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Ⅰ期 

戦後改革・ 

制度整備期 

（'45～'55） 

・1945 年 7 月 14･15 日北海道空襲：●日本戦災遺族会『昭和 52 年度調

査報告書』pp.8-9、●北海道空襲を記録する会編『悲しみの夏』pp.6-18

（概説）、30-37（函館）、p.154（犠牲者地図）、●室蘭地方史研究会

『室蘭戦災誌』1983 年、pp.134-135、根室、釧路、○経済安定本部『太

平洋戦争による我国の被害総合報告書』1949 年（国立国会図書館蔵）  

・1945 年建物疎開：●「土木部道路課   建物疎開ニ関する事項」（『A7-1 

1736 長官事務引継書 昭和二十一年二月』pp.377-378）、○北海道庁札

幌土木現業所「建物申告書 第二次疎開」「疎開建物除却命令 第二

次」（道立文書館蔵）、○札幌市議会「南四条建物疎開地跡違法取消

請求訴訟」1949 年（札幌市公文書館蔵）  

・1945～1947 年町内会・部落会の扱い：○北海道庁「町内会、部落会

と其の常会の開き方」1941 年（道立図書館蔵）、●「町内会部落会指

導ニ関スル件」『A7-1 1714 長官事務引継書 昭和二十年四月』p.81、

●北海道庁訓令第 17 号（1946.2.24）2p、戌社教第 412 号（1946.12.5）

1p、通牒亥地第 420 号（1947.3.25）1p 

・1945 年米軍の進駐：●「土木部道路課   一 進駐軍関係工事ニ関ス

ル件」（『A7-1 1736 長官事務引継書 昭和二十一年二月』pp.375-377、

●「昭和 20 年 10 月 事務引継書 経済第二部 生活物資課   進駐軍

ニ対スル土産品確保ニ関スル件／懸案事項 北海道土産品協会（仮称）

設置ニ関スル件」（『A7-1 1716 長官事務引継書』pp.232-236）、●「昭

和 20 年 10 月 事務引継書 警察部 保安課   進駐軍関係特殊慰安施

設ノ状況」（『A7-1 1716 長官事務引継書』p.545）、○北海道農業試験

場「進駐軍用土地貸借契約綴 地方費 真駒内」1946 年（道立文書館

蔵）、●「米軍の進駐（当時の回覧板）」室蘭地方史研究会『室蘭戦

災誌』1983 年、pp.271-279、●北海道衛生部「千歳町を中心とする保健

衛生上の諸問題について」1953 年、pp.16-23 

・1945 年復興住宅対策：●「昭和 20 年 10 月 事務引継書 内政部援

護課 住宅復興対策ニ関スル件ほか」（『A7-1 1716 長官事務引継書』

pp.120-122）、●「亥建第 238 号」（住宅緊急措置令の運用について）

『北海道広報』1947.2.11、pp.244－245 

・1946 年特別都市計画法制定（戦災復興都市計画）および戦災都市指

定（全国 115 都市・道内 4 都市／根室市、函館市、釧路市、本別町）

：●「特別都市計画法」条文、pp.1-16、●内閣告示第 30 号、pp.1-5 

・1946･7 年闇市：●「警察部防犯課   四 闇市場取締状況ニ関スル件」

（『A7-1 1736 長官事務引継書 昭和二十一年二月』p.459）、●「警察

部七 本年度資材取締方針 (1) 物価取締の状況」（『A7-1 3633   長
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官事務引継書 昭和二十二年二月（２分割の２）』pp.361-363）  

・1950 年住宅組合設立（事例）：●北海道大学職員住宅組合設立認可

申請関係書類、pp.1-50 

・1952 年道内初の民衆駅（札幌駅・札幌ステーションデパート）：○

札幌駅百年史編さん委員会編『札幌駅百年史』1980 年（道立図書館蔵） 

・1953 年弾丸道路（道内初のアスファルト舗装）完成：○「北海道ス

タンダードが全国へ それは「弾丸道路」から始まった」『WEB 広報

誌かいはつグラフ』2011 年 1 月、○北海道道路史調査会編『北海道道

路史』1990 年（道立図書館蔵）  

・1954 年札幌市清掃条例（馬糞条例）：●和田義雄「馬糞風」札幌市

教育委員会編『さっぽろ文庫３  札幌風物詩』札幌市、 1978 年、

pp.124-129 

Ⅱ期 

高度成長期 

（'55～'75） 

 

 

・1958 年売春防止法施行：○桑原りん児「売春婦の生態についての調

査研究」『北海道衛生統計』第 2 巻第 10 号、1950 年（道立図書館蔵） 

・1958 年道内初のスーパーマーケット（帯広フードセンター→ダイイ

チ）開店：○「スーパー  互いに切磋琢磨し発展」十勝毎日新聞（2000

年 5 月 23 日）  

・1959 年大型団地形成開始：●北海道住宅都市部総務課開発事業室『住

宅団地の開発ー真駒内・大麻・北広島団地開発の記録ー』1991 年、

pp.3-28、○国土交通省『全国のニュータウンリスト』平成 30 年 6 月作

成（北海道分 148 件抽出予定）  

・1964 年道央新産業都市指定：●北海道「道央地区新産業都市建設基

本計画」1964 年、pp.1-17、●北海道企画部「新産業都市建設関係資料」

1968 年、pp.1-5、pp.10-12、pp.15-21 

・1967 年北海道町内会等連絡協議会（のちの北海道町内会連合会）発

足：●杉岡直人「北海道の町内会の歩みと課題」北海道町内会連合会

『道町連 20 年の歩みと展望  』1998 年、pp.16-27 

・1968 年都市計画法改正：○北海道住宅都市部都市計画課「北海道都

市計画地方審議会  都市計画決定承認書（市町村）」1969～1973 年（道

立文書館蔵）  

・1969 年北海道公害防止条例制定：○北海道企画部公害課編『北海道

公害防止条例及び同施行規則』1970 年（道立図書館蔵）、●「公害に

ついて」北海道『道政についての世論調査結果報告〔都市環境〕』1971

年、pp.18-25、●北海道衛生部『北海道の大気汚染調査測定結果報告』

pp.49-85、●札幌市清掃部『札幌市における大気汚染についての調査研

究』1960 年、pp.1-41 

・1971 年札幌市営地下鉄開業：○大刀豊「地下鉄誕生」札幌市教育委

員会編『さっぽろ文庫 11 札幌の駅』1979 年  

・1971 年道内初のコンビニ（セイコーマート・札幌市）開店：○小川



正博編著『北海道の企業』北海道大学出版会、2005 年（道立図書館蔵） 

・1972 年旭川買物公園（恒久的歩行者天国）：○旭川市商工部商工振

興課『旭川買物公園』1970 年（道立文書館蔵）  

Ⅲ期 

低成長期あるい

は安定成長期 

（'75～'95） 

・1976 年宅配便開始：○「宅配便取扱個数の推移」ヤマト HD の HP（「マ

ーケットデータ」）  

・1989 年脱スパイクタイヤ：●北海道「脱スパイクタイヤ推進条例」

『法令解説資料総覧』100 号、1990 年、pp.71-85 

Ⅳ期 

構造改革期 

（'95～'03） 

・1998・2000 年まちづくり三法施行（改正都市計画法、中心市街地の

活性化に関する法律、大規模小売店舗立地法（2000 年））：●北海道

「大規模小売店舗立地法届出状況一覧」地域経済局中小企業課 HP、○

経済産業省「大規模小売店舗立地法（大店立地法）の届出状況につい

て」（各年版）HP、○「北海道福祉のまちづくり条例」1997 年、○北

海道ニセコ町「情報共有化条例"をステップにまちづくり条例制定へ」

ぎょうせい編『晨』18（5）、1999 年、pp.29-31（国会図書館蔵）、○

「北海道の地方都市計画 2」『日本建築学会北海道支部研究報告集』  

71、  1998 年（道立図書館蔵）  

・2002 年都市計画提案制度：○北海道「都市計画法に基づく都市計画

の提案制度について」建設部都市計画課 HP 

通史  ・都市人口：市町村（市部・郡部別）人口（国調）の推移（作成予定） 

・市町村合併と市域の拡大（作成予定）  

・通勤・通学圏の拡大（作成予定）  

・道路舗装率：北海道道路史調査会編『北海道道路史』1990 年  

・都市交通：長南敏雄『セピア色が語る札幌市電』所収の年表（抄）

pp.16-176 から要約予定  

・上水道：北海道保健環境部衛生施設課『平成 4 年 北海道の水道』

（市町村別の開始年の集計が必要）、「水道及び下水道の普及状況」

北海道統計協会『北海道統計 110 年の歩み』1995 年、pp.185-187 

・下水道：北海道土木協会『2004 北海道の下水道』（市町村別着工

時期（エクセル作成予定）と普及率の推移（グラフあり））、北海道

住宅都市部公園下水道課『北海道下水道こぼれ話』1988 年、pp.8-11、

pp.45-48、pp.124-129 

・清掃・廃棄物処理：神山桂一「清掃のあゆみ」（抄）『札幌市教育

委員会編『さっぽろ文庫 91 ごみとリサイクル』札幌市、1999 年、

pp.26-50、「リサイクルに関する集計表（北海道市長調査（平成 9 年 10

月調査））」『第 22 回北海道都市問題会議 環境を育てるリサイクル

とまちづくり』北海道市長会・北海道都市学会・富良野市、1997 年、

pp.58-61 

・除雪：岡田光夫「除雪の歴史」札幌市教育委員会編『さっぽろ文庫

75 札幌の冬』札幌市、1995 年、pp.10-23 



・都市公害：北海道企画部公害課『公害防止条例集  2』、札幌市煤煙防

止対策委員会『煤煙防止に関する調査資料』  

・都市公園：北海道建設部都市計画課「都市公園整備水準調書（昭和

51～平成 15 年度）」（エクセルデータ）および『北海道都市公園の年

度別現況調書  昭和 35 年度末〜昭和 50 年度末』（要チェック）から時

系列データ作成予定  

・町内会：北海道町内会連合会『道町連 30 年の歩みと展望』2008 年、

北海道町内会連合会『市区町村町内会・自治会連合組織 基本調査報

告書』2000 年、pp.9-38、  

 




