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国営滝野すずらん丘陵公園 ホワイトシーズンオープン！！ 

～魅力いっぱいの「滝野スノーワールド」へ行こう！！～ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 １ ホワイトシーズン（12 月 23 日～3月 31 日）は入園料が無料となります。 

（なお、駐車場料金、リフト料金、スキーレンタル料金等は別途必要です） 

 

 ２ 開園日時、駐車場料金や各種イベントについては、別紙をご覧ください。 

イベントの詳細については、ＳＰＡＣ滝野管理センター（TEL 011-594-2222 受付時間 

9:00～17:00)までお問合せください。 

   滝野公園ホームページ(URL：http://www.takinopark.com/)もご覧ください。 

 

   なお、積雪状況等により、一部利用できないエリアが生じる可能性があります。 

   積雪状況や利用エリアについては、滝野公園ホームページでご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国営滝野すずらん丘陵公園は、１２月２３日（土・祝）から「滝野スノーワールド」としてホ

ワイトシーズン（12 月 23 日～3月 31 日）の営業を開始します。 

 国内最大級の２００ｍチューブそりコースやスキー・スノーボード、また、歩くスキーやスノ

ーシューなど、魅力いっぱいの「滝野スノーワールド」へ、冬休みの楽しい思い出づくりにお越

しください。 

【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  

        所  長 平井 篤夫  （電話番号 011-594-2100 代表） 

工務課長 玉田 隆志  （電話番号 011-594-2100 代表） 
札幌開発建設部ホームページ http://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                             ４１０円 

 大型車                           １，２３０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=１，０３０円 大型車=３，１３０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                   １５０円 

           小人（中学生以下）            １００円 

 回数券（１１回）  大人                 １，５４０円 

           小人                 １，０３０円 

 ４時間券      大人                 １，０３０円 

           小人                   ６２０円 

 １日券       大人                 １，５４０円 

           小人                 １，０３０円 

 平日１日乗り放題券 大人                   ８２０円 

           小人                   ５１０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12/２６～1/２１）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（４時間の団体券を除く）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                 ２，９００円 

           小人（中学生以下）          １，９００円 

 歩くスキー１日   大人                   ８２０円 

           小人                   ５１０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、双眼鏡は貸出無料です。 

 ※スノーシュー・双眼鏡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です。 

 ※プラスチックそりの貸出場所はそりゲレンデです。 
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１２月２３日（土・祝）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(土・祝)からそりやスキー、スノーシューなど

の雪遊びスポット「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）の営業を開始します。

開園日の12月23日(土・祝)にはオープン初日限定イベントを開催します。

「スキー学習対策特別レッスン（東口休憩所と東口休憩所前広場・12/23）」

「ジェルキャンドル作り（東口休憩所スキーヤーズサロン・12/23）」

また、クリスマス限定のクラフトを開催します。クラフトを手作りし、それを飾ってク

リスマスを迎えてはいかがでしょうか。

「マツボックリのツリーづくり（森の交流館・12/23～25）」

「ジェルキャンドル作り（再掲）（東口休憩所スキーヤーズサロン・12/23）」

「フェルトｄｅデコレーション（東口休憩所スキーヤーズサロン・12/23-24）」

オープニング期間限定の冬のラリーを開催します。夏のクイズラリーとは雰囲気の違っ

たラリーをお楽しみください。

「木の実の妖精タキナッツを探せ！（森の交流館・12/23～1/17）」

「たきのドキドキラリー（ありの巣トンネルとその周辺・12/23～1/17）」

各イベントの開催時間等の詳細は以下を参照ください。

(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：12/23(土祝)

①午前の部=10:30～12:00（受付=9:00～10:15）

②午後の部=14:00～15:30（受付=12:30～13:45）

・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：50組/回（予約優先 電話・web申込有）

・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

(2)クラフト「ジェルキャンドル作り」

クリスマス限定の素材を使用して素敵なキャンドルを作ります。

・日 時：12/23（土祝)10:30～12:00/13:00～14:30

・場 所：東口休憩所“スキーヤーズサロン”

・定 員：30名/回（当日現地先着順）

・参加費：1,300円～/個

・協 力：空知キャンドル倶楽部

(3)クラフト「マツボックリのツリーづくり」

滝野でとれたマツボックリをデコレーションして可愛い

クリスマスツリーを作ります。

・日 時：12/23(土祝)～12/25(月）10:00～14:00

・場 所：森の交流館

・定 員：20名／日（当日受付）

・参加費：100円

（12月23日～3月31日）

冬期

入園無料



(4)クラフト 「フェルトｄｅデコレーション」

フェルト素材で可愛いクリスマスデコレーションを作ります。

・日 時：12/23(土祝)、12/24(日）10:00～／13:30～

・場 所：東口休憩所“スキーヤーズサロン”

・定 員：20名／日（当日受付）

・参加費：200円

(5)冒険遊び場 きのたんの森

滝野式プレーパークで、年齢制限なく大人も子供も自由

に遊べます。尻すべり、穴掘り、綱渡り、雪へダイブする

など、自由に雪遊びを楽しめます。

・日 時：12/23(土祝)、1/7(日)、1/21(日)、2/4(日)

12:00～14:30（当日現地受付、14:00受付終了）

・場 所：森の交流館

・定 員：なし

・参加費：無料

(6)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とそ

の周辺を利用したラリーを開催します。

・日 時：12/23(土祝)～1/17(水) 10:00～15:00

・場 所：ありの巣トンネルとその周辺

・定 員：なし

・参加費：無料

(7)木の実の妖精タキナッツを探せ！

冬休み企画として、ツリーハウスの中に隠れているタキナ

ッツを探すラリーを開催します。

・日 時：12/23(土祝)～1/17(水) 9:00～15：00

・場 所：森の交流館

・定 員：なし

・参加費：無料

開園日（１２月２３日）以降も「歩くスキー大会」、「スノーシューガイドツアー」や

「滝野スノーフェスティバル（花火大会等）」など約５０のイベントを予定しております。

また、「日本の滝百選」にも選ばれている「アシリベツの滝」は12月下旬頃から凍り始め

徒歩やスノーシューで氷瀑を見に行くことができます。

歩くスキー大会（過年度開催状況） スノーシューガイドツアー（過年度実施状況）



滝野スノーフェスティバル（過年度開催状況） 「アシリベツの滝」の氷瀑（過年度状況）

詳しくは滝野公園ＨＰ（URL： http://www.takinopark.com/ ）をご覧ください。
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公園ホームページ
からお申し込みが
できます。

当日、現地先着順で
受付いたします。

…時　間

…場　所

…定　員

…参加費

滝野管理センターへ
ご連絡ください。
TEL.011-594-2222

マークの見方

イベント参加
のご案内

滝野公園2017〜2018年　  のごあんない冬
当日予約

web
申込

必要事項を記入の
上お送りください。FAX

●：10:30～12:00、13:00～14:30　
●：東口休憩所 スキーヤーズサロン　
●：30名/回　●：1,300円～　
●協力：空知キャンドル倶楽部

12/23
土祝

●：10:00～14:00　
●：森の交流館
●：20名/日　●：100円　

マツボックリの
ツリーづくり

12/23
土祝

12/24
日

12/25
月

チューブそり

スノーシュー

た

き

の

お

も

ゆ
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●：そりゲレンデ

北海道ならではの、ふわっふわっの
雪の上を歩き回ろう！

●：滝野の森ゾーン、カワガラスコース、
 アカゲラコース

歩いたり、すべったり、雪の上を
ハイキング気分で楽しもう！

●：歩くスキーコース全6コース

●：ファミリーゲレンデ

はじめての歩くスキー“滝を見よう”
おすすめイベント

小さなお子様も安心して遊べる
おすすめスポット！

●：滝野の森ゾーンほか

はじめての森あそび、冒険遊び場きのたんの森など
おすすめイベント

はじめてのスノーシュー、冬のナイトハイク など
おすすめイベント

スキー・スノーボード

雪あそびデビュー

初心者大歓迎！
なだらかなゲレンデで
ゆっくり練習しよう！
スキーを楽しむための
レッスン「滝野スキー
スクール」も毎日開催！

歩くスキー・クロス
カントリースキー

その他のちびっ子おすすめスポット

※冬休みのいろいろなお楽しみイベントは裏面も見てね！

ちびっこそりコーナー
そりゲレンデ隣のプラスチックそりコーナー

プッチそりコーナー
渓流ゾーンのなだらかなチューブそりゲレンデ

虹の巣ドーム
屋内のカラフルなネット遊具

当日

ジェル
キャンドル作り

●：10:00～12:00、13:30～15:00　
●：東口休憩所 スキーヤーズサロン　
●：20名/日　●：200円

●：10:30～12:30　●：森の交流館　
●：20名（4歳以上対象）　
●：200円

12/26
火 森の素材で
ミニ門松づくり

12/23
土祝

12/24
日
フェルトde
デコレーション

フェルト素材で可愛いクリスマス
デコレーションをつくろう！ 当日

●：10:00～14:00　●：森の交流館　
●：20名/日　●：100円

1/1
月祝

丸太を切って絵馬を作ろう！
当日

●：7:00～9:00　●：森の交流館　●：30名　
●：200円（お汁粉付）

1/3
水
滝野の森で
日の出を見よう

●：10:30～12:30　
●：森の交流館　
●：15名（小学生以上対象、
 未就学児は保護者同伴）　
●：200円

1/6
土 たこづくり 予約

国内最大級200ｍのロングコース！
親子で乗ることもできるよ！

滝野スノーワールド●年末年始も休まず翌年3/31まで毎日開園！●

12/23 OPEN

スタート地点までラクラクの
ロープトウもあるよ。

スノーシューはお子様サイズも
無料貸し出し。（16cm～）

ゲレンデスキーレンタルあります。

歩くスキーレンタルセットもあります。

雪遊びグッズあります。

1/2
火

1/3
水

入園
無料
駐車料金は
別途必要

クリスマスのクラフト

当日

お正月の遊び初めは滝野で！

予約

親子で工作教室

親子で工作教室

締切1/1予約




