・沼 厚岸町 216 サロベツ原野 自然 湿原 豊富町、幌延町 271 鶴居の丹頂鶴 自然 動物 鶴居村

52 日本海沿岸の波涛 自然 海（岬・浜・岩
など）

日本海沿岸地域 107 煤田山最北限の栗林 自然 森・林 小樽市 162 洞爺湖 自然 湖・沼 虻田町 217 琵琶瀬湿原 自然 湿原 浜中町 272 オロロン鳥 自然 動物 天売島

53 崕山（きりぎしやま） 自然 山 芦別市 108 筬島原生保存林 自然 森・林 音威子府村 163 越後沼 自然 湖・沼 江別市 218 美唄湿原 自然 湿原 美唄市 273 えぞぜみの声 自然 動物 奈井江～上砂川

54 天都山 自然 山 網走管内 109 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

自然 森・林 北見市 164 豊似湖 自然 湖・沼 えりも町 219 美深松山湿原 自然 湿原 美深町 274 天売島の海鳥繁殖地 自然 動物 羽幌町

55 暑寒別連峰 自然 山 雨竜町、北竜町、増
毛町など

110 倶知安百年の森 自然 森・林 倶知安町 165 チヨマトウ 自然 湖・沼 帯広市 220 利尻島の湿原～南浜～ 自然 湿原 利尻町 275 ウトウのコロニー 自然 動物 羽幌町



ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地

276 焼尻島白浜海岸などのゴマアザ
ラシの群

自然 動物 羽幌町 331 網走湖の夕日 自然 自然現象 網走市

277 天売島の60万羽のウトウ 自然 動物 羽幌町 332 オロロンラインの夕陽 自然 自然現象 石狩～稚内

278 天売島の野鳥 自然 動物 羽幌町 333 オロロンラインの波濤、ブリザー
ド（雪嵐）

自然 自然現象 石狩～稚内

279 エゾナキウサギ 自然 動物 日高山脈，芦別夕張山系,
大雪山十勝山系、襟裳岬

334 マクンベツ湿原から見る夕陽 自然 自然現象 石狩市

280 幌延のシカ 自然 動物 幌延町 335 えりも岬の風 自然 自然現象 えりも町

281 シマフクロウ 自然 動物 道東地域 336 遠別の夕日 自然 自然現象 遠別町

282 ヒグマ 自然 動物 道内各地 337 オホーツク沿岸の流氷群 自然 自然現象 オホーツク海沿岸
地域

283 鮭の遡上 自然 動物 道内各地 338 流氷 自然 自然現象 オホーツク海沿岸
地域など

284 イトウ 自然 動物 道内各地 339 永久凍土 自然 自然現象 上川町、上士幌町

285 エゾシカ 自然 動物 道内各地 340 上ノ国日本海の夕日 自然 自然現象 上ノ国町

286 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）

自然 動物 道内全域 341 釧路の壮大な夕焼け 自然 自然現象 釧路市

287 北海道犬（通称アイヌ犬） 自然 動物 道内全域 342 釧路幣舞橋の夕日 自然 自然現象 釧路市

288 芦別の黄金水松 自然 植物 芦別市 343 霧 自然 自然現象 釧路地方

289 能取湖のサンゴ草群生地 自然 植物 網走市 344 しかべ間欠泉 自然 自然現象 鹿部町

290 石狩浜の海浜植物群落とカシワ
の天然林

自然 植物 石狩市 345 鹿部の水（駒ケ岳の湧き水） 自然 自然現象 鹿部町

291 石狩川河口　ミズバショウの群
生地

自然 植物 石狩市 346 標津町から見る四角い冬の朝日
の出

自然 自然現象 標津町

292 恵山のつつじ 自然 植物 恵山町 347 占冠村の寒さ 自然 自然現象 占冠村

293 十勝坊主 自然 植物 帯広市 348 寿都町美谷の夕日 自然 自然現象 寿都町

294 エゾマメヤナギ 自然 植物 上川管内 349 御神わたり（屈斜路湖、塘路
湖）

自然 自然現象 弟子屈町、標茶町

295 大雪山の花園群 自然 植物 上川管内 350 海霧 自然 自然現象 道東地方

296 小清水原生花園 自然 植物 小清水町 351 馬追山からみる夕陽 自然 自然現象 長沼町、由仁町

297 アポイマイマイ 自然 植物 様似町 352 サンピラー（太陽柱） 自然 自然現象 名寄市など

298 アポイ岳高山植物群落と様似八
景

自然 植物 様似町 353 泥火山 自然 自然現象 新冠町

299 斜里原生花園 自然 植物 斜里町 354 ニセコ町甘露水 自然 自然現象 ニセコ町

300 オホーツク沿岸の海岸草原群落 自然 植物 斜里町、小清水町、網走市、湧

別町、紋別市、興部町、雄武町
355 氷点下４１℃(明治３７年に記録) 自然 自然現象 幌加内町

301 日本海オロロンラインの稚咲内・
浜里原生砂丘林の花

自然 植物 天塩原野 356 真狩の名水 自然 自然現象 真狩村

302 川湯硫黄山火山群と山麓の植
物群落

自然 植物 弟子屈町 357 河川争奪 自然 自然現象 利尻町、黒松内町

303 豊頃町のはるにれの木 自然 植物 豊頃町 358 甘露泉水 自然 自然現象 利尻富士町

304 サロベツ原生花園 自然 植物 豊富町、幌延町 359 留辺蘂の星空 自然 自然現象 留辺蘂町

305 ヤナギ科ケショウヤナギ属ケショ
ウヤナギ自然更新自生地

自然 植物 中札内村 360 留萌の夕陽 自然 自然現象 留萌市

306 根室のミズナラ 自然 植物 根室市 361 雪 自然 自然現象 道内全域

307 サカイツツジ 自然 植物 根室市 362 冬の星空 自然 自然現象 道内全域

308 千島桜 自然 植物 根室市 363 北海道の青空 自然 自然現象 道内全域

309 焼尻島オンコ原生林 自然 植物 羽幌町 364 北海道の夕日 自然 自然現象 道内全域

310 焼尻島のイチイ 自然 植物 羽幌町 365 雪の花 自然 自然現象 道内全域

311 ベニヤ原生花園 自然 植物 浜頓別町 366 神居古潭つり橋、神居古潭油石 自然 その他 旭川市

312 千本ナラ 自然 植物 浜益村 367 二股温泉石灰ドーム 自然 その他 長万部町

313 アオダモ 自然 植物 日高管内 368 定山渓 自然 その他 札幌市

314 平取すずらん群棲地 自然 植物 平取町 369 豊平峡 自然 その他 札幌市

315 トドワラ 自然 植物 別海町 370 赤岩青厳峡 自然 その他 占冠村

316 鷲別岳（室蘭岳）広葉樹林内の
ミズナラ巨木群

自然 植物 室蘭市 371 知床 自然 その他 斜里町、羅臼町

317 水芭蕉大群落 自然 植物 女満別町 372 知床半島 自然 その他 斜里町、羅臼町

318 夕張川のネコヤナギ 自然 植物 夕張市 373 砂川石山 自然 その他 砂川市

319 紅葉の里 自然 植物 夕張市 374 ケイ酸白土球 自然 その他 壮瞥町

320 羅臼のヒカリゴケ 自然 植物 羅臼町 375 勇払原野と原野を横断するヒグ
マ

自然 その他 苫小牧市など

321 温根湯のツツジ 自然 植物 留辺蘂町 376 ニセコ連峰周辺の自然 自然 その他 ニセコ町など

322 エゾムラサキツツジ大群落 自然 植物 留辺蘂町 377 野付半島 自然 その他 別海町

323 レブンアツモリソウ 自然 植物 礼文町 378 花と野生動物のワンダーランド
野付風蓮道立自然公園

自然 その他 別海町

324 礼文島の高山植物群 自然 植物 礼文町 379 積丹 自然 その他 余市町

325 ライラック 自然 植物 道内各地 380 知床半島羅臼の方 自然 その他 羅臼町

326 エゾマツ 自然 植物 道内各地 381 北海道の空気 自然 その他 道内全域

327 ハマボウフウ 自然 植物 道内各地 382 大地 自然 その他 道内全域

328 ハマナス 自然 植物 道内各地

329 スズラン 自然 植物 道内各地

330 ダイヤモンドダスト 自然 自然現象 旭川市、名寄市な
ど



２．まち・景観　（180件）
ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地

383 外国樹種展示材見本林 まち・景観 自然景観 旭川市 438 余市・仁木の果樹園地帯の景観 まち・景観 自然景観 余市町、仁木町 493 天塩～抜海への海岸線の直線
道路

まち・景観 道 天塩町 548 小樽天狗山、天狗の館 まち・景観 その他 小樽市

384 じゃがいも畑 まち・景観 自然景観 厚沢部町 439 牧草のロールのある畑の風景 まち・景観 自然景観 道内各地 494 天塩－稚内の日本海岸砂丘を
走る道

まち・景観 道 天塩町、豊富町、
稚内市

549 小樽天狗の館 まち・景観 その他 小樽市

385 戸田記念墓苑の桜並木 まち・景観 自然景観 厚田村 440 ある日没（とくに石狩川など） まち・景観 自然景観 道内各地 495 七飯の赤松並木 まち・景観 道 七飯町 550 小樽天狗山・鼻なで天狗 まち・景観 その他 小樽市

386 西舎桜並木 まち・景観 自然景観 浦河町 441 酪農風景 まち・景観 自然景観 道内各地 496 ニセコパノラマライン まち・景観 道 ニセコ町など 551 ハサ まち・景観 その他 上川盆地ほか稲作
地帯

387 砂坂の防砂林 まち・景観 自然景観 江差町 442 旭川買い物公園 まち・景観 公園 旭川市 497 追分ソーランライン まち・景観 道 日本海沿岸地域 552 上ノ国町夜明けの塔 まち・景観 その他 上ノ国町

388 江別しのつ河畔林 まち・景観 自然景観 江別市 443 旭ヶ丘公園 まち・景観 公園 芦別市 498 白樺街道（美瑛、白金温泉） まち・景観 道 美瑛町 553 札幌近郊の山小屋（群） まち・景観 その他 札幌市

389 木地挽高原から見た噴火湾、大沼公園、
津軽海峡を一度に一望できる大パノラマ

まち・景観 自然景観 大野町 444 ハマナスの丘公園 まち・景観 公園 石狩市 499 美瑛～富良野、ラベンダーを
中心とした花街道

まち・景観 道 美瑛町、富良野市
など

554 ニニウ まち・景観 その他 占冠村

390 小樽天狗山の赤い花のそば畑 まち・景観 自然景観 小樽市 445 鶴沼公園 まち・景観 公園 浦臼町 500 ２７４号線樹海ロード まち・景観 道 日高町など 555 支笏湖ユースホステル旧館（三
角屋根）

まち・景観 その他 千歳市

391 水源地 まち・景観 自然景観 小樽市 446 千古園 まち・景観 公園 江別市 501 道道１０６号線と幌延町風車
群

まち・景観 道 幌延町 556 桂沢湖 まち・景観 その他 三笠市

392 ラベンダー まち・景観 自然景観 主に富良野地方 447 追分町鹿公園 まち・景観 公園 追分町 502 桂沢～夕張間の風景 まち・景観 道 三笠市、夕張市 557 室蘭港の景観(製鉄所、石油コン
ビナート、白鳥大橋)

まち・景観 その他 室蘭市

393 ナイタイ高原牧場 まち・景観 自然景観 上士幌町 448 八郎沼公園 まち・景観 公園 大野町 503 ナナカマドの並木道 まち・景観 道 道内各地 558 黄金岬のかに釣りとおでんと夕
日

まち・景観 その他 留萌市

394 北大ポプラ並木 まち・景観 自然景観 札幌市 449 小樽稲穂公園 まち・景観 公園 小樽市 504 嵐山から見える旭川の町 まち・景観 まち並み 旭川市 559 風車群と海に浮かぶ利尻富士 まち・景観 その他 留萌地方

395 羊ヶ丘展望台と農業試験場一帯 まち・景観 自然景観 札幌市 450 小樽公園 まち・景観 公園 小樽市 505 恵庭市の花～すずらん まち・景観 まち並み 恵庭市 560 個性豊かな２１２ まち・景観 その他 道内全域

396 札幌の街路樹 まち・景観 自然景観 札幌市 451 苗圃 まち・景観 公園 小樽市 506 江別第三小学校 まち・景観 まち並み 江別市 561 「何もない」風景 まち・景観 その他 道内全域

397 北大のイチョウ並木 まち・景観 自然景観 札幌市 452 帯広市緑ヶ丘公園のグリーン
パーク

まち・景観 公園 帯広市 507 玉石垣 まち・景観 まち並み 小樽市 562 北海道全部 まち・景観 その他 道内全域

398 北大構内 まち・景観 自然景観 札幌市 453 世界一長い４００ｍベンチ まち・景観 公園 帯広市 508 小樽運河と倉庫群 まち・景観 まち並み 小樽市

399 真駒内曙中学校校庭のハルニ
レの大木

まち・景観 自然景観 札幌市 454 ラベンダー畑発祥の地・日の出
公園

まち・景観 公園 上富良野町 509 小樽運河 まち・景観 まち並み 小樽市

400 様似町の観音山からの景観(親
子岩・ソビラ岩・ローソク岩

まち・景観 自然景観 様似町 455 滝野すずらん丘陵公園 まち・景観 公園 札幌市 510 小樽の町並み まち・景観 まち並み 小樽市

401 様似市街からみた日高山脈 まち・景観 自然景観 様似町 456 モエレ沼公園 まち・景観 公園 札幌市 511 小樽港町 まち・景観 まち並み 小樽市

402 アポイ岳と蝦夷山官寺（等樹院） まち・景観 自然景観 様似町 457 北大植物園 まち・景観 公園 札幌市 512 小樽のレンガ造りや蔵等 まち・景観 まち並み 小樽市

403 幌岩山展望台 まち・景観 自然景観 佐呂間町 458 大通公園 まち・景観 公園 札幌市 513 小樽の歴史的建物群 まち・景観 まち並み 小樽市

404 馬（とねっ子）のいる風景 まち・景観 自然景観 静内、門別、浦河地
域

459 円山公園 まち・景観 公園 札幌市 514 堺町地区 まち・景観 まち並み 小樽市

405 多和平展望台 まち・景観 自然景観 標茶町 460 平岡樹芸センター まち・景観 公園 札幌市 515 北のウォール街 まち・景観 まち並み 小樽市

406 下川町の森林ミュージアム まち・景観 自然景観 下川町 461 紅桜公園 まち・景観 公園 札幌市 516 小樽天狗山から見る小樽の夜景 まち・景観 まち並み 小樽市

407 重内神社から見た津軽海峡と
知内平野

まち・景観 自然景観 知内町 462 前田森林公園 まち・景観 公園 札幌市 517 小樽市内の石造建築群 まち・景観 まち並み 小樽市

408 狩勝峠展望台から見る十勝平野
の風景

まち・景観 自然景観 新得町 463 真駒内公園 まち・景観 公園 札幌市 518 栗山町の水田や畑が見える風
景

まち・景観 まち並み 栗山町

409 大樹町歴舟川沿いカムイコタン
キャンプ場周辺とその景観

まち・景観 自然景観 大樹町 464 石山緑地 まち・景観 公園 札幌市 519 札幌大通公園とテレビ塔 まち・景観 まち並み 札幌市

410 丸加高原 まち・景観 自然景観 滝川市 465 百合が原公園 まち・景観 公園 札幌市 520 鴨々川 まち・景観 まち並み 札幌市

411 菜の花畑 まち・景観 自然景観 滝川市、函館市、古
平町

466 旧道庁赤レンガの桜まっさかり
の時の庭園

まち・景観 公園 札幌市 521 札幌テレビ塔 まち・景観 まち並み 札幌市

412 道民の森 まち・景観 自然景観 月形町 467 農試公園 まち・景観 公園 札幌市 522 札幌の夜景 まち・景観 まち並み 札幌市

413 ９００草原 まち・景観 自然景観 弟子屈町 468 水郷・滝川公園 まち・景観 公園 砂川市 523 創成川 まち・景観 まち並み 札幌市

414 サイロ型展望台から見る洞爺湖 まち・景観 自然景観 洞爺村 469 砂川遊水地 まち・景観 公園 砂川市 524 札幌の古い民家 まち・景観 まち並み 札幌市

415 十勝の風景・カラマツ防風林と小
麦畑

まち・景観 自然景観 十勝管内 470 滝上公園芝ざくら まち・景観 公園 滝上町 525 札幌や小樽の明治時代の煉瓦
の建物群

まち・景観 まち並み 札幌市

416 十勝の原風景 まち・景観 自然景観 十勝管内 471 滝上の芝桜・ハーブ まち・景観 公園 滝上町 526 札幌軟石の建物たち まち・景観 まち並み 札幌市

417 耕地防風林 まち・景観 自然景観 十勝平野 472 大沼公園 まち・景観 公園 七飯町 527 札幌駅南口～すすきのの町並
み

まち・景観 まち並み 札幌市

418 十勝のパッチワーク まち・景観 自然景観 十勝平野 473 音江山トトロ公園 まち・景観 公園 深川市 528 下川町の「万里長城」 まち・景観 まち並み 下川町

419 武佐の開陽台 まち・景観 自然景観 中標津町 474 丸山公園のカタクリの花 まち・景観 公園 深川市 529 金森倉庫 まち・景観 まち並み 函館市

420 ファーム富田のラベンダー畑 まち・景観 自然景観 中富良野町 475 藤園 まち・景観 公園 丸瀬布町 530 函館の赤レンガ倉庫 まち・景観 まち並み 函館市

421 七飯町のマリーゴールド畑 まち・景観 自然景観 七飯町 476 たんぽぽ公園 まち・景観 公園 鵡川町 531 函館山から望む函館市街 まち・景観 まち並み 函館市

422 根室半島の風衝林 まち・景観 自然景観 根室市 477 滝の上公園 まち・景観 公園 夕張市 532 函館の坂 まち・景観 まち並み 函館市

423 五稜郭公園の桜 まち・景観 自然景観 函館市 478 もみじ公園 まち・景観 公園 留萌市 533 函館元町の伝統的建物群 まち・景観 まち並み 函館市

424 五稜郭公園内の赤松 まち・景観 自然景観 函館市 479 オホーツクサイクリングロード まち・景観 道 網走市・常呂町 534 函館山から見る函館市の夜景 まち・景観 まち並み 函館市

425 美瑛のパッチワークの丘 まち・景観 自然景観 美瑛町 480 オロロンライン まち・景観 道 石狩～稚内 535 美馬牛小学校 まち・景観 まち並み 美瑛町

426 望岳台 まち・景観 自然景観 美瑛町 481 天馬街道（国道236号） まち・景観 道 浦河町、広尾町 536 江差 まち・景観 まち全体 江差町

427 旧日高種蓄牧場と馬が草を食
む風景

まち・景観 自然景観 日高管内 482 えりも黄金道路と海岸林 まち・景観 道 えりも町 537 小樽 まち・景観 まち全体 小樽市

428 ４～５月の日高管内の牧場風
景

まち・景観 自然景観 日高管内 483 上富良野ブロバンスの道　別名
（ジェットコースターの道）

まち・景観 道 上富良野町 538 札幌市 まち・景観 まち全体 札幌市

429 日高の牧場風景 まち・景観 自然景観 日高町 484 北見峠のシラカバ街道 まち・景観 道 北見市 539 新篠津村 まち・景観 まち全体 新篠津村

430 沖里河山展望台からの眺望 まち・景観 自然景観 深川市 485 釧路の出世坂 まち・景観 道 釧路市 540 函館市 まち・景観 まち全体 函館市

431 富良野のラベンダー畑 まち・景観 自然景観 富良野市、中富良
野町

486 鴨々川通 まち・景観 道 札幌市 541 美瑛 まち・景観 まち全体 美瑛町

432 富良野・美瑛の丘 まち・景観 自然景観 富良野市、美瑛町
など

487 リンゴ並木 まち・景観 道 札幌市 542 富良野 まち・景観 まち全体 富良野市など

433 北竜のひまわり まち・景観 自然景観 北竜町 488 駅前や道庁前の並木道 まち・景観 道 札幌市 543 三笠市 まち・景観 まち全体 三笠市

434 幌加内町沼牛のあたりの山並み
初春雪どけのころ

まち・景観 自然景観 幌加内町 489 静内二十間道路 まち・景観 道 静内町 544 夕張 まち・景観 まち全体 夕張市

435 室蘭八景 まち・景観 自然景観 室蘭市 490 静内町二十間道路と龍雲閣 まち・景観 道 静内町 545 オープンガーデン まち・景観 まち並み 道内各地

436 室蘭の外港 まち・景観 自然景観 室蘭市 491 静内二十間道路桜並木 まち・景観 道 静内町 546 レンガ造りの建物、古い建物
の保存

まち・景観 まち並み 道内各地

437 新嵐山スカイパーク展望台 まち・景観 自然景観 芽室町 492 静内町二十間道路の桜並木、
浦河町西舎の桜並木

まち・景観 道 静内町、浦河町 547 オロロンラインの風車群 まち・景観 その他 石狩～稚内
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563 北海幹線用水路 産業 農業 赤平市、砂川市、美唄市、
岩見沢市、栗沢町、南幌
町

618 インディアン水車 産業 漁業 千歳市 673 江別の煉瓦 産業 鉱工業 江別市 728 神威岬のトンネル 産業 交通・鉄道 積丹町 783 旧日本銀行小樽支店 産業 その他 小樽市

564 消えつつある特用作物（亜麻、
除虫菊、ハッカなど）

産業 農業 網走地方など 619 十勝川鮭漁 産業 漁業 十勝管内 674 旧レンガ工場 産業 鉱工業 江別市 729 旧国鉄根北線第一幾品川橋梁 産業 交通・鉄道 斜里町 784 旧日本郵船小樽支店 産業 その他 小樽市

565 池田ワイン城 産業 農業 池田町 620 北大水産学部資料館和船模型
群

産業 漁業 函館市 675 江別市野幌レンガ 産業 鉱工業 江別市 730 根北未成線跡 産業 交通・鉄道 斜里町周辺 785 小樽のガラス工芸（北一硝子、
ザ･グラス・スタジオ・イン・オタル
他）

産業 その他 小樽市

566 北海道水田発祥の碑 産業 農業 大野町 621 函館の漁火 産業 漁業 函館市 676 れんがの街江別 産業 鉱工業 江別市 731 旧国鉄小笹川橋梁 産業 交通・鉄道 新得町 786 日銀金融資料館 産業 その他 小樽市

567 北海道で初導入の「鉄車輪トラク
ター」

産業 農業 上富良野町 622 旧箱館六箇場所 産業 漁業 函館市、戸井町、恵山町、椴法

華村、南茅部町、森町、砂原町
677 野幌の赤レンガ工場と赤レンガ

建造物
産業 鉱工業 江別市野幌 732 旧国鉄新内隧道 産業 交通・鉄道 新得町 787 旧佐々木米太郎商店土蔵 産業 その他 釧路市

568 博物館土の館とトラクタ博物館 産業 農業 上富良野町 623 トッカリの家（通称） 産業 漁業 浜中町 678 オホーツク地域に残る金鉱山施
設群

産業 鉱工業 オホーツク地域 733 根室本線旧狩勝線の交通遺産
群

産業 交通・鉄道 新得町、南富良野
町

788 札幌軟石 産業 その他 札幌市

569 ハッカ記念館 産業 農業 北見市 624 打瀬舟 産業 漁業 別海町 679 上ノ国町中外鉱山の焙焼炉 産業 鉱工業 上ノ国町 734 砂川駅鉄橋 産業 交通・鉄道 砂川市 789 石山軟石 産業 その他 札幌市

570 ハッカ御殿 産業 農業 北見市 625 野付半島と野付湾の打瀬舟 産業 漁業 別海町 680 架空索道の土台 産業 鉱工業 倶知安町 735 旧上川道路跡 産業 交通・鉄道 滝川市 790 石山の石切場 産業 その他 札幌市

571 北見ハッカ記念館及びハッカ御
殿・資料館

産業 農業 北見市 626 打瀬舟、北海しまえび 産業 漁業 別海町 681 白石煉瓦 産業 鉱工業 札幌市 736 滝上町滝西１５線に残る森林
鉄道

産業 交通・鉄道 滝上町 791 旧拓銀本店 産業 その他 札幌市

572 北海道農業試験場 産業 農業 札幌市 627 打瀬舟、打瀬漁 産業 漁業 別海町 682 手稲鉱山跡 産業 鉱工業 札幌市 737 旧国鉄戸井線陸橋 産業 交通・鉄道 戸井町 792 ウツナイ川発電所跡 産業 その他 白老町

573 札幌官園（偕楽園）「北海道
の近代農業発祥の地」

産業 農業 札幌市 628 大謀網 産業 漁業 南茅部町 683 旧道庁とレンガ工場 産業 鉱工業 札幌市・江別市 738 山線蒸気機関車（苫小牧市）と
湖畔橋（支笏湖）

産業 交通・鉄道 苫小牧市・千歳市 793 北洋銀行滝川中央支店（旧拓銀
滝川支店）

産業 その他 滝川市

574 石山の浅井邸にある烏骨鶏の
小屋

産業 農業 札幌市 629 さんま漁業の集魚灯 産業 漁業 道内各地 684 西様似金山跡 産業 鉱工業 様似町 739 青函連絡船「摩周丸」 産業 交通・鉄道 函館市 794 ミールの予備機 産業 その他 苫小牧市

575 北海灌漑溝 産業 農業 砂川市、深川市な
ど

630 鯨塚（道南の鯨文化） 産業 漁業 道南地方 685 砂金沢奥石碑 産業 鉱工業 新十津川町 740 青函連絡船 産業 交通・鉄道 函館市 795 大沼の天然氷切り出し風景 産業 その他 七飯町

576 旧第二土切組合第一湾管（現旭
鷹土地改良区湾管）

産業 農業 鷹栖町 631 さけ定置漁業 産業 漁業 道内各地 686 中頓別の砂金堀 産業 鉱工業 中頓別町 741 日本一の直線道路（国道１２
号線）

産業 交通・鉄道 美唄市～滝川市 796 函館の近代化技術遺産群 産業 その他 函館市

577 十勝の大豆 産業 農業 十勝管内 632 ウニ漁の風景 産業 漁業 道内各地 687 旧浅野セメント株式会社 産業 鉱工業 函館市 742 旧国鉄美幸線廃線跡 産業 交通・鉄道 美深町～枝幸町 797 流氷とガリンコ号 産業 その他 紋別市

578 道立根釧農業試験場旧庁舎本
館と白樺並木

産業 農業 中標津町 633 昆布干し 産業 漁業 道内各地 688 ウソタン砂金地 産業 鉱工業 浜頓別町 743 旧別海村村営軌道風連線奥行
臼駅

産業 交通・鉄道 別海町 798 オホーツクタワーとガリンコ
号

産業 その他 紋別市

579 スノークールライスファクト
リー

産業 農業 沼田町 634 北洋漁業 産業 漁業 道内各地 689 浜頓別砂金部落のあと 産業 鉱工業 浜頓別町 744 旧JR深名線第三雨竜川橋梁 産業 交通・鉄道 幌加内町 799 ガリンコ号 産業 その他 紋別市

580 フラノ・ワイン城 産業 農業 富良野市 635 旧中村家住宅 産業 ニシン漁関連 江差町 690 日石石油精製所 産業 鉱工業 室蘭市 745 森林鉄道蒸気機関車「雨宮２１
号」

産業 交通・鉄道 丸瀬布町 800 北海道のリゾート 産業 その他 道内各地

581 農トロ 産業 農業 道内全域 636 銀鱗荘と和光荘 産業 ニシン漁関連 小樽市 691 鉄鋼産業と労働者文化 産業 鉱工業 室蘭市 746 幾寅駅 産業 交通・鉄道 南富良野 801 北海道の食糧自給率 産業 その他 道内全域

582 農耕馬（どさんこ、ばん馬） 産業 農業 道内全域 637 鰊御殿旧青山別邸 産業 ニシン漁関連 小樽市 692 室蘭日鋼 産業 鉱工業 室蘭市 747 白鳥大橋 産業 交通・鉄道 室蘭市 802 北海道の産業の歴史 産業 その他 道内全域

583 農水省日高種蓄牧場跡地 産業 酪農・畜産 浦河町 638 小樽市各漁港にある鰊漁で使っ
ていた倉庫

産業 ニシン漁関連 小樽市 693 鴻之舞金山 産業 鉱工業 紋別市 748 母恋駅（ぼこいえき） 産業 交通・鉄道 室蘭市

584 ＪＲＡ日高育成牧場を中心とした
軽種場牧場群

産業 酪農・畜産 浦河町 639 鰊千石場所 産業 ニシン漁関連 小樽市 694 北海道の各種鉱山 産業 鉱工業 道内各地 749 紋別市の蒸気機関車 産業 交通・鉄道 紋別市

585 サラブレッド銀座 産業 酪農・畜産 新冠町 640 積丹半島及び磯谷・美谷地方の
袋潤

産業 ニシン漁関連 積丹町 695 旭橋 産業 交通・鉄道 旭川市 750 旧大夕張森林鉄道と橋梁群 産業 交通・鉄道 夕張市

586 ＪＲＡトレーニングセンター 産業 酪農・畜産 日高管内 641 寿都町佐藤家 産業 ニシン漁関連 寿都町 696 ＪＲ北海道旧旭川運転所の扇形
型機関庫と転車台

産業 交通・鉄道 旭川市宮下道 751 夕張鉄道跡地 産業 交通・鉄道 夕張市

587 ＪＲＡ日高育成牧場 産業 酪農・畜産 日高管内 642 寿都ニシン街道（歌棄磯谷海
岸）

産業 ニシン漁関連 寿都町 697 JR岩見沢駅構内の赤レンガの
建物

産業 交通・鉄道 岩見沢市 752 陸別駅構内に残る、煉瓦造りの
転車台

産業 交通・鉄道 陸別町

588 日高馬産地 産業 酪農・畜産 日高管内 643 鰊御殿 産業 ニシン漁関連 余市町 698 岩見沢のレールセンター旧国鉄 産業 交通・鉄道 岩見沢市 753 常紋トンネル 産業 交通・鉄道 留辺蘂町

589 日高サラブレッド 産業 酪農・畜産 日高管内 644 王子製紙第一発電所 産業 エネルギー 千歳市 699 トラス橋 産業 交通・鉄道 岩見沢市 754 ＹＳ－１１ 産業 交通・鉄道 道内各地

590 サラブレッドのいる放牧地 産業 酪農・畜産 日高管内とその近
辺

645 上平グリーンヒルウィンドファー
ム

産業 エネルギー 苫前町 700 操車場 産業 交通・鉄道 岩見沢市 755 無人駅 産業 交通・鉄道 道内各地

591 優駿の里（サラブレットのふるさ
と）

産業 酪農・畜産 日高地方 646 小水力発電所貯水池用ダム（現
ピョウタンの滝）と発電所跡

産業 エネルギー 中札内村 701 森と川を守る恵庭森林鉄道と
鉱山古城遺跡

産業 交通・鉄道 恵庭市 756 木造駅舎群 産業 交通・鉄道 道内各地

592 サラブレット 産業 酪農・畜産 日高地方など 647 王子製紙尻別第一発電所（尻別
川の水力発電所群）

産業 エネルギー ニセコ町 702 旧恵庭森林鉄道橋梁 産業 交通・鉄道 恵庭市 757 振り子気動車シリーズ（スーパー北
斗、スーパーおおぞら、スーパー宗
谷）

産業 交通・鉄道 道内各地

593 町村農場 産業 酪農・畜産 江別市 648 笹流ダム（赤川水源地） 産業 エネルギー 函館市 703 運炭鉄道SL車両群（JR野幌駅
裏）

産業 交通・鉄道 江別市 758 各地の運河跡 産業 交通・鉄道 道内各地

594 雪印史料館 産業 酪農・畜産 札幌市 649 滝ノ上発電所 産業 エネルギー 夕張市 704 鉄道林（防風林） 産業 交通・鉄道 江別市 759 北海道を走っている、走って
いたSL

産業 交通・鉄道 道内各地

595 酪聯発祥の地・雪印バター誕生
の記念館

産業 酪農・畜産 札幌市 650 旧留温根湯水力発電所 産業 エネルギー 留辺蘂町 705 雄武町末広一区に残る元国鉄
トンネル

産業 交通・鉄道 雄武町 760 廃止される単線電車の駅 産業 交通・鉄道 道内各地

596 バターチャーンと無塩バター（特
に雪印）

産業 酪農・畜産 札幌市 651 ズリ山階段 産業 炭鉱関連 赤平市 706 ふるさと銀河線　境野駅 産業 交通・鉄道 置戸町 761 旧国鉄鉄道路線跡 産業 交通・鉄道 道内全域

597 近藤牧場のサイロ 産業 酪農・畜産 札幌市 652 赤平そば御殿（旧山田御殿址） 産業 炭鉱関連 赤平市 707 JR小樽駅 産業 交通・鉄道 小樽市 762 石狩灯台 産業 港・灯台 石狩市

598 旧占冠御料牧場 産業 酪農・畜産 占冠村 653 雄別炭鉱と鉄道館 産業 炭鉱関連 阿寒町 708 小樽交通記念館 産業 交通・鉄道 小樽市 763 小樽日和山灯台 産業 港・灯台 小樽市

599 牧場 産業 酪農・畜産 十勝地域 654 上砂川無重力センターと炭鉱物 産業 炭鉱関連 上砂川町 709 オタモイのトンネル 産業 交通・鉄道 小樽市 764 貝殻島灯台 産業 港・灯台 貝殻島

600 大規模草地牧場 産業 酪農・畜産 豊富町 655 釧路炭田と石炭列車 産業 炭鉱関連 釧路市 710 薪バス「まき太郎」 産業 交通・鉄道 小樽市 765 茂津多岬灯台 産業 港・灯台 島牧村

601 有島農場の遺構群 産業 酪農・畜産 ニセコ町 656 太平洋炭鉱 産業 炭鉱関連 釧路市 711 旧国鉄手宮線 産業 交通・鉄道 小樽市 766 室蘭港 産業 港・灯台 室蘭市

602 焼尻島の綿羊（サフォーク種） 産業 酪農・畜産 羽幌町 657 ズリ山 産業 炭鉱関連 栗沢町 712 明治時代の素彫の鉄道トンネル 産業 交通・鉄道 小樽市、札幌市 767 留萌港 産業 港・灯台 留萌市

603 早来町遠浅の木のサイロ 産業 酪農・畜産 早来町 658 石炭岬 産業 炭鉱関連 白糠町 713 幸福駅 産業 交通・鉄道 帯広市 768 北海製缶工場 産業 製造業 小樽市

604 別海町のパイロットファーム 産業 酪農・畜産 別海町 659 茅沼炭鉱跡 産業 炭鉱関連 泊村 714 青函トンネル 産業 交通・鉄道 木古内町 769 オホーツクビール 産業 製造業 北見市

605 サラブレッド街道 産業 酪農・畜産 門別町・新冠町・静
内町

660 昭和炭鉱アパート群と昭和、浅
野炭鉱跡

産業 炭鉱関連 羽幌町 715 ふるさと銀河線 産業 交通・鉄道 北見～帯広 770 小林酒造（北の錦）蔵 産業 製造業 栗山町

606 八雲町にあるレンガ造りの牛舎
とサイロ

産業 酪農・畜産 八雲町 661 名羽線と羽幌炭鉱遺構群 産業 炭鉱関連 羽幌町 716 ふるさと銀河線及びふるさと
銀河線応援団の取り組み

産業 交通・鉄道 北見～帯広 771 札幌ファクトリーサッポロビール
工場

産業 製造業 札幌市

607 礼受牧場 産業 酪農・畜産 留萌市 662 羽幌炭鉱炭住アパート群と炭鉱
跡

産業 炭鉱関連 羽幌町 717 中山峠の回廊型トンネル 産業 交通・鉄道 喜茂別町 772 サッポロビール園 産業 製造業 札幌市

608 北海道の馬文化 産業 酪農・畜産 道内各地 663 旧国鉄幌内線廃線跡 産業 炭鉱関連 三笠市 718 幣舞橋 産業 交通・鉄道 釧路市 773 サッポロビール博物館 産業 製造業 札幌市

609 ミルクローリー 産業 酪農・畜産 道内各地 664 三笠鉄道村 産業 炭鉱関連 三笠市 719 JR北海道苗穂工場とSL工作機
械

産業 交通・鉄道 札幌市 774 石屋製菓チョコレートファク
トリーのあんとるぽ－館

産業 製造業 札幌市

610 北海道和種馬（どさんこ） 産業 酪農・畜産 道内全域（とくに道南、
道央、道東地方）

665 幾春別立抗跡 産業 炭鉱関連 三笠市 720 定山渓鉄道駅舎 産業 交通・鉄道 札幌市 775 サッポロビール 産業 製造業 札幌市

611 牧草地帯 産業 酪農・畜産 特に道東、根室管
内

666 旧幌内鉄道の幻影「三笠小樽札
幌」

産業 炭鉱関連 三笠市～小樽市 721 Ｃ６２型蒸気機関車3号機 産業 交通・鉄道 札幌市 776 札幌苗穂地区の工場・記念館群 産業 製造業 札幌市

612 カキ島 産業 漁業 厚岸町 667 全道に散らばる炭坑等の産業遺
跡や炭坑住宅

産業 炭鉱関連 道内各地 722 札幌の地下鉄 産業 交通・鉄道 札幌市 777 昭和前期の工作機械 産業 製造業 函館市

613 シングルシード方式の厚岸牡蠣 産業 漁業 厚岸町 668 石炭列車 産業 炭鉱関連 道内各地 723 ササラ電車 産業 交通・鉄道 札幌市 778 ニッカウヰスキー余市蒸留所 産業 製造業 余市町

614 厚岸湖のあさりはさみ漁 産業 漁業 厚岸町 669 消滅した炭鉱 産業 炭鉱関連 道内各地 724 もいわ山ロープウエイ 産業 交通・鉄道 札幌市 779 北海道の造り酒屋 産業 製造業 道内各地

615 石狩地引網 産業 漁業 石狩市 670 石炭の関連施設 産業 炭鉱関連 道内各地 725 JR札沼線石狩川橋梁 産業 交通・鉄道 札幌市・当別町 780 旭川家具 産業 その他 旭川市

616 小林水産(製造者：小林吉悦) 産業 漁業 上ノ国町 671 石炭の村 産業 炭鉱関連 道内各地 726 蒸気機関車［C11-171] 産業 交通・鉄道 標茶町など 781 ばん馬とばんえい競馬 産業 その他 旭川市　他

617 サロマ湖（のホタテ養殖） 産業 漁業 佐呂間町 672 旧恵庭金鉱山精錬施設 産業 鉱工業 恵庭市 727 士幌高原道路 産業 交通・鉄道 士幌町 782 旧長野商店と石狩の町並み 産業 その他 石狩市
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803 モヨロ貝塚 歴史 遺跡 網走市 858 防空壕跡 歴史 戦時遺構 札幌市 913 北星学園創立百周年記念館（北
星学園女性宣教師旧住宅）

歴史 歴史的建造
物

札幌市 968 南極犬タロとジロ 歴史 その他 稚内市

804 石狩紅葉山49号遺跡 歴史 遺跡 石狩市 859 月寒忠霊塔 歴史 戦時遺構 札幌市 914 日本基督教団札幌教会（旧札幌
美以教会）

歴史 歴史的建造
物

札幌市 969 南極観測樺太犬訓練記念碑 歴史 その他 稚内市

805 石狩で最近発掘された遺跡 歴史 遺跡 石狩市 860 月寒忠霊塔奉賛会 歴史 戦時遺構 札幌市 915 杉の目邸 歴史 歴史的建造
物

札幌市 970 樺太犬供養塔 歴史 その他 稚内市

806 開陽丸遺跡、開陽丸終焉の地碑 歴史 遺跡 江差町 861 大樹町旭浜のトーチカ群 歴史 戦時遺構 大樹町 916 龍雲閣 歴史 歴史的建造
物

静内町 971 全道の旧道（中山峠など） 歴史 その他 道内各地

807 ガリンバ遺跡 歴史 遺跡 恵庭市 862 戦争の遺産関係のもの 歴史 戦時遺構 道内各地 917 仙台藩白老元陣屋 歴史 歴史的建造
物

白老町 972 北前船 歴史 その他 道内各地

808 手宮の古代文字 歴史 遺跡 小樽市 863 旧陸軍計根別飛行場航空機掩
体壕

歴史 戦時遺構 中標津町 918 白老仙台陣屋資料館 歴史 歴史的建造
物

白老町 973 館 歴史 その他 道内各地

809 小樽～余市考古学遺跡群 歴史 遺跡 小樽市、余市町 864 ニセコ観測所跡 歴史 戦時遺構 ニセコ町 919 滝川市郷土資料館分館華月館 歴史 歴史的建造
物

滝川市 974 地神・山神 歴史 その他 道内全域

810 波の化石「クロスラミナ」（斜交葉
理）

歴史 遺跡 北広島市 865 旧千島電話回線　陸揚げ庫 歴史 戦時遺構 根室市 920 月形町監獄記念館 歴史 歴史的建造
物

月形町 975 あなたの知らない地元の歴史ス
ポット（地元近辺を回り）

歴史 その他 道内全域

811 サクシュコトニ川とその遺跡 歴史 遺跡 札幌市 866 根室市海底ケーブル通信施設 歴史 戦時遺構 根室市 921 旧樺戸集治監 歴史 歴史的建造
物

月形町 976 北海道の国名選定者「松浦武四
郎」

歴史 その他

812 朱円ストーンサークル 歴史 遺跡 斜里町 867 旧逓信省根室北方領土通信施
設

歴史 戦時遺構 根室市 922 月形刑務所 歴史 歴史的建造
物

月形町

813 白滝遺跡群と黒曜石 歴史 遺跡 白滝村 868 戦時中封鎖されたトンネル 歴史 戦時遺構 松前町 923 天塩川歴史資料館 歴史 歴史的建造
物

天塩町

814 赤石山 歴史 遺跡 白滝村 869 昭和１１年陸軍特別大演習竝地
行事

歴史 戦時遺構 室蘭市、函館市な
ど

924 木の皮学校 歴史 歴史的建造
物

新冠町

815 タキカワカイギュウ化石 歴史 遺跡 滝川市 870 女満別町昭和に残る旧海軍三
角兵舎

歴史 戦時遺構 女満別町 925 五稜郭 歴史 歴史的建造
物

函館市

816 空知川化石群 歴史 遺跡 滝川市 871 旧海軍美幌航空隊女満別飛行
場航空機掩体壕

歴史 戦時遺構 女満別町 926 四稜郭 歴史 歴史的建造
物

函館市

817 キウス周堤墓群 歴史 遺跡 千歳市 872 ポント浜機雷爆発事故慰霊碑 歴史 戦時遺構 湧別町 927 函館外人墓地 歴史 歴史的建造
物

函館市

818 忠類村で発見されたナウマン象
の化石

歴史 遺跡 忠類村 873 旧海軍望楼 歴史 戦時遺構 稚内市 928 文化財的古建築　近江家 歴史 歴史的建造
物

函館市

819 川口遺跡風景林 歴史 遺跡 天塩町 874 旧海軍大湊警備府稚内通信隊
幕別分遣隊庁舎

歴史 戦時遺構 稚内市 929 亀田八幡宮旧本殿および扁額 歴史 歴史的建造
物

函館市

820 常呂遺跡、モヨロ貝塚などオ
ホーツク文化遺跡

歴史 遺跡 常呂町、網走市 875 厚岸の国泰寺 歴史 宗教関連施
設

厚岸町 930 函館市旧交通局庁舎のエレベー
ター

歴史 歴史的建造
物

函館市

821 中川町を主産地とするアンモナ
イト化石群

歴史 遺跡 中川町、遠別町、苫
前町、小平町

876 岩内円山石仏群 歴史 宗教関連施
設

岩内町 931 函館遺愛女子校の宣教師館な
ど

歴史 歴史的建造
物

函館市

822 マンモス 歴史 遺跡 広尾町、様似町、根
室市

877 小樽五百羅漢 歴史 宗教関連施
設

小樽市 932 函館中華会館 歴史 歴史的建造
物

函館市

823 化石 歴史 遺跡 別海町 878 トラピスト修道院 歴史 宗教関連施
設

上磯町 933 函館山南部住宅街 歴史 歴史的建造
物

函館市

824 アンモナイトの里 歴史 遺跡 三笠市 879 上国寺本堂 歴史 宗教関連施
設

上ノ国町 934 マンロー館 歴史 歴史的建造
物

平取町

825 女満別元町遺跡・竪穴住居 歴史 遺跡 女満別町 880 禅燈寺山門と杉木立 歴史 宗教関連施
設

木古内町 935 自衛隊駐屯地内の建物 歴史 歴史的建造
物

道内各地

826 環状列石（ストーンサークル） 歴史 遺跡 森町、小樽市 881 北海道神宮 歴史 宗教関連施
設

札幌市 936 百年記念塔 歴史 その他 江別市

827 フゴッペ洞窟 歴史 遺跡 余市町 882 藻岩山の仏舎利塔 歴史 宗教関連施
設

札幌市 937 清川陣屋跡 歴史 その他 上磯町

828 忍足谷三笠山環状列石、地鎮山巨石記念
物、西崎山ストーンサークル等の遺跡群

歴史 遺跡 余市町 883 新十津川　大和　夫婦八十八ヶ
所

歴史 宗教関連施
設

新十津川町 938 清里町郷土資料館蔵天保ロマ
ン婦人着物

歴史 その他 清里町

829 縄文時代以降の遺跡 歴史 遺跡 道内各地 884 北泉岳寺 歴史 宗教関連施
設

砂川市 939 門昌庵伝説 歴史 その他 熊石町

830 赤心社記念館 歴史 開拓の歴史 浦河町 885 太田神社 歴史 宗教関連施
設

大成町 940 クラーク像 歴史 その他 札幌市

831 昆布刈石の道 歴史 開拓の歴史 浦幌町 886 有珠善光寺 歴史 宗教関連施
設

伊達市 941 北海道大学 歴史 その他 札幌市

832 猿留山道 歴史 開拓の歴史 えりも町 887 蝦夷三官寺（有珠善光寺、様似
等澍院、厚岸国泰寺）

歴史 宗教関連施
設

伊達市、様似町、
厚岸町

942 北大恵迪寮（初代） 歴史 その他 札幌市

833 北海道三角測量標石 歴史 開拓の歴史 大野町 888 道南の円空仏 歴史 宗教関連施
設

道南地方 943 碁盤の目の地脈街を形成した文
化

歴史 その他 札幌市

834 屯田兵人形 歴史 開拓の歴史 北見市 889 函館ハリストス正教会 歴史 宗教関連施
設

函館市 944 藤井勝之助（篠路ペルシュロン） 歴史 その他 札幌市

835 北光社移民団の碑 歴史 開拓の歴史 北見市 890 カトリック富岡教会 歴史 宗教関連施
設

函館市 945 豊平峡ダムと建造物語 歴史 その他 札幌市

836 道路（太田屯田兵による今から１
２０年前の）

歴史 開拓の歴史 釧路市 891 トラピスチヌ修道院、トラピスト修
道院

歴史 宗教関連施
設

函館市、上磯町 946 大友堀 歴史 その他 札幌市

837 記念石碑岩尾別開基百年碑「拓
秀峰麓郷」

歴史 開拓の歴史 倶知安町 892 函館戦争時代の城跡 歴史 歴史的建造
物

厚沢部町 947 浅野邸 歴史 その他 札幌市

838 散居村と屋敷林 歴史 開拓の歴史 栗沢町、岩見沢市
など

893 網走刑務所 歴史 歴史的建造
物

網走市 948 道立博物館 歴史 その他 札幌市

839 手稲山口バッタ塚 歴史 開拓の歴史 札幌市 894 網走監獄 歴史 歴史的建造
物

網走市 949 旧永山武四郎亭 歴史 その他 札幌市

840 北海道開拓の村と開拓記念館、
100年記念塔

歴史 開拓の歴史 札幌市 895 網走港西防波堤 歴史 歴史的建造
物

網走市 950 インディギルカ号慰霊碑 歴史 その他 猿払村

841 十勝の開拓者に贈られた銀杯 歴史 開拓の歴史 札幌市 896 網走港帽子岩防波堤（一部旧
軍トーチカ）

歴史 歴史的建造
物

網走市 951 津軽藩士殉難事件 歴史 その他 斜里町

842 道庁 歴史 開拓の歴史 札幌市 897 網走港北防波堤 歴史 歴史的建造
物

網走市 952 バチェラー記念堂 歴史 その他 伊達市

843 旧道庁赤レンガ 歴史 開拓の歴史 札幌市 898 土蔵(約170年前に建造) 歴史 歴史的建造
物

江差町 953 伊達家迎賓館 歴史 その他 伊達市

844 開拓の村 歴史 開拓の歴史 札幌市 899 土蔵の梁 歴史 歴史的建造
物

江差町 954 苫前町の熊嵐 歴史 その他 苫前町

845 開拓記念館 歴史 開拓の歴史 札幌市 900 小樽の海陽亭 歴史 歴史的建造
物

小樽市 955 義経渡海伝説 歴史 その他 日本海沿岸地域

846 エドウィン・ダン記念館 歴史 開拓の歴史 札幌市 901 小樽市能舞台 歴史 歴史的建造
物

小樽市 956 碧血碑 歴史 その他 函館市

847 開拓使 歴史 開拓の歴史 札幌市 902 岡崎健宅 歴史 歴史的建造
物

小樽市 957 大正時代の消防ポンプ 歴史 その他 函館市

848 油沢の坂 歴史 開拓の歴史 札幌市 903 北海道森林管理局帯広分局庁
舎

歴史 歴史的建造
物

帯広市 958 高田屋嘉兵衛 歴史 その他 函館市など

849 屯田兵村および兵屋 歴史 開拓の歴史 札幌市、旭川市、北
見市、上湧別町な
ど

904 旧島松駅逓所 歴史 歴史的建造
物

北広島市 959 大懸作栄さん（92）の自作からく
り人形の開拓記念館

歴史 その他 東神楽町

850 国見の碑 歴史 開拓の歴史 鷹栖町 905 北見市役所 歴史 歴史的建造
物

北見市 960 殿様街道探索ウォーク 歴史 その他 福島町

851 言問の松（コトトイのマツ） 歴史 開拓の歴史 豊富町 906 豊平館 歴史 歴史的建造
物

札幌市 961 増毛山道 歴史 その他 増毛町

852 勇別屯田入植の痕跡 歴史 開拓の歴史 上湧別町 907 札幌市資料館 歴史 歴史的建造
物

札幌市 962 血脈桜 歴史 その他 松前町

853 開拓神社等 歴史 開拓の歴史 道内各地 908 北海道大学農学部校舎群 歴史 歴史的建造
物

札幌市 963 南部陣屋跡 歴史 その他 室蘭市

854 殖民区画 歴史 開拓の歴史 道内全域 909 札幌時計台 歴史 歴史的建造
物

札幌市 964 囚人作業「泊小屋」 歴史 その他 女満別町

855 中原悌二郎記念館(旧旭川偕行
社)

歴史 戦時遺構 旭川市 910 北大理学部博物館 歴史 歴史的建造
物

札幌市 965 泣く木の伝説 歴史 その他 夕張市

856 旧日本陸軍第七師団遺構・跡地 歴史 戦時遺構 旭川市、札幌市 911 創成橋 歴史 歴史的建造
物

札幌市 966 渡辺家石倉 歴史 その他 利尻町

857 月寒アンパン道路 歴史 戦時遺構 札幌市 912 北海道知事公館 歴史 歴史的建造
物

札幌市 967 宗谷津軽藩士の墓 歴史 その他 稚内市



５．生活・文化　（206件）
ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地

977 三浦綾子記念文学館 生活・文化 芸術・文学 旭川市 1032 岩見沢百餅祭り 生活・文化 祭り・イベント 岩見沢市 1087 小樽天狗山スキー場 生活・文化 スポーツ 小樽市 1142 スパイクタイヤ 生活・文化 冬の文化 道内全域

978 三浦綾子 生活・文化 芸術・文学 旭川市 1033 浦河騎馬参拝 生活・文化 祭り・イベント 浦河町 1088 天狗山とジャンプ台 生活・文化 スポーツ 小樽市 1143 北海道の難読地名 生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

とくに釧路町から浜
中町にかけての海
岸部979 こぶ志焼 生活・文化 芸術・文学 岩見沢市 1034 江差いにしえ夢開道 生活・文化 祭り・イベント 江差町 1089 長靴アイスホッケー（釧路

町）
生活・文化 スポーツ 釧路町 1144 ヤリキレナイ川（河川名） 生活・文化 北海道の言葉・

地名・人間
由仁町

980 大野の綴（つづ）り方 生活・文化 芸術・文学 大野町 1035 枝幸かにまつり 生活・文化 祭り・イベント 枝幸町 1090 大倉山シャンツェ 生活・文化 スポーツ 札幌市 1145 道南弁 生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道南地方

981 エコミュージアムおさしまセン
ターBikkyアトリエ3モア

生活・文化 芸術・文学 音威子府村 1036 おけと人間ばんば大会 生活・文化 祭り・イベント 置戸町 1091 北海道日本ハムファイターズ、コ
ンサドーレ札幌、札幌ドーム

生活・文化 スポーツ 札幌市 1146 北海道弁 生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道内各地

982 おおば比呂司記念室 生活・文化 芸術・文学 札幌市 1037 木古内の寒中みそぎ 生活・文化 祭り・イベント 木古内町 1092 札幌冬季オリンピック 生活・文化 スポーツ 札幌市 1147 道産子（道民） 生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道内全域

983 芸術の森 生活・文化 芸術・文学 札幌市 1038 北見菊まつり 生活・文化 祭り・イベント 北見市 1093 コンサドーレ札幌の選手とサ
ポーター

生活・文化 スポーツ 札幌市 1148 開拓者精神（フロンティアスピ
リット）

生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道内全域

984 石山の浅井憲一のギャラリー 生活・文化 芸術・文学 札幌市 1039 御大師の火祭り 生活・文化 祭り・イベント 栗山町 1094 札幌市民スキー場 生活・文化 スポーツ 札幌市 1149 「北のみらい塾」とそれに関わる
人々

生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道内全域

985 札幌交響楽団 生活・文化 芸術・文学 札幌市 1040 YOSAKOIソーランまつり 生活・文化 祭り・イベント 札幌市 1095 札幌ドーム 生活・文化 スポーツ 札幌市 1150 北海道かるた・方言編 生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道内全域

986 神田日勝の初期作品群（「ゴミ箱」
「家」「牛」「開拓の馬」「飯場の風
景」）

生活・文化 芸術・文学 鹿追町 1041 さっぽろ雪まつり 生活・文化 祭り・イベント 札幌市 1096 大倉山ジャンプ競技場と宮の森
ジャンプ競技場

生活・文化 スポーツ 札幌市 1151 北海道人気質 生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道内全域

987 神田日勝の作品群 生活・文化 芸術・文学 鹿追町 1042 札幌まつりのみこし 生活・文化 祭り・イベント 札幌市 1097 たきかわスカイパーク 生活・文化 スポーツ 滝川市 1152 北海道に住んでいる一人一人
の人

生活・文化 北海道の言葉・
地名・人間

道内全域

988 未完成の馬（神田日勝の作品） 生活・文化 芸術・文学 鹿追町 1043 下川アイスキャンドル 生活・文化 祭り・イベント 下川町 1098 当麻町アスレチック 生活・文化 スポーツ 当麻町 1153 旭山動物園 生活・文化 その他 旭川市

989 開拓の馬 生活・文化 芸術・文学 鹿追町 1044 アイスキャンドルミュージアム 生活・文化 祭り・イベント 下川町 1099 カ－リング 生活・文化 スポーツ 常呂町など 1154 草野「河畔林」トラスト財団 生活・文化 その他 江別市

990 神田日勝記念館 生活・文化 芸術・文学 鹿追町 1045 アイスキャンドルフェスティバル 生活・文化 祭り・イベント 下川町 1100 ニセコのスキー場 生活・文化 スポーツ ニセコ町 1155 やまんば 生活・文化 その他 江別市

991 北海道中心にした浮世絵６００点 生活・文化 芸術・文学 鹿部町（現札幌市） 1046 知床のオーロラファンタジー 生活・文化 祭り・イベント 斜里町 1101 沙流川のつり堀 生活・文化 スポーツ 日高町 1156 風の館 生活・文化 その他 えりも町

992 中札内美術村 生活・文化 芸術・文学 中札内町 1047 寿都神社祭り 生活・文化 祭り・イベント 寿都町 1102 アイスホッケーのチーム 生活・文化 スポーツ 道内各地 1157 文月稲荷神社俳句額 生活・文化 その他 大野町

993 有島記念館 生活・文化 芸術・文学 ニセコ町 1048 昭和新山火まつり 生活・文化 祭り・イベント 壮瞥町 1103 パークゴルフ 生活・文化 スポーツ 道内全域 1158 カニの家 生活・文化 その他 帯広市

994 釧路市に多い石川啄木歌碑 生活・文化 芸術・文学 函館市、小樽市、札幌
市、釧路市、阿寒町

1049 ジャイアントパンプキンの重量コ
ンテスト

生活・文化 祭り・イベント 滝川市 1104 旧頼城小学校 生活・文化 学校 芦別市 1159 十勝岳ヒュッテ　旧　白銀荘 生活・文化 その他 上富良野町

995 アルテピアッツァ美唄 生活・文化 芸術・文学 美唄市 1050 北海道凧あげ大会 生活・文化 祭り・イベント 苫前町 1105 酪農学園大学 生活・文化 学校 江別市 1160 浪花町十六番倉庫 生活・文化 その他 釧路市

996 富良野演劇工場 生活・文化 芸術・文学 富良野市 1051 夜高あんどん祭り 生活・文化 祭り・イベント 沼田町 1106 創造の森学園トモエ幼稚園 生活・文化 学校 札幌市 1161 木材につける印 生活・文化 その他 釧路市

997 油絵による五百羅漢（禅源
寺）

生活・文化 芸術・文学 古平町 1052 金刀比羅神社例大祭 生活・文化 祭り・イベント 根室市 1107 札幌大谷高等学校 生活・文化 学校 札幌市 1162 お菊人形 生活・文化 その他 栗沢町

998 金子歐亭 生活・文化 芸術・文学 1053 函館の七夕祭り 生活・文化 祭り・イベント 函館市 1108 鵜苫小学校 生活・文化 学校 様似町 1163 薄野団地（薄野市場、ススキノ０
番地）

生活・文化 その他 札幌市

999 優佳良織工芸館 生活・文化 工芸 旭川市 1054 北海へそ祭り 生活・文化 祭り・イベント 富良野市 1109 廃校の校歌 生活・文化 学校 道内各地 1164 ススキノ 生活・文化 その他 札幌市

1000 北海道伝統美術工芸村 生活・文化 工芸 旭川市 1055 天使のささやきを聞く集い 生活・文化 祭り・イベント 幌加内町 1110 校庭のスケートリンク 生活・文化 学校 道内各地 1165 円山動物園 生活・文化 その他 札幌市

1001 木彫民芸品ニポポ 生活・文化 工芸 網走市 1056 北海道噴火湾サーモンダービー 生活・文化 祭り・イベント 室蘭市 1111 川村カ子ト　アイヌ記念館 生活・文化 アイヌ文化 旭川市 1166 札幌二条市場 生活・文化 その他 札幌市

1002 釧路昆布で削るおぼろ削り 生活・文化 工芸 釧路市 1057 八雲町の行灯祭り 生活・文化 祭り・イベント 八雲町 1112 神居古潭 生活・文化 アイヌ文化 旭川市 1167 二条市場と札幌中央卸売市場 生活・文化 その他 札幌市

1003 札幌焼窯跡 生活・文化 工芸 札幌市 1058 陸別町しばれフェスティバル 生活・文化 祭り・イベント 陸別町 1113 シャクシャイン像 生活・文化 アイヌ文化 静内町 1168 札幌軟石文化 生活・文化 その他 札幌市

1004 熊の木彫り 生活・文化 工芸 道内各地 1059 ばん馬競走 生活・文化 祭り・イベント 留萌市 1114 白老アイヌコタン 生活・文化 アイヌ文化 白老町 1169 カムバックサーモン運動 生活・文化 その他 札幌市をはじめと
する豊平川流域

1005 北海道伝統木工工芸品 生活・文化 工芸 道内全域 1060 北海道青少年のための科学の
祭典

生活・文化 祭り・イベント 道内各地 1115 アイヌ神謡集（知里幸恵） 生活・文化 アイヌ文化 登別市 1170 公民館活動 生活・文化 その他 白老町

1006 江差五勝手鹿子舞 生活・文化 芸能 江差町 1061 阿寒湖温泉 生活・文化 温泉 阿寒町 1116 平取町ポロピナイ 生活・文化 アイヌ文化 平取町 1171 北海道こどもの国 生活・文化 その他 砂川市

1007 野幌神社の神楽 生活・文化 芸能 江別市 1062 洞爺湖温泉 生活・文化 温泉 虻田町 1117 平取町二風谷地区 生活・文化 アイヌ文化 平取町 1172 道立砂川自然の家・子供の国 生活・文化 その他 砂川市

1008 相沼奴 生活・文化 芸能 熊石町 1063 二股ラジウム温泉 生活・文化 温泉 長万部町 1118 平取アイヌ博物館 生活・文化 アイヌ文化 平取町 1173 ムツゴロウ王国 生活・文化 その他 浜中町、中標津町

1009 丘珠の獅子舞 生活・文化 芸能 札幌市 1064 十勝川温泉 生活・文化 温泉 音更町 1119 平取町のアイヌ伝説地群 生活・文化 アイヌ文化 平取町 1174 早来物語 生活・文化 その他 早来町

1010 新琴似の歌舞伎 生活・文化 芸能 札幌市 1065 モール温泉 生活・文化 温泉 音更町 1120 二風谷のアイヌ伝説地群 生活・文化 アイヌ文化 平取町 1175 美馬牛の哲学の木 生活・文化 その他 美瑛町

1011 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）

生活・文化 芸能 札幌市北区新琴似
地区及び篠路地区

1066 吹上露天の湯 生活・文化 温泉 上富良野町 1121 沙流川流域のチャシ群 生活・文化 アイヌ文化 平取町 1176 サンタランド 生活・文化 その他 広尾町

1012 鹿子舞 生活・文化 芸能 道南地方 1067 豊平峡温泉 生活・文化 温泉 札幌市 1122 ユクエピラチャシ 生活・文化 アイヌ文化 陸別町 1177 ドラマ「北の国から」 生活・文化 その他 富良野市

1013 獅子舞 生活・文化 芸能 深川市 1068 森林公園温泉 生活・文化 温泉 札幌市 1123 積丹半島とアイヌ伝説 生活・文化 アイヌ文化 後志支庁 1178 新富良野プリンスホテル 生活・文化 その他 富良野市

1014 松前神楽 生活・文化 芸能 福島町 1069 菅野温泉＆然別境 生活・文化 温泉 鹿追町 1124 ユーカラ 生活・文化 アイヌ文化 道内各地 1179 みんなが楽しく利用できる広場 生活・文化 その他 道内各地

1015 江差追分 生活・文化 歌・民謡 江差町 1070 知内温泉 生活・文化 温泉 知内町 1125 アイヌ語 生活・文化 アイヌ文化 道内各地 1180 幌馬車 生活・文化 その他 道内各地

1016 江差追分をはじめとする江差町
の郷土芸能群

生活・文化 歌・民謡 江差町 1071 三香温泉 生活・文化 温泉 弟子屈町 1126 アイヌの舟 生活・文化 アイヌ文化 道内各地 1181 ライダーハウス 生活・文化 その他 道内各地

1017 江差沖揚音頭 生活・文化 歌・民謡 江差町 1072 白金温泉 生活・文化 温泉 十勝 1127 アイヌ文化 生活・文化 アイヌ文化 道内各地 1182 下の句カルタ 生活・文化 その他 道内全域

1018 北海盆踊り、子供盆踊り 生活・文化 歌・民謡 江別市など 1073 豊富温泉 生活・文化 温泉 豊富町 1128 北海道アイヌ古式舞踊 生活・文化 アイヌ文化 道内各地

1019 大野ぎおんばやし 生活・文化 歌・民謡 大野町 1074 五色温泉周辺 生活・文化 温泉 ニセコ町 1129 アイヌ民族 生活・文化 アイヌ文化 道内各地

1020 石狩挽歌碑 生活・文化 歌・民謡 小樽市 1075 ニセコ周辺の温泉 生活・文化 温泉 ニセコ町、倶知安
町、登別市

1130 アイヌ伝説 生活・文化 アイヌ文化 道内各地

1021 旧産炭地域の文化として炭鉱節 生活・文化 歌・民謡 旧産炭地域 1076 沼田町ほとしん温泉ほたるの里 生活・文化 温泉 沼田町 1131 小説「聖コシャマイン」 生活・文化 アイヌ文化

1022 虹と雪のバラード 生活・文化 歌・民謡 札幌市 1077 登別温泉（地獄谷） 生活・文化 温泉 登別市 1132 知里幸恵 生活・文化 アイヌ文化

1023 「好きですサッポロ」の歌 生活・文化 歌・民謡 札幌市 1078 道内の温泉地の古い所 生活・文化 温泉 登別市、阿寒町な
ど

1133 ホワイトイルミネーション 生活・文化 冬の文化 札幌市

1024 清水町せせらぎ合唱団 生活・文化 歌・民謡 清水町 1079 羅臼熊の湯 生活・文化 温泉 羅臼町 1134 早来雪だるま郵便局 生活・文化 冬の文化 早来町

1025 積丹鰊場音頭保存会 生活・文化 歌・民謡 積丹町 1080 利尻富士温泉 生活・文化 温泉 利尻富士町 1135 スレ－ト屋根と煙突のある家 生活・文化 冬の文化 道内各地

1026 レ・コード館 生活・文化 歌・民謡 新冠町 1081 神居岩温泉 生活・文化 温泉 留萌市 1136 雪だるまづくり 生活・文化 冬の文化 道内全域

1027 三笠北海盆おどり 生活・文化 歌・民謡 三笠市 1082 海岸沿いの温泉 生活・文化 温泉 道内各地 1137 ママサンダンプ 生活・文化 冬の文化 道内全域

1028 北海盆唄 生活・文化 歌・民謡 三笠市、北海道全
域

1083 北海道の温泉 生活・文化 温泉 道内全域 1138 石炭ストーブ 生活・文化 冬の文化 道内全域

1029 留萌音頭 生活・文化 歌・民謡 留萌市 1084 北海道の温泉（源泉） 生活・文化 温泉 道内全域 1139 かんじき 生活・文化 冬の文化 道内全域

1030 ソーラン節 生活・文化 歌・民謡 道内各地 1085 阿寒国際スケートマラソン大会 生活・文化 スポーツ 阿寒町 1140 つららを食べる小学生 生活・文化 冬の文化 道内全域

1031 北海道の民謡・民踊 生活・文化 歌・民謡 道内各地 1086 スタルヒン 生活・文化 スポーツ 旭川市 1141 集合煙突 生活・文化 冬の文化 道内全域



６．食　（129件）
ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地 ID 遺産の名称 分野 小分類 所在地

1183 厚岸のカキ 食 海の素材 厚岸町 1238 北海道米（きらら３９７） 食 大地の素材 道内各地 1293 ジンギスカン(滝川) 食 北海道メ
ニュー

滝川市

1184 網走産「釣りキンキ」 食 海の素材 網走市 1239 北海道の馬鈴薯 食 大地の素材 道内各地 1294 鯨汁 食 北海道メ
ニュー

主に道南地方

1185 オホーツク流氷明けのケガニ 食 海の素材 オホーツク海沿岸
地域

1240 越冬ポテト 食 大地の素材 道内各地 1295 長沼ジンギスカン 食 北海道メ
ニュー

長沼町

1186 ホッカイシマエビ 食 海の素材 佐呂間町など 1241 大雪の下で生きている甘いキャ
ベツ

食 大地の素材 道内各地 1296 室蘭の焼き鳥 食 北海道メ
ニュー

室蘭市

1187 積丹のウニ 食 海の素材 積丹町 1242 旬の野菜 食 大地の素材 道内全域 1297 スープカレー 食 北海道メ
ニュー

道内各地

1188 天塩のしじみ 食 海の素材 天塩町 1243 北海道の特産物（野菜、魚
介）

食 大地の素材 道内全域 1298 三平汁 食 北海道メ
ニュー

道内各地

1189 苫小牧のホッキ貝 食 海の素材 苫小牧市 1244 マリモ羊羹 食 大地の素材
の加工品

阿寒町 1299 ホットドックに砂糖 食 北海道メ
ニュー

道内各地

1190 根室のサンマ 食 海の素材 根室市 1245 男山 食 大地の素材
の加工品

旭川市 1300 味付ジンギスカン 食 北海道メ
ニュー

道内各地

1191 全身に脂がのった、根室トロさん
ま

食 海の素材 根室市 1246 バナナ饅頭 食 大地の素材
の加工品

池田町 1301 ジンギスカン 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1192 増毛の甘えび 食 海の素材 増毛町 1247 レンガもち 食 大地の素材
の加工品

江別市 1302 ザンギ 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1193 南茅部町の昆布 食 海の素材 南茅部町 1248 北吹雪 食 大地の素材
の加工品

遠別町 1303 イカめし 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1194 鵡川の柳葉魚 食 海の素材 鵡川町 1249 ホワイトチョコレート(六花亭) 食 大地の素材
の加工品

帯広市 1304 石狩鍋 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1195 羅臼昆布 食 海の素材 羅臼町 1250 みそぎの舞（日本酒）の酒粕 食 大地の素材
の加工品

木古内町 1305 鮭の食文化 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1196 利尻昆布 食 海の素材 利尻町 1251 ベーコン 食 大地の素材
の加工品

北広島市 1306 ジンギスカン鍋 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1197 利尻礼文のエゾバフンウニ 食 海の素材 利尻町、礼文町 1252 谷田製菓のきび団子・大嘗飴 食 大地の素材
の加工品

栗山町 1307 いももち 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1198 利尻産バフンウニ 食 海の素材 利尻町、礼文町 1253 とうまん 食 大地の素材
の加工品

札幌市 1308 べこもち 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1199 日本海のエゾアワビ 食 海の素材 日本海沿岸地域 1254 白い恋人(石屋製菓) 食 大地の素材
の加工品

札幌市 1309 甘納豆入り赤飯 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1200 北海道のカキ 食 海の素材 道東地域など 1255 雪印のアイスクリーム 食 大地の素材
の加工品

札幌市など 1310 ほこほこのじゃがいもにバター 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1201 北寄貝 食 海の素材 道内各地 1256 氷雪乙女 食 大地の素材
の加工品

滝川市 1311 糠ニシン、糠ホッケ、糠サンマ 食 北海道メ
ニュー

道内全域

1202 秋刀魚 食 海の素材 道内各地 1257 銘菓モンモオ 食 大地の素材
の加工品

滝川市

1203 エゾバフンウニ 食 海の素材 道内各地 1258 わかさいも 食 大地の素材
の加工品

洞爺村

1204 ニシン 食 海の素材 道内各地 1259 北の勝 食 大地の素材
の加工品

根室市

1205 サンマ及びサンマ加工品 食 海の素材 道内各地 1260 角谷のカマンベールチーズ 食 大地の素材
の加工品

早来町

1206 北洋の鮮魚 食 海の素材 道内各地 1261 北海道日高フレッシュチーズ 食 大地の素材
の加工品

日高管内

1207 北海道の昆布 食 海の素材 道内各地 1262 深川名物ウロコダンゴ 食 大地の素材
の加工品

深川市

1208 カニ 食 海の素材 道内各地 1263 幌加内のそば 食 大地の素材
の加工品

幌加内町

1209 つぶ貝 食 海の素材 道内各地 1264 北海道の地酒 食 大地の素材
の加工品

道内各地

1210 鮭 食 海の素材 道内全域 1265 北海道のチーズ 食 大地の素材
の加工品

道内各地

1211 北海道の海産物 食 海の素材 道内全域 1266 北海道の牛乳 食 大地の素材
の加工品

道内各地

1212 鮭児（ケイジ） 食 海の素材 道内全域 1267 北海道のミルクで作ったソフトク
リーム

食 大地の素材
の加工品

道内各地

1213 タチのかまぼこ 食 海の素材の
加工品

岩内町 1268 北海道のそば 食 大地の素材
の加工品

道内各地

1214 岩内のたらこ 食 海の素材の
加工品

岩内町 1269 チョコレート 食 大地の素材
の加工品

道内各地

1215 江差町の手すきの海苔 食 海の素材の
加工品

江差町 1270 北海道のたくあん 食 大地の素材
の加工品

道内全域

1216 上磯町の煮干し 食 海の素材の
加工品

上磯町 1271 北海道のアイスクリーム 食 大地の素材
の加工品

道内全域

1217 ホタテのすり身 食 海の素材加
工品

知内町 1272 大皮（そばの玉川のメニュー） 食 店 厚岸町

1218 ニシンずし（十津川ずし） 食 海の素材の
加工品

新十津川町 1273 金大亭 食 店 石狩市

1219 日高昆布 食 海の素材の
加工品

日高管内 1274 そば　思君楼（恵庭市） 食 店 恵庭市

1220 ししゃも寿司 食 海の素材の
加工品

鵡川町 1275 ラーメン　三宝館（恵庭市） 食 店 恵庭市

1221 数の子 食 海の素材の
加工品

留萌市など 1276 小樽の割烹 食 店 小樽市

1222 ニシンそば 食 海の素材の
加工品

留萌他 1277 焼酎のそば湯割り（小樽・藪半） 食 店 小樽市

1223 鮭の寒風やぐら干し鮭寿 食 海の素材の
加工品

道内各地 1278 カツチャカレー 食 店 上川町

1224 イクラ 食 海の素材の
加工品

道内全域 1279 サガリ 食 店 上富良野町

1225 にしん漬け 食 海の素材の
加工品

道内全域 1280 竹老園（東家） 食 店 釧路市

1226 いずし 食 海の素材の
加工品

道内全域 1281 サッポロファクトリーの中の
ぶどう館

食 店 札幌市

1227 今金のいも 食 大地の素材 今金町 1282 喫茶アポロのチキンカレー 食 店 下川町

1228 えりも短角牛 食 大地の素材 えりも町 1283 ファームレストラン「ママズキッチ
ン」

食 店 滝川市

1229 日水米の黒米 食 大地の素材 上川地方 1284 松尾ジンギスカン 食 店 滝川市

1230 北見タマネギ 食 大地の素材 北見市 1285 苫小牧　味の大王「カレーラーメ
ン」

食 店 苫小牧市

1231 丘珠の玉ねぎ 食 大地の素材 札幌市 1286 丸福食堂のかつめし 食 店 名寄市

1232 新得手打ちそば 食 大地の素材 新得町 1287 五島軒（函館） 食 店 函館市

1233 北海あいがも 食 大地の素材 滝川市 1288 レストラン純平の純ドッグ 食 店 美瑛町

1234 北・北海道のもち米 食 大地の素材 名寄市、風連町 1289 松くら 食 店 増毛町

1235 とうきび 食 大地の素材 別海町 1290 豚丼 食 北海道メ
ニュー

帯広市

1236 和寒の越冬キャベツ 食 大地の素材 和寒町 1291 炉ばた（釧路） 食 北海道メ
ニュー

釧路市

1237 ギョウジャニンニク 食 大地の素材 道内各地 1292 カレーライス（発祥北大） 食 北海道メ
ニュー

札幌市


