
北方資料展 

 

                    と き：平成 27年 12月 26日（土）～平成 28年 2月 14日（日） 

ところ： 北方資料室展示コーナー 

 

 初場所で大関琴奨菊が、日本出身力士として 10 年ぶりに優勝したのは記憶に新しいところですが、 

大相撲に限らず、世の中には古今東西、様々な番付表があるものです。「難読地名番付」「温泉番付」「長

寿企業番付」など、北海道ならではの興味深い番付表や、いろいろなランキング本を集めました。 

ひととき、お楽しみください。 

No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
請求記号 

資料番号 

  ●●● 番付表 ●●●   

1 

難読地名番付表 蒙御免 北海道場所 

 栄屋旅館∥行事 ［辻谷 守∥製作］ ［田巻 恒利∥撰］ 弟子屈町（釧路）  

弟子屈欧羅巴民藝館 1998 1枚 42×30cm（折りたたみ 30cm） 

  道内難読地名 50箇所 裏面：難読読み問題、難読書き問題  

P291.034/NA 

1111074215 

2 

北海道百番附 一名北海道早わかり 

 札幌 太陽 1972．9 43p 27cm  矢谷重芳 大正 7年刊の復刻版． 

月刊『クオリティ』カラー別冊『現代北海道の 100人』特別付録 

  内容：金満家番附．札幌芸妓番附．小樽芸妓番附．函館芸妓番附．旭川芸妓番 

附．郡村面積番附．牧場面積番附．あべこべ番附．芸娼酌婦番附．主要産物番 

附．鉱山番附．北海道一番附．名所旧跡番附．民間政治家番附．漁業家番附． 

料理店番附．旅館番附．碁客番附．柔剣客番附．大中学校番附．小学校番附． 

山岳番附．河川番附．ない盡し番附．より盡し番附．数字格言番附．好き嫌ひ番 

附．府県来住番附．各駅お客番附．軍人番附．銀行会社番附．輸出品番附．輸 

入品番附．北海詩番附．北海歌番附．食物番附．松前追分番附．珍地名番附． 

珍苗字番附．開拓功労者番附．区町村人口番附．農場番附 

302/HO/ｲ 

1100255833｡ 

3 

決定版北海道ホンモノの温泉 

 松田 忠徳∥著 札幌 寿郎社 2003．12 254p 21cm 

 ＊巻頭：北海道温泉番付 

291.09/KE/ｲ 

1109344356 

4 

アイヌ語地名研究 10 

  苫小牧 アイヌ語地名研究会 2007.12 

  ＊ｐ145-148：「北海道山川番付」（渡辺隆著） 

    ｐ148：番付表 行司：松浦武四郎、間宮林蔵、近藤重蔵 

北方雑誌 

1209501533 

5 

雪合戦 7 号 

  壮瞥町（胆振） 日本雪合戦連盟 1999.12 

  *ｐ3：平成 11年番付表    

第 11回昭和新山国際雪合戦大会の成績を参考に作成 

北方雑誌 

1204394371 

6 

損得番付表 釧路新聞（昭和 32年版〜同 60年版） 

 釧路新聞社∥編 釧路 釧路新聞社 1986 1冊 37×42cm 「道東戦後四十年 

史」出版記念 

281.25/KU/ｲ 

1107561951 

7 

北海道現住人口番附 大正 14 年 

 北海道内務部統計課∥編 札幌 北海道内務部統計課 1925 1枚（袋入）   

28cm 

334.2/HO 

1100205598 

8 
名句番附 

 函館川柳会∥編 函館 函館川柳会 1920 1枚 53×39cm（折りたたみ 23cm） 

911.46/ME 

1103243067 

9 
「へき地指定学校」各種番付表 北海道のへき地教育 

 [出版地不明]  北海道教育庁 1958．3  ［10p］ 26cm 謄写刷 

P374/HE 

1107950931 



No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
請求記号 

資料番号 

10 

農友 18 巻 1 号 

  札幌 北海道農友会 1926.1 

  ＊ｐ64：大正十三年北海道生産物番付 

北方雑誌

1207008044 

11 

米番付表 平成 3 年度 

 ［北海道農政部農産流通課∥編集］ 北海道農政部農産流通課 1991．12 1枚 

 73×52cm（折りたたみ 37cm） 資料：北海道食糧事務所 

P611.33/KO/H3 

1109394815 

12 

クオリティ 7 巻 9 号 

  札幌 北海道財界研究所 1972.9 

 ＊ｐ28-29：〔昭和〕47年北海道経済人“今太閤”番付 

北方雑誌 

1200386595 

13 

クオリティ 7 巻 11 号 

  札幌 北海道財界研究所 1972.10 

 ＊ｐ28-29：札幌ススキノ・ママさん番付 

北方雑誌 

1200386603 

14 

番付表 平成 23 年 

 ［北海道軟式野球連盟∥編］ ［札幌］ ［北海道軟式野球連盟］ ［2011］ 1枚  

37×26cm（折りたたみ 26cm） 

P783.7/B/H23 

1112015852 

15 

番付表 平成 24 年 

 ［北海道軟式野球連盟∥編］ ［札幌］ ［北海道軟式野球連盟］ ［2012］ 1枚  

37×26cm（折りたたみ 26cm） 

P783.7/B/H24 

1112015860 

16 

番付表 平成 25 年 

 ［北海道軟式野球連盟∥編］ ［札幌］ ［北海道軟式野球連盟］ ［2013］ 1枚 

 37×26cm（折りたたみ 26cm） 

P783.7/B/H25 

1112015878 

17 

番付表 平成 26 年 

 ［北海道軟式野球連盟∥編］ ［札幌］ ［北海道軟式野球連盟］ ［2014］ 1枚  

37×26cm（折りたたみ 26cm） 

P783.7/B/H26 

1112015886 

18 

番付表 平成 27 年 

 ［北海道軟式野球連盟∥編］ ［札幌］ ［北海道軟式野球連盟］ ［2015］ 1枚 

 37×26cm（折りたたみ 26cm） 

P783.7/B/H27 

1112015894 

19 

はこだて財界 33巻 7 号 

  函館 函館財界問題研究所 2001.7 

  ＊大特集 ザ・高額納税者番付「今と昔」 

北方雑誌 

1204957573 

  

 

 

●●● ランキング本 ●●● 
  

20 

なんでもランキング北海道「Ｎａｎ Ｒａｎ300」 

 北海道アルバイト情報社∥編 札幌 北海道アルバイト情報社 1995 447p  

19cm 

041/NA 

1111024848 

21 

北海道の病院 病気別手術数ランキング 2014 

 北海道新聞社∥［編］ 札幌 北海道新聞社 2014．2 329p 26cm 『道新受験 

情報』別冊  ※最新版は閲覧室にあり 

498.16/HO/H26 

1111399455 

22 

北海道なんでもランキング 

 札幌電電サービスセンター∥編 札幌 札幌電電サービスセンター 1980．9  

54p 12cm 

P351/HO 

1110823216 

23 

メディアあさひかわ  Ｎｏ．174 

  旭川 メディアあさひかわ 2007.10 

 ＊ｐ162-164：創業 50周年以上、年商 10億円以上 上川管内大手 134社、長寿 

企業「番付」 

北方雑誌 

1209453602 

24 

財界さっぽろ 52 巻 2 号 

  札幌 財界さっぽろ 2014.1 

  ＊ｐ62-64：道内市町村所得ランキング 金持ちが多いのはこのマチだ 

北方雑誌 

1211412117 



No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
請求記号 

資料番号 

25 

ポロコ 19巻 2 号 

  札幌 コスモメディア 2015.2 

 ＊「読者が選んだ！年間グルメランキング」所収 

北方雑誌 

1211429459 

26 

クオリティ 49 巻 6 号 

  札幌 北海道財界研究所 2014.6 

 ＊ｐ120：柳森利宣の北海道宿屋塾 5 ホテルの朝食評判ランキング 

北方雑誌 

1211455819 

27 

NETT ほくとう総研機関誌 Ｎｏ．90 

  東京 北海道東北地域経済総合研究所 2015.10 

 ＊ｐ24-29：北海道・市町村「観光力」ランキング 

北方雑誌 

1211766462 

28 

suumo 注文住宅 北海道で建てる 8巻 4 号 2016冬 

  札幌 リクルート北海道支社 2015.11 

  ＊ｐ26-41：House of the year 2015 発表！住みたい家ランキング 

北方雑誌 

1211772452 

  

 

●●● 選外 ●●● 

展示ケースに入りきらなかった資料も紹介します 

  

◆ 

北海之農友 8 巻 4 号 

  札幌 北海道農友会 1916.4 

 ＊ｐ21-22：水稲裸麦品評会受賞者番附 

北方雑誌 

1207006386 

◆ 

北海道林業會報 17 巻 11 号 

  ［出版地不明］ 北海道林業会 1919.11 

 ＊ｐ41：木材消費工場番附 

北方雑誌 

1200344073 

◆ 

農友 19 巻 2 号 

  札幌 北海道農友会 1927.2 

 ＊ｐ47：大正 15年本道産繭番附 

北方雑誌 

1207007194 

◆ 

水産協会誌 1 巻 6 号 

  札幌 北海道水産協会 1933.12 

 ＊ｐ43-45：漁村「共同販売扱高番附」「漁業組合施設事業数番附」「漁業組合負 

 債番附」 

北方雑誌 

1207221332 

◆ 

炭礦 14 巻 9 号 

  札幌 北海道炭礦文化研究所 1960.9 

 ＊ｐ25：国内ニユース 出炭能率番付表 

北方雑誌 

1200019980 

◆ 

ぐるっと函館・道南おでかけＷａｌｋｅｒ 

 東京 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014．8 98p 30cm （街角ウォーカー） （ウォーカームッ 

ク Ｎｏ．473） 

 ＊「おもしろスポット再発見！道南のイイとこランキング 50」所収 

291.86/G/ 

1111298400 

 

 

 

 

≪展示資料から≫ 

 大正７年に刊行された『北海道百番附』には、当時の北海道を知ることができる、42種類の様々な 

番附表が掲載されています。それらから、各々の横綱を抜き出してみました。 

  番 附 名 横 綱〔東〕 横 綱〔西〕 

1 金満家番附 
二百万円以上 室蘭 楢崎平太郎 二百万円以上 小樽 犬上慶五郎 

 取締：五百万円以上 函館 相馬哲平，小樽 板谷営吉 

2 札幌芸妓番附 札見 おふじ 札見 栄太郎 

3 小樽芸妓番附 末見 糸八 色見 梅吉 

4 函館芸妓番附 函見 かめ 東見 五郎 

5 旭川芸妓番附 【マル】サ見 乄八 旭見 小せい 



  番 附 名 横 綱〔東〕 横 綱〔西〕 

6 
郡村面積番附 

(府県と北海道) 
97.9方里 秋田 由利郡 96.6方里 北見 上湧別村 

7 牧場面積番附 千七百万坪 十勝 前田牧場 千六百万坪 十勝 斎藤牧場 

8 あべこべ番附 日本の女は若い程派手着 西洋の女は年寄程派手着 

9 芸娼酌婦番附 函館娼妓 函館芸妓 

10 主要産物番附 12,182,731円 米 11,564,153円 石炭 

11 鉱山番附 石狩 美唄炭山 石狩 三井登川炭山 

12 北海道一番附 水泳 大学 内田正練 競走 大学 鷺山政次郎 

13 名所旧跡番附 大沼 大沼公園 上川 神居古潭 

14 民間政治家番附 札幌 村田不二三 室蘭 栗林五朔 

15 漁業家番附 厚田 佐藤松太郎 岩内 梅澤六兵衛 

16 料理店番附 札幌 東京庵 旭川 第一楼 

17 旅館番附 函館 勝田 小樽 越中屋 

18 碁客番附 初段 小樽 藤野了義 初段 小樽 和田源七郎 

19 柔剣客番附 剣道 高橋善三郎 札幌 剣道 横溝薫一 小樽 

20 大中学校番附 小樽高等商業学校 大学予科 

21 小学校番附 1,789人 函館 住吉尋高校 1,671人 札幌 女子尋高校 

22 山岳番附 6,491尺 トランウシ山 6,435尺 ホロシリ山 

23 河川番附 46.23里 雨竜川 石狩 45.15里 空知川 石狩 

24 ない盡し番附 無三四の青眼隙間がない 弁慶一度で振り向かない 

25 より盡し番附 肱鉄砲より豆鉄砲 無鉄砲より機関砲 

26 数字格言番附 七顚八倒 九死一生 

27 好き嫌ひ番附 掘抜きの湧き水 便所の跳ね返し 

28 
府県来住番附 

(大正五年迄十年) 
71,336人 宮城県 62,223人 青森県 

29 各駅お客番附 377,867人 岩見沢 275,360人 野付牛 

30 軍人番附 旅団長少将功五 橋口勇馬 旅団長少将功五 野澤悌吾 

31 銀行会社番附 2070千円 函館水電株式会社（函館） 2000千円 日魯漁業株式会社（函館） 

32 輸出品番附 菜豆 鰊搾粕 

33 輸入品番附 煙草 呉服太物 

34 北海詩番附 

海上寒析月生潮。波際蓮檣影動揺。 

従是五千三百里。北辰直下建銅標。 

           長尾秋水 

幽佛川雲入鎖瑠。津頭月落海如雷。 

撃壺歌罷群胡酔。源九廟前風雨来。 

            頼鴨崖 

35 北海歌番附 
子年こそえみしも共につきみれば 

こさ吹きもせめ心許して 最上徳内 

玉鉾のみちのく越えて見まほしや 

えぞが千鳥の雪のあけぼの 藤田東湖 

36 食物番附 利尻 折昆布 千島 千島海苔 

37 松前追分番附 
小樽海路にお神威なくば 

連れて行きたい奥地まで 

恋の道にも追分あらば 

こんな迷ひはせまいもの 

38 珍地名番附 佐念頃（さねんころ）村（十勝） 尻臼（しりうす）村（北見） 

39 珍苗字番附 正月一日 十二月晦日 

40 開拓功労者番附 贈正五位 近藤重蔵 贈正五位 間宮林蔵 

41 区町村人口番附 32,826人 登川村 30,250人 釧路町 

42 農場番附 十勝 池田農場 石狩 松平農場 
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