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章
グラビア2
　札幌市豊平川さけ科学館1984年10月6日開館

　建築家の田上義也氏の設計で、 2 匹のサケ稚魚が向かい合い、 中央には豊平川の流れをイメージ

したブルーとパープルのステンドグラスが配された印象的なデザイン。 外観はログハウス調で地上 1

階、 地下 1 階の構造は現在も当時のままです。 市民が観察しやすいようドーナツ型に造られた回遊池 

（現在のかんさつ池） も同じ形で利用されています。 当時のデザインには、 カムバックサーモン運動の

新たな出発点として、 川の環境を守っていく象徴の施設となるようにという想いが込められています。 
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　さけ科学館は、「サケの学習施

設として」、また「市民のふ化場と

して」建設されました。

　本館展示ホール奥の空間（現

在は飼育展示室）は、開館当初に

はサケ仔魚を飼育する養魚池が

設置されていました。

　地下かんさつ室には、開館年

の10月にはサケ（シロザケ）の

みが展示されていました。サケ

のシーズンオフも展示を見てい

ただけるよう、サケ科魚類の導

入を進め、現在では約20種類の

サケの仲間を観察することがで

きます。

▼1984年サケのみが展示されていた

　地下かんさつ室

▼サケ科魚類の導入を進め、

　1986年には16種のサケ科魚類を展示した

▼本館に設置されていた養魚池

�
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　カムバックサーモン運動の当初から開催されてい

た、豊平川にサケの稚魚を放流する式典「豊平川サ

ケ壮行会」は、1985 年以降さけ科学館に引き継がれ、

その後 1988 年から「サケ稚魚体験放流」と名称を変

え現在まで引き継がれています。写真は1986年4月26

日、サーモンスクール放流式を兼ねた第8回豊平川サ

ケ壮行会の様子。会には板垣武四札幌市長や、カム

バックサーモン運動で中心となって活躍された、吉崎

昌一さん（さっぽろサケの会初代代表）も出席した。

▼板垣市長
▼

吉﨑昌一さん

�
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▼

1994年10月9日

　サケの採卵実習に参加する子どもたち

▼1993年7月25日

　真駒内川・川の自然観察会

▼1994年10月30日

　豊平川サーモン・ウォッチング

サケや水辺の

生き物を楽しく

学ぶ実習は、

今も昔も子どもたちを

夢中にさせます。

�
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　さけ科学館のイベント・実習は、多くの

ボランティアに支えられて運営しています。

写真は2001年サケ稚魚体験放流の様子
▼

放流するサケ稚魚を池からすくう作業風景

▼

サケ稚魚をコップに入れる作業を手伝う子どもたち

▼ 放流するサケ稚魚を市民に配るボランティア

▼サケの海での回遊図看板の前で記念撮影するボランティアと職員

▼サケ稚魚の放流水路をボランティアの方々と掃除する

�



グラビア
第    

章
2

▼1993-1999年

　鴨々川鯉管理業務

飼育のノウハウを生かした受託事業
▼

1999年11月  岡山県のデパート（天満屋）で開催された北海道物産展におけるサケ科魚類の出張展示��
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▼

20周年事業

　「さっぽろのサケ パネル展」

　札幌市内5区の区民センターロビーで巡回展示

メモリアル事業

▼

2004年 9月4日～ 9月26日

　20周年事業「さっぽろ・サケ月間」

　第1回「さっぽろサケフェスタ」9月26日

▼2003年8月24日

　累計来館者200万人達成

▼

20周年事業

　シンポジウム

　「もっと知ろう！考えよう！サケのこと・札幌の自然のこと」

　札幌市男女共同参画センターホールにて9月24日実施

▼

2005年　さけ科学館本館展示ホール改修工事

��
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2 豊平川に遡上するサケの調査研究

▼2003～ 2012年度

　サケ稚魚の脂びれを切って

　放流する標識放流調査。

　遡上した親ザケのホッチャレ（死体）を

　拾い、脂びれの有無を記録して

　野生魚と放流魚の割合を調べた

▼2003年11月6日

　豊平川におけるサケの生残率調査

　卵の埋設

▼

2004年3月28日

　豊平川におけるサケの生残率調査

　稚魚浮上の確認

▼2004年9月2日、7日

　豊平川2004年遡上サケ第1号捕獲の様子。

　この業務は毎年行っている

��
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メモリアル事業

▼

2014年11月3日　さけ科学館開館30周年記念フォーラム

　豊平川と野生サケを考える　札幌国際ビル国際ホールで開催

▼
2008年5月4日

　カムバックサーモン運動以降の

　豊平川サケ稚魚総放流数1000万尾達成

▼2013年9月23日

　さっぽろサケフェスタ10周年

▼

2015年1月28日　サケ稚魚標識放流調査と

　「札幌ワイルドサーモンプロジェクト(swsp)」の

　取り組みが評価され、

　第6回さっぽろ環境賞優秀賞受賞

��
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　さけ科学館は、地域の大学、市民団体、

研究機関、地域のお祭りなど、様々な団体

等とコラボレートした事業を行っています。

▼2010年8月18日

　札幌市公園緑化協会（さけ科学館指定管理者）と

　酪農学園大学「連携と協力に関する協定」

▼2008年7月11日

　「真駒内川ミニすいぞくかん」を

　真駒内川水辺の楽校と共同で実施

▼2009年12月5日～ 2010年2月11日

巡回企画展

「川と海を旅する魚たち」

水辺の教育メディア研究会、

埼玉県立川の博物館、

佐賀県立宇宙科学館と

共同で開催され、

大学や研究機関、民間会社など

さまざまな機関の

バックアップ体制により開催

▼

2014年9月23日

　さっぽろサケフェスタは、大学、研究機関、

　市民団体など様々な団体等とともに運営しています。

　写真中央は水産総合研究センター

　北海道区水産研究所のマスコット、ふっくん

▼

2010年7月24日～ 9月26日

　サケ缶誕生100周年記念展示「サケ缶に学ぶサケのひみつ展」

　マルハニチロホールディングスと共催で実施

▼2014年8月6日

　「2014サイエンスパークこどものための科学の祭典」で、

　ＣＩＳＥネットワークの一員としてサケトランクキットを紹介。

　リアルなサケハットを楽しそうにかぶる子ども

��



330330開館  　周年記念誌3030
札幌市豊平川さけ科学館

　さけ科学館は、2011年に天皇陛下、

2004年に紀宮様にご見学いただい

ております。

▼2011年9月10日　天皇陛下ご来館

　さかな館では、札幌近郊に生息する

　ハゼ科魚類をとても興味深くご覧になられました

▼

2014年7月20日

　サッポロ豊平川イカダ下りの会場で

　豊平川に生息する生き物の水槽展示とタッチプールを

　出展して参加。1975年に始まった豊平川イカダ下りは、

　この年その歴史に幕を下ろした

▼2004年2月12日　紀宮様ご来館 ��


