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第 1章　序論

1-1. 背景
1-2. 研究目的
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第 1章　序論

1-1. 背景

　日本全体で景気が低迷する中、少子高齢化や過疎化あるいは都心への移住の増加により

地域間の経済格差が加速してきている。このような問題への取り組みとして、地域資源や

特産品の開発、地域に特化したコミュニティを作る等、各地で様々な取り組みが見られる

様になった。

　そんな中、近年ではパブリックアート (以下 PA) が都市や地方に関わらず様々な場所で

見受けられる様になった。本来アートは施設内での公開展示が中心であったが、屋外や公

共空間に展示されることで、人の目に触れる機会が増加し展示場所に広がりが生まれた。

その形態や表現方法あるいは設置場所の性質も多様化していると考えられる。

　

1-2. 研究目的

　日本の PA は 1960 年代から行政機関及び民間企業によって都市景観の形成・地域文化の

向上等の目的で設置されてきた。設置当初から見て、PA の期待される性質は変化してき

ている。近年の日本における少子高齢化、都心への移住の増加による地域格差が加速して

きている現状をふまえると、このようなまちおこしへの姿勢をおさえ、課題や可能性を考

察する事には意義があると考える。

　本研究では、北海道における PA を調査対象として、その設置状況や利用や管理等の変

遷について俯瞰的に把握し、それらの傾向と実態を分析することを目的とする。
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第 2章　既往研究

2-1. 既往研究の目的
2-2. 日本におけるパブリックアートの変化に関する考察 *1 について
2-3. パブリックアートのデータベース化と維持管理に関する国際比較研究 *2 について
2-4. 本研究の位置づけ
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第 2章　既往研究

　

2-1. 既往研究の目的

　PA について過去にどのような研究が行われているかを知るために既往研究を行う。過

去の研究で PA に関して明らかになった事、まだ明らかになっていない事を整理すること

で、本研究の位置づけや目的を明確にする。

2-2. 日本におけるパブリックアートの変化に関する考察 *1 について

　本来自治体の彫刻設置事業として始まった日本の PA がその後どのような変遷を遂げた

のかをアメリカの事例との比較を行うことで明らかにした研究である。この研究では日本

のPAの事例を管理体制や形式の視点から彫刻設置事業型(恒久的設置)、野外彫刻展型(仮

説的設置 )、アートプロジェクト型 ( 仮設的展示 )、都市開発型 ( 恒久的設置 ) に分類し

変遷を示している。既存の街に彫刻を設置する事業から都市開発事業と一体的に設置を行

う事業への変化、恒久的なアート設置から一時的なアート設置への変化、地域社会との密

接な関係を構築しようとする方向性を明らかにした。

2-3. パブリックアートのデータベース化と維持管理に関する国際比較研究 *2 について

　行政機関等による PA の維持管理不足を問題視し、アンケート調査により維持管理不足

の原因が行政機関内の財政難や、部署移動や人事異動による情報の引き継ぎ不足である傾

向を明らかにした。また、諸外国でデータベース公開が進んでいて公的機関や研究機関の

情報伝達がスムーズであるのに対し日本国内の現状が及んでおらず、より積極的に活用さ

れるようなデータベースの維持管理の必要性を言及している。

2-4. 本研究の位置づけ

　PA を管理体制や形式の視点から分類し変遷を分析した八木らの研究などがあるが、PA

の作品自体や設置場所などの全事例の基礎情報から俯瞰的に分析を行った研究はない。ま

た、田中らの研究により明らかになった PA の維持管理不足などからもより積極的に活用

できるデータベースが必要であるであることから、作品毎の情報を今一度整理し、俯瞰的

な視点で全体の設置傾向の変遷を明らかにすることは意義があると考える。

*1
日本におけるパブリックアートの変化に関する考察 

      八木健太郎、竹田直樹 (環境芸術学会論文集 2010-03-31)

*2
パブリックアートのデータベース化と維持管理に関する国際比較研究 

       田中遵、工藤淳子 (日本大学生産工学部研究報告 A 2006 年 12 月第 39 巻第 2号 )
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第 3章　研究方法

3-1. 調査方法
3-2. 調査結果
3-3.PA の定義について
3-4. 有効事例の選定
3-5. 北海道概要
3-6. 研究のフロー
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第 3章　研究方法

3-1. 調査方法

　北海道内にある全ての市町村 (179 市町村 ) に対し、PA の基礎情報を得るための電話調

査を行った。電話調査はまず、電話帳に記載されている各市町村の役所の電話番号に電話

をかけた。主旨を説明した後、一括して設置されている PA の情報を知る方法を尋ねた。

情報の管理方法は様々であったが、資料がある場合には資料を郵送していただいた。また、

資料がない場合はメールで情報を送っていただくか、口頭で情報を教えてもらった。その

場で不明確な場合は調べていただき後日メールを送信していただくという形をとった。

3-2. 調査結果

　調査の結果、全 1124 事例の PA の情報が得られた。まず全体の設置数において市の設置

数がほとんどであり、町や村にはあまり設置されていなく、全体として偏りが生じている。

設置数が最も多いのは札幌市、次いで旭川市であり、これらの都市が全設置数の大半を占

めている事がわかる。また、人口の多い地域に設置数が集中する傾向も読み取れる。各市

町村の基礎データと事例数をまとめたものを表 3-3 に示した。

3-3.PA の定義について

　PA の定義は一般に「公共空間に存在する彫刻作品」とされるが解釈が様々である。こ

れを明確に定義づける根拠法がないため、本研究では PA を「公共空間に設置される彫刻

作品」と定義し、特に公共空間を「一般市民が自由に出入りできる空間」、彫刻作品を「彫

刻・モニュメントの内、石碑や歌碑を除いたもの」と定義する。

3-4. 有効事例の選定

　本研究における PA の定義をふまえて、電話調査で得られた全事例の情報から有効事例

の選定を行った。入場料のかかる芸術の森屋外美術館の作品は本研究の公共空間の定義に

反するため、有効事例から除外する。また、本研究は主に変遷を議論するため制作年が不

明な事例は有効事例から除外する。

　これらの事例を除いた全 824 事例を有効事例として扱い、分析を行う。全事例の情報を

まとめたデータベース (以下 DB) を第 7章に記載する。また、どの属性の情報がどのくら

いあるのかを示した DB の概要を表 3-1 に示す。

制作年

データベース

有効事例数

868

691

869

716

1124

843

1124

843

780

633

908

793

1124

843

908

843

作品名 制作者 作者出身 設置場所設置地域 素材 写真

表 3-1　PA 情報をまとめた DB 概要
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3-5. 北海道概要

　北海道の概要を表 3-2 に示した。北海道は総人口約 550 万人であり、人口密度は 65.9

人 / ㎢である。県庁所在地は札幌であり人口 188 万人の政令指定都市である。次いで旭川

市、函館市、釧路市などが人口の多い都市である。これらの都市は北海道内に離散的に点

在しており、これらが国道や JR あるいは高速道路によりつながっている構造である。

3-6. 研究のフロー

　第 4章以降の研究の流れを整理するため研究のフローを以下に示した。

面積：83,457㎢

総人口：5,497,406人

(住民基本台帳人口、

2011.12.31時点)

人口密度 :65.9人/㎢

札幌市　1,880,863人

旭川市　　355,004人

函館市　　294,264人

釧路市　　190,478人

苫小牧市　172,758人

帯広市　　170,580人

北海道主要都市と交通網 北海道基礎情報

主要都市

札幌市

旭川市

苫小牧市

函館市

帯広市

凡例

主要都市

JR

釧路市

表 3-2　北海道概要

1 北海道内の設置数推移 全体の設置数から傾向を把握する

素材の情報を用いて表現手法の変遷を分析する

作品のモデルを4 つのパターンに分類する

各パターンの特徴とその変遷を分析する

場所を特性ごとに3 つのパターンに分類する

各パターンの変遷と特徴と分析する

分析結果をふまえ、考察を行う

特徴的事例をピックアップし、近年の動向と PA
の可能性の考察を行う。

北海道内の地図を用いて地域傾向を把握する
5年おきの設置状況から傾向を把握する

2地域毎の設置状況

1表現手法の変遷

2表現モデルの変遷

設置場所ごとの傾向

1分析結果の考察

2特徴的事例と PA の考察

4 章　北海道内の設置傾向

5章　分析

6 章　考察

作品表現の変遷

設置空間の変遷

４
章
以
降
の
論
文
の
流
れ

市区町村プロフィール北海道より、2012.4.1 時点
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表 3-3　地域別の基礎情報と設置数

都道府県

札幌市

 中央区

 北区

 東区

 白石区

 厚別区

 豊平区

 清田区

 南区

 西区

 手稲区

函館市

小樽市

旭川市

室蘭市

釧路市

帯広市

北見市

夕張市

岩見沢市

網走市

留萌市

苫小牧市

稚内市

美唄市

芦別市

江別市

赤平市

紋別市

士別市

名寄市

三笠市

根室市

千歳市

滝川市

砂川市

歌志内市

深川市

富良野市

登別市

恵庭市

伊達市

北広島市

石狩市

北斗市

当別町

新篠津村

松前町

福島町

知内町

人口 (人 )

1,921,945

223,614

280,423

256,524

205,397

128,633

213,789

116,592

145,218

211,670

140,085

276,550

130,221

346,044

93,665

179,674

167,880

125,045

10,564

89,363

40,546

23,914

173,250

39,013

25,446

16,249

123,291

12,284

24,395

21,388

30,153

9,919

28,766

94,220

42,895

18,845

4,233

23,464

24,076

51,123

69,515

36,177

60,318

59,087

47,744

18,505

3,438

8,498

4,949

4,982

　支庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

北海道庁

石狩支庁

石狩支庁

渡島支庁

渡島支庁

渡島支庁

面積 (㎢ )

1121

46

63

57

35

24

46

60

657

75

57

678

243

748

81

1363

619

1428

763

418

471

297

561

761

278

865

188

130

831

1119

535

303

513

595

116

79

56

529

601

212

295

444

119

722

397

423

78

293

187

197

事例数

254

107

29

10

5

12

36

7

41

3

4

21

30

92

16

21

82

7

0

16

8

2

26

21

42

2

25

4

2

1

1

0

0

46

21

10

3

21

7

9

9

3

8

4

2

1

1

0

2

0

都道府県

木古内町

七飯町

鹿部町

森町

八雲町

長万部町

江差町

上ノ国町

厚沢部町

乙部町

奥尻町

今金町

せたな町

島牧村

寿都町

黒松内町

蘭越町

ニセコ町

真狩町

留寿都村

喜茂別町

京極町

倶知安町

共和町

岩内町

泊村

神恵内村

積丹町

古平町

仁木町

余市町

赤井川村

南幌町

奈井江町

上砂川町

由仁町

長沼町

栗山町

月形町

浦臼町

新十津川町

妹背牛町

秩父別町

雨竜町

北竜町

沼田町

幌加内町

鷹栖町

東神楽町

当麻町

人口

5,174

28,583

4,690

17,523

18,667

6,240

8,745

5,334

4,342

4,338

2,989

6,118

9,311

1,718

3,353

3,255

5,207

4,848

2,165

2,009

2,423

3,784

15,530

6,371

14,152

1,828

1,107

2,429

3,535

3,738

20,955

1,220

8,577

6,076

3,986

5,798

11,546

13,142

4,799

2,159

7,134

3,389

2,713

2,970

2,161

3,534

1,647

7,281

9,419

7,012

　支庁

渡島支庁

渡島支庁

渡島支庁

渡島支庁

渡島支庁

渡島支庁

檜山支庁

檜山支庁

檜山支庁

檜山支庁

檜山支庁

檜山支庁

檜山支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

後志支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

空知支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

面積

222

217

111

368

956

311

110

548

460

163

143

568

639

437

95

345

450

197

114

120

190

232

261

305

71

82

148

238

118

168

141

280

81

88

40

134

168

203

151

101

496

49

47

191

159

283

767

139

69

205

事例数

0

25

0

1

0

5

0

3

0

0

9

0

2

0

0

0

0

3

4

2

3

1

2

0

0

1

1

0

1

0

1

0

2

3

1

1

2

12

2

2

0

0

0

1

0

0

2

1

16

0

市区町村プロフィール北海道より 2012 年 4 月 1 日現在の自治体
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表 3-3　地域別の基礎情報と設置数

市区町村プロフィール北海道より 2012 年 4 月 1 日現在の自治体

都道府県

比布町

愛別町

上川町

東川町

美瑛町

上富良野町

中富良野町

南富良野町

占冠村

和寒町

剣淵町

下川町

美深町

音威子府村

中川町

増毛町

小平町

苫前町

羽幌町

初山別村

遠別町

天塩町

幌延町

猿払町

浜頓別町

中頓別町

枝幸町

豊富町

礼文町

利尻町

利尻富士町

美幌町

津別町

斜里町

清里町

小清水町

訓子府町

置戸町

佐呂間町

遠軽町

湧別町

滝上町

興部町

西興部村

雄武町

大空町

豊浦町

壮瞥町

白老町

厚真町

人口 (人 )

4,013

3,258

4,430

7,915

10,886

11,592

5,441

2,790

1,351

3,779

3,502

3,731

5,109

955

1,876

4,972

3,640

3,601

7,827

1,346

3,023

3,701

2,715

2,812

4,066

1,937

8,992

4,310

3,006

2,535

2,965

21,230

5,542

12,941

4,477

5,296

5,326

3,380

5,812

22,007

9,877

2,961

4,254

1,126

4,851

7,827

4,509

3,131

18,970

4,838

　支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

上川支庁

留萌支庁

留萌支庁

留萌支庁

留萌支庁

留萌支庁

留萌支庁

留萌支庁

留萌支庁

宗谷支庁

宗谷支庁

宗谷支庁

宗谷支庁

宗谷支庁

宗谷支庁

宗谷支庁

宗谷支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

網走支庁

胆振支庁

胆振支庁

胆振支庁

胆振支庁

面積 (㎢ )

87

250

1049

247

677

237

109

666

571

225

131

644

672

276

595

370

627

455

472

280

591

353

574

590

402

399

1116

521

81

76

106

438

717

737

403

287

191

528

405

1332

344

767

362

308

637

344

234

205

426

405

事例数

2

13

0

0

0

1

2

0

0

1

2

0

2

3

1

0

2

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

0

4

0

8

1

0

1

0

0

0

3

18

0

0

都道府県

洞爺湖町

安平町

むかわ町

日高町

平取町

新冠町

浦河町

様似町

えりも町

新ひだか町

音更町

士幌町

上士幌町

鹿追町

新得町

清水町

芽室町

中札内村

更別村

大樹町

広尾町

幕別町

池田町

豊頃町

本別町

足寄町

陸別町

浦幌町

釧路町

厚岸町

浜中町

標茶町

弟子屈町

鶴居村

白糠町

別海町

中標津町

標津町

羅臼町

人口

9,912

8,584

9,626

13,550

5,574

5,774

14,110

4,963

5,280

25,017

45,139

6,400

5,026

5,700

6,590

9,865

18,878

4,004

3,348

5,905

7,782

26,770

7,423

3,353

8,114

7,477

2,626

5,347

20,430

10,450

6,423

8,248

8,228

2,618

9,084

15,787

23,977

5,614

5,831

　支庁

胆振支庁

胆振支庁

胆振支庁

日高支庁

日高支庁

日高支庁

日高支庁

日高支庁

日高支庁

日高支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

十勝支庁

釧路支庁

釧路支庁

釧路支庁

釧路支庁

釧路支庁

釧路支庁

釧路支庁

根室支庁

根室支庁

根室支庁

根室支庁

面積

181

237

713

993

743

586

694

364

284

1148

466

259

694

403

1064

402

514

293

176

816

596

478

372

537

392

1408

608

730

253

739

423

1099

775

572

774

1320

685

624

398

事例数

40

0

1

1

0

1

3

0

0

1

0

0

0

4

0

5

1

1

0

1

0

2

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

3

1

1

0

0

0

1
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第 4章　北海道内の設置傾向

　

4-1. はじめに

　第 4 章では PA の基礎情報を用いて北海道内の設置数の推移や地域ごとの設置状況等の

全体傾向を俯瞰的に把握する。なお、本章以降の表や図は特記がない限り全て前章で述べ

た DB をもとに作成したものである。

4-2. 北海道内の設置数推移

　年代別に北海道の PA の設置数の推移を示したものを図 4-1 に示す。なお、公園、施設、

通りの表記は 6章における分類のものである。

　北海道の PA 設置は 1950 年頃から始まり、1980 年から 1990 年にかけて設置数が大幅に

増えていて、その後減少している事がわかる。この設置数が急増している時期が日本にお

けるバブル景気の時期と一致しているため、1980 年後半のバブル景気の影響で設置が増

加し、バブル崩壊とともに設置数も減少したと考えられる。

4-3. 地域毎の設置状況

4-3-1.5 年毎の北海道内の PA 設置状況について

　図 4-2 は PA 設置が始まる 1950 年頃から 5年おきに北海道全体の設置状況を示した図で

ある。その 5 年の間で新たに PA が設置された地域を地図にプロットした。各プロットの

大きさは設置数の多さに比例している。また、各図の左上に 5年間で設置数の多い地域上

位 3つとその設置数を示した。

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

[設置数]

1920年 1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年

全体

凡例

施設

公園

通り

図 4-1　年代別に見た PA 設置数推移
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4-3-2. 地域毎の設置状況分析

【〜 1955 年】旭川市と札幌市中央区に設置が多く見られる。全体傾向と比較して考えると

稚内市での設置が多く見られる事が特徴的である。また、帯広市や浦河町など道南に設置

が多く見られ、札幌市周辺との設置数の差はほとんど見られない。

【1955 〜 1960 年】札幌市中央区での設置が多く、次いで旭川市である。この時期は設置

数第 3位が小樽市と帯広市の 2事例であることから、札幌市中央区と旭川市以外の地域で

はほとんど設置が行われていない事がわかる。また、札幌市中央区の設置事例を見てみる

と中島公園への設置が多く見られた。

【1960 〜 1965 年】旭川市と札幌市中央区の設置が多く見られる。また、岩見沢市や石狩市、

栗山町等の札幌周辺の地域に徐々に設置が見られ始める。

【1965 〜 1970 年】やはり札幌市中央区と旭川市の設置が多く見られる。この時期から千

歳市をはじめ栗山町や岩見沢市など札幌、旭川周辺の地域にプロットが集中し始めている

事がわかる。

【1970 〜 1975 年】この時期の特徴として帯広市と苫小牧市の設置数が非常に大きい事が

わかる。全体設置数のグラフを見ても 1970 年〜 1975 年の設置数は多い。それぞれ内訳の

事例を見てみると帯広市は緑ケ丘公園彫刻の径、苫小牧市は市民文化公園に多数設置して

いる事がわかる。

【1975 〜 1980 年】札幌市中央区と旭川市の設置が多く見られる。特に大きな特徴は見受

けられないが設置数の規模や増え方など 1965 〜 1970 年代の時期と類似している。全体の

設置数のグラフを見ると 1970 〜 1975 年がその周辺に比べ設置数が多いことから

【1980 〜 1985 年】札幌市中央区と旭川市での設置が多く見られる。また、滝川市での設

置が多いが、滝川市を始めとして札幌旭川間の地域に徐々に設置が見られ始め、プロット

が集中してきている傾向が読み取れる。

【1985 〜 1990 年】室蘭市の設置数が札幌市中央区と旭川市をおさえ、最も多い。この時

期以前はほとんどが札幌市中央区と旭川市が上位を独占していたが、この時期以降その他

の地域にも積極的に設置が見られ始める。
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【1990 〜 1995 年】各年毎の設置数を見るとどの年も 30 事例を超えていて北海道内におい

て最もさかんに設置が行われた時期である事がわかる。洞爺湖町と美唄市での設置数が多

い事が特徴的である。市での設置が中心であったがこの時期に初めて町での設置が上位と

なった。分布を見ると洞爺湖町から札幌、旭川市にかけての JR 鉄道沿いの地域にプロッ

トが集中している事がわかる。

【1995 〜 2000 年】七飯町など比較的人口が少ない地域での設置が見られ始める。当初は 2

章であげた北海道主要都市に設置が集中していたが、徐々に各地に広がっていったことが

わかる。

【2000 〜 2005 年】函館市、旭川市、小樽市に設置が多く見られる。函館市は北海道内に

おいて人口が比較的多く主要都市であるにも関わらず今まで特徴的に設置が見られなかっ

たが、2000 年以降はさかんに設置が見られる。

【2005 〜 2010 年】札幌旭川間の JR 鉄道沿いの地域に設置が集中していて特に札幌周辺の

地域に偏りが顕著に見られる。一方で道東や道北にはほぼ設置がみられない。旭川以北は

稚内市を除くとほとんど設置が見られないし、道東に関しては釧路市より東側の地域には

ほとんど設置が見られない。

4-4. まとめ

　図 4-2 を見ると 1970 年頃までは札幌市や旭川市、帯広市など比較的人口の多い地域に

設置が集中しているが、その後は各地方に設置が見られ始め、特に 1990 年以降は洞爺湖

町や七飯町など比較的人口の少ない地域にも多数設置されたことがわかる。現在の設置状

況を見ると札幌旭川間の JR 鉄道沿いの地域に設置が集中し、一方で道東や道北にはほぼ

設置がみられないことがわかる。地域間での設置数の格差が顕著に表れた一方で、人口の

比較的少ない地域での設置がみられ始めた。
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1 2

凡
例

1 2

凡
例

1 2

凡
例

1 2

凡
例

1 2

凡
例

1 2

凡
例

74 事例

1956: 3 事例

1957: 4 事例

1958: 11 事例

1959: 9 事例

1960: 3 事例

中央区 (10)
旭川市 (6)
小樽市 (2)
帯広市 (2)

101 事例

1961: 5 事例

1962: 7 事例

1963: 4 事例

1964: 5 事例

1965: 6 事例

旭川市 (7)
中央区 (5)
千歳市 (3)

146 事例

1966: 10 事例

1967: 8 事例

1968: 8 事例

1969: 8 事例

1970: 11 事例

中央区 (8)
旭川市 (7)
帯広市 (5)

218 事例

1971: 17 事例

1972: 16 事例

1973: 26 事例

1974: 8 事例

1975: 5 事例

帯広市 (18)
苫小牧市 (16)
旭川市 (10)

274 事例

1976: 10 事例

1977: 13 事例

1978: 14 事例

1979: 11 事例

1980: 8 事例

中央区 (10)
旭川市 (7)
釧路市 (4)
豊平区 (4)

44 事例

1951: 0 事例

1952: 5 事例

1953: 1 事例

1954: 3 事例

1955: 4 事例

旭川市 (7)
中央区 (6)
稚内市 (6)

図 4-2　5 年毎にみた北海道内のパブリックアート設置状況
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例
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例
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凡
例

1 2

凡
例

1 2

凡
例

1 2

凡
例

449 事例

1986: 20 事例

1987: 14 事例

1988: 18 事例

1989: 39 事例

1990: 20 事例

室蘭市 (13)
中央区 (11)
北区 (9)

646 事例

1991: 43 事例

1992: 30 事例

1993: 53 事例

1994: 37 事例

1995: 34 事例

洞爺湖町 (31)
中央区 (21)
美唄市 (18)

735 事例

1996: 25 事例

1997: 18 事例

1998: 10 事例

1999: 17 事例

2000: 19 事例

美唄市 (11)
中央区 (7)
南区 (7)
苫小牧市 (7)
七飯町 (7)

832 事例

2001: 34 事例

2002: 18 事例

2003: 24 事例

2004: 15 事例

2005: 6 事例

函館市 (21)
旭川市 (16)
小樽市 (12)

844 事例

2006: 6 事例

2007: 3 事例

2008: 0 事例

2009: 1 事例

2010: 2 事例

函館市 (4)
小樽市 (2)
旭川市 (2)
帯広市 (2)

338 事例

1981: 11 事例

1982: 12 事例

1983: 17 事例

1984: 15 事例

1985: 9 事例

中央区 (11)
旭川市 (8)
滝川市 (7)

図 4-2　5 年毎にみた北海道内のパブリックアート設置状況
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第 5章　分析

5-1. はじめに

　第 5章では前章で得られた全体傾向に付随して、全体傾向では把握できない様な実体的

な変遷を明らかにするため、PA の志向性に注目して分析を行う。

　本研究の PA の定義に従うと、PA は「公共空間に設置される彫刻作品」であるため。設

置される公共空間と彫刻作品自体の 2 つの要素でその性質が決定されると考えられる。

よって、5章では作品自体を示す「作品表現」と、設置される空間性質を示す「設置空間」

のふたつに着目して分析を行う。

5-2. 作品表現の変遷

　彫刻作品自体の変遷の分析を行う。設置された PA がどのような素材を用いた表現であ

るか ( 表現手法の変遷 )、彫刻作品が何を表現しているか ( 作品モデルの変遷 ) の 2 つの

視点で分析を行い、作品表現の変遷を明らかにする。

5-2-1. 表現手法の変遷

(1) 年代別にみた PA の素材変遷について

　全有効事例の中から素材が明らかな 716 事例を抽出し、10 年毎の素材の変遷をまとめ

たものを図5-1に示した。素材の表記は各市町村により様々な管理方法をとっていたため、

8種類に分類し表に示した。

～1949 1950代 1960代 1970代 1980代 1990代 2000代

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

複合素材

凡例

セメント材

石材

ステンレス

金属材

コルテン鋼

ブロンズ

その他

図 5-1　年代別にみた PA の素材の変遷
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(2) 表現手法の変遷分析

　●全体を通してブロンズの使用が大半を占めていることがわかる。特に 1950 年代と

1960 年代はブロンズとセメント材の使用がほとんどである。一方で 1970 年以降は石材

やステンレスなどの 1960 年代までにはほぼ使用がみられなかった新しい素材の使用が見

られ始めていて、その傾向は年代が進むにつれて顕著に表れていることがわかる。特に

2000 年代にはその他の割合も増えている。これらのことから 1970 年代付近をさかいに

年々、使用素材が多様化している傾向が読み取れる。

　●セメント材は 1950 年代と 1960 年代によく使用が見られるが、それ以降はほとんど見

られない。これによりセメントは設置が本格的に始まる 1960 年代以前は使用されていた

が、それ以降はあまり使用されていないことがわかる。これは、セメントが風化や亀裂な

どの劣化が原因と考えられる。

5-2-2. 表現モデルの変遷

(1) 分析方法

　作品表現の変遷を明らかにするため、表現モデルの分類を行う。作品の画像を俯瞰的に

見ると様々な表現があったが、これらを何の表現をしているかという視点から分類を行う。

全有効事例を画像判断により 4つのパターンに分類した。分類基準と分類結果の概要を表

5-1 に示す。

生物ではない彫刻。実在しない抽象彫刻

や具象彫刻等がこれに当てはまる。

3.1994 月待石/ 岩見沢市

2.1998 天球儀「天体と宇宙」/ 千歳市

1.1982 はばたく/ 滝川市

4.1995 起源‑ 湖上に向かって/ 洞爺湖町8.1990 ヨシヤルゾカッパ/ 札幌市南区

7.1995 Muse/ 洞爺湖町

6.1959 猫とハーモニカ/ 札幌市中央区

5.2005 友われに飯を与へき/ 函館市

12.1941 依田勉三翁之像/ 帯広市

11.1965 渡部栄蔵翁像/ 千歳市

10.1926 W.S. クラーク胸像/ 札幌市北区

9.1964 エド・ウィンダン像/ 札幌市南区

16.1985 ホルン君/ 歌志内市

15.1979 子供の情景・夏/ 岩見沢市

14.1989 拓（たく）/ 室蘭市

13.1968 裸婦/ 旭川市

1

3

2

4

5

7 8

6

9

12 15 16

1413

11

10

生物以外‑ パターン 1

生物
人物以外‑ パターン 2

人物
実在する‑ パターン 3‑a

実在しない‑ パターン 3‑b

人物以外の生物の彫刻。犬やふくろう等

の実在する生物や河童等の空想の生物。

実在する人物の彫刻。その土地の偉人や

関係の深い人物の像がこれに当てはまる。

実在しない人物の彫刻。リアルな人物

やデフォルメされた人物の像。

写
真

特
徴

分
類

例

パターン 1 (360 事例 ) パターン 2 (62 事例 ) パターン 3‑a (58 事例 ) パターン 3‑b (271 事例 )

表 5-1　作品モデルの分類方法と分類結果概要
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(2) 分類方法について

　分類はまず生物か生物でないかで分類を行った。生物でないものに関してはほとんどが

「はばたく」等の様に何かの様子を抽象化して表現した抽象彫刻がほとんどであるが、中

には「天球儀」のように具体的なものを表現した具象彫刻も含まれるため、抽象彫刻とい

う表現にせず、パターン 1という名前にした。

　パターン 1に含まれなかった生物を表現した作品の事例をさらに人物であるかその他の

生物であるかで分類を行った。生物を表現したものはふくろうなどの動物の他にも河童な

ど動物と形容しがたい事例も含まれているためパターン 2と名付けた。

　それらにも該当しなかった人物像をさらに実在する人物、実在しない人物のふたつに分

類した。実在する人物をパターン 3-a、実在しない人物をパターン 3-b と名付けた。

(3) 分類パターンの概要

Ⅰ .パターン 1/ 生物ではない彫刻

　生物ではないものを表現した抽象彫刻が大半を占めるが、地球儀などの具象彫刻も含む。

使用素材がステンレスや石材など多様である特徴を持つ。詳細な分類結果を表5-2に示す。

Ⅱ .パターン 2/ 人物以外の生物の彫刻

　梟や鹿などの実在する生物から河童等の空想上の生物の彫刻。また猫等の実在する生物

をデフォルメしてキャラクター化している作品も含む。詳細な分類結果を表 5-3 に示す。

Ⅲ .パターン 3-a/ 実在する人物の彫刻

　その土地の開拓等に関連した人物や偉人の彫刻。碑文と共に彫刻がある事例が多い。ま

た、その大半がブロンズを素材として使用している。詳細な分類結果を表 5-4 に示す。

Ⅳ .パターン 3-b/ 実在しない人物の彫刻

　実在する特定の人物ではないが、人物を表現した彫刻。人物と生物が混在する彫刻も含

む。写実的な表現から抽象的な表現まで幅広い作品がある。詳細な分類結果を表 5-5 に示

す。
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パターン 1　(360 事例 )

分類結果

生物ではない彫刻。実在しない抽象彫刻や具象彫刻等がこれに当てはまる。

9 ブラック・スライド・マントラ

14 鶴の舞

18 風景の夢

21 森の歌

22 ヨットと方向

23 相響

25 回転螺旋・1 月

26 風の対話（一対）

28 時間の風景

29 光のリズムⅡ

30 ホッカイドー・ウインド・ローズ

31 無何有

32 札幌駅南口モニュメント

34 花降る石

35 NIKE

36 風 45

37 THE SKY

39 時空翼

42 光の門

46 平和のモニュメント

47 昇る・ともに・光

48 石華

49 なんもさストーブ

50 空・ひと・線

53 壌・蜀

55 湧水彫刻

59 意心帰

60 記憶素子「丘」「森」

62 鶴の舞

63 大地のうた

67 八丁ダルマ

68 北のまつり

71 ふれあいの輪

75 よろこび・愛

78 四つの輪

79 午前0 時の会話

80 重なる形

82 タマゴ

84 おだやかな直立

85 あっちこっち

86 MEMORY

87 上機嫌な星

88 球の記憶

89 やすらかな傾き

91 春風にうたう

93 うねり

94 原風景

96 サーモン・リバー

98 潜 ‑kirameki‑

99 風のコンダクター

112 MUSE＃2

120 風雪

122 MUSE

123 KLEIO

125 ひらく・花

126 北の森たち

127 光る風

128 花と輪と和

129 ERATO

130 渦巻く三叉路状の石造装置

134 フレームワーク・サウルス

135 古代の太陽

136 飛翔

140 風雪に耐えて立て

141 モエレ沼公園

142 まるいつばさ

143 holdin

145 峻

146 茎・種

147 UNFOLD‑ 日向にて

148 飛遊

149 汪

151 ひこぼし像

152 水の遊び 四つのポンプ

154 バブル・ブーン

155 飛翔

156 北の星たちへ

158 空へ

159 捷

160 おりひめ像

163 門葉

164 無重力の玉石

165 風に触れる

167 森の中

168 大気の器

169 世界のすみずみ

170 ミルタウンの近く

171 Roll Away the Stone

172 北辰の竜神

173 SDM

174 北空の最弱音（ピアニッシモ）

175 ひとつがふたつ

176 休息する翼

177 立体空間より平面空間への還元

178 完全な場

179 ヌプカの家

180 フェイジョン

181 Terrace: 札幌ドーム

182 桃色の雲

183 球

184 C のスロープ

191 モニュメントタワー

192 北斗の庭（7 基）

196 キタサキモリ

200 陽‑ ひだまり

202 連結

204 風の路

224 風の SYMPHONY

230 Why are you looking

233 空と地と軌跡

234 野外美術館のシンボルレリーフ

308 呼吸する門

309 スプリングキューブ

310 午後の丘

311 ネガティブマウンド

312 赤い空の箱

313 てつなぎ石

314 スパイラルスプリング

315 祀りの石 I

319 ひとやすみする輪廻

328 知・情・体・徳

330 颯

346 五陵の星

350 二人の空

387 浮遊

390 北の子

391 風の記憶

392 春陽

393 塞の石組み

395 メビウスの立方体

396 Innocence‑Wedge

397 知の柱

398 鳥化する丘

399 石走る（いはばしる）

400 重さのロンド

404 隼の碑

405 鶴の舞

411 隼の碑

413 風景

414 連なるノチウ

表 5-2　パターン 1の分類結果
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パターン 1　(360 事例 )
417 チキサニチョロポキタ

421 隼の碑

423 手

429 開拓のイメージ

431 凍れる滝

432 親和

439 抱

440 傾くかたち

441 風の塔 No.8

445 行列

446 地

447 生きる

450 挟（きょう）

451 風紋

452 神話 ‑2004‑

453 P‑MAN

454 流れ

455 はじまりの舟

456 3つの柱 2つの門 1つの場

457 かくれた恋

460 人 No.13

461 浮くかたち－宙

462 風の庵

463 連山夢想－旭川

464 気流

466 交差する形

467 開放Ⅵ

469 小川に魚が帰った日

475 ほほえみたんぽぽ

476 Feel the Wind

483 連（れん）

484 燦（さん） 

485 焔（えん）

486 溶（よう）

487 沃（よく）

491 煌（こう）

492 歓（かん）

497 海

498 原始のビート

500 希望

502 湿原

503 未来

518 S‑軌

519 アンタロマップ

520 石の精

521 ウイミン

522 そとへ

523 なかなか孵化しない私の卵

524 夏の波

525 ふんばっているしもばしら

526 まるいふたつのかたち

527 ムの器

528 モナミ

529 弓人

530 連帯

531 栄光の受賞作品

532 風門

533 北の導べ

534 氷原の詩

535 白とグリーン

536 白の海

537 閉じ込められた魂Ⅲ‑2

538 望郷

557 大地

574 大地

580 帯広南商業高校 南商物語

582 未来への風 かたらい

589 拓く

609 ジュピター

610 トリプル

620 ダイヤモンドリング

626 大地

627 うるおい

628 月待石

629 和を捧ぐ

630 遺跡回廊

632 大地への讃歌

635 天秘

642 旅立ちの丘

645 オホーツクの塔

659 碇

660 留独楽舞（とまこまい）

662 地母神

667 花ショーブの時計塔

668 白鳥の噴水

678 氷雪の門

697 帰門

698 天モク

699 天モク（黒）

700 天モク（横向き）

701 妙夢（横向き）

702 妙夢（黒)

703 相響

704 真無

705 真無（白）

706 真無（赤）

707 天翔

708 天翔(階 段)

711 めざめ

712 意心帰

713 意心帰（黒）

714 吹雪

715 地人

716 新生

717 生誕

719 ひとつがふたつ

720 天聖

721 回生

722 無何有Ⅰ

723 無何有Ⅱ

724 無何有Ⅲ

725 回生

726 めざめ

727 無何有

728 意心帰

729 天光散

730 めばえ

731 妙夢

732 風

733 相響

734 天秘

735 天秘

736 天秘（縦）

737 天モク

738 意心帰

739 風の道

742 タイムベル

743 経緯度標

744 潜 SEN

745 胞

761 風の門

762 日時計

768 空へ地から

771 タイムカプセル

779 千歳市都市宣言棟

785 「北海」一号機模型

789 融和

790 日時計

791 未来への輪

792 地球儀「情報発信基地 千歳市」

793 天球儀「天体と宇宙」

794 日時計「光と地球」

795 立方体「結晶と重力」

796 砂時計「地球の地力」

802 近藤メモリアル

823 はばたく

827 モニュメント希望の塔

830 翼

835 Dragon Spine

836 こもれび（木漏れ日）

885 樹とともに―赤いかたち

887 時をみつめて

888 ドン・コロ

889 シンボルマークほか

890 Cube

910 天に向かって井戸をほる

912 キミノヤ

913 逢瀬の門

914 タマゲタ1 01 番

916 MOMO

918 トーレバ

920 駒が辻

921 イイベヤ

926 TOMORROW

941 北追岬

942 回天が原

943 島サキモリ

944 神威流

945 はぐれ鳥

968 時の流れ

969 陽春

993 茜雲

994 風の中

1000 星降る

1003 豊穣

1012 石樹（１）

1013 石樹（２）

1033 精霊たち（芽甲）

1034 精霊たち（木神）

1035 精霊たち（陽炎）

1036 精霊たち（ミノタウロス）

1037 環

1038 漂

1041 飛翔

1047 環 ‑SORA

1048 風の水面

1050 THE EARTH VIBRATION‑ とうや

1052 循環

1054 生彩

1060 シグナル

1061 回峰

1062 時空８７～船

1064 湖景夢想

1066 みちしるべ～洞爺の人

1067 色なき風

1068 オヨメサントコミチへ

1069 SKY－交差する気

1070 虹幻想

1072 意心帰

1073 回生

1076 Sun‑TOYA 讃洞爺

1079 残留応力

1080 地殻・原始の海

1081 SHOWEN

1083 うつろひ

1084 月の光

1086 風景の王国

1087 円錐形にえぐられた立方体

1091 風の音 '92

1094 星との交感

1095 夢洞爺

1096 輪舞

1097 1.1.√2　12 の八角台形

1098 風待ち

1099 胞

1100 STONE BOY‑KAZE（TOYA）

1101 春遊台

1102 起源‑ 湖上に向かって

1103 月

表 5-2　パターン 1の分類結果
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パターン 2　(58 事例 )

分類結果

人物以外の生物の彫刻。犬やふくろう等の実在する生物や河童等の空想の生物。

7 奉仕の道

15 猫とハーモニカ

20 みどり子ファミリー

40 EYES

41 MANAZASHI

72 元気地蔵

73 ライオン像

77 ポンサ

110 シマフクロウ

162 羽ばたき

185 とり（一対）

201 梟家族

207 ヨシヤルゾカッパ

209 みーつけ

210 遊ぶ河童

211 かっぱ妹子

213 アー・イタイタ

214 君に

215 かっぱ太郎

216 カップル

217 哲学者

218 洗い髪

219 おかっぱ

220 母と子

221 ミスジョウザンケイカッパ

222 ボクと記念写真

223 こんにちは河童

225 ころんころん

226 イイユダナ

227 唄う河童

228 ボー

229 バー

324 えぞ鹿

332 幻想の鳥

348 友われに飯を与へき

349 ぢっと手を見る

378 レリーフイルカ

472 森の中に

514 いきぬきん

540 休憩する鳥

566 帯廣神社狛犬

567 大正神社狛犬

643 神鳥　ふくろう

647 大漁

661 カワセミ

753 不死鳥

772 ツルのモニュメント（東口）

773 ツルのモニュメント（西口）

800 麒麟像

879 湯かけ鬼蔵

886 えぞ鹿

903 鳥の碑

936 鳥の碑

1082 Muse

1109 トピアリー（リス）

1110 トピアリー（あざらし）

1111 トピアリー（ふくろう）

1112 トピアリー（クマ） 

表 5-3　パターン 2の分類結果
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パターン 3‑a　(62 事例 )

分類結果

実在する人物の彫刻。その土地の偉人や関係の深い人物の像がこれに当てはまる。

5 石川啄木像

10 ホーレス・ケプロン之像

11 黒田清隆像

13 木下成太郎像

51 大友亀太郎像

95 山鼻屯田兵の像

105 岩村通俊之像

106 島義勇像

113 佐藤昌介像

114 W.S. クラーク胸像

116 吉町太郎一像

117 有馬英二像

118 中川諭像

119 越智貞見像

194 丘の上のクラーク像

318 エドウィン・ダン像

354 石川啄木像

356 J.U  クロフォード像

357 伊藤長右衛門胸像

358 藤山要吉像

359 工学博士 広井勇像

360 安達與五郎像

361 土肥太吉翁像

402 スタルヒン像

448 永山武四郎之像

449 岩村通俊之像

477 南条徳雄先生像

505 石川啄木像

543 親鸞聖人御尊像

554 親鸞聖人御像

555 中島武市翁之像

569 依田勉三翁之像

597 北聯会長 三輪龍揚殿壽像

598 小林篤一像

599 屯田開拓顕彰像

600 加藤弥四郎翁像

675 相武吉治郎翁像

681 西岡武像

797 溝口五左衛門之像

798 鈴木六三郎像

799 渡部栄蔵翁像

870 中村千幹氏の像

871 高松竹次の像

872 兜谷徳平翁の胸像

873 名取マサ女史の像

874 渡辺一雄翁の像

894 伊達邦成公像

895 田村顯充翁像

904 野村忠三郎胸像

966 竹鶴政孝翁(胸 像)

971 安孫子孝次翁(胸 像)

976 高山金作銅像

977 コタンコロカムイ像

978 泉麟太郎銅像

979 小林米三郎翁像

980 松原賦吉銅像

981 武田義清銅像

999 レルヒ中佐像

1106 西忠義像

1107 鈴木清像

1108 沢茂吉像

1116 岩永右八翁像

表 5-4　パターン 3-a の分類結果

23



パターン 3‑b　(271 事例 )

分類結果

実在しない人物の彫刻。リアルな人物やデフォルメされた人物の像。

1 花の母子像

2 開拓母の像

3 湖風

4 牧童

6 泉の像

8 漁民之像

12 若い女の像

16 のびゆく子等

17 母と子の像

19 笛を吹く少女

24 嵐の中の母子像

27 子を守る母たちⅡ

32 牧歌の像

38 和顔愛語

45 北の母子像

52 希望

54 柱の彫刻群

56 洋

57 讃歌

58 躍進

66 リカ・立像

70 パティオの音楽会

76 鈴蘭

81 花吹雪

90 出逢い

92 協力

97 蒼穹

100 鳥を抱く女"朝"

101 太陽の母子

102 奏でる乙女

103 鳥を抱く女

104 わだつみの声

107 よいこつよいこ

109 朔風

111 自然の愛

115 母子像

121 いのち

132 はつらつ

133 屯田兵顕彰之像

137 手をつなぐ

139 札幌オリンピック開催記念の像

144 ぐんぐん

153 いちばん星

189 永遠の像

190 壷をもつ女

195 少女と羊

198 希望のうた

203 切株に座って

205 かえり道

208 緑の女神（一対）

316 拓魂

317 牛と少年

320 飛翔（一対）

321 花束（一対）

322 栄光（一対）

323 雪娘

325 雪華の像

326 平和の像

331 和

333 鹿を抱く少年

334 青・海・テティス

335 函館の妖精　夏・冬

336 函館の妖精　春・秋

337 森の光・風

338 函館の妖精　調べ・舞い

339 おしゃま

340 記念撮影‑ 未来への始まり‑海 原

341 夏の記憶

342 旅を続ける男

343 異国への夢

344 ハイカラさん

345 大地と海と僕たちと

347 若き星たち

351 ぼくたちの旅

352 蘖（ひこばえ）

353 たまごをうんだ人

362 乙女の像

364 ラジオ体操制定 50 周年記念像

365 友達

366 子供像太郎

367 裸婦像春陽

368 子供像なかよし

369 カモメ呼ぶ少女像

370 ひびき

385 牧羊神

386 婦人像・昼

388 人間像・今の存在の像

389 三人

394 お母さんのひざ

403 母の像

406 人間像・感情

407 女

409 裸婦立像

410 裸婦

412 風の中の母子像

415 まちぼうけ

416 亜古

418 トランペットの女

419 黎明の宙

422 石狩の夏

424 人間像・青年

425 男子座裸像

426 思惟像

427 婦人像・着衣

428 鳥人譜

430 婦人像・裸立

433 青年像

434 若い女・夏

435 希望

436 サキソフォン吹きと猫

437 若い女

442 風雪の群像

458 家族

459 月に飛ぶ

465 あい

468 人魚

470 子を守る母たち

471 いつくしみの像

473 婦人像・昼

474 風の中の母子像

480 拓（たく）

481 萌（ほう）

482 逍（しょう）

488 翔（しょう）

489 黎（れい）

490 浪（ろう）

493 道東の四季 春

494 道東の四季 夏

495 道東の四季 秋

496 道東の四季 冬

506 釧路の朝

513 朔北の母子像

539 フロンティアの像

549 帯広大正三十三観音像

560 陽だまり

561 はたち

571 つりに行く少年

572 雲に乗って

573 思いひそめつ

579 藤の桜山大佛

表 5-5　パターン 3-b の分類結果
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パターン 3‑b　(271 事例 )
584 おびひろっ子の像

585 青空にかぎりなき夢を

586 のぞみ

587 躍進

588 大地と夢想

603 友だち

604 子供の情景・夏

605 母と子

606 爽

607 若い女

608 核家族のためのモニュメント

611 Cosmos2001

612 子守唄の女

613 愛

614 和

615 希望

616 泉

617 帽子

618 マント

619 西に残った庭

621 牧歌

622 愛の母子像

623 髪

624 母と子

625 星をのぞむ

631 母子像

633 ふるさと MY HOME TOWN

634 風と女

636 手袋 Gloves

637 視座未來

638 イリス‑ 虹の女神 ‑

639 MEMORY

640 希望

641 農神

644 オホーツクの風

646 オホーツクの海

648 悶

650 アイスホッケー「輝」

651 フィギュアスケート「舞」

652 スピードスケート「風」

653 おでかけ

654 なかよし

655 風のエチュード

656 メロディ

657 風のハーモニー

658 緑の風

663 大きなズボン

664 リスと少女

665 花の調べ

666 少女座像

677 太陽の母子

679 乙女の像

683 リボンを結ぶ少女

684 RHYTHM[ リズム ]

691 追憶（ついおく）

692 このはずく

693 光

694 飛翔（ひしょう）

695 躍動（やくどう）

696 大地（だいち）

748 少女

757 本を読む少女

764 太陽の母子

766 秋にたたずむ

767 春の日芽生え

770 市民の像

774 市民憲章像（希望）

775 市民憲章像（健康）

776 市民憲章像（愛）

777 市民憲章像（連帯）

778 市民憲章像（自然）

780 市民憲章「愛」原形

781 馬頭観音像

782 馬頭観音像

783 馬頭観音像

784 馬頭観音像

786 「北海」一号機操縦士之像

787 柏葉像

788 大空像

801 巣立ち像

816 交通安全祈願望観音菩薩像

817 平和の礎レリーフと少年像

818 創造

819 姉妹像

820 羊にたわむれる児童の像

821 躍動

822 希望と躍進の群像

824 少年

825 ミロク１

829 おさげの女

834 鶏を抱く女

841 とんぼ釣り

842 夏の陽

847 女の子

848 ホルン君

876 エンマ堂

901 むこの民

933 嵐の中の母子像

935 鳥を抱く女

937 北の母子像

967 まげたポーズの子

991 希望

1001 エーゲ海に捧ぐ

1002 母子像

1039 カノーバの女神

1040 人魚姫の彫刻

1046 啓示

1049 漣舞・リップル・ダンス

1051 記念撮影五月のかたち

1053 肖像のある風景

1055 風と遊ぶ

1056 夏～渚へ

1057 秋～終日

1058 春～風走る

1059 冬～星降る夜に

1063 薫風

1065 湖畔にて

1071 太陽の賛歌

1074 風

1075 湖渡る風

1077 旅ひとり

1078 女

1085 復活

1088 ひまわり

1089 洞照

1090 波遊

1092 I was（過去）…I will（未来）

1093 Summer

1117 おはなし

1119 HARVEST

表 5-5　パターン 3-b の分類結果
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(4) 年代別にみた表現モデルの変遷について

　画像判断により全事例を 4 つのパターンに分類したが、それらの分類パターンを 10 年

毎に百分率で表したものを図 5-2 に示した。

(5) 表現モデルの変遷分析

　1960 年代まではパターン 3-a とパターン 3-b の人物像の彫刻が全設置数の 8 割以上を

占めるが、その後 1970 年代以降は急激に全設置数に対する割合が減少し、2000 年代には

人物像の彫刻は全設置数の 2割強になる。この減少傾向はパターン 3-a において特に顕著

に表れている。一方でパターン 1 は 1960 年代までは全設置数に対し 1 割程度の設置数で

あったが、1970 年代以降急増し、2000 年代には全設置数の 6 割強と大半を占めることが

わかる。

～1949 1950代 1960代 1970代 1980代 1990代 2000代

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

パターン 1

パターン 2

パターン 3‑a

パターン 3‑b

凡例

図 5-2　年代別にみた表現モデルの変遷
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（6）分類パターンの変遷分析

【パターン 1】

〜 1949 年の時点ではパターン 1 は全設置数に対して 5％にも満たず、ほぼ設置が見られ

なかった。1950 年代 1960 年代には徐々に増えているものの全設置数に大しては約 10％

ほどであった。しかし、1970 年代になるとパターン 1 の設置数は急増し全設置数の 4 割、

1980 年代には 5 割、1990 年代には 6 割強と増加傾向にあることが明らかになった。近年

の設置は半数以上がパターン 1である。

【パターン 2】

全設置数に対して 1割程度であり、その割合に多く変化は見られない。通年を通して増加

も減少もしていなく、特に特徴は見受けられなかった。

【パターン 3-a】

〜 1949 年までは全設置数に対し約 4 割強も占めていて、1950 年代と 1960 年代に減少傾

向にあるものの全設置数に対し 2 割から 3 割を占めていた。しかし、1970 年代に激減し

全設置数の 5％未満と、ほとんど設置が見られなくなった事がわかる。その後も減少は続

いてい 2000 年代にはほとんど設置がされなくなった。

【パターン 3-b】

設置数が比較的多く、1980 年代までは増減はあるものの全設置数に対し 4 割以上を常に

維持している。しかし 1990 年代以降は減少傾向にあり、全設置数に対し 2 割程度になっ

ている。

5-2-3. まとめ

　素材表現としてブロンズの使用が大半を占めていたが 1970 年代以降素材が多様化して

いる傾向が明らかになった。また、作品表現は 1970 年頃を境に人物像から抽象彫刻へと

変遷したことが読み取れ、特に実在する人物像の設置数減少が顕著であることが明らかに

なった。
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5-3. 設置空間の変遷

5-3-1. 設置場所の分類

　全事例の情報をまとめた PA のデータベース上に記載した「設置場所」の情報は表記が

様々である。傾向把握のため場所の情報を性質毎に分類する必要があると考えた。設置場

所の性質の違いがよく表れる公園、施設、通りの 3つに分類した。分類基準と結果の概要

を表 5-6 に示す。

5-3-2. 分類結果と傾向

(1) 公園の傾向

公園の設置数は全 406 事例と最も多い。分類結果の変遷のグラフを見ると 1975 年頃と

1990 年頃の 2 回の時期に設置数が多い箇所が特徴的である。前者は苫小牧市における市

民文化公園での設置と帯広市における緑ケ丘公園彫刻の径での設置である。この 2つの場

所は公園での大規模設置の先駆的事例である。後者は美唄市におけるアルテピアッツァ美

唄や洞爺湖町における洞爺湖ぐるっと一周公園などである。一方でその間の 1980 年頃に

は設置数は少ないことも特徴的である。詳細な分類結果を表 5-7 に示す。

(2) 施設の傾向

施設の設置数は全 314 事例と公園に次いで多い。分類結果の変遷のグラフを見ると公園の

局所的に設置数が多い時期が見受けられたものとは違い、大きく設置数が突出している時

期は見受けられず全体を通してほぼ横並みである。全体の設置数の 1980 年頃に設置数が

急増しその後 2000 年以降は減少している傾向に影響を受け、多少 1980 年や 1990 年付近

に増加はしているが、全体傾向の増減と比較すると増減はゆるやかである。詳細な分類結

果を表 5-8 に示す。

(3) 通りの傾向

通りの設置数は全 123 事例と最も少ない。施設の設置傾向は施設と類似していて全体を通

して大きく設置数が突出している時期は見受けられない。やはり全体傾向に影響を受け

1980 年、1990 年頃に設置数は多少増加している。施設の設置数と比較すると 19970 年頃

までは設置数に大きな違いは見られないが、1970 年以降は施設の設置数に比べ通りの設

置数が少ない傾向が伺える。詳細な分類結果を表 5-9 に示す。

Road

Park

されているもの
施設敷地内に設置
されているもの

公園, 施設敷地外に
設置されているもの

Facilities
A

総合公園
緑地
広場
キャンプ場 etc

市民会館
商業施設
ビル
学校 etc

通り
橋
河川敷

C

B

公園敷地内に設置

B 施設 (314)A 公園 (406) C 通り (123)
設
置
場
所
分
類
図

特
徴

具
体
例

表 5-6　設置場所の分類基準と分類結果概要
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公園　(406 事例 )

分類結果

1 大通公園大通り西 2

2 大通公園大通り西 2

3 大通公園大通り西 3

4 大通公園大通り西 3

5 大通公園大通り西 3

6 大通公園大通り西 3

7 大通公園大通り西 6

8 大通公園大通り西 7

9 大通公園大通り西 8

10 大通公園大通り西 10

11 大通公園大通り西 10

12 大通公園大通り西 12

13 中島公園（菖蒲池東）

14 中島公園（菖蒲池東）

15 中島公園（菖蒲池東）

16 中島公園（菖蒲池北西）

17 中島公園（菖蒲池東）

18 中島公園（伊夜日子神社裏）

19 中島公園（菖蒲池東）

20 中島公園（菖蒲池南）

21 中島公園（地下鉄中島公園駅横広場）

22 中島公園（人形劇場小熊座北側）

91 南9西 10 南9 条緑地

95 南 29西 11 山鼻日の出公園

100 宮の森緑地遊歩道

101 宮の森緑地遊歩道

105 円山公園

106 北海道神宮

121 北 25西 7 若草公園

125 百合が原公園

126 百合が原公園

127 百合が原公園

128 百合が原公園

141 モエレ沼公園

142 東苗穂 8‑1 東苗穂あかげら公園

143 東苗穂 12‑1 東苗穂はやぶさ公園

146 伏古 14‑3 丘珠こまどり公園

154 厚別中央 2‑3 ひばりが丘西公園

159 上野幌 3‑1 厚別公園

164 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

165 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

166 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

167 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

168 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

169 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

170 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

171 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

172 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

173 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

174 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

175 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

176 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

177 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

178 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

179 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

180 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

181 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

182 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

183 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

184 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

185 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

186 月寒中央通 7 つきさっぷ中央公園

189 月寒西 3‑4 月寒公園

190 月寒西 3‑4 月寒公園

194 羊ヶ丘展望台

195 羊ヶ丘展望台

201 真栄 4‑2 真栄春通り公園

202 真栄 4‑2 真栄春通り公園

203 真栄 4‑2 真栄春通り公園

204 真栄 4‑2 真栄春通り公園

205 真栄 4‑2 真栄春通り公園

209 定山渓大橋公園

216 定山渓多目的公共広場

217 定山渓多目的公共広場

218 定山渓ダム下流園地

219 定山渓ダム下流園地

220 定山渓ダム下流園地

225 定山渓二見公園

227 定山渓三笠緑地

228 定山渓錦台公園

308 石山緑地

309 石山緑地

310 石山緑地

311 石山緑地

312 石山緑地

313 石山緑地

314 石山緑地

316 澄川 5‑8 澄川公園

317 真駒内曙町 1 真駒内第一公園

318 真駒内泉町 1 真駒内中央公園

332 手稲前田 591 前田森林公園

340 末広町西波止場横小公園

345 函館本町公園

354 啄木小公園

357 運河公園

359 運河公園

360 旭展望台

362 小樽公園

364 小樽公園

375 運河公園

380 小樽公園

381 望洋台東公園

393 旭町通ポケットパーク

394 六角堂前

395 六角堂前

396 六角堂前

403 護国神社

417 神楽岡公園

418 大正橋公園

419 ごりょう公園

423 平和通買物公園

428 平和通買物公園

429 平和通買物公園

434 平和通買物公園

436 平和通買物公園

437 平和通買物公園

440 常盤公園

441 常盤公園

442 常盤公園

443 常盤公園

445 常盤公園

446 常盤公園

447 常盤公園

448 常盤公園

449 常盤公園

461 北海道療育園「彫刻の森」

462 北海道療育園「彫刻の森」

463 北海道療育園「彫刻の森」

464 北海道療育園「彫刻の森」

465 北海道療育園「彫刻の森」

466 北海道療育園「彫刻の森」

467 北海道療育園「彫刻の森」

468 北海道療育園「彫刻の森」

469 北海道療育園「彫刻の森」

470 北海道療育園「彫刻の森」

471 北海道療育園「彫刻の森」

472 北海道療育園「彫刻の森」

473 北海道療育園「彫刻の森」

474 北海道療育園「彫刻の森」

477 八幡神社境内

478 入江臨海公園

480 入江運動公園

481 入江運動公園

482 入江運動公園

483 入江運動公園

484 入江運動公園

485 入江運動公園

486 入江運動公園

487 入江運動公園

488 入江運動公園

489 入江運動公園

490 入江運動公園

491 入江運動公園

492 入江運動公園

581 緑ケ丘公園彫刻の径

582 緑ケ丘公園彫刻の径

583 緑ケ丘公園彫刻の径

584 緑ケ丘公園彫刻の径

585 緑ケ丘公園彫刻の径

586 緑ケ丘公園彫刻の径

RoadRoadRoad
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表 5-7　公園の分類結果
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公園　(406 事例 )
527 緑ケ丘公園彫刻の径

528 緑ケ丘公園彫刻の径

529 緑ケ丘公園彫刻の径

530 緑ケ丘公園彫刻の径

531 緑ケ丘公園彫刻の径

532 緑ケ丘公園彫刻の径

533 緑ケ丘公園彫刻の径

534 緑ケ丘公園彫刻の径

535 緑ケ丘公園彫刻の径

536 緑ケ丘公園彫刻の径

537 緑ケ丘公園彫刻の径

538 緑ケ丘公園彫刻の径

543 光心寺

554 西本願寺帯広別院

555 西本願寺帯広別院

566 帯廣神社

567 大正神社

569 中島公園

584 緑ヶ丘公園

585 緑ヶ丘公園

586 緑ヶ丘公園

587 緑ヶ丘公園

588 緑ヶ丘公園

589 緑ヶ丘公園

599 北見市端野町二区 473 端野神社

600 北見市端野町二区 473 端野神社

602 屯田公園内

604 中央公園（5条西6 丁目）

605 中央公園（5条西6 丁目）

611 市民健康センター健康広場（8条西7 丁目）

612 市民健康センター健康広場（8条西7 丁目）

615 こぶし広場（9条西5 丁目）

616 こぶし広場（9条西5 丁目）

623 はぎぞの緑地（9条西5 丁目）

624 はぎぞの緑地（9条西5 丁目）

625 はぎぞの緑地（9条西5 丁目）

626 はぎぞの緑地（9条西5 丁目）

627 はぎぞの緑地（9条西5 丁目）

628 はぎぞの緑地（9条西5 丁目）

629 鳩が丘記念緑地（鳩が丘1 丁目）

630 鳩が丘記念緑地（鳩が丘1 丁目）

631 東山公園（総合公園）

632 東山公園（総合公園）

633 東山公園庭球場（総合公園）

634 東山公園（総合公園）

635 東山公園（総合公園）

638 いわみざわ公園ばら園ハマナスの丘（志文町 794 番地）

645 能取岬

659 市民文化公園

660 市民文化公園

661 市民文化公園

662 市民文化公園

663 市民文化公園

664 市民文化公園

665 市民文化公園

666 市民文化公園

667 市民文化公園

668 市民文化公園

677 宝来公園

678 稚内公園

679 稚内公園

680 稚内公園百年記念塔前庭

681 稚内公園

683 中央公園

684 中央公園

691 天北緑地

692 天北緑地

693 天北緑地

694 天北緑地

695 天北緑地

696 天北緑地

697 アルテピアッツァ美唄

698 アルテピアッツァ美唄

699 アルテピアッツァ美唄

700 アルテピアッツァ美唄

701 アルテピアッツァ美唄

702 アルテピアッツァ美唄

703 アルテピアッツァ美唄

704 アルテピアッツァ美唄

705 アルテピアッツァ美唄

706 アルテピアッツァ美唄

707 アルテピアッツァ美唄

708 アルテピアッツァ美唄

709 アルテピアッツァ美唄

710 アルテピアッツァ美唄

711 アルテピアッツァ美唄

712 アルテピアッツァ美唄

713 アルテピアッツァ美唄

714 アルテピアッツァ美唄

715 アルテピアッツァ美唄

716 アルテピアッツァ美唄

717 アルテピアッツァ美唄

718 アルテピアッツァ美唄

719 アルテピアッツァ美唄

720 アルテピアッツァ美唄

721 アルテピアッツァ美唄

722 アルテピアッツァ美唄

723 アルテピアッツァ美唄

724 アルテピアッツァ美唄

725 アルテピアッツァ美唄

726 アルテピアッツァ美唄

727 アルテピアッツァ美唄

728 アルテピアッツァ美唄

729 アルテピアッツァ美唄

730 アルテピアッツァ美唄

731 アルテピアッツァ美唄

732 アルテピアッツァ美唄

733 アルテピアッツァ美唄

734 アルテピアッツァ美唄

735 アルテピアッツァ美唄

736 アルテピアッツァ美唄

737 アルテピアッツァ美唄

738 アルテピアッツァ美唄

759 西野幌・RTN パーク内

762 大麻第２緑地内

769 赤平公園

774 真町青葉公園

775 真町青葉公園

776 真町青葉公園

777 真町青葉公園

778 真町青葉公園

781 泉郷 268‑9 馬頭観音堂

782 泉郷 268‑9 馬頭観音堂

783 幌加 172

785 柏台南１ 空港公園

786 柏台南１　空港公園

801 真町青葉公園

816 滝川市南滝の川町滝川東公園

817 滝川市南滝の川町滝川東公園

821 滝の川運動公園

824 平和公園

825 三世代交流公園

835 一の坂西公園

848 メモリアルパーク

872 朝日ヶ丘公園

874 山部神社前

885 ユカンボシ川河畔公園

886 ユカンボシ川河畔公園

887 ユカンボシ川河畔公園

888 ユカンボシ川河畔公園

889 ユカンボシ川河畔公園

890 ユカンボシ川河畔公園

891 ユカンボシ川河畔公園

901 はまなすの浜公園

908 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

909 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

910 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

911 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

912 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

913 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

914 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

915 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

916 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

917 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

918 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

919 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

920 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

921 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

922 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

923 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

924 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

925 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

926 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

927 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

928 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

929 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

930 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

931 彫刻公園「ストーンクレージーの森」

941 北追岬公園

942 北追岬公園

943 北追岬公園

944 北追岬公園

945 北追岬公園

946 北追岬公園

947 北追岬公園

948 北追岬公園

949 北追岬公園

976 天満宮境内

983 南学田神社境内

987 ひじり野公園

988 メモリアルホール

989 メモリアルパーク

990 メモリアルパーク

993 義経公園

994 義経公園

998 森林公園

1033 太陽の丘遠軽公園

1034 太陽の丘遠軽公園

1035 太陽の丘遠軽公園

1036 太陽の丘遠軽公園

1037 太陽の丘遠軽公園

1038 太陽の丘遠軽公園

1039 太陽の丘遠軽公園

1040 太陽の丘遠軽公園

1046 洞爺湖ぐるっと一周公園

1047 洞爺湖ぐるっと一周公園

1048 洞爺湖ぐるっと一周公園

1049 洞爺湖ぐるっと一周公園

1050 洞爺湖ぐるっと一周公園

1051 洞爺湖ぐるっと一周公園

1052 洞爺湖ぐるっと一周公園

1053 洞爺湖ぐるっと一周公園

1054 洞爺湖ぐるっと一周公園

1055 洞爺湖ぐるっと一周公園

1056 洞爺湖ぐるっと一周公園

1057 洞爺湖ぐるっと一周公園

1058 洞爺湖ぐるっと一周公園

1059 洞爺湖ぐるっと一周公園

1060 洞爺湖ぐるっと一周公園

1061 洞爺湖ぐるっと一周公園

1062 洞爺湖ぐるっと一周公園

1063 洞爺湖ぐるっと一周公園

1064 洞爺湖ぐるっと一周公園

1065 洞爺湖ぐるっと一周公園

1066 洞爺湖ぐるっと一周公園 

1067 洞爺湖ぐるっと一周公園

1068 洞爺湖ぐるっと一周公園

1069 洞爺湖ぐるっと一周公園

1070 洞爺湖ぐるっと一周公園

1071 洞爺湖ぐるっと一周公園

1072 洞爺湖ぐるっと一周公園

1073 洞爺湖ぐるっと一周公園

1074 洞爺湖ぐるっと一周公園

1075 洞爺湖ぐるっと一周公園

1076 洞爺湖ぐるっと一周公園

1077 洞爺湖ぐるっと一周公園

1078 洞爺湖ぐるっと一周公園

1079 洞爺湖ぐるっと一周公園

1080 洞爺湖ぐるっと一周公園

1081 洞爺湖ぐるっと一周公園

1082 洞爺湖ぐるっと一周公園

1083 洞爺湖ぐるっと一周公園

1084 洞爺湖ぐるっと一周公園

1085 洞爺湖ぐるっと一周公園

1086 洞爺湖ぐるっと一周公園

1087 洞爺湖ぐるっと一周公園

1088 洞爺湖ぐるっと一周公園

1089 洞爺湖ぐるっと一周公園

1090 洞爺湖ぐるっと一周公園

1091 洞爺湖ぐるっと一周公園

1092 洞爺湖ぐるっと一周公園

1093 洞爺湖ぐるっと一周公園

1094 洞爺湖ぐるっと一周公園

1095 洞爺湖ぐるっと一周公園

1096 洞爺湖ぐるっと一周公園

1097 洞爺湖ぐるっと一周公園

1098 洞爺湖ぐるっと一周公園

1099 洞爺湖ぐるっと一周公園

1100 洞爺湖ぐるっと一周公園

1101 洞爺湖ぐるっと一周公園

1102 洞爺湖ぐるっと一周公園

1103 洞爺湖ぐるっと一周公園

1114 中札内村 中央公園

1123 坂の丘公苑内

表 5-7　公園の分類結果
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施設　(314 事例 )

分類結果

23 中島公園札幌コンサートホール前

24 道立近代美術館前

25 道立近代美術館前

26 道立近代美術館前

27 道立近代美術館前

28 道立近代美術館前

29 道立近代美術館前

30 道立近代美術館前

31 道立近代美術館前

32 JR 札幌駅南口正面

33 JR 札幌駅南口前

34 JR 札幌駅南口前

35 伊藤ビル前

36 アスティ 45 前庭

37 北 4 西 5 アスティ 45 外壁

38 北 4 西 19 札幌龍谷学園高校前庭

39 北 3 西 3 サンメモリアルビル

40 北 3 西 3 NORTH33 ビル前

41 北 3 西 3 NORTH33 ビル前

42 北 3 西 3 北三条第一生命ビル壁

45 北 3 西 6 道庁前庭北側

46 北 3 西 6 道庁赤レンガ南側

47 北 3 西 7 公開空地

48 北 3 西 8 北海道警察本部前

49 北 2 西 1 ホテルニューオータニ前

50 北 2 西 4 郵政局前

52 北 1 西 1 市民会館前

53 北 1 西 2 札幌市役所前庭

54 北 1 西 3 時計台文化会館柱壁

55 北 1 西 13 教育文化会館前

56 北 1 西 13 教育文化会館東

57 北 1 条西 14 北海道文化放送前

58 北 1 条西 14 北海道文化放送前

59 北 1 西 16 北海道知事公館前庭

60 北 2 西 11 旧大通小学校前

62 大通西 2 北陸銀行

63 大通西 3 北海道新聞社北玄関

64 大通西 8 公開空地

65 大通西 8 札幌後楽園ホテル前

67 大通西 8 住友商事フカミヤ大通ビル前

68 大通西 12 第 3 合同庁舎前

70 大通西 20 アスピア S1 ビル

72 南 1 西 3 ガレリアビル前

73 南 1 西 3 三越前

75 南 1 西 17 札幌医科大前

76 南 2 西 3 北洋銀行札幌南支店外壁

77 南 2 西 6 サンルート・ニュー札幌前

78 南 2 西 10 中央区民センター前

79 南 4 西 3 すすきのビル前

80 南 4 西 4 ロビンソン前

81 南 4 西 5 東急イン前

82 南 4 西 5 F‑45 ビル前

84 南 5 西 3 美松ビル前

85 南 5 西 3 東宝公楽会館前

86 南 5 西 4 日劇ビル前

87 南 5 西 4 南興ビル前

88 南 6 西 3 セントラルビル前

89 南 6 西 4 G4 ビル前

90 南 6 西 5 ジャパンランドビル前

92 南 12 西 7 中島中学校前庭

93 南 23 西 13 山鼻中学校外壁

97 宮の森 4‑8 札幌西高校

98 宮の森 4‑8 札幌西高校

99 宮の森 4‑8 札幌西高校

103 宮の森 2‑11 宮の森まちづくりセンター前

104 宮の森 4‑12 札幌彫刻美術館前

109 北 6 西 7 自治労会館前

110 北 8 西 4 札幌アスペンホテル

111 北 8 西 17 桑園小学校前

112 北 9 西 1 北九条小学校前

113 北 9 西 5 北大構内本部前

114 北 9 西 7 北大構内

115 北 13 西 5 北大病院前

116 北 13 西 8 北大工学部前

117 北 14 西 5 北大病院前

118 北 14 西 5 北大病院前

119 北 14 西 5 北大病院前

120 北 24 西 8 旧飛行場門柱

122 JR あいの里教育大駅前

123 JR あいの里公園駅前

132 屯田 639 屯田小学校

134 屯田 6‑10 屯田西小学校前

135 西茨戸 4‑1 豊明高等養護学校前

136 篠路 9‑6 五稜会病院前

137 北 11 東 7 東区民センター前

138 北 22 東 5 美香保体育館前

140 北 36 東 14 栄町中学校

144 東苗穂 13‑4 札苗緑小学校

145 伏古 1‑2 札幌小学校

147 菊水 1‑3 メディア・ミックス札幌ビル入口

148 JR 白石駅前

149 東札幌 6‑1 札幌コンベンションセンター

152 厚別中央 1‑5 青少年科学館前

153 厚別中央 1‑5 厚別区役所前

155 厚別中央 5‑4 JR 厚別駅前広場

156 厚別西 4‑3 厚別通小学校

158 大谷地東 7‑1 厚別南中学校

162 北海道開拓記念館前

191 豊平 5‑11 北海道立総合体育センター

192 豊平 5‑11 北海道立総合体育センター

197 平岸 2‑14 平岸小学校前

198 平岸 2‑14 平岸小学校

200 北野 7‑4 清幌園屋上

210 定山渓小金湯温泉

211 定山渓小金湯温泉

214 定山渓出張所前

215 定山渓水生植物園地

223 定山渓東 3 章月グランドホテル前

224 定山渓ビューホテル前

226 定山渓ホテル山水前

230 定山渓湯の滝

233 札幌芸術の森美術館

234 札幌芸術の森美術館

315 川沿 4‑2 グリーンホテル札幌前庭

319 地下鉄真駒内駅前

326 石山 236 石山小学校グランド入口

328 西野 2‑4 手稲東中学校前

331 新発寒 6‑6 新陵小学校

333 富丘 1‑6 富丘小学校前

334 若松町シーボートプラザ前広場

335 若松町ボー二アネックス前

336 松風町グリーンプラザ B ブロック

337 松風町グリーンプラザ C ブロック

338 松風町グリーンプラザ B ブロック

339 豊川町 BAY はこだて前

341 末広町金森洋物館前

346 本町ダイエー五稜郭店前

347 五稜郭町北海道新聞社函館支社前

356 総合博物館

358 市民会館

361 市役所

363 小樽築港駅南広場

371 総合体育館

372 市民センター

373 市役所本庁舎

374 市民センター

377 駅前広場

382 銭函駅前

383 運河プラザ前庭

384 市民センター

389 道の駅あさひかわ前

392 ときわ市民ホール

397 旭川市彫刻美術館前

398 旭川市彫刻美術館前

399 旭川市彫刻美術館前

402 スタルヒン球場

413 上川市長合同庁舎前

414 北海道新聞旭川印刷工場前

415 旭川信用金庫銀座視点前

416 旭川信用金庫東光支店前

431 旭川市役所前

432 旭川市役所前

433 旭川市役所前

435 旭川信用金庫本店前

438 旭川西武 A 館前

439 旭川ターミナルホテル前

444 北海道立旭川美術館前

479 NHK 室蘭放送局敷地内

505 港文館前

506 観光国際交流センター前庭
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施設　(314 事例 )
513 釧路市立博物館前庭

539 とかちプラザ ロビー

540 とかちプラザ ロビー

557 帯広駅前交通広場

560 帯広市民文化ホール

561 帯広市民文化ホール

563 帯広市立川西小学校

571 長崎屋帯広店

572 長崎屋帯広店横

573 長崎屋帯広店横

574 長崎屋帯広店横

580 北海道立帯広南商業高等学校

582 北海道立帯広南商業高等学校

597 北見ハッカ記念館前庭

598 北見ハッカ記念館前庭

601 北見市公民館ロビー

606 市絵画ホール・松島正幸記念館（7条西1 丁目）

607 市絵画ホール・松島正幸記念館（7条西1 丁目）

608 市絵画ホール・松島正幸記念館（7条西1 丁目）

609 市絵画ホール・松島正幸記念館（7条西1 丁目）

610 市絵画ホール・松島正幸記念館（7条西1 丁目）

617 まなみーる内（9条西4 丁目）

618 まなみーる内（9条西4 丁目）

619 まなみーる内（9条西4 丁目）

620 まなみーる内（9条西4 丁目）

621 まなみーる敷地（9条西4 丁目）

622 まなみーる敷地（9条西4 丁目）

636 市立図書館玄関前（春日町2丁 目)

637 郷土科学館アトリウム（志文町 809 番地）

639 朝日小学校跡地（朝日町）

640 東光中学校敷地（5条東1 4丁目）

641 岩見沢農業高校前庭

642 網走市丸瀬布町道の駅まるせっぷ

643 網走市丸瀬布町道の駅まるせっぷ

644 網走市生田原町オホーツク文学館前

646 網走市立美術館前庭

647 網走市立美術館前庭

648 網走市立美術館前庭

650 道道苫小牧停車場線駅前交通広場

651 道道苫小牧停車場線駅前交通広場

652 道道苫小牧停車場線駅前交通広場

669 JR 苫小牧駅前

670 苫小牧市役所前

671 総合体育館前

674 市民会館前庭

675 市民会館前庭

739 星の降る里百年記念館中庭

741 北海綱機株式会社前

742 ガラス工芸館前

743 野幌公民館横

744 グリーンモール2番 通, 3番通

745 グリーンモール2番 通, 3番通

746 グリーンモール・3番通～湯川公園

747 コミュニティーセンター前

748 水道庁舎横

753 市民会館横

754 船木建設本社屋前

755 野幌公民館内

756 情報図書館正面入口前

757 情報図書館内

758 情報図書館内

760 野幌運動公園・総合体育館前

761 江別市セラミックアートセンター裏庭

763 えぽあホール前

764 大麻文化センターロビー

765 江別市野幌公民館

768 赤平市役所前市民広場

770 千歳市役所前庭

771 市民文化センター

772 JR 千歳駅前

773 JR 千歳駅前

780 北栄２ 市民文化センター

787 栄町 4‑35 千歳中学校

788 緑町 4‑28 緑小学校

789 北斗 6‑1‑1 北斗中学校

790 富丘 2‑6 末広小学校

791 若草 5‑5 向陽台中学校

792 千歳科学技術大学美々学園通り

793 千歳科学技術大学美々学園通り

794 千歳科学技術大学美々学園通り

795 千歳科学技術大学美々学園通り

796 千歳科学技術大学美々学園通り

800 上長都 949‑1 キリンビール千歳工場

802 上長都 949‑1 キリンビール千歳工場

818 文化センター前庭

819 江部乙農村環境改善センター前庭

820 滝川地区産試験場前

822 滝川駅前広場

823 中央児童センター前

827 滝川第一小学校前庭

829 滝川市美術自然史館ロビー

830 滝川市役所

831 美術自然史館ロビー

832 文京町市民会館

833 北門信用金庫蔵

834 滝川美術自然史館 No.245

836 花月子どもセンター

847 歌志内市郷土館ゆめつむぎ前

870 富良野市役所前庭

871 富良野市役所前庭

876 登別市登別温泉

879 登別市登別温泉

893 開拓記念館前庭

894 開拓記念館前庭

895 開拓記念館前庭

903 石狩市民図書館前庭

904 新篠津村役場前庭

933 平和祈念館前庭

934 平和祈念館前庭

935 平和祈念館前庭

936 平和祈念館前庭

937 平和祈念館前庭

966 ニッカウヰスキー工場中庭

967 奈井江町役場前庭

968 奈井江町役場前庭

969 奈井江駅前広場

970 上砂川コンベンションセンター前庭

971 北海道立中央農業試験場前庭

977 栗山小学校

978 栗山町役場前庭

979 栗山町役場前庭

980 栗山町役場前庭

981 角田小学校

982 共和公民館

991 役場庁舎

992 東神楽町改善センター

999 旭川空港前庭

1000 旭川空港前庭

1001 旭川空港前庭

1002 旭川空港前庭

1003 上川農業試験場

1041 上湧別町役場前

1106 荻伏支所前庭

1107 荻伏支所前庭

1108 荻伏支所前庭

1109 町民ホール

1110 町民ホール

1111 町民ホール

1112 町民ホール

1113 芽室町総合体育館前

1116 岩永右八翁像

1117 田園ホ－ル前庭

1119 田園ホ－ル前庭

表 5-8　施設の分類結果
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通り　(123 事例 )

分類結果

51 北1西 1 創成川河畔

71 駅前通り中央分離帯

94 南 23西 12 山鼻サンタウン内

96 幌平橋歩道橋

102 宮の森モール・彫刻の道

107 円山動物園入口

124 あいの里 1‑6

129 新琴似 5‑2 S タウン

130 新琴似 5‑2 S タウン

133 屯田 7‑7

151 下川 4‑6 厚別新川西岸

160 下川 4‑6 厚別新川西岸

163 北海道開拓の村入口

196 平岸 1‑22 アーバンサイトミュンヘン大橋

208 定山渓大橋中央部両側

213 定山渓散策路・二見吊橋側

221 定山渓月見橋

222 定山渓月見橋下流側

229 定山渓ライラック荘前

320 真駒内五輪大橋西端両側

321 真駒内五輪大橋東端両側

322 真駒内五輪小橋西端両側

323 真駒内五輪小橋東端北側

324 真駒内五輪小橋東端南側

325 真駒内公園内五輪通南側

330 曙 2‑1 曙緑道

342 元町基坂

343 元町基坂

344 元町基坂

348 本町道道五稜郭公園線（行啓通り）

349 本町道道五稜郭公園線（行啓通り）

350 本町道道五稜郭公園線（行啓通り）

351 本町道道五稜郭公園線（行啓通り）

352 本町道道五稜郭公園線（行啓通り）

353 本町道道五稜郭公園線（行啓通り）

365 運河散策路

366 望洋台東緑道

367 花園グリーンロード

368 花園グリーンロード

369 運河北浜橋

370 運河中央橋街園

376 平磯隧道入口

378 砂留トンネル上

379 花園グリーンロード

385 北海道伝統美術工芸村入り口

386 忠別川忠別橋

387 忠別川忠別橋

388 忠別川忠別橋

390 石狩川旭西橋

391 石狩川旭西橋

400 井上靖通

404 石狩川花咲大橋

405 石狩川花咲大橋

406 牛朱別川緑橋

407 牛朱別川永隆橋

408 牛朱別川永隆橋

409 牛朱別川日之出橋

410 牛朱別川日之出橋

411 牛朱別川新成橋

412 牛朱別川新成橋

420 9 条通

421 8 条斜線通

422 8 条斜線通

424 7 条緑道

425 7 条緑道

426 7 条緑道

427 7 条緑道

430 7 条緑道

450 忠別川サイクリングロード

451 忠別川サイクリングロード

452 忠別川サイクリングロード

453 忠別川サイクリングロード

454 忠別川サイクリングロード

455 忠別川サイクリングロード

456 忠別川サイクリングロード

457 忠別川忠別橋

458 忠別川忠別橋

459 忠別川忠別橋

460 忠別川忠別橋

475 忠別川サイクリングロード

476 忠別川サイクリングロード

493 釧路川幣舞橋

494 釧路川幣舞橋

495 釧路川幣舞橋

496 釧路川幣舞橋

497 釧路十字街

498 釧路十字街

500 釧路十字街

502 釧路十字街

503 釧路十字街

514 いきぬき通り 北の屋台

549 国道６２号線・国道１０９号線交差点

579 北海道帯広市富士町

613 萩園橋（9 条西5 丁目）

614 萩園橋（9 条西5 丁目）

653 シンボルストリート（駅前本通線）

654 シンボルストリート（駅前本通線）

655 カルチャーストリート（汐見大通線）

656 カルチャーストリート（汐見大通線）

657 カルチャーストリート（汐見大通線）

658 木場町中央線

672 樽前

673 美沢

740 北大通中央緑地帯

749 四季のみち・春ゾーン

750 四季のみち・夏ゾーン

751 四季のみち・秋ゾーン

752 四季のみち・冬ゾーン

766 虹かけ橋

767 虹かけ橋

779 北栄２

784 中央　国道 337 号線

797 住吉１

798 中央 410

799 本町 3

841 砂川ハイウェイオアシス

842 砂川ハイウェイオアシス

873 通り沿い

995 東神橋（橋梁）

996 東橋（橋梁）

997 東橋（橋梁）

1012 ふれあい通り

1013 ふれあい通り
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5-3-3. 設置場所別にみた設置数分布図について

　図 5-3、図 5-4、図 5-5 は縦軸に人口順に並べた地域、横軸に年代をとり、設置数の多

さに比例した大きさの点をプロットした図である。縦軸は上に進む程人口の多い地域であ

る。札幌市のみ 10 の区に分類して表記している。なお、全年を通して設置数がゼロの地

域は省略している。

5-3-4. 設置場所別に見た設置数分図の分析

(1) 公園の傾向

　公園のプロットを見ると大きなプロットの集中が各地方、各年代に見られる事がわかる。

例えば 1970 年代初期には苫小牧市、帯広市のプロットが集中していて、これは全体傾向

の分析の時にもでてきた先駆的な大規模設置の事例である。他にも 2000 年代の七飯町彫

刻の森ストーンクレイジー公園や遠軽町太陽の丘遠軽公園などが特徴的である。大きなプ

ロットはその年に大量に設置されている事を表しているため、公園の特徴としてはその場

所に 1年や 2年の短い期間に大量に設置していることがわかる。また、人口順に並んだ地

域のプロットを見ると人口の多い上のほうにプロットが多く見られるが、1990 年以降は

大きなプロットは七飯町をはじめ、遠軽町や洞爺湖町、壮瞥町といった比較的人口が少な

い地域にも見受けられ、1990 年以降各地にさかんに設置が見られ始めたことがわかる。

(2) 施設の傾向

　施設のプロットを見ると公園とは対照的に大きなプロットはあまり見受けられない。あ

る地域、ある年代の偏りも比較的見られず、離散的である。特に栗山町や長万部町を始め

人口の比較的少ない地域にも設置が見られる事が特徴的であり、設置開始当初から各地域

に偏ることなく設置されてきた事がわかる。また、札幌市中央区と旭川市が北海道におい

て設置の大半を占めていたが、施設への設置は旭川市にはあまり見られずそれとは対称的

に札幌市中央区ではさかんに見られる傾向が表れた。

(3) 通りの傾向

　通りのプロットを見ると設置数が少なく、旭川市に集中している事がわかる。特に

1970 年以前における旭川市への設置の集中は顕著である。札幌市中央区が施設への設置

が多かったのに対し、旭川市は通りでの設置に力を入れている事が伺える。また、グラフ

の左下 (1980 年代より前、千歳市より人口の少ない地域 )には富良野市の 1事例を除きプ

ロットが見られない事も特徴として挙げられる。つまり、人口の比較的少ない地域におい

て通りへの設置は 1980 年以前はほとんど行われていないことがわかる。通りへの設置は

旭川市が先駆的であり、1980 年以降各地に広がっていったと考えられる。
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(4) 設置場所ごとの傾向分析

　公園のプロットは特定の地域や年代への集中が多いのに対し、施設や通りのプロットは

離散的である傾向が表れた。このことから公園はある特定の地域において短い期間内に多

数作品を設置する傾向が読み取れる。特に公園におけるプロットの集中は 1990 年以降に

よくみられ、人口の多い都市においてのみではなく人口の比較的少ない地域にもみられた。

一方で、施設や通りにおけるプロットは特定の年代に偏る事なく、離散している。各年代

を通して様々な地域に設置されてきた事がわかり、特に施設においてその傾向は顕著であ

る。

5-3-5. まとめ

　北海道における PA の設置傾向として 1990 年以降公園に短期間で作品を多数設置する動

きが各地でみられるはじめる傾向が明らかになった。公園のプロットはある地域や年代へ

の集中が多いのに対し、施設や通りのプロットは離散的である傾向が表れた。公園におけ

るプロットの集中は 1990 年以降は人口の比較的少ない地域にもみられた。
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1中央区 1 2 4 1 2 4 1 3 1 3 1 1 1 1 1

北区 1 4
東区 1 3

白石区

厚別区 1 1

豊平区 1 1 3 21

清田区 1 4

南区 2 1 1 9 7

西区

手稲区 1

函館市 1 1 1

小樽市 2 1 1 1 2 1

旭川市 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3

稚内市 6 2 1 1 1 2

岩見沢市 4 2 1 1 2 1 5 1 11 1 1
室蘭市 1 1 13

釧路市

帯広市 3 1 1 4 4 7 7 4 1 1

北見市 2 1

網走市 1

苫小牧市 10

芦別市

美唄市 3 8 2 1 1 7 33

江別市 1 1

赤平市 1

千歳市 3 1 5 1 1

滝川市 1 2 1 1 1

砂川市

歌志内市 1

富良野市 1 1

登別市

恵庭市 6

伊達市

石狩市 1

当別町 1

新篠津村

七飯町 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 2 4

長万部町

奥尻町 1 1 1 2 2 1 1

せたな町 1

余市町

奈井江町

上砂川町

長沼町
栗山町 1 1

東神楽町 2 2 2 1

比布町

愛別町

遠軽町 8

湧別町

壮瞥町 2 2 3 6 2 1 2

洞爺湖町 1 1 1 1 8 7 7 4 5 5

浦河町

鹿追町

芽室町

中札内村 1

幕別町

池田町

白糠町
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1950人口 ( 人 ) 地域 1960 1970 1980 1990 2000 2010
公園の設置数推移

図 5-3　地域別にみた公園の設置数推移
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中央区
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1950人口 ( 人 ) 地域 1960 1970 1980 1990 2000 2010
施設の設置数推移

図 5-4　地域別にみた施設の設置数推移

37



中央区
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白石区

厚別区
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通りの設置数推移

図 5-5　地域別にみた通りの設置数推移
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第 6章　考察とまとめ

6-1. 分析結果の考察
6-2. 特徴的事例と PA の考察
6-3. まとめ
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第 6章　考察とまとめ

　

6-1. 分析結果の考察

　本研究では調査によって得られた量的データに基づき北海道内における PA の設置傾向

と実態を明らかにした。北海道内で PA 設置が開始された当初と比較し、PA 設置は増加し、

かつ全道各地に設置が広がりつつある。

　5-2. 作品表現の変遷で明らかにした傾向から、設置開始当初の頃と比較して PA の志向

性あるいは設置目的やねらいが明らかに変化している。また、5-3. 設置空間の変遷から

短期間に同じ地域に設置が集中する傾向が明らかになったが、この設置期間の集中はある

種意図的、計画的な PA 設置を意味していると考えられる。PA 設置当初にかかげていた都

市景観の向上をこえた人々の PA に対する期待が伺える。

6-2. 特徴的事例と PA の考察

　札幌市南区において、定山渓観光協会が河童をイメージキャラクターとして設定し複数

の作家と提携して河童の PA を定山渓の町中に設置している事例や、美唄市において、美

唄市出身の作家安田侃が作品設置により地元に貢献しているアルテピアッツァ美唄の様な

事例がみられた。

　定山渓の事例は河童の PA を通じたある種まちおこし的な側面が伺える。さらに美唄市

の事例は出身作家と土地の相互関係が伺える。このように PA は設置が始まった当初と比

較するとその存在意義や期待される性質は変遷を遂げ、まちおこしや都市計画の重要な要

素となりえると考える。

6-3. まとめ

　PA は 1960 年代頃の設置開始当初とは作品表現や設置場所の観点から様々な変遷を遂げ

ている。北海道内の設置は主に札幌市と旭川市の 2都市に集中していたが、近年は比較的

人口の少ない地域での設置がみられる。美唄市出身の彫刻家安田侃が地元で企画したアル

テピアッツァ美唄等の例をはじめ、各地で企画的に設置される事例がみられる。景観向上

を目的として設置された当初と比べ、人々の PA に対する期待に、ある種まちおこし的な

側面が伺える。
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第 7章　パブリックアートデータベース
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No9 ブラック・スライド・マントラ No10 ホーレス・ケプロン之像

No1 花の母子像 No2 開拓母の像 No3 湖風 No4 牧童 No5 石川啄木像

No11 黒田清隆像 No12 若い女の像 No13 木下成太郎像 No14 鶴の舞 No15 猫とハーモニカ

No16 のびゆく子等 No17 母と子の像 No18 風景の夢 No19 笛を吹く少女 No20 みどり子ファミリー

No21 森の歌 No22 ヨットと方向 No23 相響 No24 嵐の中の母子像 No25 回転螺旋・1月

No26 風の対話（一対） No27 子を守る母たちⅡ No28 時間の風景 No29 光のリズムⅡ No30 ホッカイドー・ウインド・ローズ

No6 泉の像 No7 奉仕の道 No8 漁民之像

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 大通公園大通り西２

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 大通公園大通り西 3

制作年 1958 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 峯孝

詳細場所 大通公園大通り西 6

制作年 1982 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 田畑一作

詳細場所 大通公園大通り西 7

制作年 1969 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 イサム・ノグチ

詳細場所 大通公園大通り西 8

制作年 1988 年　素材 石材

場所 札幌市中央区　制作者 野々村一男

詳細場所 大通公園大通り西 10

制作年 1967 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 大通公園大通り西２

制作年 1962 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 山田良定

詳細場所 大通公園大通り西 3

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 峯孝

詳細場所 大通公園大通り西 3

制作年 1956 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 坂坦道

詳細場所 大通公園大通り西 3

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 雨宮治郎

詳細場所 大通公園大通り西 10

制作年 1967 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 大通公園大通り西 1２

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 朝倉文夫

詳細場所 中島公園（菖蒲池東）

制作年 1941 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 中島公園（菖蒲池東）

制作年 1961 年　素材 セメント材

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 中島公園（菖蒲池東）

制作年 1959 年　素材 セメント材

場所 札幌市中央区　制作者 小野健壽

詳細場所 中島公園（菖蒲池北西）

制作年 1976 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 中島公園（菖蒲池東）

制作年 1959 年　素材 セメント材

場所 札幌市中央区　制作者 小田襄

詳細場所 中島公園（伊夜日子神社裏）

制作年 1971 年　素材 ステンレス

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 中島公園（菖蒲池東）

制作年 1959 年　素材 セメント材

場所 札幌市中央区　制作者 松本純一

詳細場所 中島公園（菖蒲池南）

制作年 1999 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 中島公園（中島公園駅横広場）

制作年 1959 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 林正美

詳細場所 中島公園（人形劇場小熊座）

制作年 1976 年　素材 ステンレス

場所 札幌市中央区　制作者 安田侃

詳細場所 中島公園コンサートホール前

制作年 1997 年　素材 石材

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1953 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 伊藤隆道

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1978 年　素材 ステンレス

場所 札幌市中央区　制作者 新宮晋

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1978 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1973 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市中央区　制作者 飯田善國

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1979 年　素材 ステンレス

場所 札幌市中央区　制作者 新宮晋

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1997 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 イングマー・ヘルグレン

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1981 年　素材 不明
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No39 時空翼 No40 EYES

No31 無何有 No32 牧歌の像 No33 札幌駅南口モニュメント No34 花降る石 No35 NIKE

No41 MANAZASHI No42 光の門 No43 BIANCA No44 環 -LINKING No45 北の母子像

No46 平和のモニュメント No47 昇る・ともに・光 No48 石華 No49 なんもさストーブ No50 空・ひと・線

No51 大友亀太郎像 No52 希望 No53 壌・蜀 No54 柱の彫刻群 No55 湧水彫刻

No56 洋 No57 讃歌 No58 躍進 No59 意心帰 No60 記憶素子「丘」「森」

No36 風 45 No37 THE SKY No38 和顔愛語

場所 札幌市中央区　制作者 安田侃

詳細場所 道立近代美術館前

制作年 1983 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 大貝滝雄

詳細場所 アスティ 45 前庭

制作年 1989 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 竹中敏洋

詳細場所 アスティ 45 外壁

制作年 1989 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 坂坦道

詳細場所 札幌龍谷学園高校前庭

制作年 2003 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 平田まどか

詳細場所 サンメモリアルビル

制作年 1987 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 松本純一

詳細場所 NORTH33 ビル前

制作年 1992 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 JR 札幌駅南口正面

制作年 1959 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 上遠野敏

詳細場所 JR 札幌駅南口前

制作年 2000 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 金井聡和

詳細場所 JR 札幌駅南口前

制作年 2003 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 國松明日香

詳細場所 伊藤ビル前

制作年 1991 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 松本純一

詳細場所 NORTH33 ビル前

制作年 1992 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 望月菊磨

詳細場所 北三条第一生命ビル壁

制作年 1998 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 小野寺紀子

詳細場所 第一生命ビル前

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 松隈康夫

詳細場所 日本生命ビル前

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 道庁前庭北側

制作年 1978 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 堀木淳平

詳細場所 道庁赤レンガ南側

制作年 1996 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 伊藤隆道

詳細場所 北 3西 7 公開空地

制作年 1979 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 中井延也

詳細場所 北海道警察本部前

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 流政之

詳細場所  ホテルニューオータニ前

制作年 1982 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 伊藤隆道

詳細場所 北 2西 4 郵政局前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 松田与一

詳細場所  創成川河畔（現在は移設）

制作年 1986 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 市民会館前

制作年 1958 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 石川浩

詳細場所 札幌市役所前庭

制作年 1971 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 坂坦道

詳細場所 時計台文化会館柱壁

制作年 1969 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 志水晴児

詳細場所 教育文化会館前

制作年 1980 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 笹戸千津子

詳細場所 教育文化会館東

制作年 2000 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 北海道文化放送前

制作年 1972 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 北海道文化放送前

制作年 1972 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 安田侃

詳細場所 北海道知事公館前庭

制作年 1990 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 丸山隆

詳細場所 旧大通小学校前

制作年 1989 年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No69 テミスの像 No70 パティオの音楽会

No61 希望の泉 No62 鶴の舞 No63 大地のうた No64 北を拓く No65 座（KURA）

No71 ふれあいの輪 No72 元気地蔵 No73 ライオン像 No74 五月の風 No75 よろこび・愛

No76 鈴蘭 No77 ポンサ No78 四つの輪 No79 午前 0時の会話 No80 重なる形

No81 花吹雪 No82 タマゴ No83 新渡戸稲造記念像 No84 おだやかな直立 No85 あっちこっち

No86 MEMORY No87 上機嫌な星 No88 球の記憶 No89 やすらかな傾き No90 出逢い

No66 リカ・立像 No67 八丁ダルマ No68 北のまつり

場所 札幌市中央区　制作者 ジョージ・蔦川

詳細場所 北 1東 10 水道局庁舎前

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 札幌後楽園ホテル前

制作年 1983 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 流政之

詳細場所 住友商事フカミヤ大通ビル前

制作年 1989 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 関根伸夫

詳細場所 第 3合同庁舎前

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山本新蔵

詳細場所 札幌市資料館入口外壁

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 菅原義則

詳細場所 大通西 20 アスピア S1 ビル

制作年 2003 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 北陸銀行屋上

制作年 1966 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本田明二

詳細場所 北海道新聞社北玄関

制作年 1982 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 米坂ヒデノリ

詳細場所 北海道新聞社北玄関

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 丸山隆

詳細場所 大通西 8 公開空地

制作年 1986 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 飯田勝幸

詳細場所 駅前通り中央分離帯

制作年 1983 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 松本純一

詳細場所 南 1西 3 ガレリアビル前

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 メリーフィールド

詳細場所 南 1西 3 三越前

制作年 1972 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 小林令明

詳細場所  扶洋第 1ビル入口

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 伊藤隆道

詳細場所 札幌医科大前

制作年 1986 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 坂坦道

詳細場所 北洋銀行札幌南支店外壁

制作年 1955 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 流政之

詳細場所 サンルート・ニュー札幌前

制作年 1986 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 伊藤隆道

詳細場所 中央区民センター前

制作年 1981 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 永野光一

詳細場所 南 4西 3 すすきのビル前

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 松隈康夫

詳細場所 南 4西 4 ロビンソン前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 北村西望

詳細場所 南 4西 5 東急イン前

制作年 1965 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 平田まどか

詳細場所 南 4西 5 F-45 ビル前

制作年 1991 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 中央勤労青少年ホーム前

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山谷圭司

詳細場所 南 5西 3 美松ビル前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 松隈康夫

詳細場所 東宝公楽会館前

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 永野光一

詳細場所 南 5西 4 日劇ビル前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 丸山隆

詳細場所 南 5西 4 南興ビル前

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 丸山隆

詳細場所 南 6西 3 セントラルビル前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山谷圭司

詳細場所 南 6西 4 G4 ビル前

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 國松明日香

詳細場所 ジャパンランドビル前

制作年 1985 年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No99 風のコンダクター No100 鳥を抱く女 "朝 "

No91 春風にうたう No92 協力 No93 うねり No94 原風景 No95 山鼻屯田兵の像

No101 太陽の母子 No102 奏でる乙女 No103 鳥を抱く女 No104 わだつみの声 No105 岩村通俊之像

No106 島義勇像 No107 よいこつよいこ No108 凛 No109 朔風 No110 シマフクロウ

No111 自然の愛 No112 MUSE＃2 No113 佐藤昌介像 No114 W.S. クラーク胸像 No115 母子像

No116 吉町太郎一像 No117 有馬英二像 No118 中川諭像 No119 越智貞見像 No120 風雪

No96 サーモン・リバー No97 蒼穹 No98 潜 -kirameki-

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 南 9西 10 南 9 条緑地

制作年 1958 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 リー・ケリー

詳細場所 幌平橋・ポーランド広場

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 宮の森 4-8 札幌西高校

制作年 1977 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 永野光一

詳細場所 宮の森 4-8 札幌西高校

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 國松明日香

詳細場所 宮の森 4-9 札幌西高校

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 宮の森緑地遊歩道

制作年 1962 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 坂坦道

詳細場所 中島中学校前庭

制作年 1962 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 丸山隆

詳細場所 山鼻中学校外壁

制作年 1991 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 丸山隆

詳細場所 山鼻サンタウン内広場

制作年 1991 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 山鼻日の出公園

制作年 1967 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 宮の森緑地遊歩道

制作年 1976 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 宮の森モール・彫刻の道

制作年 1954 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所 宮の森まちづくりセンター前

制作年 1966 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 本郷新

詳細場所  札幌彫刻美術館前

制作年 1950 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 円山公園

制作年 1967 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 宮地寅彦

詳細場所 北海道神宮

制作年 1974 年　素材 不明

場所 札幌市中央区　制作者 山内壮夫

詳細場所 円山動物園入口

制作年 1952 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 勝田信吾

詳細場所 ホテル・クレスト札幌

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 本田明二

詳細場所 自治労会館前

制作年 1980 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 小坂耀一

詳細場所 札幌アスペンホテル

制作年 1983 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 坂坦道

詳細場所 桑園小学校前

制作年 1988 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 國松明日香

詳細場所 北九条小学校前

制作年 1991 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 加藤顕清

詳細場所 北大構内本部前

制作年 1948 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 田嶼碩朗

詳細場所  北大構内

制作年 1926 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 本田明二

詳細場所 北大病院前

制作年 1986 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 加藤顕清

詳細場所 北大工学部前

制作年 1960 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 新海竹蔵

詳細場所 北大病院前

制作年 1946 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 不明

詳細場所 北大病院前

制作年 1962 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 不明

詳細場所 北大病院前

制作年 1971 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 坂坦道

詳細場所 北 24 西 8 旧飛行場門柱

制作年 1986 年　素材 不明

NO IMAGE
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No129 ERATO No130 渦巻く三叉路状の石造装置

No121 いのち No122 MUSE No123 KLEIO No124 残留応力 No125 ひらく・花

No131 屯田の夜明け No132 はつらつ No133 屯田兵顕彰之像 No134 フレームワーク・サウルス No135 古代の太陽

No136 飛翔 No137 手をつなぐ No138 鳥「擁」 No139 札幌オリンピック開催記念の像 No140 風雪に耐えて立て

No141 モエレ沼公園 No142 まるいつばさ No143 holdin No144 ぐんぐん No145 峻

No146 茎・種 No147 UNFOLD- 日向にて No148 飛遊 No149 汪 No150 長浜万蔵胸像

No126 北の森たち No127 光る風 No128 花と輪と和

場所 札幌市北区　制作者 坂坦道

詳細場所 北 25 西 7 若草公園

制作年 1977 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 伊藤隆一

詳細場所 百合が原公園

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市北区　制作者 名畑八郎

詳細場所 百合が原公園

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市北区　制作者 名畑八郎

詳細場所 百合が原公園

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市北区　制作者 國松明日香

詳細場所 新琴似 5-2 S タウン

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 山谷圭司

詳細場所 新琴似 5-2 S タウン

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 國松明日香

詳細場所 JR あいの里教育大駅前

制作年 1990 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 國松明日香

詳細場所 JR あいの里公園駅前

制作年 1992 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 丸山隆

詳細場所 コープ野村あいの里エスパシオ

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 伊藤隆道

詳細場所 百合が原公園

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市北区　制作者 畠山三代喜

詳細場所 屯田 639 屯田小学校

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 畠山三代喜

詳細場所 屯田 639 屯田小学校

制作年 1980 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 石塚錦秀堂

詳細場所 屯田 7-7

制作年 1988 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 吉田茂

詳細場所  屯田西小学校前

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 川上りえ

詳細場所 豊明高等養護学校前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市北区　制作者 菅原尚俊

詳細場所  五稜会病院前

制作年 2003 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 本田明二

詳細場所 北 11 東 7 東区民センター前

制作年 1977 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 山本一也

詳細場所 北 15 東 2 北斗高校

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 北 22 東 5 美香保体育館前

制作年 1973 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 高津和夫

詳細場所 北 36 東 14 栄町中学校

制作年 1986 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 イサム・ノグチ

詳細場所 丘珠町 559-1

制作年 1988 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 鴻上宏子

詳細場所 東苗穂あかげら公園

制作年 1997 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 加藤宏子

詳細場所  東苗穂はやぶさ公園

制作年 1997 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 今谷孝

詳細場所  札苗緑小学校

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 佐々木けいし

詳細場所 伏古 1-2 札幌小学校

制作年 1994 年　素材 不明

場所 札幌市東区　制作者 藤本和彦

詳細場所 丘珠こまどり公園

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市白石区　制作者 堀木淳平

詳細場所 メディア・ミックス札幌ビル

制作年 1955 年　素材 不明

場所 札幌市白石区　制作者 楠本晴久

詳細場所 JR 白石駅前

制作年 1933 年　素材 不明

場所 札幌市白石区　制作者 佐々木けいし

詳細場所 札幌コンベンションセンター

制作年 2002 年　素材 不明

場所 札幌市白石区　制作者 武石穎導

詳細場所 本郷通 8

制作年 -年　素材 不明

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No159 捷 No160 おりひめ像

No151 ひこぼし像 No152 水の遊び 四つのポンプ No153 いちばん星 No154 バブル・ブーン No155 飛翔

No161MUSE- 共育 No162 羽ばたき No163 門葉 No164 無重力の玉石 No165 風に触れる

No166 みつけたつぼみに結実する No167 森の中 No168 大気の器 No169 世界のすみずみ No170 ミルタウンの近く

No171 Roll Away the Stone / Brixton 8,720km No172 北辰の竜神 No173 SDM No174 北空の最弱音（ピアニッシモ） No175 ひとつがふたつ

No176 休息する翼 No177 立体空間より平面空間への還元 No178 完全な場 No179 ヌプカの家 No180 フェイジョン

No156 北の星たちへ No157 自然と喜び No158 空へ

場所 札幌市白石区　制作者 構研エンジニアリング

詳細場所 下川 4-6 厚別新川西岸

制作年 1989 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 竹田政明

詳細場所 厚別西 4-3 厚別通小学校

制作年 1990 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 北海道造形

詳細場所 厚別南 7-9 上野幌小学校

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 松隈康夫

詳細場所 大谷地東 7-1 厚別南中学校

制作年 1988 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 國松明日香

詳細場所 上野幌 3-1 厚別公園

制作年 1988 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 構研エンジニアリング

詳細場所 厚別西 4-1 厚別新川東岸

制作年 1989 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 伊藤隆道

詳細場所 厚別中央 1-5 青少年科学館前

制作年 1981 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 小野寺紀子

詳細場所 厚別中央 1-5 厚別区役所前

制作年 1999 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 永野光一

詳細場所 厚別中央 2-3 ひばりが丘西公園

制作年 1987 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 前田屋外美術館

詳細場所 厚別中央 5-4 JR 厚別駅前広場

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 國松明日香

詳細場所 北星学園大学附属高等学校

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 山内壮夫

詳細場所 北海道開拓記念館前

制作年 1970 年　素材 不明

場所 札幌市厚別区　制作者 石川浩

詳細場所 北海道開拓の村入口

制作年 1984 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 トム・シャノン

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 ステンレス

場所 札幌市豊平区　制作者 岡部昌生

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 複合素材

場所 札幌市豊平区　制作者 小林重予

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 伊藤誠

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市豊平区　制作者 柳健司

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 ステンレス

場所 札幌市豊平区　制作者 タデウス・ミスロウスキー

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 石材

場所 札幌市豊平区　制作者 ジョセップ・マリア・マルティン

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 ステンレス

場所 札幌市豊平区　制作者 江頭晋

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 石材

場所 札幌市東区　制作者 國安孝昌

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材  その他

場所 札幌市豊平区　制作者 一原有徳

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 ステンレス

場所 札幌市豊平区　制作者 田中信太郎

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 金属材

場所 札幌市豊平区　制作者 安田侃

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 石材

場所 札幌市豊平区　制作者 國松明日香

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市豊平区　制作者 奥山喜生

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 その他

場所 札幌市豊平区　制作者 端聡

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 セメント材

場所 札幌市豊平区　制作者 PH スタジオ

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 セメント材

場所 札幌市豊平区　制作者 大岩オスカール幸男

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 ステンレス

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No189 永遠の像 No190 壷をもつ女

No181Terrace: 札幌ドーム No182 桃色の雲 No183 球 No184 C のスロープ No185 とり（一対）

No191 モニュメントタワー No192 北斗の庭（7基） No193 翔 No194 丘の上のクラーク像 No195 少女と羊

No196 キタサキモリ No197 みのり No198 希望のうた No199 北に立つ No200 陽 - ひだまり

No201 梟家族 No202 連結 No203 切株に座って No204 風の路 No205 かえり道

No206 断片 No207 ヨシヤルゾカッパ No208 緑の女神（一対） No209 みーつけ No210 遊ぶ河童

No186 和處 No187 大地に No188 21 世紀へ飛びたとう栗の木と共に

場所 札幌市豊平区　制作者 川俣正

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 金属材

場所 札幌市豊平区　制作者 山本一也

詳細場所 つきさっぷ中央公園

制作年 1958 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 大窪恭子

詳細場所 月寒西 2-5 月寒小学校前

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 不明

詳細場所 月寒西 2-5 月寒小学校前

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 竹中敏洋

詳細場所 月寒西 3-4 月寒公園

制作年 1962 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市豊平区　制作者 山谷圭司

詳細場所 月寒西 3-4 月寒公園

制作年 1976 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市豊平区　制作者 ジャン =フランソワ・ブラン

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 その他

場所 札幌市豊平区　制作者 楢原武正

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 石材

場所 札幌市豊平区　制作者 堀木淳平

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 石材

場所 札幌市豊平区　制作者 立木泉

詳細場所 札幌ドーム羊ヶ丘アートの森

制作年 2001 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 會田雄亮

詳細場所 北海道立総合体育センター

制作年 2000 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 関根伸夫

詳細場所 北海道立総合体育センター

制作年 1980 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 松隈康夫

詳細場所 西岡福住地区センター

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 坂坦道

詳細場所  羊ヶ丘展望台

制作年 1976 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市豊平区　制作者 山脇正邦

詳細場所 羊ヶ丘展望台入口

制作年 1976 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市豊平区　制作者 流政之

詳細場所  アーバンサイトミュンヘン大橋

制作年 1995 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 本田明二

詳細場所 平岸 2-14 平岸小学校前

制作年 1980 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 小野寺紀子

詳細場所 平岸 2-14 平岸小学校

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市豊平区　制作者 國松明日香

詳細場所 パストラルハイム平岸

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市清田区　制作者 國松明日香

詳細場所 北野 7-4 清幌園屋上

制作年 1990 年　素材 不明

場所 札幌市清田区　制作者 手塚登久夫

詳細場所 真栄 4-2 真栄春通り公園

制作年 1989 年　素材 不明

場所 札幌市清田区　制作者 松隈康夫

詳細場所 真栄 4-2 真栄春通り公園

制作年 1989 年　素材 不明

場所 札幌市清田区　制作者 黒川晃彦

詳細場所  真栄 4-2 真栄春通り公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市清田区　制作者 國松明日香

詳細場所  真栄 4-2 真栄春通り公園

制作年 1989 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市清田区　制作者 山本正道

詳細場所 真栄 4-2 真栄春通り公園

制作年 1987 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市清田区　制作者 丸山隆

詳細場所 平岡 313 美しケ丘団地緑道

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 阿部典英

詳細場所 定山渓岩戸観音前

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 高橋剛

詳細場所 定山渓大橋中央部両側

制作年 1978 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 永野光一

詳細場所 定山渓大橋公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 小石巧

詳細場所 定山渓小金湯温泉

制作年 1991 年　素材 石材

NO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE
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No219 おかっぱ No220 母と子

No211 かっぱ妹子 No212 番人 No213 アー・イタイタ No214 君に No215 かっぱ太郎

No221 ミスジョウザンケイカッパ No222 ボクと記念写真 No223 こんにちは河童 No224 風の SYMPHONY No225 ころんころん

No226 イイユダナ No227 唄う河童 No228 ボー No229 バー No230 Why are you looking

No231 浮かぶ彫刻・札幌 No232 昇 No233 空と地と軌跡 No234 野外美術館のシンボルレリーフ No235 ウィグ

No236 雲の牧場 No237 ふたり No238 そりのあるかたち No239 隠された庭への道 No240 人物 1000

No216 カップル No217 哲学者 No218 洗い髪

場所 札幌市南区　制作者 不明

詳細場所 定山渓小金湯温泉

制作年 1987 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 松隈康夫

詳細場所 定山渓多目的公共広場

制作年 1991 年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 丸山隆

詳細場所 定山渓多目的公共広場

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 永野光一

詳細場所 定山渓ダム下流園地

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 丸山隆

詳細場所 定山渓ダム下流園地

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 松隈康夫

詳細場所 定山渓ダム下流園地

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 松隈康夫

詳細場所 定山渓散策路渓流コース

制作年 -年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 阿部典英

詳細場所 定山渓散策路・二見吊橋側

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 永野光一

詳細場所 定山渓出張所前

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 不明

詳細場所 定山渓水生植物園地

制作年 1987 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 阿部典英

詳細場所 定山渓月見橋

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 小石巧

詳細場所 定山渓月見橋下流側

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 小石巧

詳細場所 定山渓 章月グランドホテル前

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 石川浩

詳細場所  定山渓ビューホテル前

制作年 1968 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 永野光一

詳細場所 定山渓二見公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 阿部典英

詳細場所  定山渓ホテル山水前

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 小石巧

詳細場所 定山渓三笠緑地

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 丸山隆

詳細場所 定山渓錦台公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 松隈康夫

詳細場所 定山渓ライラック荘前

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 丸山隆

詳細場所 定山渓湯の滝

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 マルタ・パン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 -年　素材 セメント材

場所 札幌市南区　制作者 ライモ・ウトゥリアイネン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 -年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 伊藤隆道

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 向井良吉

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 清水九兵衛

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 新宮晋

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 その他

場所 札幌市南区　制作者 朝倉響子

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 澄川喜一

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 ダニ・カラヴァン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1992 年　素材 セメント材

場所 札幌市南区　制作者 ホルスト・アンテス

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 ブロンズ
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No249 波の重なり No250 月下

No241 池の反映 No242 目の城 '90 No243 ダイナモ No244 ポートランディア No245 走向世界

No251 鳥になった日 No252 石翔ぶ No253 ウレシクテ アノヨト コノヨヲ イキキスル No254 椅子になって休もう No255 シャフト II

No256 彩霞燈 No257 若きカフカス人への追幻想譜 No258 ユカタンの女 No259 SAPPORO '90 No260 間

No261 ひと No.16-1 No262 夏引 No263 交叉する赤錆の壁 No264 うつろひ No265 こだま

No266 挑戦しあう形 No267 北の柱頭 No268 コタンクルカムイの詩 No269 風と舞う日 No270 北の大地の詩

No246 関係項 No247 人物 No248 ミロク '89-I

場所 札幌市南区　制作者 ナイジェル・ホール

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 李禹煥

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1988 年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 ハンス・シュタインブレナー

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1980 年　素材 その他

場所 札幌市南区　制作者 秋山沙走武

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 中江紀洋

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 中井延也

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 新妻實

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 下田治

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市南区　制作者 レイモンド・カスキー

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 田金鐸

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 山本一也

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 小清水漸

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 複合素材

場所 札幌市南区　制作者 最上壽之

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 福田繁雄

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 その他

場所 札幌市南区　制作者 アントニー・ゴームリー

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 一色邦彦

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1982 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 鈴木実

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 細川宗英

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 速水史朗

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 安田侃

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 高橋清

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 下川昭宣

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1990 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 保田春彦

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市南区　制作者 宮脇愛子

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 山本正道

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 土谷武

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 複合素材

場所 札幌市南区　制作者 板津邦夫

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 その他

場所 札幌市南区　制作者 米坂ヒデノリ

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 峯田敏郎

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 鈴木徹

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ
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No279 北斗まんだら No280 石緑

No271 二人の空 No272 花まい No273 抜海の漢 No274 大地からの閃光 No275 日暮れ時の街 No.9

No281 位相 No282 道 No283 方円の啓示 No284 オーガン No.10 No285 マイ スカイ ホール 85-7

No286 開拓の祈り（祈り =II） No287 道標・鴉 No288 異・空間 No289 四つの風 No290 1・9・8・5　知性沈下

No291 のどちんことはなのあな No292 ベエが行く No293 幼いキリン・堅い土 No294 1・1・√2 No295 鶏を抱く女

No296 女・夏 No297 浮游 No298 はやぶさ・飛翔 No299 少年の像 No300 冬の像

No276 道標 -けものを背負う男 No277 蜃気楼 No278 風の中の道化

場所 札幌市南区　制作者 峯田義郎

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 本田明二

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 鈴木徹

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1985 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 坂坦道

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1985 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 環境造形 Q

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 水井康雄

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 雨宮敬子

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 吉田芳夫

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1978 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 飯田善國

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 國松明日香

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市南区　制作者 多田美波

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 空充秋

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 小田襄

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 建畠覚造

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 井上武吉

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1985 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市南区　制作者 木村賢太郎

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1985 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 柳原義達

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1967 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 内田晴之

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 複合素材

場所 札幌市南区　制作者 砂澤ビッキ

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 その他

場所 札幌市南区　制作者 湯原和夫

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1985 年　素材 ステンレス

場所 札幌市南区　制作者 堀内正和

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1965 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 掛井五郎

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1984 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 淀井敏夫

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1985 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 田中薫

詳細場所  札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 金属材

場所 札幌市南区　制作者 本郷新

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1962 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 山内壮夫

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1952 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 山内壮夫

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1957 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1985 年　素材 ブロンズ
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No315 祀りの石 I

No316 拓魂

No301 足なげる女 No302 顔 No303 腰に手をあてて立つ男 No304 男と女 No305 トライアングル

No317 牛と少年 No318 エドウィン・ダン像 No319 ひとやすみする輪廻 No320 飛翔（一対）

No321 花束（一対） No322 栄光（一対） No323 雪娘 No324 えぞ鹿 No325 雪華の像

No326 平和の像 No327 開拓の鼓動 No328 知・情・体・徳 No329 躍 No330 颯

No306 木の枝をすべりぬける少女 No307 母と子 No308 呼吸する門 No310 午後の丘No309 スプリングキューブ

No314 スパイラルスプリングNo311 ネガティブマインド No312 赤い空の箱 No313 てつなぎ石

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1958 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 グスタフ・ヴィーゲラン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1907 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者グスタフ・ヴィーゲラン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1926 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 CINQ

詳細場所 石山緑地

制作年 1996 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 CINQ

詳細場所 石山緑地

制作年 1996 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 CINQ

詳細場所 石山緑地

制作年 1996 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 CINQ

詳細場所 石山緑地

制作年 1996 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 CINQ

詳細場所 石山緑地

制作年 1996 年　素材 コルテン鋼

場所 札幌市南区　制作者 CINQ

詳細場所 石山緑地

制作年 1996 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 CINQ

詳細場所 石山緑地

制作年 1996 年　素材 石材

場所 札幌市南区　制作者 丸山隆

詳細場所 グリーンホテル札幌前庭

制作年 1985 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 鶴田徳郎

詳細場所 澄川 5-8 澄川公園

制作年 1980 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 グスタフ・ヴィーゲラン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1926 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 グスタフ・ヴィーゲラン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1908 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 グスタフ・ヴィーゲラン

詳細場所 札幌芸術の森野外美術館

制作年 1939 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 真駒内曙町 1 真駒内第一公園

制作年 1964 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 峯孝

詳細場所 真駒内泉町 1 真駒内中央公園

制作年 1964 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 丸山隆

詳細場所 地下鉄真駒内駅前

制作年 1986 年　素材 不明

場所 札幌市南区　制作者 山内壮夫

詳細場所  真駒内五輪大橋西端両側

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作 者本郷新

詳細場所 真駒内五輪大橋東端両側

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 本田明二

詳細場所  真駒内五輪小橋西端両側

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 真駒内五輪小橋東端北側

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 佐藤忠良

詳細場所 真駒内五輪小橋東端南側

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 本郷新

詳細場所 真駒内公園内五輪通南側

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 札幌市南区　制作者 本田明二

詳細場所 石山小学校グランド入口

制作年 1959 年　素材 不明

場所 札幌市西区　制作者 奥山喜生

詳細場所 西区役所前・屯田の森

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市西区　制作者 小林令明

詳細場所 西野 2-4 手稲東中学校前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 札幌市西区　制作者 小野健壽

詳細場所  八軒 4西 6 農試公園

制作年 -年　素材 不明

場所 札幌市手稲区　制作者 渡辺信

詳細場所  曙 2-1 曙緑道

制作年 1996 年　素材 不明

NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGE
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No345 大地と海と僕たちと

No346 五陵の星

No337 森の光・風 No338 函館の妖精　調べ・舞い No339 おしゃま No340 記念撮影 -未来への始まり -海原

No341 夏の記憶

No347 若き星たち No348 友われに飯を与へき No349 ぢっと手を見る No350 二人の空

No351 ぼくたちの旅 No352 蘖（ひこばえ） No353 たまごをうんだ人 No354 石川啄木像 No355 了範像

No356 J.U クロフォード像 No357 伊藤長右衛門胸像 No358 藤山 要吉像 No359 工学博士 広井勇像 No360 安達與五郎像

No342 旅を続ける男 No343 異国への夢 No344 ハイカラさん

場所 函館市　制作者 増山俊春

詳細場所 松風町グリーンプラザ Cブロック

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 峯田敏郎

詳細場所 元町基坂

制作年 2006 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者佐藤正和

詳細場所 元町基坂

制作年 2006 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 岡本銕二

詳細場所 元町基坂

制作年 2006 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 安藤泉

詳細場所 函館本町公園

制作年 2007 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 小田襄

詳細場所 本町ダイエー五稜郭店前

制作年 2000 年　素材 ステンレス

場所 函館市　制作者 永野光一

詳細場所 松風町グリーンプラザ Bブロック

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 宇多花織

詳細場所 豊川町 BAY はこだて前

制作年 1999 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 峯田敏郎

詳細場所 末広町西波止場横小公園

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 小川誠

詳細場所 末広町金森洋物館前

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 小野寺紀子

詳細場所 北海道新聞社函館支社前

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 藤原吉志子

詳細場所本町道道五稜郭公園線

制作年 2005 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 藤原吉志子

詳細場所 本町道道五稜郭公園線

制作年 2005 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 峯田義郎

詳細場所  本町道道五稜郭公園線

制作年 2005 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 峯田義郎

詳細場所 本町道道五稜郭公園線

制作年 2005 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 川上加奈

詳細場所  本町道道五稜郭公園線

制作年 2005 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 川上加奈

詳細場所 本町道道五稜郭公園線

制作年 2005 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 本郷新

詳細場所 啄木小公園

制作年 1958 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 海岸探勝路入口

制作年 -年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 総合博物館

制作年 1956 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 運河公園

制作年 1940 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 市民会館

制作年 1958 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所  運河公園

制作年 1929 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所  旭展望台

制作年 1968 年　素材 不明

No331 和 No332 幻想の鳥 No333 鹿を抱く少年 No334 青・海・テティス No335 函館の妖精　夏・冬

No336 函館の妖精　春・秋

場所 札幌市手稲区　制作者 高津和夫

詳細場所 新発寒 6-6 新陵小学校

制作年 1984 年　素材 不明

場所 札幌市手稲区　制作者 ピエール・セカリー

詳細場所 手稲前田 591 前田森林公園

制作年 1988 年　素材 不明

場所 札幌市手稲区　制作者 本田明二

詳細場所 富丘 1-6 富丘小学校前

制作年 1983 年　素材 不明

場所 函館市　制作者 小寺真知子

詳細場所 若松町シーボートプラザ広場

制作年 1999 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 宇多花織

詳細場所 若松町ボー二アネックス前

制作年 1999 年　素材 ブロンズ

場所 函館市　制作者 宇多花織

詳細場所 松風町グリーンプラザ Bブロック

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

NO IMAGENO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No375 赤い靴・親子の像

No376 レリーフ 1画 (古代陰刻画 )

No367 裸婦像春陽 No368 子供像なかよし No369 カモメ呼ぶ少女像 No370 ひびき

No371 野に躍る

No377 レリーフ友情の壁 No378 レリーフイルカ No379 遊泳 No380 炎

No381 望洋 No382 炎 No383 「四季」風に吹かれて No384 Pacific Tides No385 牧羊神

No386 婦人像・昼 No387 浮遊 No388 人間像・今の存在の像 No389 三人 No390 北の子

No372 凝視 No373 故郷小樽運河を想う No374 YUKA

場所 小樽市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 花園グリーンロード

制作年 1983 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 市民センター

制作年 1995 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 市役所本庁舎

制作年 1997 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 市民センター

制作年 1995 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 運河公園

制作年 2007 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 平磯隧道入口

制作年 1987 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 花園グリーンロード

制作年 1983 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 斎藤吉郎

詳細場所 運河北浜橋

制作年 1990 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 運河中央橋街園

制作年 1988 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 総合体育館

制作年 1989 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 駅前広場

制作年 1976 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 砂留トンネル上

制作年 1992 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 小樽市公園課

詳細場所 花園グリーンロード

制作年 1984 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 一原有徳

詳細場所  小樽公園

制作年 1984 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 望洋台東公園

制作年 1984 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 運河プラザ前庭

制作年 1992 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 The Glass Studio in Otaru

詳細場所 運河プラザ前庭

制作年 1992 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 市民センター

制作年 2010 年　素材 不明

場所 旭川市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 北海道伝統美術工芸村入り口

制作年 1984 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 忠別川忠別橋

制作年 1957 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 忠別川忠別橋

制作年 1952 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 忠別川忠別橋

制作年 1964 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 道の駅あさひかわ前

制作年 1954 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 板津邦夫

詳細場所 石狩川旭西橋

制作年 1995 年　素材 ブロンズ

No361 土肥太吉翁像 No362 乙女の像 No363 希望の塔 No364 ﾗｼﾞｵ体操制定 50 周年記念像 No365 友達

No366 子供像太郎

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 市役所

制作年 1922 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 斎藤吉郎

詳細場所 小樽公園

制作年 1954 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 小樽築港駅南広場

制作年 1978 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 小樽公園

制作年 1978 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 高橋剛

詳細場所 運河散策路

制作年 1986 年　素材 不明

場所 小樽市　制作者 不明

詳細場所 望洋台東緑道

制作年 1987 年　素材 不明

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No405 鶴の舞

No406 人間像・感情

No397 知の柱 No398 鳥化する丘 No399 石走る（いはばしる） No400 重さのロンド

No401 少年の夢

No407 女 No408 微風 No409 裸婦立像 No410 裸婦

No411 隼の碑 No412 風の中の母子像 No413 風景 No414 連なるノチウ No415 まちぼうけ

No416 亜古 No417 チキサニチョロポキタ No418 トランペットの女 No419 黎明の宙 No420 橇の記

No402 スタルヒン像 No403 母の像 No404 隼の碑

場所 旭川市　制作者 高岡典男

詳細場所 旭川市彫刻美術館前

制作年 1992 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 本田明二

詳細場所 スタルヒン球場

制作年 1997 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 河田卓

詳細場所 護国神社

制作年 1988 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 石狩川花咲大橋

制作年 1970 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 石狩川花咲大橋

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 牛朱別川緑橋

制作年 1959 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 中井延也

詳細場所 旭川市彫刻美術館前

制作年 1989 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 寺田栄

詳細場所 旭川市彫刻美術館前

制作年 2004 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 山谷圭司

詳細場所 井上靖通

制作年 1994 年　素材 複合素材

場所 旭川市　制作者 北村善平

詳細場所 花咲スポーツ公園

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 牛朱別川永隆橋

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 牛朱別川永隆橋

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 木内克

詳細場所 牛朱別川日之出橋

制作年 1961 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 木内克

詳細場所  牛朱別川日之出橋

制作年 1968 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 牛朱別川新成橋

制作年 1957 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 牛朱別川新成橋

制作年 1955 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 寺田栄

詳細場所 上川市長合同庁舎前

制作年 2000 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 藤井忠行

詳細場所 北海道新聞旭川印刷工場前

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 岩野勇三

詳細場所 旭川信用金庫銀座視点前

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 旭川信用金庫東光支店前

制作年 1964 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 青木野枝

詳細場所 神楽岡公園

制作年 2004 年　素材 金属材

場所 旭川市　制作者 神田比呂子

詳細場所  大正橋公園

制作年 1995 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 善本秀作

詳細場所 ごりょう公園

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 藤井忠行

詳細場所 9 条通

制作年 2002 年　素材 石材

No391 風の記憶 No392 春陽 No393 塞の石組み No394 お母さんのひざ No395 メビウスの立方体

No396 Innocence-Wedge

場所 旭川市　制作者 板津邦夫

詳細場所 石狩川旭西橋

制作年 1995 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 石川浩

詳細場所 ときわ市民ホール

制作年 1989 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 山谷圭司

詳細場所 旭町通ポケットパーク

制作年 2000 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 六角堂前

制作年 1956 年　素材 セメント材

場所 旭川市　制作者 五十嵐晴夫

詳細場所 六角堂前

制作年 1978 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 西雅秋

詳細場所 六角堂前

制作年 1998 年　素材 複合素材

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No433 青年像 No434 若い女・夏

No425 男子座裸像

No426 思惟像 No427 婦人像・着衣 No428 鳥人譜 No429 開拓のイメージ

No435 希望

No436 サキソフォン吹きと猫 No437 若い女 No438 座標 No439 抱 No440 傾くかたち

No441 風の塔 No.8 No442 風雪の群像 No443 人間の森 No444 雄弁 No445 行列

No446 地 No447 生きる No448 永山武四郎之像 No449 岩村通俊之像 No450 挟（きょう）

No430 婦人像・裸立

No431 凍れる滝 No432 親和

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 7 条緑道

制作年 1965 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 7 条緑道

制作年 1939 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 志水晴児

詳細場所 旭川市役所前

制作年 1975 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 高橋清

詳細場所 旭川市役所前

制作年 1974 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 新田実

詳細場所 旭川市役所前

制作年 1961 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 平和通買物公園

制作年 1972 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 7 条緑道

制作年 1961 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 7 条緑道

制作年 1964 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 一色邦彦

詳細場所 平和通買物公園

制作年 1979 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 中井延也

詳細場所 平和通買物公園

制作年 1972 年　素材 金属材

場所 旭川市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 旭川信用金庫本店前

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 黒川晃彦

詳細場所 平和通買物公園

制作年 2001 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 平和通買物公園

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 多田美波

詳細場所  旭川西武 A館前

制作年 1979 年　素材 ステンレス

場所 旭川市　制作者 折原久左ヱ門

詳細場所 旭川ターミナルホテル前

制作年 1982 年　素材 金属材

場所 旭川市　制作者 山口牧生

詳細場所  常盤公園

制作年 1984 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 大成浩

詳細場所 常盤公園

制作年 1987 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 本郷新

詳細場所 常盤公園

制作年 1970 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 O. ザッキン

詳細場所 常盤公園

制作年 1975 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 Ｅ－Ａ．ブールデル

詳細場所 北海道立旭川美術館前

制作年 1923 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 三木俊治

詳細場所 常盤公園

制作年 1989 年　素材 コルテン鋼

場所 旭川市　制作者 空充秋

詳細場所 常盤公園

制作年 1985 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 空充秋

詳細場所  常盤公園

制作年 1989 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 北村西望

詳細場所  常盤公園

制作年 1967 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 田村史郎

詳細場所 常盤公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 鈴木太加志

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 1986 年　素材 石材

No421 隼の碑 No422 石狩の夏 No423 手

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 8 条斜線通

制作年 1967 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 善本秀作

詳細場所 8 条斜線通

制作年 1976 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 木内禮智

詳細場所 平和通買物公園

制作年 1972 年　素材 ブロンズ

No424 人間像・青年

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 7 条緑道

制作年 1960 年　素材 ブロンズ

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE
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No463 連山夢想－旭川 No464 気流

No455 はじまりの舟

No456 3 つの柱 2つの門 1つの場 No457 かくれた恋 No458 家族 No459 月に飛ぶ

No465 あい

No466 交差する形 No467 開放Ⅵ No468 人魚 No469 小川に魚が帰った日 No470 子を守る母たち

No471 いつくしみの像 No472 森の中に No473 婦人像・昼 No474 風の中の母子像 No475 ほほえみたんぽぽ

No476 Feel the Wind No477 南条徳雄先生像 No478 碧 No479 FURAI No480 拓（たく）

No460 人 No.13

No461 浮くかたち－宙 No462 風の庵

場所 旭川市　制作者 UNITO2

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 2002 年　素材 複合素材

場所 旭川市　制作者 高橋清

詳細場所 忠別川忠別橋

制作年 1973 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 植松奎二

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2002 年　素材 ステンレス

場所 旭川市　制作者 渡辺行夫

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2000 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 眞板雅文

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 1995 年　素材 複合素材

場所 旭川市　制作者 西野康造

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2003 年　素材 その他

場所 旭川市　制作者 山谷圭司

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 2002 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 流政之

詳細場所 忠別川忠別橋

制作年 1979 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 忠別川忠別橋

制作年 1955 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤昭男

詳細場所 忠別川忠別橋

制作年 1974 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2004 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 内田晴之

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2004 年　素材 ステンレス

場所 旭川市　制作者 土谷武

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 佐藤忠良

詳細場所  北海道療育園「彫刻の森」

制作年 1967 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤昭男

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2001 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所  北海道療育園「彫刻の森」

制作年 1973 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 寺原実

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 1978 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 吾妻兼治郎

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 加藤顕清

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 1957 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 山内壮夫

詳細場所 北海道療育園「彫刻の森」

制作年 1955 年　素材 ブロンズ

場所 旭川市　制作者 細井篤

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 2006 年　素材 金属材

場所 旭川市　制作者 川上りえ

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 2006 年　素材  金属材

場所 室蘭市　制作者 本郷新

詳細場所  八幡神社境内

制作年 1965 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 不明

詳細場所  入江臨海公園

制作年 1984 年　素材 セメント材

場所 室蘭市　制作者 不明

詳細場所 NHK 室蘭放送局敷地内

制作年 2003 年　素材 金属材

場所 室蘭市　制作者 佐藤範夫

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

No451 風紋 No452 神話 -2004- No453 P-MAN No454 流れ

場所 旭川市　制作者 伊藤隆道

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 2004 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 杉崎正則

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 2004 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 虎尾裕

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 1985 年　素材 石材

場所 旭川市　制作者 乾純信

詳細場所 忠別川サイクリングロード

制作年 1985 年　素材 石材

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE
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No493 道東の四季　春 No494 道東の四季　夏

No485 焔（えん）

No486 溶（よう） No487 沃（よく） No488 翔（しょう） No489 黎（れい）

No495 道東の四季　秋

No496 道東の四季　冬 No497 海 No498 原始のビート No499 人間 No500 希望

No501 湿原 No502 湿原 No503 地球 No504 未来 No505 石川啄木像

No506 釧路の朝 No507 空高く No508 流砂 No509 クレーン No510 黎明

No490 浪（ろう）

No491 煌（こう） No492 歓（かん）

場所 室蘭市　制作者 板津邦夫

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 小石巧

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 國松明日香

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 コルテン鋼

場所 室蘭市　制作者 砂澤ビッキ

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 金属材

場所 釧路市　制作者 舟越保武

詳細場所 釧路川幣舞橋

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 釧路市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 釧路川幣舞橋

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 高橋昭一

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 コルテン鋼

場所 室蘭市　制作者 中江紀洋

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 コルテン鋼

場所 室蘭市　制作者 本田明二

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 米坂ヒデノリ

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 釧路市　制作者 柳原義達

詳細場所 釧路川幣舞橋

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 釧路市　制作者 本郷新

詳細場所 釧路川幣舞橋

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 釧路市　制作者 染谷昭司

詳細場所 釧路十字街

制作年 1993 年　素材 ステンレス

場所 釧路市　制作者 浅井憲一

詳細場所  釧路十字街

制作年 1993 年　素材 コルテン鋼

場所 釧路市　制作者 不明

詳細場所 釧路十字街

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 釧路市　制作者 中江紀洋

詳細場所  釧路十字街

制作年 1993 年　素材 コルテン鋼

場所 釧路市　制作者 畑江俊明

詳細場所 釧路十字街

制作年 -年　素材 不明

場所 釧路市　制作者 池田譲

詳細場所 釧路十字街

制作年 1993 年　素材 石材

場所 釧路市　制作者 不明

詳細場所 釧路十字街

制作年 -年　素材 石材

場所 釧路市　制作者 中江紀洋

詳細場所 釧路十字街

制作年 1993 年　素材 金属材

場所 釧路市　制作者 本郷新

詳細場所 港文館前

制作年 1972 年　素材 ブロンズ

場所 釧路市　制作者 本郷新

詳細場所 観光国際交流センター前庭

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

場所 釧路市　制作者 大貝滝雄

詳細場所  観光国際交流センターロビー

制作年 -年　素材 石材

場所 釧路市　制作者 斉藤一明

詳細場所  釧路市阿寒町美術館前庭

制作年 -年　素材 セメント材

場所 釧路市　制作者 中江紀洋

詳細場所 釧路市阿寒町美術館前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 釧路市　制作者 中江紀洋

詳細場所 釧路市阿寒町美術館前庭

制作年 -年　素材 石材

No481 萌（ほう） No482 逍（しょう） No483 連（れん） No484 燦（さん）

場所 室蘭市　制作者 斉藤一明

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 熊谷紀子

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 丸山隆

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 室蘭市　制作者 二部黎

詳細場所 入江運動公園

制作年 1989 年　素材 ブロンズ
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No523 なかなか孵化しない私の卵 No524 夏の波

No515 空を開く

No516 高倉安次郎君寿像 No517 依田勉三翁之像 No518 S- 軌 No519 アンタロマップ

No525 ふんばっているしもばしら

No526 まるいふたつのかたち No527 ムの器 No528 モナミ No529 弓人 No530 連帯

No531 栄光の受賞作品 No532 風門 No533 北の導べ No534 氷原の詩 No535 白とグリーン

No536 白の海 No537 閉じ込められた魂Ⅲ-2 No538 望郷 No539 フロンティアの像 No540 休憩する鳥

No520 石の精

No521 ウイミン No522 そとへ

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯広駅前交通広場

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 中井延也

詳細場所 彫刻の径

制作年 1973 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 丸山映

詳細場所 彫刻の径

制作年 1972 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 酒井信次

詳細場所 彫刻の径

制作年 1970 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 小島基弘

詳細場所 彫刻の径

制作年 1970 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 西山三郎

詳細場所 彫刻の径

制作年 1972 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 さかえ公園

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 シーダー・ハイツ前

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 中井延也

詳細場所 彫刻の径

制作年 1972 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 中井延也

詳細場所 彫刻の径

制作年 1971 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 大木達美

詳細場所 彫刻の径

制作年 1973 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 三谷勲

詳細場所 彫刻の径

制作年 1971 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 田畑進

詳細場所  彫刻の径

制作年 1972 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 細井厳

詳細場所  彫刻の径

制作年 1970 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 石川浩

詳細場所 彫刻の径

制作年 1972 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 横沢英一

詳細場所  彫刻の径

制作年 1971 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 八木ヨシオ

詳細場所 彫刻の径

制作年 1973 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 大成浩

詳細場所 彫刻の径

制作年 1972 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 中村俊昭

詳細場所 彫刻の径

制作年 1973 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 小室史

詳細場所 彫刻の径

制作年 1973 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 瀧徹

詳細場所 彫刻の径

制作年 1972 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 渡辺隆根

詳細場所 彫刻の径

制作年 1973 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 高嶋文彦

詳細場所  彫刻の径

制作年 1973 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 中井延也

詳細場所  彫刻の径

制作年 1970 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 板東優

詳細場所 とかちプラザ ロビー

制作年 1995 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 西村潤

詳細場所 とかちプラザ ロビー

制作年 1995 年　素材 不明

No511 モニュメント「球」 No512 シビックコア中央広場 No513 朔北の母子像 No514 いきぬきん

場所 釧路市　制作者 ジョゼ・ド・ギマラインス

詳細場所 芸術館前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 釧路市　制作者 アルナルド・ポモドーロ

詳細場所 シビックコア中央広場

制作年 -年　素材 不明

場所 釧路市　制作者 本郷新

詳細場所 釧路市立博物館前庭

制作年 1983 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 相原正美

詳細場所 いきぬき通り 北の屋台

制作年 2001 年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE
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No553 西帯広公園モニュメント No554 親鸞聖人御像

No545 広小路２区モニュメント

No546 広小路３区モニュメント No547 広小路４区モニュメント No548 帯広大正観音像 No549 帯広大正三十三観音像

No555 中島武市翁之像

No556 サラダ館モニュメント No557 大地 No558 鹿 No559 開墾一途萩原延一君之像 No560 陽だまり

No561 はたち No562 時の道標 No563 大望 No564 さざれ石 No565 神馬像

No566 帯廣神社狛犬 No567 大正神社狛犬 No568 育め青年像 No569 依田勉三翁之像 No570 猿

No550 正進親睦地蔵

No551 正進親睦馬頭観音像 No552 翔

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 広小路２区

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 正進親睦町内会会館横

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 正進親睦町内会会館横

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 西４条橋

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 西帯広公園

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 西本願寺帯広別院

制作年 2007 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 広小路３区

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 広小路４区

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 国道 236 号線沿 幸一会館横

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 国道 62 号線・国道 109 号線交差点

制作年 1929 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 西本願寺帯広別院

制作年 1958 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯広の森市民農園 サラダ館

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 坂坦道

詳細場所 帯広駅前交通広場

制作年 1960 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所  帯広駅前交通広場

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯広建設会館

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 宮澤光造

詳細場所  帯広市民文化ホール

制作年 1988 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 平馬学

詳細場所 帯広市民文化ホール

制作年 1989 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯広市役所

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯広市立川西小学校

制作年 1989 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯廣神社

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯廣神社

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 帯廣神社

制作年 1915 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所  大正神社

制作年 1922 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 中央公園

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 中島公園

制作年 1941 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 駐車場 アクセス・29

制作年 -年　素材 不明

No541 ふくろう No542 切符 No543 親鸞聖人御尊像 No544 広小路１区モニュメント

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 駅東通・南１１丁目通交差点

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 旧・国鉄愛国駅

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 光心寺

制作年 1984 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 広小路１区

制作年 -年　素材 不明

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No583 お酒好きの河童の像 No584 おびひろっ子の像

No575 東洋タクシー地蔵

No576 藤丸 鹿 No577 リス No578 帯広豊西 観音像 No579 藤の桜山大佛

No585 青空にかぎりなき夢を

No586 のぞみ No587 躍進 No588 大地と夢想 No589 拓く No590 勝利 Victory 1923

No591 笑顔の石像 No592 鹿 No593 モニュメント No594 チン太くん No595 小田豊四郎レリーフ

No596 前田駒次郎像 No597 北聯会長 三輪龍揚殿壽像 No598 小林篤一像 No599 屯田開拓顕彰像 No600 加藤弥四郎翁像

No580 帯広南商業高校 南商物語

No581 帯広南商業高校 モニュメント No582 未来への風 かたらい

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 東洋タクシー駐車場

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 北海道立帯広南商業高等学校 正門

制作年 2009 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 北海道立帯広南商業高等学校 北東側

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 北海道立帯広南商業高等学校・移転前跡地横

制作年 2001 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 名門通　名門ビル前

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 中村俊昭

詳細場所 緑ヶ丘公園

制作年 1971 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 藤丸前

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 道道 715 号線白樺通合流交差点

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 豊西神社横

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 北海道帯広市富士町

制作年 1925 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 本田明二

詳細場所 緑ヶ丘公園 帯広市児童会館

制作年 1969 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 創原環境芸術研究会

詳細場所 緑ヶ丘公園 帯広百年記念館

制作年 1982 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 松田裕康

詳細場所 緑ヶ丘公園 帯広百年記念館前

制作年 1982 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 坂東優

詳細場所  緑ヶ丘公園 帯広百年記念館前

制作年 1982 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 緑ヶ丘公園 帯広百年記念館前

制作年 1982 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 エミール・アントワーヌ・ブールデル

詳細場所  緑ヶ丘公園 北海道立帯広美術館

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 緑ヶ丘公園駐車場

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 六花亭西３条店

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 六花亭西３条店

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 六花亭本店

制作年 -年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 六花亭本店

制作年 -年　素材 不明

場所 北見市　制作者 不明

詳細場所 北見芸術文化ホール

制作年 -年　素材 不明

場所 北見市　制作者 本郷新

詳細場所  北見ハッカ記念館前庭

制作年 1937 年　素材 ブロンズ

場所 北見市　制作者 本郷新

詳細場所  北見ハッカ記念館前庭

制作年 1959 年　素材 ブロンズ

場所 北見市　制作者 不明

詳細場所 北見市端野町二区 473 端野神社

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

場所 北見市　制作者 不明

詳細場所 北見市端野町二区 474 端野神社

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

No571 つりに行く少年 No572 雲に乗って No573 思いひそめつ No574 大地

場所 帯広市　制作者 不明

詳細場所 長崎屋帯広店

制作年 1990 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 宮澤光造

詳細場所 長崎屋帯広店横

制作年 1990 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 宮澤光造

詳細場所 長崎屋帯広店横

制作年 1990 年　素材 不明

場所 帯広市　制作者 宮澤光造

詳細場所 長崎屋帯広店横

制作年 1990 年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No613 愛 No614 和

No605 母と子

No606 爽 No607 若い女 No608 核家族のためのモニュメント No609 ジュピター

No615 希望

No616 泉 No617 帽子 No618 マント No619 西に残った庭 No620 ダイヤモンドリング

No621 牧歌 No622 愛の母子像 No623 髪 No624 母と子 No625 星をのぞむ

No626 大地 No627 うるおい No628 月待石 No629 和を捧ぐ No630 遺跡回廊

No610 トリプル

No611 Cosmos2001 No612 子守唄の女

場所 岩見沢市　制作者 山田吉泰

詳細場所 岩見沢市駅前広場中央公園

制作年 1975 年　素材 セメント材

場所 岩見沢市　制作者 大塚哲郎

詳細場所 市絵画ホール・松島正幸記念館

制作年 1990 年　素材 その他

場所 岩見沢市　制作者 鹿野幸子

詳細場所 市民健康センター健康広場

制作年 2001 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 峯田敏郎

詳細場所 市民健康センター

制作年 1975 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 萩園橋（9条西 5丁目）

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 萩園橋（9条西 5丁目）

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 市絵画ホール・松島正幸記念館

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 市絵画ホール・松島正幸記念館

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 峯田敏郎

詳細場所 市絵画ホール・松島正幸記念館

制作年 1970 年　素材 その他

場所 岩見沢市　制作者 大塚哲郎

詳細場所 市絵画ホール・松島正幸記念館

制作年 1991 年　素材 その他

場所 岩見沢市　制作者 小野寺紀子

詳細場所 こぶし広場

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 秋山沙走武

詳細場所 こぶし広場

制作年 1988 年　素材 その他

場所 岩見沢市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 まなみーる内

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 まなみーる内

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 峯田敏郎

詳細場所 まなみーる内

制作年 1978 年　素材 その他

場所 岩見沢市　制作者 大塚哲郎

詳細場所 まなみーる内

制作年 1988 年　素材 その他

場所 岩見沢市　制作者 坂坦道

詳細場所 まなみーる敷地

制作年 1963 年　素材 セメント材

場所 岩見沢市　制作者 山脇正邦

詳細場所 まなみーる敷地

制作年 1962 年　素材 セメント材

場所 岩見沢市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 はぎぞの緑地

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 小野寺紀子

詳細場所 はぎぞの緑地

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 はぎぞの緑地

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 高橋昭一

詳細場所 はぎぞの緑地

制作年 1973 年　素材 金属材

場所 岩見沢市　制作者 岩見沢市水道局

詳細場所 はぎぞの緑地

制作年 1988 年　素材 不明

場所 岩見沢市　制作者 関根伸夫

詳細場所 はぎぞの緑地

制作年 1994 年　素材 不明

場所 岩見沢市　制作者 関根伸夫

詳細場所 鳩が丘記念緑地

制作年 1994 年　素材 不明

場所 岩見沢市　制作者 関根伸夫

詳細場所 鳩が丘記念緑地

制作年 1994 年　素材 不明

No601 雪華 No602 北風賛歌 No603 友だち No604 子供の情景・夏

場所 北見市　制作者 不明

詳細場所 北見市公民館ロビー

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 北見市　制作者 不明

詳細場所 屯田公園内

制作年 1979 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 朝倉響子

詳細場所 岩見沢市駅前広場中央公園

制作年 1997 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 岩見沢市駅前広場中央公園

制作年 1979 年　素材 ブロンズ

NO IMAGE NO IMAGE
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No639 MEMORY No640 希望

No631 母子像 No632 大地への讃歌 No633 ふるさと MY HOME TOWN No634 風と女 No635 天秘

No641 農神 No642 旅立ちの丘 No643 神鳥 ふくろう No644 オホーツクの風 No645 オホーツクの塔

No646 オホーツクの海 No647 大漁 No648 悶 No649 五十嵐億太郎像 No650 アイスホッケー「輝」

No651 フィギュアスケート「舞」 No652 スピードスケート「風」 No653 おでかけ No654 なかよし No655 風のエチュード

No636 手袋 Gloves No637 視座未來 No638 イリス -虹の女神 -

場所 岩見沢市　制作者 山田吉泰

詳細場所 東山公園（総合公園）

制作年 1973 年　素材 セメント材

場所 岩見沢市　制作者 二ノ宮裕子

詳細場所 市立図書館玄関前

制作年 2001 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 雨宮敬子

詳細場所 郷土科学館アトリウム

制作年 1995 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 小寺真知子

詳細場所 いわみざわ公園ばら園ハマナスの丘

制作年 1998 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 小野寺紀子

詳細場所 朝日小学校跡地

制作年 2000 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 峯田敏郎

詳細場所 東光中学校敷地

制作年 1967 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 山下嘉昭

詳細場所 東山公園（総合公園）

制作年 1973 年　素材 セメント材

場所 岩見沢市　制作者 坂本雅子

詳細場所 東山公園庭球場（総合公園 )

制作年 1999 年　素材 ブロンズ

場所 岩見沢市　制作者 峯田敏郎

詳細場所 東山公園（総合公園）

制作年 1973 年　素材 セメント材

場所 岩見沢市　制作者 安田侃

詳細場所 東山公園（総合公園）

制作年 2002 年　素材 石材

場所 岩見沢市　制作者 本郷新

詳細場所 岩見沢農業高校前庭

制作年 1957 年　素材 ブロンズ

場所 網走市　制作者 中林影

詳細場所 網走市丸瀬布町道の駅まるせっぷ

制作年 1993 年　素材 不明

場所 網走市　制作者 滝錬太郎

詳細場所 網走市丸瀬布町道の駅まるせっぷ

制作年 1990 年　素材 不明

場所 網走市　制作者 滝錬太郎

詳細場所 生田原町オホーツク文学館前

制作年 1993 年　素材 不明

場所 網走市　制作者 本郷新

詳細場所 能取岬

制作年 1978 年　素材 ブロンズ

場所 網走市　制作者 本郷新

詳細場所 網走市立美術館前庭

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 網走市　制作者 本郷新

詳細場所 網走市立美術館前庭

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 網走市　制作者 不明

詳細場所 網走市立美術館前庭

制作年 1969 年　素材 ブロンズ

場所 留萌市　制作者 不明

詳細場所  千望台

制作年 -年　素材 不明

場所 苫小牧市　制作者 小川幸造

詳細場所 道道苫小牧停車場線駅前交通広場

制作年 1997 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 小川幸造

詳細場所  道道苫小牧停車場線駅前交通広場

制作年 1997 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 小川幸造

詳細場所 道道苫小牧停車場線駅前交通広場

制作年 1997 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 清河宗翠

詳細場所 シンボルストリート（駅前本通線）

制作年 1996 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 清河宗翠

詳細場所 シンボルストリート（駅前本通線）

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 浅井憲一

詳細場所 カルチャーストリート（汐見大通線）

制作年 1996 年　素材 ブロンズ

No656 メロディ No657 風のハーモニー No658 緑の風 No659 碇 No660 留独楽舞（とまこまい）

場所 苫小牧市　制作者 浅井憲一

詳細場所 カルチャーストリート（汐見大通線）

制作年 1999 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 光内恒子

詳細場所 カルチャーストリート（汐見大通線）

制作年 1999 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 高橋剛

詳細場所 木場町中央線

制作年 2010 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 山本一也

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 石材

場所 苫小牧市　制作者 岡田新一

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 ステンレス

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE
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No686 濱森辰雄像 No687 アフリカ No688 春 No689 早蕨（さわらび） No670 希望

場所 稚内市　制作者 不明

詳細場所 市役所前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 アリ・トラオレ

詳細場所 文化センター前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 峯孝

詳細場所 文化センターロビー

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 文化センターホワイエ

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 垣内治雄

詳細場所 市立病院前庭

制作年 -年　素材 不明

No664 リスと少女 No665 花の調べ

No666 少女座像 No667 花ショーブの時計塔 No668 白鳥の噴水 No669 緑の環 No670 緑の環

No671 緑の環 No672 緑の環 No673 緑の環 No674 勇払千人同心 No675 相武吉治郎翁像

No676 イルカ No677 太陽の母子 No678 氷雪の門 No679 乙女の像 No680 出

No681 西岡武像 No682 瀬戸常蔵像 No683 リボンを結ぶ少女 No684 RHYTHM[ リズム ] No685 光華

No661 カワセミ No662 地母神 No663 大きなズボン

場所 苫小牧市　制作者 不明

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 不明

場所 苫小牧市　制作者 南淳一

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 石材

場所 苫小牧市　制作者 田村史郎

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 西山昇

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 黒川晃彦

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 不明

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 不明

場所 苫小牧市　制作者 不明

詳細場所 市民文化公園

制作年 1973 年　素材 不明

場所 苫小牧市　制作者 本郷新

詳細場所 JR 苫小牧駅前

制作年 1974 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 本郷新

詳細場所 苫小牧市役所前

制作年 1974 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 本郷新

詳細場所 総合体育館前

制作年 1974 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 本郷新

詳細場所 樽前

制作年 1974 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 本郷新

詳細場所 美沢

制作年 1974 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 本郷新

詳細場所  市民会館前庭

制作年 1973 年　素材 ブロンズ

場所 苫小牧市　制作者 本郷新

詳細場所 市民会館前庭

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 不明

詳細場所  恵山泊公園

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 本郷新

詳細場所 宝来公園

制作年 1976 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 本郷新

詳細場所 稚内公園

制作年 1963 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 本郷新

詳細場所 稚内公園

制作年 1963 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 峯孝

詳細場所 稚内公園百年記念塔前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 不明

詳細場所 稚内公園

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 不明

詳細場所 稚内霊園

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 細野捻久

詳細場所 中央公園

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 佐野文夫

詳細場所 中央公園

制作年 -年　素材 不明

場所 稚内市　制作者 多田美波

詳細場所 シーボートプラザ前庭

制作年 -年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGENO IMAGENO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE
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No716 新生【左】 No717 生誕【右】 No718 水の広場 No719 ひとつがふたつ No720 天聖【手前】

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1997 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1997 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 -年　素材 不明

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

No694 飛翔（ひしょう） No695 躍動（やくどう）

No696 大地（だいち） No697 帰門 No698 天モク No699 天モク (黒 ) 【奥】 No700 天モク（横向き）

No701 妙夢（横向き） No702 妙夢（黒 ) No703 相響 No704 真無 No705 真無（白）

No706 真無（赤） No707 天翔 No708 天翔 (階段 ) No709 天秘 No710 天秘（灰）

No711 めざめ No712 意心帰 No713 意心帰（黒） No714 吹雪 No715 地人

No691 追憶（ついおく） No692 このはずく No693 光

場所 稚内市　制作者 本間武男

詳細場所 天北緑地

制作年 1928 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 高橋洋

詳細場所 天北緑地

制作年 1928 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 矢野秀徳

詳細場所 天北緑地

制作年 1928 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 佐野文夫

詳細場所 天北緑地

制作年 1928 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 佐藤範男

詳細場所 天北緑地

制作年 1928 年　素材 ブロンズ

場所 稚内市　制作者 本間武男

詳細場所 天北緑地

制作年 1928 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1994 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所  アルテピアッツァ美唄

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1994 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2003 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2000 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2002 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2002 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2003 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 2002 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄

制作年 1993 年　素材 ブロンズ
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No746 ポプラの詩 No747 風と翼 No748 少女 No749 春風の道 No750 ワンモア・タイム

場所 江別市　制作者 西村栄一

詳細場所 グリーンモール・3番通～湯川公園

制作年 1995 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 國松明日香

詳細場所 JR コミュニティーセンター前

制作年 1989 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 水道庁舎横

制作年 1982 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 國松明日香

詳細場所 四季のみち・春ゾーン

制作年 1993 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 黒川晃彦

詳細場所 四季のみち・夏ゾーン

制作年 1993 年　素材 不明

No724 無何有Ⅲ【中央奥】 No725 回生【手前】

No726 めざめ【左】 No727 無何有【右】 No728 意心帰 No729 天光散 No730 めばえ

No731 妙夢【左】 No732 風【中央】 No733 相響【右】 No734 天秘【左】 No735 天秘【右】

No736 天秘（縦） No737 天モク No738 意心帰 No739 風の道 No740 平和祈念像

No741 北海綱機 30 周年記念モニュメント No742 タイムベル No743 経緯度標 No744 潜 SEN No745 胞

No721 回生【手前】 No722 無何有Ⅰ  No723 無何有Ⅱ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄アートスペース

制作年 1992 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄アートスペース

制作年 1992 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄アートスペース

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄アートスペース

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄アートスペース

制作年 1992 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1997 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1996 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1994 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所  アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1992 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1999 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1999 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1999 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1999 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1999 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄ギャラリー

制作年 1999 年　素材 石材

場所 美唄市　制作者 安田侃

詳細場所 アルテピアッツァ美唄カフェスタジオ

制作年 1994 年　素材 石材

場所 芦別市　制作者 國松明日香

詳細場所 星の降る里百年記念館中庭

制作年 1993 年　素材 コルテン鋼

場所 芦別市　制作者 不明

詳細場所 北大通中央緑地帯

制作年 1984 年　素材 ブロンズ

場所 江別市　制作者 平田まどか

詳細場所  北海綱機株式会社前

制作年 1992 年　素材 複合素材

場所 江別市　制作者 西山省一

詳細場所 ガラス工芸館前

制作年 1993 年　素材 コルテン鋼

場所 江別市　制作者 不明

詳細場所 野幌公民館横

制作年 1993 年　素材 その他

場所 江別市　制作者 永野光一

詳細場所 グリーンモール 2番通 ,3 番通

制作年 1994 年　素材 石材

場所 江別市　制作者 小石功

詳細場所 グリーンモール 2番通 ,3 番通

制作年 1994 年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE
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No780 市民憲章「愛」原形

No772 ツルのモニュメント (東口 ) No773 ツルのモニュメント (西口 ) No774 市民憲章像（希望） No775 市民憲章像（健康）

No776 市民憲章像（愛） No777 市民憲章像（連帯） No778 市民憲章像（自然） No779 千歳市都市宣言棟

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 JR 千歳駅前

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 真町青葉公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 真町青葉公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 北栄２

制作年 1992 年　素材 ステンレス

場所 千歳市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 北栄２ 市民文化センター

制作年 2001 年　素材 その他

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 JR 千歳駅前

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 真町青葉公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 真町青葉公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 真町青葉公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

No754 FAIRY CAT ”99 ／ TAKE OFF No755 北国

No756 陽 No757 本を読む少女 No758 泥んこ遊び No759 萌 No760 北の若人

No761 風の門 No762 日時計 No763 FOUR MAN No764 太陽の母子 No765 北風

No766 秋にたたずむ No767 春の日芽生え No768 空へ地から No769 黎明之像 No770 市民の像

No771 タイムカプセル

No751 環 No752 冬のゆりかご No753 不死鳥

場所 江別市　制作者 松隈康夫

詳細場所 四季のみち・秋ゾーン

制作年 1992 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 山谷圭司

詳細場所 四季のみち・冬ゾーン

制作年 1992 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 本郷新

詳細場所 市民会館横

制作年 1968 年　素材 ブロンズ

場所 江別市　制作者 菅原尚俊

詳細場所 船木建設本社屋前

制作年 1999 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 坂担道

詳細場所 野幌公民館内

制作年 1989 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 秋山沙走武

詳細場所 情報図書館正面入口前

制作年 1989 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 不明

詳細場所 情報図書館内

制作年 1997 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 坂担道

詳細場所 情報図書館内

制作年 1989 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 不明

詳細場所  西野幌・RTN パーク内

制作年 1991 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 鈴木五郎

詳細場所 野幌運動公園・総合体育館前

制作年 1987 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 原田ミドー

詳細場所  江別市セラミックアートセンター裏庭

制作年 2001 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 西山省一

詳細場所 大麻第２緑地内

制作年 1997 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 原田ミドー

詳細場所 えぽあホール前

制作年 1997 年　素材 不明

場所 江別市　制作者 本郷新

詳細場所 大麻文化センターロビー

制作年 1976 年　素材 ブロンズ

場所 江別市　制作者 不明

詳細場所 江別市野幌公民館

制作年 1980 年　素材 ブロンズ

場所 赤平市　制作者 奥山喜生

詳細場所 虹かけ橋

制作年 1995 年　素材 ブロンズ

場所 赤平市　制作者 奥山喜生

詳細場所 虹かけ橋

制作年 1995 年　素材 ブロンズ

場所 赤平市　制作者 伊藤隆道

詳細場所  赤平市役所前市民広場

制作年 1995 年　素材 ステンレス

場所 赤平市　制作者 不明

詳細場所  赤平公園

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 千歳市役所前庭

制作年 1961 年　素材 セメント材

場所 千歳市　制作者 木下合金株式会社

詳細場所 市民文化センター

制作年 1979 年　素材 金属材

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGENO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGENO IMAGENO IMAGE
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No810 緑

No802 近藤メモリアル No803 北の翼 No804 おねだり No805 太陽と収穫

No806 ANNE No807 ブラウス No808 そよぐ春 No809 ワンピースの少女

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 キリンビール千歳工場

制作年 1991 年　素材 金属材

場所 千歳市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 新千歳空港 1F

制作年 -年　素材 不明

場所 千歳市　制作者 伊藤隆道

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 不明

場所 千歳市　制作者 玉野勢三

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 不明

場所 千歳市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 國松明日香

詳細場所 新千歳空港前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 千歳市　制作者 加藤豊

詳細場所 新千歳空港 1F

制作年 -年　素材 不明

場所 千歳市　制作者 川原竜三郎

詳細場所 新千歳空港 1F

制作年 -年　素材 不明

場所 千歳市　制作者 朝倉響子

詳細場所 新千歳空港 1F

制作年 -年　素材 ブロンズ

No781 馬頭観音像 No782 馬頭観音像 No783 馬頭観音像 No784 馬頭観音像 No785 「北海」一号機模型

No786「北海」一号機操縦士之像 No787 柏葉像 No788 大空像 No789 融和 No790 日時計

No791 未来への輪 No792 地球儀「情報発信基地 千歳市」 No793 天球儀「天体と宇宙」 No794 日時計「光と地球」 No795 立方体「結晶と重力」

No796 砂時計「地球の地力」 No797 溝口五左衛門之像 No798 鈴木六三郎像 No799 渡部栄蔵翁像 No800 麒麟像

No801 巣立ち像

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 泉郷 268-9 馬頭観音堂

制作年 1916 年　素材 石材

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 泉郷 268-9 馬頭観音堂横

制作年 1928 年　素材 石材

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 幌加 172

制作年 1938 年　素材 石材

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 中央 国道 337 号線

制作年 1965 年　素材 石材

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所  柏台南１ 空港公園

制作年 1996 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所  柏台南１ 空港公園

制作年 2001 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所  栄町 4-35 千歳中学校

制作年 1977 年　素材 セメント材

場所 千歳市　制作者 本田明二

詳細場所 緑町 4-28 緑小学校

制作年 1983 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 北斗 6-1-1 北斗中学校

制作年 1984 年　素材 ステンレス

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 富丘 2-6 末広小学校

制作年 1985 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 平田まどか

詳細場所 若草 5-5 向陽台中学校

制作年 1987 年　素材 ステンレス

場所 千歳市　制作者 前田環境美術

詳細場所 千歳科学技術大学美々学園通り

制作年 1998 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 前田環境美術

詳細場所 千歳科学技術大学美々学園通り

制作年 1998 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 前田環境美術

詳細場所 千歳科学技術大学美々学園通り

制作年 1998 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 前田環境美術

詳細場所 千歳科学技術大学美々学園通り

制作年 1998 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 前田環境美術

詳細場所 千歳科学技術大学美々学園通り

制作年 1998 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 住吉１

制作年 1929 年　素材 石材

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 中央 410 鈴木秀明宅

制作年 1941 年　素材 石材

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 本町 3 渡部宅

制作年 1965 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 キリンビール千歳工場

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 千歳市　制作者 不明

詳細場所 真町青葉公園

制作年 1987 年　素材 ブロンズ
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No840 小さな羊

No832 チョッちゃん記念像 No833 祥 No834 鶏を抱く女 No835 Dragon Spine

No836 こもれび No837 茜雲 No838 翔 No839 陽

場所 滝川市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 文京町市民会館

制作年 1987 年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所 砂川市役所前

制作年 -年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所 JR 砂川駅前広場

制作年 -年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所 JR 砂川駅前広場

制作年 -年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所 北海道立砂川少年自然の家

制作年 -年　素材 不明

場所 滝川市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 北門信用金庫蔵

制作年 1992 年　素材 不明

場所 滝川市　制作者 本郷新

詳細場所 滝川美術自然史館 No.245

制作年 1962 年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 五十嵐威暢

詳細場所 一の坂西公園

制作年 2004 年　素材 コルテン鋼

場所 滝川市　制作者 不明

詳細場所 花月子どもセンター

制作年 2006 年　素材 その他

No811 月簪 No812 FLY No813 HIGH No814 ワンダーランド No815 そよぐ秋

No816 交通安全祈願望観音菩薩像 No817 平和の礎レリーフと少年像 No818 創造 No819 姉妹像 No820 羊にたわむれる児童の像

No821 躍動 No822 希望と躍進の群像 No823 はばたく No824 少年 No825 ミロク１

No826 若き立像 '88 No827 モニュメント希望の塔 No828 人魚の像 No829 おさげの女 No830 翼

No831 降る・光

場所 千歳市　制作者 清水九兵衛

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 金属材

場所 千歳市　制作者 内田晴之

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 ステンレス

場所 千歳市　制作者 内田晴之

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 ステンレス

場所 千歳市　制作者 細野稔人

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 不明

場所 千歳市　制作者 伊藤隆道

詳細場所 新千歳空港 2F

制作年 -年　素材 不明

場所 滝川市　制作者 長岡照山

詳細場所 滝川市南滝の川町滝川東公園

制作年 1988 年　素材 石材

場所 滝川市　制作者 不明

詳細場所  滝川市南滝の川町滝川東公園

制作年 1985 年　素材 不明

場所 滝川市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 文化センター前庭

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 江部乙農村環境改善センター前庭

制作年 1981 年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 山脇正邦

詳細場所 滝川地区産試験場前

制作年 1958 年　素材 セメント材

場所 滝川市　制作者 荒川明照

詳細場所 滝の川運動公園

制作年 1982 年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 滝川駅前広場

制作年 1978 年　素材 複合素材

場所 滝川市　制作者 伊藤隆道

詳細場所 中央児童センター前

制作年 1982 年　素材 ステンレス

場所 滝川市　制作者 佐藤忠良

詳細場所  平和公園

制作年 1985 年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 秋山沙走武

詳細場所  三世代交流公園

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 保健センター前

制作年 -年　素材 不明

場所 滝川市　制作者 三正堂

詳細場所 滝川第一小学校前庭

制作年 1993 年　素材 ステンレス

場所 滝川市　制作者 不明

詳細場所 滝川市美術自然史館前庭池

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 滝川市美術自然史館ロビー

制作年 1982 年　素材 ブロンズ

場所 滝川市　制作者 朝倉文夫

詳細場所 滝川市役所

制作年 1943 年　素材 不明

場所 滝川市　制作者 伊藤隆道

詳細場所 美術自然史館ロビー

制作年 1986 年　素材 ステンレス

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No869 未来 No870 中村千幹氏の像

No861 人の松 No862 青年の像 No863 交通安全宣言祈願塔 No864 動脈 No865 忠霊塔

No866 宮本農場開放記念 No867 平和塔 No868 銅像水谷隆毅翁之像

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 メム 4号山 4線

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 旧多度志支所構内

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 中多度志（宗玄寺）

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 旧多度志支所

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 納内中学校内

制作年 -年　素材 不明

場所 富良野市　制作者 不明

詳細場所 富良野市役所前庭

制作年 1969 年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 深川東高等学校構内

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 西町 2番

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 メム６号川５線（向陽橋付近）

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 多度志神社境内

制作年 -年　素材 不明

No841 とんぼ釣り No842 夏の陽 No843 緑の風 No844 武蔵 No845 砂川市開基 100 年記念像

No846 ブラウス No847 女の子 No848 ホルン君 No849 拓魂の像 No850 和

No851 青年の像（飛翔） No852 青年の庭 No853 「交通安全を祈る」観音像 No854「交通安全女神の像」 No855 史跡音江の環状列石

No856 音江の環状石籬 No857 スポーツセンター用地造成記念 No858 大樹 No859 顕彰遺蜀 No860 馬の松

場所 砂川市　制作者 一色邦彦

詳細場所 砂川ハイウェイオアシス

制作年 1988 年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 一色邦彦

詳細場所 砂川ハイウェイオアシス

制作年 1988 年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所 中央小公園

制作年 -年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所 砂川市総合体育館

制作年 -年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所  砂川オアシスパーク

制作年 -年　素材 不明

場所 砂川市　制作者 不明

詳細場所  砂川オアシスパーク

制作年 -年　素材 不明

場所 歌志内市　制作者 笹戸千津子

詳細場所 歌志内市郷土館ゆめつむぎ前

制作年 1984 年　素材 ブロンズ

場所 歌志内市　制作者 不明

詳細場所 メモリアルパーク

制作年 1985 年　素材 石材

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 あけぼの公園

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 一已中学校

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 青年の家構内

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 青年の家構内

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 音江町国見

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 音江町向陽

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 音江町向陽

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 音江町向陽

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 音江町音江

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 音江小学校

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 メム 6号本通り（旧菊水小）

制作年 -年　素材 不明

場所 深川市　制作者 不明

詳細場所 メム 8号本通り

制作年 -年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE
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No897 仲良し No898 大地（青少年ふるさと像）

No890 Cube

No891 にぎやかな遡行 No892 すずらんに寄せて No893 躍進

No899 飛翔 No900 新生

No894 伊達邦成公像 No895 田村顯充翁像

No896 躍動

場所 恵庭市　制作者 丸山隆

詳細場所 ユカンボシ川河畔公園

制作年 2000 年　素材 石材

場所 伊達市　制作者 本郷新

詳細場所 開拓記念館前庭

制作年 1969 年　素材 ブロンズ

場所 伊達市　制作者 本郷新

詳細場所 開拓記念館前庭

制作年 1969 年　素材 ブロンズ

場所 北広島市　制作者 不明

詳細場所 東記念館

制作年 -年　素材 不明

場所 北広島市　制作者 不明

詳細場所 東記念館

制作年 -年　素材 不明

場所 北広島市　制作者 不明

詳細場所 東記念館

制作年 -年　素材 不明

場所 恵庭市　制作者 山谷圭司

詳細場所 ユカンボシ川河畔公園

制作年 2000 年　素材 石材

場所 恵庭市　制作者 山本正道

詳細場所 恵庭駅前

制作年 -年　素材 不明

場所 伊達市　制作者 本郷新

詳細場所 開拓記念館前庭

制作年 1969 年　素材 ブロンズ

場所 北広島市　制作者 安田侃

詳細場所 中央公民館前

制作年 -年　素材 不明

場所 北広島市　制作者 安田侃

詳細場所 緑葉公園

制作年 -年　素材 不明

No871 高松竹次の像 No872 兜谷徳平翁の胸像 No873 名取マサ女史の像 No874 渡辺一雄翁の像 No875 へそ丸くん

No876 エンマ堂 No877 歓迎 親子鬼像 No878 念仏鬼像（鬼祠） No879 湯かけ鬼蔵 No880 シンボル鬼（恋愛成就）

No881 シンボル鬼（合格祈願） No882 シンボル鬼（商売繁盛） No883 歓迎鬼像 No884 歓迎鬼像 No885 樹とともに―赤いかたち (With the Tree-Red Form)

No886 えぞ鹿 No887 時をみつめて No888 ドン・コロ No889 シンボルマークほか

場所 富良野市　制作者 不明

詳細場所 富良野市役所前庭

制作年 1990 年　素材 不明

場所 富良野市　制作者 不明

詳細場所 朝日ヶ丘公園

制作年 1938 年　素材 不明

場所 富良野市　制作者 不明

詳細場所 国の子寮

制作年 1970 年　素材 不明

場所 富良野市　制作者 不明

詳細場所 山部神社前

制作年 1983 年　素材 不明

場所 富良野市　制作者 不明

詳細場所 五条大橋

制作年 -年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 登別市登別温泉

制作年 1993 年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 登別市登別温泉

制作年 -年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 登別市登別温泉

制作年 -年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 登別市登別温泉

制作年 1995 年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 登別市登別温泉

制作年 -年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 登別市登別温泉

制作年 -年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 登別市登別温泉

制作年 -年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 道央道登別東インターチェンジ出口

制作年 -年　素材 不明

場所 登別市　制作者 不明

詳細場所 JR 登別駅前

制作年 -年　素材 不明

場所 恵庭市　制作者 植松奎二

詳細場所 ユカンボシ川河畔公園

制作年 2000 年　素材 金属材

場所 恵庭市　制作者 佐藤忠良

詳細場所 ユカンボシ川河畔公園

制作年 2000 年　素材 ブロンズ

場所 恵庭市　制作者 山本正道

詳細場所 ユカンボシ川河畔公園

制作年 2000 年　素材 ブロンズ

場所 恵庭市　制作者 渡辺行夫

詳細場所 ユカンボシ川河畔公園

制作年 2000 年　素材 石材

場所 恵庭市　制作者 矢萩喜従郎

詳細場所 ユカンボシ川河畔公園

制作年 2000 年　素材 その他

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE
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No920 駒が辻

No921 イイベヤ

No912 キミノヤ No913 逢瀬の門 No914 タマゲタ 101 番 No915 ポチポチ

No916 MOMO

No922 トッポイ No923 God Father No924 ワタシモリ No925 七天狗

No926 TOMORROW No927 ボチボチ No928 おっちゃんこ No929 いいんでないかい No930 パチパチ Jr.

No917 カチバチ No918 トーレバ No919 ミルベヤ

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 2003 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 2000 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1996 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1995 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 2001 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1993 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 2003 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1995 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1993 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1999 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1986 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1997 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1970 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1992 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1994 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1993 年　素材 石材

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1997 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1996 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1995 年　素材 コルテン鋼

No901 むこの民 No902 飯尾圓什胸像 No903 鳥の碑 No904 野村忠三郎胸像 No905 千代の山

No906 千代の藤 No907 もどり雲 No908 コロポックル No909 トントオメニ No910 天に向かって井戸をほる

No911 だいてんまい

場所 石狩市　制作者 本郷新

詳細場所  はまなすの浜公園

制作年 1971 年　素材 ブロンズ

場所 石狩市　制作者 本郷新

詳細場所 石狩市役所前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 石狩市　制作者 本郷新

詳細場所 石狩市民図書館前庭

制作年 1963 年　素材 ブロンズ

場所 新篠津村　制作者 本郷新

詳細場所  新篠津村役場前庭

制作年 1965 年　素材 ブロンズ

場所 福島町　制作者 不明

詳細場所  横綱記念館

制作年 -年　素材 不明

場所 福島町　制作者 不明

詳細場所  横綱記念館

制作年 -年　素材 不明

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 -年　素材 不明

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 2003 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 2003 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1996 年　素材 コルテン鋼

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 2001 年　素材 コルテン鋼

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE
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No950 萩野吟子

No942 回天が原 No943 島サキモリ No944 神威流 No945 はぐれ鳥

No946 島へっちょ

No951 不明 No952 不明 No953 有島武郎像 No954 細川たかし銅像 No955 自学の像

No956 乙女の像（想い） No957 小便小僧 No958 赤い靴の女の子 No959 開拓の母

No947 よくきたさ No948 恋のつぎめ No949 オキサ

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1987 年　素材 石材

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1966 年　素材 石材

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1994 年　素材 石材

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1996 年　素材 石材

場所 せたな町　制作者 不明

詳細場所 荻野吟子小公園

制作年 -年　素材 不明

場場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1994 年　素材 コルテン鋼

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1987 年　素材 石材

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1984 年　素材 金属材

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 2001 年　素材 石材

場所 ニセコ町　制作者 澤田正文

詳細場所 公園沿い

制作年 -年　素材 不明

場所 ニセコ町　制作者 澤田正文

詳細場所 綺羅街道

制作年 -年　素材 不明

場所 ニセコ町　制作者 川岸要吉

詳細場所 有島記念館前庭

制作年 -年　素材 不明

場所 真狩町　制作者 不明

詳細場所 真狩川河川公園

制作年 -年　素材 不明

場所 真狩町　制作者 不明

詳細場所 真狩小学校

制作年 -年　素材 不明

No960 自学の像

場所 喜茂別町　制作者 阿部典秀

詳細場所 中山峠写真の森美術館前

制作年 -年　素材 不明

場所 真狩町　制作者 不明

詳細場所 南別河川公園

制作年 -年　素材 不明

場所 真狩町　制作者 不明

詳細場所 マヌカンピス広場

制作年 -年　素材 不明

場所 瑠寿都町　制作者 不明

詳細場所 赤い靴公園

制作年 -年　素材 不明

場所 瑠寿都町　制作者 不明

詳細場所  ふるさと公園

制作年 -年　素材 不明

No931 ズナコマ No932 ウッドサークル No933 嵐の中の母子像 No934 わだつみのこえ No935 鳥を抱く女

No936 鳥の碑 No937 北の母子像 No938 風の王 No939 風の門 No940 風の羅針盤

No941 北追岬

場所 七飯町　制作者 流政之

詳細場所 「ストーンクレージーの森」

制作年 1980 年　素材 コルテン鋼

場所 森町　制作者 西田明未

詳細場所 グリーンピア大沼

制作年 -年　素材 不明

場所 長万部町　制作者 本郷新

詳細場所 平和祈念館前庭

制作年 1958 年　素材 ブロンズ

場所 長万部町　制作者 本郷新

詳細場所 平和祈念館前庭

制作年 1950 年　素材 ブロンズ

場所 長万部町　制作者 本郷新

詳細場所 平和祈念館前庭

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

場所 長万部町　制作者 本郷新

詳細場所 平和祈念館前庭

制作年 1979 年　素材 ブロンズ

場所 長万部町　制作者 本郷新

詳細場所 平和祈念館前庭

制作年 1978 年　素材 ブロンズ

場所 上ノ国町　制作者 國松明日香

詳細場所 中世の岬公園

制作年 -年　素材 コルテン鋼

場所 上ノ国町　制作者 國松明日香

詳細場所 中世の岬公園

制作年 -年　素材 コルテン鋼

場所 上ノ国町　制作者 國松明日香

詳細場所 中世の岬公園

制作年 -年　素材 コルテン鋼

場所 奥尻町　制作者 流政之

詳細場所 北追岬公園

制作年 1981 年　素材 石材

NO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGE NO IMAGE NO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE
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No972 泉麟太郎銅像 No973 天恵

No967 まげたポーズの子 No968 時の流れ No969 陽春 No970 若き立像’８９

No974 100 年記念モニュメント No975 立像

No976 高山金作銅像 No977 コタンコロカムイ像 No978 泉麟太郎銅像 No979 小林米三郎翁像 No980 松原賦吉銅像

No981 武田義清銅像 No982 和重地愛 No983 一円融合 No984 月形清像 No985 クリスタルビークス

No986 母子像 No987 ともろう -ASITA- No988 わかば

No971 安孫子孝次翁 (胸像 )

場所 長沼町　制作者 本郷新

詳細場所 北海道立中央農業試験場前庭

制作年 1968 年　素材 ブロンズ

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所 開拓記念公園

制作年 -年　素材 不明

場所 栗山町　制作者 米坂ヒデノリ

詳細場所 役場庁舎ロビー

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 奈井江町　制作者 佐藤忠良

詳細場所 奈井江町役場前庭

制作年 1975 年　素材 ブロンズ

場所 奈井江町　制作者 大貝滝雄

詳細場所 奈井江町役場前庭

制作年 1990 年　素材 石材

場所 奈井江町　制作者 浅井憲一

詳細場所 奈井江駅前広場

制作年 2001 年　素材 不明

場所 上砂川町　制作者 笹戸千津子

詳細場所 上砂川コンベンションセンター前庭

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 栗山町　制作者 米坂ヒデノリ

詳細場所 カルチャープラザ

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 栗山町　制作者 米坂ヒデノリ

詳細場所 カルチャープラザ

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所 天満宮境内

制作年 1970 年　素材 不明

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所  栗山小学校

制作年 1988 年　素材 不明

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所 栗山町役場前庭

制作年 1968 年　素材 不明

場所 栗山町　制作者 本郷新

詳細場所 栗山町役場前庭

制作年 1958 年　素材 ブロンズ

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所 栗山町役場前庭

制作年 1972 年　素材 不明

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所 角田小学校

制作年 1988 年　素材 不明

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所 共和公民館

制作年 1994 年　素材 不明

場所 栗山町　制作者 不明

詳細場所 南学田神社境内

制作年 1993 年　素材 不明

場所 月形町　制作者 不明

詳細場所 月形博物館前

制作年 -年　素材 不明

場所 幌加内町　制作者 不明

詳細場所 母子里クリスタルパーク

制作年 -年　素材 不明

場所 鷹栖町　制作者 不明

詳細場所 役場前

制作年 -年　素材 不明

場所 東神楽町　制作者 藤井忠行

詳細場所 ひじり野公園

制作年 1995 年　素材 不明

場所 東神楽町　制作者 佐藤忠良

詳細場所 メモリアルホール

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

No961 不明 No962 不明 No963 ふれあい像 No964 デルヒの塔 No965 すばるの像

No966 竹鶴政孝翁 (胸像 )

場所 喜茂別町　制作者 小田襄

詳細場所 中山峠写真の森美術館前

制作年 -年　素材 不明

場所 喜茂別町　制作者 舟越桂

詳細場所 中山峠写真の森美術館前

制作年 -年　素材 不明

場所 京極町　制作者 串田保二

詳細場所 ふき出し公園

制作年 -年　素材 不明

場所 倶知安町　制作者 不明

詳細場所 デルヒ公園

制作年 -年　素材 不明

場所 倶知安町　制作者 不明

詳細場所 駅前

制作年 -年　素材 不明

場所 余市町　制作者 本郷新

詳細場所 ニッカウヰスキー工場中庭

制作年 1959 年　素材 ブロンズ

No989 時の詩 No990 石をめぐる帯状の仕事

場所 東神楽町　制作者 新田豊

詳細場所 メモリアルパーク

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 山谷圭司

詳細場所 メモリアルパーク

制作年 1992 年　素材 不明

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGENO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGENO IMAGE
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NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGENO IMAGE NO IMAGE
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No997 四季 - 秋装 - No998 終わらない螺旋階段

No991 希望 No992 清流 No993 茜雲

No999 レルヒ中佐像 No1000 星降る

No1001 エーゲ海に捧ぐ No1002 母子像 No1003 豊穣 No1004 森の中の石 No1005 夜鳥

No1006 月映 No1007 石の詩 No1008 portrait No1009 アキレス No1010 石の精

No1011 落ちた惑星 No1012 石樹（１） No1013 石樹（２） No1014 J の館 No1015 シグナル白

No1016 秀山のイメージ

No994 風の中 No995 拓く

No996 四季 - 夏炎 -

場所 東神楽町　制作者 板津邦夫

詳細場所 義経公園

制作年 1990 年　素材 コルテン鋼

場所 東神楽町　制作者 松田与一

詳細場所 東神橋（橋梁）

制作年 1989 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 篠原康

詳細場所 東橋（橋梁）

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 篠原康

詳細場所 東橋（橋梁）

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 山谷圭司

詳細場所 森林公園

制作年 1992 年　素材 不明

場所 東神楽町　制作者 宮下林

詳細場所 役場庁舎

制作年 1986 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 寺原実

詳細場所 東神楽町改善センター

制作年 1980 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 國松明日香

詳細場所 義経公園

制作年 1990 年　素材 コルテン鋼

場所 東神楽町　制作者 北村善平

詳細場所 旭川空港前庭

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 中井延也

詳細場所 旭川空港前庭

制作年 1991 年　素材 石材

場所 東神楽町　制作者 木内克

詳細場所 旭川空港前庭

制作年 1972 年　素材 ブロンズ

場所 東神楽町　制作者 木内克

詳細場所  旭川空港前庭

制作年 1968 年　素材 ブロンズ

場所 比布町　制作者 不明

詳細場所 上川農業試験場

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 総合スポーツ公園

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 愛別小学校

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 愛別中学校

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 協和小学校

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 愛山小学校

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 総合スポーツ公園

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 中里小学校

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 愛山小学校

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 ふれあい通り

制作年 1994 年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 ふれあい通り

制作年 1994 年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 総合スポーツ公園

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 愛別町役場

制作年 -年　素材 石材

場所 愛別町　制作者 中井延也

詳細場所 総合スポーツ公園

制作年 -年　素材 石材

No1018 トーテムポール No1019 トーテムポールNo1017 高橋翔吾郎像

場所 音威子府村　制作者 不明

詳細場所 役場庁舎

制作年 -年　素材 不明

場所 音威子府村　制作者 砂澤ビッキ

詳細場所  駅周辺

制作年 -年　素材 不明

場所 音威子府村　制作者 砂澤ビッキ

詳細場所  中川研究林入り口

制作年 -年　素材 不明

No1020 アンモナイト

場所 中川町　制作者 不明

詳細場所 国道沿い

制作年 -年　素材 不明

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

75



No1021 松浦たけしろう像 No1022 ビルのモニュメント No1023 熊のモニュメント No1024 風と夕日のモニュメント No1025 松浦たけしろう像

No1026 澄んだ空（文化） No1027 澄んだ空（歴史） No1028 澄んだ空（知性） No1029 澄んだ空（健康） No1030 ふくろう

No1031 鳥のモニュメント No1032 鳥のモニュメント No1033 精霊たち（芽甲） No1034 精霊たち（木神） No1035 精霊たち（陽炎）

No1036 精霊たち（ミノタウロス） No1037 環

場所 小平町　制作者 不明

詳細場所  道の駅 

制作年 -年　素材 不明

場所 小平町　制作者 不明

詳細場所 ダム周辺

制作年 -年　素材 不明

場所 苫前町　制作者 不明

詳細場所 役場周辺

制作年 -年　素材 不明

場所 遠別町　制作者 不明

詳細場所 河川公園

制作年 -年　素材 不明

場所 天塩町　制作者 不明

詳細場所 かがみぬま海浜公園

制作年 -年　素材 不明

場所 清里町　制作者 不明

詳細場所 もとえか広場

制作年 -年　素材 不明

場所 清里町　制作者 不明

詳細場所 もとえか広場

制作年 -年　素材 不明

場所 清里町　制作者 不明

詳細場所 もとえか広場

制作年 -年　素材 不明

場所 清里町　制作者 不明

詳細場所 もとえか広場

制作年 -年　素材 不明

場所 置戸町　制作者 不明

詳細場所 公衆電話ボックス内

制作年 -年　素材 不明

場所 置戸町　制作者 不明

詳細場所 ゆゆ温泉周辺

制作年 -年　素材 不明

場所 置戸町　制作者 不明

詳細場所 体験交流センター前

制作年 -年　素材 不明

場所 遠軽町　制作者 小林繁美

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 ブロンズ

場所 遠軽町　制作者 小林繁美

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 ブロンズ

場所 遠軽町　制作者 小林繁美

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 ブロンズ

場所 遠軽町　制作者 小林繁美

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 ブロンズ

場所 遠軽町　制作者 望月健

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 ステンレス

No1046 啓示 No1047 環 -SORA

No1038 漂 No1039 カノーバの女神 No1040 人魚姫の彫刻

No1041 飛翔 No1042 塔

No1048 風の水面 No1049 漣舞・リップル・ダンス No1050 THE EARTH VIBRATION- とうや

No1043 斉藤茂吉像 No1044 与謝野晶子像 No1045 明日を開く

場所 遠軽町　制作者 小石巧

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 その他

場所 豊浦町　制作者 不明

詳細場所 海浜公園

制作年 -年　素材 不明

場所 豊浦町　制作者 不明

詳細場所 文学碑公園

制作年 -年　素材 不明

場所 豊浦町　制作者 不明

詳細場所 東雲山村広場

制作年 -年　素材 不明

場所 壮瞥町　制作者 米坂ヒデノリ

詳細場所 壮瞥温泉湖畔ペンション大野前

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 松隈康夫

詳細場所 壮瞥温泉湖畔レイクビュー前

制作年 1992 年　素材 石材

場所 遠軽町　制作者 滝錬太郎

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 ブロンズ

場所 遠軽町　制作者 エドワード・エリクソン

詳細場所 太陽の丘遠軽公園

制作年 2004 年　素材 ブロンズ

場所 上湧別町　制作者 不明

詳細場所 上湧別町役場前

制作年 1988 年　素材 ブロンズ

場所 興部町　制作者 不明

詳細場所 総合センター

制作年 -年　素材 不明

場所 壮瞥町　制作者 伊藤隆道

詳細場所 壮瞥温泉湖畔レイクビュー前

制作年 1990 年　素材 ステンレス

場所 壮瞥町　制作者 関正司

詳細場所 壮瞥温泉湖畔レイクビュー前

制作年 1992 年　素材 ステンレス

場所 壮瞥町　制作者 近持イオリ

詳細場所 壮瞥温泉湖畔レイクビュー前

制作年 1995 年　素材 金属材

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGENO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGENO IMAGE NO IMAGE
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No1051 記念撮影五月のかたち No1052 循環 No1053 肖像のある風景 No1054 生彩 No1055 風と遊ぶ

No1056 夏～渚へ No1057 秋～終日 No1058 春～風走る No1059 冬～星降る夜に No1060 シグナル

No1061 回峰 No1062 時空 87 ～船 No1063 薫風 No1064 湖景夢想 No1065 湖畔にて

No1066 みちしるべ～洞爺の人 No1067 色なき風

場所 壮瞥町　制作者 峯田敏郎

詳細場所 壮瞥温泉湖畔レイクビュー前

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 後藤良二

詳細場所 壮瞥温泉湖畔レイクビュー前

制作年 1992 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 湯川隆

詳細場所 壮瞥温泉湖畔レイクビュー前

制作年 1996 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 中江紀洋

詳細場所 壮瞥町壮瞥温泉湖畔桟橋前

制作年 1991 年　素材 ステンレス

場所 壮瞥町　制作者 鈴木吾郎

詳細場所 壮瞥町壮瞥公園

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 神田比呂子

詳細場所 壮瞥町仲洞爺キャンプ場前

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 秋山知子

詳細場所 壮瞥町仲洞爺キャンプ場前

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 熊谷紀子

詳細場所 壮瞥町仲洞爺キャンプ場前

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 小野寺紀子

詳細場所 壮瞥町仲洞爺キャンプ場前

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 壮瞥町　制作者 中井延也

詳細場所  洞爺湖畔温泉湖畔かわなみ前

制作年 1994 年　素材 石材

場所 壮瞥町　制作者 奥山喜生

詳細場所  洞爺湖畔温泉湖畔かわなみ前

制作年 1996 年　素材 石材

場所 壮瞥町　制作者 石井厚生

詳細場所  洞爺湖畔温泉湖畔かわなみ前

制作年 1994 年　素材 セメント材

場所 壮瞥町　制作者 秋山沙走武

詳細場所  洞爺湖畔温泉湖畔かわなみ前

制作年 1993 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 眞板雅文

詳細場所 とうや湖ぐるっと彫刻公園

制作年 1996 年　素材 コルテン鋼

場所 洞爺湖町　制作者 黒川晃彦

詳細場所 プリンスホテル前

制作年 1992 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 速水史朗

詳細場所 レークヒルファーム前

制作年 1996 年　素材 金属材

場所 洞爺湖町　制作者 石川浩

詳細場所 虻田町月浦オートキャンプ場

制作年 1996 年　素材 石材

No1076 Sun-TOYA 讃洞爺 No1077 旅ひとり

No1068 オヨメサントコミチへ No1069 SKY－交差する気 No1070 虹幻想

No1071 太陽の賛歌 No1072 意心帰

No1078 女 No1079 残留応力 No1080 地殻・原始の海

No1073 回生 No1074 風 No1075 湖渡る風

場所 洞爺湖町　制作者 阿部典英

詳細場所 虻田町月浦オートキャンプ場

制作年 1993 年　素材 ステンレス

場所 洞爺湖町　制作者 安田侃

詳細場所 湖畔遊歩道駅前桟橋付近

制作年 1984 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 山田吉泰

詳細場所 湖畔遊歩道駅前桟橋付近

制作年 1994 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 坂坦道

詳細場所 湖畔遊歩道駅前桟橋付近

制作年 1992 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 速水史朗

詳細場所 湖畔遊歩道観光ホテル前

制作年 1993 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 峯田義郎

詳細場所 湖 湖畔遊歩道観光ホテル前

制作年 1992 年　素材 コルテン鋼

場所 洞爺湖町　制作者 常松大純

詳細場所 湖畔遊歩道パークホテル天翔前

制作年 1995 年　素材 コルテン鋼

場所 洞爺湖町　制作者 瀧川嘉子

詳細場所 湖畔遊歩道パークホテル天翔前

制作年 1994 年　素材 ステンレス

場所 洞爺湖町　制作者 小寺真知子

詳細場所 湖畔遊歩道パークホテル天翔前

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 安田侃

詳細場所 湖畔遊歩道わかさいも本店裏

制作年 1988 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 笹戸千津子

詳細場所  湖畔遊歩道観光ホテル前

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 丸山隆

詳細場所 虻田町湖畔遊歩道船揚場横

制作年 1991 年　素材 ステンレス

場所 洞爺湖町　制作者 岡本敦生

詳細場所 湖畔遊歩道北海ホテル前

制作年 1995 年　素材 金属材
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No1081 SHOWEN No1082 Muse No1083 うつろひ No1084 月の光 No1085 復活

No1086 風景の王国 No1087 円錐形にえぐられた立方体 No1088 ひまわり No1089 洞照 No1090 波遊

No1091 風の音 '92 No1092 I was（過去）…I will（未来） No1093 Summer No1094 星との交感 No1095 夢洞爺

No1096 輪舞 No1097 1.1.√2　12 の八角台形

場所 洞爺湖町　制作者 松本憲宣

詳細場所 虻田町洞爺湖温泉見晴台

制作年 1994 年　素材 ステンレス

場所 洞爺湖町　制作者 明地信之

詳細場所 虻田町有珠山噴火記念公園

制作年 1995 年　素材 コルテン鋼

場所 洞爺湖町　制作者 宮脇愛子

詳細場所 虻田町有珠山噴火記念公園

制作年 1993 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 イゴール・ミトライ

詳細場所 虻田町有珠山噴火記念公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 二部黎

詳細場所 虻田町有珠山噴火記念公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 小田襄

詳細場所 少年自然の家

制作年 1992 年　素材 ステンレス

場所 洞爺湖町　制作者 堀内正和

詳細場所 洞爺湖万世閣前

制作年 1993 年　素材 ステンレス

場所 洞爺湖町　制作者 佐藤忠良

詳細場所 洞爺湖万世閣前

制作年 1996 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 雨宮敬子

詳細場所 洞爺湖万世閣前

制作年 1992 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 折原久左ヱ門

詳細場所 洞爺村桟橋付近

制作年 1993 年　素材 不明

場所 洞爺湖町　制作者 山本正道

詳細場所 洞爺村小公園

制作年 1991 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 坂東優

詳細場所 洞爺村小公園

制作年 1990 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 朝倉響子

詳細場所 洞爺村中央公園

制作年 1992 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 永野光一

詳細場所 洞爺村浮見堂公園

制作年 1992 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 常松大純

詳細場所 洞爺村浮見堂公園

制作年 1993 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 國松明日香

詳細場所 洞爺村浮見堂公園

制作年 1989 年　素材 コルテン鋼

場所 洞爺湖町　制作者 田中薫

詳細場所 洞爺村浮見堂公園

制作年 1993 年　素材 石材

No1105 馬の銅像

No1106 西忠義像

No1098 風待ち No1099 胞 No1100 STONE BOY-KAZE（TOYA）

No1101 春遊台 No1102 起源 -湖上に向かって

No1107 鈴木清像 No1108 沢茂吉像 No1110 トピアリー（あざらし）

No1103 月 No1104 ホベツクビナガリュウ

場所 洞爺湖町　制作者 渡辺行夫

詳細場所 洞爺村浮見堂公園

制作年 1991 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 澄川喜一

詳細場所 夕日が見える渚公園

制作年 1995 年　素材 石材

場所 むかわ町　制作者 小畠廣志

詳細場所 国道 274 号線道道穂別鵡川線交点

制作年 -年　素材 不明

場所 新冠町　制作者 不明

詳細場所 道の駅

制作年 -年　素材 不明

場所 浦河町　制作者 本郷新

詳細場所 荻伏支所前庭

制作年 1952 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 掛井五郎

詳細場所 洞爺村浮見堂公園

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 洞爺湖町　制作者 廣瀬光

詳細場所 洞爺村役場前

制作年 1994 年　素材 石材

場所 洞爺湖町　制作者 加治晋

詳細場所 道立洞爺少年自然の家

制作年 1996 年　素材 セメント材

場所 洞爺湖町　制作者 湯村光

詳細場所 夕日が見える渚公園

制作年 1995 年　素材 コルテン鋼

場所 浦河町　制作者 本郷新

詳細場所 荻伏支所前庭

制作年 1952 年　素材 ブロンズ

場所 浦河町　制作者 本郷新

詳細場所 荻伏支所前庭

制作年 1952 年　素材 ブロンズ

場所 鹿追町　制作者 不明

詳細場所  町民ホール

制作年 2003 年　素材 その他

No1109 トピアリー（リス）

場所 鹿追町　制作者 不明

詳細場所  町民ホール

制作年 2003 年　素材 その他

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No1111 トピアリー（ふくろう） No1112 トピアリー（クマ） No1113 リズム No1114 躍動 No1115 ソーセージぐるぐるの像

No1116 岩永右八翁像 No1117 おはなし No1118 草笛

場所 鹿追町　制作者 不明

詳細場所  町民ホール

制作年 2003 年　素材 その他

場所 鹿追町　制作者 不明

詳細場所  町民ホール

制作年 2003 年　素材 その他

場所 芽室町　制作者 本郷新

詳細場所  芽室町総合体育館前

制作年 1978 年　素材 ブロンズ

場所 中札内村　制作者 不明

詳細場所  中札内村 中央公園

制作年 1977 年　素材 ブロンズ

場所 大樹町　制作者 不明

詳細場所 教育委員会前

制作年 -年　素材 不明

場所 幕別町　制作者 本郷新

詳細場所 幕別町役場前庭

制作年 1958 年　素材 ブロンズ

場所 池田町　制作者 柴田正徳

詳細場所 田園ホ－ル前庭

制作年 1991 年　素材 石材

場所 池田町　制作者 山田克昭

詳細場所 田園ホ－ル前庭

制作年 -年　素材 ブロンズ

No1122 鹿

No1119 HARVEST No1120 豆のモニュメント

No1123 太陽の手 No1124 オホーツク老人の像No1121 かえる

場所 池田町　制作者 宇多花織

詳細場所 田園ホ－ル前庭

制作年 1991 年　素材 ブロンズ

場所 弟子屈町　制作者 不明

詳細場所 栄橋

制作年 -年　素材 ブロンズ

場所 弟子屈町　制作者 不明

詳細場所  ましお大橋

制作年 -年　素材 不明

場所 本別町　制作者 不明

詳細場所 道の駅

制作年 -年　素材 不明

場所 白糠町　制作者 本郷新

詳細場所 坂の丘公苑内

制作年 1966 年　素材 ブロンズ

場所 羅臼町　制作者 不明

詳細場所 しおかぜ公園

制作年 -年　素材 不明

NO IMAGE NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元

野外彫刻ガイド大通公園 http://sapporo-chokoku.jp/museum/oodori.html(2012/3/24)
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花の母子像

開拓母の像

湖風

牧童

石川啄木像

泉の像

奉仕の道

漁民之像

ブラック・スライド・マントラ 

ホーレス・ケプロン之像

黒田清隆像

若い女の像

木下成太郎像

鶴の舞

猫とハーモニカ

のびゆく子等

母と子の像

風景の夢

笛を吹く少女

みどり子ファミリー

森の歌

ヨットと方向

相響

嵐の中の母子像

回転螺旋・1月

風の対話（一対）

子を守る母たちⅡ

時間の風景

光のリズムⅡ

ホッカイドー・ウインド・ローズ 

無何有

牧歌の像

札幌駅南口モニュメント

花降る石

NIKE

風 45

THE SKY

和顔愛語

時空翼

EYES

MANAZASHI

光の門

BIANCA

環 -LINKING

北の母子像

平和のモニュメント

昇る・ともに・光

石華

なんもさストーブ

空・ひと・線

大友亀太郎像

希望

壌・蜀

柱の彫刻群

湧水彫刻

洋

讃歌

躍進

意心帰

記憶素子「丘」「森」

希望の泉

鶴の舞

大地のうた

北を拓く

座（KURA）

リカ・立像

八丁ダルマ

北のまつり

テミスの像

パティオの音楽会
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
ふれあいの輪

元気地蔵

ライオン像

五月の風

よろこび・愛

鈴蘭

ポンサ

四つの輪

午前 0時の会話

重なる形

花吹雪

タマゴ

新渡戸稲造記念像

おだやかな直立

あっちこっち

MEMORY

上機嫌な星

球の記憶

やすらかな傾き

出逢い

春風にうたう

協力

うねり

原風景

山鼻屯田兵の像

サーモン・リバー

蒼穹

潜 -kirameki-

風のコンダクター

鳥を抱く女 "朝 "

太陽の母子

奏でる乙女

鳥を抱く女

わだつみの声

岩村通俊之像

島義勇像

よいこつよいこ

凛

朔風

シマフクロウ

自然の愛

MUSE＃2

佐藤昌介像

W.S. クラーク胸像

母子像

吉町太郎一像

有馬英二像

中川諭像

越智貞見像

風雪

いのち

MUSE

KLEIO

残留応力

ひらく・花

北の森たち

光る風

花と輪と和

ERATO

渦巻く三叉路状の石造装置

屯田の夜明けレリーフ

はつらつ

屯田兵顕彰之像

フレームワーク・サウルス

古代の太陽

飛翔

手をつなぐ

鳥「擁」

札幌オリンピック開催記念の像 

風雪に耐えて立て
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札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/14)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)
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181
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197

198

199
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201
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203

204

205

206

207

208

209

210

モエレ沼公園

まるいつばさ

holdin

ぐんぐん

峻

茎・種

UNFOLD- 日向にて

飛遊

汪

長浜万蔵胸像

ひこぼし像

水の遊び 四つのポンプ

いちばん星

バブル・ブーン

飛翔

北の星たちへ

自然と喜び

空へ

捷

おりひめ像

MUSE- 共育

羽ばたき

門葉

無重力の玉石

風に触れる

みつけたつぼみに結実する　

森の中

大気の器

世界のすみずみ

ミルタウンの近く

Roll Away the Stone / Brixton 8,720km 

北辰の竜神

SDM

北空の最弱音（ピアニッシモ） 

ひとつ が ふたつ

休息する翼

立体空間より平面空間への還元 

完全な場

ヌプカの家

フェイジョン

Terrace: 札幌ドーム

桃色の雲

球

Cのスロープ

とり（一対）

和處

大地に

21世紀へ飛びたとう栗の木と共に 

永遠の像

壷をもつ女

モニュメントタワー

北斗の庭（7基）

翔

丘の上のクラーク像

少女と羊

キタサキモリ

みのり

希望のうた

北に立つ

陽 -ひだまり

梟家族

連結

切株に座って

風の路

かえり道

断片

ヨシヤルゾカッパ

緑の女神（一対）

みーつけ

遊ぶ河童

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、札幌市観光文化局スポーツ部施設課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、豊平区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、豊平区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、豊平区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、豊平区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、清田区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、清田区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、清田区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、清田区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、清田区土木部維持管理課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、観光文化局観光コンベンション部観光企画課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、観光文化局観光コンベンション部観光企画課電話調査

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)、観光文化局観光コンベンション部観光企画課電話調査

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

画像なし

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

画像なし

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)

札幌散策 http://www.artpark.or.jp/sansaku/(2011/9/15)
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
かっぱ妹子

番人

アー・イタイタ

君に

かっぱ太郎

カップル

哲学者

洗い髪

おかっぱ

母と子

ミスジョウザンケイカッパ

ボクと記念写真

こんにちは河童

風の SYMPHONY

ころんころん

イイユダナ

唄う河童

ボー

バー

Why are you looking

浮かぶ彫刻・札幌

昇

空と地と軌跡

野外美術館のシンボルレリーフ　

ウィグ

雲の牧場

ふたり

そりのあるかたち

隠された庭への道

人物 1000

池の反映

目の城 '90

ダイナモ

ポートランディア

走向世界

関係項

人物

ミロク '89-I

波の重なり

月下

鳥になった日

石翔ぶ

ウレシクテ アノヨト コノヨヲ イキキスル　

椅子になって休もう

シャフト II

彩霞燈

若きカフカス人への追幻想譜 

ユカタンの女

SAPPORO '90

間

ひと No.16-1

夏引

交叉する赤錆の壁

うつろひ

こだま

挑戦しあう形

北の柱頭

コタンクルカムイの詩

風と舞う日

北の大地の詩

二人の空

花まい

抜海の漢

大地からの閃光

日暮れ時の街 No.9

道標 -けものを背負う男

蜃気楼

風の中の道化

北斗まんだら

石緑

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275
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279
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
位相

道

方円の啓示

オーガン No.10

マイ スカイ ホール 85-7

開拓の祈り（祈り =II）

道標・鴉

異・空間

四つの風

1・9・8・5 知性沈下

のどちんことはなのあな

ベエが行く

幼いキリン・堅い土

1・1・√2

鶏を抱く女

女・夏

浮游

はやぶさ・飛翔

少年の像

冬の像

足なげる女

顔

腰に手をあてて立つ男

男と女

トライアングル

木の枝をすべりぬける少女

母と子

呼吸する門

スプリンクルキューブ

午後の丘

ネガティブマインド

赤い空の箱

てつなぎ石

スパイラルスプリング

祀りの石 I

拓魂

牛と少年

エドウィン・ダン像

ひとやすみする輪廻

飛翔（一対）

花束（一対）

栄光（一対）

雪娘

えぞ鹿

雪華の像

平和の像

開拓の鼓動

知・情・体・徳

躍

颯

和

幻想の鳥

鹿を抱く少年

青・海・テティス

函館の妖精 夏・冬

函館の妖精 春・秋

森の光・風

函館の妖精 調べ・舞い

おしゃま

記念撮影 -未来への始まり -海原 

夏の記憶

旅を続ける男

異国への夢

ハイカラさん

大地と海と僕たちと

五陵の星

若き星たち

友われに飯を与へき

ぢっと手を見る

二人の空
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
ぼくたちの旅

蘖（ひこばえ）

たまごをうんだ人

石川啄木像

了範像

J.U ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ像

伊藤長右衛門胸像

藤山 要吉像

工学博士 広井 勇像

安達與五郎像

土肥太吉翁像

乙女の像

希望の塔

ラジオ体操制定 50 周年記念像 

友達

子供像太郎

裸婦像春陽

子供像なかよし

カモメ呼ぶ少女像

ひびき

野に躍る

凝視

故郷小樽運河を想う

YUKA

赤い靴・親子の像

レリーフ 1画 (古代陰刻画 ) 

レリーフ友情の壁

レリーフイルカ

遊泳

炎

望洋

炎

「四季」風に吹かれて

Pacific Tides

牧羊神

婦人像・昼

浮遊

人間像・今の存在の像

三人

北の子

風の記憶

春陽

塞の石組み

お母さんのひざ

メビウスの立方体

Innocence-Wedge

知の柱

鳥化する丘

石走る（いはばしる）

重さのロンド

少年の夢

スタルヒン像

母の像

隼の碑

鶴の舞

人間像・感情

女

微風

裸婦立像

裸婦

隼の碑

風の中の母子像

風景

連なるノチウ

まちぼうけ

亜古

チキサニチョロポキタ

トランペットの女

黎明の宙

橇の記

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
隼の碑

石狩の夏

手

人間像・青年

男子座裸像

思惟像

婦人像・着衣

鳥人譜

開拓のイメージ

婦人像・裸立

凍れる滝

親和

青年像

若い女・夏

希望

サキソフォン吹きと猫

若い女

座標

抱

傾くかたち

風の塔 No.8

風雪の群像

人間の森

雄弁

行列

地

生きる

永山武四郎之像

岩村通俊之像

挟（きょう）

風紋

神話 -2004-

P-MAN

流れ

はじまりの舟

3つの柱 2つの門 1つの場

かくれた恋

家族

月に飛ぶ

人 No.13

浮くかたち－宙

風の庵

連山夢想－旭川

気流

あい

交差する形

開放Ⅵ

人魚

小川に魚が帰った日

子を守る母たち

いつくしみの像

森の中に

婦人像・昼

風の中の母子像

ほほえみたんぽぽ

Feel the Wind

南条徳雄先生像

碧

FURAI

拓（たく）

萌（ほう）

逍（しょう）

連（れん）

燦（さん）

焔（えん）

溶（よう）

沃（よく）

翔（しょう）

黎（れい）

浪（ろう）
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
煌（こう）

歓（かん）

道東の四季 春

道東の四季 夏

道東の四季 秋

道東の四季 冬

海

原始のビート

人間

希望

湿原

湿原

地球

未来

石川啄木像

釧路の朝

空高く

流砂

クレーン

黎明

モニュメント「球」

シビックコア中央広場

朔北の母子像

いきぬきん

空を開く

高倉安次郎君寿像

依田勉三翁之像

S- 軌

アンタロマップ

石の精

ウイミン

そとへ

なかなか孵化しない私の卵

夏の波

ふんばっているしもばしら

まるいふたつのかたち

ムの器

モナミ

弓人

連帯

栄光の受賞作品

風門

北の導べ

氷原の詩

白とグリーン

白の海

閉じ込められた魂Ⅲ-2

望郷

フロンティアの像

休憩する鳥

ふくろう

切符

親鸞聖人御尊像

広小路 1区モニュメント

広小路 2区モニュメント

広小路３区モニュメント

広小路４区モニュメント

帯広大正観音像

帯広大正三十三観音像

正進親睦地蔵

正進親睦馬頭観音像

翔

西帯広公園モニュメント

親鸞聖人御像

中島武市翁之像

サラダ館モニュメント

大地

鹿

開墾一途萩原延一君之像
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帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 画像なし

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)
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492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
はたち

時の道標

大望

さざれ石

神馬像

帯廣神社狛犬

大正神社狛犬

育め青年像

依田勉三翁之像

猿

つりに行く少年

雲に乗って

思いひそめつ

大地

東洋タクシー地蔵

藤丸 鹿

リス

帯広豊西 観音像

藤の桜山大佛

帯広南商業高校 南商物語

帯広南商業高校 モニュメント 

未来への風 かたらい

お酒好きの河童の像

おびひろっ子の像

青空にかぎりなき夢を

のぞみ

躍進

大地と夢想

拓く

勝利 Victory 1923

笑顔の石像

鹿

モニュメント

チン太くん

小田豊四郎レリーフ

前田駒次郎像

北聯会長 三輪龍揚殿壽像

小林篤一像

屯田開拓顕彰像

加藤弥四郎翁像

雪華

北風賛歌

友だち

子供の情景・夏

母と子

爽

若い女

核家族のためのモニュメント 

ジュピター

トリプル

Cosmos2001

子守唄の女

愛

和

希望

泉

帽子

マント

西に残った庭

ダイヤモンドリング

牧歌

愛の母子像

髪

母と子

星をのぞむ

大地

うるおい

月待石

和を捧ぐ

遺跡回廊 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25) 岩見沢市教育委員会 http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/bunka/fine/index.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25) 帯広市 http://yasu0826.tabigeinin.com/obihiro.html(2012/3/25)

北見市から頂いた資料より

北見市から頂いた資料より

北見市から頂いた資料より

北見市から頂いた資料より

北見市から頂いた資料より

本郷新野外彫刻所在地 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2011/10/5)

本郷新野外彫刻所在地 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2011/10/5)

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
母子像

大地への讃歌

ふるさと MY HOME TOWN

風と女

天秘

手袋 Gloves

視座未來

イリス -虹の女神 -

MEMORY

希望

農神

旅立ちの丘

神鳥 ふくろう

オホーツクの風

オホーツクの塔

オホーツクの海

大漁

悶

五十嵐億太郎像

アイスホッケー「輝」

フィギュアスケート「舞」

スピードスケート「風」

おでかけ

なかよし

風のエチュード

メロディ

風のハーモニー

緑の風

碇

留独楽舞（とまこまい）

カワセミ

地母神

大きなズボン

リスと少女

花の調べ

少女座像

花ショーブの時計塔

白鳥の噴水

緑の環

緑の環

緑の環

緑の環

緑の環

勇払千人同心

相武吉治郎翁像

イルカ

太陽の母子

氷雪の門

乙女の像

出

西岡武像

瀬戸常蔵像

リボンを結ぶ少女

RHYTHM[ リズム ]

光華

濱森辰雄像

アフリカ

春

早蕨（さわらび）

希望

追憶（ついおく）

このはずく

光

飛翔（ひしょう）

躍動（やくどう）

大地（だいち）

帰門

天モク

天モク（黒）

天モク（横向き）
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
妙夢（横向き）

妙夢（黒 )

相響

真無

真無（白）

真無（赤）

天翔

天翔 (階段 )

天秘

天秘（灰）

めざめ

意心帰

意心帰（黒）

吹雪

地人

新生

生誕

水の広場

ひとつがふたつ

天聖

回生

無何有Ⅰ

無何有Ⅱ

無何有Ⅲ

回生

めざめ

無何有

意心帰

天光散

めばえ

妙夢

風

相響

天秘

天秘

天秘（縦）

天モク

意心帰

風の道

平和祈念像

北海綱機 30 周年記念モニュメント　

タイムベル

経緯度標

潜 SEN

胞

ポプラの詩

風と翼

少女

春風の道

ワンモア・タイム

環

冬のゆりかご

不死鳥

FAIRY CAT ”99 ／ TAKE OFF 

北国

陽

本を読む少女

泥んこ遊び

萌

北の若人

風の門

日時計

FOUR MAN

太陽の母子

北風

秋にたたずむ

春の日芽生え

空へ地から

黎明之像

市民の像

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし
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719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770 千歳市から頂いた冊子「石に刻まれた千歳の歴史」より 千歳市から頂いた冊子「石に刻まれた千歳の歴史」より

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

アルテピアッツァ美唄 http://www.artepiazza.jp/(2012/3/26)、アルテピアッツァ美唄電話調査

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25), 芦別町電話調査

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、赤平市電話調査 鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、赤平市電話調査

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、赤平市電話調査

赤平市電話調査

芦別町電話調査

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

江別市タウン情報誌 http://www.ebetsu-eye.net/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=&uid=1&orderby=hitsD(2011/9/14)

90



No 作品名 データベース情報源 画像提供元
タイムカプセル

ツルのモニュメント（東口） 

ツルのモニュメント（西口） 

市民憲章像（希望）

市民憲章像（健康）

市民憲章像（愛）

市民憲章像（連帯）

市民憲章像（自然）

千歳市都市宣言棟

市民憲章「愛」原形

馬頭観音像

馬頭観音像

馬頭観音像

馬頭観音像

「北海」一号機模型

「北海」一号機操縦士之像

柏葉像

大空像

融和

日時計

未来への輪

地球儀「情報発信基地千歳市」　

天球儀「天体と宇宙」

日時計「光と地球」

立方体「結晶と重力」

砂時計「地球の地力」

溝口五左衛門之像

鈴木六三郎像

渡部栄蔵翁像

麒麟像

巣立ち像

近藤メモリアル

北の翼

おねだり

太陽と収穫

ANNE

ブラウス

そよぐ春

ワンピースの少女

緑

月簪

FLY

HIGH

ワンダーランド

そよぐ秋

交通安全祈願望観音菩薩像

平和の礎レリーフと少年像

創造

姉妹像

羊にたわむれる児童の像

躍動

希望と躍進の群像

はばたく

少年

ミロク１

若き立像 '88

モニュメント希望の塔

人魚の像

おさげの女

翼

降る・光

チョッちゃん記念像

祥

鶏を抱く女

Dragon Spine

こもれび（木漏れ日）

茜雲

翔

陽

小さな羊 画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840
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滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

砂川市から頂いた資料より

砂川市から頂いた資料より

砂川市から頂いた資料より

砂川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

滝川市から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
とんぼ釣り

夏の陽

緑の風

武蔵

砂川市開基 100 年記念像

ブラウス

女の子

ホルン君

拓魂の像

和

青年の像（飛翔）

青年の庭

「交通安全を祈る」観音像

「交通安全女神の像」

史跡音江の環状列石

音江の環状石籬

スポーツセンター用地造成記念 

大樹

顕彰遺蜀

馬の松

人の松

青年の像

交通安全宣言祈願塔

動脈

忠霊塔

宮本農場開放記念

平和塔

銅像水谷隆毅翁之像

未来

中村千幹氏の像

高松竹次の像

兜谷徳平翁の胸像

名取マサ女史の像

渡辺一雄翁の像

へそ丸くん

エンマ堂

歓迎 親子鬼像

念仏鬼像（鬼祠）

湯かけ鬼蔵

シンボル鬼（恋愛成就）

シンボル鬼（合格祈願）

シンボル鬼（商売繁盛）

歓迎鬼像

歓迎鬼像

樹とともに―赤いかたち

えぞ鹿

時をみつめて

ドン・コロ

シンボルマークほか

Cube

にぎやかな遡行

すずらんに寄せて

躍進

伊達邦成公像

田村顯充翁像

躍動

仲良し

大地（青少年ふるさと像）

飛翔

新生

むこの民

飯尾圓什胸像

鳥の碑

野村忠三郎胸像

千代の山

千代の富士

もどり雲

コロポックル

トントオメニ

天に向かって井戸をほる

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

歌志内市から頂いた資料より

歌志内市から頂いた資料より 歌志内市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

深川市から頂いた資料より

富良野市から頂いた資料より

富良野市から頂いた資料より

富良野市から頂いた資料より

富良野市から頂いた資料より

富良野市から頂いた資料より

富良野市から頂いた資料より 富良野市から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)、ユカンボシ彫刻公園電話調査

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)、ユカンボシ彫刻公園電話調査

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)、ユカンボシ彫刻公園電話調査

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)、ユカンボシ彫刻公園電話調査

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)、ユカンボシ彫刻公園電話調査

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)、ユカンボシ彫刻公園電話調査

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)、ユカンボシ彫刻公園電話調査

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)

恵庭市タウンナビ http://eniwa-navi.jp/infomain-64.html(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

登別市ホームページ http://www.city.noboribetsu.lg.jp/(2012/5/29)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

横綱千代の山・千代の富士記念館 http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/sumo/memory/(2012/3/25)

横綱千代の山・千代の富士記念館 http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/sumo/memory/(2012/3/25)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

砂川市から頂いた資料より

砂川市から頂いた資料より

砂川市から頂いた資料より

砂川市から頂いた資料より

新篠津村電話調査より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
だいてんまい

キミノヤ

逢瀬の門

タマゲタ 101 番

ポチポチ

MOMO

カチバチ

トーレバ

ミルベヤ

駒が辻

イイベヤ

トッポイ

God Father

ワタシモリ

七天狗

TOMORROW

ボチボチ

おっちゃんこ

いいんでないかい

パチパチ Jr.

ズナコマ

ウッドサークル

嵐の中の母子像

わだつみのこえ

鳥を抱く女

鳥の碑

北の母子像

風の王

風の門

風の羅針盤

北追岬

回天が原

島サキモリ

神威流

はぐれ鳥

島へっちょ

よくきたさ

恋のつぎめ

オキサ

萩野吟子

不明

不明

有島武郎像

細川たかし銅像

自学の像

乙女の像（想い）

小便小僧

赤い靴の女の子

開拓の母

不明

不明

不明

ふれあい像

デルヒの塔

すばるの像

竹鶴政孝翁 (胸像 )

まげたポーズの子

時の流れ

陽春

若き立像’89

安孫子孝次翁 (胸像 )

泉麟太郎銅像

天恵

100 年記念モニュメント

立像

高山金作銅像

コタンコロカムイ像

泉麟太郎銅像

小林米三郎翁像

松原賦吉銅像

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

彫刻公園ストーンクレイジーの森 http://www.jrh-zaidan.or.jp/business/page02.html(2012/5/29)

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

北追岬公園 http://www.town.okushiri.lg.jp/kanko/meisho/kitaoimisaki.html(2012/4/1)

北追岬公園 http://www.town.okushiri.lg.jp/kanko/meisho/kitaoimisaki.html(2012/4/1)

北追岬公園 http://www.town.okushiri.lg.jp/kanko/meisho/kitaoimisaki.html(2012/4/1)

北追岬公園 http://www.town.okushiri.lg.jp/kanko/meisho/kitaoimisaki.html(2012/4/1)

北追岬公園 http://www.town.okushiri.lg.jp/kanko/meisho/kitaoimisaki.html(2012/4/1)

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

上ノ国町電話調査より

上ノ国町電話調査より

上ノ国町電話調査より

せたな町電話調査より

ニセコ町電話調査より

ニセコ町電話調査より

ニセコ町電話調査より

真狩町から頂いた資料より

真狩町から頂いた資料より

真狩町から頂いた資料より

真狩町から頂いた資料より

真狩町から頂いた資料より

真狩町から頂いた資料より

真狩町から頂いた資料より

真狩町から頂いた資料より

留寿都村電話調査より

留寿都村電話調査より

喜茂別町電話調査より

喜茂別町電話調査より

喜茂別町電話調査より

倶知安町から頂いた資料より

倶知安町から頂いた資料より

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25) 鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、奈井江町電話調査

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、奈井江町電話調査

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、奈井江町電話調査

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、奈井江町電話調査

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25) 鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)

流政之 http://www.aurora-net.or.jp/art/dokinbi/exhi/special/04/nanmosa.html(2012/4/1)
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
武田義清銅像

和重地愛

一円融合

月形清像

クリスタルビークス

母子像

ともろう -ASHITA-

わかば

時の詩

石をめぐる帯状の仕事

希望

清流

茜雲

風の中

拓く

四季 - 夏炎 -

四季 - 秋装 -

終わらない螺旋階段

レルヒ中佐像

星降る

エーゲ海に捧ぐ

母子像

豊穣

森の中の石

夜鳥

月映

石の詩

portrait

アキレス

石の精

落ちた惑星

石樹（１）

石樹（２）

Jの館

シグナル白

秀山のイメージ

高橋翔吾郎像

トーテムポール

トーテムポール

アンモナイト

松浦たけしろう像

ビルのモニュメント

熊のモニュメント

風と夕日のモニュメント

松浦たけしろう像

澄んだ空（文化）

澄んだ空（歴史）

澄んだ空（知性）

澄んだ空（健康）

ふくろう

鳥のモニュメント

鳥のモニュメント

精霊たち（芽甲）

精霊たち（木神）

精霊たち（陽炎）

精霊たち（ミノタウロス）

環

漂

カノーバの女神

人魚姫の彫刻

飛翔

塔

斉藤茂吉像

与謝野晶子像

明日を開く

啓示

環 -SORA

風の水面

漣舞・リップル・ダンス

THE EARTH VIBRATION- とうや 

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1008

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

音威子府村電話調査より

音威子府村電話調査より

音威子府村電話調査より

中川町電話調査より

小平町電話調査より

小平町電話調査より

苫前町電話調査より

遠別町電話調査より

天塩町電話調査より

清里町電話調査より

清里町電話調査より

清里町電話調査より

清里町電話調査より

置戸町電話調査より

置戸町電話調査より

置戸町電話調査より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

遠軽町から頂いた資料より

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

上川中部圏ギャラリー http://www3.city.asahikawa.hokkaido.jp/gallery/07_kamikawachubu/07_aibetsu.html(2011/11/14)

興部町電話調査より

豊浦町電話調査より

豊浦町電話調査より

豊浦町電話調査より

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

洞爺湖観光情報 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/01_kanko/page/06_choukokupark_01.jsp(2011/9/27)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、東神楽町から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、東神楽町から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、東神楽町から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、東神楽町から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、東神楽町から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、東神楽町から頂いた資料より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)、東神楽町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

栗山町から頂いた資料より

月形町電話調査より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

東神楽町から頂いた資料より

東神楽町から頂いた資料より

東神楽町から頂いた資料より

東神楽町から頂いた資料より

東神楽町から頂いた資料より

東神楽町から頂いた資料より

東神楽町から頂いた資料より

東神楽町から頂いた資料より

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

愛別町から頂いたパンフレットより

東神楽町から頂いた資料より
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
記念撮影五月のかたち

循環

肖像のある風景

生彩

風と遊ぶ

夏～渚へ

秋～終日

春～風走る

冬～星降る夜に

シグナル

回峰

時空 87 ～船

薫風

湖景夢想

湖畔にて

みちしるべ～洞爺の人

色なき風

オヨメサントコミチへ

SKY－交差する気

虹幻想

太陽の賛歌

意心帰

回生

風

湖渡る風

Sun-TOYA 讃洞爺

旅ひとり

女

残留応力

地殻・原始の海

SHOWEN

Muse

うつろひ

月の光

復活

風景の王国

円錐形にえぐられた立方体

ひまわり

洞照

波遊

風の音 '92

I was（過去）…I will（未来） 

Summer

星との交感

夢洞爺

輪舞

1.1.√2　12 の八角台形

風待ち

胞

STONE BOY-KAZE（TOYA）

春遊台

起源 -湖上に向かって

月

ホベツクビナガリュウ

馬の銅像

西忠義像

鈴木清像

沢茂吉像

トピアリー（リス）

トピアリー（あざらし）

トピアリー（ふくろう）

トピアリー（クマ）

リズム

躍動

ソーセージぐるぐるの像

岩永右八翁像

おはなし

草笛

HARVEST

豆のモニュメント

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

新冠町電話調査より

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

坂坦道 http://www.atelier-sora.jp/album_2/(2012/3/25)

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

鹿追町電話調査より

鹿追町電話調査より

鹿追町電話調査より

鹿追町電話調査より

大樹町電話調査より

本別町電話調査より

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)

鋳物のある風景 http://bluecat.web.infoseek.co.jp/scape/scape.htm(2012/3/25)
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No 作品名 データベース情報源 画像提供元
武田義清銅像

和重地愛

一円融合

月形清像

画像なし

画像なし

画像なし

1121

1122

1123

1124

本郷新記念 http://www.hongoshin-smos.jp/sculpture/address.html(2012/3/25)

プチたび http://puchitabi.jp/shimauma/2009/11/deepvol12-1.html(2011/11/14)

弟子屈町電話調査より

弟子屈町電話調査より

羅臼町電話調査より
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