
 

                

令和４年１２月２１日 

 

 

国営滝野すずらん丘陵公園  

冬季（ﾎﾜｲﾄｼｰｽﾞﾝ）開園について   

～「滝野ｽﾉｰﾜｰﾙﾄﾞ」が始まります!！～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ホワイトシーズン（12 月 23 日（金）～翌 3 月 31 日（金））の入園料は無料です。 

 （駐車料金、ﾌｧﾐﾘｰｹﾞﾚﾝﾃﾞﾘﾌﾄ料金、ﾚﾝﾀﾙｽｷｰ等の料金は別途必要です。） 

・開園日時、駐車料金等や各種イベントについては、別紙１をご覧ください。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策、ご利用時の注意事項については、別紙２をご覧

ください。 

・期間中のイベント詳細、園内の積雪状況によるアクティビティ等の利用可否については、

ＳＰＡＣ滝野管理センター（TEL 011-594-2222 受付時間 9:00～17:00)までお問合せい

ただくか、滝野公園ホームページ（URL:https://www.takinopark.com）にて随時ご案内

いたします。 

・当公園を安心してご利用いただけますよう安全管理を徹底してまいりますので、引き続

きご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

      国営滝野すずらん丘陵公園事務所 電話（代表）011-594-2100 

       所  長 吉田 公明 

工務課長 大工 秀樹 

 

国営滝野すずらん丘陵公園は、１２月２３日（金）から「滝野スノーワールド」と

して冬季（ホワイトシーズン）の営業を始めます。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施しながらの営業となります。 

お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

皆様のご来園をお待ちしております。 
 

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 



 

「開園日時」と「料金」のご案内 

■開園日時 

 冬期間（１２月２３日〜３月３１日）   ９：００〜１６：００ ※年末年始も開園しています。 

■入園料金 

 冬期間は入園料が無料となります。 

■駐車料金 

 普通車                             ４２０円 

 大型車                           １，２５０円 

 回数券・・・３回利用できるお得な回数券も販売しています。 

 （普通車=１，０５０円 大型車=３，１９０円） 

 ※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳を提示された方は、１台分の駐車料金が無料となります。(ただし大型バスの

場合は２人以上の身体障害者手帳等の所持者の乗車が必要です。) 

 ※当日の駐車レシートを各駐車料金所に提示いただくと、当日に限り公園内の他の駐車場もご利用いただけます。 

■リフト料金 

 １回券       大人                   ２００円 

           小人（中学生以下）            １５０円 

 回数券（１１回）  大人                 ２，０４０円 

           小人                 １，５３０円 

 ４時間券      大人                 １，３６０円 

           小人                   ９５０円 

 １日券       大人                 ２，０４０円 

           小人                 １，５３０円 

 平日１日乗り放題券 大人                 １，０８０円 

           小人                   ８１０円 

 ※「平日１日乗り放題券」は札幌市の小学校の冬休み期間（今シーズンは12/２４～1/１７）を除く平日に販売いたします。 

「平日１日乗り放題券」販売日では１日券及び４時間券の販売はいたしません。 

 ※販売場所はカントリーハウス（インフォメーション）、中央口休憩所です。（9:00～15:30） 

■スキーレンタル料金 

 ゲレンデスキー１日 大人                 ２，９６０円 

           小人（中学生以下）          １，９４０円 

 歩くスキー１日   大人                   ８４０円 

           小人                   ５２０円 

 ※レンタル場所はカントリーハウスです。 

 ※レンタル料金はスキー板・ストック・スキー靴のセット料金（１日）です。単品での貸出、時間貸しは行っておりません。 

■その他 

 スノーシュー、チューブそり、プラスチックそりは貸出無料です。 

 ※スノーシューの貸出場所はカントリーハウス、森の交流館（滝野の森ゾーン）、滝野公園案内所です。 

 ※チューブそりの貸出場所はそりゲレンデ、ロッジゆきざさ前です。 

 ※プラスチックそりの貸出場所はそりゲレンデです。 

別紙１ 



 

  １２月２３日（金）のホワイトシーズン開園日から 

 「滝野スノーワールド」として各種イベントを開催します。 

                                                                

  国営滝野すずらん丘陵公園は、12 月 23 日(金)よりそり滑りやスキー、スノーシュー

などの雪遊びが楽しめる「滝野スノーワールド」としてホワイトシーズン（＝冬期間 12

月 23 日～3 月 31 日）をオープンいたします。 

 

(1)スキー学習対策特別レッスン 

小学校で冬休み後に行われるスキー学習に備えて、ゲレンデスキー未経験の小学生

（来春入学予定の園児も含む）及びその保護者を対象に、スキー用品の選び方やスキ

ー板の付け方、歩き方などを学ぶ特別レッスンを開催します。 

・日 時：12/24(土) 

     ①午前の部=10:30～12:00（受付=9:00～10:00） 

②午後の部=14:00～15:30（受付=12:30～13:30） 

・受 付：東口休憩所 

・場 所：東口休憩所・東口休憩所前広場 

・対 象：小学生とその保護者（年長も可） 

・定 員：20 組/回（予約優先 電話・WEB にて予約可能） 

・参加費：200 円（保険料）※レンタル料別途 

・備 考：ゲレンデ滑走、リフト乗降は行いません、保護者の参加必須 

  

(2)森のリースづくり 

 木の実などの森の素材やカラフルなリボンで、 

クリスマスにぴったりのリースをつくりましょう！ 

・日 時：12/23(金)～12/24(土） 

10:30～12:00/13：00～14：30 

・場 所：森の交流館 

・定 員：各 5 組 (付添いの方含め 1 組最大 5 名) 

・参加費：200 円/個（受付：電話・Web にて予約） 

 

 (3) 滝野の森でお正月 ミニ門松作り 

イタドリや木の枝、笹竹などを使って自分だけの 

ミニ門松を作ります。  

・日 時：12/27(火)～28（水） 

10:30～12:00/13：00～14：30 

・場 所：森の交流館 

・定 員：各 5 組（１組最大 5 名、4 歳以上） 

・参加費：200 円/個（受付：電話・Web にて予約） 

 

(4) 丸太を切って絵馬作り 

お正月の企画として、丸太を切って作った絵馬に 

焼きペンやマジックで願い事を書いていただきます。  

・日 時：1/1(日)～1/2(土) 

10:00～12:00/13：00～15：00 

・場 所：森の交流館 

・定 員：20 名/日 

・参加費：100 円/個（受付：当日現地にて） 

 

 

 

（12 月 23 日～3月 31 日）

 冬期 

入園無料 



(5)たきのドキドキラリー 

今年もイルミネーションで飾ったありの巣トンネルで、

大人気の謎解きラリーを開催します。 

・日 時：12/23(金)～1/29(日) 10:00～15:00 

・場 所：ありの巣トンネル周辺 

・定 員：なし 

・参加費：無料 

 

 

開園日（１２月２３日）以降も冬季期間中には、 

「冬の森 おさんぽガイド」や「滝野スノーフェスティバル」、「たきの森フェス～

2023WINTER～」など多くのイベントを予定しております。 

チューブそりやスノーマラソンコースなどいつでも楽しめる場所も充実しています。 

 なお、天候や積雪量、新型コロナウイルス等の状況によっては変更や中止の場合がご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       歩くスキーの集い（過年度開催状況）          冬の森 おさんぽガイド（過年度実施状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      たきの森フェス（過年度開催状況）              滝野スノーフェスティバル（過年度状況） 

 

 

   詳しくは滝野公園ＨＰ（URL： https://www.takinopark.com）をご覧ください。 



☆令和4年度　滝野スノーワールド施設等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
新型コロナウイルス感染拡大防止対策等に伴い、当面の間以下の施設のご利用を制限して営業します。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。

施設名 利用制
限状況 備考

ロッジゆきざさ △ 席数を減らしています。
スノーシューカワガラスコース ○

歩くスキー5Kmコース ○

案内所 ○

ワックスルーム △ 一度の利用人数は4名様まで
東口レストハウス ○

ワックスルーム △ 一度の利用人数は4名様まで
東口休憩所 △ 席数を減らしています。
中央口休憩所A棟 △ 席数を減らしています。
中央口休憩所B棟 △ 団体専用（予約制）
スキーヤーズサロン(滝野スキースクール) △ 席数を減らしています。

ビジターセンター ○

虹の巣ドーム ○

こどもの谷休憩所 △ 席数を減らしています。
すずらんの丘展望台 ○

森の交流館 ○

ツリーハウス ○

森の情報館 ○

■ご利用に際しての注意事項
※息苦しさ・強いだるさ・咳・喉頭痛・発熱等の風邪の症状がある場合は、ご来園を自粛いただきますようお願いいたします。
※ご来園されるお客様におかれましては、ご自身で「三つの密」を徹底的に避けた行動を意識いただくとともに、
　 手洗い・手指の消毒やマスク着用を含む咳エチケット、人と人との距離の確保など、感染対策の徹底をお願いいたします。
※お客様とスタッフ双方の健康と安全を考慮し、スタッフのマスク着用を推奨しています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
※建物等の供用部分は通常の清掃に加え、多くの方が触れるものの消毒を強化し、数回の換気を実施します。
　 また、建物・トイレ等には消毒液を設置しておりますので、手指の消毒にご協力ください。
※混雑状況によっては、入園制限や開放施設も閉鎖となる可能性がありますが、何卒ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

○・・利用可　　△・・利用制限あり

区分

渓流
ゾーン

中心
ゾーン

滝野の森
ゾーン

カントリーハウス 席数を減らしています。
更衣室・ﾛｯｶｰは利用できます。ｼｬﾜｰは利用できません。△

別紙２



冬季利用時に注意が必要となる主な施設

カントリーハウス
シャワーの利用不可

中央口A棟
売店の営業は土日祝のみ

東口休憩所
軽食コーナーの営業は土日祝のみ


