公開動画タイトル一覧
NO.

タイトル
さっぽろ雪まつり 秘蔵映像公開（１）
1

2

3

【発見】秘蔵フィルムに収められた歴史の真実

1953(昭和28)年 開催 第４回さっぽろ雪まつり「大雪像の た大雪像の原点とは？

制作
▽今日ではお馴染みとなっ

▽今では想像もつかない大人気の雪まつり行事と

原点作品」

は・・・？

さっぽろ雪まつり 秘蔵映像公開（２）

【驚愕】秘蔵フィルムに収められた歴史の真実▽裏方スタッフに着目！雪像

1957(昭和32)年 開催 第８回さっぽろ雪まつり「会場行事 準備＆開幕準備・作業風景点描

▽上空にヘリ飛来!?

に観衆熱狂!?」

い白熱の人気行事とは・・・！

さっぽろ雪まつり 秘蔵映像公開（３）

【熱狂】秘蔵フィルムに収められた歴史の真実

1958(昭和33)年 開催 第９回さっぽろ雪まつり「○○○に メラ愛好家の熱狂ぶりに驚愕
の有名人の来場に観衆大興奮!?

さっぽろ雪まつり

大雪像鑑賞だけじゃない！

冬の札幌

Sapporo in winter

「情景スケッチ」

今では想像もつかな

▽熱烈歓迎！時

6

▽日本新三大夜景の魅力とホワイトイルミネー

ション ▽エキサイティング編：爆走そり滑り大会＆国内最大級：全⾧200

7

8

9

HTB北海道テレビ放送

2017年の「雪のHTB広場」大雪像、「奈良・興福寺 中金堂」とそのプロ
ジェクションマッピングを大公開！

2018年 奈良・薬師寺 大講堂

HTB北海道テレビ放送

2016年の「雪のHTB広場」大雪像、「2016年3月26日開業！ 北海道新幹線」
とそのプロジェクションマッピングを大公開！

2017年 奈良・興福寺 中金堂

J:COM札幌

2015年の「雪のHTB広場」大雪像、「春日大社・中門」とそのプロジェク
ションマッピングを大公開！

2016年3月26日開業！ 北海道新幹線

J:COM札幌

J:COM札幌

Ｍのチューブスライダーとは！
2015年 春日大社・中門

J:COM札幌

雪と氷の世界を体感できる歴代公式会場のアト

ラクションを資料映像で紹介
映像と音楽で綴る冬の札幌

J:COM札幌

▽美女モデルを取り巻くカ

▽冬の女王ら会場に現わる

熱い視線!?」

4 「冬のアクティビティ満喫！歴代会場一挙紹介」

5

説明文

HTB北海道テレビ放送

2018年の「雪のHTB広場」大雪像、「奈良・薬師寺 大講堂」とそのプロ
ジェクションマッピングを大公開！

HTB北海道テレビ放送

2019年 届いたあたり前が届ける喜び。～今日も走るレッ 2019年の「雪のHTB広場」大雪像、「届いたあたり前が届ける喜び。～今日
10 ドベア～
2020年 ウポポイ（民族共生象徴空間）2020.4.24 OPEN
11

も走るレッドベア～」とそのプロジェクションマッピングを大公開！
2020年の「雪のHTB広場」大雪像、「2020年 ウポポイ（民族共生象徴空
間）2020.4.24 OPEN」とそのプロジェクションマッピングを大公開！

市民雪像 市民が作るさっぽろ雪まつり

HTB北海道テレビ放送

HTB北海道テレビ放送

さっぽろ雪まつりの歴史は1950年に中学生や高校生が大通公園に作った6つ
の雪像が始まり。その伝統は、今でも家族や友人、仕事仲間が集まって作る

12

「市民雪像」として受け継がれている。ユニークな雪像や、時代を反映した STV札幌テレビ放送
ものなど、大雪像にも引けを取らない力作揃い。
昭和のさっぽろ雪まつり①

昭和29年（1954年）の第5回、昭和31年（1956年）の第7回、昭和33年
（1958年）の第9回雪まつりの様子を収録。当時の市電の走りや雪まつり大

13

通会場、雪像の様子、仮装行列、市内の高校や自衛隊の音楽隊などのパレー STV札幌テレビ放送
ドが、大勢の市民を喜ばせた。
昭和のさっぽろ雪まつり②

昭和44年（1969年）の第20回雪まつりの様子。大雪像のテーマを公募し9基
が制作された。この年は1月中旬まで雪不足で、岩見沢方面から雪を輸送し

14

て開催にこぎつけた。会場には仁王像などの雪像の他、オリンピックアーチ

STV札幌テレビ放送

もあり、1972年の札幌オリンピックに向けた活気も伝わってくる。
食も祭りの魅力です

2020年の雪まつりでは、食の広場（大通会場6丁目）に21店が出店。北海道
のソウルフード「ジンギスカン」や磯の風味抜群の大きなムラサキウニを2

15

個使い、ご飯もウニを入れて炊いた「うにごはん」など、北海道自慢の味

STV札幌テレビ放送

が、たくさん並んだ。
大雪像作り 匠の技

2014年大通会場４丁目・STV広場の大雪像「ウインタースポーツ天国、北海
道！」スキージャンプ、アイスホッケー、スピードスケート、フィギュアス
ケートなど雪国北海道の代表的なウインタースポーツを表現。制作にあたっ STV札幌テレビ放送
た陸上自衛隊さっぽろ雪まつり協力団のべ2000人の皆さんが、まさに匠の技

16

で作り上げている。
煌びやかな氷像たち

2019年のすすきの会場。さっぽろ雪まつりのメイン会場・大通公園から歩い
て20分ほど。東京以北最大の歓楽街「すすきの」も、雪まつり一色に染ま

17

る。「氷を楽しむ」をテーマに、すすきのを貫く駅前通りに並んだ約60基の STV札幌テレビ放送
氷の像がネオンに輝きながら、見ている人の心を幻想的な世界へと誘ってく
れる。

公開動画タイトル一覧
NO.

タイトル

説明文

新聞と写真で振り返る「20世紀のさっぽろ雪まつり」
18 第１回～第５回（1950年～1954年）

1950年から1954年に開催された「さっぽろ雪まつり」の様子を、当時の北海

新聞と写真で振り返る「20世紀のさっぽろ雪まつり」
19 第6回～第10回（1955年～1959年）

1955年から1959年に開催された「さっぽろ雪まつり」の様子を、当時の北海

新聞と写真で振り返る「20世紀のさっぽろ雪まつり」
20 第11回～第13回（1960年～1962年）

1960年から1962年に開催された「さっぽろ雪まつり」の様子を、当時の北海

新聞と写真で振り返る「20世紀のさっぽろ雪まつり」
21 第14回～第15回（1963年～1964年）

1963年から1964年に開催された「さっぽろ雪まつり」の様子を、当時の北海

新聞と写真で振り返る「20世紀のさっぽろ雪まつり」
22 第16回～第18回（1965年～1967年）

1965年から1967年に開催された「さっぽろ雪まつり」の様子を、当時の北海

新聞と写真で振り返る「20世紀のさっぽろ雪まつり」
23 第19回～第20回（1968年～1969年）

1968年から1969年に開催された「さっぽろ雪まつり」の様子を、当時の北海

24

道新聞に掲載された記事と写真で振り返ります。

道新聞に掲載された記事と写真で振り返ります。

道新聞に掲載された記事と写真で振り返ります。

道新聞に掲載された記事と写真で振り返ります。

道新聞に掲載された記事と写真で振り返ります。

道新聞に掲載された記事と写真で振り返ります。

貴重映像！さっぽろ雪まつり創世期

HBC所蔵のフィルム映像で雪まつりの始まりを紹介。

超精細！雪まつり名建築大雪像【ヨーロッパ＜前編＞】

大通会場7丁目にHBCが制作したヨーロッパの名建築をモチーフにした大雪

制作

北海道新聞社

北海道新聞社

北海道新聞社

北海道新聞社

北海道新聞社

北海道新聞社
HBC北海道放送

像を紹介。
・ギリシャ
・フランス

25

・英国

HBC北海道放送

・オランダ
・西ドイツ
・スペイン
超精細！雪まつり名建築大雪像【ヨーロッパ＜後編＞】

HBC国際親善広場に作られたヨーロッパの名建築をテーマにした大雪像を紹
介。
・オーストリア
・イタリア
・ベルギー

26

HBC北海道放送

・ノルウェー
・スウェーデン
・フィンランド
・ポーランド
超精細！雪まつり名建築大雪像【アジア編】

HBC国際親善広場に作られたたアジアの名建築をモチーフにした大雪像を紹
介。
・タイ
・韓国
・中国

27

HBC北海道放送

・インド
・マレーシア
・フィリピン
・マカオ
超精細！雪まつり名建築大雪像【アフリカ・オセアニ

大通会場7丁目にHBCが制作した世界の名建築をテーマにした大雪像を紹

ア・アメリカ編】

介。
・エジプト
・ブラジル

28

HBC北海道放送

・カナダ
・オーストラリア
・米国
29

懐かしい昭和の札幌・冬の暮らし

HBC所蔵のフィルム映像で札幌市民の暮らしを紹介。

HBC北海道放送

公開動画タイトル一覧
NO.

タイトル

説明文

「あなたの知らない札幌の街と雪まつり」

1961年（第12回）～1970年（第21回）

映像で振り返る

UHBに残る白黒フィルムで撮影された一番古い雪まつり映像です。

さっぽろ雪まつり

白黒フィルム 1960年代

30

制作

駅前パレードの様子やビル群が建つ以前の大通公園など、当時の札幌の街並
みも記録されていました。さらに、大通会場で行われたモデル撮影会や、実 UHB北海道文化放送
物のペンギンなどを展示する＜動物園コーナー＞、街の中心部で上げられる
花火ショーなど、貴重な映像が盛りだくさん！

「札幌冬季オリンピックと国際化」

1971年（第22回）～1980年（第31回）

映像で振り返る

カラー16ミリフィルムで記録された雪まつり映像です。

さっぽろ雪まつり

カラーフィルム 1970年代

31

雪まつり会場で行われた札幌冬季オリンピックの聖火・集火歓迎会や、真駒
内会場で子供たちに人気を博したシャンシャン馬そり。第一回の国際雪像コ UHB北海道文化放送
ンクール、お面や風船を売る出店の様子など。発展する札幌の街と、巨大
化・精密化する雪像たちの記録をお楽しみください。

「50回を越えて！進化を続ける雪国の祭典」

1981年（第32回）～2010年（第61回）

映像で振り返る
さっぽろ雪まつり

VTR

1980年以降

VTRに収められた雪まつりの映像。また、この時代から現場の音声も収録さ
れています。

32

雪まつり前夜祭やフィナーレで盛り上がる会場の様子、真駒内会場の夜間の

UHB北海道文化放送

ライトアップ。雪遊びが満載のさとらんど会場が新設された様子などが登場
します。
「ミスター大雪像が語る
映像で振り返る
33 さっぽろ雪まつり

制作秘話」

自衛官時代から大雪像づくりに関り、退官後も市民ボランティアとして⾧年
に渡り大雪像の制作隊⾧などを務め、通算31基もの大雪像をつくりあげた井

大雪像づくり秘話

出久さん。〝ミスター大雪像〟と呼ばれた井出さんにその苦労や、雪像づく UHB北海道文化放送
りに込めた思いを伺いました。

34

「こんな企画もあったのだ！さっぽろ雪まつりの横顔」

かつてUHBが大通会場でお届けしたフリースタイルスキーのショーの様子

映像で振り返る

や、UHBのニュース番組で放送した雪まつり企画など、ちょっと違った視点

さっぽろ雪まつり

サイド・ストーリー

市民雪像ヒストリー早わかり

から見たさっぽろ雪まつりの「 サイド・ストーリー」をご紹介します。

UHB北海道文化放送

1992年（第43回）から2020年（第71回）開催まで市民雪像の貴重な懐かし
映像を一挙公開。さっぽろ雪まつりでは市民のグループが思い思いのテーマ
で制作する小雪像も楽しむことができます。過去の映像より傑作、個性的な さっぽろ雪まつり実行委員会
市民雪像作品をご紹介します。制作された当時の人気者や世情を表す市民雪

35

像を見れば、きっとあなたも懐かしくなるはず。
美しき国際雪像コンクールヒストリー

1992年（第43回）から2020年（第71回）開催までの国際雪像コンクールの
貴重な懐かし映像を一挙公開。過去の国際雪像制作シーンから、昨年の入賞
作品までを紹介します。1974年から開催されている国際雪像コンクールは会

36

期中に雪像制作が行われ、訪れる観光客と各国選手が交流を楽しんでいる様

さっぽろ雪まつり実行委員会

子も映像の見どころの一つです。国際色豊かな国際雪像の完成度の高さに、
きっと驚かれること必至！
懐かしい！迫力満点！真駒内会場の賑わいの様子

1963年に開催された「真駒内スノーフェスティバル」がきっかけとなり1965
年より第2会場となった真駒内会場。1992年（第43回）から2005年（第56
回）に閉幕するまでの懐かしい映像を一挙公開。巨大な大雪像が横並びで見 さっぽろ雪まつり実行委員会
ることができる真駒内会場の映像は迫力満点です。大雪像とセットになった

37

巨大滑り台を楽しむ子どもたちの様子も映像の見どころです。
街の明かりに輝くすすきのアイスワールドの今昔

1981年に開催された「すすきの氷の祭典」がっきっかけとなり1983年より第
3回会場となったすすきの会場。2020年（第71回）まで貴重な懐かし映像を

38

公開。すすきの街の明かりに光り輝く氷像は他会場と異なる独自の世界観を さっぽろ雪まつり実行委員会
見せてくれます。魚やカニの氷漬け展示の様子も見どころの一つです。
札幌の冬を満喫！さとらんど・つどーむ会場映像

2006年（第57回）から2008年（第59回）開催のさとらんど会場、2009年
（第60回）以降開催のつどーむ会場の映像を一挙公開。チューブスライダー
やスノーラフト、雪の迷路などいろいろな冬のアクティビティーをご紹介し さっぽろ雪まつり実行委員会
ます。広い会場を思いっきりはしゃぎまわるたくさんの子ども達の様子に癒

39

されます。迫力満点のチューブスライダーも見どころの一つです。

40

大通公園にスケートリンク登場！Ｊ：COMひろばスケー

2008年（第56回）開催から行われている大通1丁目Ｊ：COMひろばのスケー

トリンク紹介

トリンク映像を公開。晴天の日中、そしてイルミネーションで照らされた幻
想的な夜のスケートリンクを手をつなぎ楽しそうに滑る親子、カップルの様 さっぽろ雪まつり実行委員会
子に癒されます。北海道の食を楽しむことができる、1丁目飲食コーナーの
紹介映像もあります。

公開動画タイトル一覧
NO.

タイトル

説明文

制作

さっぽろ雪まつり大通会場の大雪像、氷像の制作風景を紹介。雪像制作の為
の雪が会場に運び込まれるのは年が明けてから一週間ほど経った頃、10トン
41 大通会場 大雪氷像制作風景

トラックで約3000台分の雪が札幌郊外や近隣の町や山から運び込まれる。運
び込まれた雪の枠への積み込み、粗い削り出し、次第に細かい手作業へと工

さっぽろ雪まつり実行委員会

程が進む。雪像が精巧、緻密に作られて行く様子には目を見張るものがあ
る。
大通会場大雪像ヒストリー

第43回（1992年）から第71回（2020年）までの大通会場で観られた大雪像
の懐かしい映像を公開。世界各国の建造物や日本の歴史的建造物、城、神社

42

仏閣、また北海道の動物やスポーツをテーマにした大雪像が次々と登場しま さっぽろ雪まつり実行委員会
す。
夜の大通会場大雪氷像ヒストリー

第43回（1992年）から第71回（2020年）までの夜の大通会場で観られた大
雪像や氷像の映像を公開。冬の夜空に浮かび上がる純白の大雪像はただそれ
だけでも雪像独自の雰囲気を醸し出し、照明で色をのせることにより幻想的

43

になる。そして大通会場の夜は氷像が特に美しい。あの夜に観た輝きに再会

さっぽろ雪まつり実行委員会

できるかもしれない。
メイキングオブチューブスライダー／第71回（2020年）

高さ7m、全⾧70m、幅30mの巨大チューブスライダーの1月5日雪積から1月
29日完成までを記録したタイムラプス映像を公開！晴れの日も、カメラに雪
がこびりつくような吹雪の日も雪まつり開幕に向けて取り組む制作関係者と さっぽろ雪まつり実行委員会
大活躍する重機たちの映像は感動ものです。お子様が大好きな油圧ショベ

44

ル、タイヤショベル、ロータリー除雪車、ダンプなど重機が大活躍します。
～伝承の技術～陸上自衛隊による大雪像制作紹介（第71

第71回（2020年）開催のさっぽろ雪まつりでは、陸上自衛隊の皆様により2

回さっぽろ雪まつり）

基の大雪像が制作されました。設計図・模型制作から仕上げまでの制作過程
を一挙にご紹介します。大雪像を緻密に仕上げていく陸上自衛隊伝承の技術

45

に驚くはずです。そして大雪像制作にかかわる隊員の皆様の熱い思いも感じ 陸上自衛隊
ることができます。この映像は2020年開催期間中に陸上自衛隊・雪まつり広
報ブースで使用されていたものになります。

