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スポーツ施設の改善等に関する要請書 
 

新日本スポーツ連盟北海道連盟には、スキー、登山、テニス、水泳、卓球、野球等のスポーツ愛好者約２，０００

人が組織されています。北海道のスポーツの民主的発展とスポーツ技術・理論の普及・向上をめざして活動して

います。 

さて、私達スポーツ愛好者が日常においてスポーツ活動を行う際に支障を来している事項及び公共スポーツ

施設の改善等について、昨年に引き続き下記のとおり要望をとりまとめましたので、適切な対応をとられますことを

要請いたします。 

 

加盟団体 

北海道道央地区勤労者山岳連盟 

北海道勤労者スキー協議会 

北海道テニス協議会 

北海道水泳協議会 

北海道卓球協議会 

 



【登山関係】 
 

１、 空沼岳登山口に市が管理するトイレを！ 
私たち労山は、これまで空沼岳登山口に、市が管理するトイレを作って欲しいと市側に

要請してきました。 
 理由は①登山は市民の健康増進にとって有効であり、札幌市も札幌近郊に遊歩道を作り
市民が自然に接し親しむことを推薦していること。②空沼岳は札幌市近郊では札幌市民の
登山者の数も多く、最も親しまれている山の一つであること。③このコースは片道８キロ
で、往復だと１６キロになり、当然途中で生理現象が起こります。途中に万計山荘もあり
ますが、登山は「登山口」で用を足すというのが基本です。④山中で「用を足す」ことは、
自然環境上良くないこと、下流の健康問題にも発展します。登山者が少数の場合はまだし
も、数千から万単位の登山者が利用する空沼岳ではトイレ問題は一刻も早く解決すべき問
題です。 

 このためここ数年、労山は新日本体育連盟とともに、「登山口にトイレを」と、要望して 
きました。 
これに対して、札幌市は「登山団体がトイレの維持管理をするなら、トイレを設置して

も良い（平成１７年１２月７日・第４回札幌市議会定例会：市側答弁）」という、態度を明
らかにしました。 
維持管理とは、「①「巡視(見回り)、②清掃（トイレの掃除）、③汲み取りみ取り料金負

担（有償化）について、山岳関係団体の協力をいただけるなら、札幌市が設置することは
可能である（同市議会答弁）」と言うことです。 
 私達は 
（１）空沼岳は、主に一般の札幌市民が利用するのがほとんどで、特定の山岳団体が利用
する特殊な山ではないこと。（２）従って、登山口のトイレは公共のものであり、街の公園
のトイレと同じ性格を持つもので、設置者が維持管理すべきものと考えます。（３）特定の
山岳団体がトイレを維持管理すべき理由や根拠はないものと考えます。（４）維持管理のう
ち「汲み取り」に関して、私たちは大型タンクローリが容易に入れる登山口を希望してお
り、設置場所の候補地は２００９年６月１７日に、私達は市の職員とともに調査し、３ヶ
所ほど確認しました。 
これまで、市側との交渉で、これらのことをのべて設置を御願いしましたが、市側の回

答はこれらの意見にまともな回答をしておりません。今回はこれら（１）～（４）に対す
る回答を求め、併せて早急に設置を前提にした検討を御願いするものです。 
 
 以上、「市が管理する空沼岳登山口にトイレ設置」の要望の内容です。札幌市議の皆さん、
札幌市長はじめ市の関係者の皆さん、設置費用も、維持管理費用も微々たるものです、市
民の健康と、自然環境の維持のために、是非トイレの設置の検討をご検討くださいますよ
うお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

採石場から登山口への橋 

登山口手前の広場（駐車場になっている） 



札幌市の回答 環境局みどりの推進部みどりの保全担当課長 片山修 

当該地は国有地であるのでトイレの設置・維持管理の問題含めて森林管理署に要請し

たいので、登山者側も協力して欲しい。そこから設置が動いていくのではないかと考え

ている。 

道央労山：「市民団体がトイレの管理をしなければならい理由をお伺いしたい」と質問し

たのに対し、市側からは明確な回答がありませんでした。今後、共同で森林管理署に対

して要望していくに当たって、道央労山自然保護委員会と札幌市みどりの保全担当者が

話し合いをしていく事になりました。 
   
２、中央体育館の改築に関して、クライミングウォールの設置を要望 

他の競技と競合しない独立したスペースを持つクライミングウォールの設置を要望
します。 
ロッククライミング（岩登り）は、アルパインクライミング、フリークライミング、

スポーツクライミングと分化し発展している。特に、スポーツクライミングは屋内を競
技の場とするスポーツとして盛んになっています。 
こうした中、クライミングウォールは岩登りのトレーニングの場のみならず、スポー

ツクライミングになくてはならないものになっています。 
 能力の限界に挑戦し、心身の発展に寄与するクライミングは小学生から高齢者まで安
心して楽しめるスポーツです。 
 市内には公共、民間を含め数カ所のクライミングウォールがあるが、勤務を終えた社
会人がいつでも、手軽に、安価で利用できる施設は数少ない現状です。 
 公共施設として市内唯一のキタエール体育館のクライミングウォールもサブアリー
ナの片隅の壁に設置されたもので、他の種目と競合して使えない場合が多く、開放され
る日は大変な混雑です。 
 以上のことから、クライミングの発展のため、改築に際し、中央体育館に独立したス
ペースを持つクライミングウォールの設置を要望します。 
 その後の札幌市スポーツ振興審議会の検討状況 特にニュースポーツ、種目のバランスな
どの検討状況をお知らせ願いします。 

札幌市の回答 観光文化局スポーツ部企画事業課長 山越英明 
スポーツ振興審議会の６月中間答申で、中央体育館の総合体育館として改築拡充の方向
が答申されましたので、計画策定に着手しました。各種スポーツ、ニュースポーツなど
様々なニーズに合わせ検討しているところです。同審議会の１２月最終答申を受け、各
種スポーツ団体の要望を踏まえ、具体的に検討していきます。 

道央労山：具体化に当たっては、各スポーツ団体の要望を聞く会を設けて欲しいと要望し
ました。 

 
 
【スキー関係】 

北海道スキー協議会 
 
１．札幌市が関係する札幌周辺スキー場にポール練習のための専用バーンの整備を進めて

いただきたい。 
   札幌市スポーツ部の助言もあり、藤野野外スポーツ施設のスキー場で平日の木曜日

ポール練習バーンが借りられるようになりました。今後、一般社会人が土日に札幌藻
岩山スキー場でポール練習バーンが利用出来るよう（現在はジュニアのみ）協議を進
めたいので、藻岩山スキー場運営協議会に要望の趣旨を伝えるなど助言をお願いしま
す。昨年に引き続き要望いたします。 

札幌市の回答 環境局みどりの推進部みどりの保全担当課長 片山修 
藻岩山スキー場運営協議会の構成員でもあり、協議会の場では、要望の趣旨を伝えて
あります。道スキー場は民間事業者であり、札幌市が行政指導するべきことではあり



一般券 団体券（10人以上）

おとな こども おとな こども

７時間券 ３，２００ ２，９００ 発売時～７時間

５時間券 ２，７００ ２，２００ ２，５００ ２，０００ 発売時～５時間

３時間券 ２，２００ 発売時～３時間

スキー学習券 高校生 中学生 小学生全日 小学生半日 備　　考

一日券 １，３００ １，２００ ６５０ ５５０ 日・祝日以外の教師引率の学習授業に

備　　考

ません。一般者の関係もあり、非常に難しい状況にあると認識しています。 
 
２．札幌市が関係する札幌周辺スキー場で学童保育児童がスキー行事等を行う場合には、

学校のスキー授業並みのリフト券割引などを行うよう指導いただきたい。金額的に大
きな問題だけに昨年に引き続き要望いたします。 

   学童へのスキー普及の重要性に鑑み、学校授業で取り組む際にはリフト券割引など
特別の対応がなされています。学童保育においても北国のスポーツとして特に力を入
れた取組みを行いつつありますが、普及には費用の高額化がひとつのネックとなって
います。学童保育指導員が引率する学童保育児童のスキー行事等について、学校のス
キー授業並みのリフト券割引などを行うよう指導し、学童へのスキー普及が円滑化さ
れるよう助言をお願いします。 

札幌市の回答 観光文化局スポーツ部施設課長 笠島文隆 
雪国で札幌オリンピックを開催した市として、スキーの普及には力を入れて取り組ん
でいるところです。 
学校のスキー授業の指導する先生が不足していることから、札幌スキー連盟の協力で、
指導員派遣事業も始めました。スキー場のリフト代金は事業者が決めることで、スキ
ー場を運営している事業者との話し合いで決めるべきことと考えます。 

 
参考資料（藻岩山スキー場 2009 料金表） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
【テニス関係】 

北海道テニス協議会 
 
１．宮の沢屋内競技場の存続と施設改善の件 

・市民評価(事業仕分け)で同施設が取り上げられ、「廃止を含む見直し」の意見が出され
ました。同施設はテニス競技者にとって、室内練習・競技用として利用価値の高いス
ポーツ施設の一つです。学校開放事業の体育館への申込が殺到して確保できない現状
や大会専用使用できる施設であることから、特に冬季間の競技会用施設として利用価
値の高い施設です。 
施設改善と合わせ存続拡充に担当部局のご努力をお願い致します。 

・暖房設備の改善として、ストーブを囲むテントカーテンの位置を、コート側の柱の前
まで移動させて欲しい。 
今のままだと、各ストーブごとに仕切られている為、テントカーテンの中に入れない
人が寒い思いをしています。 

  現在、一部の方しか暖まれませんので、是非、検討して頂きたい。 
札幌市の回答 観光文化局スポーツ部施設課長 笠島文隆 

道内唯一の公認室内射撃場であり、また他のスポーツ特にテニスの室内施設としての
利用度もあり、存続の方向で検討しています。 
カーテンの件は、射撃場であり、弾が跳ね返ることを考え、カーテンレールを指定場
所に取付れないので、移動できないことを了承していただきたい。 

 
２．モエレ沼公園テニスコートの件 



・コート内の虫食いベンチは、まだ、更新・修繕されていません。いつ頃の予定ですか？ 
また、隣のコートとの間隔が狭くて、コートサイドとベンチとの距離が短い為、プレ
ーに支障が起きています。 
試合中に走り込んだ選手がベンチに激突しそうになることも珍しくありません。 

  ベンチ更新時には、是非、移動出来るベンチを希望します。 
・９番、１０番コートの入口の件ですが、傾斜と網状のプラスチックが剥き出しになっ
ていて、選手や利用者が、みんな滑って、とて
も危険です。 
いつ頃、滑り止めを付けてくれるのでしょう
か？ 

札幌市の回答 環境局みどりの推進部みどりの保
全担当課長 片山修 

要望をいただいた件については、予算が少なく、
順次行っていきます。ベンチの件は大変難しい
案件です。滑り止めは来シーズンに間に合わせ
ておこないます。 

 
３．公式コートに対応して欲しい件 

・前回、平岸高台テニスコートの代替コートの件で、モエレ・稲積公園コートを公式大
会が出来るものにするよう検討すると回答を頂きましたが、いつ頃、どのようになり
そうなのでしょうか？ 

・前回、中島コートで公式試合ができると回答を頂きましたが、当コートは札幌テニス
協会の所有であり、札幌テニス協会会員が時間交代性で利用する、会員対象のコート
です。一般へは、一面貸しをしていないので、大会開催の利用ができません。 

 ・また、中島コートのコート面数では少なすぎて、大会を開催できません。 
例年、一大会において、コート１８面を利用する規模の大会を開催しています。朝８
時３０分開始から１７時３０分迄で、１試合４０分と想定し、１コートで１３試合を
行うとすると、１８面コートの利用で、２３４試合をこなしています。 
コートが６面しかない中島コートでは、通常の大会の３分の１の試合数しか出来ない
ので、大会を開催出来ません。 

 ・公式コートを用意する際は、必ず公式テニス競技の有知識者に相談して頂きたい。 
札幌市の回答 環境局みどりの推進部みどりの保全担当課長 片山修 

公園に設置されているテニスコートは、一般者用として設置されてもので、公式コー
トに改良することはできません。 
観光文化局スポーツ部企画事業課長 山越英明 
公式大会の出来るコートの件は市議会でも取り上げられています。スポーツ振興審議
会で審議していただくことです。 

 
・つどーむ屋外コートについて 
・前回、つどーむ屋外コートに隣接しているグラウンドの利用目的の件ですが、インラ
インスケートなどのニュースポーツでの活用を整
備すると回答がありましたが、どのようなスポーツ
団体からの要望があったのか、是非教えて欲しい。 

  テニス団体よりも、多くの要望があるのでしょう
か？ 

・つど―む屋外コートの、コート整備用のブラシを４
本増やして欲しい。１コートにつき、コート整備用
のブラシが２本必要です。現状では、ブラシが少な
い為、コート整備に時間が掛かりすぎて、その分コ
ートの利用時間が短縮されてしまいます。 
つどーむ屋外コートは、コートが４面で、現在、ブ
ラシが４本しかありません。 



  ４本増やして８本にして頂きたい。 
札幌市の回答 観光文化局スポーツ部施設課長 笠島文隆 

土の下の石が出てきたこと、土ほこりが周辺住民に被害を与えていることから検討を
加え、バスケ、スケートボード、インラインスケートなどニュースポーツに利用でき
ることイベント用の駐車スペースになるように整備しました。利用団体である札幌サ
ッカー協会などには計画確定前に説明し工事に着手しました。 

 
【水泳関係】 

北海道水泳協議会 
１ 札幌市中央区に市営の室内プールの建設計画を検討してください。 

札幌市が公的プールと位置づけていた郵政公社のメルパルクプールの廃止にともな
い各区１公的プールの原則に基づき、建設計画の策定が急がれます。札幌市は現在中
央区のサンシャインプールを公的プールと位置付けていますが、当初、基本計画が出
来るまでの代替施設、一時的処置との説明がありました。メルパルクプール後にでき
た民間プールは、商業施設の複合的施設で高齢者や子供が気軽に利用には料金体系か
らして不可能です。 
プール利用者は近年増加しており、公的プールの利用原因としては「自宅から近い

（３３％）」が最も多く、約７３％が設置住民による利用、利用者の年齢層は５０代以
上が５５％を占めており、今後は高齢化が進むため、プールへの利用はますます高ま
ることが予想されます。（第２２期札幌市スポーツ振興審議会答申） 
プールは高齢者や子供の利用が多いことから、近年マンション、個別住宅が増えて

いる幌西、円山、山鼻地域に建設することが必要と考えます。サンシャインプールは
その規模、機能、料金体系とともに商業地域に位置していることからして、公的プー
ルと位置付ける機能を有していないと思われます。 

札幌市の回答 観光文化局スポーツ部企画事業課長 山越英明 
サンシャインプールを公的プールと位置付けスポーツ振興審議会でも新たな室内プー
ル建設計画はありません。 

 
【卓球関係】 
北海道卓球協議会 
１ 中島体育センター体育室の卓球台の更新をお願いします。 

同センターの卓球台は、金具を占めるビスがゆるくなり、撤収時折りたたむ時、ビ
スが外れ、天板が倒れるなど危険な状態のものがあります。同センター職員は苦労を
され、その都度補修していますが、ビスを受ける天板部分が柔らかくなり、ビスが浮
いてくるようです。新しい台に取り換えるか、根本的な補修を検討して下さい。 

札幌市の回答 観光文化局スポーツ部施設課長 笠島文隆 
６台が金具不具合で、２５台中１６台を更新します。 

 
２ 各区体育館に備え付けられている卓球用得点板の補修更新をお願いします。 

体育館によっては、古い得点板が使用中にばらばらになり、その都度審判がセロテ
ープで固定しなすなどの状態が生じています。 
各区体育館の同得点板を点検し、使いづらい古くなったものを補修・更新するよう

お願いします。 
札幌市の回答 観光文化局スポーツ部施設課長 笠島文隆 

修繕更新しなければならない備品を抱えていますが、スポーツ施設全体で９００万円
しか予算がありません。指定管理者の自主財源で取り組んでいるところです。 

 
３ 地区センターホールでのスポーツ無料開放日の維持存続をお願いします。 

札幌市での卓球愛好者の数は他の政令都市に比べ多い地域になっています。特に家
庭婦人親睦卓球協会に組織されているサークル・メンバーの多いことで、全国的に高
く評価されています。 
この要因はすぐれた指導者の努力とともに、学校開放事業、地区センターホール及



び区民センターホールの無料開放事業、区体育館の一般開放事業など練習する場所が
身近にあるからです。特に高齢者男女にとって、地区センターの無料開放事業は大変
魅力あるもので、利用価値が高いものと思われます。最近スポーツの無料開放時間が
短縮された地区センターがあるやに聞いています。高齢者の健康増進とスポーツが生
きがいの一つにもなっている現状をご理解の上、無料開放時間の維持存続を要請いた
します。 

札幌市の回答 市民まちづくり局地域振興部区政課長 蔀研治 
無料開放はあくまでも有料利用がないときに、有効活用の点から各地区センターで行
っています。しかし札幌市としては、利用拡大にもつながるので、一定時間は無料開
放を確保することとしています。各区役所が管轄していますので、具体的に要望を伝
えてください。 
 

４ 中島体育センターの存続拡充をお願いします。 
市民評価(事業仕分け)で中島体育センターが取り上げられ、中央区には「中央体育館

と民間スポーツクラブが開設されている」ことが主な理由により「廃止を含む見直し」
の意見が出されました。 
卓球愛好者にとって、中央体育館は各種競技団体の競技会などの専用利用比率が高

く、一般利用日数が少ないこと、民間スポーツクラブでは卓球施設を有するところが
少なく利用が出来ないこと、中島体育センターは交通の利便性から一般開放で利用し
やすい施設の一つになっています。同センターの存続のため担当部局のご努力をお願
いします。 

札幌市の回答 観光文化局スポーツ部施設課長 笠島文隆 
都心に近く交通の利便性があり、他の体育館と比較しても利用率が高いので、存続す
るよう検討しています。 

以上 
 


