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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、ウォ
ーキング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。
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【登山関係】
１、札幌市の施設にクライミングウォールの設置を！
私どもは、数年前から、中央体育館に、
「国際的な大会ができ、多様な練習が可能なクラ
イミングウォール」「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」の設置を強く求めてきました。
しかし、
「競技ウォールの規格である、高さ１２．５ｍの確保と、壁を備える場所がなく、
設置は難しい。今後、老朽化した区体育館の改築時に、クライミングウォールの設置がで
きないか検討したい。」という回答であった。
従って、今年は、その具体的な検討結果を求めるのもです。
そもそも、札幌にあるクライミング施設は、公的機関による施設は北海きたえーるのみ。
営業ジムはリード競技に対応できるジムは２件、ボルダリングのみのジムが２件。
クライミング人口は札幌にあるクライミングジムの会員数や利用数から１万人を超え、
野外の岩で登っている人も多いので潜在的なクライミング人口はさらに多いと思われる。
また、競技人口も、平成 24 年度北海道選手権兼札幌市民体育大会参加選手が 81 名、平
成 25 年度国体北海道ブロック予選参加選手が 91 名と増
加している。
しかし、札幌にあるクライミング施設全５カ所のうち、
国体会場の基準（ルート長 15ｍ以上で選手を競技場から
隔離できるスペースがあること）を満たしている施設は
北海きたえーるのみ。しかもきたえーるは全国的なイベ
ント、大会が優先されるため国体北海道ブロック予選や
札幌市民体育大会ではなかなか借りられない。また、き
たえーるのクライミングウォールの形状は垂直に近く、
オーバーハングが不足しているので競技レベルの上がっ
た現状では物足りない。
従って、私どもが求めるクライミングウォールは幅１
０ｍ・高さ１５ｍ、幅１０ｍ高さ７ｍの２つの壁からな
り、高い方の壁の上部は、斜度１２０～１３０度で手前
にせり出し、壁から５ｍ位出ること、フロアーは２０ｍ
×２０程とし、大会等の際は隣との壁を外して、観客席
がとれるのが望ましい、と考えます。
残念ながら、クライミングはオリンピックの追加種目には入らなかったが、国際的に競
技に取り組んでいる国や競技人口の多さから言ってやがてはオリンピック種目に加わると
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考える。
北海道・札幌の競技レベルは、国体で２００３年静岡国体から昨年の岐阜国体まで１０
年連続で本国体に入賞している。昨年の岐阜国体では男女総合天皇杯２位、女子総合の皇
后杯でも２位、競技団体別の得点では、北海道の中では、アイスホッケー、スケート、ス
キーについで４位となっている。
また、昨今はワールドカップや世界選手権でも活躍する選手も多く、４名の選手が国体
トップアスリート特例措置対象になっており、そのうち３名が札幌在住の選手、あとの１
名は札幌出身の早稲田の学生であった。
そういう面でも、札幌におけるクライミング要求に応え、且、競技場として使える会場
の設置により、一層のクライミングスポーツの振興と競技の発展のために、クライミング
ウォールの新設を求めるものです。
回 答
現在、改築の計画を進めているのは、中央体育館のみですが、構造上の理由により中央
体育館への設置は難しいと考えております。今後、区体育館の改築計画が具体化した際に
は、クライミングウォール設置の可能性について、検討してまいります。
施設課施設係
我々からのコメント：区の体育館は面積が１万平米程度しかない。そこでの改築の際に
クライミングウォールの設置も検討すべきだが、競技の性格上、中島体育センターなどで、
大会開催等の要望に応えられる規模での設置が望ましい。

【スキー関係】
Fu’ｓ スキー場の整備と割引料金の設定について
札幌市藤野野外スポーツ交流施設の「Fu’ｓスキー場」を平日の木曜日、ポール練習バ
ーンとして利用させていただき、シニア世代及び現役世代の一部のスキーヤーに大変喜ば
れ、感謝申し上げます。
次の事項について改善いただければ、なお多くのスキーヤーの利用しやすいスキー場に
なると思いますので、検討をお願い致します
１

スノーガンの導入等による利用期間の延長並びに安全なバーンの造成について

スキーシーズン当初は、このスキー場のある南区藤野地域は、以外と積雪量が少なく、
かつ急斜面のバーンでの雪の貼りつきが悪く、一部バーンの使用にとどまる期間があり、
かつ事故その他安全性に問題があります。そのため 1 月中旬までと 3 月中旬以降の期間
はスキーヤーにとって敬遠するスキー場の一つになっています。
1 月中旬から 2 月下旬までは、学校のスキー事業が全ゲレンデを使って行われます。そ
の時期でも、貴施設職員の大変な努力でバーンの整備が行われていますが、今なお限界
があるように感じています。
そこで、多額の費用はかかりますが、スノーガンの導入を検討してはいかがでしょう
か。このことにより、12 月当初から 3 月末まで整備された安全なバーンが出来、スキー
利用者の増加につながると考えます。
当面、プラスチック製人工芝を土砂がでやすいか所に敷き占めるなどの対策も検討し
て下さい。
回 答
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スノーガンについては多額の費用を要するため、現段階で導入は困難であると考えてお
ります。
なお、土砂が出やすい部分への対策については、雪入れを行うなど、安全にスキー場を
ご利用いただけるよう、バーン整備を行ってまいります。
施設課施設係
２

シーズン券のシニア割引と幼児無料制度導入について

札幌市外で近郊のキロロ、朝里川温泉、ウォンズスキー場ではシニア料金の設定の上、
早割料金を設定しています。またバンケイスキー場では時間単位でチケットを切るなど
で、シニア世代には好評です。
平日のゲレンデの状況をみると、学校スキー事業が終了すると、閑散としています。
そこで、料金体系として、シーズン券にシニア世代及び南区在住の住民を対象に割引
制度（早割を含む）の導入をはかるべきと考えますがいかがですか。バーンの整備によ
る利用期間の延長とともに、平日のスキーヤーの増加を導き、営業面でも価値があると
思います。
又、親子で参加の場合の幼児無料制度も検討をお願いします。
回 答
現在、Fu’ｓスキー場の利用券については、回数券、時間券、ナイター券やシーズン券
のほか、飲食とのセット券や団体割引などの料金設定がございますが、シニア割引などの
新たな割引料金については、どのくらいの集客と収入が見込めるのか、平等性が確保され
るかなど、公共施設として慎重かつ十分な検証が必要であり、現段階での導入は難しいと
考えております。
なお、小学校入学前の幼児の利用料金は、無料になっております。
施設課施設係

【テニス関係】
１、平岸高台テニスコート再構築の件
①テニスの有知識者の意見を取り入れながら、公式大会が開催出来る規格・規定のコート
にして欲しい。
②適正なコートの周囲のスペース確保(コート間・コート奥行き)をして欲しい。
③コートの移動時に、他のコートを通過せずに済む通路の確保をして欲しい。
以前のコートの作りだと、試合中のコートを横切るため、空いてるコートに移動できませ
ん。
④ギャラリー席の確保をお願いします。
⑤トイレの増設
不便なので、水道局の建物の反対側にもトイレが欲しい。
たとえば、駐車場の当たりなど。
⑥雨が降り始めた時に、一時的に選手が雨を凌げる、屋根のある待機場所が欲しい。
⑦秋になると日暮れが早まります。
大会中に薄暮になるためサスペンドになりやすいのでナイター設備が欲しい。
全面は無理でも、せめて 4 面だけでも設備が欲しい。
回 答 高台テニスコートについては、現在、これまで施設を所管してきた水道局と、再整
備に向け協議を行っているところです。具体的な整備内容については、今後、関係団体
の要望等も確認しながら、検討してまいります。
企画事業課
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私たちの質問と回答：見通しは？ 平成 29 年度～平成 30 年度の予定です。
コート数は？
15 面は確保したいと考えています。

２、改修公園のテニスコートの件
札幌市のレクチャーで、既に改修対象になっています。
①平岡公園の改修の件
すべてのコートは、ほとんどラインも消えて見えません。
コートには、かなりのヒビも入ってますので、迅速な改修を希望します。
利用頻度が高いコートなので、改修の際には是非、ハードコートからオムニコートに改
修して欲しい。

②川下公園の改修
・コートを水平にして欲しい。
・排水の整備(降雨により水没)をして欲しい。
回 答 平岡公園のテニスコートは、老朽化のため平成 27 年度に全面オムニコートに改修
する予定です。しばらくの間、ご辛抱ください。
川下公園テニスコートについても、地盤沈下により平坦性が保たれないため、基礎工
事を含め平成 29 年度全面改修する予定です。
＊施工年度は現在の予定で前後する場合があります。
みどりの管理課

【水泳関係】
１． 下記の資料のとおり、平岸プールと西区温水プールのトイレのウォシュレット化を
要望します。
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回 答 温水洗浄便座（ウォッシュレット）の設置については、洋式化も含めたトイレの
改修工事に併せて行うことを検討しています。
一方、便器等については耐用年数が 30 年と考えられており、全面的なトイレの改修工
事まではまだ時間があることから、現時点ですべてのトイレをウォッシュレット化する
ことはできませんが、現在設置されている様式トイレに温水洗浄便座を数箇所ずつ設置
できるよう、検討を進めてまいります。
施設課施設係
私たちのコメント：他区のプールにはウォッシュレットがあるので早急に取り組んでい
ただきたい。
施設課施設係：実現するように取り組みます。

【卓球関係】
１．中央体育館の新築にあたり、全日本規定の公式大会用の台数だけでなく、現在の区体
育館が保有している１台当たりの面積に相応する卓球台数の確保の検討をお願い致します。
回

答

体育室や収納庫の面積等が確定した後に、他の備品購入とのバランスを取りなが
ら、整備する卓球台の数について検討してまいります。
施設課施設係
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