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Ｄ 「自由意見」
（第１次公開分）

○掲載にあたって
ご記載いただいたご意見は、すべて公表することを基本としておりますが、個人情報に該当
するものや不適切な表現等については削除させていただいております。
また、誤字や脱字など明らかに誤記と判断できるものも訂正させていただいております。
なお、Ｄ「自由意見」については、件数が多く、整理に時間がかかるため、チェックが済ん
だものから順次公開いたします。

Ｄ「⾃由意⾒」（第１次公開分）

札幌市は日ハムを札幌に残す気があるのか！？どうして札幌ドームに残ってもらう施策を取ら
なかったのか疑問だ。日ハムが出て行った札幌ドームは不良債権にしかならないんですよ。そ
して、日ハムの球場建設地決定が来月で今更市民にアンケートとかやる気無いでしょ！？市民
としては札幌に残って欲しいけど、今の市の姿勢なら北広島もアリだと思ってしまいます。
札幌の魅力から地元球団がなくなると寂しいですし、札幌に野球ファンの落としてくれる交通
費・お土産代・その他の利用がなくなると経済的損失が大きいと思います。日ハムには是非と
も真駒内に来て欲しいです！
実現させてください。
貴重なすばらしい自然の破壊、交通渋滞の発生、住居環境の悪化など何ひとつメリットが無
い。周辺住民が一番犠牲になる。断固反対する。市は市民のことを一番に考えてほしい。
魅力のある、行って良かったと思える球場になるといいと思います。どの年代の人にも優しい
球場を造ってもらいたいです。
国道 12 号、36 号や 231 号まで繋がる周辺道路や橋の大幅な拡張がなければ現実的に反対であ
ります。
賛成。
別途ＦＡＸにて送信いたします。
昔兄弟が少年野球チームに入っていましたが、自分は特に興味はありませんでした。もし日ハ
ムの選手との交流が、身近なところで盛んに行われていたら、もっと野球に興味を持ったのか
なと思うので、そういう交流も盛んになればいいなとも思います。近くの商業総合施設等でト
ークイベントとかあればより集客も望めると思います。また、通年通して野球観戦に行くと考
えて、北広島と真駒内どちらが行きやすいかと考え、真駒内に誘致してほしい。
一企業に対し、市が協力する必要がない。北広島にすべきだと考える。
誘致してほしい。
とてもステキな公園で現状維持が理想…。野鳥や小動物の居場所は無くさないでほしいです。
ファイターズが使いやすい球場と考えると市内の様々な案では難しいと思います。
絶対に札幌に残ってもらうよう働きかけてください。
現在、仕事で豊平区に行っているが、札幌ドームの混雑状況を目の当たりにしている。これが
今後真駒内公園で行われることになれば多数の問題が生じるのは明らかであり、経済効果もそ
れほど見込めるものではない。また、公園内の生体系も多少ならず影響が出るだろうことは分
かっているだろうに、建設をすすめるのは札幌市の厄介払い的な考えではないのか？札幌ドー
ムで駄目だったものが、真駒内でうまくいくわけがないのに。日ハムも誘致に積極的な北広島
に決めれば良いのに、天秤にかけて更なる譲歩を出させようとしていていやらしい。
五輪橋付近の慢性的な渋滞には平日でもウンザリしています。道路の拡張程度で改善出来るの
か疑問です。
もう北広島市に決まったんだし何もかもが遅い。母子手帳も馬鹿でかいサイズで持ち運び大変
だし、札幌市無能すぎる。天下り先の札幌ドームで胡座をかかずにもっとファイターズを大切
にすべきだった。せっかく東京から来てくれたのに。
プロ野球の球場がある公園というだけで、魅力アップですよ。球場ができた後に、スポーツ中
心の街として進めてほしい。未来の子供たちにも身近にこのような環境があることは絶対プラ
スです。
反対意見がある中で、企業としての問題も取りざたされている日本ハムファイターズという私
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企業に対して新球場という便宜を図ることに自治体としての倫理観を感じず、誠に恥ずべきと
考える。
北海道が土地を提供してくれるのかが重要では…。
球場のみなら真駒内が良いけど、ボールパーク構想は実現出来ないので、広い北広島市に移転
するのが長い目で見て良いのでは。
賛成です。
新球場の建設には反対です。
今頃、アンケートとは遅すぎる。
そもそもドームで自主興行の自由度ふやせばできるようにしてやれば、上げた拳を下げるので
は。指定管理者にすることだって候補でしょうし。一度は俎上にあげたんでしょうが。
新球場は、真駒内公園が良いと思います。屋外競技場、屋内競技場は共に老朽化していますの
で建て替えを考えて新球場にした方が未来があると考えます。アクセス面が問題だと思います
ので地下鉄をフル活用して真駒内駅から真駒内公園まで専用道路を確保してピストン輸送をし
て混雑緩和を考えれば良いと思います。やはり、新球場は、札幌市になければいけないと考え
ます。
日ハムみたいな球団が真駒内公園というオリンピック遺産を破壊することに反対だ。なお、こ
の回答は明確な反対票としてカウントしてください。
野球開催時以外の収入が必要なためショッピングモールは必要。
日本ハムが真駒内公園に移ることが水面下で決まっているようですが、無駄にアンケートをし
てどうなるのですか？結果はキチンと開示されますか？営利企業のために自然を壊し、公園付
近で活動しているアマチュア選手を追い出し、未来は本当にありますか？オリンピックを見て
いてもせっかくの冬季スポーツなのに活動している選手は道外に出ていっているという事実を
どう考えていますか？日本ハムは他に良いところがあれば恩も何も考えずに出ていく営利企業
です。未来あるスポーツ選手や近隣住民を追い出してまで真駒内公園を譲るのは反対です。札
幌ドームに来る時も西武ライオンズの準フランチャイズを押しのけてまでやって来てこれです
か？文句ばかりいう営利企業にどこまですがるのですか？反対意見だってもみ消すつもりです
よね？真駒内公園だって工事中に自然は少しずつ変わっていきます。オリンピックやるのであ
ればそれ以上触る必要ありません。公園ではなく、人も住まなくなっている団地のあたりを提
供したらいかがですか？
平日の野球観戦のためにも、是非真駒内に新球場を建設してください。地域活性化のために、
魅力あるＢＰを！！
アクセス面は南北線の延伸を軸にシャトルバスの応急処置とすべきと考えます。駅間の移動で
の店舗利用には期待すべきではないです。神宮などは駅から出店が栄えておりますが、環境的
には、例えば、千葉マリンを参考にした方が擬似的です。元来集客率の高いイベントや休日開
催試合よりも、年間では平日の集客数増加を考える必要があります。そういった意味では、北
広島と比較して、対ファンではアクセス面を最優先（人口比較で札幌市民からの集客がマス
ト）、対アスリートでは天然芝ならびに周辺設備と住宅環境の確保が最優先と考えます。
札幌の活性化につながる事業を市外に持っていかれないようにお願いします。
絶対反対。札幌オリンピックが行われた象徴的な場所に一企業の為に周辺の整備を含め税金を
使うのが納得いかない。真駒内の再開発は重要だと思うが、違うもので考えて欲しい。そもそ
も札幌ドームがあるのに球場を造ること自体に疑問。
このアンケートが誘致賛成を前提にしているようですが、真駒内誘致自体に反対です。あれだ
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けの自然豊かな場所を壊す必要ないです。日ハムという会社自体信用できず、例え球場を作っ
ても気に入らなければ数年で別の土地へ移転など平気でやってきそうですし、そういうリスク
も考えなければならないと思います。
市内には世界にも誇れる札幌ドームがあるが、それを否定するような球団に一切協力する必要
はない。これは真駒内であろうと北広島であろうと関係ない。毅然とした態度で球団と縁を切
ると宣言して貰いたい。
このままだと真駒内はさびれていく一方。お店とか少ないし。日ハム BP 構想は渡りに船。
是非、札幌市内に新球場を建設してください。
南区の落ち着いた住環境が脅かされる新球場の建設は断固反対です。南区から豊平川の東側に
抜けるルートも少なく、真駒内駅からの混雑など通勤にも大きく影響が出ることも予想されま
す。
札幌市は全てにおいてファイターズ球団任せに感じる。実際、真駒内か北広島市かは決定して
いないが、札幌ドームからは出ていくのだから、市としては早々に候補地を球団に提案すべき
だったのでは。また、前回の真駒内案の説明会もほとんどが球団からの提案で市からの道路整
備等の提案も無い状況で何が出来るんだ？また、札幌ドームのファイターズ移転後の稼働案に
ついても、他人任せのような回答ばかり。市長はじめ市の職員は、札幌ドームの今後について
も自分の懐が痛まない市民の税金と思っていないか？今回の件あまりにも無責任すぎる。この
ままファイターズが札幌に残っても何もメリットがなさそうなので北広島市に移転してもらっ
た方が地域活性化につながって、札幌に経済や観光が一極集中しなくなるからいいんじゃない
か。もう少し真剣に考えるべき！
北広島なら応援に行くことはなくなるのでぜひ札幌に残ってもらいたい。しかし、最大のネッ
クは交通渋滞。現状でも渋滞であるのに、それに輪をかける。したがって道路拡張、もしくは
真駒内地区からのモノレール構想を。
反対ですね。札幌市民が皆ファイターズファンじゃないでしょう。
札幌市民ですが当初から秋元市長、札幌市のファイターズに対する対応がひどくて札幌ドーム
の利用料金、売店の売上、サッカーモードへの変更時のファイターズの負担を、まったく対
処、軽減せずに放置した報いだと思います。北広島市に移転されても仕方ないと思います。秋
元市長、札幌市幹部の怠慢は批判します。
建設に反対です。なぜ１スポーツの１チームのために、自然を破壊し、札幌市がお金まで出さ
なければならないのでしょうか？自然環境に配慮すると言っても、建設工事から始まる騒音で
動物や鳥類は姿を消してしまいます。また、いくらシャトルバスなどを整備しても車で行く人
は行きます。そうなると、必ず渋滞は起こりますし空気も汚れます。球団や市がいくら整備、
配慮しても、自己中心的な人の意識はなかなか変わりません。だから、環境の悪化は避けられ
ないと思います。渋滞により地域の人は大変な思いもするのではと心配です。真駒内案も問題
あり、北広島案もいまいちなのであれば、札幌市は札幌ドーム残留の可能性を探った方がいい
のではないでしょうか？
札幌オリンピックから時間がたちましたね、札幌に来て三十数年、真駒内の公園近辺のビルは
朽ち果て、人どおりも少なく、町の活力は感じられないようです。大阪万博で千里丘陵の開発
でおおもめしましたが、今はどうなっているでしょうか。札幌の面影を懐かしむ反面、活力を
感じさせない街でよいのでしょうか。長屋から２階立て歩みを止めるのは後退ということをご
承知でしょうか。新幹線が開通する意味をご承知でしょうか。経験者のたわごとでした。
一企業に札幌市が市としてここまでやる必要はありません。新球場建設には断固反対です。
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北広島では観戦に時間的に回数急減する。緑豊かな環境に賛成いたします。
新しくできるのは老人ホームが目立ち住む人も老齢化。地域の活性化を強く希望する。
公園は静かな場所であるべき。用途を限定しないでください。ロンドンのハイドパークにサッ
カースタジアムがありますか？絶対に反対です。今でも交通渋滞がひどくて南区民としては苦
慮しています。イベント時に近隣のスーパーに車も止められません。こんなことが日常化され
ると困ります。
そもそも札幌圏の規模でドームは２つもいらない。共倒れでしょう。札幌市の市街地は意外と
緑が少ない。緑を大切にしようという姿勢が感じられない。真駒内の個人住宅は設立当初の申
し合わせ？から生け垣の家が多い。酔っ払った観戦帰りの輩が迷い込むような事態を懸念。あ
と、札幌市にスピードスケートのリンクは他にあるのでしょうか。
建設反対です。真駒内公園の自然は貴重です。フクロウやモモンガも棲みついています。一営
利企業のために公園を明け渡す理由は何一つありませんし、これ以上自然環境を破壊する権利
もありません。賛成票を投じているのは自身の儲けに欲を張っている利己的な方々が大半でし
ょう。絶対に建設反対です。
私は北広島市民です。正直な話、誘致にはマイナスな側面も多く、生活を破壊するかもしれな
い北広島への誘致には反対です。同じく同様の悩みを持つであろう真駒内に造るのにも反対で
す。
道民や札幌市民の大切な公園であり、札幌のシンボルでもある真駒内公園になぜ新球場なんか
建設しなければならないのですか？絶対に反対です。札幌市は、有力案だった北大案は、ＯＢ
の反対があったと言うだけで市民の声も聞かずに白紙にしたのに、真駒内案は、市民の反対意
見があるのに強行するつもりですか？札幌に２つもドームはいりません！！今の自然豊かで静
かな真駒内公園を残して下さい。北広島と札幌市を天秤にかけ、市民達や地域住民を対立さ
せ、発言もころころ変える日ハムには不信感しかありません。札幌ドームが嫌なら、北広島に
行けば良いと思う。
この問題については、静観している者ですが、建設反対の署名活動もあるなかで、建設が当然
という前提でアンケートするのは、大変問題がある！
現在アイスアリーナでイベントがある際にシャトルバスが国道 453 号線に一車線塞ぐ形で停車
しているため渋滞が起きているので、その部分を（小笠原クリニック～上町 1 丁目交差点ま
で）を一車線増やしてもらうなどの対策が必要と思います。南区が発展する最初で最後のチャ
ンスと思うのでぜひとも実現して欲しい。今の南区にあるものは、老人ホーム、葬儀場、墓地
ばかりです…。
普段から週末になると真駒内公園の交差点は渋滞しており、アリーナでイベントがあれば、五
輪橋通りを藻岩橋の方へ左折するだけで 30 分も待ったことがあります！真駒内駅から真駒内
公園まで歩くと 30 分程かかるので、車で来る人が増えるのは分かり切っているのに、道を広
げるのに 10 年もかかるのなら、それまでに関係のない住民は渋滞に悩まされなければいけな
いのですか？イオンに停める人も増えるでしょう。そしたら、本当にイオンで買い物したい人
が車を停められなくなるのは目に見えているし、実際今もその問題に悩まされています。真駒
内公園の緑を残して造ると言ったって、今の公園がそのまま残るのは無理な話。真駒内公園を
愛し、毎日のように散歩したりしている人達が賛成するとは到底思えないし、私も大反対で
す。反対している人達を無視して真駒内案にするなんてあり得ないです。町全体で頑張ってい
る北広島市にするべきです。
新球場建設は反対です。特に近隣の道路状況を考えると札幌ドーム付近と違い、市内中心部へ
の車両アクセスは石山通を利用する方が大半だと思いますので、今以上の交通渋滞が発生する
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と考えています。球団イベント等でどの程度の人が集まるかは分かりませんが、駐車場の不足
による交通渋滞や騒音を考えても、今の札幌ドームよりは悪くなると思っています。
新球場の建設に賛成です。真駒内は地下鉄があるのにもかかわらず、南区のほかの地区に比べ
てもさびれた印象がある。新球場は再開発の起爆剤になると思う。
『地元の球団』の日ハムに
は札幌からは絶対に移転して欲しくない。街の活力低下にもつながる。札幌市には危機意識を
持ってことにあたってもらいたい。
真駒内公園への新球場建設に賛成です。地域の現住民は、騒音、渋滞、治安の悪化などを懸念
しているようですが、地域が活性化すればある程度は仕方ないこと。それとも地域活性化をさ
せたくないと言うのでしょうか。理解できません。騒音問題は、球場としてはドーム型が作れ
れば、会場から発生する騒音問題は解消されます。会場外の騒音問題は、観戦者が暴徒化した
り、暴走行為をする人が出るなど騒音問題と同時に治安の悪化が想定されますが、地域活性化
を望むなら仕方ないと思います。そのお陰で、地価の上昇が期待できて資産価値が上がると思
うので、現住民は目をつぶって欲しい。そんな中でも渋滞緩和策は、住民のためでもあり、利
用者のためでもあるので、是非、渋滞緩和策だけは充分に検討していただきたい。宜しくお願
い致します。
札幌市の市長の対応の遅さ悪さに呆れています。諸外国が立候補回避しているような最近のオ
リンピック事情で冬季オリンピック立候補なんて負の遺産になるようなものにかまけていて、
札幌市からファイターズに逃げられるということになったなら、市長の無能を嘆いても嘆きき
れない。３月に決定予定なのに、今頃アンケートだなんて、ただの自分は一生懸命対応したが
ファイターズが北広島を選んだってことにするためのアリバイ作りってことなんでしょうか？
駐車スペースを広く作りすぎると、車での来場者が増え渋滞に繋がる。北広島は 8,000 台の駐
車スペースをとると言っている。これは良いように聞こえるが、駐車場から出るまで、出た後
の渋滞はいくらインフラ整備をしたとしても必ず起こると思われる。逆に真駒内駅からファイ
ターズ色を出せれば真駒内駅を利用したくなり、そこからのバス移動に繋がる。→渋滞はある
程度改善。札幌市としては真駒内駅前改革もより力を入れるべきだと思う。グッズショップは
もちろん、球団、選手達の軌跡ロード、観戦後にファン達が集える大型飲食店（大型のフード
コートみたいなイメージ）
、そしてその大型飲食店ではパブリックビューイングができる。な
ど。あと先日のフォーラムにも参加しましたが、上林氏の講演が一番だった。札幌市は上林氏
と絶対にタッグを組むべきだと思う。彼なら賛否全ての意見をうまくまとめ上げ、素晴らしい
街づくりをしてくれる。
道路が混雑するのは目に見えているし、地下鉄真駒内駅も混雑する。現在の真駒内でのコンサ
ートの開催や花火大会でもすでに大変混雑している。さらに球場が出来るとなると一度に３
万？規模の人が毎週のように来るとなると真駒内の設備では対応できないほどの人が溢れてし
まうのではないだろうか。真駒内駅は駅も終点とは思えないほど小さく、多くの人が訪れるの
に向いてない。車で来るにしても、真駒内公園は外周を大きな木で囲んでいるので、そこを伐
採などをして道路を広げるなどの自然破壊はどうなんだろうか。真駒内公園は遊具などがない
一般の公園ではなく、自然と接することができ、人工物ではなく自然と遊ぶことが目的になっ
ていると思っていたが、ボールパークの構想では違うものになってしまいそうだったので私は
反対します。
北広島が良い！
札幌ならどこでもいい。市長のやる気が感じられない。本当に無能。五輪なんて招致しなくて
いい。
毎年札幌ドームでファイターズを応援してきましたが、北広島になると遠くなり、ＪＲはよく
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運休するし、行かなくなってテレビで見るようになると思います！年寄りには遠くなるとつら
いです。札幌には大人から子供まで楽しめる施設がなく、歳を取ると市内にあると、とても助
かります。応援するエネルギーや元気がもらえて家族でゆっくり楽しめるファイターズです。
息子も会社が終わってすぐ行ける地下鉄がとても良いと言っています。家族で地下鉄に乗って
すぐ行ける真駒内にドームが出来るのは大賛成です。これだけ優勝して道民に喜びを与えて貢
献してくれたファイターズを大都市札幌が守り育てる使命があるんじゃないですか？是非真駒
内ファイターズ球場を実現させて札幌を活性化させて下さい。
環境破壊と光害や公害が起こるのは確実なのに、こういうことはアンケートで決めるようなも
のじゃないでしょう。
札幌市が主催して住民説明会を開かないのは何故ですか？また、ファンの為に新球場を建設す
るなら、どうして開かれた場で議論しないんですか？ただ単に札幌市内にファイターズが残っ
て欲しい、という感覚で話が進められていませんか？色々な意味で新球場建設に対して、札幌
市は市民に対して無責任すぎる対応をしているような感じがしています。
日ハムが示した 11 日の提案は自然環境の維持や現公園利用者の利便性も示されていました。
いまだに札幌市が確定提案でないというのが理解できない。市民として歯がゆく残念です。
疲弊しつつある真駒内地区が、地下鉄駅前再開発と連携して「新球場」が出来れば、地域の活
性化に寄与し、子孫にも夢のある環境を残せると思うので、是非とも実現してほしい。
札幌市長は日本ハムを札幌に置いておきたいという強い意志が見受けられません。一時のオリ
ンピックより、地元球団を大切にするほうが経済効果、知名度も高まると思います。
正式に建設となった場合は、自衛隊前－真駒内間に地下鉄新駅を設置することや、石山通、羊
ケ丘通からのアクセス道路の整備など、周辺エリアの交通整備も含めて検討してほしいと思い
ます。南北線の地上走行部分でもありますので、北広島のＪＲ新駅より実現性は高いと思いま
すし、周辺道路を整備することで、オリンピックに向けた２大ドームの一体活用も視野に入れ
られるのではないかと思います。また、札幌ドームの活用の中に、Ｂリーグトップの施設とし
て、レバンガのホームコート化も検討できないでしょうか？
そもそも（札幌ドーム）＝（ファイターズ）と思っていますので、他の候補地を提案すること
自体、疑問に思います。札幌市はドーム側と日ハム側の間に入り、是非ドームに残れるような
提案をするべきだと思います。ファイターズがドームを使わなくなった時の減益を税金で補う
ことになるような気がします。一市民としてはとても疑問に思っています。
札幌市は、日ハムが札幌ドームを出ていくことで、相当な赤字を抱えるのに、何で一営利目的
の企業に振り回されているか分からない。日本ハムは甘えないでほしい。自分で土地を探し、
球場でもなんでも建ててください。一度破壊された自然は戻って来ないよ。ここは公園です
よ。ホテル？、ＢＢＱコーナー？、キャンプ施設？、何を考えているのか分からない。営利だ
けが目的に見える。
真駒内に賛成です。正直、北広島だったらもう気軽には行けないな～と感じていました。環境
等で反対意見があるようですが、より自然が大切なモノでイイなぁと思えるような球場を期待
しています！
札幌市が新球場に検討作業を含め税を使用することは全くの無駄であるので、直ちに協議をや
めるべきである。
札幌市内への新球場建設には大賛成。経済波及効果を考えたら絶対に札幌市内に建設してもら
えるように最大限の誠意を持って交渉すべき。交通体系についてもこれを機会に新球場経由
で、近年住民が増加している川沿地区への地下鉄延伸を期待する。結果的に南区の発展につな

6 / 100

Ｄ「⾃由意⾒」（第１次公開分）

がる再開発の起爆剤となると確信する。
日本ハムは新球場を建設するのではなく、札幌ドームを利用し続けるべきです。それが一番理
にかなっています。
年配者からの意見としては、地下鉄に乗って行ける範囲であれば大変に結構なことです。北広
島ですと、まず野球は見に行けなくなりますね。今ですと孫たちと車で途中まで行って、地下
鉄に乗り換えて福住～話しながら歩いてもさほど大変とは感じませんね。今の球場ではどうし
てダメなのか？今の球場の改築改装は考えられないんでしょうね。家族みんな北広島に行くの
はまず無理！テレビで見ましょうって話しています。野球を見に行くのがとても楽しみだった
ので残念ですね。真駒内に決まったらいいな～が家族のみんなの意見です。真駒内の方が集客
するには場所的に大変良いと思います。日ハムの新球場建設にかかわっている方たちに是非汽
車に乗って北広島まで行ってみてほしいですね。５～10 分おきに汽車が来なければ、絶対人
は集まらないと思います。
真駒内反対です。北広島も反対です。どちらも実現性が限りなく低いはずです。そのことから
目を背けないで真摯に札幌ドームで共存していく現実的な道を探っていくべきです。
はっきり言って反対。仕事で南区へはちょくちょく行くが、現状でさえ夕方の交通渋滞が酷
く、特にイベント時などは悲惨の一言。現状ですら道路拡張の必要性があるにも関わらずこの
上数万人単位が入場する箱物を建造しようものなら確実に周辺の道路事情は崩壊する。そして
現段階において、札幌市はこの確実に起こるであろう問題に対して何らの回答を示していな
い。更にはオリンピック誘致の時期とも重なり、新球場建設がその後となればファイターズ側
からの反発は必至。現時点における札幌ドームとの事実上の奴隷契約を早急に改善したい球団
側にとって、これ以上の時間引き延ばしは愚策以外の何物でもない。この件に関しては現時点
において完全に北広島の後塵を拝しており、巻き返しの目は皆無と言っていい。ここまでの決
断をファイターズ側にさせた札幌市側の罪は重い。札幌市はこれを真摯に受け止めて北広島の
新球場建設をバックアップする方針に切り替えた方がいい。
札幌圏内に２つもドーム型球場は必要無いと思います。共倒れになりますよ。
新球場を建設した場合、ファイターズが利用の６割を占める札幌ドームの利用率が下がり、札
幌市が札幌ドームへ補助金を出す必要が出るのではないでしょうか？それであれば、札幌ドー
ムをファイターズへ売却し、現在の球場の位置で、より発展をしてもらう方が良いのでは？交
通機関の利便性など、真駒内公園より札幌ドームの方が地下鉄に近いなど、メリットが大きい
のでは？？
いまさらアンケートを取っている場合じゃない。はっきり言って札幌市長の判断ミス。北広に
移転したら辞職して責任取るべき!!!
日本ハムは、新球場を建設するのではなく、札幌ドームを利用し続けるべきです。それが一番
理にかなっています。
広い公園の一部を使い、みんなが楽しめるボールパークができることを希望します。
現在のドームはどうするのでしょうか？維持費もほぼ全てをファイターズが支払っているよう
ですが。真駒内公園には、新球場は不要だと思います。ファイターズのドーム使用料の負担を
半分以下にしたうえで、他の事業で維持収入を得るべきだと考えます。
このアンケート、一人で何回でも送信できる状態で無意味です。市長が「反対派が多いから諦
めた」と言い訳するためのアンケート。
ファイターズは札幌市の資産、手放すべきでない。
南区の活性化につながり、人口そして店舗等も増えて、活気がみなぎり、益々魅力的な町にな
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る。
絶対反対。一民間企業に道の自然公園内の土地を提供して自然破壊する暴挙は 100 年経っても
孫子の代まで笑われる。金に目が眩んだのか？目を覚ませ。
周りの同僚達も、北広島にボールパークを造ったら、あえて観戦に行くことは無くなると口を
揃えて話しています。南区は高齢化が進んで、真駒内駅前も活気がありません。自然環境は守
りつつ、交通渋滞にならないよう道路を整備して、冬季五輪誘致と共に、また真駒内を発展さ
せてほしい。
札幌市民にアンケートを採るのは無意味です。聞くなら、南区とか真駒内地区の住民、真駒内
公園の利用者に限定するべきです。私は日本ハム自体が嫌いなわけではありません。札幌のど
こかに出来るなら賛成します。真駒内公園はだめです。Ｂで答えたような問題があるからで
す。賛成数と反対数を単純に比べるのは不公平です。少数でも反対する人に配慮しなければい
けないと思います。
日本ハムの新球場は、札幌市に拘らなくても良いと思う。今更の感が強く、日本ハムの要望す
る場所に移って貰えたらそれで良いと思います。札幌市には、札幌ドームの有効活用に力を注
ぎ、数少ない自然を大事にして貰いたい。
札幌ドームに隣接する道の所有地を利用したら、BP 構想実現できないのでしょうか？札幌ド
ームを利用し続ける道を模索してほしい。ファイターズが札幌から離れたら歴史に残る大失
政。そうならないように最善を尽くして下さい。
C の欄の効果については実際にやってみないと分からない。抽象的だが、とにかく将来にわた
って持続可能なものになってほしい。
球場に行くための交通手段が重要だと思います。真駒内は良いと思います（北広島へは遠く感
じます）
。
北広島で決定したのだから、その結果に従えば良い。北広島市は、札幌市以上に知恵をだし、
汗をかき、努力しているのがよくわかる。北広島市にお任せするのが良いと思う。真駒内には
反対いたします。
真駒内公園は元々数千人規模のイベントでも混雑して車も進まなくなるので、数万人規模の新
球場は難しいと思います。札幌市がファイターズの負担費用を大幅に下げない限り難しいと思
います。あと、札幌オリンピックもラグビーも過大な税金で開催するのもおかしいと思いま
す。無駄費用には税金は払いたくありません。
周辺住民の意見が二つに割れている段階で新球場建設はできないと思う。また、イベント時に
公園周辺が渋滞するなど課題も多くまちづくりを根本的に見直す必要がある。札幌市外に立て
ればよい。
札幌市内にドーム球場は１か所で良い。札幌ドームの負の部分が市民の負担となる。
反対です。なぜ道外企業のチームに市税を投入し顔色を伺うのか全く理解できません。札幌拠
点のプロチームは他にもあるし、スポーツは野球だけでは無い。バスケ、サッカー、フットサ
ル、誘致を狙うオリンピックのウインタースポーツも同様の財政援助してあげますか？なぜ大
阪の企業に？日ハムはドライだからまた移転するかもしれませんよ。そんな企業になぜ真駒内
の一等地を差し出すお手伝いを？インフラの優先整備を？日ハムには東京ドームなり大阪な
り、お帰り頂きたい。もしくは道外に移転頂きたい。
ぜひ、札幌市にプロ野球球団の本拠地を残してください！真駒内案は、古くなった施設をリニ
ューアルさせる非常に素晴らしいプランです。もちろん、会場へのアクセスや渋滞対策は必要
だと思います。地下鉄新駅・真駒内再開発・道路の拡幅など、様々な面で開発を進めて欲しい
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です。ファイターズが示した真駒内公園の緑を活かして、老朽化した施設を建て替え、さらに
は公園に来る人たちにより快適な環境を提供するイメージ図は本当に素晴らしかったです。今
まで、ほとんど真駒内公園は行かず、アイスアリーナのコンサート程度でしたが、真駒内川の
川原のカフェでお茶を飲みながらのんびりしたり、温浴施設ができるのであれば、ぜひ試合が
ないときにも足を運びたいと思います。福岡の大濠公園にスターバックスがあってのんびり散
策ができるような素敵な公園をぜひ札幌にも造って下さい。そのために、ぜひ、札幌市にはフ
ァイターズに積極的な提案をお願いします。北広島に比べて非常に冷めた感じがして、やる気
が無いようで残念です。
なぜ真駒内か分からない。やはり地下鉄東豊線沿にサッカー、バスケットボール、フットサル
の施設があることを考えれば、ボールパークは福住に作るのがベストだと思いますので、真駒
内でなく、福住エリアで話し合いを進めて欲しい。
北広島市の球場誘致の熱意はニュースなどを見るととても強く感じられるのに対し、札幌市は
熱意が今のところ感じられないと思うのは私だけだろうか？プロ球団が地元にあることは市民
の誇りにもなるし、当然利益も生まれることになるはず。緑が減って自然が壊れるなどの意見
もあるようだが、ここは北海道。特に真駒内地区は近くに定山渓温泉や豊平峡ダムなど周りは
緑が豊富だと思うが。心配があるのはイベント当日の周辺地域の交通量増加ではないか。とに
かく球団が我が街に留まってくれるよう、もっと熱意をもって誘致して欲しい。
札幌市内からプロ野球がなくなると哀しい。南区は、人口も減り過疎化し衰退し続けているの
で是非とも起爆剤として、球場を造ってほしい。駐車場は、豊平川右岸線を延長し、止められ
るようにすればいいと思います。自衛隊と真駒内の間に新駅を造ってほしい。
散々、ファイターズに対して不平等かつ不利益な契約をしておきながら、今さら虫がよすぎる
話ではないか。北広島の方が協力的であり、新駅もできるようなのでそちらの方がよい。ファ
イターズのいう「誰とやるか」というところを自分達が皮肉を言われているとなぜ気づかない
のか。そういうところが今回の移転話の根本にあると思いますが。
真駒内本町に住んでいます。商店街は古びているし子供も少ないので球場が出来れば地域の活
性化につながると思うので大賛成です。是非、真駒内に球場を造って下さい。
北海道とりわけ札幌の顔として期待される役割は大きい。自然環境へ配慮をしつつ、是非実現
して欲しい。
球場建設大賛成。オリンピックの聖地、スポーツのメッカとして世界に発信できる札幌を期
待。自然破壊や生活環境の悪化との意見もあるようだが、現在でも多くの人が集まるマラソン
大会やコンサート、大規模な花火大会までも実施されている。オリンピックだってここを使う
案が出ていたが、これらについて中止を求める活動や署名など聞いたことがない。反対される
方がこれらについても反対運動を起こしていたならわかるが、野球場だけは反対というのは理
解できない。このままだと、南区は、真駒内は閑静な住宅街→死んだ街に一直線。市も、もっ
とライバル北広島市を意識した提案、協議をしてほしい。なんとか真駒内への誘致成功を祈り
ます。
住環境、自然環境及び交通環境に悪影響を及ぼすと考えられることから、建設を行うべきでは
ない。
真駒内公園における新球場の建設と真駒内駅前の再開発を連動させて若い人、家族連れが楽し
める空間（歩行者天国、自転車通路の充実など）を整備してほしい。真駒内駅から真駒内川沿
いの散歩道を通り公園に入るまでの道のりは非常に魅力的と思う。
もっと他のことに公務員の仕事の芯を据えて欲しい。必要ない。
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北広島は、交通アクセスが悪いので是非、
「道立真駒内公園」に新球場建設をお願いします。
北広島には交通のアクセスが悪いため、大反対です。
真駒内地区の発展になるので是非真駒内で建設してほしい。真駒内＝札幌市の発展にもなると
思います。ただ前途でもありましたがアクセスが心配です。真駒内と自衛隊前の間に新駅又
は、真駒内からモノレール的なものを造って導線を良くしてほしい。モノレールがあれば地域
がさらに発展すると思います。
はっきり言って球場はどこでもいいけど、札幌市の誠意ある対応でファイターズとの win-win
の関係を構築してほしい。
札幌市がもっと積極的に地域活性化に企業とタイアップしなきゃダメです。真駒内に未来はあ
るのでしょうか。
真駒内での球場は止めて欲しい。ただでさえ道路渋滞で困っているのに、これ以上、渋滞をさ
せないで欲しい。新球場を造るのであれば、裏道など４本ほど作らないと、この問題は解決し
ない。今までのように静かな公園で…。自然とふれあいながらウォーキングが出来る環境を奪
わないで欲しい。
地域の活性化のため、是非とも日ハムの新球場を建設してほしいです。
アクセスを第一に考えてください。
やはり、ファイターズの球場は札幌市に建設するべきです。
札幌市内ではあるが、端すぎる。メリットを感じる人はごく一部だと思う。札幌市外から来る
人も、札幌駅からアクセスが悪いし時間がかかる。観客動員数は極度に減少すると思う。
真駒内公園内の少年野球場の維持もしくはなんらかの事情で取り壊す場合は新設駅前の警察の
官舎を駅直結にし、屋内バスターミナルを併せた商業施設を球団といっしょに実現する。
札幌に二つもドームはいらないと思います。これから札幌ドームを赤字経営させないようお願
いします。ドーム建設と真駒内開発は別でまちづくりの計画をきちんとたててください。
自然豊かな真駒内を希望するので建設反対です。そもそも、札幌ドームのワンマン経営を辞め
れば全てが丸く収まる話なのではないのですか？
真駒内の五輪通りは、渋滞することが多いのに、これで球場が出来てしまったら生活にとても
不便になります。とても心配です。
自動車によるアクセス改善（R230、R453 経由の取り付け道路）地下鉄によるアクセス改善
（真駒内駐屯地内にシャトルバス専用道路を敷設し、自衛隊前駅-球場を結ぶ）。
Ichikigyounotameni taisetunasizennhakaio sinaidehosii.
今のままが一番良い。
北海道＝札幌市。道内各地他、道外からのファンは野球観戦後は札幌市内泊して遊興するので
札幌市内に建設して欲しいです。
候補地を二転三転させたうえ、上意下達で住民の民意に考慮もなく真駒内公園を候補地にす
る。本当にお役所仕事ですよね。もう日ハムの BP 計画から手を引いてください。そして札幌
ドームを今後どう維持するのか、赤字が出た場合の責任の所在はどこにあるのかを示してくだ
さい。ただでさえ仕事が遅いのですから一刻も早くお願いします。プロスポーツチームに転出
されたスポーツに理解のない街となれば札幌市のイメージ低下は深刻ですよ。
わたしは反対派です。以下に意見を申し上げます。
Generalcommment1. 賛成派と反対派で署名運動が行われ、本日の新聞報道によると「賛成意
見が多いのか、反対が多いのか傾向を知りたい」と記していますが、違和感を感じます。大ざ
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っぱな言い方になりますが、反対派：真駒内駅－真駒内公園間住民と真駒内公園近所に住んで
いて生活環境に影響を受ける人、対、賛成派：その他の人という構図になっており、同じ土俵
に上げ賛成派･反対派の数で議論することは乱暴です。反対派の中心は生活環境に影響を受け
る人ですので、数が少ないのは当たり前です。今回の日ハム BP に関しては、日ハム球団と生
活環境に影響を受ける人との問題であり、この問題に関しその他の市民は直接的な関係はあり
ません。住宅地域に、夜遅くまで３万人の人を集めるアミューズメント施設を作ると、周辺住
民との間で問題が起こることは目に見えています。是非、賛成･反対の人数で議論するのでは
なく、日ハム BP で生活環境に大きな影響を受ける人をきちんと区別して議論をお願いしたく
存じます。真駒内公園周辺住民でも、外にあまり出ることのない高齢者に賛成派がいるのも承
知しています。しかし、通勤を含め日々の車での外出に交通渋滞の影響は極めて大きく、イオ
ン藻岩店を含め車による買い物にも大きな影響が出ます。真駒内公園周辺住民でも、日ハム
BP により、生活に影響が出る人と影響が出ない人がいます。賛成･反対の数では決めず、生活
に大きな影響が出る人に寄り添って判断をお願いしたく存じます。
2. 地域の活性化とは何かということを考えて頂きたいです。賛成派署名活動を行っているの
は、商売をやっている人たちで、
”地域の活性化”の名の下に活動されておられますが、人が
たくさん訪れて賑やかになることが地域の活性化なのでしょうか？賛成派が言っている”地域
の活性化”は、
”経済の活性化”です。ほんとうの地域の活性化は、
”地域住民の活性化”であ
り、”その地区に住んでいる人々が元気に暮らせること”なのであり、経済の活性化ではない
のです。住環境が悪化した中で、その地区に住んでいる住民が安心して active に暮らせると
思えないです。真の意味で地域の活性化とは何か、きちんと考え、議論をお願いします。
Specificcomment1. 交通渋滞について、真駒内アイスアリーナでのイベント時の交通渋滞を
考えると、日ハム BP ができたときの交通渋滞は相当に深刻になることが想定できます。この
交通渋滞の主たる道路は、五輪通りで、私含め、今も、近隣住民は渋滞に悩まされておりま
す。この交通渋滞の根本的原因は、真駒内、澄川地区を東西に横切る道路が五輪通りしかない
からです。つまり五輪通りの北側には自衛隊真駒内駐屯地があり、この駐屯地を通り抜ける道
路がないのです。現在も、真駒内駐屯地の反対側に行くには、五輪通りか福住桑園通りを迂回
するかないのです。真駒内駐屯地を東西に横切る道路がないため、藻岩橋とミュンヘン大橋の
間に豊平川を横断する橋を作れません。同様に、五輪通りの南側には、桜山があり柏が丘や真
駒内公園があるため、同じく澄川地区･真駒内地区･川沿地区を東西に結ぶ道路を作ることがで
きません。札幌市は五輪通りを一車線増やすことを検討されているようですが、自衛隊真駒内
駐屯地がある限り、枝道がなく、車は大きな道路に集まってしまうため、大きな渋滞は避けら
れないと思っています。札幌ドーム近郊に住む方の話ですと、ドームで日ハム戦ナイターがあ
る場合、車通勤の近隣住民は、交通渋滞だけでなく警備員の交通整理により自宅のある方向に
向かわせてくれず、帰宅難民になっていると聞いています。大きな道路がある札幌ドームでこ
のような状態であるならば、真駒内公園近郊ではさらにひどい渋滞がおきることは明白であ
り、もう恐怖でしかありません。
2. 交通渋滞以外の住環境の悪化について 1) ７月に真駒内公園で花火大会があり、１万人く
らいの方が集まります。このとき、イオン藻岩店をはじめ近郊のお店の駐車場が花火見物者の
駐車により満杯になり、車で買い物に行けなくなってしまうのです。サツドラ緑町店など警備
員が立ち、警備員の目が届きやすいお店でも、室蘭ナンバー、函館ナンバー、北見ナンバーの
花火見物者と思われる車が、長い時間駐車していて、車を駐車するスペースがなく、買い物が
できないのです。2) 同じく７月の花火大会では、花火終了は９時ですが、夜 11 時過ぎまでぞ
ろぞろと大きな声を出しながら、真駒内公園－真駒内駅の間にあるうちのマンションの前を多
くの人が歩いています。花火大会は 1 万人くらいですが、ナイターだと３万人の人が集まりま
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す。しかも試合の終了時間は夜 10 時過ぎになります。夜の静かな住環境が犯されることは目
に見えていますし、ゴミとかも沢山出るでしょう。札幌ドーム－福住駅間と異なり、真駒内公
園－真駒内駅間は住宅街なのです。日ハムが日ハム BP を作り、
”力”でこの地域の住環境を変
えることはあってはならないのです。日ハムは、住環境の悪化に対し”できるだけ努力する”
など、曖昧な返事ばかりで具体性がありません。日ハムの曖昧な返答では、静かで安心して暮
らせる住環境が守られるとは思えないのです。３万人という集客は、今の真駒内地区のキャパ
シタンスを越えていると思っています。日ハムが、生活環境に影響を受ける近隣住民に対し説
明会を開くのであれば、曖昧な回答ではなく、静かで安心して暮らせる住環境を保証すること
が必要です。是非とも日ハム BP を真駒内公園に作らないよう、お願い致します。
自然豊かな道立真駒内公園内に新球場を建設する必要性があるのでしょうか？何故一企業の経
営戦略による球場建設に対して札幌市が自ら提案する必要があるのか疑問である。
日本ハムがドーム移転を表明する前に、札幌市はもっと真摯に対応すべきでしたね。このアン
ケートを含め、札幌市の対応は何もかもが後手に回っています。
真駒内に新球場を造っても豊かな自然の破壊、北海道の活性化に繋がらない。全く利点がない
ので真駒内案は大反対！
全くナンセンス。羊ヶ丘通等の容量の大きい道路に接する現在の札幌ドームでさえ試合当日の
交通渋滞は酷い状況。五輪通の狭さでは全く機能しない。交通量調査やシミュレーションをす
るまでもなく、我々近隣住民の交通利便性は大きく低下する。絶対反対。マイカー乗り入れ禁
止ならば賛成。
一「私」企業である球団の勝手な言い分に、市が振り回されている印象が強い。ＢＰ構想と言
いながら、日ハムが都合よく稼ぎたいという本音を隠して自治体やファンを踊らせているだけ
ではないのか。現状の札幌ドームが不満なら、日ハムが買い取って使いやすいように改装すれ
ばいいし、同じ真駒内でも地下鉄・自衛隊前駅のすぐ目の前の駐屯地なら、足の便はいいし、
緑を犠牲にすることもない。自ら汗をかいて、国、防衛省と交渉したらどうか。緑豊かで静
か、さらに誰にでも開放される空間を現在も将来も大切にするのが、市の基本姿勢でなければ
ならない。市民の共有財産を「私」企業に差し出す行為は愚の骨頂である。真駒内公園での球
場建設には、絶対反対する。
私企業の設計に深入りせず、市としてドームの有効活用で BP 構想との着地を目指して折衝。
ドームが将来も有効利用でき、将来市の負の財産にすることなく、あせらず交渉。
札幌市は円山原始林の管理が行き届いていないのに市内で数えるほどしかない多様な環境に新
球場で経済効果を生み出そうとしていることに疑問を抱きます。
現公園の自然林と新球場のバランスのとれた環境になれば良いと思います。多くの自治体が民
間企業を誘致して、人口の減少に歯止めをかけ、活性化を図っています。ファイターズが自ら
手を上げてきているわけですから、それに応えていいのではないでしょか。真駒内地区はこの
ままだと第２のもみじ台団地化してしまいます。また、交通局の料金収入にも大きく影響して
きます。北広島の球場では、球団にとって、平日の入場者は期待できないのではないでしょう
か。
誰でも気軽に楽しめる、利用しやすい公園にしてほしい。日本ハムの球場を造ってほしい。
札幌市が営利企業に対して便宜供与することが理解できない。また、北大の敷地とか道の公園
敷地とか他人の不動産を札幌市が勝手に対象とすることも理解ができない。冬期間以外はほぼ
毎日散歩している公園を営利企業に提供することには断固として反対する。札幌市が営利企業
の営利目的のために手を貸すことが理解できないし、すべての市民が野球を趣味としている訳
ではない。ホテルの建設など論外である。こんな市長を選んだのは失敗だった。
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道の公園に札幌市が口を出すのがおかしい。
プロ野球という名の実質企業スポーツに税金使うのには断固反対。
勝手に札幌ドームを出ていって道民の公園を開拓することが横暴に感じる。一企業の広告塔で
しかない球団に札幌市がそこまで協力する必要がない。先に書いたように無駄なハコモノであ
る。また、ここまでの報道も札幌市や札幌ドームの対応が悪いような言い方をされており、ミ
スリードではないかと感じている。スポーツという一見クリーンに見えるものを盾にした暴力
である。札幌市はその件について反論はないのでしょうか。私は一市民として秋元市長をはじ
めとする市職員の皆様の仕事を信頼しています。球団のやり方に問題があるならば、毅然とし
た態度で市民の利益を第一に考え、行動していただきたいです。
地下鉄駅の新設。
日ハムが札幌から出て行ったら、市長の再選危ないですよ(u_u)。
建設は反対です。交通渋滞緩和されますか？自然を守れますか？試合開始、終了後ファンの
方々がうるさい。
南区にきてもらえたら嬉しいけれど、真駒内にこだわらないです。
公園と新球場のバランスのとれた建設が望ましいと考えます。真駒内川の南側に大きな手を加
えないのであれば、自然林も保全でき、騒音もさほど気にすることもないのではないでしょう
か。真駒内駅前の再構築には、セットとして欠かせない施設だと思います。子供、孫のためぜ
ひ真駒内公園に新球場をお願いします。
真駒内公園の建設には賛成です。フォーラムの時にもありましたが、球団が少子高齢化のこと
を言っていましたが、南区はまさしく少子高齢化が進んでいる地域なので子供たちの声が聞こ
える地域になればと思います。公園を管理する北海道も赤字が多く再建団体にとの声も聞こえ
るので億近い管理費がかかっている真駒内公園を民間活力で整備できればもっともっといい公
園になると思います。北広島市と比べ札幌市の対応の遅さが感じられる。
私は真駒内に住んでいる住民として新球場建設に大賛成です。人口減少や少子高齢化が進む南
区で、今後子育てをしていく立場からもぜひ真駒内で新球場を建設して欲しいです。今後南区
を活性化させるためには最大のチャンスだと思います。中には反対意見の方もおり、自然環境
をある程度守ることはとても大切なことだと思います。しかし、これから真駒内で子育てをし
ていく若い年齢層の意見として参考にして頂ければと思います。
真駒内駅は地下鉄終点で、人々はさらにそこから先へバスを使い帰宅します。選択肢はそれし
かありません。そんな所に人があふれかえり、路線バスにたくさんの人が乗り込まれたらどう
でしょうか。無料送迎バスを出すとしても、まずバス停の確保やそれに並ぶ人の収容範囲が少
なすぎる。アイスアリーナや屋外競技場で何かイベントがある時には、決まって道路は大渋滞
になります。道路が狭いし、歩行者が横断歩道を渡っている間は左折車がつまるので、その後
ろにはまったり、直進車線にいてもその先がつかえているので、一度の信号で３、４台しか行
けないなど、が当たり前になっています。その辺の所はご存知でしょうか？抜け道もなく、バ
ス路線は絶対に五輪通りを通ります。そこが今にも増して渋滞するということは考えただけで
憂鬱になります。道路を拡張する幅もなく、抜け道もなく、住民は途方にくれてしまいます。
もっと広々と構想を叶えられる場所がいいのではないかと考えます。
道と協議するのであれば、地下鉄真駒内駅から石山陸橋まで一駅分シェルターで延伸、現在の
警察学校の場所をサブグラウンド、機動隊の場所をメイングラウンド、官舎を整理して施設や
トレーニングセンター、陸橋駅から高架で直接繋げば利便性も高くなると思われます。また、
桜山内にウッドチップのクロスカントリーコースや併設で北海道アスリートの為のトレーニン
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グセンターを造り、他のスポーツ選手とのコミュニケーションの場としても使えれば最高で
す。そして、地盤がいいので災害対策施設としても機能するはず。駐車場は地下鉄シェルター
の上や、真駒内川の上に鉄板を渡せば台数確保と副収入も得られるはず。今まで何一つせず、
南区の人口減少や地域力低下の一途からスポーツの街に変化するチャンスです。30 年札幌と
球団を考えればいい場所だと考えます。警察学校、機動隊訓練用地は、常盤や白川、豊滝など
南区にもまだまだあるはずです。御一考をお願い致します。
新しい球場を誘致する前に現ドームの抜本的な改革を進めなければならない。全てにおいて建
設的に話を進めれば、このような話にはならなかったのではないか。
本件、もう遅いのではないかと思います。
札幌市民として是非とも真駒内公園に新球場を造っていただきたい。しかし、北広島市の誘致
したい思いに完全に負けていると思います。札幌市の反対の署名活動には、納得できません。
あまり時間がありませんが、反対なく市民一丸となって新球場を是非とも誘致できることを願
っています。頑張って下さい。
南区に若い世代が集まるよう、地域の活性化のためにも真駒内に新球場を建設してほしいと思
います。
真駒内に 20 年以上居住しているが、球場ができた場合、球場観覧者の地下鉄混雑やゴミのマ
ナーや治安悪化など、今まで閑静な住宅地の真駒内のイメージが阻害されることを懸念してい
ます。
迂回道路の検討を含め、真駒内での建設を死守すべきである。
五輪遺産や自然の残る真駒内に球場をつくる必要はない。そもそもホーム球場にするには交通
の便が悪く、交通渋滞も解消できない。
上町１丁目交差点の立体交差、豊平川右岸左岸道路、南側に伸ばす地下鉄新駅の設置、札幌駅
から 230 号でシャトルバス運行。
壮大な真駒内公園の大自然に生息する生き物たちを守るために、ぜったいに公園を破壊しない
でほしいです。球場ができることによって自然が変わってしまう心配があります。球場建設に
は反対です。
北広島市では遠すぎる。帰りの混雑と交通渋滞が考えられる。試合を見に行く回数は減ると思
う。真駒内案に賛成です。
新球場建設に反対します。都心に近く自然を残した大きな緑地公園は北海道にとっても札幌に
とっても貴重な財産です。そこを週末のたびにガチャガチャと人の集まる場所にするなど市の
考えが信じられません。どうしても日ハムを引き留めたいなら恥も外聞もなく今のドームでの
条件を受け入れて交渉をすべきです。または、公園ではない場所を提示すべきです。真駒内公
園内に誘致するのは１球団を引き留めるために札幌らしさを身売りするような印象です。今の
閑静な環境をどうぞ守ってください。
札幌ドームより近くなりますが、反対です。むしろ札幌ドームが努力を怠るどころか、何の拡
張性もないまま年齢を重ねたファンが行けない施設になっている自覚が感じられません。周辺
の渋滞に限らず、南区から北広島インターへ移動するとき、手段が国道 36 号か羊ケ丘通の二
択の状況で今でも苦労していることを考えると、真駒内は不適当と思わざるを得ません。
南区の活性化のために、真駒内に新球場を建設してほしいです。
昭和 47 年のオリンピック時の建物の建替、空室状況等々考え併せ、住人の高齢化による地域
の将来性を考慮して下さい。五輪団地は立地的に札駅からも近く外国人の宿泊施設への変革に
なりうるものだと思うので、今回の真駒内誘致は可能性が広がり良いと思います。ただし、自
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然破壊は後戻り出来ないので熟慮して下さい。あとは、地方から日ハムの応援に来る方々は札
幌市以外だと大変不便になるのでそのような方々のことも考え併せた判断をお願いします。
オリンピックでの短期的な活用と、負の遺産になりかねない物に期待するより、通年利用でき
集客が期待できる日ハム新球場で利用した方が札幌市のためになると思います。
交通渋滞が発生すると地元が反対しているようですが、真駒内に住んでいる人は、それほど心
配はいらないのではないでしょうか。団地内には、区役所通りや郵便局通りの比較的幅員の広
い道路があります。本当に心配するのは、五輪通りを通過する、川沿、石山、藤野、簾舞の方
達ではないでしょうか。しかし、交通渋滞は解消できます。渋滞したとしても一日中渋滞する
わけではありません。これからの子どもたちのために新球場を真駒内公園に建設されることを
強く要望します。
新球場建設に賛成です。今の真駒内は、閉塞感が漂っているように思います。新球場を建設す
るとともに、真駒内本町と曙町の公営住宅の再開発も検討願いたいものです。冬季オリンピッ
ク当時の活気ある真駒内を取り戻すため、新球場建設を。
札幌ドーム同様地下鉄でのアクセスが重要になると思います、北広島案では JR の本数、臨時
便では観客輸送に問題があると思います。地下鉄駅新設も含め、真駒内誘致に賛成です。
真駒内移転反対です。現状ですら渋滞が起きがちなのに、わざわざそこに移転する必要がある
のでしょうか。アクセスも特段いいとは思えません。むしろ良くない部類だと思います。そも
そも日ハムが移転に真摯に取り組んでいるとは思えない。真駒内案が出た時、商業施設を諦め
るとの話があったが、商業施設の併設を諦めるのであれば、旧グリーンドーム跡地でも十分賄
えるのでは？と思う。札幌市から好条件を引き出そうと北広島市をバーターに利用しているよ
うに見えるのも、第三者としてとても不快です。
お年寄りから子供まで楽しく、心から笑って過ごせる場所になって欲しいです。
そもそも、なぜ一企業である日本ハムにここまで市が配慮する必要があるのか。札幌ドームを
改修し、ボールパーク的な施設を併設するような案を検討したのか、全く分からない。球団は
公園の自然環境には影響しないとしているが、静かな環境の中でフクロウなど鳥類が営巣して
いることはご存じか。建設地を決める前にもっとあらゆる面からこの問題を検証してほしい。
私は、「道立真駒内公園」に新球場を建設することには反対です。その理由は、公園に新球場
を建設すると、今ある公園の自然を破壊することになるからです。今の公園の自然環境を守っ
てほしいです。それと、真駒内公園に新球場を建設すると真駒内公園周辺の道路が渋滞すると
思いますし、地下鉄真駒内駅の混雑が予想されるので、私は道立真駒内公園に新球場を建設す
ることに反対します。
公園と新球場が隣接すれば、とても素晴らしい時間を共有できるのではないでしょうか。主人
は野球観戦、私どもはその間、公園での水辺空間での遊び、その他にと過ごすことができま
す。
交通アクセスをみんなで考えて新球場を建設しましょう。
球場建設については反対です。温泉施設建設、地域活性化などの効果を宣伝されていますが、
球場を建設しなければできないことなのかと思いますし、球場がなくてもできることを札幌市
で現状していないのではと感じています。そもそも道の管轄の地域の環境保全を棚上げにして
札幌市で今対応する内容ではないと思います。このような内容のアンケートをこの最終決定時
期に短い期間で WEB 上で告知・実行するのも市民を馬鹿にしていると思います。賛成ありきの
アンケートの作りもいかがなものかと思います。
とにかく、市は北広島市に比べて何事も遅いのではないのでしょうか？今更アンケートって…
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本当に新球場を札幌に誘致したいのですか？もう、時既に遅しかもしれませんが、真駒内の地
域住民の皆さんに理解していただき、札幌に新球場を誘致していただきたい。お願い致しま
す。
北広島の方が厚別からはアクセスが良い。真駒内も北広島も駅からのアクセスは、変わらない
と思う。札幌市の収入増を求めるなら厚別にテコ入れをして、北広島との共存を模索するのが
良いと思う。
「真駒内公園が良い、悪い」の尺度で判断してはいけない。札幌市として「ファイターズ」を
手放して良いかどうかです。反対している方々の気持ちは理解できますが、他の区や地域なら
知らないふりでしょ。道民も全国のファイターズファンも選手も「札幌希望」に決まっていま
す。ただ、札幌市が真剣に球場建設を願うなら真駒内の方々には真摯な対応を望みます。
街としての賑わい、活性化に欠かせないもの。プロ野球球団の本拠地があることは、都市とし
てのステータスの一つである。現状 10 大都市全てにある通りで、これをみすみす北広島市に
譲ることは、行政の責任者としていかがなものか。
札幌市が馬鹿丸出し。今更こんなアンケートを取って恥ずかしくないのか？来月には決めると
日ハムは言っている。散々今まで日ハムから札幌ドームの使用料金をむしり取ってペラペラの
人工芝の張り替えなど要望にも答えない。虫がいいにも程がある。お前らがいくらあがいても
日ハムは札幌を出て行くだろう。
現在、真駒内公園には、エゾフクロウをはじめ、貴重な野生動物が生息しています。人の手が
加われば必ず自然は破壊します。どうか、この自然を壊さないでください。このままの真駒内
公園が大好きです。今の真駒内公園は札幌市内の宝です。
道路幅が狭くて渋滞が多いです。夜遅くまで騒音になりそう。
札幌にファイターズが来て以来のファンです。過去のファイターズの札幌ドーム利用に関する
経緯やこの度の新球場構想問題に際して、互いの利益を優先することもなくお役所仕事でただ
一方的な主張を繰り返した札幌市側の態度にホトホト呆れております。そして、本件のアンケ
ートに関しても、そもそも真駒内の新球場を提案するにしても、あまりに遅すぎて尚且つこの
アンケート後に土地を巡る話し合いが必要という提案される側のファイターズを何も考慮して
いない動き方には、乾いた笑いさえ漏れます。ファイターズを無配慮で浅はかなお山の大将で
ある札幌市から解放してあげてください。北海道北広島ファイターズを応援しています。
公園の既存施設（サケ科学館も含む）の利用環境の維持を目指しながら進めるべき。再整備に
あたっては多様性保全に配慮し、札幌在来種で緑化すること。
日ハムの構想が期待外れ、且つぶれているのではないか。札幌ドームの運営権を譲渡＋α程度
で十分なのではないか。北海道の発展という視点がなければ、札幌一極集中では未来がない。
真駒内程度の土地の広さでいいのなら、候補地は他にも考えられる。
40 年くらい真駒内に住んでいます。新球場建設に大賛成です。昔に比べて子供が減り学校が
減りました。店はどんどんつぶれて多くの商店街はシャッター街です。街がくすんでいます。
このままでは 10 年後、20 年後は、真駒内は老人しかいない廃墟になってしまうのではと心配
です。真駒内公園内の施設も、オリンピックブランドと言う方もいますが、古く汚く全く魅力
を感じません。あちこちガタがきていて、地震があったら崩れるのではと思ってしまいます。
新球場が建設されるのは、正に街全体が魅力的に生まれ変わるチャンスと確信しています。自
然も大事ですが、自然に配慮すると言ってこのまま何もしないでいけば、街はさびれていくだ
けです。
北海道移転 15 年！道民市民に受け入れられ生活の１部にとけ込んだ我がファイターズ、真駒
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内公園に移転しても年間 65 試合位です。１年 365 日の約６分の１で環境問題もファイターズ
の提案では自然環境を破壊することも無く、老若男女が集えるボールパークになると思いま
す！ただシャトルバスの充実、駐車場問題、道路拡幅工事他、問題点はたくさん有りますがオ
ール北海道オール札幌で是非とも真駒内公園に移転をお願い致します。万が一北広島移転とな
ると皆さん応援行かないと言っています！球団にとっても死活問題になります。
真駒内公園周辺にはイオンがありますが、真駒内本町方面がスーパー等がないので決定したら
新球場周辺に試合帰りに立ち寄れるスーパー等があれば、周辺住民にとってもよいと思うし雇
用促進でよいと思います。また新球場にファイターズグッズショップを作れば試合のないとき
でも、グッズを買いに行った帰りにスーパー等があれば帰りに買物して帰れるという利便性が
あっていいと思います。
新球場建設は、地域の活性化、札幌からの人口流出の歯止めに有効。また、I ターン、Ｕター
ンに効果があると思います。
大反対です。理由は次の三点。札幌にドーム２つは不要であること、現にイベントがなくても
道路が混雑している場所での建設であること、他の候補地の方が利用できうる面積が大きく施
設として期待が持てること。
プロ野球もファイターズも、札幌も大好きな一人として意見。まず真駒内公園に特定球団の球
場があることに違和感。真駒内公園は、市民の憩いの場であり、五輪開催地として歴史的価値
がある場です。ましてや 26 年、30 年の冬季五輪招致も視野に入れるならウインタースポーツ
の拠点として整備するのが筋。ファイターズ球団も札幌に根付き、多くの道民に愛されていま
すが、市が真駒内の歴史的遺産を譲渡してまで、球団を後押しするのはいかがかと。真駒内地
域の活性化を狙うなら、もっと公益性のある事業を探るべき。札幌の市民として北広島に球団
が移るのは、多少喪失感があります。しかし球団が描くＢＰ構想の実現には、現時点では北広
島がベターです。交通アクセスなんて慣れです。最初は不便でも、そこから新しいビジネスモ
デルが生まれます。球団が移ることで北広島が活気づけば、里塚、平岡など清田区にも波及す
るはず。ここは勝ち負けではなく、球団、北広島、札幌の３者ウィンウィンウィンで、真駒内
案を撤回してもいいのでは。
今でも地域住民は、交通渋滞、騒音、駐車違反など色々な問題も解決されずに我慢している。
札幌市は、問題解決することをしているとは思えない。いつも迷惑するのは、直接影響を受け
る人。今でも問題があるのに解決出来ないのに新しいことしないで欲しい。近隣の住民にはお
祭り騒ぎでは、すまない。これ以上、住み難くしないで欲しい。
真駒内に新球場を造るのは、周辺道路の渋滞状況の悪化、周辺環境（住環境・自然環境等を含
む）への悪影響等を考えると、無理があると思います。また、市の対応を見ると、なんとか押
し込んで造ってしまおうという意思しか感じられず、お役所臭プンプンの屁理屈テンコ盛りと
いう印象しかしません。その点、新広島市の構想には、"新球場ができる！！！"というワクワ
ク感を感じています。
新球場建設反対。
今の南区は病院、老人ホーム、葬儀屋ばかり。買い物すら不便。そんな地区に住みたいです
か？自分は他地域からみると何も魅力がないのが現状だと思います。交通の利便性も札幌市自
体、雪国で車社会というのは見直すべきだと思う。事故、飲酒運転に繋がっていませんか？札
幌でとくに面積の広い南区が地下鉄が３駅。他はバスのみ。中心部に出るにも不便。このよう
な機会に南区の現状を一度見直してみては。ファイターズは絶対的に札幌市に残す方が札幌の
ためだと思う。
オリンピック施設のレガシーを残したいと言う人には、新球場の奥にでも、現施設の 1/4 程度
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のミニュチアリンクをつくるなどして、開催地であったことを残してはいかがでしょうか。
白石区の南郷 13 丁目付近に住んでいます。アクセスは北広島の方が容易なので真駒内案には
積極的に賛成できません。今回の報道で真駒内には豊かな自然環境や五輪遺産があることを初
めて知りました。真駒内地域にある古い施設は冬季五輪に絡め既存設備の再整備を進めた方が
良いのではないでしょうか。真駒内はスキー場も近いですし、ウインタースポーツを中心とし
た街づくりが出来れば面白いと考えます。
球場を北広島に渡してはだめだ。
地域も大事ですが、札幌市全体で考えてもらいたい。ファイターズが札幌から出たら、札幌ド
ームだけじゃなく地下鉄の売り上げ、関係各所の雇用など経済ダウンは計りきれないものにな
ります。そういうことを踏まえて、札幌市内残留ありきが当然です。もし、ファイターズが札
幌から出たら地下鉄の売り上げダウンなど、収入は大幅に減りますから、オリンピック誘致も
止めていただきたい。
近くに住んでいる住民が少なからず反対しているのに、押し切って進める必要なし。緑は守ら
れても住民の生活及び動物等は守られないと思う。
今のままでは、北広島市に日本ハムが行ってしまう。札幌市の姿勢は居なくなっても良いと考
えているように見える。
豊かで、自然環境の良い所に、なぜ球場建設なのか。普段でも交差点付近は信号待ちでの渋滞
がある。札幌ドーム使用での協議はもう遅いのか？
大反対です！札幌ドーム周辺でもあれだけ渋滞しているのに、あれ以上の道路幅が作れるとは
思えない。真駒内は抜け道も少ないしもっと大渋滞します！冬でも行ける綺麗で静かな真駒内
公園で動物を見ながらのんびり出来るのが良くて 45 年住んでいるのに、球場なんか出来たら
騒がしくて動物達も居なくなるし大渋滞の度に出掛けるのに時間がかかってストレスにしかな
りません！今ですら南区の中で一番渋滞する場所なのに、他の大型商業施設だって皆郊外に建
てて渋滞対策しています。何故そういう配慮が出来無いのでしょうか？住民のことを考えてい
るとは思えないです。あと、インターネットが出来ないご近所や会社仲間からの伝言です。年
寄りが多い南区で、ネットが出来ない人からは意見を聞かないなんて呆れるとのことです。ア
ンケート用紙を全住民に早くに配ってから話を進めるのが市民の意見を聞くってことだろ！不
平等だろ！とのことです。私もごもっともだと思います。とにかくあんな狭い真駒内に大型施
設なんて止めて下さい！大迷惑です！
第一に市長の本気度が全く見受けられず失望しています。今頃アンケート調査だなんてもう遅
いだろう！このまま北広島に持って行かれたら許せないです。
真駒内の町の現状は一目瞭然、
、
、町の活性化になるという点では賛成ですが、緑豊かな公
園、、、野鳥や小動物の生息地が、少しでも脅かされるのであれば、反対です。工事中の騒
音、、、また、何万人もの人達がワイワイする日が多くなると、彼らの居場所が無くなる、
、
、そ
れが怖いです。
札幌市と札幌市民は日本ハムが札幌の球団だと勘違いして、日本ハム球団を市内に縛り付けよ
うとしていませんか？北海道日本ハムファイターズなんです。選手とファンを大事にしてくれ
る球団は北海道の誇りであり宝です。もし、札幌以外に新球場が決まっても、道都札幌として
最大限の協力を惜しまず、北海道を盛り上げていく度量の大きさを見せてほしいと思います。
札幌ドームの殿様商売や利害関係ばかりが浮き彫りになった上、札幌市民間の賛否の対立を生
み、本来ならば今まで球団の話に耳を傾けてこなかった札幌市にこそ向けるべき負の感情を、
他市へのネガティブキャンペーンにすり替える恥ずかしくも悲しい札幌市民をこれ以上増やさ
ないことをお願いします。
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真駒内の活性化につながるので、ぜひ誘致していただきたいです。今の真駒内では若い人達に
は全く魅力のない地域になってしまい若者離れが続くと、自然もオリンピックも引き継ぐ人達
がいなくなり、守るどころか廃れる一方だと思います。
札幌市民以外のファイターズファンとしては、今回の経緯から札幌市への残留は望みません。
1:北広島になった場合、JR で何かあった場合の対策がどうなのか不透明なのがなんとも言え
ない。北広島までは JR 頼みであり、また現地点での千歳線のダイヤではとても２～３万人の
輸送力は難しいと感じている。
2:真駒内の場合、地下鉄真駒内駅からの距離が意外とあり、子供や親子連れ、年寄りにはきつ
い距離と感じる（実際候補地巡りをした。徒歩 30 分程度だった）。路線バスもなくはないが、
付近は結構車の行き来があり、花火大会の日とかは混雑が激しく、シャトルバスも詰まってい
たりしていた。もしバスによる輸送を考えるのなら、バス優先に通せる仕組みが欲しい。
3:渋滞の懸念は確かにあると思う。真駒内の場合は地下鉄のほうは増便できるとはいえ、その
後の真駒内の候補地までのアクセスと渋滞が私は懸念。真駒内駅から地下鉄南北線の延伸とか
あるとは思うが、金がかかりすぎると思われる。
ドームの移転理由でハード面が強調されているが、肝心の（株）札幌ドームの利権確保による
球団の収益性に触れられていない。
解決策
ドームは PFI 又はコンセッション方式とし球団が運営する。20 年くらいの。それにより場内
改修は球団が行なえる。野球専用人工芝、ファウルグランドを狭め客席勾配を緩くし、ハード
の問題解決。運営権を札幌市に支払う。オープンアリーナエリアに関連施設整備サッカー場は
厚別をサッカー専用として整備＊採算性に問題あるかも厚別陸上機能は真駒内、野幌で。
以上、思ったことです。
（株）札幌ドームは解散、どっちみち移転すると結果は解散しかない。日本ハムへ北広には札
幌市民は行かないよ。ボールパーク構想いいけど、アメリカと違って道民は豊かじゃないし冬
は出かけない。
北広島市に移転した場合には、非常に遠くなるため野球観戦することが難しくなります。是
非、真駒内公園に建設してください。
周辺だけでなく連結する石山通り等、直結する道路事情すべてが悪化する。単純に周辺道路を
拡張するだけでは不十分。札幌市内の中でも、真駒内ではアクセス自体にそもそも問題がある
のでは？路上の迷惑駐車や自宅近くをゾロゾロと大勢の人が通行するのも不安。せっかく閑静
な住宅街に居住しているのに、迷惑施設が建設されるのはうんざり。地下鉄南北線の混雑はど
う緩和するのか？南北線は特に帰宅ラッシュ時間は既に混雑している。試合のある日だけでな
くＢＰとなれば常時混雑することも予想されるが、どのように緩和するのか？もともと閑散と
している東豊線とは違う。混雑は仕方が無いから我慢せよということになるのか？報道で、北
広島市はいち早く手を挙げ可能な限り誘致への努力をしているように見えたが、結局日ハム側
は札幌市に残りたいというようにしか見えない。札幌市としても札幌ドームに残ってもらうの
が一番良かったようには思うが、日ハムの北広島市に対する失礼な態度を見ていると北海道か
ら出て行ってもらって結構と思った。一部では札幌市が日ハムにあまり協力的でないと批判し
ている人もいるようだが、そもそも地方公共団体が一企業のためにそこまでする必要があるの
かと思う。札幌市内に２つのドームは不要。札幌市にはよく検討してもらいたい。
南区に 30 年以上住んでます。真駒内公園を壊さないでください。地元住民の反対意見を無視
しないでください。
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昨年出産し南区に引っ越しました。閑静な住宅街は気に入っていますが、周辺に親子で楽しめ
る場所が何もないので寂しく感じます。将来息子と野球観戦はもちろん、散歩がてら遊べる場
所ができたらすごく嬉しいです。南区に子どもたちを増やしたい！
真駒内建設賛成の意見です。私は以前、真駒内の住人でしたので、よく公園にも行っていまし
た。今は、所有の建物も公園から近い場所にあり、いくらかは南区に関わりがあります。現在
は、札幌ドームに近い場所、偶然にも日ハムさんと関わりあるところばかりに居ます。真駒内
はオリンピックの地で飲み屋とかが無く環境は良かったのですが、活気が少しおとなしいかと
思います。古くからの住人の方もいますが、本州から転勤等で住まわれている方が他の区域よ
りも多いかと思います。興味が無い方も多いかも知れません。ですが、ここは札幌市北海道を
代表する市です。それを北広島市に持っていかれてよいものでしょうか。日ハムをフランチャ
イズにしたときのことを思い出してほしいです。札幌ドームさんがもっと日ハムさんと向き合
っていたらこんな状況にはならなかったと思います。これから検討なんて、なにもかもが遅く
感じます。市長さんはやる気が無い態度に取れるような会見、残念です。交通問題はどこに行
っても起こります。とにかくやる気を見せていただけるなら、日ハムさんにもっと誠意を見せ
て下さい。お願いいたします。
豊平川河川敷から公園に続く札幌市が誇れる自然環境に BP は必要無し、一度壊した環境は戻
らない。
北広島に球場ができても、JR となるとアクセスが悪く、周りに聞いても行かないと答える人
が多かった。地下鉄圏内に造るべきだと思う。地域住民の意見もあるとは思うが、地域が活性
して受けられるサービスの恩恵の方が大きいのではないか。
たびたび定山渓温泉に行きますが、真駒内駅周辺の古さ、寂しさに常々残念に思っていまし
た。冬季オリンピック招致による様々なハコモノを残すよりも人気高いプロ野球球団を呼び込
む方が少子化の未来を見据えてみても明るい街に変えられることに繋がると思います。現在の
札幌ドームは座席が狭く、階段が急で全体がグレー色のため、落ち着いて野球を楽しめませ
ん。平日の夜、仕事終わりにも寄りたくなるような快適な空間、明日への活力になる球場造り
を切に願います。
毎年夏のシーズンになると土日はコンサートなどで道路渋滞が起こり、近くに住む者にとって
は憂鬱です。
北広島になった場合、北広島以南、道外からの来札者の激減による、地下鉄利用・購買・飲
酒・宿泊など経済損失が計り知れない。真駒内は、市街地が疲弊し廃墟化する一方で、球場誘
致は真駒内駅周辺の活性化、地下鉄利用の増加が図れる。ホテル誘致と冬季オリンピックの選
手宿舎利用、商業施設誘致と選手遊興・メディアセンター利用、スポーツトレーニング施設、
球場とスケートリンク一体化など有利性を最大限生かし積極的・能動的な行動で問題解決・提
案を行い誘致すべきである。
北海道新聞において、市長は「賛成が多ければ市民が望んでいる」とあるが、賛成、反対を多
数決で決めることが大きな間違い。周辺住民や実際の利用者の意見を尊重すべき。それが市政
だ。アンケートで声が大きければ「市民が望んでいる」とは驚いた発言でたいへん残念だ。札
幌市は一年に数十試合の野球ファンの利便性より 365 日ここに生活する人たちの意見にウェー
トを置き判断すべきだ。
もともと札幌にファンが多いと思うので北広島に行かれると元々のファンがアクセスしづらく
なり、観客が減ると思うのでそれだと球団側も厳しいと思うので交通面には課題がありますが
市内のほうが元々のファンも来やすいと思いますし施設を工夫することで新たなファンも増え
ると思います！なので、ぜひ市内に球場を造ってください！
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なぜ積極的に動かないのか？（札幌市が）市長に幻滅している状況である。非常に残念な交渉
経過と報道等を見ると感じる。
真駒内地区に新球場を建設することは反対します！
道立真駒内公園の建設より先に、とにかく北広島市と違って札幌市は、やる気がまったく見え
てこない。今頃、アンケートなんて馬鹿にしている。北広島市に決まったら、どうするんだ！
平昌オリンピックで、札幌オリンピックの誘致に行くより、日ハムを札幌に残すことを考え
ろ！北海道新幹線だって最終駅は、札幌なんだ！札幌ドームがお荷物になって、日ハムが北広
島市に行ったら収入が無くなるんだ。もっと真剣に考えろ。お役所仕事は、これだから困る。
秋元市長のやる気に大いに期待する。
真駒内は過疎化が進んでいるので是非球場を作って欲しいです。本当は自衛隊前の自衛隊の敷
地を使用したいですが。その場合、駒岡の方に自衛隊関係を移動してはとも思っています。駒
岡には演習場と弾薬庫が既にあるので。駒岡の人間ですが、駒岡は自衛隊の方が多いので賛成
されると思います。
撤退してください。北広島で良いと思います。
新球場は真駒内が良い。北広島ではアクセスが悪く集客に問題が出ると思う。
周辺環境、交通渋滞の悪化を招くので建設に断固反対。
真駒内地区の住民との合意は絶対に必要。地域住民に理解を得る努力をするべき。反対派住民
が居たままでは日本ハムもやりにくい。地域住民に愛される施設にならなければいけない。
札幌ドームを抱える立場として動きにくいことはわかるが、それにしても情報公開から何から
遅い。小さい町ながらも一生懸命誘致に努力している北広島市に対しても失礼な話だと思いま
す。真駒内公園は、日ハムの目指すボールパーク構想に合致しているとは思えませんし、これ
でアジア No.1 など目指せると思えません。真駒内公園に作ることの意義は感じられないで
す。どうしても札幌市内に残留したいのなら札幌ドームを前提とすべきです。それと札幌市民
の日ハムではなく、北海道民の日ハムであることは忘れないでください。
道外のファイターズファンですが、この度の一連の経緯を見ていて、札幌市に対するパブリッ
クイメージが相当悪くなっています。札幌市民や、球場へのアクセスが遠くなるかもしれない
ファンは別として、それ以外のファイターズファンは札幌市に対してあまり良い感情を持って
いないかと思います。
青年会議所の集めた署名も踏まえて、必ず真駒内誘致を実現してください。
南区は衰退の一途です。これが最後で最大の活性化対策です。未来の子供達の為に是非何の制
限もなく真駒内に理想的なボールパークを希望します。
当初、地下鉄自衛隊前駅と真駒内駅に中間駅をつくる構想が、新聞報道されたことがありまし
たが、これができれば、新球場も利便性が増すのではないでしょうか。西武球場を知っていま
すが、駅と直結していると、試合終了後の電車待ちに時間がかかります。ある程度、駅と少し
離れていた方が、観客を輸送するのには好都合ではないでしょうか。試合後、帰路の途中で試
合のことなどを話しながら歩くのもまた楽しいものです。負けた時はつらいけどね！
ファイターズは、札幌市の宝です。是非とも道立真駒内公園へ新球場を誘致して頂きたい！
役人の上から目線対応の酷さと、状況に対する行動力の無さが目に余る。潔く北広島に譲り、
北海道を共同で盛り上げるよう協力すべき。
今でも、屋外競技場やアイスアリーナでイベントがある度に、混雑に悩まされているので、球
場建設には反対です！
球場を建設することで、古いスケートリンクを建て直したらいいと思う。ファンでドームに行
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っていますが、北広島なら平日は無理。休日も遠くてもう行けませんね。残念です。
真駒内に建設することに反対です。
札幌市の対応が遅きに失する。ドームの利用方法もあり、真駒内誘致は反対です。
真駒内公園はとても魅力のある公園です。そこに新球場ができれば、さらに多岐にわたる利用
が期待できます。
札幌マラソン、真夏の北海道一の花火大会、日々の多くの市民のランニング、ウォーキング
（視覚障害者のマラソンは、素晴らしいです）
、学生、社会人（道警も長距離で利用されてま
すね）等、沢山の市民の利用を阻むボールパーク建設は、断固反対致します。工事が始まると
同時に、動物も人も、緑も、皆、無くなります。大歓迎の北広島で！私は、日ハムファンで
す。観たい時は、何処まででも、行きますよ！
オリンピックが開催されたメモリアルな場所であり、自然と調和した素晴らしい球場が出来る
と思います。建設に賛成です。環境や自然に配慮しつつ、札幌市内、
「真駒内」というネーム
バリューから、試合がない日でも集客が見込めると思います。
球団を札幌市に絶対に残して欲しい。札幌市はもっと積極的に誘致をして欲しい。
自然環境への配慮、交通問題など現在の良好な住環境の破壊への懸念などから、建設に反対で
す。また、札幌市は、一民間企業の経済的利益のために過度に動くのは誤っているのではない
でしょうか。道立公園内の建設計画や道との交渉などは、基本的にはすべて一民間企業たる日
本ハムファイターズ側がすべきことで、札幌市が人的資源等の提供などを行う結果になってい
ることに大いに疑問があります。
真駒内に新球場が出来たほうが、交通が便利だから誰もが利用しやすくて観戦にも来やすいか
ら絶対に真駒内が良い。
現状の札幌ドームを継続して日本ハムの本拠地として使用することを望む。そのことを札幌市
は日本ハムの要望を謙虚に受け、ドームの日本ハムへの売却も含めた対応を願う。日本ハムの
構想を生かすには北広島も真駒内もどちらも不可能である。立地条件としては札幌ドームしか
考えられないのである。札幌市は日本ハム球団と率直に胸襟を開いて、話し合う必要があると
考える。
このようなアンケート調査の方法はおかしい。建設ありきで設問を作っている。賛成か、反対
かを聞いてからそれぞれの意見を聞くようにするべきである。札幌市はこういった誘導的なア
ンケートをよくとるが、やめるべきである。意見を掲載する場がないのでここで書き入れる
が、建設自体に反対をする。真駒内は静かな、お年寄りにもやさしい街と思い、気に入ってこ
こに住み続けている。道立の公園なのに札幌市がいろいろと誘致を考えていることもおかし
い。道路の混雑も、今以上に増えることをどう解決するのか。形ばかりの意見募集はもうやめ
るべきである。
季節を問わず、若者から年配の方々まで自然を満喫できる公園です。ここに建設するというの
は球団のエゴであり、札幌市がそれに協力するというのは許せない。
そもそも、札幌ドーム球場の運営体制や方法について、札幌市が民間企業の経営センスを理解
し、サポートしていくべきであったが、何を勘違いしたのか、小屋側の官僚的対応のまずさ
が、現在の日ハムを制御不能にしてきた原因であり、しかも福住から球場まで地下鉄を延伸で
きなかったアクセスの中途半端さも手伝って、今日の、球団に愛想を尽かされることに至った
最大の恥ずべき原因でしょう。解決策は、札幌ドームのこれまでの運営を真摯に反省し、出来
れば球場のすべてを中古品の価格で日ハムに買って頂いて、改修、拡張などを営利ベースで、
民間ベースで行ってもらえるように方向転換し、最大の配慮をするしかないと思います。それ
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がお互いの繁栄を約束する唯一の方法です。箱物に酔いしれる時代は終わり。オリンピックだ
って既存の施設活用を強く求めており、それがいまの時代（SDGs（持続可能な開発目標）
）に
沿った流れと言えるのではないでしょうか。
札幌市の経済効果の維持・向上のためにもオリンピック誘致よりファイターズの新球場の建設
を強く希望します。また、何よりもファイターズには北海道の拠点である札幌に居続けてほし
いと思っています。
反対です。現在、真駒内公園は良い自然環境（フクロウやエゾリス等）が保たれており、自然
破壊してまでも球団にいてもらいたいと到底思えない。球団には札幌から出て行ってもらいた
い。
現状でも五輪通りは慢性的に渋滞しているし、イベントがあった時はイオンやソシアなど、周
辺の施設への無断駐車で、普通にその施設を利用する人に大迷惑がかかっている。そして、何
より真駒内公園にいる動物達の生態系に多大な影響があるし、札幌オリンピックが開催された
歴史的建造物をもっと尊重するべきだ。
北広島だと仕事帰りに球場に行けないし、帰り遅くなるし、交通の便が悪いので観戦に行くの
はやめます。
新球場は是非札幌市内で建設してください。
北広島市に新球場が出来たら、札幌市には全然お金が入らないんですよ。活性化のためにも、
どうか札幌市の真駒内に新球場をお願い致します。反対の人は自然が損なわれると言います
が、11 日の日ハムの方の説明によると、公園の 30％の購入見込みだと。あと 70％は残るので
自然は破壊されないと思います。でも道路が渋滞になると思うので、イオンからセキスイハイ
ムまでの車道は市、歩道は道と聞いているので、市と道と話し合いをして広げてほしいと思い
ます。これは新球場に関係なく道路は検討していただきたいです。いまでも渋滞しているの
で。
札幌市にとって、千載一遇のチャンスだと思います。是非、正式な候補地として球団に提示し
ていただきたいです。
札幌市は真駒内駅前地区との連携を強調しているが、駅から 1.7km も離れているので難しいと
思う。札幌市から連携の具体案も出ていないし、何がしたいのかわからない。
以前、石山に住んでいました。真駒内もそうですが、真駒内より南もとても活気のある場所で
はありません。真駒内にドームが出来ることで、活気が出るのではと思います。
住みよい町という利点を生かし、地域の活性化をして欲しいと思っています。
真駒内周辺には球場を新設可能な土地が他にもあると感じる。たとえば自衛隊基地を一部移設
や縮小すれば良いだろうし、紅桜公園側にも市街化調整区域が眠っている。地下鉄駅からのア
クセスも申し分ないだろう。公園内に球場を建てるならば、大量の自転車の貸し出しをした
り、五輪通りを片側 3 車線に拡幅し、豊平川通の延伸を急ぐべき。闇雲に自然を残すことにだ
け固執すべきでもないだろう。
新球場建設に賛成です。自然を守ることも大切かもしれませんが、球場が出来て周辺に関連施
設も出来れば雇用が増えて人口も増えると思う（南区は…）
。そもそも、札幌市の対応が不満
です。報道を見ていると、札幌市はいやいや提案をしているとしか感じられません。札幌ドー
ムから出て欲しくないのは分かりますが、根本的に札幌から出て行かれたら元も子もないと無
い。賢明なご判断をお願いします。
球場は札幌市にあって欲しい。アリーナを整備して、地下鉄も伸ばして欲しい。
いつも 1 人で札幌ドームで観戦しています。真駒内に造るなら、とにかく大量に駐車場を造っ
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て欲しいです。グッズを買いたくても持ちきれないので買えないことが多いです。また、駐車
料金も、シーズン中何度も行けるように、安価にして欲しいです。ご検討お願い致します。
現状、賛成と思っていますが、やはり大切なのは自然の保護です。何も BP が遊園地である必
要はありません。宿泊施設やバーベキュー会場も敷地内になくてもいいと思います。大自然の
中で野球やスポーツと親しむことができる施設にして頂きたいと思います。
真駒内住民には一定数反対派がいるので真駒内にどうしても造る理由がないと無理だと思う。
南区藤野が地元です、名古屋、東京と住み、地元に思うことは寂しい、その一言。南区にもっ
と活力、住みたくなる街の魅力を。特に真駒内はターミナル駅とか言っているがただの終着、
何も無い、日ハムに関わらず努力してほしい。社宅、道営、五輪団地等再開発を。
道立公園であるのに札幌市が関与するのはなぜなのでしょうか。球場のみのならず公園内に宿
泊施設や他の付帯するシャワー施設や娯楽施設を建設するのは公園本来の目的に適さないと思
います。
期待しております。
私は近くなるので、観戦に行くのが近くなり、交通費も安くなるので、ものすごく楽しみで
す。頑張って欲しいです。
例えば、真駒内の花火大会や中島公園の花火大会と試合が被らないかなどの不安あり。地下鉄
混み合いそう。そういったところの配慮を。
札幌から離れることはあり得ない。札幌も新駅や新路線を造るぐらいの意気込みを見せるべ
き。
仕事帰りにも観戦に行くことができるので、ぜひ真駒内に決まって欲しい。札幌市から出てし
まったら、多分わざわざ観戦に行くことはないと思う。
幽霊団地となっている曙団地も商業地区にするなど再開発すれば良いのでは。
交通アクセス充実が必要だが、工事中、完成後、渋滞が今以上ひどくなる上、違法駐車が今以
上増えると思うので球場は北広島で十分。
BP が真駒内公園に出来ると、地域活性化になり、若い子育て世代が住みたいと思える街にな
ると考えており、誘致には大賛成です。札幌市内の地下鉄始発終着駅エリアで、ここまでさび
れてしまっている街は他には無い気がします。同年代に聞いても、南区に住むことは他の区に
比べ一番敬遠する人が多く、このままでは高齢化が進んでしまうと思います。家を建築する際
に土地を探し、他の区も検討致しましたが、現在、土地が高騰且つ物件数も全然ありません。
南区のみ土地が有り余っている状況です。以上の理由により、真駒内エリアの活性化が札幌市
全体のためにもなると思います。自然破壊等の理由により反対している方もいらっしゃるよう
ですが、北広島の自然が破壊されるのは問題ないという考え方なのでしょうか？そこに関して
問題があるというのであれば、問題ある工事は他にも無数にあると思います。私達ではなく、
これから育っていく子供達のことを考え、再開発と併せ、活気ある南区にして欲しいと思いま
す。宜しくお願い致します。
市内に建設するなら、札幌市や北海道が多額の使用料（その他も含む）を球団から取らない！
札幌市だけでなく近隣の市と球団とも協力して北海道全体が活気づくように考えてほしい。
市は環境美化と言っているが、手入れのされていない雑木林になっている場所が多いので建設
にあたっては、市・道は口を出すべきじゃない！と思う。
将来性は有るのか？50 年先も球団が存在している可能性はあるのか考えてほしい。
周辺の住民の方々の配慮。気配り。自然環境、野生動物への配慮。活性化。
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北広島では交通アクセスが心配です。是非、札幌市に新球場の建設を希望します。
地域活性化のため是非真駒内で。
北広島だと地下鉄からＪＲへと乗り継がなくてはいけないので、気軽に観に行く気分になれま
せん。ぜひ真駒内に球場を建設してほしいです。
複数の観光地への道路でもあり、今でもかなり渋滞しているのに通勤や買い物など日常生活に
影響がある。とても日ハムを応援する気になれない。
ここに新球場建設は反対です。理由として、日本ハムの当初の構想に近い候補は北広島です。
真駒内だとその構想から離れてしまいます。それでも日本ハムが良いなら札幌ドームを日本ハ
ムに売ったほうが良いでしょう。
札幌市は、日本ハムファイターズが新球場移転後、札幌ドームの活用についてどう施設を維持
し運営するか、具体的に示すべきです。
南区の衰退防止は必須であり、ＢＰを生かすべき。来札誘致策を複数打ち立てないと、税収増
加がなく市の衰退が懸念される。
是非、北広島ではなく、札幌市内での実現をお願いします。実現の場合は、地下鉄真駒内駅か
ら、新球場に直結するもう一つの地下鉄駅を造って下さい。(現在の札幌ドームのように、地
下鉄駅よりさらに徒歩移動を要するようなことにはしないで下さい。NY の YankeeStadium
や、CityField は地下鉄駅直結です。よろしくお願いします。
アクセスの良さが必要であり、観客数の増加にもつながる最重要課題である。サラリーマンが
勤務終了後、気軽に観戦できるようにして欲しい。北広島は論外、ナイター終了後の帰宅手段
が確保出来ないのは明白。真駒内公園への設置を強力に推進して欲しい。
自然が問題になっていますが、南区に自然があるのは真駒内だけではないのだから、そこまで
気にしなくても良いと思っております。ただ、バスの本数が少ないので、新球場建設に伴って
本数を多くするなどしていただければ幸いです。また、１番混雑する五輪通りの藻岩橋から中
学校付近までの間を、片側２車線にするなどをしていただければアクセスも良くなるかと思い
ます。南区から北広島まで通うとなると、仕事の都合上、平日は観戦出来なくなってしまい、
ファイターズファンとしてはとても悲しくなります。なので、どうか札幌誘致をお願い致しま
す。
なぜ札幌ドームを使わせないのかが全く理解できない。
「日ハムが使わなくてよいと言ったか
ら」と言うのは詭弁で、日ハムとの協議にも時間をかけず突っぱねて、後から別の候補地探し
を始めているのも理解できない。条件面では札幌ドームが一番適している。真駒内を候補地検
討に今から上げるくらいなら、札幌ドームも再考すべき。
札幌ドームに残ってもらえる可能性があるなら、そちらもしっかりと協議した上で、真駒内公
園案の検討をしてください。
自然を壊してまで造ることはない。
何としても建設推進して欲しい。
北広島では、平日はお客さんが入らない。
場当たり的発想が否めない。市の都市計画全体に係る考え方が分からない。そもそもなぜドー
ムが駄目なのか、なぜこのようなことに至ったか、検証し、反省すべきであり、真駒内案には
賛成しかねる。
やる気のない無能市長は辞めるべき。
長年住んでいる反対の人達のことも考えて下さい。自然破壊、治安の悪化、路駐問題が付きま
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とうんですよ。静かな安心できる生活が保証出来ないなら、北広にするべき。高齢者が多いの
に、野球延長で深夜まで家の前を歩かれたり、路駐されたり、寝られない日々が続くと思いま
す。
真駒内の自然を大切にしながらも、道民の宝であるファイターズを札幌からなくしてはいけな
いと思います。過去のレガシーにとらわれることなく、今、新しい街づくりをしていくべきだ
と思います。そのためにも札幌市の丁寧で迅速な対応を期待します。
実質、反対です。周辺の交通渋滞に対策はしないでしょ。現在、ドームでイベントあるたびに
周辺が渋滞しますし、地下鉄も大混乱です。遊びに行く人は良いが、巻き込まれるのはゴメン
だ。北広島に任せてしまえ。
北広島ではアクセスが悪く、平日観戦に行けないと思うので、真駒内公園の新球場建設に賛成
です。
周辺に居住するものにとっては環境とか交通渋滞への心配はありますが、それ以上に将来の真
駒内地区の衰退に対する不安が大きいです。今でも高齢者の姿ばかりが目立ちます。公園の利
用者も平日は高齢者が殆どです。バランスの良い年齢構想が必要ですし、其のための施設や街
づくりが必要です。BP は街を変える絶好のチャンスです。このチャンスを逃したら、街の復
活は遠い夢となるでしょう。何故か札幌市の幹部、議員には危機感が無いように見えます。札
幌市民の球団が北広島市に持って行かれたら、その責任は重大です。もっと積極的に誘致に力
を入れて下さい。
オリンピックとの兼ね合いで大丈夫か心配である。また、日本ハムに規制緩和や交通などで建
設に協力したとして、建設計画の担保およびその後も札幌市の発展へ協力協調いただけるかの
誓約がほしい。相手の誠意がみえなくて契約先としては不安である。
札幌ドームが負の遺産になり、市の財政に影響を与える。ドームの活用の方を最優先にすべ
き。出来ないなら、北広島市に任せれば良い。日ハムの我が儘に付き合う必要ない。冬場の活
用法に具体性が全く触れられていない。
札幌ドームがある中で、あえて真駒内公園に球場を誘致する必要はない。市内に２つの大型競
技施設は要らない。
真駒内地区の発展の為にも新球場建設お願いします。
そもそも道の持ち物を一企業（団体）や市が勝手にどうこうしようとするのはおかしい。どん
なに配慮しても、そこに万単位の人間が頻繁に入り込めば、公園の環境は崩れるし（今は性善
説で物事を考えるのは難しい）
、公園以南に住む人たちの道路環境も悪化すると思う。
きたひろしま総合運動公園はファイターズの目指す「アジア１のＢＰ構想」を 100％実現でき
る提案をしていますね。真駒内公園では同規模・同様のことは実現不可能かと思われます。な
らば敢えて北広島市と同様のＢＰではなく、真駒内公園の自然・歴史と球場の融和を目指した
今までどこにもないようなＢＰを目指すのはいかがでしょうか？メジャー並みの派手なＢＰで
はなく、球場周辺は今の環境を活かし、自然観察をする人たち・ランニングを楽しむ人たち・
自然を満喫し散策する人たちがゆったり楽しめる場所。商業施設や宿泊施設、駐車場等は真駒
内駅付近に整備、球場まではシャトルバスや路面電車を利用するというのはいかがでしょう？
（もう、市ではお考えのことだと思いますが）
真駒内地域は球場ができることを足掛かりにして大規模な再開発をするべきだと思う。球場が
もし北広島に持っていかれた場合、真駒内地区は将来的に何の魅力もない地域になるでしょ
う。ただの年寄の町。人間が住んでいる以上、自然破壊は致し方ない。真駒内など車で 30 分
もいけば大自然が何処にでもある環境だ！
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閑静・自然環境に恵まれているという点を重視して住んでいる者にとって承服しにくいことで
す。
地域の活性化につながればいいと思う。駅から徒歩で距離があるので、大人数が通行しても近
隣住民の迷惑にならないように配慮してほしい。
札幌の市街地の端にあって交通アクセスが不便な場所の球場建設に反対です。新球場が出来れ
ば、今でも国道 230 号などは渋滞が頻発しているのにさらに悪化することは明らか。地下鉄駅
からも遠くアクセスが不便、かつ南北線の混雑が激しくなる。貴重な自然環境が残る自然公園
を民間企業の営利目的施設化する球場建設に反対です。そもそも、札幌市長は「札幌ドームか
ら出ていけるなら出て行ってみろ」との趣旨の発言を記者会見で話したと記憶しています。今
更、なぜ球場建設を望むのか理解できない。最初から誘致に熱心な北広島市に新球場建設は譲
るべきです。
真駒内公園には不要。
是非真駒内に球場を造ってほしい。
札幌市はファイターズが札幌から出ていってもいいと思っているのでしょうか？BEST はドー
ムをファイターズに売却するか、運営を委託するかだと思います。10 日間のアンケートをし
ていただいたのは、一歩前進と受け止めますが…(;´д｀)。
日ハムの提案している 20 ヘクタールより小さいから、外国のようなボールパークが出来ない
と思います。北広島の方が実現できると思います。住民の反対があるところに日ハムがいきた
いとは思わないです。住民がウェルカムの北広島がいいです。
北広島に球場が出来ると、ファンクラブを辞めようと思っています。私の周りの友達もファン
クラブを辞めようと考えている人が殆どです。ファンの声に耳を傾けて欲しいです。
駐車場が使えないなら客入りは札幌ドームと変わらない。
以前オリンピックで使ったから勿体無いとの意見をお聞きしましたが、現在でも公式戦で使え
る訳でもないので、有っても維持費が勿体無い。コンサート時に周辺の交通渋滞が見られるの
で道路整備を行ってほしい。
真駒内公園は市内の他の大規模な公園と比べてあまり行ったことがない市民が多いのでは？陸
上競技のイメージしかない。滝野すずらん公園や百合が原公園、さとらんどなどとは違って、
そもそも公園なのか？という感じです。子供の頃は真駒内に住んでいたが、現在真駒内公園と
いわれる地域は進駐軍のゴルフ場でした。その後オリンピック施設となったが、近隣住民の方
以外には立ち寄りがたい、行く用事もない、忘れられた場所のように感じています。ファイタ
ーズ新球場を造っていただいて、みんなが愛着を感じる場所にしてほしいと心から願います。
日ハム球団の本拠地を札幌市内に残す前提で、自然環境の保全との調和を考えたい。試合が終
わり、バス停に向かう途中で自分より高齢の夫婦が、はぐれないように手をつないでいる様子
を多く見掛ける。微笑ましい。プロ球団の存在は文化の一つ。札幌に絶対残すべきと思いま
す。
まず時間的リミットがもう半月もない現在において、正式提案されていない真駒内案について
アンケートをとるという対応の遅さにあきれています。そして肝心の真駒内案のイメージ図な
どを拝見しましたが、あまりに規模が小さくとてもボールパークとは呼べるものではないと感
じました。また周辺住民らの反対の署名活動もあると聞きます。北広島案に問題がないわけで
はないですが、真駒内案には無理があり私は反対です。
環境への配慮、アクセスのしやすさはもちろん必要だが、選手第一で考えてもらいたい。ヤフ
オクドームを見たけれどもショッピングモールは正直必要ない。北広に比べて狭いのだから純
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粋に野球を楽しめることに特化した方が良いと思う。そもそも札幌市の本気度が全く感じられ
ない。やる気がないなら辞退するべき。優勝パレードを北広島でやるのですか？
後手後手になっている。あまり札幌に残すつもりがないんじゃないかと感じる。球場だけでは
なく、街づくりも含めて考えていかなければ、地元住民にとっても非常に住みにくい街に変わ
ってしまうと思う。短期間で決めるような話にはできない。もう辞退して良いと思う。
反対です。これ以上、木一本でも北海道の自然を、壊さないでほしい。札幌市周辺に巨大施設
はもういらない。どうしても造りたいなら過疎化に悩む市町村に造るべき。
球団側の２つの候補を天秤にかけるやり方には疑問がありますが、まず、球場の場所は交通の
利便性が一番大事と思う。北広島では新駅の設置より、ナイター終了後には飛行機利用者と一
緒に乗車することとなり、現状のダイヤでは対応できなくなるし、10 時以降に北広島の JR を
利用すると帰宅は翌日になることもあると思うので、利便性を最優先すべきものと思う。快速
で 16 分と報道されていますが、快速は飛行機利用者と通勤者で満員の状況下のなか、野球観
戦者の乗車は不可能かと思います。札幌市がもっと、積極的になって、交渉に当たり、札幌か
ら逃げないよう対応を願う。現状は札幌市民の観戦がほとんどと思われます。なんで北広島か
が、今でも、納得がいかないです。優勝したときのパレードどうするでしょうか？逃げていけ
ば札幌の支援はできないのではないでしょうか（道路使用、ボランティア、清掃など）
。札幌
から逃げらないよう、よろしく対応をお願いします。
新球場は是非とも真駒内で！普段でも五輪通は混んだりするので、そこだけどうにか改善でき
ればいいと思います。北広島だと遠くて行けない。集客も減るのでは？選手も札幌市内のほう
が通いやすいと思う。本町あたりもさびれているので、これを機に活性化につながればと思い
ます。
是非実現して欲しい。ドームも 500 試合（10 年）ほど観戦しましたが、北広島だと、もう観
戦は無理！周りの方々も、北広島だと行けないと話していますよ。ましてや普段の日は、絶対
無理。真駒内になると有り難いです。
球場へ小さい子供を連れて行った時に、試合が終わった後は翌日に疲れを残さないためにも早
めに帰宅して就寝までの準備をしてあげなければいけません。車や公共交通機関でのアクセス
が不便だと、あまり球場へ足を運ばなくなると思います。
札幌オリンピックが行われた施設なので、新球場ではなく、改修して屋根のある屋内スピード
スケート競技場として残して欲しい。
真駒内公園は、北ノ沢住民にとって歩いて行ける距離にあるので新球場ができたら、毎回見に
行けると思います。
このような設問内容で、何を知ろうとしているのか。札幌ドーム以外であれば札幌市（行政）
は関与すべきではない。北広島に行ってもらえば良いのでは。
南区の住民として是非とも真駒内公園に新球場建設、期待しております。
ぜひ新球場を造って欲しいです。真駒内駅には正直人がたくさんいるとは言えないし、地域の
活性化とともに真駒内駅の利用数が増えるなどのメリットも沢山あると思います。ファイター
ズを札幌から追い出すようなことしないでください。お願いします。
市内他候補の検討以来、建設的な議論がされているように見えず、本アンケートにしても建設
が前提であり、議論の飛躍が過ぎる。誰のための、何のための球場建設なのか、それすら定ま
っていないようでは、建設には到底賛同できない。
190 万人である札幌に折角根付いたプロ野球チームを失くしてはいけないと考えます。最近の
札幌は、遊園地を失くしたりして若者や子供たちに優しくない。年配の方々は、平穏ばかりを
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言い張るのではなく未来を考えるべきです。
北広は JR なので不便そう。地下鉄なら安い切符も買えるし、地下なので天気が悪くても便利
ですし、乗り換えも簡単だからです。札幌の方が地方からのファンも応援に来るのにホテルも
近くにあるし、地下鉄でいろんな観光ができると思うからです。
正式表明されていない場所とのことで、市民としては、その理由や背景などを説明してほしい
です。札幌在住 20 年以上ですが、札幌ドームの隣にある敷地（道の所有地）を活用する第３
案が効果的ではないでしょうか？36 号線沿いでアクセスしやすく、場合によっては、東豊線
延長の大きな理由にもなります。冬季オリンピックの選手村という話もありますが、それも含
めた総合的な判断が必要です。非常に良い立地条件かと思います。道のお偉いさんからの反発
で、表に出てきていない候補地かもしれませんが、意見させて頂きます。
高齢化が進み、これといった特色のない南区なので BP 誘致で活性化を期待したい。地方から
の観客を定山渓温泉宿泊等と絡めたり、施設の冬期スポーツ振興に役立てたりと南区だけにと
どまらず札幌の目玉となる施設になることが期待でき、市の税収増にも大きく貢献すると思わ
れる。
自然環境も大切だが、このままでは住人がいなくなりゴーストタウンになる。札幌五輪も経験
したが一過性の五輪より、地元にプロ球団がいる方がよほど活性化する。札幌ドームの今後と
いい、これでファイターズにまで出ていかれたら秋元市長は引責辞任ですね。最初から全く期
待していなかったが、ここまで無能とは思わなかった。
将来の札幌ドームの赤字を税金で穴埋めするのはやめていただきたい。
まず、これまでいろいろ報道されている候補地の問題に関し、
「日本ハムという一企業の意見
が主体となって候補地が絞られている」印象を受ける。最初に候補地から外れていたような報
道ののち、球団側から「真駒内はどうですか」と言われたら、また候補地に入れるのか。ま
た、「球団を応援する市民からの意見」というのが今回のアンケートまで酌まれていた感じが
しないので、そもそも印象が悪い。このアンケートに関しても、なぜ「真駒内公園」建設にお
いてのみなのか、他候補地に関しての意見などは聞かれることがないのか疑問。真駒内公園に
新球場を建設することに対しては現段階では反対しかない。詳細は以下に記す。
公園内にある緑の重要性。戦前より残るほどの樹齢が高い樹木が多く、野生動物も顔を出す場
所を、報道されているような商業複合施設として計画しているとすれば少なからず伐採とな
る。いくら最小限にしますよ、と言われても信用できる内容が無い。
現行の公園利用を崩される。南区で唯一、全てのシーズンを通して、散策やスポーツなど、あ
らゆる目的で充実した利用ができている公共の場所を「商業施設」
「球場」にしてしまえば、
いくら配慮したとしても現行のような利用の維持は出来るわけがない。
地域の主要道路の渋滞。現時点ですら時間帯によって混雑する道路であり、現在あるアリーナ
で行われているイベント時でさえ、どうしたって更なる混雑・渋滞が避けられない。状況が改
善されない現状で、収容人数が比較にならないほど多い球場建設をした場合の改善案などが示
されていないうえ、現時点での立地では改善しようがないと思われる。
商業施設の非重要度。現時点で、
「南区」居住の者として意見させてもらえれば、どんなもの
かは知らないが商業施設を真駒内に造らなければいけない理由が全く存在しない。仮に三井ア
ウトレットパークやレラのような施設だとして、あれば行くかと聞かれても行かない。必要な
い。他の区からのアクセスを考えても、よほど現行のほかの商業施設などの方が行きやすく、
商業施設のためにわざわざ真駒内までは来る理由がない。緑が多い、というイメージでもこう
いった「広くて誰でも無料で利用できる公園」は南区ではここぐらいであることを再度認識し
てほしい。こういった意見がしっかり届くことを願います。
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札幌市はこんな時期に形だけのアンケート調査をしているけれど、ドームが身内の第三セクタ
ーで今まであれだけ強気でこじらせたら日ハムだって今更札幌でなくてもと思うよねー…？
真駒内と自衛隊駅の間に地下鉄の新駅を造るべき。
近隣住民、特に反対や懸念している方々としては、訴える術もなく、このような「建設ありき
のアンケート」には、不安が増すばかりだと思います。今必要なのは、アンケートではなく、
近隣住民との対話だと思いますが。
真駒内公園にファイターズの球場ができるのは大歓迎です。近くに住んでいる人間ではないの
で、反対される方の気持ちも分からなくはないですが、北広島になった場合、私はファイター
ズのファンクラブ会員をやめると思うし、今までのように応援には行けないと思います。西区
や手稲区にできるならうれしいですが、場所もないと思うので、なんとか札幌市内に造ってほ
しいです。自然は壊さなくても造れると思います。
賛成。札幌市も協力を惜しまないでいただきたい。札幌ドームから球団が出ていくこと、すな
わち札幌市から球団が出ていくことの危機感を持って頂きたい。市営交通の収益性も乏しくな
る。色々な面で流出してしまうデメリットを考え、是非建設に向けて協力を惜しまないでくだ
さい。
ファイターズが札幌に留まらなければ、市長は辞任するべき。道路を拡張して渋滞のないアク
セスになるようにするべき。オリンピック誘致よりもファイターズが残ることのほうが大切。
約 50 試合分の観戦にどれだけ市民が市営交通を使っているのか、試合観戦のためにどれだけ
の経済効果があるのか、札幌市はもっと心でとらえるべきだと思う。
これから 20 年・30 年後の真駒内地区を考えた時に、色々なインフラを再構築しないとならな
いはず。自治体と住んでいる住人だけでどうしようもない額になるはずだから、今のうちに大
きな企業の力も借りて大々的に再開発含めやるべき。札幌市内でも再開発したくても中々お金
の都合が付かないために先送りになり、住民も減ってゴーストタウン化している地域があちこ
ちにあるので、真駒内はそうしないために日ハムと道と札幌と地域住民で新しい真駒内を作っ
てほしい。それができないのであれば、チマチマ球場とスポーツ施設だけつくるような小ぶり
な対応はすっぱりと手を引いて北広島市にお願いしてほしい。そんな中途半端なことに金かけ
るなら、待機児童ゼロとか、もっとかけないといけない所が沢山ありますから。
やはり近くに住む者としては、真駒内に建てて欲しい。ただ、現状のままだと交通面では渋滞
等色々な障害が懸念されると思います。周辺の道路整備についても合わせて検討して頂きたく
思います。より良い街づくりをしてくれることを期待しています。
渋滞が心配される。また、駐車場を広く、料金を安くしてほしい。何より、北広島市のよう
に、球団を全力でサポートするような体制を取ってほしい。
真駒内公園も、開設されてから年数がかなり経っていてそろそろ整備が必要な時だと思いま
す。夜道も危険でコンサート帰りの道も若い女性には不安な点もあると思います。私も時々コ
ンサートに行き、帰り道の交通問題や夜道の不安を娘やその友人共々感じています。緑など自
然環境も手を加えないと維持できないたろうし、新球場建設を機会に、反対派の方の意見を取
り入れて整備されれば良いと思います。
地下鉄駅から球場までのアクセス。
真駒内 BP 構想に賛成です。またオリンピック招致が実現してその施設も新しくなるとさらに
素晴らしい地域になると思います。
自分の住んでいる区に球場が出来るのは、嬉しい気持ちはあります。日本ハムファイターズに
意見を合わせるのではなく、札幌市の意見をはっきり言って欲しいと思います。現状では日本
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ハムファイターズと北広島市に踊らされているように見えます。
賛成派です。現在、札幌ドームで試合や各種イベント等開催されておりますが、デメリットと
して周辺道路の混雑（渋滞）が起こります。ですが周辺の商業施設、交通機関の利用者は増え
ます。真駒内公園に建設することで分散され、かつ札幌ドームの各種イベントも増やせること
になり、メリットも大きいと鑑みます。
現状を考えると真駒内地区の再開発は必要だし、やらないと街がもみじ台地区のようになるの
は目に見えている。再開発をするためには、ファイターズの BP 構想に乗っかるのが早道では
ないか。道路の再整備や地下鉄の伸長なども含めた球場の是非だけではない再開発を含めた検
討をしていくべきだと思う。
是非真駒内に建設を。
札幌市は、何故反対運動のある地域に移転案を出したのか？例えばモエレ沼公園やさとらんど
方面には土地もたくさんあるように思えますが。また、札幌ドームの隣に建て替える等とは考
えなかったのか？見に行く側も受け入れる地域もみんなが気持ちよく受け入れる場所が良いと
思います。見に行く側としてはアクセスが１番。駅を降りてすぐ球場がベストです。札幌市
は、新球場建設を札幌に残したくないのですかね。
札幌の地で日本ハムファイターズを応援したいです。
真駒内公園に建設は反対です。周辺道路の混雑はひどくなると思われ、現状のままの真駒内公
園で良いと思います。なぜ真駒内公園に新球場を造らなければいけないのか理解出来ない。
新球場は必要ない。
新球場は不要。球団も不要。スポーツを食い物にする企業は、北海道には不要。
オリンピックの行われた公園が、また生き返るような気がします。
立場としてはやや反対側です。真駒内住人ではないので現状の反対派とは理由が異なります
が、札幌市のこれまでの対応の遅さ、球団が３月に方向性を決めると表明している中で正式提
案も出来ず、市民にアンケートを採るレベルでは賛成できません。支持出来るレベルにはない
です。これが昨年の今頃のお話ですと、賛成しますが。自分自身、民間企業に勤めています
が、このようなお粗末さは有り得ません。そのようなお粗末さに賛成するほどバカではないで
す。
反対している方に対して、運動会、幼稚園も今は苦情の対象ですが、自分たちもそんな時期も
あったはずなのに、苦情を言うのは自分の生活しか考えていない人とおなじです。また自然破
壊と言いますが、真駒内公園も札幌オリンピックの時、自然を壊して造った公園です。札幌
市、南区、子供たちの未来も考えて意見をお願いします。
絶対に真駒内にボールパークが来てほしい。
そもそもなぜ移転することになったのか。市が日本ハムに対してどうせ移転できないだろうと
傲慢な態度で対応したからではないのか。反省があるなら市としての誠意を見せて、札幌ドー
ムの経営権を譲渡して札幌ドームを改修して残って貰う道を選んで貰うべきだ。真駒内に建て
る・建てないとかそういう問題ではない。市外に移転されては札幌ドームが死んでしまうのは
明らか。誠意を持って対応して欲しい。
幼少期から真駒内に暮らし、現在未就学児３人の子を持つ 30 才主婦です。真駒内上町のマン
ションに住んでいますが、住民の高齢化が著しく、周りの環境も含め活気が感じられないと
日々の生活で感じております。いろいろな関係で真駒内から出ることが難しいため、ずっと真
駒内に住んでいますが、できるのならもっと活気があり周りに子どももたくさんいるような町
で暮らしたいとずっと思っておりました。子育て世代の立場からしてこのファイターズ新球場
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の真駒内案がでてきてとても嬉しく感じました！どんどん子どもが減り高齢化していく真駒
内、正直子育てしていきたいと思える環境ではありません。活気がありません。札幌市として
南区として、どうにかしていかなきゃいけないこの問題が、ファイターズ新球場が真駒内にで
きることによっていい方向に向いてくれると強く思います。環境破壊など言われております
が、真駒内がこのままの状態でいるほうがよくないです。また、現在の真駒内公園は、小さい
子を持つ母の立場からすればあまり魅力がありません。キャンプができたりバーベキューがで
きたりする方がよっぽど魅力です。真駒内公園の今の形を残しつつ、新球場や新しい施設がで
きれば最高ではないかと思います。周りの子育て世代はみんなファイターズ新球場ができるの
を期待しています。真駒内はこのままではいけません。変われるこの絶好のチャンスをどうか
逃さないでください！お願いします！
今まで札幌市地域に密着した日本ハムファイターズを絶対に札幌に残し真駒内で更に成長して
ほしい！
両親が南区に住んでいます。静かな生活を送りたいとのことで、南区に家を建てました。建設
に反対です。五輪通は混むし、アイスアリーナで若者のコンサートが行われるだけでも車も人
もごった返しで大変なのに、あの近辺で栄えて欲しいと思っている人は引っ越していると思い
ます。のんびりとしたい人が多いと思うので、辞めたほうがよいと思います。
この間の報道を見ていて、札幌市の対応が後手後手に回っている感じが見受けられます。北広
島市に出て行ってもいいというような感じの対応に見えて、報道でも北広島市で決定と出た中
でいきなり真駒内公園でと球団に泣きついた感を強く感じます。きちんと考えをまとめて交渉
してほしいです。また、地下鉄の新駅は不要ではないかと思います。
住民の反対運動も有るようですし札幌市に固執する必要はないと思います。北広島市にボール
パークが出来ることを望みます。札幌ドームの経緯を見ますとやはり札幌市はふさわしくない
と思います。北広島市に期待しています。室蘭市から行く場合、福住も北広島市もさほど変わ
りません。むしろホテルやキャンプ場などができる場合、家族で出掛けるのが楽しみになりま
す。新千歳空港からも近いため本州や外国人の集客も見込めます。総合的に考えても真駒内に
魅力は感じません。
ずっと札幌に住んでいますが、私は新球場建設に大賛成です。オリンピックよりもこれから先
のことを考えて経済効果含め誘致を進めるべきです。これで北広島に行ってしまったら札幌市
にどれだけの経済損失があるのでしょうか？このチャンスにスピード感を持って札幌市は取り
組むべきだと思います。なぜこんなにモタモタしているのか謎すぎます。札幌市市長、職員含
め無能集団と思われても仕方ないのではないでしょうか？本当に札幌市の対応を見ていてイラ
イラします。真駒内周辺を歩いてみたことありますか？ものすごく寂れてきて魅力ない街並み
になっていますよ。こんなんで良いのでしょうか？こんなチャンス二度とないので全力で新球
場建設に取り組んで頂きたいです。
真駒内公園は手付かずの自然が残る貴重な財産です。一民間企業の思惑で破壊されてはなりま
せん。血税を浪費するようなことはせず、札幌ドームに残留するよう日ハムと交渉してくださ
い。
地下鉄駅の延長と、新球場の駐車場を広く造ってもらいたいです。それと、周辺道路の渋滞な
どを考えてもらいたいです。
相当の渋滞が予想されるので緩和できるならいいかと思います。
配慮は上記のとおり、当たり前のことです。新球場までの地下鉄延長を希望します。球場は札
幌市内が絶対必要です。札幌市外では、平日のナイターへ行く気がしません。それでなくとも
平日入場者数が少なく、札幌市民が更に減ると思います。
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今回の球場問題、自治体としての姿勢以前に球団にいいように振り回されていると感じる。な
ぜそこまで一野球企業に気を使わなければならないのか。札幌ドームがイヤで、自主運営でき
る球場が欲しいなら自治体に要請せず、自主的に進めればよいではないか。私は以前、月寒グ
リーンドーム跡地に球場が来るという話が出てきた時、私は真っ先に反対運動をしようと思っ
た。現在の生活環境を乱されたくなかったからだ。なぜここまで球団の意向に阿る必要がある
のか。球団が札幌から出ていくのなら、それでいいではないか。さっさと出て行ってほしいく
らいだ。真駒内案は現在のオープンスタジアムを取り壊しで建設するらしい。そこはあの札幌
オリンピックが開催された記念碑的施設だ。それを野球場にするなど考えられない。札幌市は
オリンピック開催地にも立候補するらしいが、もし開催が決定したらメイン会場はどこにする
のか。札幌ドームなのだろうが、過去の輝かしい歴史を野球企業に売り渡していいものだろう
か。札幌市の姿勢に大きな疑問を感じる。
北広島は遠いのでぜひ札幌に造ってほしいです。
札幌にあってこその球団だ。北広島に行っても客は行かない。日ハムもそのぐらい分からない
のか。
地下鉄真駒内駅からのアクセス、地域拠点から新球場までのシャトルバス及び路線バスを利用
する場合は増便を検討。
新球場が北広島になったら、平日のナイターに札幌から行くのは相当無理があります。札幌市
はファイターズに対し、その辺のファン感情を危機感を持って説明して欲しいと思う。
もっと早い段階でアンケートなりアクションを起こすべきだと思います。やっぱり札幌市内に
球場がないと平日に行けません。アクセスなど色々あると思いますが、ぜひみんなが楽しめる
施設を造ってほしいです。
何がなんでも札幌にファイターズはいらない？札幌ドームがあり、それを使って貰うというこ
とで誘致したのでは？
交通アクセスを良くすることにより、平日、仕事帰りでも試合を見に行きたくなると思いま
す。地域の方は静かな環境を望んでいるので、難しい選択だと思います。札幌市民としては、
札幌に球場を造って地下鉄などで身近に気軽に行けると嬉しいです。駅からの距離は考えない
とならないでしょうが。
新球場に賛成です。今ではシャッターが閉まっている所が多く、買い物も大型スーパーに行く
のも不便ですし、家族でゆっくり外食する場所も少なく新球場で人が集まり少しでも町が活性
化することを願っています。ただ、道路渋滞だけは避けてほしいと思っています。
札幌市に是非ＢＰを経済効果、地域活性化、集客力等が期待でき、候補地として欲しい。
真駒内に新球場を造る必要なし。
札幌市が日本ハム球団に対する誠意のある対応（札幌ドームにおける日ハムの裁量運用権・物
販の利益の譲渡・球場の人工芝の改良）をしていれば、球場の移転には至らなかったと考え
る。札幌市の愚かな日本ハムに対する対応が悪い。今さら、このようなアンケートを実施する
こと自体がおかしい。反対意見が多かったことを元に日本ハムが北広島市に移転した時のエク
スキューズあるいはアリバイ作りにするつもりなのか。札幌市が日本ハムに残ってほしくない
という意向なのがありありなのが判る。当該アンケートは、きちんと情報開示するべき。
早く正式提案をして、札幌に球団がとどまるよう努力してほしい。
場所が場所。２キロ歩くのも大変。地下鉄、バスがこれ以上混むのも大変。駐車場もしっかり
と確保されないとお年寄り身障者も行けなくなると思います。ましてやせっかく作るのなら
ば、中途半端な施設を造って欲しくないというのが、ファンの希望。
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現状のままで新球場は建設しないでほしい。
札幌市は本気でファイターズ球団に札幌に残って欲しいと考えているのでしょうか？冬期五輪
の誘致を最優先？平昌、北京とアジア開催が続き３度連続でアジア開催が可能と考えているな
らそれは非常に難しいでしょう。結果、今のままでは冬期五輪は誘致できず、ファイターズは
北広島へという最悪の結果になる可能性が大です。おまけに札幌ドームは赤字転落が明らか。
この責任は誰が取るのですか？北広島市と比較して札幌市のダラダラとしたお役所仕事に怒り
を覚えています。
札幌市は常に変化を生み出すクリエイティブな都市です。真駒内も元はオリンピックから発展
した新しい街です。多くの市民は札幌市の発展を楽しみにしています。是非実現していただき
たいです。交通アクセスは市内のほとんどの施設が駅から離れたところにあり、全国の主要都
市と比較しても劣っていることは否めません。今回の立地ではシャトルバス形式での運用と思
われますが、国際的な観光地も目指すために、常時運行の 10 分 20 分 30 分などの定時出発バ
スを提案します。真駒内と川沿地区を結ぶ路線とすることで、駅近郊の住民だけのベネフィッ
トに留まらず地域全体の高齢化社会にも有益な存在となるはずです。日常と非日常のメリハリ
のある新しい真駒内の誕生を期待します。また、駅前の用途地域変更、容積率の変更も合わせ
て検討してください。
地下鉄のホームが狭くて人があふれないか？周辺の道路の渋滞が心配。
札幌ドームや円山球場がある中で何故、一球団のために真駒内公園に球場を造らなければなら
ないのか？何故、歴史ある場所に無駄な手を加え自然を壊さなければならないのか？どこまで
無駄な時間、労力、お金を使うのか。真駒内公園には素晴らしい自然が四季折々にみられま
す。いろいろな動物も暮らしています。真駒内は緑の町、自然のたくさんある静かな場所で
す。他の地区とは違い飲食店等も少ないためとても治安もいいです。なので、このままこの南
区を、真駒内を、そして真駒内公園を壊さないでください。カフェなんて要りません。あの自
然の中で遊ぶのがいいんです。何もなくたって充分、遊べるし楽しめるのです。たくさんの自
然をどうか私たちから奪わないでください。真駒内公園は南区のシンボルなのです。
北広島市に比べて、札幌市にはファイターズ新球場誘致に関して熱意が感じられません。アン
ケートも今更ですよね。どうしてもっと早く動けないのでしょうか。お役所仕事丸出しです
ね。全てが後手に回っています。札幌のファイターズファンは札幌市に対し、もっと積極的な
対応を期待しています。秋元市長もオリンピックのことばかり考えていないで、もっと現実的
に考えて欲しいものです。また、このアンケートフォームもとても見つけ難い場所にありまし
た。広く意見を、求めるのであれば札幌市ホームページのトップに目立つように配置して下さ
い。分かりにくい所に配置しているのが、担当者のヤル気の無さを象徴しているようで不快で
す。
札幌市の動きが遅すぎる。もう北広島で決まるでしょう。札幌市が無能すぎて悲しい。
札幌ドームを民間へ移管する。
札幌市の中でも特に後期高齢化が著しい南区において新球場建設は地域の活性化に繋がると思
います。その一方で、現在の真駒内公園を愛して利用している市民もいるので利用してきた人
たちが新球場を建設した後も変わらずに利用できるような施設になれば嬉しいです。また、新
球場建設により、真駒内駅前も活性化していければ幸いです。現在、大学生で建築を学んでい
るので、南区民として真駒内のいつか再開発に関われたら嬉しいです。
札幌市に BP を誘致してください。候補地として賛成します。
今のドームも札幌市民が多く来場していると思うので、やはり札幌市内に球場があった方が行
きやすいと思います。北広島だと、札幌からの来場者数が減ると思います。真駒内にできたと
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してもある程度環境の保護はしながら、建設してくれると思うので、ぜひ、真駒内に建設して
欲しいです！北海道全道でアンケートをとるのもいいかと思います。
私としては真駒内に決まれば、場所柄少しでも近い所なので行き易くなりうれしいです。しか
し長年札幌ドームでの観戦スタイルが馴染んでおり、それほど不便も感じてはいません。ドー
ムと球団の間で色々な案件があって今回の新球場建設の方向になっているようですが、できる
なら札幌ドームに残留して欲しい考えもあります。何せ試合は土日だけではなく、むしろ平日
ナイターが多いです。焦点は、そこに人が集まるには、やはり距離・費用の面で利用し易い交
通機関が確立していることが必須になります。そのような点では、現在の福住が良いかと見て
います。この真駒内案に伴っては、以前浮上していた「南北線自衛隊前駅と真駒内駅間に新駅
を設置」して交通便を向上させることを組み込んではいかがでしょうか。色々言いましたが、
これらを踏まえ意見としては一応真駒内新球場案に、賛成します。
新球場は札幌に出来るものと経過を見守ってきましたが、ここまで話がもつれてしまって残念
です。真駒内公園での建設がベストとは思いませんが、本当に他の地域にファイターズが移転
しても良いと札幌市は思っているとしか思えない対応に憤りさえ感じます。札幌市に残っても
らえるように努力して欲しいし、微力ながら後押ししたいと思います。
道立公園内になぜ一民間企業の球場を建設するのか。なぜ日ハムだけがこうも優遇されるの
か。影響力の大きさというなら、その大小は何をもってはかるというのか。疑問しかありませ
ん。日ハムの態度を見ていると、子どもが駄々をこねているようにしか見えない。なめられた
ものです。どうぞ北広島に行ってもらったらいいと思います。
北広島市のような、どうしても誘致したいという本気度が伝わってこない。地元住民を説得で
きないようなので、誘致は時間的に限りがあるし、間に合わないと思います。
まったく場当たり的な構想としか思えない。大型の公費を投入し、しかも札幌ドームの赤字化
をかかえる無謀な計画だと思う。
地下鉄での来場ももちろんだが、自家用車での来場しやすさも想定して検討してほしい。球場
のすぐそばには無理だと思うが、近くに郊外型商業施設を建設してほしい。
アクセス問題が気になります。車で行った場合でも、地下鉄で行った場合でも普段から渋滞し
ているので、どうなるのかなぁと…☆
球場のほかキャンプ場・屋外競技場（冬季はスケート場）
。
札幌圏の発展のために北広島案に協力すべきだ。
建設に反対です。自然環境やオリンピック施設を壊すこととなります。一企業所有の球団のた
めに札幌市がここまでやる必要性が感じらせません。
まず、札幌市の球場に対する対応の遅さが気になる。北広島のように、ファイターズに札幌市
から積極的に周辺環境整備など札幌市が整備をする旨を示す必要がある。
「ファイターズさん
が来たければどうぞ」って感じではなく、
「来てください」という対応が必要。札幌市民とし
ては、市の対応に不快感すら感じる。真駒内地区は、確かに道路事情が悪い。そこは札幌市が
対応を考えることだと思う。その上でファイターズに来てもらう姿勢が必要。地下鉄からのア
クセスは遠いが、やはり地下鉄で行けるのは魅力。地下鉄延伸も考えて欲しいくらい。年間、
ホームでの試合 50 試合。月に多くて 12 試合。周辺環境が変わっても我慢できる範囲ではない
か。ストレスを感じさせない、環境整備は札幌市が行うべきだと思う。しかし、この時期にア
ンケート。今さらながら何やってんの、市長さんは。オリンピックより長い間の経済的効果が
ファイターズにはあるでしょう。
真駒内公園ではなく、他の場所にしてほしい。このままの自然を残してほしい。
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現状豊かな公園の自然が破壊される確率がとても高いと思われるので球場建設には絶対反対で
す。
建設する必要なし。札幌がイヤなら北広島でも道外でも出て行けばいい。札幌市が一企業の事
業になぜ肩を持つのかわからない。
大賛成です！子供たちも将来喜ぶと思います。
公園敷地は保存すべき。
私は新球場に賛成です。札幌市の中でも南区は高齢化が進んでおり、これから人口の減少が予
測されています。私は２年前に豊平区から越してきましたが、自然環境や子育てのしやすさは
感じますが、施設等の老朽化や新しいものが少なく魅力的とは言い難い現状を感じます。交通
整備、自然保全などの解決すべき点はあるものの新球場が地域の活性化の起爆剤となるのでは
ないかと考えています。現状維持では発展はありません、衰退するのみです。これからの札幌
のために新球場の建設を願います。
真駒内駅からだと遠いので、やはり途中に駅を設けて欲しい。
住民が、納得していないみたいですね。札帳市は本当に新球場に対して思いがあるのでしょう
か？北広の方が一生懸命なのに、札幌市はちょっと動きが鈍いので、イライラします。本腰入
れて、偉ぶっているんじゃなくて一生懸命やってくださいよ！
南区の発展？活性化のチャンスはこの機会を逃せばもう二度とこない。反対しているのは自分
の利益しか考えていない近隣の老人だ。私には２人の小さな子供がいますが、老害に負けるこ
となく札幌と南区、子供逹のために絶対に誘致をして頂きたい。
自衛隊前駅から分岐して地下鉄を公園まで延長する。最低でも五輪通に駅を造る。
主に誰が試合を見に行くのかと考えたら大半が札幌市民だと思います。札幌に残って欲しいと
言う熱意みたいものが市長の会見からは全く感じられないのが非常に腹立たしいです！
大賛成です。是非、真駒内に新球場を造って他地区の方々にも足を運んでもらい、南区を知っ
て頂きたいという気持ちが大きいです。そして新球場と共に南区が発展していけたら素敵だな
ぁと思います。お願いします、札幌市に、真駒内に日ハムを！！
北広には絶対に反対です。先ず、非常に遠いということ、あんな田舎はやめて欲しい、そして
一番重要なのは"広島"という名前です。もともと北広はカープの街なのです、ファイターズに
相応しくありません。真駒内には賛成です。公園や自然環境と調和できるはずです。地下鉄駅
から歩いて楽しいアクセスと沿道整備・魅力向上が必要ですから、そこは頑張ってください。
よろしくお願い致します。
真駒内に球場を造るのは絶対反対です。
地方（旭川）から行くものとしては、真駒内に大賛成です。北広島だとお金と時間がかかりま
す。今でも基本、デイゲームしか行けないのにもっと行けなくなるか、行かなくなります。札
幌市としても地下鉄等の収入が無くなるのではないですか？千歳空港を利用する乗客にとって
も迷惑だと思います！車で行く人ばかりではないです。もっと地方の意見も聞いて下さい！フ
ァンは地方にもたくさんいます！もっと頑張って下さい！是非とも真駒内に。
江別に住んでいる者です。真駒内を新球場候補地として、札幌市としてはもう手詰まりの中
“後出し”で表明したことには正直とても疑問に思っております。球場が出来てしまえば、真
駒内公園周辺の景観を損ない、住民の迷惑になりかねず、また駅からのアクセスも地下鉄福住
駅から札幌ドームまでぐらい以上に遠いこともあり、駅から長距離歩くっていう負担が生じて
しまう利便性の悪さに繋がりかねない、札幌ドームの時の二の舞になってしまうのではないで
しょうか。
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陸上競技場は老朽化が進んでいます。札幌オリンピックが開催された場所にファイターズが北
海道らしい緑と調和した新球場を建設してもらえることに敬意を払うべきです。しかも現状を
踏まえてランナーの施設等を計画に入れていることに感動しました。真駒内地区の再開発も含
め、魅力ある北の首都らしい町づくりを進める英断を期待します。出来ればアイスアリーナも
含めた再開発が良いのでは。アイスアリーナの代わりは札幌ドームが担えるのですから。札幌
市民は正直冬季オリンピックよりファイターズですよ。私は野球ファンではありませんが、フ
ァイターズが札幌にあることに誇りをもっています。
絶対に札幌市内に BP を造った方が良いと思うので、真駒内案を支持します。市外になると気
軽に観戦に行ける人が確実に減ると予想するので、札幌市の活性化に繋がらない他にも、野球
ファンを増やしたりすることも難しくなってしまうと思います。
200 万都市にふさわしい文化財産を是非造って頂きたいです。一企業の事業活動では無いで
す。市民の大切な文化財産を作る事業だと考えます。周辺の住民の方々には丁寧に説明すれば
きっと御理解頂けると思います。
私個人としては反対の立場です。他区から転移してきましたが、こどもが喘息で前の区は主要
幹線道路がいくつもあり緑が少なかったからです。公園は子供達が小さい頃からいつも利用さ
せて頂いております。この公園は生物多様性の面から言って素晴らしい公園です。四季折々に
多種の野鳥が飛来し、営巣もします。珍しいエゾフクロウ、ご存知ですか？イタヤカエデの古
木の樹洞に今シーズンはきておりますよ。公園整備の方も知っておりますね。オープンスタジ
アムの南西側です。他にも大雪山などの高山でしかお目にかかれないギンザンマシコやなかな
か人目に現れないトラツグミ、ハチジョウツグミ、今全国からも愛されている亜種シマエナガ
の群れやウソ、メジロ、キバシリ、アカゲラ、コゲラ、シジュウカラ、ハシブトガラ、ヒガ
ラ、カワラヒワ、アオジ、レンジャク、ツグミ、オシドリ、などなど書ききれない種類の野鳥
が公園内のあちらこちらで見られます。南側だけでは決してありません。五輪通沿いにも現れ
るのです。真駒内川には今冬も野鳥のヤマセミが毎日飛来し、公園で餌の魚を取るのを多くの
カメラマンが見に来ています。夏には７～８時頃コバルトブルーの小さなカワセミが北へ緑橋
を通過して夕方には南に戻ってきます。私はこどもが小学生の頃、みどり橋の下で川の生物を
子供達と一緒になり入ってみました。トゲ魚ですとかカジカ、トンボの幼虫ヤゴやカワエビが
おりました。綺麗な川とは言いがたいですが、このような川にも小さな生き物達が生息してお
り、そのお陰でヤマセミやカワセミが餌を取ることができるのです。隣接する豊平川の河川敷
の中州にはカワセミが夏、営巣しています。道警の OB の方も撮影に来られていたのでご存知
です。ここもミンク？クロテン、を見かけました。チゴハヤブサもお陰でやってきます！そこ
にバーベキューコーナーなど、近くに藻南公園もあるのですもの、要らないですよね！？それ
と曙中学のグラウンドからのハル楡も関係しますが、日没後にエゾモモンガが現れます。エゾ
モモンガは生息するのに意外と水場、それから広い開けた樹林帯が必要です。エゾリスも南側
だけではなく公園内を移動しております。愛らしく、時に道路を渡り車に轢かれていることも
残念ですがあるのですよ、
、
、
。森がどんどん失われ藻岩山でさえ山の麓と言うより食い込んで
住宅街ができて、人間中心で他の生物無視な残念な状況です。植物も近隣の方が守られている
やっと増えてきた春の妖精カタクリの斜面やシラネアオイ、ニリンソウ、キバナノアマナ、そ
れからワンちゃんたちが集う芝生にラン科のネジバナやスミレ、私の知りえない貴重な花もな
んてことないそこいらの芝生に一面に咲くのです。何かが欠けても自然界というのは成り立た
なくなります。非常に美しくそして非常に脆い存在なのです。壊すのは一瞬、けれど再生する
のは 100 年かかっても難しい。どうかこの素晴らしい誇れる自然を北海道も札幌市も守ってい
っていただけないものでしょうか。子供達に未来を、と言うのなら、大切なのはそのことでし
ょう。自然を切り離してなど未来は無いし、こどもたちにそういう財産を繋いでいくことが大
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切なのではないでしょうか？公園と言っても長い時間をかけて今の状態にあるのです。造って
どうなるものではありません。一時の経済効果などずっと続くわけはありませんし、そのこと
で借金を背負い兼ねることのほうが将来心配です。にわか的な発案では賛成しかねます。だっ
たら、できないでしょうけれど自衛隊前駅に駅直結構想。しかもコンクリートだけで箱の建物
のみ。ああいう場所に造ったらどうですか。ご理解いただきたいのはこの自然豊かな貴重な道
立公園を最小限の現状の環境をどうか守っていただきたい。毎日歩いていると知られていない
貴重なことがたくさんあるのです。エゾフクロウを見にいらした方とお話する中に東京からこ
の素晴らしい公園の環境に憧れて移住してきた方もいらっしゃるのですよ！夕方、他区から公
共の乗り物で来た 20 歳そこそこの若いカップルもエゾフクロウをこんな街の中の公園でみて
感動してここに球場建設などとんでもないこと！！と仰っていました。私の知り合いや友人
達、東京や神奈川、埼玉からの移住者も反対しています。素晴らしい公園なのですよ。日ハム
になど渡さないでください。札幌市も北海道も誇れるこの公園の環境を、経済優先のために破
壊するようなことを、言葉を話せない生き物達に代って代弁したいと思います。どうか、どう
か。お願いします。住んでいなく、公園の利用もせず、野球ファンの方々は自分達の好き放題
意見しているようですが、私達はここの環境を愛しみ生活しております。そこの違いも商工会
議所だとか署名数の問題では無く、実際問題として取り扱っていただきたく切に思います。黙
って行方を見守るのもよしか、と思いましたが、私の知りうることをお話ししたいと思いまし
た。後悔したくないからです。札幌市の英知なご判断を仰ぎたいと思います。
北広島ではなくて、是非真駒内に球場を造ってほしい！
衰退し閑散とした街をよみがえらせて。南側には手を付けないと言っているから、環境破壊に
はならない構想図を見ました。魅力的です。札幌市として日ハムを引き留めないとね。
真駒内公園は老朽化しており、南区を再開発する良いチャンスだと思う。地下鉄駅もあるし、
現在の福住駅周辺同様に活性化することは間違いない。地下鉄が使われることは札幌市のため
になる。ファイターズ側も市民の声を第一に計画してくれると信じます。南区で勤務していま
すが何の心配も考えたことはありません。札幌市とファイターズとはもっと力を合わせて欲し
いです。秋元市長は野球が嫌いなのですか？
真駒内地区に新球場建設は賛成です。現在、真駒内地区は人口減少及び衰退が顕著に現れてお
り、いつまでも札幌オリンピックの栄光を追っていてはだめである。真駒内地区の再開発と新
球場の建設をあわせて推進すべきであると思います。
建設した場合、必ず発生するであろう渋滞をどのように解消するのか（この解決は現状のパー
スでは無理なので、まず建設ありきで進めたいのであれば、迷惑を被るであろう地域住民に事
前に丁寧に説明していかねばならないと思います）
。
球団作成のパースを見る限り、
「屋根付き」のように見えますが、それでは札幌ドームと何も
変わらないのではないでしょうか（北広島や真駒内に新たに建設する必要性は？札幌ドームを
購入して改修した方がいいのでは？）
。
そもそも真駒内公園に建設していいかどうかを決められるのは、所有者である「北海道」なの
では？
五輪通の拡幅とイオンに協力してもらいイオンの駐車場を立体駐車場にして真駒内公園にはな
るべく車を入れない。真駒内駅までの徒歩ルートの歩道拡幅。
真駒内反対。
是非、札幌に移転して欲しいです。真駒内公園が活性化し、憩いの場となりますように。期待
しています。
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道立真駒内公園より、イメージ図も広さも良い北広島の方が良いと思います。わざわざ札幌市
にしなくても良いと思います。
札幌市に造っていくべきだと思います。
日ハムには是非札幌に残ってほしいので、真駒内に決めてほしい。
新球場の建設には反対です。公園の所有者でもない札幌市がなぜ一私企業のために、付近の住
民が球場で試合が行われることによる生活の不便さを大きくすることが目に見えているのに、
地域の市民の生活の不便さを増すような計画を立てて、球団に提案しなければならないのか納
得できません。プロ野球球団が街づくりをしたいなら、更地を取得して自由に青写真を描けば
いいのではないでしょか。
南区が活性化するのではなく、球団に絡むごく一部の活性化になるだけで、もともとの住民か
らしてみたら非常に迷惑。道路の混雑も嫌だが地下鉄やバスなどいろいろな年代の人が乗るも
のについての配慮がされるとは思えないので反対です。
狭いから難しい。やるならハンパなことしないで球団の望む広さを提供して欲しい。ムリなら
諦めて。ハンパは要らない。
地下鉄からのアクセスが悪すぎる。真駒内地区の住民が騒音、交通渋滞などから反対している
のは、気持ちが分かるし、メリットが感じられない。反対します。
札幌ドームを日本ハムに売却せよ。
ランナーの聖地、真駒内公園はそのままがいい。
今更、ないでしょ。対応遅すぎる。札幌ドームのことも、札幌市、ダメすぎる。
１企業のチームに道立公園を利用するのはどうだろうか。野球を見に行く人は道民のうちどの
ぐらいの人でしょうか？一部の野球ファンのために公園を解放するなら、子供より多いペット
にもっと公園を解放して、ドッグランとか作って欲しいです。
現在反対されている方も多いと思いますが、将来真駒内地域の発展を願って誘致してはどうで
しょうか？自然環境も必要ですが、南区に若い人たちが住み良い環境を作ってあげるのも、後
世に残せる役割ではないでしょうか？72 年の冬季五輪の時は、このような住民の不満はなか
ったのでしょうか？
反対意見ももちろんあるとは思いますが、札幌ドームからファイターズが出ていくにあたり札
幌市としてのデメリット自体大きいと思います。北広島案もありますが北広島に設立されては
札幌市のさらなる発展のチャンスを逃してしまうのではないでしょうか。真駒内は確かに広く
自然豊かな公園ではありますが発展しているというよりは閑散としている印象を私は持ってし
まいます。地域の住民との折り合いもあるとは思いますが真駒内のこれから札幌市のこれから
を描いていく上では真駒内にファイターズが来てくれることはとても大きな発展となると思い
ます。
中央区在住の者としては、真駒内公園に新球場ができれば、札幌ドーム以上に近くなり、アク
セス上は最も好ましいのですが、自然環境保全・アクセス道路の混雑緩和が具体的にならない
と、諸手を挙げて賛成することに躊躇してしまいます。課題が多くの住民の理解が得られるよ
う解決することを望みます。
札幌市に球団を残して下さい。
絶対、反対です。
野生動物の聖地でもある真駒内公園に、野球場など造るな！原則的と言う名の、都合の良い伐
採は許さない！
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市と話し合って、新球場建設しよう！とする資金があるなら、市と話し合って札幌ドームでや
るべき。反対する人がいない北広島に建設すべき。真駒内には来ないでください。
ファイターズは応援していますが、真駒内に新球場が出来ることには強く反対します。真駒内
は今でさえ道が狭く、アリーナでコンサートや何かがあるだけでも路駐の車で渋滞します。そ
こへ新球場なんて出来たら車で来た人達で車は一切動かなくなり、シャトルバスも邪魔になる
のも目に見えています。駅への各方面からのバスだけでも一般車にはストレスなのに、それ以
上の渋滞御免です。南区は奥の方は地下鉄が通っていなく車は必須の地域です。南区民には真
駒内がこれ以上渋滞する可能性がある案にはなんのメリットもありません。本当に市民のこと
を考えるのであれば、もっと広い道路のある北広島でいいと思います。とにかく真駒内案は止
めて頂きたいです。
大規模開発を行いカジノを併設してもらいたい。
川沿方面から、五輪通を通ってバスで真駒内まで通勤しています。アイスアリーナの交差点の
混雑は、すごいです。信号が４、５回変わっても、上町方面に抜けられません。今、こんな状
態なのに、新球場が出来たらどうなるのか？恐ろしいです。真駒内は山と川に挟まれた、袋小
路のような土地です。他方面に抜けられません。地元民としては、このような狭い所に沢山の
人が集まる施設を造られると、大変迷惑です。よって、新球場の建設には、反対です。
他のドームのある都市に比較し札幌市の活性化が少ないのでは？札幌ドームの利用料を下げる
など日ハムの球団運営に考慮した対応ができなかったのが情けない。もう一度札幌ドームでの
利用を検討すべきでは？現状では北広島に負けています。市長情けない。恥。他の市政につい
ても、もっともっとがんばれ。狸小路の中華ビル、体を張って阻止しろ。勘弁してくれ。
道路整備が重要な課題ですね。なんせいつも混んでいます。
自然を生かした球場を造ることに大賛成。札幌市も北広に負けないように、協力すべき。スタ
ジアムの老朽化や真駒内駅周辺の開発もあるので、とてもタイミングがよく、球場構想が持ち
上がったのなら札幌市も南区も協力して進めてほしい。なんでも、反対意見に左右されやすい
世の中もどうなのか。
一野球ファンとしては、単純に野球の試合を見たい。球団はボールパーク構想なるものがある
ようですが、野球を楽しく見たい。焼肉しながら野球は見たくない。札幌市内がベスト。
新球場建設に賛成です。現在の真駒内地区は人口減少、高齢化に悩まされており、新球場建設
を機会に地域の活性化及び駅前地区の再開発が大いに見込まれるから。
すすきの直結の真駒内ですので、飲食や宿泊は別な地域でも分担できると思います。真駒内公
園でなければできないことをやるほうが良いと思います。
福住のままでいい。札幌ドームでいい。
札幌市内というのが一番の魅力です。北広島になったらほぼ行かないですね。というかナイタ
ーなら特に行けないです、行ったとしても最後まで試合観戦出来ません、次の日起きるのが早
いので。私の友達も知人も行かないと言っていました。ほとんどが札幌市民がファンだと思う
のでそういうのを考えて下さい。自分たちは色んな構想をしているようですが観客が減ると思
います。
自然環境を破壊し、真駒内住民生活を破壊し…、破壊の上で新球場を建設すれば地域住民から
の「恨みの返り血」をたっぷりと浴びるであろう。つまり地元から全く愛されないファイター
ズ新球場となること、明白である。
真駒内公園周辺は、常に車が混んでいて車で走るには不便な地域です。また、球場が出来るこ
とで、周辺の交通網が今より渋滞することが予想されるとともに、公園内に十分な駐車場施設
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を持たなければ、札幌ドーム周辺と同じく周辺は駐車場が増えていくことも考えられます。そ
して、地下鉄、真駒内駅から公園まではかなりの距離があるとともに、徒歩で行くには、道が
狭く歩道の幅があまりない状況です。その状況をふまえ、真駒内に球場を造るには、周辺の環
境整備に、札幌市が本気で取り組んでもらわなければならないのではないでしょうか？真駒内
周辺を一から造り直すくらいの覚悟が必要かと思います。その覚悟が札幌市にはおありでしょ
うか？しっかりやることによって、球場が出来ることによる経済効果は、計り知れないと思い
ます。道内、どこからでも行きやすい真駒内地域を目指してください。それが出来ないなら、
手を上げず、北広島に球場を譲って下さい。
真駒内とか北広島より、今の札幌ドームの方が良いと思いますが…！
環境保全という観点でたくさんの意見があると思いますが、それも含めてボールパーク化なの
ではないのでしょうか。ボールパーク化されてしまったら緑が無くなるっていうことはあるの
ですか？そんなボールパークを目指しているわけではないと思います。札幌市として本気でフ
ァイターズに残って欲しいと思うのならば、市民に分かるくらい先手先手で行動すべきだと思
います。何もしてないとは思いませんが、報道など僕たちが目にするものを、北広島市と比べ
ると後手後手になっていると感じてしまいます。正直、札幌市民ですが、いまは北広島にでき
るべきでは？とも感じます。そして、札幌オリンピックや真駒内近辺のこれから、小さな子ど
もたちへの影響など、様々な観点で真駒内にボールパークを造るべきだともっともっとアピー
ルしてほしいです。これらの話を詳しく調べたわけでもありませんので論点などずれているか
もしれませんが、10 代の一意見として読んで頂ければ嬉しいです。
北海道を代表する球団が札幌市にあることが大事だと思う。住んでいる人も大事だと思います
が、真駒内地域に沢山の雇用がうまれる！絶対賛成。
賛成です。子どもたちも喜んでいます。北広島に決まってしまったら遠くて行けません。間違
いなく集客は減ると思います。札幌に残ってください。次世代の子どもたちのために是非真駒
内へお願いします。
是非ファイターズに来てほしいです。
地下鉄南北線にある真駒内駅からのアクセスが便利。歩くと行ってもさほど気にならない。地
域活性化にもつながる。大賛成です。
このままでいい、一企業に税金を投入するな。市民の税金を下げろ。
賛成、今の公園内の競技場が老朽化しているので、このままでいるよりは野球場にした方が良
いと思う。
何故このアンケートは建設前提での問いなのでしょうか？B 記載の配慮を求め建設反対です。
30 年以上前に、球場作りと球団作りの運動をしていました。その頃は自衛隊前の駐屯地が候
補の１つに上がっていて、真駒内公園はアクセスが悪いが、円山球場のように緑に囲まれた北
海道らしい球場になるのでは、これからの公的スポーツにも使える町作りをして欲しい。北海
道の中心は札幌です。北広島だとカープのイメージが強いし、やはり札幌に有るべきです。北
広島なら旭川の方がましとさえ思います。真駒内は地域住民のものじゃない。私達札幌市民の
ものでも有ります。それを勘違いしないで欲しい。
札幌市のファイターズへの対応に大いに不満である（以前からのファイターズの申し入れをほ
とんど無視してきた）
。現札幌ドームまでは徒歩圏内だが、もう、札幌市にはファイターズに
関わってほしくない。なお、冬季オリンピック・パラリンピックの招致にあたっては、必ず住
民投票をしてください。数年前に住民投票を実施したようですが、情勢が変化しています。
私の周りは今まで通り札幌ドームを日ハムに利用して欲しいという人がほとんどです！真駒
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内、北広島のどちらに決まっても、札幌ドームは廃墟になるのは明らか。札幌市は無理な五輪
誘致活動はやめて、現札幌ドームを日ハムが利用しやすいように対応すべきだった。日ハムの
再三に及ぶ要望にも応えなかった、その点は大いに反省して欲しい。札幌ドームの経営権を日
ハムに譲渡して周囲を開発して BP 構想を実現させるのがファンの大半が納得する案だと思い
ます。真駒内、北広島のいずれに決まっても秋元市長には今後投票しません。
真駒内案は大賛成です。八紘学園、北大周辺、真駒内と三か所上がった時点で、真駒内を有耶
無耶にせず、早くに検討して欲しかったです。そもそも反対している方達は、日ハム観戦に行
っていない人なのでは？北広になった場合、最初は興味本位で行ってみても、札幌市民は行か
なくなるでしょう。札幌ドームに行っていた札幌市民の割合の方が多かったはず。これが行か
なくなるとどうなるか一目瞭然。まず、平日は行けない。土日もわざわざ、ＪＲで行きませ
ん。車で行くとなると、北広会場も帰りの渋滞が懸念される。余計行く気が失せる。ＴＶでの
応援にします。札幌市民の出足が鈍ると、どうなっていくのかなと思います。知り合いも北広
になったら、行けないと言っています。真駒内にして欲しい。活性化にも繋がります。
一年前まで真駒内上町に住んでいましたが、今のままではゴーストタウンになります。せっか
く地下鉄もあるのに、人がいなくなってしまったら意味がありません。今は年金生活者の町の
ような状態です。絶対に日ハムの球場が出来たら活性化すると思うし、何年かたったら、川沿
の AEON まで地下鉄が伸びれば、その後、南区はずっと便利になると思います。
皆がファイターズファンではないし、野球好きとは限らない。
真駒内公園には豊かな自然が体感できる地域住民並びに札幌市民の憩いの場です。ファイター
ズの新球場を建設しなくても公園の魅力を高めることはできると思います。また、現在屋内競
技場や屋外競技場でのイベントの際にすでに来場者の列による住民の不便、ゴミのポイ捨てな
どの環境の悪化も見られます。ファイターズの新球場が建設されればますます来訪者は多くな
り、そういった地域環境への悪影響も大きくなるだろうと推測できます。この真駒内地域に住
む者として、この穏やかで落ち着いた街の雰囲気を根本から変えるような計画には反対です。
どのような施設がこの地域に必要とされ、ふさわしいのか、今一度検討していただきたいと思
います。
道端も狭く、アリーナで、ミュージシャンのイベント等があると道が大変混みあって迷惑して
います。環境も壊されて、道が混むとかは絶対にあってはならないと思います。先ずは道を広
くしたりして招致するべきです。すべての市民は日ハムのファンではありません。
真駒内地域が衰退するなか、何らかの手段が必要。札幌オリンピックを契機に発展したことを
棚上げし、未来の地域を否定する。現状を守れという声を疑問に思う。
新球場だけを今ある屋外競技場の土地に建設し、冬はスケートリンクなどで利用できる兼用型
球場施設を建設し、他の関連施設は地下鉄真駒内駅付近に建設をしたらいいのでないかと思い
ます。
札幌市の対応は後手後手に回っている感じがする。まだ、正式に誘致を要請していないとは思
っていなかった。北広島市はなりふり構わず誘致をしているが、札幌市の対応が後手になって
いるので、逃げられないような対応をお願いします。球団の両市に競い合わせることが良いの
かどうかもありますが、交通の利便性を考えると札幌市内ではないでしょうか。両市に禍根を
残さないように球団に対して意見をお願いします。
結論は、真駒内公園に建設は絶対に反対です。以下、理由です。南区真駒内で育った者です。
子供の頃から真駒内公園を利用してきました。現在は白石区に自宅をもっております。月に一
度は真駒内公園を利用しています。真駒内公園の最大の魅力は貴重な動植物（特に野鳥（フク
ロウやカワセミ、ヤマセミ等）
）
、広く静かな環境にあるかと思います。こうした環境は壊れる
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と元には戻りません。経済のためだけに自然環境を食いつぶす行為はバブル時代行い過ぎたと
思います。よって、札幌ドームがある以上、全く必要なく害しかありません。札幌市の魅力は
大都市でありながら自然環境豊かであることだと思います。プロ野球球団があることではな
い。他所から来た集団が商売のためだけに札幌を食い潰そうとしているようにしか見えませ
ん。そんな集団に美しい真駒内公園、札幌市のどこにいたっても食い潰されて欲しくない。そ
んな真駒内公園の姿は見たくないのです。もう球団には悪印象しかありません。球団には札幌
市から出て行って頂きたいと思います。
建設に反対。
北広島市に球場が移転したら、ナイターはおそらく見に行かないと思います。延長戦など試合
内容によっては帰宅できなくなりそうなので。球場が真駒内に来れば地域の付加価値が高ま
り、老人ばかりの南区に若い人が増えるのではないかとも思います。周辺地域、特に真駒内本
町は、今は寂れてひどい状況ですが、新球場が来れば地域の動脈硬化を払拭できると思いま
す。
建設を前提としたアンケートにどのような意味があるのか全く理解できません。札幌市民は、
ファイターズのために暮らしているのではありません。これまで、この街を誇りに思って参り
ましたが、球場移転問題以降、札幌市やドームに不信感を得、北広島と対決の構図が生まれ、
真駒内の地域が二分され、振り回されているように思えてならず、札幌を誇りに思えなくなっ
て参りました。プロ野球がもたらす経済効果のために、真駒内住民をダムに沈めるように見捨
てるのならば、誇りを永久に取り戻すことができないように思います。どうか、正しいご判断
をお願いいたします。
現状維持の道を選択すれば、南区は衰退を免れないと認識している。またとないこの機会をみ
すみす逃すなどということは札幌市民・南区市民として考えられないし、落選した場合には失
望する。球団に対してぜひ積極的に提案して欲しいし、球団もそれを望んでいると確信してい
る。反対者もいるとは聞くが、将来の住民となる若い世代の考えを尊重して欲しい。
真駒内公園に球場を造るのは反対です。南区の交通状況悪化を懸念しています。車線が少ない
道路が多く、今でも渋滞が苦です。隣接しているアイスアリーナもライブ等の催し物をやる際
は、路上駐車が目立ちます。札幌の街中に行く際には、どうしても避けて通ることが出来ず、
非常に不便です。断固反対です。
南区にお住いの方の反対意見として、道路の渋滞・自然が失われると言ったことをあげていた
ので何とかそこをクリアして是非真駒内公園に新球場の建設をお願いしたいです（北広島にな
ってしまうと札幌市民としては、なかなか応援に行くことは難しいかと思います）
。
真駒内公園に、新球場ができてほしいです。それが、真駒内の再開発になると思います。札幌
市は、球団が札幌市から、いなくなってもいいのですか。頑張って真駒内で野球を応援させて
下さい。
まず、真駒内公園のみで考えるのではなく、藻南公園も含め、場合によっては、両公園を統合
した規模で考えていただきたい。次に、アクセスは、あらゆる方法を活用すべきで、道路だけ
考えていても、ダメです。勿論、道路の拡幅も大事なので、進めるべきですが、高速軌道の延
長あるいは、モノレールの新設くらいの提案をしないと候補地にはならないと思います。仮
に、冬季オリンピックを誘致する場合には、このモノレールを月寒までつなぐくらいの斬新な
発想を検討していただきたいと思います。
大変迷惑極まりない構想であり、断固反対である。真駒内公園近くに住んで周辺に職場がある
が周辺の静かな環境が押し寄せる人並みで脅かされ、渋滞で身動きが取れなくなるというのは
容易に想像が付く。市長は「賛成が多ければ意見を提出する」と報じられたが反対が少数であ
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ろうと周辺で迷惑を被り、反対する住民が居れば移転計画は即刻中止にすべきである。このウ
ェブアンケート共に地下鉄南北線真駒内駅でもアンケートをとり実際に迷惑を被る人達の意見
を聞くべきではないか？インフラ整備等であれば周辺の反対を押し切るというのも理解できな
くは無い。が、今回は一私企業のためのものである。一私企業の所有物に対し税金を投入して
まで便宜を図る必要があるのか？プロスポーツなどと言っているが、所詮は娯楽施設にしか過
ぎない。経済効果を謳う団体もあるようだが、自分たちは利益がでるから良いかもしれないが
真駒内周辺の人達に厄介ごとを押し付け自分たちは儲けようという卑しい考えだ。経済が動い
ても結局は経営者のみがその恩恵を受け、実際に働いている地元の人達にはただただ、混雑し
忙しくなり何も還元されない。極々一部の人間の利益のため周辺住民に面倒を押し付けること
になる。真駒内への日本ハムファイターズの移転、新球場建設は必要なく、即時凍結すべき事
案である。
新球場は、札幌市内に誘致を進めるべきです。真駒内で進められるなら地域活性化のためにも
良いことです。
周辺道路の渋滞がひどく、そもそも真駒内公園での新球場建設自体に反対です。そうした反対
意見が反映されないアンケートの設計自体にも疑問を感じます。
真駒内が最適だと思う。
まず、第一は、子供から年配者まで共通の話題になるからです。野球を嫌いな方もいますが、
嫌いなりに話題性があると思います。第二に札幌市の税収のことです。そうでなくても第三セ
クターの今の札幌ドームが修繕とか札幌市民の税金が使われるのですから、少しでも確保する
必要があるのではないでしょうか？観光客を伸ばすのも良いですが、何時減少するか分からな
いので。
①賛否の問いがない。②経済効果と自然環境保全のどちらを優先するか。③真駒内公園の一
部、四分の一未満を BP とするのに、現公園が寡少になるという喧伝は慎みたい。
新球場が出来るのは良いのですが今でも真駒内でイベントが有ると渋滞しその渋滞は水源地通
り及び 230 号線に影響を及ぼしている現状をどう解消できるのかが問題です。例えば、豊平川
右岸・左岸線の延長、五輪通りアンダーパス等。
ファイターズを札幌から出すなぞ許されない。もしそうなったら札幌市の大失態。私は市長の
リコール運動を始めます。
バスの運転手をしていますが、真駒内公園周辺はちょっとしたことで、夏冬関係なくすぐに渋
滞します。球場建設には賛成ですが、やはり周辺の道路整備や交通渋滞等の緩和が無いと、す
ぐに渋滞して遅れ等の運行に支障が出ますので、交通の改善がクリアできれば大丈夫かなと思
います。あとシャトルバスですが、バス運転手が足りない状態でのシャトルバスの運行はかな
り厳しいのかなと思いますので、運転手の確保も必要だと思います。
もし真駒内にするなら、地下鉄真駒内駅で人をさばくには無理があるなと…。花火大会の時も
駅の外に人が溢れていました。
とにかくアクセスが最重要。専用モノレールを造る。地下鉄南北線支線を造る。自衛隊前駅か
ら BP までの盲腸支線。真駒内駅を移設する。真駒内駅から BP までシェルターを延線する。キ
ャパ３万人の 2/3 の人数２万人が乗るアクセスが完備しないと成功しないと考える。
現在でもイベントがある日は、バスを含む周辺の渋滞、真駒内駅乗降時の混雑が大変ひどい状
況である。毎日生活利用する五輪通り周辺は、普段の平日でさえ、スムーズな流れではない。
誘致したいのなら、周辺環境整備の具体案が優先かと思われます。このままでは、誘致断固反
対である。
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仕事が終わってからも（途中観戦できる）行けるようにアクセスをよくして欲しい。
反対です。今現在でも花火大会などのイベント等でさえ近隣に住んでいる人や仕事で通行する
のに交通渋滞で大変迷惑しています。川向うに住んでいる人達も渋滞で迷惑しています。もし
建てるのであれば、道路の整備が必要だと思います。私は、ていねプールがある手稲稲積公園
の場所が良いと思います。JR・地下鉄駅も近くにあるし、都心からも遠いわけではない。地域
活性化に是非、手稲に！真駒内公園はオリンピックを誘致した時に使った方がいいと思いま
す。
正直、遅きに失した感は否めません。真駒内駅から真駒内公園までは距離があるので、道路環
境を整備することが必要だと思います。道路拡張などができないのであれば、イベント時に無
料でシャトルバスを運行するくらいでなければ厳しいと思います。
野球が嫌いな人は、交通渋滞・自然環境を破壊するだけのことですので、新球場建設には反対
ではないでしょうか。
真駒内駅または自衛隊前駅と新球場を直結する地下歩道の建設を提案します。
真駒内案に断固反対します！道立公園になぜ札幌市が建設候補地として提示したのか疑問。五
輪遺産であるオープンスタジアムの保全・活用すら不十分と思えるのに、それを無視するかの
ような計画自体に大反対です。現在の札幌ドーム周辺に経済効果と呼べる物もあるとは思えま
せん。また現在の福住地区の経済効果を数値化し、発表もされていません。真駒内にボールパ
ークが出来たとしても南区に経済効果が有るとは思えません。真駒内駅からの交通アクセスも
悪く、改善案も提示されて居らず、現在の札幌ドームの改善案すら出てこない現状を顧みるに
札幌市には無理と思います。
真駒内駅前の再開発に期待しています。現在は寂し過ぎます。
今頃こんなアンケートを行っている自体、明らかに北広島に遅れを取っている。もし北広島に
決定となれば、これまで札幌ドームで札幌市とともに育ててきた日本ハムファンに失礼だ。市
として本気に取り組むべきであり市長はじめその態度を今からでも示して欲しい。
周辺道路は現状でも慢性的な混雑があり、イベント等があるときは、特にひどく、抜け道もな
く、ファイターズの試合が実施されると、今以上に混雑が予想される。また、真駒内だと、道
内外からの利用が非常にしにくい。地下鉄を利用できる人以外は不便すぎる。札幌は、ファイ
ターズに固執せず、オリンピック招致に力を入れるべき。
反対！札幌にドーム球場は２つも要らない。札幌ドーム使用にあたり、不満があるなら話し合
いを重ね、札幌ドーム球場を利用する方向にして欲しい。日ハムが北広島に造るのであれば、
賛成いたします。
北広島よりも真駒内の方がアクセスが良く、仕事終わりに見に行けると思うので真駒内に新球
場が出来ることに賛成です
札幌ドームを、そのまま使ってもらうのが、一番だと思います。ファイターズがいなくなっ
て、本当に赤字にならないのでしょうね。野球のルールもよく知りませんが、北海道で盛り上
げなくてはと、見に行きます。もっと楽しい施設になるなら、自由に使わせてあげれば良いの
に、と思います。札幌に無くては、本当に気軽に見に行けないです。
まず最初に、アンケートの内容が真駒内誘致ありきというところに違和感を感じます。賛成だ
けではなく、反対の意見も聞くような内容であるべきだと思います。特定の団体の意見のみを
集約したアンケートでは意味がありません。札幌市のことは札幌市民が考えることであって、
札幌市民以外の方の意見は参考程度にとどめておくべきでしょう。札幌市民の意見が第一で
す。建設候補地周辺の住民や町内会は反対していると伺っておりますし、野球のためにわざわ
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ざオリンピック会場であった屋外競技場を無くしてしまうという今回の案は反対です。確かに
球団があれば、にぎわうのは間違いないです。活性化も大切ですが、誘致によって屋外競技場
が無くなるのが反対の一番の理由です。誘致を表明した札幌市としてはメンツがつぶれるのを
恐れるでしょうが、札幌市民の意見が第一であって、役所の意見で物事が進むなら町内会とい
うものは何のための存在なのでしょうか。町内会加入促進条例という個人的にはおかしい（加
入は義務ではないと判決が出ているものに行政が加入を促すのは違和感がある。自発的だから
こそ価値がある。会員同士の押しつけ又は忖度は特に募金ではその傾向が非常に強く、住民同
士で募金を集めあうのが嫌ということをよく耳にします。
）と思う条例案ですが、行政が加入
促進条例を検討・年度末に CM まで流して加入を促しておきながら候補地周辺の町内会の反対
意見を考慮しないというのはいかがものかと思います。町内会は都合の良い役所の下請けや便
利屋ではないはずです。促進条例を検討するなら町内会の負担を減らす方向で検討してもらい
たい。何のための市税か。指定ゴミ袋代の使い道が説明されていないのも違和感がある（有料
化前とゴミ集積所の管理体制は何も変わっていないし、有料化したなら財源が十分あるはずな
ので戸別収集もできるはず。すべての分別ごみを有料化して戸別化を検討しても良いと思いま
す。戸別化によって減量に成功した例もあります）
。球団がこれからも札幌で活躍してもらう
こと自体は大賛成ですが、札幌の名を世界に知らしめた冬季オリンピック会場を壊してまで誘
致することではないと判断いたします。あの屋外競技場は札幌市民、道民の財産です。特定団
体（いわゆるプロ市民）の財産ではないはずです。もし競技場を無くしてしまえば、札幌市内
でスピードスケートが気軽に乗れるところがあるのでしょうか？他はすべてフィギュアまたは
ハーフですよね？札幌のスピードスケート人口の減少にもつながってしまいます。札幌はウイ
ンタースポーツのマチというのが売りだったのではないですか。冬季オリンピックの誘致でス
ピードスケートを帯広市でやるという話は伺っておりますが、わざわざ遠く離れた帯広（日勝
峠越え）で行うというのはどうなのでしょうか。帯広ありきでは帯広の方に負担がかかりま
す。確かコンパクトなオリンピックを目指しているのではなかったのですか？帯広にまで負担
をかけるのが果たしてコンパクトと言えるのでしょうか。役所の都合だけで動いている気がし
てならないです。仮に五輪誘致に成功しても前回五輪で札幌で出来たことが今回はできないの
はなぜかと世界中から色々言われてしまうのではないでしょうか。例えばですが、夏の短い札
幌市が野球のために会場最有力地を売った、だからスピードスケートだけ峠を越え遠く離れた
帯広…選手はウンザリとか。失礼ですが、役所の都合で移転問題を起こしている球団のため
に、役所が冬季五輪会場有力地を売るようなことは五輪候補地としてふさわしいと言えるので
しょうか。今回の候補地は札幌市有地ではないというところも違和感を感じます。人の土地を
勝手に候補に挙げているという感じがします。断りにくい状況で反対を言わせない…これでは
町内会の募金活動と同じです。規模の大小にかかわらず、ボールパークとなれば今の時代考え
たくはありませんが、海外からの観光客の増加が見込まれることからテロの危険性も視野に入
れることになるでしょう。治安上の問題、騒音、渋滞、ゴミ散乱の可能性が周辺住民にとって
一番重要な問題になってくることは明白でしょう。キレイごとだけでうまくいかないというの
が現実です。ハコモノ造らせて後はご勝手に…では困ります。
「我慢しろ」では困るのです。
誘致する際の交通アクセスも気になります。野球のためだけに地下鉄駅新設というのはこのご
時世では負担が大きすぎます。駅新設となればファンにとっては利便性が増すでしょうが、運
賃上昇につながります。消費税増税が控えているので更なる運賃上昇が心配です。バス廃止問
題も以前ありました。ファンも大切ですが、市民の移動手段の確保、保証が一番大切です。札
幌市民全員が必ずしも日ハムファンではないということを考えに入れているのでしょうか。札
幌市民は日ハムが北海道に来るまでは巨人ファンが多かった気がします。シーズンオフの時期
も考慮されているのでしょうか。周辺住民、特に町内会がさらなる負担にならないか心配で
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す。公園管理はどこがやるのでしょうか？札幌市ですか？北海道ですか？周辺町内会に有志を
集めさせるのですか？札幌市が主導して誘致するならば、最終責任は札幌市が負うことになり
ます。仮に北海道所有であってもです。市民と協働と言って役所の仕事を市民に押し付けては
なりません。募金とか寄付とか協力の押しつけのようなことがあってはなりません。決して周
辺住民に我慢させることのないようご配慮願いたい。今回の移転はあくまでも本拠地札幌ドー
ムに代わる野球場新設だったはずです。野球場建設以外のテーマパークのようなものはあくま
でも新設ついでのオマケだと個人的には思います。ボールパークが完成した際には入場料のよ
うなものは発生するのでしょうか？もし発生するなら入場料は野球場だけですか？ボールパー
ク全体ですか？10 年度、20 年後の維持費についてはどうなのでしょうか。税収も気になりま
す。これまで通り気軽に足を延ばせる公園であり続けてほしいです。誘致し完成した後は「こ
うではなかった」
「あれはやめろ」と外野である札幌市がああでもないこうでもないとイチャ
モンをつけるのができなくなります。条件付きの誘致は日ハムを困らせるだけです。遊びに行
く人と周辺で住んでいる人では事情が全く異なります。周辺住民、周辺の町内会が反対してお
られる現状を考えるとほかの場所が良いと思います。つどーむはダメでしょうか？手稲稲積公
園も周辺住民が誘致していました。札幌市内にはドームがあるのにまたドームのようなものを
造る（造らせる）んですか？共同入居施設の火災事故を防ぐための補助等をするための財源が
厳しいんじゃなかったのではないですか？市のインフラ更新も控えております。観光客集めに
はカネ出して、住民には財源が無いと言って我慢させるんですか？札幌市内が無理なら北広島
でも良いのではないでしょうか。球団が気兼ねなくのびのびとプレー出来るのが一番大切だと
思いますし、そのほうが見ていて気持ちいいです。ファンにとっても選手にとってもです。北
広島にはカジノ誘致の話が有ると聞いたことがあります。カジノ誘致には反対意見が多くあり
ます。北広島に球団が移転すれば北広島へのカジノ誘致の可能性は低減すると思います。藻岩
山のリニューアルのような周辺住民より観光客優先のような考えで物事が進むことを一番心配
しております。札幌市は住みやすい街というのが一番の売りだったはずです。外面の良いのも
結構ですが、なにより市民（特に候補地周辺住民）の意見を最大限配慮してほしいです。市民
感覚を大切にしているならば周辺で住んでいる人の立場になって、市民、特に周辺住民に負担
が掛からないようお願いいたします。
北広島でいいです。
札幌から日ハムがいなくなったら、損失は計り知れない。絶対真駒内に来てもらいたい。市長
はもっとしっかりしろ。ドームに戻ってくるなどと考えているなら、次はない。
ドームがあるので新球場はいらない。
真駒内公園への球場建設およびＢＰの誘致には反対。現時点の真駒内が良くて居住している方
から、反対意見が出ていることをどう考えるのか？生活しづらくなることに、市は保証するの
か？意見募集するなら、新球場建設ではなく『プロ野球本拠地･ボールパークの誘致』とすべ
きである。野球建設なら、既存の球場を改修･建替すれば良い。これまでのファイターズ球団
による意見や要望を確実に汲んでいれば、本拠地移転の議論にはなっていない。付け焼き刃の
場当たり対応では、話にならない。北大･月寒･真駒内で球団のやりたいことに制約が出るな
ら、しっかり要望を聞いて魅力有る提案をすべき。
「魅力」だの「活性化」等の言葉で濁さ
ず、札幌市がなぜ市内に残って貰いたいのか、しっかりと説明すべきである。
絶対大反対。自然豊かで静かな真駒内公園ないし真駒内周辺の環境が必ず損なわれるから。ま
た、北広島案の方が優れており、様々な点で札幌一極集中を避けることができ、札幌駅・新千
歳駅路線間で経済的な潤いや人の流れを新たに分散的に創造できる見込みがあるから。札幌市
のみの利益だけでなく、北海道全体の利益の創造を大局的に考えてほしい。
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自然環境を守るという反対活動がありますが、これからの時代を作るのも、自然を守るのもこ
れからの時代を生きる人材です。今を守るので有れば、真駒内は間違いなく限界集落になり、
魅力ある街にはなりません。
真駒内駅を降りても、その周りを散策したくなるような魅力を感じさせるものが全くありませ
ん。今から約 45 年前にオリンピックの開会式や競技が行われた最寄りの駅ですが、生き生き
と活気のあったオリンピックの日々が本当にここにあったのかと思うくらいさびついている場
所にしか見えません。新球場建設とともにここの街の再開発というものを含めて考える良い機
会になるのではないでしょうか。オリンピックの跡地（？）が、国内外屈指のＢＰになるとい
うことを考えるとわくわくしますし、そしてそれをまた国内外の方々に自慢できたらうれしい
なと考えるのです。海外のアミューズメント施設やホテルリゾート（例えばハワイ島のヒルト
ンホテル内にはモノレールが走っています）など参考になる例は数多くあるはず。ぜひがんば
って札幌に新球場を建設できるようにしてください。
札幌市は本気出して下さい。このままでは札幌からプロ野球球団がなくなります。その損失を
真剣に考えてください。札幌の子供が放課後、子供たちだけで球場に行くことはできません。
平日の観客の大部分を占めている主婦やお年寄りだって気軽に球場に行く楽しみを奪われま
す。優勝パレードだって、もう札幌でできなくなるのですよ！真駒内に関しては自然保護のこ
とばかりクローズアップされますが、そればかりを望んでいる住民だけじゃない。真駒内を実
際に歩いて見てください。町が汚いとは思いませんか？どこも食事をする場所がないことに気
づきませんか？お年寄りを排除する気はないけれど、若い人が全然いない町を見捨てますか？
真駒内に暮らして 38 年経ちますが、毎日、さびれた町の景色にため息をついています。再び
綺麗な町になれるこのチャンスを逃さないでください。真駒内駅前開発を一気に進める大チャ
ンスじゃないですか！民間の資金と共同で開発できるなんて最高じゃないですか。交通アクセ
スは確かに渋滞が懸念されます。思い切って地下トンネルで結ぶとか、専用電車レールを敷設
するとか考えてみて下さい。すすきの－大通間でさえ市電レールを敷設したことを考えれば、
やってやれないことはないのでは？とにかく最後のチャンス。本気で真駒内を救ってくださ
い。
やはり、１番の懸念は真駒内から定山渓方面への道路状況です。例えば石山まで地下鉄を伸ば
す、道路を増やす、など渋滞回避のことも考えていただきたい。真駒内付近だけが南区ではな
いので、その奥の地域のこともしっかり頭に入れて具体的な案を出して欲しい。
このアンケート、建設を前提とした設問立てでアンフェア｡そもそもの建設の賛否を問う項目
が必要である｡
地下鉄駅前がこんなに何もない駅は真駒内だけです。日ハムを呼んで活気のある駅前にして下
さい。全く魅力のなさすぎる駅前です。
オリンピック招致を諦めて、もっと地域（市内全域）サービス充実に重点を据えてほしい。
渋滞問題の解決策を早く示して、真駒内新球場実現に向けて進めてほしい。
日ハムのためにわざわざ真駒内を提供する必要はないと思います。札幌ドームの使用条件を理
解した上で、東京から移転してきたのに、今さら使用料が高いから出て行くというのはおかし
いのではないでしょうか？
地下鉄駅との間にバス専用道路等の整備があればアクセスにはいいかもしれないですね、あく
までファイターズは札幌でというのが市民の多くの声だと思います。
真駒内公園を球場にすることは反対です。世の中野球ファンばかりではないし、もう少し離れ
たところで造って欲しい。真駒内公園の自然を守りたいです。
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札幌市の新たな魅力ある施設を増設する必要があり、将来への新たな交流が益々盛んになるこ
とで、活気ある南区への改革・変貌に大いに期待したい。
ファイターズにはやはり県庁所在地の札幌市を拠点にして頂くのが１番だと思います！経済効
果や周辺の発展を考えても悩む必要はないと思います！ファイターズを札幌市に！よろしくお
願いします！
敷地が十分取れないのであれば、観客の往来などで周辺の住宅環境への影響が心配。地下鉄駅
の新設か最寄り駅からのシャトルバス路線の優先確保など利便性が最重要課題と思う。
真駒内案は、非現実的です。
集客では北広島より分があると思いますが、課題が多く、解決には程遠いと思います。今更で
すが、もっと他の候補地を見つけた方が良かったかと。
札幌ドームがあるのに新たに真駒内に建設する必要はない。
真駒内公園の新球場建設に賛成です。自衛隊前と真駒内の間に地下鉄新駅を造れば利用しやす
いと思います。札幌市の取り組みが北広島市に比べると鈍い。もっと積極的に取り組んでほし
いと思います。
札幌市の対応が消極的で遅すぎる。
建設そのものには反対しないが、札幌市内にある数少ない貴重な大規模公園であることを踏ま
え、大通公園のようなイベント会場化しないでいただきたい。
札幌市及び道が諸手をあげて真駒内に誘致する気がないのであれば、誘致すべきではない。現
段階でこういったアンケートをやっている時点で本気度は伝わらない。道にとっては老朽化し
た施設を処理できるし、デメリットはなにもないはず。周辺住民の反対や近隣の渋滞など、問
題を市のせいにしようとしているのでは。100％、本気で多少の問題やマイナス面があっても
力強く対処していく、というトップの気概が伝わらないと、後々、反対派の思うつぼになると
思います。渋滞や騒音、路駐、ゴミなどの問題は必ず起きるわけで。下手をすれば現状並みの
状況でも球場のせいにされると思います。
公園の環境保全を第一にしてほしい。なぜ公園内に保育園やその他の施設建設を計画するのか
理解できない。わざわざ公園の環境を壊してまで建設しなくてもいい。近隣の小学校、中学
校、住宅街への配慮はあるのか。屋内競技場とイベントが重なった時のことまで考えているの
か。今ですら何かイベントがあると大渋滞が起き、近隣の商業施設に影響がある。交通の便が
悪過ぎる。地域の活性化には繋がらない。活性化というなら真駒内ならではのアピールをして
活性化に繋げたらいいと思う。真駒内の今の環境を台無しにしないでほしい。
やはり、札幌市民は北広島より真駒内の方が球場に行きやすいと思います。真駒内に仕事で行
くことがありますが、確かに公園付近は静かですが、少しはずれると市営団地が立ち並び、老
人しかいない印象です。球場ができれば、真駒内に引っ越してくる人もいるでしょうし、今よ
り活性化することは間違いないと思います。札幌市も北広島に負けないようにもっと誘致に力
を入れるべきだと思います。
上記収入減を札幌市は深刻に考えているのですか？BP 構想発表時の市長の強気な発言から始
まった後手後手の対応には札幌市民として呆れるばかりです。やる気がないなら、いっそのこ
と北広島市に白旗をあげて候補地提案を辞退すれば良いのではないですか！！！！！
そもそも日本ハムの要望通りに札幌ドームを運営出来ていない件は棚上げで、更に新球場造る
っておかしくないですか？日本ハムだけではなく相手球団の選手もいますので、今後早急に日
本ハム主体の球場を造る必要があると思います。
一民間企業への利用に反対。未来永劫居座る保証もなく、無駄な投資に税金を使うことに反
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対。
私は反対です。南区に住んでから間もないですが、私にとって真駒内公園は緑豊かな日頃の疲
れを癒せる場所となっています。私だけではなく、ランニングや、バードウォッチングなど、
皆さんそれぞれがリフレッシュするためにいつもたくさんの人が真駒内公園を利用しているの
を感じているのです。最近、珍しいフクロウや、森の中からはキツツキが巣を作る音、リスが
忙しなく森を駆け巡る姿を見かけます。野球会場は、はっきり言えばどこでだって造れます
が、動物や今ある木々などの自然は真駒内公園でしか生きていけないのです。報道などではあ
たかも南区民は皆、歓迎ムードのような捉え方をされていますが、実際は全くもって逆であ
り、私達は自然を第１優先に考えています。例え、自然に配慮した造りをモットーにして造っ
たとしても、森に人の手が加えられ、動物達の行き場がなくなることは目に見えています。ど
うか利益などの数字にとらわれるのではなく、一人の人間として、動物や自然の温かな命を守
って頂きたいです。
ぜひ球場建設お願いします。真駒内は雪まつりがなくなってから車で通過するくらいですが寂
しい町になってしまった印象しかなく、球場建設により、よりよい町になって欲しいです。
絶対に真駒内公園にファイターズ新球場建設を希望します。真駒内の方が交通アクセスも良
く、仕事帰りに野球を見にも行けます。北広島では交通の便が悪く、試合終了後の３万人以上
をさばききれないし、北広島は遠すぎます。ただ土地が広いというだけで、野球観戦へ行く人
のみになって考えて欲しいです。皆が地下鉄利用で行きやすい真駒内公園に新球場を造って欲
しいです。
札幌市に新球場をお願いします。札幌から移転の場合、札幌の今後 20 年間の経済損失が多大
となります。
真駒内公園に日ハムの新球場建設には基本的に賛成できません。やむなく建設する場合、Ｂの
配慮すべき点が十分に保全・改善できることが確認できた場合にのみ限られると思います。ま
た、その場合、各施設の利用料金は道立公園の施設としての料金体系として頂きたい。
新球場賛成です。
札幌市にあってこその北海道日本ハムファイターズだと思います。是非真駒内に新球場を。
北広島市に対して、後出しじゃんけんのように真駒内を候補に挙げるのは失礼だと思います。
どうしても札幌市内にということであれば、何かと制限がある真駒内公園に建設するくらいな
ら、現状の札幌ドームを日ハムに売って自由に改修してもらい、地下鉄をドームまで直結にす
るなど工夫した方がまだマシだったと思います。道外の友達は「北広島」の方がアクセスしや
すくてとても楽しみにしています。何しろ球団が考えるボールパーク構想を実現するには札幌
市内では制限がありすぎますよ。北大や八紘学園が無理と分かり、後出しじゃんけんのように
「真駒内案」が出てきて何をいまさらと皆が言っています。
「真駒内」に決まっても誰が喜ぶ
のか？疑問ですね。
「北広島」に任せて、さっさと降参してください。住民の反対運動もある
ことですし…。アジア No.1 の施設を造る夢の実現を邪魔しないでほしいです。
仮に真駒内公園に決まったとしても、アクセスが真駒内駅から悪過ぎるから、新駅を造ること
や各地点からのシャトルバス等を検討するべき。北広島市が意欲的に色々提案や各関係との連
携を図ろうとしている中で、なぜここまで出遅れたのか市民に説明して頂きたい。
既存の公園設備である競技場を利用する立場から見て、新球場と併設され、より素晴らしい公
園となることに魅力を感じます。札幌に新たな名所が誕生し、多くの方が楽しめる場所であっ
て欲しいです。新球場建設について前向きな検討をお願い致します。
基本的に賛成です。もし決まったら真駒内地区全体で、何かできないか市と球団で考えてみて
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ほしい。
周辺住民の方々が苦慮されているのであればすべきではない。正直この時期のアンケート実施
は遅すぎではないか？後手後手になっている札幌市の対応が市民として恥ずかしい。
道立なのに何故札幌市がアンケート調査するのか？まず、あの道路事情は街を破壊するほどに
ダイナミックに変えないと建設などあり得ない。真駒内以外にも場所はいくらでもあるだろ
う。現実的なのは札幌ドームを日ハムへ売却し、厚別競技場をサッカースタジアムへ改修。株
式会社札幌ドームは解体又は縮小すべき。
ファイターズの新しい球場が北広島市に出来たら、観戦に行かなくなる。真駒内なら行きたい
です。現在の真駒内公園の施設は古く、汚いイメージしかない。札幌にオリンピックを！って
言っていますが、建て替えするくらいならファイターズの新球場を真駒内に建設してほしい。
地下鉄駅から遠いので誘致しなくて良い。諦めて北広島に行ってもらってください。地下鉄は
使えないけど乗り換えせずに行けるので真駒内より利便性が向上します。ドームで日ハムの足
元を見て殿様商売していたくせに、今更ですよ。
私は建設反対です。そもそも何故に札幌ドームを日ハムが離れるのか、考えてみて頂きたい。
真駒内公園周辺は札幌市で計画通りに駅周辺再開発含めて進めて下さい！
真駒内に新球場の建設を御願いします。
日本ハムが望んでいる BP は北広島なら可能だと思うが、真駒内公園では中途半端になる。真
駒内公園で行うのならドームだけの建設で良いと思う。野球ファンの大半は野球が主でドーム
だけあればよいと思っているはず。北広島、真駒内どちらにしても交通アクセスが問題で、北
広島で JR 対応では輸送に限界があり困難。真駒内は地下鉄利用で輸送量はこなせるが、その
あとにつなげるシャトルバスに限界がある。私はバス会社に勤めていますがシャトルバスは現
在の札幌ドームの輸送で各会社は精一杯です。今以上は無理です。日本ハムが本気で BP を造
るなら北広島へ。できた後の見込みは先が見えているように思えますが。
冬季オリンピックに尽力すべき！
真駒内駅から球場までのシャトルバスができた場合、バス代は 100 円にして欲しい（無料が一
番だが）
。家族数人でいく場合や年パスなどのチケットで行く場合、結構負担になるので…。
真駒内公園は犬の散歩やジョギングで利用したり、お花見をしている方が沢山います。札幌ド
ームのような運動施設が欲しいのと、犬もちゃんと出入り出来るような施設にして欲しいで
す。我が家の犬もドッグランか、真駒内公園を利用しています。そして五輪通りが混雑すると
思うので新駅も希望です。または自衛隊駅前はバスの停留所もないので、もっと活性化して欲
しいです。白石区から南区に引っ越して６年経ちますが、地下鉄があるのに休みの日に遊ぶと
ころもありません。本当に不憫な所だなと思いました。新球場は賛成です。
このまま、北広島に移転すれば、札幌の恥です。ぜひ真駒内公園案を実現できるよう、頑張っ
てください。
北広島からでは、タクシーで札幌市に帰れません。真駒内は高齢者が多く、若者にも未来のあ
るまちづくりをおねがいします。絶対賛成です。
税金の使い方を考えてください。大反対です。
ファイターズファンなので真駒内に球場ができれば、試合を見に行きやすくなるので賛成で
す。ただ、交通の面ではどうしても難しいところがあると思います。真駒内より交通の便が良
い福住でさえあの状況なので真駒内だとどうなってしまうのか？徒歩でも微妙な距離ですし、
工夫が必要だと思います。
大いに賛成。
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歴史的なスタジアムやきれいな自然環境の保護、周辺住民の生活環境の悪化、交通渋滞による
不便などを総合的に見ると、建設には反対せざるを得ないと思います。札幌に 2 つの球場は要
りません。どうしても札幌にというなら、札幌ドームを売却するというのも一つの方法だと思
います。
道路整備をよろしくお願いします。国道側からのアクセス、豊平川沿の道路の延長も考えてく
ださい。
ファイターズが北海道に来たこと、札幌に来たことによる経済効果や、楽しみが増えました。
ボールパークが建設されることで、さらに夢が膨らみます。札幌市も道も、ファイターズの功
績を評価して、協力してもらいたく思います。
積極的に招致活動すべきと思う。
行動が遅すぎると思います。
お年寄りの意見よりも、若い人たちの意見を尊重して決定してほしい。
北広島に球場を建てる案もあるようだが、断固反対である。札幌市内に建つことによって地下
鉄が使えるのでアクセスが多様になる。周囲の自然環境に配慮しつつ、建設を希望する。
球場についてはとても賛成です。真駒内地域の活性化に繋がると思います。真駒内地域だけで
なく、石山や定山渓方面への導線にもなれると思います。地下鉄の駅から遠いので真駒内新駅
or 自衛隊前駅の移設。それと地下歩道空間などがあれば移動距離は問題ないと思います。も
しくは真駒内駅から BLT 的なバス。専用道路を捻出すれば。反対意見も多数あると思います
が、住民説明会や状況説明を小まめにしないからかと考えます。何もなしにいきなり造りま
す！というのは不信感しか感じません。全員が賛成するということは難しいですが、話をすれ
ば問題解決できると思います。真駒内公園のサイズ感でいけるなら、北大の土地でもよかった
のでは…？とも思えました。球団本拠地があるというのは、やはり街としてのステータスの一
つですし、子供のスポーツを推進、街の活性化など、利点がとても多いです。ファイターズさ
んを繋ぎとめて欲しいです。札幌市以外にあるとナイターを気軽に見に行くというのも難しい
です。
真駒内に来て 30 年が経ちました。駅前の開発が進まず、寂しさを感じております。公園の活
用として、また、札幌市の価値利用としても、真駒内への球場招致は大事です。
真駒内への建設は反対です。
緑の中の球場で日ハムの試合を見たいですね。
まずは周辺の道路環境をしっかり整備してくれないと、実現は不可能だと思います。アリーナ
や真駒内公園の前の道路は狭く、今の道路のままでは地域住民が迷惑を被ることが目に見えて
います。今でさえ、アリーナでイベント等があるときはタクシーやバスで道路が混雑するの
に、球場まで来たらどんなに渋滞するか…。また、真駒内駅前地区と連携して地域の活性化を
目指すのはいいですが、何をどう連携するのか具体的に示してほしいところです。駅から公園
までは割と距離があるので、飲食店などを充実させてもあまり効果がないのではと思ってしま
います。
そもそも、道立真駒内公園に新球場を建設することに賛成できない。
札幌ドームと競合する施設を札幌ドームと近い真駒内に誘致することに疑問を感じます。札幌
市が率先してやることは、日ハムが出て行ったあとの札幌ドームの経営の邪魔をすることでは
ないと思います。
真駒内に新球場賛成です。市民が集えるパ－クにしてください。
真駒内に球場を造ることには断固反対します。
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反対します。
真駒内に新球場をお願いします。
駐車場は、少し離れた場所にし、シャトルバスを切れ目なく走らせ公園の環境に配慮。また、
地下鉄を自衛隊側に引き込み、歩く距離を短くする。
建設する前提でのアンケートは間違っている。球団のために真駒内公園を再開発する必要はな
い。使用料で不満があるなら札幌市から出ていけばいい。
コンサートなどが開催されただけでも周辺道路は混雑します。このアンケートは賛成を前提と
して設けられていますが、私は真駒内へ建設することについては反対です。そもそも、既存の
球場での対応の悪さが移転への一端になったのではないでしょうか。市政についても、場当た
り的なものではなく、中長期で検討を進めて頂きたいです。
札幌ドームがありますので大反対。新球場ができると、他のイベントにも利用され赤字になり
ます。日本ハムは個人企業で利益優先です。ここは毅然と札幌ドームで勝負しましょう。これ
から先また何があるかわかりません。
球場の建設には反対です。南側の自然に手を付けないとのことですが、北側の狭いところに、
たくさんの施設を詰め込むような案が実現できるとは思えません。ファイターズの野球パーク
を実現できるような面積はありません。札幌市内にそんな遊休施設はありません。北広島の広
い土地を使うのがいいと思います。
賛成です。ぜひ真駒内に新球場を願っています。
札幌はこれまで、歴史が短い都市だと言われ続け、日本の大都市の中でも郷土史への関心は低
い方でした。それに加え、最近は３世代・４世代の同居が減り、数十年前の札幌の思い出話を
祖父母から聞く機会も少なくなりました。２年前に小学生たちと歴史散歩をした時のことで
す。たまたま、リオオリンピックの話題になりました。
「札幌でもオリンピックを開催したこ
とがあるんだよ」と話したところ、その場にいた子供たちの多くが「知らなかった」と驚いて
いました。私もオリンピック後の生まれですが、両親や祖父母からたくさんの思い出話やエピ
ソードを聞いて育ったので、当時の光景や街の盛り上がりを生き生きと想像することができま
す。でも、今の子供たちにとって札幌オリンピックは、屯田兵や戦時下と同じく書物の中にあ
る遠い昔の話。だからこそ、オリンピックが開催されたことを伝えるモニュメントが、これか
らますます必要になると思うのです。札幌の歴史を振り返ると、それまでは日本の一地方都市
に過ぎなかったこの街が、国際的に広く知られるようになったのはこの時からです。道路網が
大発展。地下鉄と地下街が誕生し、地上から地下へと人の流れが変わりました。また、大会の
運営や市民のもてなしが高く評価され、これ以後ますます多くの国際スポーツイベントが開催
されるようになったのです。街のありようを大きく変えたオリンピックは、札幌の歴史を語る
上でとても重要な存在です。ですから、今残っている施設には、都市の歴史遺産としての評価
も与えられるべきだと思います。開会式が行われた「メイン会場」だったはずの真駒内屋外競
技場（真駒内セキスイハイムスタジアム）ですが、これまでは「大切にされている」とは言い
にくい状態でした。市民の間での知名度も、隣の真駒内アイスアリーナ（真駒内セキスイハイ
ムアリーナ）や大倉山ジャンプ競技場に比べて低かったのが実情です。国際的な観光地にもな
りうるのにもったいない、とずっと思っていました。それでも、長野オリンピックなどで日本
中が湧いた後に真駒内公園を訪れると、バックスタンド上の三日月型の聖火台や、エントラン
スに掲げられていた五輪マークを誇らしく思ったものです。屋外競技場は、バックスタンドを
「土盛り」にすることなどで建設費やメンテナンス費を大幅に節約しました。建設費の 13 億
4,900 万円は、大卒初任給を基準に換算すると今の約 67 億 5,000 万円に当たります。大規模
スタジアムの建設費としては最低限に近い金額です。全体の高さを低くし、周囲の傾斜部分を
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芝生にするなど、自然公園の景観に配慮した設計思想は先駆的なもので、スタジアム建築の模
範ともなるべきものだと思います。平成 19 年（2007）にネーミングライツ販売で改名され、
それが原因であの五輪マークを撤去せざるを得なくなったニュースを、私は当時住んでいた東
京から複雑な思いで眺めていました。屋外競技場を維持するために仕方がなかったのだと、そ
の時は不満ながらも納得しました。しかし昨年、新球場の候補地として真駒内公園がにわかに
浮上し、屋外競技場の取り壊しがまるで既定路線のように扱われるようになりました。ボール
パークの規模や交通などの議論が活発化する中で、屋外競技場の価値については関心がほとん
ど集まらないことに、私は強い危機感を覚えているのです。もう一つ、気がかりなことがあり
ます。ファイターズが未来永劫、北海道を本拠地にし続けるとは限らないと思うのです。もち
ろん、現時点で球団は北海道に根付く意志をお持ちでしょうし、そうなる可能性はあります。
しかし現実には、オーナー企業は決して不変ではなく、オーナー企業の交代と同時に本拠地を
移した球団が少なからず存在したことは、プロ野球の歴史が示しています。仮に何十年か先、
ファイターズが札幌を離れることがあったら、残されたボールパークはどうなるのでしょう
か。その時になって、オリンピックスタジアムという歴史遺産を失ったことを後悔しても、時
間を巻き戻すことはできません。新球場の立地にもし真駒内が選ばれるならば、現スタジアム
の南側に建設し、屋外競技場の建物内部を商業施設やレストランにして、ボールパークの一部
にする方法は考えられないでしょうか。あるいは、聖火台のあるバックスタンドの一部だけで
も残し、新球場の一部とすることは考えられないでしょうか。いずれにせよ、まずは、屋外競
技場を残すべきかどうかを、市民や専門家を交えて議論する場があるべきだと思います。実用
施設としての観点だけではなく、歴史遺産、五輪遺産、国際的観光資源としての観点から議論
を尽くした結果、もし「取り壊すべき」という結論になったのだとすれば、私は納得します。
ファイターズの本拠地は北海道の中心である札幌にあるべきです。北広島ではだめです。
市内で高齢者が一番多いと言われる南区を活性化することができると思う。
真駒内だと遠いため行けなくなります。球場使用料の値下げなどを行い、札幌ドームに残って
もらうことを初心に帰って協議をした方が良いのではないか。
自然豊富な真駒内公園に新球場建設は反対です。
北広島の球場構想を足がかりに新市街を作って、都市機能を移転する方法もあると思う。将来
的には併合して、今の札幌市を旧市街とした新しい街造りを目指すべき。
賛成です。道路の拡幅工事をお願いします。
市の熱意が感じられない。
経済効果もあるが、札幌市のスポーツ施策としても期待が持てるし、オリンピック招致にも繋
がると思う。
北広島に球場が出来ると、平日は今までのようには行けなくなるので、真駒内に出来ると非常
にありがたいです。でも、地元住民に迷惑にならないよう、配慮は必要だと思います。地元の
方と連携した、利便性を考慮して頂けるよう、お願いします。
地下鉄を球場へ直接つなぐ。もともと札幌は交通の便が悪く、環境整備がなってない。少なく
とも自衛隊前と真駒内の間に新駅、確実に渋滞が起こる道路の整備および駐車場整備。その上
で、球場やそれらの設備をどうするか考えるべき。
札幌じゃないと意味がない。市長責任。
札幌に土地が無い以上、大阪人に付き合う必要なし。天秤をかけられてそれでも付き合う必要
があるのでしょうか。
真駒内新球場に賛成です。
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多くの市民が自然の中で楽しんでいる環境が破壊される。貴重な自然が破壊され、周辺の交通
の悪化は目に見えている。札幌市は今まで札幌ドームの使用に関して日ハムの意向をほとんど
聞き入れてこなかったと聞いている。今更札幌にとどまってほしいというのは見苦しい。日ハ
ムは先頭に北海道がつく球団だ。北広島になることを心から望む。
北広島は遠すぎる。南区は高齢化しており、真駒内は沈没寸前。静かに暮らしたい老人の意見
を聞いているだけでは消滅する。
賛成する。
是非とも真駒内に新球場をお願いします。
地下鉄でなければ多くの客を運べない。ナイターだと夜遅いのでバスとかだと親が心配する。
北広島は、交通のアクセス悪く 5,000 人以上は無理と思われます。交通アクセスの良い真駒内
公園における新球場の建設を強く希望します。真駒内公園の新球場に決まることを願っていま
す。
是非誘致してください！
基本的に真駒内に新球場ができるとは思っていないが、やるからには札幌市（官民問わず）は
相当の覚悟で建設・運営に携わらなければならないのではないか？詳しくはファックスでお送
りします。
いまは地下鉄で子供だけでも行けるけど北広島だと行けなくなる。
賛成です。新球場楽しみです。
俺は北海道日本ハムファイターズが好きで応援しているけど、札幌市が議論しているのは、
｢札幌ファイターズ｣の話しにしか聞こえない。それに球場問題は、利権がらみの薄汚い金の匂
いがプンプンしているとしか思えない。札幌市は、北海道が札幌中心で回っていると考えてい
るのでしょうか？否、地方が頑張ってこその札幌市であり北海道だと俺は思います。新球場は
確かに早急に決める必要があると思いますが、ファイターズに｢北海道｣と言うロゴを付けるな
ら、もっと地方シリーズの日程を増やして下さい。札幌市の人間と違い、地方の人間は、生で
ゲームを見る機会は、極端に少ないのですから。それが出来ないなら｢北海道｣のロゴは使わず
札幌市だけで勝手にやってくれ。正直、新球場の話しは興味が薄い。
ファンの意見も大事だが、日ハムの意見を大事にした方がいいと思う。無理に真駒内でなくて
いい。
一民間企業に公共の資産を優遇すべきではない。
真駒内は夜が暗く怖い。人が歩いていない。施設も老朽化している。多様な使い方ができる施
設が必要。
札幌市民のほとんどが市内に居て欲しいと思っている。五輪が大事で日ハムに冷たいのは札幌
市役所だけ。
真駒内アイスアリーナなどは歴史的に重要な建物であり、簡単に建て替えなど行われるべきで
はないと思います。
絶対に札幌にいてほしい！北広島には見に行きません。高齢者の意見より、これからの札幌を
担う若者の声を聞いてほしい！税金の面でも札幌の収入が減る。新しい魅力ある南区になって
人口増加を目指してください。
高齢化が進んで、寂れていく真駒内周辺の活性化にこれほどいい話はないと思います。札幌市
はなぜ積極的に話を進めないのか疑問です。未来を考えない年寄りばかりの反対意見に苛立ち
すら感じます。札幌市は意味のない五輪誘致などせずに経済効果の多い日ハム誘致にもっと真
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剣に向き合うべきだったと思います。
私は札幌に残留することに賛成派なので、地域の方の事情とは少し異なりますが、環境面や交
通面で反対されている方は、オリンピックを誘致することにも反対なのでしょうか？そこを聞
きたいです。真駒内に多くの人が集まることが反対理由のような気がします。誘致移転を機
に、新しい街、真駒内を創造する方が、地域住民の方にとっても結果的にはいいと思っていま
す。渋滞は今でも渋滞です。球場建設に伴ってインフラの再整備を要求する方がずっと街の価
値を上げることにつながると思います。
現在の真駒内駅周辺はとても寂しく閑散とした印象です。地下鉄駅終点なのに他の終点とは全
く違い寂しいです。この新球場建設をきっかけに駅前周辺をもっと賑わいのある、若い世帯が
住みやすいまちづくりをして欲しいと思います。真駒内公園をニューヨークのセントラルパー
クのように市民が集える魅力ある公園になるといいですね。
交通渋滞が一番の鬼門。地下鉄とのアクセスをもっと考えるべき。
がんばってつれてきてください。
真駒内に新球場が出来たら是非とも行きたいです。
札幌ドーム以来からファイターズ他イベントの開催は反対でした。主要道路、国道 36 号線、
羊ヶ丘通りの渋滞の緩和がなされないままの交通渋滞。当然、このまま真駒内に球場建設され
ても南区はじめ近隣の区、住人に迷惑がかかるのは間違いないと思われます。南区近隣の治安
も悪くなるのも予想されるのでは？路上駐車や近隣の脇道などの違法駐車、真駒内駐屯地近辺
道路の路上駐車などなど。幾らガードマンを立てても警備仕切れる範囲ではないことが予想さ
れますが？一般通行車の過密な渋滞も目にみえます。今で際、真駒内施設でのイベントの際の
交通渋滞は現に起きているのは現実です。北海道日本ファイターズであれば札幌に拘る必要は
ないと思いますが？歓迎される地で建設、開催してください。真駒内建設は反対です。
市として建設時から様々な関わりを持つ、札幌ドームを活用する案やメリットをもっと出すべ
き。主に１つの企業のために、多額の整備費や維持費を出して我々の税金が消費されるのはい
かがなものか。メインで使用されるであろうファイターズが市外へ出て行くとどの程度の経済
的損失がでて、我々の生活にどの程度悪影響があるのか、日々ニュースや市政に注目している
私でも知らないのはおかしいのではないか。現実的にメリットは無いと感じる。
前回、真駒内は、競技場以外は手を入れてはいけないとのことを聞いて、日ハム側は商業施設
が造れないなど、明らかな不満が感じられた。そうなると、北広島の自由度が魅力になるか
ら、このままでは、北広島が選択されるだろう！でも、真駒内公園の広さは、ある程度の自由
が許されるなら、日ハム側は、真駒内を選択したいのですよ！反対派は、公園の自然、静かさ
が失われるのを心配してのことがあるようだが、将来の真駒内の活性化を考えると、なんとし
ても日ハムに真駒内を選択させなければならない。広大な広さがあるのだから、住宅地から近
い部分からより離れた一角を自由に使ってもらえばいいのです！分散させたものではなく、住
宅に影響が出ない部分を、日ハムに自由に使ってもらうのが、１番良い解決策と思う！
ボールパーク構想の一つに、在来のミズナラ、イタヤカエデ、シナ、ヤチダモ、ホオ、センニ
キ等や減少している木製バット原料となるアオダモの植樹により多様な生態系を作り出せる空
間の設置を希望します。選手と子供たちが一緒に植樹出来たら最高ですね！
賛成です。真駒内に新球場案実現することを期待しています。
真駒内新球場楽しみです。
北海道が管理している施設に対して、札幌市が新球場建設を提案することに違和感を感じま
す。まず、球場提供地として北海道から札幌市に施設の移管を受ける進捗（その際の費用）を
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明示してから進めるべきでは？これまで札幌市が提案してきた建設候補地は全て、札幌市以外
が管理している土地だったことに、非常な不満を覚えます。
札幌市は、この一連のことについて、市民に十分な説明をしたのでしょうか。私には、十分な
説明はしていない気がします。どうして、札幌ドームが有るのに真駒内公園に新球場を建設す
る必要があるのか。また、ファイターズが出た後の札幌ドームをどうするか。構想があるの
か。説明は不十分だと思います。十分な説明なく、また、今後の札幌ドーム構想の説明の無い
ままに真駒内公園に新球場を建設することに賛同は出来ません！
将来的に自然豊かで歴史ある真駒内に住みたいと思っていたが、試合のある日は札幌ドーム周
辺のような喧騒に包まれるかと考えると、生活する地域にとってはマイナス要素だと感じる。
税金の無駄、ドームがあるのに建設は反対です。
真駒内に新球場ができると近くなるので是非ともお願いします。
賛成です。
私は、真駒内公園内に日本ハム新球場の建設をすることには反対です。先日新聞に発表された
構想案を見て、ますます失望感が強くなりました。真駒内公園の現状をどのように調査された
のか分かりませんが、構想案を見る限りでは、自然環境にも周辺にも全く配慮がある計画には
思えませんでした。自然環境を守るという意味を今一度考えていただきたいです。構想案の中
でも、とくにホテルやバーベキュー広場は絶対にやめていただきたいです。道立公園を破壊し
てまでホテルを造る必要がどこにありますか？現在公園を利用している人たちへの配慮もなさ
すぎます。バーベキューは豊平川沿いでも後片付けや、遅い時間の騒音、ゴミなど問題になっ
ていますが、一体どうやって誰が管理するのか、自由に出入りできる公園の中に造るのは危険
すぎます。しかもお花見の季節の円山公園のように、ジンギスカンの臭いや酔っ払いの溜まり
場になるかと思うと、それだけで悲しくなります。今回のこのアンケートも、賛成と反対の数
だけでは絶対に判断しないでいただきたいです。真駒内公園の素晴らしい自然環境、四季折々
の美しさ、花の匂い、鳥の声、静かに見守るフクロウの姿、一度破壊されたら二度と元に戻せ
ない貴重な財産であるそんな公園を知っている者の声を、ぜひ無視しないでください。札幌市
内には、たくさんの遊具があったり、球場があったり、綺麗に人工的に配置されていたり、起
伏があったり、お花見ができたり、特色をもった公園がいろいろありますが、真駒内公園には
真駒内公園にしかない、本当に失ってはならない広さと素晴らしい自然環境があります。その
公園を愛して毎日訪れている住民がいます。いままで守られてきた貴重なこの環境を、素晴ら
しい自然を、どうかどうか破壊しないでください。お願いいたします。札幌市長の賢明な判断
を信じています。
新球場の建設に基本的には賛成です。自然環境の保全や渋滞対策など考慮しなくてはならない
点は多くあると思いますが、それらも含めて行政・住民・民間が力と知恵を合わせて開発して
いくことが地域の力や価値を高めていくことになると思います。また、自然との調和や共生を
実現した北海道ならではの開発ができれば更にその価値は高まると思います。住環境の悪化や
渋滞など近々の問題だけでなく、20 年後 30 年後のこの地域の発展や持続可能性も考えていく
べきだと考えます。
商業施設を備えた新球場にして欲しい。アクセスの良い新球場を望む。
賛成です。
野球の試合以外にもコンサートなども開催されるのであれば、公共交通の強化は必須だと思っ
ています。今の札幌ドームで人気アイドルのコンサートが開催された時の東豊線の混雑は、一
般の利用客が乗車する時間をわざわざずらすことを考えないとならないので。北広島案で北広
島～上野幌間にＪＲ駅新設があるらしいですが、新千歳空港に行く経路上絶対避けて欲しい。
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今でも混んでいてひどい状態です。北広島市長はＪＲ在来線に乗ったことがないのでしょう
か。
あったらいいですね。
今ドームに行っていますが、札幌市内であれば、仕事帰りの方々も通えるでしょうが、北広島
は無理でしょう。家族ずれは、日曜ぐらいだし。最初は良くても野球人気はなくなると思う。
地下鉄があり真駒内が良いと思います。
元札幌市民です。オリンピックの歴史を大切にしてほしいので、建設反対です。真駒内は、
1972 年の思い出の地です。
球場を造るより先に駅前の整備をするべき。
現在の静かな環境が脅かされるので、真駒内公園内に球場を造るべきではない。
冬期間の有効利用。
移転に反対します。まず、札幌市及びドーム側は球団の希望に譲歩する姿勢はないのでしょう
か。いかにもお役所体質としか感じられない。またファンの希望を考慮したことがあります
か？？ドーム内の階段、地下鉄からの距離はツラいです。野球での使用が無くなると、○万人
集客のコンサートがどれだけあるというのでしょう。上得意のファイターズの希望をもっと受
け入れるべき？ファンの方の意見は北広島市へ移転したら行かない、という人が圧倒的です。
真駒内建設とは離れた意見で申し訳ありません。ファンの意見、アンケートをもっと早く行う
べきだったと思います。
実家が南区なので行きやすくなる
元々周辺の道路渋滞がひどいので、建設と同時進行で周辺道路の整備等必要だと思います。
はっきり言って札幌市は本気度が足りないように感じる。あと自然が云々で反対と言っている
方が多いが、正直これぐらいやらないと真駒内という街は一生発展しないし、寂れていく一方
だと思う。現状でも住民の高齢化は著しく、また集客が見込める商業・娯楽施設が不足してお
り、このまま魅力も無く人口が減っても仕方ないと考えている。真駒内地区の再活性化を望む
のであれば、新球場誘致と同時に商業施設の制限も撤廃し、老朽化が見込まれている施設・土
地に関しても集客ができる施設に転用するぐらい大規模な再開発を行うぐらいでないと、真駒
内地区の再活性化は一生希望が無いと思う。
真駒内を候補地にするにあたり札幌冬季五輪の会場を残したいという住民からの声をテレビで
目にした。しかし真駒内の施設はそこまでたくさん利用されているだろうか。少なくとも私は
札幌に住んで 15 年以上経つが１度も行ったことがない。それであるならば、古いものに囚わ
れずどんどん新しくした方が地域の活性化にも繋がる。正直南区は古くさく何も無いイメージ
なため。また北広島になってしまったら私は球場に行かない。札幌市内に球場があるから、身
近に感じるし沢山足を運びたいと考えている。将来子どもにも野球を見せに真駒内まで行きた
い。しかし近隣施設の駐車場増設や小さい子ども連れのために車で行きたい人達のことも考え
てたくさん駐車場が欲しいのも課題だと思う。何としても札幌にファイターズを。お願いしま
す。
札幌オリンピックをやった真駒内に BP ができることは、札幌の歴史から見ても良いこと。将
来の真駒内を考えると、BP なくして街の活性化はありえないのではないか。環境を壊さずに
やれる方法はあるはずです。そして、札幌の野球少年達に夢を。
私が南区に住み始めてから 25 年が過ぎました。住んだ当初、地下鉄が藤野まで延長になると
いう話を何度となく聞いてはいましたが、いまだに実現されていません。この 25 年南区は何
も変われずにいます。自然を残すだけが子供達のためになるのでしょうか？魅力ある街にしな
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ければ人口も減り過疎化に拍車をかけてしまうだけではありませんか？南区に起爆剤となって
くれる日ハム球場の建設を望みます。
真駒内公園がベストとは思わないが、球団が真駒内というなら札幌市は真駒内案に協力すべ
き。とりあえず、地主ですらない札幌市は、地主で公園管理者で、施設の老朽化で改築か取り
壊しを考えなければならない北海道と球団の利害が一致した段階で発言権はないと思うが、何
を勘違いしているのか。球団の代わりに、施設の改築または撤去を札幌市が行うというなら話
は分かるが、その気がないなら道と球団の話に口を挟むな。周辺道路が渋滞するのは今に始ま
ったことではないし、今現在も、道が屋外競技場の改築をした時にも、イベント時は同じ問題
が起こる。渋滞を放置するのは札幌市の怠慢だ。まして、球場のせいで新たに問題が発生する
ような広報の仕方は、後で問題にするつもりです。
球場が市外に建設されるとなれば札幌市の大損失です。最大限の努力をお願いします。
札幌に親が居るので時々ですが、行きやすくなる。
今頃アンケートを行うことがありえない。市として候補地にする気がないが、何かしなくては
後々言い訳ができないからとしか思えない。
昨年函館から真駒内に引っ越してきましたが高齢者が多くびっくりしています。新球場が出来
ると多くの若い人が真駒内を利用することにより駅前周辺が活気づくと思います。駅前周辺に
魅力ある商業施設を希望します。
真駒内に 40 年以上、平和に暮らしています。新球場？＝ボールパーク誘致は強く反対しま
す。
札幌市にファイターズ残ってほしいです。札幌市はもっと熱意を持ち交渉して欲しいです。
北広島だけは勘弁。札幌って他の候補地はもうないのでしょうか？候補地の条件は交通の便が
最も重要ポイントだと思います。
それでなくとも、交通渋滞がひどいのにやめた方が良い。野球場より冬のスポーツの施設が良
い。観光都市札幌に外国人を招くには野球場ではなく、スケートリンクやアクティビティ施設
が必要。
反対する人が多数いて、地域一体となった歓迎ができないのだから、将来に遺恨を残しかねな
い。さらに、反対する人を説得可能な材料もない現状においては、真駒内での新球場建設は見
送るべきである。
仕事で毎日真駒内公園付近に行きますが、建設は反対です。閑静で過ごしやすいのが、騒がし
くなるのは嫌です。
絶対に真駒内に球場を造り、日ハムを札幌に残すべきです。既存の競技場を野球場に建て直す
イメージがなぜ自然破壊につながるのか、反対派の主張は全く分かりません。日ハムは札幌市
民にとって宝です。札幌からいなくなるかもしれないと思うと、心配で不安で、精神的にいて
もたってもいられません。ここまで市民を不安に陥れる秋元市長の対応の遅さと鈍さ、そして
危機感のなさには心底、失望しています。全力でハムを札幌に引き留めろ！！！
賛成です。実現することを期待しています。
札幌市の対応が後手後手過ぎる。今更アンケートを取ったって無駄。北広島を見習ってほし
い。南区民なので新球場が真駒内に出来たら嬉しいが、札幌市が球団に対してクソ対応しかし
ていないので、このまま札幌から出て行って自分たちのしたいことをやってほしい。
真駒内がというよりは札幌外で車もないので北広島になると行けなくなるという意味で真駒内
がいいです。正直札幌市が頭を柔らかくして北広島のようにファイターズに札幌ドームを渡す
べきだと思いますが。札幌ドームでも遠いんですから。北広島なんかに行かれたら平日のナイ
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ターは出来ないのでは？ただ真駒内になったとして、やはり住民の方が心配している環境破壊
や交通渋滞には丁寧かつ、分かりやすい具体例を出して納得させて欲しいです。
市は、施設整備のみの視点しかないのでは。福祉や子ども育成の面でも球団を巻き込み、地域
の魅力アップを行って欲しい。市外に球団が出ることによる税収減などを試算し、もっと打撃
のあることを市民にも伝えるべき。
真駒内地区は他の地下鉄のどの駅よりも寂れていて不便です。球場建設を機会に慢性化してい
る五輪通りの渋滞を緩和させる道路拡幅と駅前の活性化を期待しています。計画を見る限り充
分自然保護は配慮されており、これ以上の自然保護はきりがないと思います。
新球場が出来たとしても、周辺の道路状況、交通渋滞は酷いことになるのは目に見えていると
思います。連休になると公園周辺から橋を渡り南区に行く時には渋滞になります。他のことと
同時に、道路をどうするかを説明してほしいと思います。
札幌市長が一昨年４月、ファイターズからの札幌ドームについての相談を快く対応しなかった
ため、このような事態になったのが原因です。現市長はお金をかけることばかり考え、名声を
得ようと派手なことばかりやりたがる傾向にある。もっと市民の身になった政策を実施なけれ
ばならないのでは！
真駒内は高齢者が多く商業施設もあまりなく活気のある街ではありません。新球場建設をきっ
かけに、若者にも魅力を感じさせる施設等の建設を希望します。道幅も広く緑が多く大変素敵
な街ですが活気がありません。
このアンケートに賛成と反対の意見を述べる設問がないのはなぜでしょう？とてもこのアンケ
ートが良いものとは言えません。
札幌市、札幌市長は日本ハムファイターズが札幌ドームの使い勝手の悪さに限界を感じて、新
球場建設プランを打ち出したことに対し、余りにも対応の悪さ遅さが目につく。札幌ドームの
筆頭株主としては赤字対策が先行し、ボールパーク構想を打ち出したファイターズに対して
は、新球場候補地の提案等が後手後手に回った感は否めず、やる気を感じられない。一方の北
広島は積極的な行動で先行しており、もしも新球場が札幌市内に建設されなくなった時の経済
損失は考えているのだろうか。秋元市長は冬季札幌オリンピックへの立候補には意欲を燃やし
ているが、身近な場所で札幌市民や北海道民の心を熱くするファイターズのボールパーク建設
こそが、市民目線では最適な選択だと思います。新球場は札幌に、冬季オリンピックの立候補
は反対します。
札幌市の対応にはがっかりしています。
札幌ドームをファイターズに売却すれば良いのでは？
私は市民ランナーで毎年市内のマラソン大会に出ています。札幌で行われる多くのマラソン大
会は真駒内公園を使用しています。もし球場ができたら私の生き甲斐であるマラソン大会はど
うなってしまうのでしょうか。あの静かで緑溢れる真駒内公園はどうなってしまうのでしょう
か。札幌市民全員が野球好きなわけではありません。緑溢れる公園の一部を潰してまで球場を
建設しなくてはなりませんか？真駒内公園への球場建設には断固として反対します。札幌市内
に球場は２つもいりません。日ハムが札幌ドームで引き続き試合が行えるよう札幌市側が便宜
を図るべきです。繰り返しますが、真駒内公園への球場建設には断固として反対します。
このまま何もしなければ真駒内は高齢化も進み廃れていく一方です。真駒内駅から歩いても苦
にならない、楽しみながら球場まで行けるような道のりにしたら地下鉄を利用して行く人も増
えるのではないでしょうか。南区の自然の素晴らしさを最大限利用して素敵な球場ができるこ
とを期待しています。
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反対です。札幌市は地下鉄と言っていますが、福住は駅から歩いて行けるから何とかうまくい
っているのであって、真駒内は簡単に歩いて行ける距離ではありません。バスに頼るとなると
仮に１万人が乗車したら路線バスタイプで輸送したとなると、バスを 100 本出さないといけま
せん。地下鉄が来るたびにバスを 10 台ずつ走らせる余力がじょうてつバスにあるでしょう
か。そんな台数のバスが交差点で右折されたらたまりません。街の活性化、価値向上と謳って
いますが、試合の度に道路が渋滞したら逆に価値が下がります。五輪通りは重要なバス路線で
す。右折を無くすような道路改良、453 号線と五輪通りでマイカーを含めて乗降させない工夫
を本気で考えないと大変なことになります。真駒内は福住と違いアクセスルートの選択肢が限
られます。自家用車で送り迎えする車のことも考えて下さい。真駒内の住民は川沿のイオンに
買い物に行ったきり、帰りは渋滞で帰って来られなくなることが容易に想像できます。行きづ
らい球場になると思います
札幌オリンピック直後の真駒内地区を記憶しているものですが、久しぶりに見た最近の真駒内
地区の寂れようと言ったら恐ろしく、産炭地かと見間違えるほどで仰天しました。新球場とと
もに再開発が進むことを期待しています。今後人口減が予測される中、札幌中心部から遠く離
れた南区には、新球場が必要なのではないでしょうか。
環境保護された新球場に通えたら幸せな老後です！
私は新球場に反対です。私はまだ高校生で、20 年弱しか住んでいませんが、すでにずっとこ
こに住みたいと思える町です。多くの自然があり、歴史があり、静かで穏やかな町です。そん
な町を私は壊して欲しくありません。どれだけ自然環境に配慮すると言っても、完全に配慮し
きれるという保証がありません。野球の試合は、夜に終わることもあると思います。そんな
時、大勢の客が一斉に町を歩くと、そのうるささはどれだけだとお思いでしょうか？すでにア
イスアリーナでのコンサートの時でさえ、声がマンションの上まで聞こえるうるささだという
のに、野球観戦の興奮した客が闊歩すればもっとひどいことになります。コンサートと野球の
試合が被ったりしたらどうするのですか？？その場合、交通も悪くなり、多大なる被害が住民
にかかるということがお分かりになりますか？？コンサートの際、道幅が狭い道路で、横に並
び歩いているファンなどもいます。そのせいで、私は駅から家に帰るのにいつもより 10 分以
上かかった時もあります。コンサート後の道にごみが落ちている時もあります。すでにこのよ
うな状態であるのに、球場を建てるというのは正直住民としては反対意見以外の何も言えませ
ん。真駒内の静かで住みやすいという利点を壊さない結果を期待しております。
やはり、札幌に本拠地を置くべき。
真駒内公園がより活性化するようになって良いと思う。
新球場真駒内案には大賛成。その前に、これまでの札幌市の後手後手の対応は歯がゆいばか
り。札幌ドームの日本ハムへの売却と羊ヶ丘展望台までの広大な土地の有効利用が最適な案と
信じておりましたがそれももう遅し。それと今まで地下鉄真駒内駅周辺が他の終点駅に比べて
なぜか発展しない理由が周辺が文教地区だからと思っていたがそれは大間違い。真駒内のある
一部の地区の住人に、これまでの新しい活性化プランにことごとく反対する集団がいることが
判明。これでは真駒内地区はおろか、澄川や石山など周辺地区の空洞化が今後益々進み、市内
他地区から取り残されていくのは必至。真駒内公園内への新球場建設を起爆剤として、真駒内
駅周辺はおろか近隣周辺地区が活性化することに大きな期待を抱いております。
オリンピックのために注力してください。ハムは北広がいい。
札幌市内が良いです。
世界の大都市はみな、意外と緑が多い。札幌もそのような都市の一つでいてほしい。
札幌一極からの脱却を目指すべき。
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札幌市の球団への対応が遅い。市は球団に対して他人事のような対応としか見えない。真駒内
の賛否の前に現ドームから球団が撤退した後の経済的影響をどのように最小限に食い止める
か、是非に計画を聞きたい。北海道の未来像を札幌市と道が連携し、如何に創るか、今試され
ているのではないか。自治体相互で駆け引きしている場合ではない、北海道を如何に元気に、
活力ある、魅力あふれる大地にするための英断を期待する。
今更、こんなアンケートやらせて対応遅くないですか？形式的に実施しているとしか思えず、
札幌市、秋元市長の熱意が全く伝わってこない。やる気が無いなら労力の無駄ですので、撤退
したらどうですか？
アクセスを考えると北広島より真駒内の方がはるかに良い。北広島に決まったらテレビ観戦の
みです。
絶対来てほしい。南区は、定山渓や洞爺湖、ニセコなどへの拠点ともなり、観光立地の中心に
なりうる。
真駒内で賛成です。地下鉄自衛隊駅と真駒内駅の中間の五輪通に新駅を造って下さい。
この種の施設は、駐車場の収容能力が問題です。地下に設置を考えているようですが、北海道
全 219 市町村からの来客を意識し、数千台規模のモノが必要と考えます。駐車場の確保が難し
いためにどうするか迷ったり、断念する道民が大勢いることを全道的な視野で決定して頂きた
い。
ファイターズを喰い物にしてきた結果の移転であり、慌てて真駒内を提案したようにしか見え
ず、札幌市の誠意を一切感じることができない。経済界がとやかく言っているようであるが、
そうなる前に自分たちで何かをできなかったのかを考えるべきではないか。
札幌市の対応が常に後手過ぎ。ファイターズが札幌から出たら少なからず札幌市への色々な面
での収入減少に繋がるのではないでしょうか？確かに地元の方は大変でしょうが、今のままで
は真駒内はどんどん町が死んでしまいます。町を復活させる良い機会ではないでしょうか？
私は日ハムファンであるが今回の日ハムの態度行動には疑問しかない。もちろん真駒内案には
反対です。札幌ドームが不満で出て行く日本ハムになぜ新球場の提案をするのか分からない。
日本ハムは好きで出て行き新球場構想を考えているのだから好きにさせればいいと思う。土地
も勝手に探せばいいと思う。真駒内はとても緑豊かな環境で、日ハムが当初構想していたボー
ルパークとはほど遠い。合わない。日ハムは真駒内になった時はそこに似合ったものを考えて
いるようだが、それなら最初の、構想はなんだったのか疑問である。札幌市がこれ以上税金や
職員をこのことに使わないことをお願いしたい。札幌市は日ハムにいいように利用されている
ようにしか思えない。
今、札幌市と日ハムさんが、どのように話し合いをしているのか、もっと情報を公開してほし
いです。ちょっと心配です。札幌に絶対球場を造って下さい。そして、日ハムのファンクラブ
に入っている人の意見も聞いて下さい。
札幌市民としては、絶対札幌に新球場を造ってほしい。真駒内住民を納得させる市長さんから
の意見がほしい。市長さん、もっと真剣にファイターズのことを考えて下さい。ファイターズ
が、北海道札幌に来てから、経済的な面からも元気になったと思います。北広島には渡さない
で下さい。お願いします。
新球場により子供への未来と夢を与えるためには大きな励みになり、今のままではただ自然環
境のみ。札幌の発展のためにも BP は絶対必要と思う。北広島は距離の問題。延長を考えると
帰りが 100％観戦は無理と思う。現在の道営住宅のところを駐車場にしても良いではないか？
滝野方面に公園を造り、交通機関を考えれば自然ができ、老人には良いのでは！！一番には子
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供のために夢を与え環境を作ることと札幌の発展のためには絶対必要。反対の意見はほとんど
が自然環境のことだけ。自然環境は他に移せば良いと思う。BP は絶対賛成です。
コンサートがあると五輪通と国道の交差点の渋滞がひどく日常生活に支障をきたします。その
10 倍の観客が来るとなると大変です。北広島にして下さい。
札幌市内ならなんでもいいというわけではない。真駒内はアクセスが悪すぎるし改善も難し
い。新駅にも積極的なようだし北広島の方がアクセスも含めてずっとマシ。
「市内残留」とい
う見出しで対立関係に持ち込んで市民感情を煽るな。
真駒内公園の新球場建設に反対します。その理由は、日本ハムが示すアジア No.1 のボールパ
ーク造りが真駒内の敷地では面積や周辺の環境、アクセスの面から実現不可能と考えるからで
す。空港に近い北広島に新球場を造り、道外、海外の観光客を増加させ、その結果札幌の観光
産業も活性化するという道を選んだ方が良いのではないのでしょうか。
平日の試合も見に行ける。是非、真駒内にして欲しい。北広島だと、ナイターは行けない。往
復の時間が掛かり過ぎる。
札幌にあるということが重要。
東京時代からファイターズファンですが、札幌市の対応にはガッカリです。移転が決まりまし
たら札幌から出ていきます。負の遺産となる札幌ドームの借金を自分が払う税金に使われるの
はたまらないですからね。３月末までにファイターズが方向性を決めると言っているのにまだ
こんなことをやっているなんて、職員の方は無能な方ばかりですね。
今更になってこのようなアンケートを取るのは見苦しいと思う。潔く市内残留を諦めた方が北
海道のためになる。
札幌出身です。世界でも魅力的なふるさとに、第２のシンボルを造ってほしいです。帰郷する
頻度が確実に上がります。
今からこのアンケートを取ること自体が遅い。市長や札幌市がアホの極み。北広島に決まった
ら JR だけでなく、福住から北広島まで地下鉄延ばすとか北広島市と協力した方がいいと思
う。まぁ、協力するとかそんな頭持ち合わせるだけのモノはなさそうだけど。真駒内にどうし
ても決まってほしいなら、札幌市側も日ハム球団にどうしたいのか、アンケート募る前に考え
たら？アンケートとりましたっていう既成事実だけ作りたいだけでしょ、これ。もちろん真駒
内になるなら、アクセス方法をより球場に近くする方法を考えろ。
真駒内駅前が、活性され、便利になると嬉しいです。仕事帰りでも、ちょっと試合観戦が可能
な距離で。
ファイターズの移転先は北広島でよい。余計なことをするな。無能の秋元市長及び札幌市には
反省を求める。
税金にたかる日ハムは市外に追い出し閑古鳥の鳴く北広島で死ぬほど後悔させるべきです！札
幌ドームも改修し野球が出来ないようにして戻りたくても戻れないようにして日ハムを困らせ
ましょう！
冬季オリンピック以降、真駒内方面へは芸術の森美術館や PMF 野外コンサートに行くくらいで
すが、ボールパークが出来れば真駒内地区へも行く目的ができます。是非とも実現して下さ
い。ついでに、２万人収容規模のサッカー場も併設して頂けると更に良い公園となると思いま
す。是非検討してください。別件ですが、冬期スポーツ用のナショナルトレーニング施設を誘
致してはいかがでしょうか。
札幌ドームの周りみたいに道路が広くないから広げるべきだけども、広げる場所もないそこの
議論をしてほしい。
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商業施設もできるので、地下鉄を延伸して球場駅を建築することで（真駒内と球場をモノレー
ルでも可）渋滞緩和、アクセス向上、観光客誘致による活性化を図れると考察いたします。
真駒内案は反対。アクセスが悪い。月寒ドーム跡地がアクセスが最高（東豊線・東西線の丁度
中間ぐらい）なので、もう一度地権者と話し合って、話を戻すべきである。月寒でなければ、
絶対に、北広島に負けるぞ。がんばれや札幌市職員たちよ！
周辺の環境の保護が必要だったりという意見も分かるが、やはりファイターズファンとしてホ
ームとなるボールパークは札幌市に残して欲しい。自分自身南区に住んでいるので北広島市に
なると行かないと思う。真駒内だからこそ札幌市の人は多く行くと思う。北広島市になると行
く人が少なく、わざわざボールパークを造っても利用する人が少ないのではないかと思う。札
幌市に残して下さい。
プロ野球が行える球場が札幌市内に複数ある必要はありません。
公園の整備を進める計画ではなく、敷地を削って民間球場を計画するとはとんでもない。
札幌市にファイターズが残ってほしい。
「札幌市まちづくり政策局政策企画部政策推進課」としては、来ては欲しくない設問「B-1」
「C-1」と読み取れますが、なんかおかしいですね。札幌全体がファイターズによって活性化
して欲しいと思っています。ファイターズ、コンサドーレ、レバンガ北海道共に子供から…つ
まり老若男女を問わず夢と楽しさを与えてくれ、観光に併せ相乗効果が大だと思います。札幌
市民としてぜひとも札幌に新球場をと誘致したく思います。
ぜひ来て下さい。楽しみにしています。
球場の開発計画図を新聞で知りましたが、ホテルを造ったりなど、自然公園破壊ですよね！市
長の秋元さんは、このような自然破壊を容認するとはないでしょう！北海道は自然破壊は、絶
対許さない！これは北海道のポリシーですよね！
まずはじめに、多数決による建設の決定だけは絶対にしないでください。私は新球場建設に反
対です。私は現在東京に住んでいますが、よく柏丘にある実家に帰省しています。真駒内公園
は私が小さい頃から利用していますし、現在も犬の散歩などに母親はほぼ毎日、私は帰省した
時に利用しています。新球場を建設することで多くの人が出入りしたり、バーベキューやキャ
ンプが行われることによって騒音や臭いなどが発生すると考えられます。いくら自然環境の保
全を行うと言っていてもたくさんの施設を造ってしまっては、今ある環境は破壊されてしまい
ます。野生の生物が多く生息するこの環境を壊して欲しくありません。真駒内公園は現状の自
然環境、周辺の住宅環境がベストだと思います。新球場の建設は公園内だけでなく周辺の住宅
や環境にも様々な影響があると思います。真駒内公園への新球場の建設にメリットがあるとは
思えません。どうか、反対意見に耳を傾けてください。そして問題を全て解決出来ないのであ
れば建設しないでください。お願いします。
真駒内に造るなら地下鉄の駅を新しく造って欲しい。ナイターも気軽に行けるアクセス環境に
して欲しい。
日常的に朝夕は特に周辺道路が混雑しています。屋外屋内共にイベントがあれば常に大渋滞で
す。五輪通りの拡幅だけでは地域住民の安住を確保することができないと思われます。地下鉄
の延伸を含め、地域住民の生活を確保しつつ、交通アクセスの拡充ができなければ招致はして
頂きたくありません。
駅から遠いし、バスも渋滞するといつ着くか分からない。渋滞を考えると車でも行きづらい。
良い場所といえない。
東京で生き残れなかったファイターズが、新天地を札幌に求めて、交渉していたライオンズを
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押しのけて移転し、従来から多様な面で優遇策を受けてきたはず。まだ十分に使える札幌ドー
ムを自ら出て行く以上は、これ以上の支援をする必要は感じません。あとはどうぞご自由に、
というのが本音です。
３月末までに目処を付ける話に、今頃アンケートを取っても何が出来るんですか？もっと早く
に行動すべきでは？後手後手の対応、球団に失礼だと思いませんか？イベント開催時の周辺道
路の混雑はご存知だとは思いますが、慢性的渋滞を解消することが出来ないでしょう。札幌以
外から車利用で来る方が居る以上。周辺住民に取ってデメリットしか無いので撤退で良いので
はないですか？一応対応しましたよと、アリバイ作りにしか思えませんけどね。このアンケー
ト自体…。
余計な物が増えて市税投入で余計な仕事を作り出す温床になるとしか思えない。後出しジャン
ケンで勝ったとしても、後で税金の使い道を問われて困るのは札幌市長とその関係者。結局市
民が被る迷惑な話だ。市民を舐めるな。
北側のエリアを拡大利用して、さけ科学館のリニューアルや子供野球場の利用も視野に入れて
欲しい。
是非とも真駒内に来てもらい地域を活性してほしい。
今まで挙げられた札幌市内の候補の中で、最も交通利便性の低い真駒内公園への移転について
は反対です。平均２万人超の観客数が想定される現状、駐車場の不足、石山通の慢性的な混雑
状況、地下鉄へのアクセスの悪さ（バス便はありえない）を考えると、現状の計画では北広島
案にすべての点について劣っていると考えています。本気でファイターズを札幌市に留めたい
と考えていたのか、関係者の発言、札幌市の行動の遅さに対して元札幌市民として、またファ
イターズを北海道移転当時から 15 年間応援している一ファンとして非常に憤りを感じていま
す。北広島案に趨勢が傾いている現状、札幌ドームの最寄り駅である福住駅よりも交通アクセ
ス、駐車場の確保が勝り、かつファイターズの求める BP 構想を実現するのであれば、道立真
駒内公園案は俎上に上がるものとは到底考えられません。この１ヶ月で逆転できるとするなら
ば、北大案の決定もしくは札幌ドームへの地下鉄延伸＋サッカーありきではない野球仕様への
札幌ドーム仕様変更（そもそもコンサドーレには厚別があるのでは？）しか残されていないと
思います。札幌市の英断に元札幌市民として最後の期待を抱いています。現案では北広島案に
は絶対勝てないと考えます。
日本ハムのスポーツビジネス、営利事業に公共の公園を提供することに疑問を感じる。
そもそも移転の話になったきっかけは札幌ドームの使用料が高い等ファイターズに対しての態
度からなったもの。私達長年のファイターズファンは札幌ドームに残ってもらいたい一心で
す。使用料等改善の見込みがなければ困ります！交通の便利がまだ良い札幌ドームならではあ
れだけのファンの皆さんが集まるのでは？ファイターズファンの交流の場を失いたくありませ
ん。
北広島以上の土地を提供しないと何をやっても無駄です。
全くプロ野球には興味が無かったのですが、ファイターズが北海道に来てくれて、球場で
「生」で応援したり、テレビ観戦…。こんなに楽しく、この歳になってこんなに夢中になれる
夢を与えてもらって嬉しい限りです。しかも真駒内に来てくれたら本当に夢のようです！ぜひ
ぜひ札幌市として誘致頑張ってください。心から応援しています。
是非札幌市にファイターズ球場を造って欲しい。
色々と後手を踏んでいて、情けない話だと思いました。個人的には、真駒内という選択肢はあ
りえなかったので、何を考えているんだという感想しか出てきません。行政は本当にバカでア
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ホでマヌケなんだと実感させられた一件です。市長をはじめ、関係者は反省するしか出来ない
と思います。民間企業なら、経営陣交代もありえる案件です。
現在札幌ドームから４キロメートルほど離れたところに住んでおりますが、札幌ドームまで行
きは職場からなら地下鉄で、自宅からならシャトルバスで、でも、帰りは歩いて帰ります。交
通機関を使っても結局一時間ほど、歩いて帰っても一時間ほど、豊平区の方だけでなく清田区
や厚別区の方にも歩いている人もいらっしゃいます。真駒内に新球場ができたら同じように歩
いて帰れる人も一定数いることが、札幌市ならではの北広島と違う集客力での強みかなと思い
ます。行きは時間がばらけますが、帰りの時間は大勢の人が集中するためです。是非札幌に新
球場を。
長く続く歴史あるプロ野球球団が札幌市にあることが誇りです。それが五輪があった場所に末
永く居てくれたら嬉しい。せっかく札幌市にプロ野球が来たのだから市内に残ってくれる場所
を提供して欲しいです。
大賛成です！自然を残して建設される案が出されていたので安心しました。後は札幌市側が周
辺アクセスをしっかり対策して欲しいです！自然だけが有ってもそれを楽しめる人は中々少な
いけど、ボールパークのような施設があると楽しみ方が様々で沢山の人に恩恵があると思いま
す。仕事帰りのサラリーマンが野球を楽しめるように札幌市内であることが絶対必要だし、試
合が延長した時のことを考えると地下鉄移動は必須だと思います。
最寄りの駅からのアクセスが大切。駅から公園まで地下通路化など、誰でも行きやすい環境整
備。オリンピックのために今から準備を。あまり口出しせずに日ハムのやり易いようにさせて
あげて下さい。北広島市に持っていかれますよ。そうなったらオリンピックどころではないと
思います。札幌市頑張って下さい。地域活性化お願いいたします。南区住人より。
真駒内駅からのシャトルバスでは輸送力が足りないと思う。鉄道が公園に直結していないのは
とても不便。市内に球場ができてほしいが、交通アクセスが悪いのでは難しいように思う。
なぜこのように地域住民に反対の声が起こっているのに逆撫でするかのごとく球場建設前提の
アンケートを行うのか。不愉快きわまりなく権力の横暴に戦慄すら覚える。また球団との協議
の末、真駒内案が出たようであるが、地域住民に何ら説明もないままなぜ机上に上がったのか
不愉快きわまりない。そもそも五輪通りを拡張したところで交通渋滞の緩和には到底ならな
い。453 号線や 230 号線が現状で大渋滞を起こしているのだから、そちらを拡張しなければ周
辺環境は悪化の一途を辿ることは明白ではないだろうか。仮に真駒内をゴリ押しするのであれ
ば一企業が球場建設をするだけで国道の拡張を行うまで市が責任を持てるのか裏付けのある明
確なビジョンを示すべきである。さらには公園内には野鳥、野性動物等が住みかとしている区
域もあるのにいくら南側には手を付けないなどと主張をしても公園内の今の環境が変わること
により野性動物たちが被害を受けるのも容易に想像がつく。真駒内の再開発と新球場建設を混
同しており、あたかも球場建設しなければ真駒内は過疎化していくような体を取っていること
も不快感を感じる。ここまで不快且つまったく信用に値しない市政にもはや感心すら覚えるも
のである。断固反対である。
地下鉄を新球場の近くまで延伸してほしいです。
新球場を造る前に札幌ドームの利用規定の改善を進めてはいかがか。サッカーにしろフランチ
ャイズチームの発展を考えなければ地元スポーツの発展にも繋がらないと思います
ファイターズが札幌ドームから出て行ったらドーム運営赤字確定が決まっているのに、ファイ
ターズに土下座して引きとめない市長、市役所職員は無能集団なのですか？天下先欲しさに現
実から目をそらすなら即刻辞めていただきたい。あんたら、人様の税金をなんだと思っている
のだ！！
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手稲からだと不便で、行く気にならないと思う。
札幌ドームの総括はどうするのか？東豊線の延伸はくだらない理由で止めたのに、地下鉄もド
ームより遠くなる真駒内にする意味が分からない。市民に納得できる説明を求めます。
札幌市はもうあきらめて下さい。自業自得です。北広島市でファイターズが理想としているボ
ールパークを支持します。
渋滞にならないようにしてほしい。たくさん停められる駐車スペースが必要
ホテルやキャンプ場、BBQ コーナーを造るなら、球場建設には反対します。
さんざん後手に回っておいてまた後手に回るのですか。さんざん使用料ふんだくっといて新球
場の条件は話にならないレベル、これがお役所仕事というやつなのですね。市長さんは日ハム
のこと考えるより自分の首の心配をしたほうがいいのでは？北広島の行政と明らかな差を感じ
ました。呆れ果てました。
今までファイターズを散々無下にしておいて、今更遅い。このアンケートの対応も何もかもが
もう遅い。
真駒内に新球場建設に賛成です。今の真駒内公園はトイレが少ないし綺麗ではない。休憩場所
がない。子どもが小さい頃によく遊びに行きましたが不便だと思う時が多々ありました。新球
場建設と一緒に公園も充実してほしい。お花畑も作ってほしい。
札幌にファイターズを残すことが重要で、この機会を逃すと未来永劫ファイターズが札幌に戻
ることはなく、ファン離れも急激に加速すると思われるため、絶対に札幌に残すことが喫緊の
課題であることに札幌市は気付くべきである。どうか、札幌市は札幌残留という基本に本腰を
入れてください。
渋滞が予想されるのでバイパスが必要。
地下鉄の混雑解消対策、周辺道路の渋滞対策が南区住民として一番不安です。
真駒内公園は地下鉄駅から遠いため、バス以外でも球場へ行けるようにしてほしい。駐車場を
広くしたりしてもいいし、できることなら地下鉄を伸ばしてほしい。
建設に反対します。この設問自体が、反対しているものから見れば建設を前提にしているよう
に見え公平では無いと思います。
周辺道路のアクセスが貧弱で改善も難しそうなので、住民の不便が大きくなるのではないか心
配しています。
日ハムさん、北海道から出て行ってください。
72 年の札幌五輪を実際目にした世代は 50 歳代より上という、札幌五輪を若者世代が知らない
いま施設を残しておいたところでこれからを担う世代にとっては老朽化も相まって不必要なも
のであると感じる。様々な交通手段が検討されている中で近隣住民には迷惑かかるとは到底思
えない。やはり札幌にホーム球場はあるべきだ。
私は札幌在住です。新球場建設には「北広島案」もあるようですが、もし北広島に建設した
ら、今ほどお客さんは入らないと思う。
「マイカーで来るお客さん用に駐車場を増設して～」
という案もあるが、それはマイカーを持っている人達だけに当てはまる話。マイカー無くて公
共交通に頼っている人達だってわんさかいるはず。
「ＪＲの路線を増やして～」って言って
も、そもそもマイカーにしろ、ＪＰやバス等にしろ、
「札幌から行くにはあまりに遠い＝往復
時間がかかりすぎる＝わざわざ球場まで行きたくない」という結果になるのは目に見えてい
る。地方から来るお客さんもいるとは思うが、現状札幌ドームへ多く足を運ぶのは札幌市民中
心だと思っている。理由は「札幌市民なら札幌ドーム行くまでの時間かからない＝行きやすい
（サラリーマン等でも会社帰りに行きやすい）
」から。となると、今の福住のように「地下鉄
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沿線駅」近くの球場が良い。公共交通でもバスよりは渋滞や遅延がほとんどない地下鉄がベス
ト。これらの理由から、真駒内が良いというより「札幌地下鉄駅近辺の球場が良い」との意見
です。その条件満たすのであれば真駒内だろうが何処でも良い。
日ハムは札幌の足元を見ている。出ていくなら出ていけばいい。北広島でもどこでも。
もう一度、知名度が高い、新球場がやって来て、夢！と若さ！と活性化！があって賑やかな真
駒内を取り戻して欲しいです。札幌市頑張れ～～北広島に負けるな～～。
今頃こんなアンケートをとることに意味があるのですか？それこそ税金の無駄なんじゃないの
でしょうか。
人の暮らしは遊びではありません。住民の生活環境を壊さないでください。緑はけずられ、道
路は渋滞します。近隣には病院や学校もあります。飲酒、マナー違反の観客により治安が悪化
します。やめてください。
民間にも売られちゃっているけど、琴似の国家公務員合同宿舎跡地が一番いいような気がする
けど無理？
結論を急いで出して下さい。
私は、平日も野球観戦をしたいので真駒内に球場が出来てほしいです。また、近隣の野球に興
味が無く迷惑な話かもしれませんが、期待している人も多いので是非誘致してください。反対
する人の意見も考えて、札幌市民が協力して 10 年後、20 年後、真駒内公園に球場が出来て良
かったと思える街づくりを期待しています。
高齢化と孤独に向かう時代。早急に脳に刺激ある地域が、札幌市に必要と考えます。未来思考
で。この広大な北海道を守る自然課題は、他に沢山あると思います。そのサポートと発信地と
した役割に期待します。
札幌ドーム使わないなら出ていけと言えよ。
いつまでも今の屋外競技場を使えるわけではないことを考えると、民間資金活用で施設撤去改
築をするためにも、真駒内公園に球場を造ってもらう方がよい。ところでこのアンケート、球
場を造る是非というよりは、球団に球場建設の時にクリアすべき課題を突き付けて球団にあき
らめてもらうためのものか。市民がこれだけ不安を感じている、問題視していると球団建設反
対の言い訳を作るためのようですね。このアンケートは、同じ回答でも建設賛成と反対の立ち
位置の違いで意味が変わって来ると思いますが、賛成か反対かの設問がないのがおかしい。賛
成のつもりで書いていても、問題点として扱われる可能性がある、卑怯なアンケートに見えま
す。
通勤通学の妨げになるから、真駒内にこさせないでください。
札幌ドームという素晴らしい施設がありながら、我儘放題で傲慢な一民間企業に血税を投入
し、歴史ある真駒内公園を私たち家族の思い出を奪うことになど賛成できるはずがない。北広
島に行けばいい。真駒内、澄川は絶対に守る！私たちには心穏やかに過ごす権利があります。
本当にそこに生活している住民の生の声を聞いてください。今のままの生活を望むことが許さ
れない環境などいりません。
札幌市やその関係者ではなく、球団、選手、ファンが楽しめる球団にして欲しい。札幌市長フ
ァーストではなく球団ファーストの球場にして欲しい。また地下鉄の延長などして新球場に来
るファンが公共交通機関のみで移動してまわりの道路がまったく渋滞しないような街づくりを
して欲しい。
真駒内案の推進に断固反対です。スポーツやイベントドームに興味がなく、穏やかな生活を望
む住民です。現在は週末を含め、毎日通勤をはじめに、230 号や 453 号を利用しています。週
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末のイベント時の渋滞や人の流れに嫌悪感を感じます。また、冬季の交通事情は非常に悪化し
ます。ファンの方々には地下鉄沿線という札幌市内のアクセスの良さで支持を受けることはよ
く理解できますが、北広島案のメリットが勝ると考えます。ＪＲ沿線のため、札幌市内だけで
はなく、広い範囲のファンに利便性があるということ。経営難のＪＲ北海道によき再建の機会
ができるということ。札幌や北海道の発展には広い流通網が必要です。自己本位の意見をかか
せていただきましたが、今後も長くこの地に住み続ける者として譲れない場面です。１つの意
見として反映していただけることを願っています。
イメージ図を見たが非常に良いのではないかと感じる。自然環境にも配慮されており、ランニ
ング等の利用者への配慮も素晴らしい。南区には他にも自然はたくさん存在するので問題ない
のではないか。南区を活性化させられる事業などこれを逃せばまず考えられない。南区は今後
も衰退していくのみである。南区のことを考えるのであれば札幌市は真剣に誘致すべきであ
る。そもそもこのアンケート自体が非常に遅い。３月に候補地決定との話なのに２月の中旬に
アンケートを取り、それから道に話を持って行き、それから日ハムに提案などナメているので
はないか。やる気が感じられない。市長の責任問題になると思う。
全ての提案が後手に回っているような気がする。３月に候補地を決めると言っているのに何を
しているのだ。秋元を市長にしたのが間違いだった。
北広島市がいいと思います。
札幌市に残ってほしくて、明らかに北広島案に劣っている真駒内に無理やり新球場を建設させ
るぐらいなら、札幌ドーム売却するか、札幌ドームから羊ケ丘展望台の間にある農業研究セン
ターの広大な敷地を提供してやるぐらいしてやれよ、無能市長。とりあえず北広島に敗北した
時点で、市長は辞任するように。
北広島案よりも魅力的な施設になるように努力して頂きたい。先に発表された真駒内案のイメ
ージ図ではボールパークとしての魅力が不十分だと感じる。
ファイターズを応援に行く人達、どこから行く人達が多いのか！札幌市民が一番多いのではな
いか！その面を考えても、交通の面を考えても、やはり札幌に新球場を建設するのが一番では
ないでしょうか。現在、真駒内の施設も、毎日人が押し寄せるほど利用されているとは思えな
い。今後のファイターズのためにも、ファイターズがもっと盛り上がっていくためにも、是非
真駒内での新球場建設が望ましいと思います。
一企業に対して肩入れしすぎ。
札幌市の決断の遅さにファイターズファンは呆れている。市長は優柔不断。道とのゼネコン等
の違いで金が動いている？今のままでは市長の支持率減。
そもそも北海道と無関係な一企業の宣伝目的の営利団体のために、道民の税金で維持されてい
る公園敷地の提供は不要なのでは？
五輪通りのみならず、石山通り、ミュンヘン大橋に迂回する車が増え、周辺交通網が麻痺す
る。反対です。
治安の維持はとても重要だが、老人が多いだけの真駒内ではなく、子育て世代が移住しやす
い、生活しやすい環境をつくるには新球場が必要だと思う。
正直に言うと出来ても行きません。
この調査のような、建設賛成が前提のような内容では公平な意見を得にくいのではないでしょ
うか。
札幌市に誘致したい想いは、札幌としてのプライドとポリシーは市民として十分に理解できる
が、真駒内案は、アクセス、地域住民の理解、今後の近隣地域開発などにおいて無理があるで
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しょう。本当に近々で球団が決定するのであれば候補地から手を引くのが当然と考えるが、プ
ライドとして市内に立候補したいのであれば、球団に今暫くお待ちいただき、オール札幌で課
題をクリアできる候補地を提案していただきたい。無論ただ造るのではなく、数十年後の球場
地域であったり、札幌市全体をイメージして…真駒内はそのイメージからは想像に値しないと
考えます。
一つ、アンケートの結果を可能な限り公表の希望。二つ、周辺道路はただでさえ混雑する箇所
なので、国道、五輪通り共に拡張などの措置が取られない限り、周辺住民の迷惑にしかならな
い。三つ、ただでさえ混み合う南北線、試合終了時の混雑が東豊線の比ではない。バスを出し
ての分散などしようものなら、なおのこと周辺道路が混み合う。四つ、ファイターズが出て行
く要因の一つともなった使用料、物販や飲食料の権利、その辺りを改善したり、指定管理者に
することを何故行わなかったのか。五つ、何故今更アンケートなのか。こんな時期に実施され
ても、私たちは最善を尽くしましたというポーズにしか感じない。非常に残念です。
地下鉄から徒歩では厳しそう。バスでは足りない。駅まで結ぶ地下歩道だけでなく、動く歩道
も必要。この件では市役所が消極的かつ誠意の無い対応が目立ちました。ドームを日ハムに売
却し、日ハムに自由に整備させた方が良かったかもしれない。ホワイトドーム跡地も、民間に
売却した５ヘクタールを一体的に利用出来れば、上手く誘致出来たと思う。北広島市に比べ
て、札幌市のお粗末さを強く指摘します。
この機会を逃したら真駒内の発展は期待できない。地下鉄駅を増設してアクセスを確保し、冬
のイベントでも使用できるようすべき。札幌市でも予算を確保して真駒内を中心に屋外スポー
ツの振興を行うべき。
少し前の北海道新聞「読者の声」欄に、＜球団・道・市等関係者は５月の公園を一緒に歩いて
みてから判断を＞との趣旨の意見が掲載されていました。真駒内公園の良さは、５月に良く分
かるとのご意見と思います。建設の是非判断の前には、とても大事な事柄と思い、この方のご
意見は大賛成です。球団は、３月に結論とのことですが、区民内部で意見が割れている現実も
あるわけですから、もう少し待っていただいて、賛否が割れている双方が納得できる結論をお
願いします。
札幌ドームが、日ハムに身売りして経営権を譲るとか考えられないのでしょうか？北海道のテ
ーマパークはすぐあきられてどこも続いていないので。
道民だれもが野球ファンでもないし、道民だれもがファイターズファンでもない。何故、一民
間企業のファイターズに特別に道の土地を選ばせて、使わせようとするのか分からない。ファ
イターズに何故そんなにご機嫌伺いをするのか。ファイターズは自前で土地を探し、自前で努
力をすべき。ましてや北広島市のように是非来てほしいと言うところがあるのだから、そちら
（北広島案）にするべき。わざわざ、ファイターズが狭いと言うところに無理して球場を造る
必要はない。ましてや、真駒内に住居を定めた市民は札幌オリンピックの開催された場所だか
ら、住環境がいいから住んだと言う人たちが多いと思う。少子高齢化などの問題は、なにもフ
ァイターズを利用する必要はなく、別の方法を考えるべき。せっかく、冬季オリンピックを札
幌に誘致しようとしているのだから、それを真駒内の活性化に利用した方がよほど健全な街づ
くりになると思う。もう一つ、このアンケートがファイターズ球場を真駒内に置いた場合と言
う前提に偏って書かれているようで、明確に、真駒内案に反対だとする意見を書くのには労力
を要するようなものになっている。真駒内案に反対または賛成という選択肢をまず設けるべ
き。札幌市長のテレビでのコメントでは、市民の反対があるかという確認をしなければと言わ
れていたので、このアンケートは市長の趣旨に完全に則っているとは思えない。私は、真駒内
案には大反対です。
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全ての対応が遅すぎる。札幌ドームで観戦を楽しみにしていた札幌市民に謝罪して欲しい。
南区の今後のことを考えたら、新球場は建設されることに賛成です。若者が減少して老人が増
え老人施設が増えているなか、新球場は魅力的じゃないですか？こんなに駅に近くて広い場所
は他にないと思う。
球場なんて造るな、出て行きたいなら出て行かせろ。札幌市に残す必要なんて何一つ無い。そ
れと、賛成前提のアンケートなんて不平等なもの作るな、能無しが。市民からの意見を一方向
にコントロールしようとするな。頭おかしいんじゃないのか？
反対。むしろ札幌でなくてはならない理由がないし、無理矢理感が半端ない。札幌の役人のふ
んぞり返ったやり方が招いた移転なのだから真摯に受け止めるべきだ。また、市の都合で道立
公園を提案することがまず筋違いだしどうかしている。市に残したいなら札幌ドームに留まる
努力をもっとすべきだったのでないのか。もちろん札幌オリンピックも反対ですけどね。
それにちなんで南北線の自衛隊前～真駒内に途中駅を造るか、南北線を真駒内から藤野への延
伸可能か。
絶対反対。
建設することが前提の質問は不自然です。建設そのものの是非を再検討いただきたいと考えま
す。
大賛成です。新球場建設で真駒内の活性化につなげてほしい。今の真駒内は閑散としていて寂
しい。
一部の反対意見はありますが、少子高齢化が進む南区に地域が活性化するチャンスだと思いま
す。歴史を保持しないといけないとか、これからもずっと保持し続けていったら、若い世代、
または、未来の子供たちは、どうなるんですか？もっとお年寄りの意見だけではなく南区、ま
たは、札幌に住む若い世代、これからの未来を背負っていく世代の意見を聞いてください。い
まの真駒内は、すごく歴史を大切にしているのは分かりますが、若い世代が不便さを感じ、他
区に行く人が多いです。すごく不便です。もっと地域活性化させてください。お願いします。
行動が遅いと思います。新球場は北広島でいいと思います。税金を使って無駄な仕事をしない
でほしい。印象が悪いです。
野球好きでない人にも楽しめるような施設を期待しています。
迷惑だから造らないで下さい。
地域活性化に繋がる。札幌市内で建設すべき。真駒内は賛成。
歴史ある真駒内の価値は一民間企業に与えるべきではない。ファイターズが自ら新しい土地で
歴史を作るべきだ。まだ北海道のチームとしての歴史を私は認めていない。
札幌市にファイターズを残してほしいし、真駒内を活性化させてほしい！せっかくのステキな
場所なので！！ぜひ、ファイターズの新球場建設は真駒内にしてください！！
野球観戦者のマナーの悪さを札幌ドームでもよく目にするので、そのような人達がこの近辺を
週に何回も往き来するのかと思うと憂鬱以外の何物もありません。交通渋滞は言わずもがなで
す。ファイターズ球場建設は地元に住む者として絶対反対です。
札幌市外からの球場へのアクセスが、今より更に悪くなるので、望ましくない。高速道路から
は離れているし、近くに駐車場も少ない。ＪＲからも遠い。地下鉄しかないと、混雑が今以上
になるし、地下鉄駅から球場までも離れている上に、住宅街を通るようなので、住人に迷惑が
かかりそう。札幌市内なら、野幌や公園の木を伐採する前提であるならば厚別の森林公園の方
が、ＪＲも高速も近いので便利。何よりも、地域住民の理解を得ていないと、厳しいと思う。
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建てないでくれ。
道立公園なくなるのはいかがなものか。大阪の会社に乗っ取られるぞ。
私は真駒内公園に賛成です。周辺道路の混雑とか自然環境が悪くなるとか言いますが、真駒内
周辺の経済効果はきっと良くなると思う。何より今まで真駒内駅から直通バスで行っていた方
たちは北広島までどうやって行けばいいのですか？直通バスを出してくれますか？210 円で行
けますか？自然の中に球場の方が北海道らしく、新生「北海道日本ハムファイターズ」が出来
ると思うのですが。
東区民としては基本、北区・東区・中央区で生活をしています。札幌ドームは東豊線１本で行
けるのでアクセスの悪さは感じおりませんが、真駒内という土地は現状、あまり縁のない土地
であり、出かけるには少々億劫な立地という印象です。野球でもサッカーでも交通機関での移
動の安易さや渋滞のない車での会場入りができない限り、足が遠ざかる場所という印象です。
いずれにせよ、重い腰をあげて観戦に行くのなら、真駒内も北広島市も変わりません。
真駒内は町も空気もきれいでとても治安が良いです。夜も静かで高齢者にとっても穏やかに暮
らせる町だと思います。ゴミもほとんど落ちていません。しかし、真駒内公園に新球場ができ
ることによって夜遅くまでうるさくなったり、明るかったり、もちろんポイ捨ても増えると思
います。静かに暮らしたい人はどこへ行けばいいのでしょうか。自然豊かな真駒内公園を壊さ
ないでほしいです。環境に配慮した設計図だとしても無理があるのではないでしょうか。わざ
わざ真駒内にする必要はないと思います。穏やかな真駒内を壊さないでください。
札幌市は積極的にファイターズの新球場を真駒内に誘致すべきだと思います。真駒内地区や南
区の発展の起爆剤に新球場はなると思います。札幌市が早く力を入れて真駒内に誘致しなけれ
ば北広島に負けてしまうと思います。ファイターズの新球場を札幌市外に造ることは札幌にと
って大きな損失だと思います。
真駒内公園を幼い頃から利用していますが、やはり公園としての設備は古く感じます。10 年
後、20 年後を考えると真駒内、南区は本当に廃れていくと感じます。自然との共存、交通環
境の整備は絶対に可能です！誘致に失敗して死んでいく真駒内公園は絶対に見たくありませ
ん。
是非とも真駒内に新球場を造って頂きたい！！
そもそも移設に反対です。札幌、そして北海道には無関係な企業の球団に市民のための公園の
土地を提供する意義はないと思います。
札幌で生まれ育った者です。日本ハムファイターズに興味関心が無い札幌市民は沢山いる。そ
の市民の日頃の楽しみを奪うようなことはやめてほしい。札幌ドームがなければそもそも日本
ハムファイターズは北海道に来ていないはず。そんなに札幌ドームが嫌なら北海道から出て行
って欲しい。日本ハムファイターズのワガママに市民を巻き込まないで欲しい。北海道の自然
が好きで北海道に住んでいる人や自然と生き物に触れることを趣味にしている市民を無視しな
いで欲しい。真駒内公園に球場を造るのは断固反対。
もう厳しいのでは。
八紘学園・北大案をダミーとして、真駒内に誘導する姑息さを嫌う。北広島も事実上の札幌
圏。協調して良いのではないか。
周辺の渋滞・試合終了後の混雑の緩和が必要。
もう北広島で決まりだろ。諦めろ。
最寄りの駅から遠いことが不安。そして反対している人が多いのも心配。福住駅～札幌ドーム
くらいの距離が理想なので旧月寒ドームが場所的には最適だが頓挫したのはとても残念。地下
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鉄で行ける場所なら仕事帰りにも行きやすいので札幌市民にも札幌市的にも良いことだと思う
が『北海道』のチームと考えると北広島市でもやむを得ないとも思う。札幌市は本気で引き止
める気があるのか。日本ハム球団が出ていった時の札幌ドーム収入や地下鉄収入の損失をどう
考えるのか。その周りの土地も含めドームの管理運営権を渡す気はないのか。
数年動くのが遅い。構想上、必要条件を満たしていないと思われる土地をよく提案することが
できますね。最初から札幌ドームを譲渡、好きに解体するなり何なりやってくれと頼むべきで
した。
札幌のファイターズファンとして、やはりファイターズには札幌に残ってほしい。しかし、残
念ながら札幌市の姿勢には、札幌に残ってほしいという熱意が全く感じられない。せっかく真
駒内ではどうかという提案がファイターズからあったのであれば、もっと真剣に真駒内で実現
できる方策を考えてほしい。ファイターズと連携する姿勢を見せ、ぜひ真駒内の新球場を実現
してほしい。
その前に真駒内屋内競技場等の整備をするべき。
建設反対である。他の現有諸施設に加えて「Ｂ」の「配慮すべき」
（本当に解決しなければな
らない）課題もクリアできていない状況において、日ハム施設とはいえ、これ以上のものの必
要性に疑問。
真駒内公園を守っていただきたい！建設は反対！
日本ハムファンとして、熱意の見えない札幌より、遠くなっても熱意の見える北広島を応援し
たい。
今更こんなアンケートして意味があるのか？遅すぎる。
今回のチャンスを逃す手は無いと思います。是非とも、誘致お願いいたします！
札幌ドーム周辺を最初から国と道と土地利用について調整していれば、こういうことにならな
かったはず。これ以上税金をかけて誘致する必要はない。札幌市とファイターズの考えが最初
から離れていた。対応が遅すぎ。今更遅い。北広島の条件が良い。札幌市トップ秋元の力がな
さ過ぎ。本間さんだったら良かったな。早く責任とって秋元辞めろ。
球団が、札幌ドームから移転を考えたのは、ボールパーク建設を検討しているからですよね。
真駒内公園では、その計画は達成できないと思います。しかも、近隣住民の多くが反対してい
る訳ですから、そんな場所に球場を建設するのは、大変迷惑なことだと思います。札幌市は、
球団が札幌に残留して欲しいのなら、もっと真剣に移転先を提案するべきだったのではないで
しょうか？きっと、出て行くなんて、本気にしていなかったのでは？ここまで、北広島市移転
が進捗しているのですから、北広島市への移転を応援したらどうですか？将来的なことを考え
たら、北広島市への移転がベストだと思います。札幌市は、球団に対して、余りにも理不尽な
対応をしてきたつけが回ってきたと思います。もっと、札幌ドームの利用料を下げるとか、ド
ームの球団グッズの売り上げを独り占めしないで、球団の売り上げにするべきですよ。もう、
遅いですけどね。後は、北広島市と北海道でファイターズ球団を支えてくれれば良いと思いま
す。
札幌ドームをどう有効活用し利益を計上するかの検討も併せて行うべき。
ファイターズの札幌残留は非常に厳しい情勢と言わざるを得ないと思います。残留できなかっ
た場合は、移転までの間はドーム使用料などの運用をファイターズに配慮してください。それ
と、アンケート項目にファイターズファンか否かがないのはどうしてでしょうか。ファイター
ズのことなのに最も基本的な項目が抜けていると思います。
相手が民間企業である以上、相手の利益も考えた行動をなぜ考えなかったのか。もっと歩み寄
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れば、移転もせず、札幌市への利益も大きかったのでは。
民間の一企業に対して税金を投入する前提でことを進めるのはどうかと思います。あくまでも
日本ハムの都合で建てるのですから、札幌市としては無理な協力はしないほうが良いと思いま
す。
そもそも地下鉄真駒内駅から歩いて 25 分もかかる上、仕事帰りに気軽に立ち寄って行ける場
所ではない。最低でも駅から徒歩圏内の場所に建設するべし。それができないなら、新球場の
建設を議論する余地はない。これまでの札幌市の対応を見ていても、新幹線の新駅を始め、何
も決められない姿勢が全面に出過ぎていて、道民として、また市民として恥ずかしいくらい
だ。
建設反対です。
南区に居住している者として非常に迷惑な話。真駒内公園には手をつけるな。反対運動に参加
します。
今更アンケートなんて遅すぎる。札幌市内に球場があるのが１番いいが、条件も良くないため
賛成はできない。仕事も遅く、魅力的な提案もできない札幌市には新球場建設という大仕事は
荷が重いだろうから諦めろ。
真駒内はやめた方が良い。
球場よりも道路混雑の緩和を優先してください。
正直、デメリットしか感じません。真駒内は小さいころから住んでいた町です。小学校、中学
校も真駒内公園の隣でした。だからこそ、あの静かな環境を残してほしいと思います。あの公
園の周りには、たくさんの動物がいます。たくさんの植物もあります。それを壊してまで、果
たして球場を建設する必要性があるでしょうか。
いくらなんでも北広島より動きが遅すぎる。報道を見るかぎり、市役所はファイターズの要望
に対し理由をつけて受け付けてこなかったみたいですが、移転するとなって慌てて動いている
感じがします。札幌市長はちゃんと責任とってくれるのでしょうね？引き留めるより移転した
ら札幌ドームをどう活用していくのか考えていくべきでしょう。そもそも真駒内とか今でも渋
滞ひどいのに何を考えているのか？札幌市長はいい加減に発言と行動に責任を持て。我々をバ
カにするのも大概にしろ！大好きなファイターズを追い出した罪は重い。
アクセスが良くないと話にならない。
真駒内地区の住民は高齢化しており、現状の住環境の破壊に懸念を持っている。しかし日ハム
の BP 構想は長期的な視点で考え、地域の活性化には必要不可欠だと思います。日ハムからは
公園をできるだけ残すといった説明があったようですが、公園は残さなくてもいいので全面的
に開発してほしい。
野球の球場なんかより五輪招致に向けた改築（または新築）をした方が歴史的価値や観光、地
域の発展などの観点からみても有益と感じた。
真駒内に移転して欲しいです！
絶対にやめてほしい。魅力がない。真駒内ならボールパークの良さが全くない。
日本ハムは 16 日、前執行役員が航空会社の女性従業員に性的な内容の発言をした。
これまでの日本ハム球団に対する態度、そして今回の新球場移転に関する市の初動の遅さ、あ
らゆる面において辟易しております。市民としては、安心して市に新球場建設を任せられない
というのが個人的な意見です。北広島市の方が球団と何度も協議を重ね、より現実的かつ創造
的に話を進めているように見えます。JR 北海道も新駅には意欲的だとの報道も目にしまし
た。正直、真駒内案には反対です。これは言い過ぎなのかもしれませんが、札幌市に留まれ
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ば、札幌ドーム時代のような奴隷契約の如く一方的な契約で、球団を搾取する未来しか私には
見えないです。広大な敷地を生かせる北広島で、日本ハム球団がやりたいようにやらせてあげ
るべきだと思います。
正直、札幌市の対応は一年くらい遅い。それでは北広島には勝てない。市長は辞任すべきであ
る。
札幌市での球場設立にこだわって欲しい。もし北広島になることがあれば、完全な札幌市の怠
慢、満身です。
ファイターズの新球場は札幌市でなければ、観客動員数は激減すると思います。反対意見に屈
することなく、真駒内に新球場の誘致をよろしくお願い致します。
変える必要は無いと思います。利便性の高い場所では無いし、広いわけでは無いからです。ま
た、南北線を使っているので混むのは困ります。
反対派に屈するな、球場は真駒内だ。
オリンピックを誘致するつもりならそちらに専念すべき。企業スポーツの環境つくりに税金を
投入し過ぎるのはいかがなものかと。
未開発地域を切り開き住宅街を無駄に広げては除雪費が掛かるなど、本末転倒な街づくりをし
ているように感じています。既存の開発されている地域を生かす、高齢者に配慮も必要かもし
れないが、後世に残せる物に投資をするべきである。真駒内が旧霊園駅のように、降りたら目
の前が数十年前の廃墟と墓場では、この政令指定都市は発展しなくなるのではないか。地下鉄
駅も新設するなど、なんでも札幌駅、大通中心の開発ばかりだと、魅力ある街には感じない。
札幌しか住んだことがない、海外旅行も経験なし、高齢職員がこの先を考えても思考停止され
ていると思うので、若い世代に託すぐらいの気概を持って取り組んでほしいと考えます。最後
に、古い記念碑みたいに施設を残したところで、後世で活用もしない、特に観光施設にもなら
ない、他とコラボして生かすこともない、そんな施設は残す意味がないと思います。ずっと残
したいと気持ちがある方は、心の中にしまいこんでいるだけで、未来を見ている人たちの妨げ
にならないようにしてほしいですね。
反対です。日ハムが構想し、現在の札幌ドームでは叶わないから新球場を造るのだと言った、
当初のボールパーク構想にほど遠いからです。そんな内容なのに、なぜドームを出ていって同
じ市内に建設することを応援しなければならないのでしょうか。また、意見をカウントする際
には、先に住んでいる真駒内公園の近隣住民の意見に重きを置くべきだと思います。そう考え
ると、市一丸となって招致を推進している北広島に譲るべきと思います。
ファイターズファンで、ファイターズ定期券を購入し、札幌ドームでの試合はオープン戦から
ほぼ全試合観戦しています。札幌の一市民（職場も市内）としては、交通アクセスを考えると
札幌市内で移転して欲しいです。正直、北広島でも札幌からの交通アクセスが現状と同程度以
上（最寄り駅から球場が 10 分以内、試合日は試合前～試合中～試合後と絶えず札幌主要駅か
ら数分間隔での移動手段が確保される。JR で言えば山手線並のピストン輸送が出来る）ので
あれば北広島でも良いのですが、現実的には難しいだろうと。真駒内だと地方からの自家用車
での来場は不便な印象ですが（高速道路からのアクセスが…）
、札幌市内の自宅や職場から・
地方から JR や高速バスを利用しての来場や本州から北海道に来て、観光も兼ねてどこかに宿
泊するとなると札幌市内のほうが、単純に集客が見込めそう・アクセスは断然良さそうだと感
じます。球団は宿泊等も全て球場周りの施設で完結させたいのでしょうけど、連休やシーズン
終盤以外、オープン戦や平日ど真ん中のナイターなどの観戦はいかに地元のファンを球場に呼
ぶかにかかっているのでは？と感じますし、札幌市の方が元々の人口も職場が札幌だからと市
外から通勤している人も断然多いでしょうし、そこはもっとメリットとしてプッシュしては？
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と感じます。また、来場者の多くが公共交通機関を利用すると考えると、正直 10 分以上間隔
の空いてしまうような移動手段はただ混乱を招くだけ・如何にスムーズに人の流れを作れるか
にかかっているかと（地下鉄でさえ嵐のライブの時は凄いことになっていますし…）
。真駒内
は札幌市営地下鉄からのアクセスが良い分、その点は優れているのではないかとも思います。
真駒内は自然環境や住宅地？への影響で反対意見もあるようですが、個人的には、そういう反
対意見を言う人はその自然がきちんと整備されていなくても文句やら批判を言うタイプの人間
だと思います。自然を残して、かつ、ただ放置するのではなく健全に整備をするとなると資金
がいるはずです。しかし何もない所に資金は生まれないですから、しっかりと人の流れを作る
ことでそこで資金を生み出せる→作り出された資金によって自然やその街を整備していくのが
良いのではないかと思います。資金を生み出すとなると、ファイターズの新球場ぐらいにイン
パクトがないと正直難しいのでは？そう考えると、札幌市民としては札幌市内に移転して欲し
いとやはり感じます。
子供たちが楽しく野球を見られるのと同時に市民が一日いても飽きない球場にしてほしいで
す。お年寄りの方は、自分のことしか考えていません。将来の南区が華やかな街になることを
期待しましょう。野球は、毎日毎日あるわけではありません。球団は、緑も、しっかり残して
くれます。是非、日ハムには、来てほしいです。
新球場設立には反対です。私はこぢんまりとした田舎っぽい雰囲気や四季を感じる緑豊かな真
駒内が大好きで小さい頃からずっと住んでいます。私の周りの友達もみんな真駒内が大好きで
真駒内のいい所を他の区の友達に熱弁するほどです。ですが私たちが好きなのは今の真駒内で
あって、土日に何百人もの人が訪れる騒がしい真駒内ではないと思います。以前、真駒内開発
のための駅前のイメージ画像を見ましたが、そこには私たちの母校である真駒内中学校は跡形
もなく消しさられ、現代風な建物に変わっていました。私たちは中学校で出会った友達や学ん
だことがとても多く、卒業して何年も経ちますが今でも中学の頃に戻りたいと思っています。
ですからイメージ上で母校がなくなってしまっていたことはかなりショックでした。緑小に続
いて自分たちの思い出の場所が無くなってしまうことに同級生も心配しています。新球場設立
に当たって駅の目の前に中学校があることや少々寂れた町並みが問題点を抱えることは分かり
ます。ですが母校を潰してまで、真駒内らしさを捨ててまで球場を建ててほしいとは思えませ
ん。真駒内の良さをもっと残して置いてほしいのです。新球場設立の前にもう１度よく意見を
聞いて頂けることを強く願います。
今更こんなアンケート取ってももう遅いんだよね、市民は全員あんたらをギロチンにかけるつ
もりだからさ、精々余生を楽しく過ごしてくれや。
札幌ドームでさんざん、日本ハムが求めていた必要な改修を怠り、日本ハムに三下り半を突き
付けられた札幌市が、北広島市の登場により急きょ札幌市内に再誘致したようにしか思えない
です。なぜ札幌ドームで話が進まないのか不思議でならないです。こんな近距離に数万人規模
のドームが２つなんて。
富良野みたいに迂回路のないエリアに観光客（観客）
。渋滞発生することで日々の生活者が迷
惑するし、それを嫌がり観光客以外足を運ばなくなる現状あるはず。アクセス悪く、迂回路な
い混雑は地域の魅力を無くすしトラブル増えてくるハズ。高齢者が増えてくるエリアで将来的
に球場必要なのか？緑豊かで静かな環境が真駒内の魅力だと思う。
当方、泌尿器官に病気を抱えているため、大小便を我慢することができません。新球場ができ
た暁には、周辺地域で交通渋滞が酷くなると予想されます。自宅に帰りたくても、数十分いや
数時間立ち往生する事態となることが大変怖く、生命が危険に犯されることも考えられます。
地域住民を置き去りにしたこのような愚策が実行されるような札幌市でないことを切に願いま
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す。
今頃アンケートなんて遅すぎる。北広に決まったら、もう見に行くのをやめます。優勝パレー
ドも札幌でさせてはダメです。札幌市はもう少し真剣に日ハムと向き合ってほしい。冬季オリ
ンピックも心の底からやめてほしい。３大会連続東アジアに来るわけない。次回の選挙は秋元
さんには絶対に投票しない。
記者会見等を拝見すると札幌市として今一消極的に思えます｡地域的にはドームより遠くにな
りますが、熱心な北広島は会社帰りに試合の観戦は無理です｡真駒内団地の過疎化等も一考、
自然環境も大事ですが、球団も最大限考慮して構想して下さる意向を信頼し、是非真駒内の新
球団施設に向けて積極的に支援して下さることを望みます。しいては札幌市としての活性化に
もなると思われます。
手稲区の稲積公園を候補にという話がありましたが、なぜ候補に上げられないのでしょう？個
人的には稲積公園がダメならほしみ駅周辺や前田森林公園周辺だって可能なんじゃないかと思
っておりますが…。地元住民が反対していない地域はないのでしょうか？
仕事帰りに気楽に観戦したいと思います。とにかくプロ野球が観たいのです。札幌市内にお願
いします。
札幌市以外からのアクセスが不便。札幌ドームは国道 36 号線に面していたために不便と思う
人は少なかったのではないか。当該球団は札幌市のものではなく北海道のものと考えるべきで
あり、真駒内という土地が適当かという点において疑問に思う。
著しく高齢化が進む真駒内地区。地域のリニューアルを図りながら、世界に誇れるものを造っ
てください！
プロ野球はナイトゲームが多く、閑静な真駒内には適さない。屋外競技場はどこに設置するの
か。
プロ野球の他球団、メジャーリーグの動向をみても、球団と球場とが連携し、周辺を巻き込ん
で新たな魅力づくりを行うという流れは時代ゆえです。また、球場では野球そのものを楽しめ
るよう、選手のプレーしやすい環境づくりにも配慮するのが当然ではないかと思っているので
すが、残念ながら札幌ドームは多目的施設という制約があり、それは叶いません（ドームの施
設見学でフィールドに降りた際、人工芝の薄さに唖然としました）
。では移転となったとき、
月寒はできない、北大は同意が得られない、真駒内では反対運動が…と、札幌市がファイター
ズ球団を市内に本当に留めておきたいのか、実は出ていってほしいのか、真意が分からず疑問
でなりません。反対運動ばかりが強調される論調に、逆に札幌市の意図を感じます。稲積公園
周辺案もあったかと思いますが、それも早々に消えてしまいました。個人的には、日本ハムと
いう会社が北海道に球団を移転した意図、そして、ファイターズという球団の経営姿勢につい
ては、虫唾が走るほど嫌いです。ただ、地域振興や札幌ドームの安定経営のために良いように
球団を使い、いざ移転となったら候補地ひとつ出さない（出したとしても反対運動のいわくつ
きで結論ありき）というのは、あまりにもったいないのではないでしょうか。札幌ドームの現
状が野球をプレーするのには厳しいことをまずはよくご理解いただき、その上で、札幌市が示
した代替案としての真駒内公園案もしくは市内代替案がスムーズに進むよう、全力をあげてほ
しいと思います。ただ、現状では「真駒内は反対運動があるので」と、断念の口実になること
は明確です。それならいっそ、一部の住民が騒げば何もできないという前例を作るよりも、住
民投票で札幌市民の全ての客観的な数字が残るかたちで賛否を問うてはどうでしょうか。これ
は本件のみならず、たとえば保育園など、ごく小さな範囲では「迷惑施設」なのかもしれませ
んが広義には公共の福祉に資する施設の建設是非について検討する上での前例になるのではと
思います。
77 / 100

Ｄ「⾃由意⾒」（第１次公開分）

ただでさえ余っているのに、これ以上は野球場の新設は必要ない。
ファイターズはまちづくりをなめている。高々二年程度で地域を含めた議論はできない。真駒
内にせよ、北広島にせよ、しっかりと課題と効果を示し、地域を納得させた上で進めるべき。
正直、真駒内地区（特に本町）は自分が住んでいた 15 年前以上から寂れている印象でした。
商店街や小さな商店、コンビニがあるとはいえ、寂しく感じます。再開発とまではいかなくて
も、真駒内地区を盛り上げる起爆剤になると思います。あとは利用する人のモラルが問われる
でしょう。自然も魅力なのですが…。
賛成意見には地域の活性化を期待する声もあるようだが、札幌のように交通の便が良い街でそ
こに球場ができたからといって人がそこに根付くとは限らない。逆に自然環境や周辺道路環境
などは悪化するイメージはあっても対策を練ったからといって大丈夫とは言える状況にはな
い。現段階において、球場が真駒内にできることによるメリットは想像の域を出ずデメリット
は％が高く感じられる。また、既存の札幌ドームの今後の活用も方向性がよく分からない中、
同じ市内にドームを建設することの意味は理解できない。
本来ならば現在ある福住で対応できたらこれほどまでに悩まずによかったはず。なかなか話が
前に進まずファンとしてもどかしいです。札幌市民、南区真駒内市民ができるだけ納得し、選
手が安心してより良い環境のなかでプレーできることが一番です。選手がたの生活拠点も札幌
市内がいいのではないでしょうか。現在も南区のあのあたりは休日や夕方の渋滞はあります。
住民の今以上交通悪化はと思う気持ちもよく分かる。札幌市は球団を手放し大きな財源が減る
のは惜しくないのでしょうか。きっと雇用は増えるはずです！交通問題は渋滞しないよう車線
を増やし、地下か上へ向かうよう道路を分け地下に駐車場スペースを造る。アクセス問題はで
きたらボールパーク近くまで新駅を。自然環境問題は防音、光対策をし、夜は明るいと虫や動
物たちに被害がでそう。今ある自然生態系を壊さないで地域の人と仲良く暮らせるようにして
ほしいです。札幌市民は自然が大好きです。対策はまだまだいろいろあると思います。一番は
札幌市内にあり、やはり地下鉄で行ける距離がファンとしてとてもありがたいです。球団が作
り上げないとダメです。札幌市は何もしてくれないです。JR も絶対に頼れません。私が力に
なるにはどうしたらいいでしょうか？諦めずに頑張って造り上げてほしいです。福住地区にも
デメリットはあったと思います。札幌市民が納得するいい球場を造って下さい！
今更アンケートを取る意味も分からないし、これに税金を使っていると考えると腹立たしくて
仕方ない。札幌に住んでいることを恥じるくらいであると思う。
一企業に対して、市が土地を探すようなことはおかしいと感じる。球場を自前で建てるのであ
れば、土地も自前で探して市や道が関わるべきではない。
市の考えが非常に甘いと思う。新球場建設などわけのわからない構想以前に、なぜ球団の意見
を尊重した対応ができなかったのか理解できない。市から球団が去ったら財政が傾きかねない
とは考えないのか。我々市民の血税が、無能な市関係者の尻拭いに使われると考えると怒りさ
え覚える。市長はさっさと辞めてくれ。
真駒内案に賛成です。真駒内地域全体をファイターズタウンにしてもらえれば地域のためにも
よいと思う。
絶対反対！！！！！！！
現在道外に住んでいますが、以前は札幌市民でした。将来的にまた札幌に戻ることを考えてい
る者として、この計画には反対です。球団側が札幌ドームに不満を持つ気持ちは理解できます
が、こちらに新球場を造ってしまったら札幌ドームはどうなるのでしょうか。いたずらに公共
施設を増やしたツケを払わされるのは、将来の札幌市民ではないでしょうか。市内の他のエリ
アから真駒内公園へのアクセスも、地下鉄からは相当歩きますし、自動車で行くにも石山通や
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真駒内通くらいしかなく、毎日野球を見に行くには不便です。また、南区にお住まいの皆さん
も迷惑されると思います。もっと将来を見据えて計画を立てていただきたいと思います。
札幌ドームを絶対に負の遺産にさせないプランを並行して検討すること。
札幌市は何もかも対応が遅い。市民の意見を聞くのは２年ぐらい遅いのではないか。３月には
球場の建設地が決定するのに１ヶ月前に市民の意見を聞くというのはあまりにも札幌市民を馬
鹿にしています。
「市民の意見を聞く努力はしました。札幌に残ってもらう方法を色々考えて
努力しました。
」という、やりましたアピールをしているだけに見えます。日本ハムファイタ
ーズがどれだけ北海道に貢献しているのか札幌市が全く理解していない。この集まった意見は
全て公表すべきだと思います。
北広島のほうがファイターズらしい球場、施設が出来そうでいいと思います。
是非！札幌に新球場をお願いします。
札幌ドームの収益の基軸がファイターズでのドーム活用というのが明確であり、それに変わる
代替案のないまま新球場設立を目指す。誰がどう見ても泥舟ですよね。ファイターズがドーム
に望むことに対し、なぜ札幌市は歩み寄ろうとしないのか。誰もが疑問に感じていますし、理
由を明確にしてほしい。真駒内の再開発？プロジェクトの関係者、本当に札幌市民ですか？真
駒内がどんな立ち位置か、分かっていますよね？わたしは豊平区福住に実家があり、ドームが
出来るずっと前から知っています。老人や女性がユニフォームを着て、東豊線に乗って応援に
きます。この誘致は成功であり感謝をしています。試合日もそこまで交通渋滞しませんし。ド
ームに公共機関で行ったことがあるなら、このアンケートを読んでいるあなた。あなたは札幌
ドームがどう変わればことが治るか分かりますよね？福住駅からドームへ地下歩行空間を造
る。歩行空間内でも、ファイターズや民間企業が商売をすることが出来る。日本ハム経営とウ
インナーや肉類を販売するショップを作る。敷地内で大型モニターを見ながら炭火でジンギス
カンを食わせろ。ドーム内店舗の見直し。日本ハムファイターズの意見を大いに取り入れ、ケ
チくさいことをするな。札幌ドームが変革し、既存の施設でやることが市民の総意である。札
幌市目を覚ませ！！！
アスリートの聖地。相応しいと思います。もっと札幌市が決断する力が必要ですね。
球場は必要なし。球団は札幌から出て行ってほしい。
真駒内に造るべきではない。
真駒内地区は、豊かな自然環境があるが、その魅力を生かしきれていない。日本ハム新球場に
よる地域活性化が必ず必要だと思います。変化をするとき、大抵の人は否定的です。ただ後
で、形になったとき、日本ハムの新球場による恩恵に気づくと確信しています。真駒内住民と
して、札幌市の積極的な誘致という英断に期待します。宜しくお願い申し上げます。
現オーナーがセクハラで辞任したような民間企業に手を貸す市政など耐え難い。地元は今のま
まで十分。セクハラオーナーなどいらない！
前の質問でも答えた通り、真駒内公園でイベントが開催される際は渋滞が顕著です。特に片側
１車線の道路の両側に客待ちのタクシーが止まり渋滞を引き起こしています。警備員さんが頑
張っている姿をよく見かけますがタクシーの運転手は聞く耳を持っていないように感じます。
交通渋滞の問題が解消されないのであれば新球場は北広島で良いと思っています。
やはり、地下鉄でいける！車でいける！JR は、運休した時に帰れない。
はじめまして。私は、新球場建設に全面的に賛成です。生まれも育ちも札幌市民。真駒内に在
住して、40 年以上になります。これほど衰退した地域の住民の顔色を伺いながら、市政を行
うのはいかがなものかと思います。近所を歩いても、ゾンビのように歩いている年寄りばかり
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で、うんざりです。反対反対と言っている人たちのほとんどは、公園に来たこともなければ、
場所すら知らない人たちがほとんどだと思います。しかも、ど田舎から出てきて札幌市民ヅラ
している人たちですよ。子供の頃から知り尽くした、園内をひとまわりすると分かりますが、
すでに維持していくのは限界でしょう。申し訳ないですが、よくやっていると思います。しか
し、このままでは地域の年寄りたちと一緒に共倒れです。公園までもが遺産になるのも時間の
問題でしょう。冬季オリンピック誘致も視野に入っているのでしょうが、ここで反対意見に圧
されては、予算を使って建て直しや改修も非常に難しい事態になるのではないでしょうか？滑
走路延長を受け入れず、活性化を拒んだ丘珠地区のようにはしないでください。民間企業参入
の大きなチャンスだと思います。このチャンスを逃しては、二度と巡って来ないでしょう。年
寄りたちに、足を引っ張られるのはごめんです。自分で自分の首を締めているのが分かってい
ないのです。長々と申し訳ありません。英断と、積極的な誘致に期待致します。
大賛成です！子育てをしている世代ですが、野球をしている小学生も多いため、子供達の今後
を考えると、とても良い刺激になると思います。自然豊かな公園なので、環境はそのままに維
持していただくことを第１に考慮していただき、また、道路の渋滞を改善することなどあると
思いますが、地域活性化になると思います。住宅購入を検討している職場の方も、ファイター
ズが南区に来るなら、南区への移住も検討していると話をされていたので、私達世代の人たち
は賛成派が多いと思います。北広島は、確かに土地も広く駐車場も多く設置出来ると思います
が、やはり毎回車で行くとなると、冬場などは大変だと思います。集客力は、真駒内の方が断
然あると思います。
真駒内公園は豊かな自然と静かな環境が魅力の公園で同じ場所でも日によって違う景色が広が
り、いつ行っても癒やされます。樹齢数百年という貴重な木々も、今の真駒内公園の環境だか
らこそ、その姿が守られているのではないでしょうか。ボールパーク建設で環境保持に配慮す
るといっても、大規模な施設ができるのですから難しいと思います。日ハムには札幌を本拠地
として残ってほしいとは思いますが、真駒内公園案には絶対反対派の一市民でした。
南区は特に人口が札幌市内の中でも減少傾向にあり高齢化が進んでいる地域ですので、新球場
が建設されることによって南区全体が活性化されることを非常に期待しております。2026 年
の冬季オリンピック開催ということになれば南区に新球場があるということは何かしらのカタ
チで利用していくこともできるのではと思います。
日ハムはボールパークを造りたくて札幌ドームから出るのに、真駒内に造るなら札幌ドームを
使用するのと同じでは？ただのワガママ球団だと思います。札幌市として何故そこまで日ハム
に媚を売るのか理解できません。そこまで日ハムに協力するなら、コンサドーレやレバンガに
も同じだけ協力しないと納得出来ません。札幌市民全員が日ハムファンだと思わないで頂きた
い！
市が積極的に提案する気がないのに、いつまでも引っ張っている。早く辞退して北広島に譲る
べき。姿勢が違いすぎて北広島に失礼。
今まで数々の選手をあなたたちの手で壊してきたんでしょ。散々日ハムに舐めた対応をしてき
たでしょ。ここに至るまで楽観的だった自分たちの愚かさと無能を嘆き、謝罪してから諦めな
さい。まあ、どうせねつ造するんでしょうけどｗｗｗ
新球場が真駒内に賛成か反対か問うアンケートだと思っていました。残念です。
絶対反対！北広島で良い！
球団のためにも観客のためにも札幌に球場があることが必須。北広島だと行く回数が減ると思
う。特に平日ナイターは絶対に行かない。
そもそも、サッポロは冬季オリンピックの再誘致に手を上げるのでは。真駒内公園にＢＰを造
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るとはオリンピックを諦めるということ？
日本ハムファイターズを絶対に札幌から手放してはいけない。経済損失いくら発生すると思っ
ているのですか。
必要ない。
交通の便が悪く、札幌ドームのように、平日仕事帰りにナイターを気軽に楽しめる環境にはな
らないと思います。北広島はさらに集客難。日ハムは、素直にドームに残れば良いと思いま
す。
賛成です。北広島にできたとして行く人はほとんど居ない現実は避けられません。私、そして
私の周りの人も北広島へは行かないという人しかいません。北広島はアクセスも悪いですし、
地下鉄で行ける真駒内しか選択肢はないと思います。真駒内にできてメリットしかないと思い
ます。そして地域活性化のために周辺住民の方も協力すべきです。
チームに残って欲しい気持ちがあるなら、ファイターズを悪者にするのをやめなさい。人気商
売のスポーツチームのイメージを歪めるとか、残って欲しいと本当に思っているのか。このペ
ージの協議アピールも結局言い訳と責任転嫁。何年も前からファイターズが不当に搾取され協
議を求め続けていたのは野球ファンには衆知のこと。こんな魅力的で努力しているチームが選
手を維持できないのはそのせいでしょうに。今の札幌市（と御用マスコミ）のやること全て移
転で起きる責任から逃げてファイターズのせいにしようとしているようにしか見えない。私の
住む京都市も大概だが札幌市の卑劣さと腐敗が日本中に知れ渡りましたね。身内の論理しか見
えていない相撲協会と同レベル。市内に残したいなら、最低限、不当な搾取（初年度以降の値
上げ差分＋清掃費＋グッズ売上）の何割かだけでもまとめて返還して「札幌市は心を入れ替え
た。今までと違って信用できる相手だ」と思わせる程度のことはしなきゃもう駄目でしょう。
現状では球場建設以前の問題。
本来、このアンケートは一年前、八紘学園と北大を俎上に載せた時点、もしくはその前に取る
べきだったのではないでしょうか。今更地域住民の同意もなく真駒内公園を候補地として選択
するなど、市行政の傲慢さが浮き彫りになり、極めて不快です。市民の声を聞いた行政運営を
期待します。
こんなアンケートは愚の骨頂！！！何故、移転を前提とした設問しかないのか。なぜ移転あり
きなのか。反対者の意見を無視するやり方は断じて許せない。BP のない真駒内の再開発を考
えてほしい。札幌ドーム経営の失敗（日ハムに逃げられた）を真駒内の住民に負わせるのは絶
対にやめて下さい。
日ハムファンですが、真駒内に球場が来ることには反対です。毎日、どうしても真駒内駅前を
通らなければなりませんが、真駒内中学横の通りなど、地下鉄の到着時間によっては、全く車
は動けず大変です。何もない今でさえこうなのに、球場が来たらますますひどくなるのが目に
見えています。また、五輪通りも毎日渋滞しています。コナミ横の通りも信号がないため命懸
けで右折しています。また、花火等あればコナミもイオンも無断駐車に大変なようです。球場
でビールが提供されれば、試合後に駅に向かう道すがら治安も悪くなり子どもの塾帰りなどに
ぶつかれば心配でたまりません。このように静かな環境を好んで住んでいるのに、球場ひとつ
で日常生活が脅かされるのはいかがなものでしょうか。わざわざ、道立公園を提供してまで誘
致しなくては、ならないものなのでしょうか？地域の活性化と言いますが、野球に興味なけれ
ば行かないでしょうし、ただの迷惑だと思います。近くに来たからと毎回見に行くお金もな
く、金銭的に裕福でなければ子どもたちもそうそう行く機会は無いのではないでしょうか？試
合が見たければ、ファンは札幌でなくとも行くと思います。今の札幌ドームが、ベストです
が、移転するなら北広島市にしてほしいです。渋滞や、治安の悪化で今の環境を壊さないで欲
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しいです。
一企業のご機嫌伺いする必要なし。
何処に造るのかはそちらでお決めになるだろうけど、４万人程が毎回真駒内にやってくる！ス
ムーズな交通、渋滞、迷惑駐車、治安悪化。是非愛される札幌市であってほしい。
ホテル、温浴施設も不要。
新球場ができることに賛成です！アクセスも良く地域の発展にも繋がると思います。北広島に
できても応援には行かないです。絶対に真駒内に造るべきです！
自然が豊かで四季が綺麗な所です。ボールパークを造るのは人間の娯楽のため。造るのならば
動植物たちの環境を最優先に考えて造って下さい。一度破壊された自然を元に戻すことはとて
も難しいことですよ。造るならば何十年先のことも見据えて、よく考えて造って下さい。
交通の便が悪く、一道外資本企業のために道立公園を整備する必要性を感じない。
そもそも札幌ドームあこぎな商売に問題があり、ファイターズが出ていくわけで、それを市民
の血税や快適な生活環境を犠牲にしてまで引き留めるにはおかしい。北広島に行ってもらえば
いい。全国的にもドームスポーツ使用料は高額で、コンサドーレともども札幌市がプロスポー
ツを軽視しているとしか思えない。もう少し、財政的にも支援を。その方が、新球場よりもよ
ほど安くあがる。
ぜひ真駒内に来て欲しいです。地域の活性化に繋がると思います。素晴らしい公園を維持する
ためにも地域の活性化は不可欠だと思います。
週２～３日真駒内公園で散歩を楽しんでいます。新球場について賛否両論ありますが、私は大
賛成です。
札幌ドームという、素晴らしい施設がありながら、新球場を建設するのは意味がない。今後私
たちの税金で維持管理をするのは無理がある。今の施設をファイターズが利用しやすいように
改善するのが、一番良い方法である。お互いお金の無駄遣いをしているのでは？私たちはファ
イターズが好きだから、札幌ドームの近くにローンを組んで家を買いました。ファイターズが
札幌ドームでもう試合をしないのなら、ここに住む意味がなくなってしまう。私たちの他に
も、今ファイターズが好きで近くにマンションを購入した人がたくさんいます。せっかく根付
いてきた所に、なぜ札幌ドームを利用しなくなってしまうのか？近くに住んで、迷惑駐車に我
慢したり、試合後の車の往来や渋滞にも堪えてきたのに。月寒案はなぜ消えてしまったのか？
札幌ドームがこれから賑わいを無くして、朽ちていくのを眺めていくしかないのかと思うと、
不安しかない。真駒内は野球ではなく、スケートを通年使えるリンクにしてほしい。札幌ドー
ム近辺の発展が無いのは、残念なことだし、住んでいる私たちも物足りなさは感じている。札
幌ドーム近辺にファイターズの施設を造れないのか？
そもそもドームから出ていかれるような対応しかできなかったことに問題がある。球団から話
があったときに何も対応しなかったにもかかわらず、いざ出ていかれるとなったときに慌てて
このような納得できないような提案しかできていない。このアンケートもこの時期に行う意味
があるのか不明。すべて後手に回っている。球団に本当に残ってもらいたいならこのようなア
ンケートなど行わず、もっと積極的に話し合いの場を持つべき。真駒内公園についても市が主
導できないなら提案など行わないほうが良い。
考えとしては反対です。これで「道立真駒内公園」が不可となれば、市外転出が確定する。こ
れ以前に市内建設地を決める際にこのような意見募集をすべきだった。球団に時間軸をもらっ
て今一度そのステップからやり直すべきだ。
札幌市は積極的に誘致し、自衛隊前と真駒内駅中間にファイターズ駅を造って欲しい。北広島
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決定なら日ハムファン辞めます。
札幌市の対応が、本当に情けない。結局、札幌から出て行っても構わないと思っているのでし
ょうか？秋元市長の発言も、全く日ハムに対しての誠意も感じられない。それは、札幌市民の
日ハムファンに対しても同じことです。日ハムが札幌ドームにきて、日常の生活に希望や明る
さをもたらしてくれたと思う人は、大勢います。市長、札幌ドームに高齢者がたくさん来てい
ることを知っていますか？北広島に移転してしまうと、気軽には行けません。どうか、北海道
日本ハムファイターズをいつまでも札幌市に！
北広島市の案が出てきた時点で本当に札幌市に残ってもらいたいなら、しっかり日本ハムと話
し合いの場を設けるべきだった。札幌ドームから出ていくことはないとタカをくくっていたと
しか思えない。北広島案が現実味を帯びてきてからこんなアンケートをとっても時すでに遅
し。日本ハムが札幌ドームから出て行っても、赤字にならないように精一杯頑張って下さい。
絶対無理だと思いますが。
どうして札幌ドームがダメなのか？そこまでしてまで何でわざわざ新球場を造らないといけな
い必要があるのかが全然分からないし理解できないから新球場構想には大反対だ！今の札幌ド
ームで札幌市とファイターズがお互いに柔軟な考え方で話し合い、市民や道民にマスコミにも
堂々と情報開示して、ガラス張りの中で、札幌ドームの今後の運営や管理に札幌ドームの在り
方についての議論を積極的にやるべきなのに、何で札幌市もファイターズもそこのところをち
ゃんとやらないのか？どうしても理解できない！去年からの一連の流れを見る限りでは、ファ
イターズ側の方があまりにも一方的で唐突的で独りよがりでやっているとしか思えない！新球
場構想の内容もあまりにも非現実的な内容ばかりで、採算性や需要の見込み、何年後までには
黒字化するとかなど、ちゃんと先々の見通しやビジョンが何一つできてないし。おまけにこれ
から更なるかたちで少子高齢化時代が訪れて、社会保障や福祉により一層充実しないといけな
いのに、さらには冬場の除雪や排雪の予算も確保しないといけないし、またさらには財政難の
話が何一つメドついていないのに、それなのに何でわざわざ新球場を造らないといけない必要
があるのかが全然分からないし理解できない！何でそんなにそこまでしてまで札幌ドームがダ
メなのか？どうしても理解できない！むしろ大反対だ！他のところで先々のちゃんとした見通
しやビジョンが十分にできてないまま無理してまで新球場を造るよりは、今の札幌ドームに嫌
でもとどまるべきだ！それができないならばファイターズは北海道から出ていけ！ここ数年の
ファイターズはちゃんとした情報開示や札幌市などの行政との話し合いとか、堅実健全な球団
運営と言うものがちゃんとできているという印象は何一つない！むしろあまりにも調子に乗り
すぎているとしか思えない！いくら何回か日本一になったからって、それをたてにして無茶苦
茶な要求を平気で要求する態度にはあまりにも不快すぎる！そういうおごりで悪い意味調子に
乗って、先々の見通しを十分にしっかりやらないままの新球場構想は取り返しのつかない代償
になりかねない！しかし、札幌ドームのこれまでの運営や管理に札幌ドームの在り方について
十分にちゃんとやらなかった札幌市の責任も大変重大だ！何でもっと積極的に地下鉄福住駅か
らドームまでのシャトルバスを運行しないの？何で何らかの大型のイベントがあるときに地下
鉄の本数を増やさないの？将来的には札幌ドームまで地下鉄を延伸して、雨や雪に風とか気に
しなくても出入りできるような構想がないの？あと客席のバリアフリーを何でより一層積極的
にやらない？客席と客席の間の階段の高さをもう少し低くできない？何でペットボトルの持ち
込みいけない？ペットボトルの持ち込みは認めるべき！これから更なる少子高齢化時代がやっ
て来るので、そういうことにちゃんとしっかり対応できる札幌ドームでないとダメです！なの
に、札幌市民や道民やドームの利用者の声にちゃんと真っ向から向き合い、一つひとつの課題
に取り組まなかった札幌市の責任は重大だ！正直札幌市もファイターズも悪い意味でお互いど
っちもどっちだ！本気で札幌市民や道民の目線で考えているとは全然思えない！そんないい加
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減な球団運営をやって堅実健全な運営を怠ってしまったファイターズも、札幌市民や道民にド
ームの利用者の声を聞かす無視して、ずさんでいい加減な札幌ドームの運営や管理に札幌の今
後の在り方を十分に考えていなかった札幌市も、お互い紳士に謙虚に反省して、今の札幌ドー
ムを本拠地において、悪い意味調子に乗らずに、無茶苦茶な理不尽な要求せずに堅実健全な球
団運営に徹したり、これからやってくる少子高齢化時代にしっかり対応してとにかくバリアフ
リー対策をより一層積極的に推進したり、常にいつも札幌ドームについてのご意見や改善点
に、今後の札幌ドームの運営や管理に在り方についてどうするのか？広く札幌市民や道民の人
達の様々な意見や考え方に積極的に耳を傾けて、話し合いもやって、情報開示をやって、札幌
市民や道民に愛され親しまれる札幌ドームを作り上げていくべきです！ファイターズも札幌市
もお互いどっちもどっちです！いい加減にしてください！
札幌市の対応が遅すぎると思います。真駒内に新球場と期待を寄せていましたが、北広島に一
歩も二歩も遅れをとっていると思います。札幌市に球団を残す気持ちがあるのでしょうか？南
区は人口減少が著しく、寂れています。球場を南区に誘致し、南区の活性化、真駒内の再開発
等と願っております。
今の真駒内公園よりも、魅力的な公園になると思いますが。正直今の公園は、緑は多いですが
公園利用者はランナーだけのような気がします。ボールパークが出来ればもっと魅力ある公園
になると思います。
札幌市内に残された、真駒内公園の貴重な自然を切り崩し、新球場にすることは、札幌市にと
って本当にメリットのあることなのでしょうか。札幌市において、真駒内公園の自然がどれだ
け、美しく、貴重で、かけがえのないものか、価値を理解して頂きたいです。リス、キツツ
キ、フクロウ等、今まで自然の中で対面したことのなかった、貴重で小さな生き物達と出会う
ことができるのもこの公園です。本のページをめくるかのような、はっきりとした厳しい北海
道の自然の移り変わりを身近に感じることができるのもこの公園です。このような公園が札幌
の街中にあるというのは、本当に奇跡的なことだと思っています。札幌市は、このことをもっ
と大切に考えるべきではないのでしょうか。単なる目先の経済効果とこの公園の希少価値を、
同じ天秤にかけること自体が悲しくなります。札幌市民の本当の幸せ、豊かさは、日ハムの球
場では満たされません。日常生活の中で、かけがえのない自然に触れあうことこそ、子供にと
っても大人にとっても、何にも変えがたいものなのではないでしょうか。本州や海外から訪れ
る人達が札幌市に期待することも同じだと思います。北海道の玄関口である札幌市は、北海道
の雄大な自然に対する考え方が垣間見られる場所であってほしいと思っているはずです。素晴
らしい自然を保有する公園に、球場という、自然とは全く対極にあるものを持ち込むという考
えは、大きな違和感を感じるのではないでしょうか。札幌市民としての誇りを持って生きてい
きたいです。何卒、真駒内公園をそのままにして下さるよう、お願い申し上げます。
①道の資産を道の了解を得る前に市が勝手に民間企業に提供する提案をしている事。②市や地
元マスコミの天下り先である札幌ドームが優良顧客である球団から繰り返し出された要望を聞
き入れず、使用料値上げを繰り返してきたことについて、なんら公式に移転要因として発表し
てきていないこと。③ドームの経営手法について、なんら実態について監査をしてこなかった
こと（球団の施設使用料だけでなく、フェンスなどの広告費の値上げが毎年のように繰り返さ
れてきたこと）
。④優良顧客である球団が移転を表明したにも関わらず、直ちにこれまでの検
証など、具体的な対応や提案をとらなかったこと。⑤このアンケート自体が真駒内に球場建設
が出来るとしたら、という限定した状況の質問をしており、建設そのものの是非や、他地域へ
の建設提案の質問がないこと。⑥一連の事態についてドーム経営陣の責任の所在を一切、明ら
かにしようとしていないこと。⑦このアンケートが回答期限や回答データの具体的な分析や、
結果の公表について、なんらページ内に明記されていないこと。他にも色々とあるが、これま
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での札幌市の言動・行動はドームの優良顧客に対して無礼であり、何が問題だったのか、をい
まだに市長もドームも関係者も把握出来ていない、と感じる。
賛成はしたい。ファイターズが来ることによって南区が活性化するのはとてもいいと思いま
す。ただ地域住民や近くの特にイオン藻岩、五輪橋病院等の協力と理解も必要かと思います。
北海道の中心となっている札幌市にこそ、プロ野球の球場があることによって、全世界に都市
名をアピールすることができて増々の札幌市の発展を望めるのである。今の真駒内周辺を見て
ください。比較的年齢の高い人々が多く、このままでは若い人が少なくなることは目に見えて
いる。商店街も衰退の一途をたどっている。今こそ真駒内に新球場建設を強く望む。
南区は年配の方ばかりで、他の区や地下鉄駅前にこれといった特徴もなく、活力が感じない。
このきっかけで、真駒内地区が変わってほしい。真駒内公園の施設も老朽化が進み、時代に取
り残された感じがする。騒音問題も問われているが、屋根付きの施設にすれば、音は極力、お
さえることが出来るのではないか。先日のフォーラムもそうでしたが、年配の方が多すぎで、
若い方の意見とかも聞いてみてはどうだろうか。
いいと思います！
南区の地域活性化の起爆剤として、大好きなファイターズの新球場が真駒内公園に建設される
ことを願っています。これまでも、多くの催しものが屋外競技場・屋内競技場で開催されてき
た実績もあるので、シャトルバスの運行や既存路線バスの活用でアクセスも特に問題ないと思
っています。
建設に否定的。アメリカのスポーツビジネス的発想が嫌い。競技そのものの魅力を磨くべき。
試合日に地下鉄やバス、道路が混雑すれば、野球好きではない周辺住民にとって喜ばしいこと
ではない。
札幌の定山渓や藻岩山、西岡水源地など南区は自然豊かで真駒内公園もそのうちの一つだと思
うが、それが開発によりズタズタにされるのは非常に問題だ。
札幌ドームがなぜダメなのか。密室の交渉ではなくその交渉過程をオープンにすべきである。
もし日ハムが去ったら札幌ドームはどうなるのか。日ハムとコンサは特別扱いしても文句を言
う人は少数である。
なぜ札幌市が消極的な印象を与えるような対応をしているのかずっと理解に苦しんでいまし
た。インバウンド需要の高まりを考えるとオリンピック招致に頼るほど札幌の知名度をあげる
必要性はないように思います。東京オリンピックの事例を見ても、札幌市の財政を圧迫するの
は目に見えており、それをするなら日ハムの発展を地元民の還元や地域振興に繋げるべきと考
えます。南区誘致に反対する・反対している大多数は高齢者が多く、地域振興より自分たちの
余生のこと優先の行動に思えます。これからの未来を担うのは若い世代です。さびれた真駒内
地区の発展は日ハムの球場建設により希望がもてます。人口減の進む南区全体の地域を発展さ
せていく上でも誘致は必要に思います。愛される球団を、地域から支える地方を日本中に PR
する意味でも札幌市には積極的な対応を切に願います。
新球場は南区に明るい風を吹き入れてくれるきっかけになると思います。ファイターズには何
としても札幌に残ってもらいたいです。
札幌市が誘致するわけではないので、配慮事項についてファイターズに費用負担を求めるこ
と。
明らかな交通渋滞や、数少ない近隣の商業施設へのちゃっかり駐車は必ずや増えること必須。
毎年花火大会やコンサート等々の状態をご存じなのだろうか？近隣の迷惑考えて頂きたし！！
札幌市の取り組みに疑問。オリンピックより日ハムがいたほうが市民のためだと思う。
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建設に反対します。交通渋滞もひどくなるだろうし、毎日静かに生活している地元の方が可哀
想です。札幌市は北大や月寒など地主や地元の声も聞かずに次々と用地の提案をしており、そ
の姿勢もいかがなものかと思います。また、こういった問題は一年、二年かけてじっくり議論
すべきものであり、候補にあげて１ヶ月、２ヶ月程度で慌てて決めるべきことではないです。
なぜ一民間企業の単なる営利団体に札幌市が振り回されているのか理解できないです。
札幌市が、高い意識を持ってファイターズに協力してぜひ真駒内に球場を建設出来るようにし
てほしい。真駒内地域が、活性化すると思う。札幌オリンピックのことをいつまでも引きずっ
ていては真駒内、札幌の発展はない。
札幌には日本ハムはなくてはならない存在だと思います。BP 化には大賛成です。札幌の経済
効果はもちろん世界一の BP になってほしい。道と一緒に考えてほしい。緑は真駒内の他にも
いっぱいあります。絶対、真駒内に BP お願いします。札幌市民はなかなか北広島へは行かな
いと思います。特に平日。試合が延長になったら途中で帰らないと札幌で終電がなくなりま
す。タクシー代もかかり、また行こうと思えないので、なんとか札幌に造って下さい。
仕事で五輪通付近をよく通行するが、ただでさえあの周辺は渋滞が多い。これ以上渋滞するよ
うなら仕事にならないし、まして石山通も今より渋滞するようになったら、石山や藤野地区は
完全に僻地化してしまうと危惧している。
子供達のために真駒内に必ず建設してください。出来なければ浦田局長、村瀬部長、秋元市長
みなさん辞めていただきたい。そのくらいの仕事です。まったく熱意が伝わりません。球団も
同じ気持ちだと思います。
道立真駒内公園に新球場建設は反対です。
試合のある時の交通渋滞が気になります。でも、あちこちから、集まるなら、地域活性につな
がるかなー。
競技場でイベントがある時、イオンなどの近隣商業施設に車を停めて歩いて行く人がほとん
ど。買い物したい人が駐車場に車を停めることができない。この現状を知っているのだろう
か？周辺道路も普段から渋滞がひどいのにもっと酷くなる。周辺に駐車場造るって？どこにそ
んな土地があるの？
真駒内の新球場建設は反対です。星置辺りがいいと思います。
一企業で利用する新球場を公共の公園を潰して造らないで欲しい。企業は企業の金を使って土
地を確保し、新球場を造ればよいのではないでしょうか。
野球は好きで日ハムのファンだが、真駒内公園のような制約が多く、敷地が不十分なところ
に、新球場は不向きと思う。広い土地があり、いろいろな施設を併設可能な北広島に建設した
方が、将来のためと思う。
いらないです。郊外に造るべき。
私は、長い間真駒内に住んでいますが、今の真駒内に魅力を感じる点は残念ながらほとんどあ
りません。それは飲食店の少なさ、同世代である若い人の少なさが顕著に目立つからです。そ
れらの問題を解決するため、そして札幌市への経済効果を考えるのであれば、札幌からファイ
ターズが出ていくというのは、市にとっても真駒内にとっても致命的です。確かに、オリンピ
ックを真駒内公園で開くことができれば、高い経済効果を見込めます。しかし、現状を見ても
分かる通り、それは一過性にすぎません。継続的に安定して高い経済効果を見込むのであれば
新球場建設を真駒内でするのが現実的なのではないでしょうか。
北広島市は新球場を望んでいるのだから、そちらで良いのでは？
札幌ドームを残しながら一企業のために公園を潰し忖度する必要は何一つありません。また、
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日本ハムは北海道の球団であり札幌にこだわる理由もありません。何より候補地を二転三転
し、２ヶ月前に突如真駒内を持ち出し、正式提案していないことを理由に住民への説明と合意
取り付けは後回しにし、こんな短期間の形だけのアンケートで市民の意見を聞いたことにしよ
うとする札幌市の姿勢に強い憤りを覚えます。市民を愚弄するのもいいかげんにしなさい。
民間の一企業にどうして自治体がそこまで肩入れして貴重な公園を差し出すのかいまだに理解
できません。球団側が土地をいかに提供させようかと北広島、真駒内を天秤にかけているとし
か思えず、自然が溢れ貴重な動物が住む静かな公園を自社の利益しか考えていないような企業
に差し出すのは考えられない。札幌から出ていきたければ好きにしたらいい。騒がしいだけ。
みんながみんなハムファンという訳ではありません。
メディアでは真駒内公園案の反対派ばかり報道されているが北海道のファイターズだから広く
北海道のファイターズファンにも意見や考えを聞いた方がいい。真駒内公園案には賛成です。
付近道路の車線数を増やすとか、地下鉄駅からのシャトルバスが渋滞しないための対策。日ハ
ムファンが仕事終わりからでも試合観戦できるためには札幌市に球場があること。北広島市よ
りはるかに人口が多い札幌市に球場があること。最初に球場と必要最低限のボールパークを造
り、その後何年か計画で必要なボールパークを造る。地元住民とファンへの説明と理解を得な
がら。
現行の札幌ドームの条件を前提に移転してきた一私企業に対し、必要以上の配慮は必要ないと
思う。札幌ドームに悪影響を及ぼす球場を造るのであれば、土地代金、建物、土地への固定資
産税などは厳格に徴収すべき。
すでに老朽化している施設であり、施設及び周辺環境の再開発の数少ない起爆剤になる可能性
が高いにも関わらず、若者達の未来を無視して自らのことにしか考えていない反対派運動の高
齢者の考え方には非常に違和感を覚えます。今の真駒内公園周辺環境が良くなる可能性や地域
に多大な経済的利益がもたらされる可能性が高いにも関わらず反対する意味すら理解出来ませ
ん。反対派の方々には札幌や南区、真駒内の未来をもっと深く考えるべきと思います。
若い人が集まる町になれば良い。
反対です。近隣に住んでいる住民にとって渋滞は死活問題です。五輪通り、真駒内駅から真駒
内公園まで渋滞は必ず起きます。日常生活を送っている我々にとっては、家に帰りたくても渋
滞で帰れない。五輪通りの渋滞が酷い時、緊急車両は通れるのか？駐車場が少ないために近隣
のスーパーや路上駐車が多くなると、事故も増えます。子供が安心して過ごすことができませ
ん。
もし、日ハムの球場が真駒内公園に来るとしたら、反対派運動する人たちが差し止め請求など
起こしたら、それに自分は賛同するでしょう。プロ野球に公共性なんて一欠片もないので球場
建設に伴う公金支出は一円たりとも許せない。
歴史的や、環境がなど言っていては先には進まない。未来を考える意見を尊重してほしい。フ
ァイターズなき札幌市に未来などない。反発するのは真駒内に住む老害が多いだろうし、そう
いう意見はカウントしないで欲しいとすら思う。今、札幌市に必要なのは未来ある若者の意見
だ。それを切った時、この市から人は居なくなるだろう。
ファイターズの選手が生き生きと活躍できる場であってほしいです。札幌ドームのように施設
環境が悪くて選手生命が短くなるようなことがないようにしてほしいです。それが出来ないの
であれば札幌に新球場ができなくても私は応援します。
セクハラオヤジがオーナーの球団なんかがオリンピック遺産の施設を破壊して球団つくるなん
てふざけるなと市民は声をあげるべき。
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札幌ドームで自由を与えなかった札幌市が今更ファイターズにしがみつくのはみっともない。
札幌ドームをもっと早くに選手や高齢者に配慮した施設にするべきだった。
北広島には行って欲しくないので、札幌市は、ファイターズに対して OK を出して欲しいし、
早く決めて欲しい！
反対。札幌ドーム、つどーむで十分。
札幌市には既に円山球場・札幌ドームがあり、新球場は必要ない。
仕事帰りでも行けるエリアなので、とても嬉しいです。北広島になった場合、見に行く回数が
かなり減ります。ナイターゲームだと帰りも大変。その分、札幌市内だと交通の便も良いので
気軽に行けますね。南区をもっと活性化させましょう。
『大反対です』
。みどりの多い真駒内公園が、大好きです。壊さないでください。地元の路線
バス運転手です。現在でも道路状況が悪くなると、すぐ渋滞します。自然保護を考慮しての道
路環境整備では、イベント毎に、大渋滞が目に見えています。公園周辺を通る自家用＆営業車
＆事業者は大迷惑です。私の職場ではボールパークが来るのなら、転職すると言う人が複数人
います。現在でもバス運転手は、人手不足です。超過勤務で対応しています。一般路線を維持
しながら、ボールパークのシャトルバスの人員確保は、難しいと思います。だから、
『大反対
です』。環境を変えないでください。
何が何でも造るべき！失礼な言い方ですが、お年寄りの意見は将来の発展の停滞を生む。真駒
内の団地も取り壊して、大規模な再開発すべきです！寂れて行くだけですよ。札幌市頑張って
下さい！
とにかく札幌市の対応の遅さが目立つ。札幌市がファイターズに残ってほしいという必死さも
見られない。札幌市在住のファイターズファンだが非常に残念に思う。こんなことなら早く北
広島市に決めて頑張ってもらいたい。
積極推進してほしい。札幌市内でボールパーク構想を実現させてほしい。コンサドーレは札幌
ドームで頑張ってほしい
真駒内は札幌市内というだけで、非常に行きづらい。環境も心配、渋滞問題もある。ファイタ
ーズを誘致するより、オリンピック誘致をきっかけにした再開発に期待します！ファイターズ
は北広島でいいと思います！
建設に反対と意思表示をすることができないアンケートをつくるとか可笑しすぎる。建設を進
める前提のアンケートをとるとか、恣意的すぎて呆れます。
地域活性化を目指し、新球場の建設をして下さい。
コンサートやイベントで利用した際もすごい渋滞になります。野球は試合数も多く、シャトル
バスを出すとしても、３万人規模なら大変ですし、周辺住民には迷惑になると思います。問題
点がクリアにならないなら、造るべきではないと思います。
現在の真駒内公園の樹木や草花を傷つけないでほしい。貴重な種類がたくさん自生している。
ぜひ、ファイターズ BP は札幌に建設してほしい。
ファイターズは真駒内に来ないと思うので意見などありません。なので、賛成でも反対でもな
くファイターズは真駒内に来ません。
真駒内公園内の新球場建設に反対します。一私企業の施設を北海道所有の土地内に建てること
は論理的では無いと考えます。札幌市内には札幌ドームが存在するのですから、興行はそこで
やって頂きたい。
日ハムはドームをただで譲れだのほとんど恐喝めいたことを札幌市にしたと聞いた。一民間企

88 / 100

Ｄ「⾃由意⾒」（第１次公開分）

業が市民の財産であるドームを強奪しようとしたことを札幌市は公表すべし。そして二の矢の
真駒内公園移転なんて札幌市は断固断るべき。こんな球団札幌から出て行くことに大賛成。い
なくなったら、まともなプロ野球球団の誘致活動に力を入れるべし。
真駒内在住、まさに真駒内公園の近くに住んでいます。この周辺はアイスアリーナや屋外競技
場でのイベント時はもちろん、イベントがなくても渋滞することが多々あります。渋滞はどの
ように解決するのでしょうか。また、イベント時は公共交通機関を利用するようにとアナウン
スされているにも関わらず、車で来て近隣店舗に駐車する等の迷惑駐車が多いです。スーパー
に行って駐車場が満車状態なのにスーパー内は全く混んでいないということがイベント時はよ
くあります。球場ができたらもしかしたら真駒内の活性化になるのかもしれませんが、近隣住
民としてはこれ以上の渋滞や迷惑駐車は本当に迷惑です。公園の自然を壊してまで球場を造っ
てほしくはありません。そもそも札幌から出て行ってほしくないのなら何故札幌ドームをファ
イターズに利益があるように使わせなかったのですか。今更焦っても、もう仕方ないのですか
ら諦めて北広島へ行かせるべきです。
レジャー施設の併用。
ファイターズは民間企業なので利益優先で決定することは最終的に仕方ない。ただ長く北海道
でやっていくと思っているなら各自治体とは仲良くするべきです。そして真駒内は道の土地な
ので左翼の巣窟である札幌如きが勝手に検討しないでと思います。
一企業の野球部のために球場を造るのが正しい税金の使い方だろうか？すでにドームもある。
何故それで不十分なのか？もし建設されれば、常識的な判断のできない自治体として評判を落
とすだけだろう。
インフラ整備せずに地下鉄南北線があるので、地下鉄を最大限に有効活用することで、環境汚
染を最小限に減らせます。オリンピック施設は老朽化しており、自治体と企業と地域市民が一
緒に考え、目先のことだけでなく次世代へ繋ぐことが重要です。
地下鉄真駒内駅の裏山の頂上に球場を造るのは無理なのですか？駅直結で騒音もあまり気にな
らないし、森の中の球場！夜景もたぶん綺麗！細長い土地ですけど広い！工事費かかりそうで
すが、真駒内駅周辺の寂れた状況を何とかして下さい！駅の半分の土地が山とかもったいなさ
すぎです！
最寄り駅からのアクセスの向上は不可欠です。札幌市にファイターズがいないとダメです。
真駒内に絶対ファイターズの新球場を造ってもらいたい。札幌市はファイターズの北海道と札
幌市へのこれまでの貢献度を真剣に受け止め、球団との確執と北海道庁とのあつれきを乗り越
え、大きな度量をもって札幌市にファイターズが残ってもらう努力を積極的にすべきである。
真駒内を昭和 47 年のオリンピック以降ほったらかしにし、ここまで衰退させた責任は北海道
庁との連携を怠った札幌市にある。同じことをまた繰り返し、真駒内の発展につながる千載一
遇のチャンスをまた手放そうとするのか。もし球団が北広島を選び札幌市から出ていくことに
なれば、今度は真駒内住民だけではなく大多数の札幌市民を失望させることとなり、市民の札
幌市への不信感はますます大きくなるであろう。いまやファイターズは地域活性化の公益的な
存在でもある。それが自然破壊という偏見と憶測にまみれた詭弁を使う一部の反対者によって
計画が白紙となり北広島へもっていかれるのは許されない。自然保護も交通渋滞解消もアクセ
ス向上も札幌市と球団が今後真剣に話し合えば必ず解決できる課題である。強くファイターズ
の札幌残留と真駒内での新球場建設を要望する。
出身札幌です。帰省の際は気楽に観戦したい。是非札幌に！
賛成。
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イベントがあるたびに五輪通りは大渋滞が起きるので道端広くして欲しい。今まで札幌にあっ
たのに北広島に行ってしまうと愛着が薄れてしまう。
地下鉄駅から遠く球場立地に適さないと考えます。
真駒内と自衛隊前の間に新駅を造って、歩く歩道でできた屋根付きの連絡通路を造ると便利で
ないか。札幌市は北広島市に比べて対応があまりにも遅すぎることが問題であり、市民で反対
している人も札幌撤退になって初めて事の重要さに気づくと思われる。札幌市民一人一人は球
場があることで、人の流れ、物の流れがあり経済効果が生まれていることを理解するべきであ
る。こういうチャンスをいつも逃しており、保守的な考えを持つ方がいるのが残念。是非とも
札幌に球場を積極的に推すべきです。北広島に移転したら、球場に足をのばす人は減少すると
思う。もし北広島に決まった場合は、札幌ドームに残留できる体制（より球団に柔軟な姿勢を
見せる）を早急に取り組むべきである。
無能市長によって球団の活動が阻害されるのは心の底から不快なので北広島でいいです
真駒内云々という前にドームの改善や運営の委託など考えた方がいいのではないのかな。楽天
の仙台宮城球場や横浜スタジアムのようにした方がいいのではないのかな。札幌ドームが赤字
になり負の遺産になるよりはいいのではないだろうか。神戸のノエスタのようにハイテク芝を
使ったり、柔軟な対応も必要だと思う。真駒内に造るなら地下鉄駅までのアクセスの悪さが問
題だと思う。日ハム自体、球団所有の箱を造っても維持できるのかが理解に苦しむ。
これ以上日ハムのために、貴重な税金、時間を費やす必要はありません。
自然環境も大切でしょうけれど、札幌市におけるファイターズの経済効果の大きな損失だけは
避けるべきです。釧路市の人間ですが、地方としては札幌に球場があることがベストだと考え
ます。
情報公開と冷静で公平な意見集約をお願いします。
今頃アンケートを取るのは遅すぎやしないか。札幌市は札幌市内のことしか考えてはいない
か。ファイターズが掲げている理想を理解しているか。ファイターズは何故札幌ドームを捨て
ようとしているのか理解しているのか。札幌市に本拠地を置き続けるのは、ファイターズファ
ンとして承服しかねない。
地下鉄真駒内駅から真駒内公園までの道路は、例えばコンサート等のイベント時は特に混雑が
酷く、臨時のバスが出ていても歩いた方が早いくらいに混んでいる（主に催し後）
。球場とな
ると更に客数は増えるのでその点はどうにかプロの案で解消してほしい。白石区からだとバ
ス・地下鉄を乗り継ぎ、更にバスとなる可能性が高いので、地下鉄白石駅から球場まで直通バ
スなどあればと個人的には思う。球場は階段移動がなるべく少なく済むような造りで年配の方
にも優しい球場にするべき。札幌市内に球場があることが自分にとっては一番大事なので、北
広島か真駒内かの二択であれば真駒内。
①ファイターズ移転に伴う札幌ドームの経営への影響をきちんと試算したのか。仮に試算を終
えたならば、なぜそれを市民に公表しないのか。試算した上で、ボールパーク稼働後も札幌ド
ームの経営に影響はない、もしくはボールパークのもたらす効果が札幌ドームの減収分を上回
るものだと判断してから初めて、ボールパークの誘致に動くのが筋ではないのか。②札幌ドー
ム社の株式の過半数を保有する市が、札幌ドームの競合施設となるボールパークの建設に協力
するのは、札幌ドーム社の企業価値を損なう、一種の背任行為ではないのか。なぜ市はそれを
認識していながらボールパーク誘致に動いたのか。③上記の一種の背任性を踏まえると、仮に
ファイターズが札幌市内移転を決断した場合、市は果たして真摯にボールパーク建設に協力す
るのかどうか、非常に疑問である。④ファイターズが建設地を決定するのは来月なのに、今更
市民アンケートを実施し、その後、道と協議するというのは、明らかに遅きに失する。このア
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ンケートは、
「ファイターズが真駒内移転に賛成する市民の声を聞き入れなかった」「市民が市
の誘致への思いを受け入れなかった」などと、誘致失敗をファイターズや市民に責任転嫁する
ための口実としか思えない。
このアンケートは新球場を建設することを前提に質問がされていて「新球場建設のアンケー
ト」としてはおかしい。一度失った自然環境や生態系は二度と元に戻らない。札幌市民は馬鹿
ばかりじゃない。目の前の利益ばかり考えないで頭を冷やせ。
個人的には真駒内公園の自然を残してほしいです。真駒内の土地もファイターズ側の希望する
広さほど無いし、私はあまりこの場所じゃないほうが良いと思います。札幌市はファイターズ
に対してたくさん恩恵を受けているのに行動が遅すぎて、申し訳ないが熱意は少しも感じられ
なかったです。とても残念です。そのかわり今後はレバンガ北海道やコンサドーレ札幌のサポ
ートに力を入れて欲しいです。せっかく地元のチームが他にもあるのですから、今度こそ大事
にしてほしいと思います。ありがとうございました。
断固反対！
以前、南区に住んでいましたので関心があります。活性化を主張されていますが、住民は本当
に求めていますでしょうか？野球場が出来て活性されるとは思いません。活性化して生活環境
が変わる、経済効果がこんなにあるという言葉でどれだけ北海道は失敗してきたか思い出しま
しょう！札幌ドームをどうするのかも見通しが見えません。コンサートやイベントで 1 年間通
してどれだけ潤うのか疑問です。新球場も絵に描いたモチのような経済効果を謳っています
が、その数字は本当なのか良く調べてられた方が良いかと思います。瞬間的な数字でなくメリ
ット、デメリットも含めて。生活環境が変わるストレスや交通渋滞のストレスもお金に換算し
てみてはいかがでしょうか？市民のトラブルや不快感の対策も十分に考えないで振り回されて
いるとしか見えません。ファイターズが本気で球場を造る気があるのかも良く調べても良いの
ではないでしょうか！札幌ドームを使った方がメリットあるという逆提案したら案外と考え直
すかもしれません。ピンチを逆手に取るくらいの優秀な人材は札幌市にはいないのですか？
辛辣になり大変恐縮ながら、迷走しているだけにしか見えない。既存のドームもできそうなは
ずの改善策も検討すらされず、できない理由探しに腐心しているだけにしか見えない。道全体
の視野で考えても、情熱・計画性・コンセンサスいずれも先んじている北広島市で実現される
べきかと常々思っている。
札幌ドームを離れて、ファイターズ専用の自前の新球場を造るのだから、今までドームに来場
してきた観客、そしてチーム選手とスタッフの意見や要望を基に、観戦しやすい環境の球場を
建ててください。札幌市においては、球団が心置きなく観客を動員出来るように、地下鉄や市
電、シャトルバスか臨時バスの運行が促進出来ますように配慮してください。
北広島にまかせればよい。
民間主導の地域活性化として、千載一遇の機会であり、絶対に逃してはならない事案と考えま
す。地下鉄駅の増設等考慮されるべきとも考えます。閑静な住宅街という声は聞きますが、今
後 10 年程度以内に、世代が変わり一区画が２～３分割され、無秩序に転売されるケースがす
でに周辺で発生しており、現状の中高年中心の閑静な住宅街というイメージは継続不可能と考
えます。札幌市長は何を逡巡しているのか疑問に感じます。
新たな南区の歴史創作になる地域は時代と共に変化する。
真駒内公園に新球場建設反対。今ある施設を改修改善して、利用すれば良い。
道路や交通を整備して欲しい。４車線化程度の小手先ではなく、アンダーパス（または高架
橋）や地下鉄駅を公園前に造るなど大規模にやって欲しい。
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どうして一民間企業にそこまで肩入れしようとするのか。地域に深く根付いてという市長の説
明は詭弁である。
札幌市及び北広島市両市に対して感じていることですが、確かに球場が出来ると地域の活性化
等が図れて良いかと思いますが、その前に何故一企業のために（？）折角の自然まで壊し、そ
こまでやる必要があるのか疑問に思います。反対意見を尊重し、正直札幌市は辞退すべきで
す。
そもそも移転に関しては札幌ドームに問題があったからであって、ドーム側の責任はどうなっ
ているのか？市の責任はどうなっているのか？この責任問題なくして札幌に建設はあり得ない
のではないか？
市長と浦田まちづくり政策局長のスタンスは民間企業である日本ハム球団に余りにも肩入れし
すぎており、市民の不信感を招く。行政は誰に対しても公平であるべき。オリンピック誘致や
新球場誘致で将来、次の世代につけを残すのは貧乏人が借金をしてすすきので豪遊するのと同
じ。人気とりではなく、地道な政策を行うべき。
なぜ建設が前提で検討されているのかが分からない。あの札幌オリンピックが開催された聖地
に、一企業の広告宣伝のための球団が利用する球場があってはならないと思う。2026 年にオ
リンピック招致を狙っているなら尚更、真駒内っていう土地を大事にすべき。
少子化対策、人口減といった将来の問題を少しでも改善するためにファイターズ効果を大いに
利用する必要があると思います。そのため、ファイターズを札幌市内に留めておくことを強く
要望する。やや、離れたほかの地区から真駒内周辺を見ていると、今の周辺の住宅環境は閑静
と言うものではなく、衰退という言葉の方が似合っていると感じます。公園を活性化させ、そ
れに伴い周辺住宅の生活環境を向上させることが少子化対策のためにも必要があると思いま
す。老朽化した既存の公園施設を取り除き、新たな公園施設を造ることと同時に、周辺道路を
整備することにより、真駒内公園及び周辺地域を活性化するために十分な効果があると思いま
す。
札幌ドームはどうするつもりなのでしょうか。日本ハムの撤退後、健全な維持運営のできる見
通しは立っているのですか。赤字になって市民の税金を使うようなことにはならないのでしょ
うね。そのあたり明確なビジョンを示し、市民に理解された上で、
『真駒内に新球場』なる意
見を募るのが筋ではないですか。真駒内に新球場は要りません。市内に２つもドーム球場は要
りません。どうしてもと言うなら現在の札幌ドームを解体して、その敷地を提供してくださ
い。札幌市発展の象徴であるオリンピックスタジアム。確かに老朽化していますが、歴史的建
造物です。それを含めての真駒内公園なのに、取り壊してまで誘致する必要はないと思いま
す。札幌市民、全員が野球ファンでは無いことを念頭にまちづくり政策を行って下さい。
民間会社の一球場のために、道立公園内に建設しようとするのは違うと思う。それに、昔から
の自然豊かな土地に、そういう物を作ることも違うと思う。大変貴重な自然は、長い長い時間
をかけて得られるものであって、無理に壊すこともないと思う。それに、真駒内公園は道立公
園だから、本来なら道と会社の協議になるのでは？それから札幌市との協議になるのでは？順
序も違うと思う。動物達の生態系のためにも、貴重な真駒内公園の自然がいつまでも続くよう
に、現状維持が一番いいと思う。新球場は、北広島でいいのでは？と思う。
是非とも、札幌に残留して欲しいです！真駒内の場合、様々な困難もあるでしょうが、真駒内
駅前再開発と共に、真駒内をファイターズタウンにするべきです。球団の構想と共に生まれ変
われると思います。人口減少が著しいのですから、ここは、正式提案して欲しいと思います。
球場へのアクセス道路の整備など課題もあるが、絶対出来ると信じています。球場の北広島流
出は、札幌市にとって大きな痛手となります。何としても、札幌残留を！！！小樽のウイング
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ベイのように、ホテルなど維持出来るはずが、ありません！北広島へだけは、許しません！是
非是非、真駒内に新球場を！！！
基本的に再開発を実施するということは少なからず確実にその土地の動植物の生態系のバラン
スが崩れるため、今まで住み着いていたモノたちの個体数減少を招く原因になり得る可能性が
ある。さらに道立ということもあり、札幌市と球団だけではなく道も協議に参加すべきだと思
う。
南区がいいと思う。
日ハム側も公園環境に配慮した球場造りの提案をしている。札幌市民としてもぜひ市内に残し
て欲しい。真駒内の活性化に繋がるし、日ハム側も北広島だと交通の便と距離的時間的にも
（平日は特に）客足は遠退くと思う。
地下鉄からのアクセス。シャトルバスだけでなく、モノレールなどの道路を使わないアクセス
方法。
現在、屋内アリーナや屋外競技場での９千人規模のイベント時に、
「国道 453 号と五輪通の交
差点が非常に混雑して動かない、特に五輪通の東行きの車線はかなり渋滞長がある」
、また、
真駒内駅の北側バスターミナルのシャトルバス乗り場に並ぶ長蛇の列も限界状態で有り、アク
セスの点から道立真駒内公園案は無理である。地下鉄自衛隊前駅と真駒内駅間に新駅を設け、
新駅と直結の場所に新球場を建設するのならば、シャトルバスは不要である。自衛隊真駒内駐
屯地は、旅団化に伴う人員と装備の縮小が行われて、敷地にもかなりの余裕が生まれているの
で、駐屯地の南側の敷地を新球場の敷地に譲ってもらえるよう、札幌市は自衛隊側と交渉すべ
きである。道立真駒内公園は、元々、道民の憩いの場として整備された経緯より、日本ハムと
いう民間企業に提供するには、道民からの理解が得られない。小樽には伊藤ハムの工場が有
り、他にも、八雲、上富良野、興部など、ハムを生産している地場産業も道への税金を納めて
きた経緯があるので、反発が予想される。また、同じく、道の敷地内にホテルや温浴施設やレ
ストランやカフェを建設させることにも反対である。小規模なアイスクリーム店かおにぎり屋
程度しか許されない。道立真駒内公園では火気の使用が禁じられており、バーベキューは許さ
れないし、風向きにより、周辺住宅に臭いが流れてしまう。
日ハムは北海道から出ていってほしいです。
新球場建設に大賛成！
真駒内に新球場建設に断固反対、自然環境を破壊してまで建設する必要はないです。そもそも
日ハムが理想とする、敷地面積を提供できないなら最初から、札幌市は辞退するべき、積極的
に誘致して理想の敷地面積を提供できて、誘致に積極的な北広島に新球場建設するべきです。
北広島市の方が魅力的な計画であり適していると思う。わざわざ住民対立をあおる必要はない
ので真駒内案をはじめ、すべての札幌案を撤回すべき。
圧倒的に反対です。そもそも野球がこれからも支持されるはずとの前提が間違いだし、アミュ
ーズメントがこの地域にフィットしないことは明らか。無理筋は止めるべき。来ないでくれ、
はただの住民エゴではない。ここを気に入って住む人々の気持ちを分断する権利は日ハムには
ない。
今の散歩コースの維持。
道立真駒内公園に新球場を建設することに反対です。
本拠地となる新球場は絶対に札幌にあった方がいい！北広島に出来れば行けなくなるファンが
増えるだけでなく、チームの弱体化に繋がり、愛されなくなる危険すらある。一時期のコンサ
ドーレのようにしてはいけない！誘致を反対している地元民はほとんど高齢者であり、数十年
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先の真駒内地区の発展を考えれば、彼らの意見は客観性を欠く無責任な言動だと思う。
秋元市長の新球場誘致に関する決断力、リーダーシップ、問題点・対策の具体的な構想の分か
りやすい説明、誘致した場合の税収増加、雇用増加、街の活性化などメリットの積極的広報と
市長自らの市民に対する説明。
新球場建設よりも、札幌ドームでの日ハムへの対応を改善してほしい。指定管理者制度、球場
使用料の妥当な金額への低下、広告・物販の権利委譲等をはかれば、球団が札幌に残れるは
ず。天下り温存や野球ファンから見てピントのはずれた行政論議から脱却して欲しい。
（元札
幌市民）
五輪通りと国道 453 線の渋滞が懸念されます、今の道路幅だと真駒内上町～西岡がかなり渋滞
すると思います。
真駒内にボールパーク、賛成です。緑に囲まれた静かな真駒内ですが、子供が減りつつ高齢者
が増え、寂れてきていて魅力がなくなってきているので、ボールパークが出来ることにより、
街全体が明るくなり活性化されることで、小さい子から年配者まで住みやすい真駒内になると
思います。
地下鉄からアクセスは悪いし車の渋滞も酷いと思うので、他の土地に建設した方が良いと思う
ので、真駒内案は反対です。
反対される方の意見も分かりますが、現在、真駒内は閑散としています。市長も是非見てみて
下さい。五輪団地と公園近辺の道路整備は必要だと思います。
とにかくファイターズが札幌にとどまるべき。北広島に移ったら札幌はダメな都市と見られ、
イメージダウンにつながる。大都市札幌が北広島に負けたと思われる。札幌市として最大限の
努力をすべき。強く望みます。
日本ハムは札幌ドームのおかげでここまで大きくなれたのに、ドームの批判ばかりして他の場
所に移転しようとする姿勢には大きく失望した。札幌市から移転したいのであれば「勝手にど
うぞ」という気持ちです。
札幌市内にしてほしいです。北広になったら最後まで見られないし…野球を見に行かないと言
っている方もいるので…。その前にドームの方をもう少し色々考えたほうが良かったのではな
いでしょうか？グッズだって、ほぼ札幌市の方にお金が入るとか？だから、私はドームでグッ
ズは買いません。日ハムの物を買うのに、なぜ札幌市にお金が入る？札幌市だって日ハムの試
合がドームじゃなくなって、どうするのでしょうかね？北区なので南北線で行けるのは、嬉し
いです！是非、真駒内で！頑張ってください。よろしくお願いします。
動員数、球場経営を考えても札幌に止めるべき。平岸街道の再整備、地下鉄から球場までの市
電化もしくは専用バスレーン、地下鉄延長などあらゆる方法を検討してほしい。優勝パレード
で苦労した札幌市職員の努力を見ていましたよ。球団も忘れないでほしい。市民感情はそんな
簡単に割り切れるものじゃない。
アクセスが悪い上、ただでさえ渋滞しがちな地区で観戦しに行きたいと思わないです。
札幌に球団が残ってほしいとは思うが、一企業の営利目的のために札幌市が右往左往している
様は、非常に残念に感じる。秋元市長がまちづくりに対する強いリーダーシップを発揮し、企
業がそれに協力して、魅力ある札幌市を作ってほしいと思います。
四季を通じて賑わいが生まれるような施設に、駅から公園までの道、施設整備もあわせて行
う。
提案されたＢＰ構想では、環境破壊・交通渋滞と南区における生活に多大な影響が生ずるおそ
れがあると考えられます。
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一瞬しか盛りあがらないオリンピックなんかどうでも良いので、こちらを必死にやって下さ
い。
あまりに札幌市の対応が遅すぎる。ファイターズが新球場構想を打ち出した時にそっけない対
応をした秋元市長の姿勢に疑問を感じています。３月に新球場の候補地を決めると言っている
のに今頃アンケートをとっているていたらく。札幌から出て行かれたら、札幌ドームと地下鉄
は大幅減益が必至。札幌市内に新球場があると言うだけで有力な事は当たり前なので、５歩も
６歩も出遅れているが、もっともっと積極的に提案することを望みます。
建設反対。
まずは、税金の無駄遣い。交通渋滞発生！緑の環境間違いなく破壊。ゴミ大量発生。交通アク
セス最悪。札幌にするなら札幌ドームで考えた方が良い。北広島市が率先して誘致しているの
だから北広島市にした方が良いと考える。
１番の懸念は渋滞問題と思います。普通の建築物と違いかなり大がかりな物ですので、やはり
近隣住民の意見を重視するべきではないでしょうか？また一民間企業に対して行政が土地を用
意して税金面でも優遇をはかるのには違和感を感じます。本来は日ハムが建設予定地を買い取
り地域住民に説明して建設すべき物と思います。一企業の広報活動に行政が肩入れするべきで
はないと思います。
真駒内駅から地下鉄を延伸、道路上に高架ドーム型の線路を回し、警察学校前から真駒内公園
にＪターン、真駒内公園内に終着駅を作る。南区に来て 30 年、アクセスの悪い真駒内公園に
は一回しか行ったことがありません。北広島に勝つには、地下鉄の直乗り入れしかありませ
ん。ハムとて、北広島で成功させるには、かなりの集客力が必要。ＪＲだけで地下鉄に勝てる
わけない。札幌市は後手後手。ハムが北広島に行けば、かなりの税収を捨てることになる
様々な面において、札幌に残した方が良いと思いますが、近隣住民の反対意見がある以上、新
球場設立は辞めた方が良いと思います。
当初の交渉があまりにも傲慢であり、北広島市が正式に名乗りを上げてからも対応が後手後手
すぎる。このアンケートも、結果次第で北海道に協議するということで、球場建設は考えてい
ないと思われても仕方がないのではないか。札幌市の対応、取組を反省するためにも北広島市
に球場建設で良いと思う。
そもそも何故建設が前提の設問になっているのですか？あと、地下鉄麻生駅・ＪＲ新琴似駅が
近いので、正直北広島に出来た方がアクセスがいいし、歩く時間を考えたら北広島の方が近い
ので真駒内の建設自体反対。
真駒内に球場は必要なし。札幌ドームでいいじゃない。
地下鉄真駒内駅から球場への利便性希望。
とにかく行動が遅い。びっくりするくらい遅い。最低でも真駒内でと提案が出た時点でアンケ
ートの実施をしなければいけなかったでしょう。市を上げての大々的なイベント１つするにも
１年以上前から準備をすると知り合いも言っていましたから、今年の３月に決めると球団が随
分前から言っているのに、危機感が無いなと思いました。しかも、イベントのプロを臨時で雇
うことも無かったようですし、やる気も見えないなと思いました。そして、球団のことを舐め
ていましたよね。札幌ドームの売上は一切渡さない、殆の費用は球団持ち、しかもどんどんお
金を吸い上げるだけ吸い上げて、要望を聞かない。相手が大阪の企業（商売人）でなくても、
フラストレーションが溜まりまくったことでしょう。これらのことができるということは、よ
そ者だから大阪人だからとか、そういう偏見が僅かでもあったのだろうと感じました。横浜
DeNA のときも似たような球場騒動がありましたが、あちらは数ヶ月で解決した挙句、横浜市
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とベイスターズ球団は win-win の関係にまで成り得たという例がつい最近あったにも関わら
ず、そういうことすら調べなかったのでしょうか。去年末、球団のマスコットが北海道のマス
コットになりましたが、どうしてそうなったのかという意味も考えた方が良いように思いま
す。北海道が抱える問題は何となく聞いていますが、北広島市にもし球場ができて、もし集客
が成功をすれば、問題の１つが解決する糸口になるかもしれないし、逆に道外からの観光客が
野球好きだとしたら、札幌にも行きたいと思えるものですよ。ファイターズだけ、球場だけに
力を注がなくても良いと思います。観光資源が豊富な札幌や旭川というイメージなので、それ
以外の魅力を作ることはこれからの北海道の課題の１つでしょうから、もう手を引いても良い
のでは？なんて思うからです。また先日、コンサドーレのサポーターのブログをたまたま拝見
したのですが、元コンサドーレの選手に対してブーイングをすると、選手が怯んで失敗する様
子が面白いと書いており、その選手の移籍先は出資している会社が同じセレッソで、ブーイン
グをするのは期待していた好きな選手だったからという、いじめの言い訳とともに、日本ハム
の会社と球場に貼っていた野球のポスターを破りとるくらい大嫌いということを書いていたの
で、コンサドーレのサポーターからしても、ファイターズが札幌から出て行く方が良いので
は？なんて思いました。だから、元々札幌にあったチームをこれから大事にしてください。
なぜ造る前提なの？知事も市長も馬鹿なのは分かっているが、本当に馬鹿で声も出ない。あん
たたちは任期が終わったらそれまでだろ。そこに住んでいる人達は一生の問題なんだぞ。簡単
に考えるな。日ハムのくずなど、北海道から追い出せ。私利私欲しか言わないスポーツチーム
など要らない。なぜ回りで頑張っているチームを大事にしない。金を市に落とさないからか？
日ハムも知事も市長も、みんな今すぐ辞めろ。市民を大事にできないやつは北海道から出て行
け。
現在、フクロウが公園の一番奥地に来ていますが、それは季節的なもので遅くとも４月にはい
なくなります。自然を守るのは大事ですが、札幌はそんなこと言っていられません。自然に押
されている地域でもあります。未来のことを考えてできることをやっていただきたい。選挙と
同じで時間のある高齢者ばかりセミナーに出ますが、
（結果的に）若者に絞られるウェブアン
ケートはいい試みだと思います。
今のままだとあの周辺はスラム街となりそうです。緑が多すぎて周りからの死角も多く犯罪上
良くないイメージで、今は行きたいと思わない。球場が出来て明るいステキな街になって欲し
いです。
球団を含めて一度検討対象になった経緯有りと。再度なぜこの案が浮上したのか。非常に疑義
を感じます。ＢＰ構想は球場を含めた一体整備ではじめて経済効果を発揮するもので飛び飛び
の施設整備に疑義。また三セクの札幌ドームは市としてどう考えているのか。間違いなく赤字
経営になると思います。軽減策として移転しても年間５試合程度は札幌ドームでの試合ができ
るよう今から申し入れすべきと考えます。真駒内公園は北海道全体の財産です。札幌市だけで
はありません。さらに冬季オリンピックの誘致はやめるべきです。放送時間帯が米国民のため
のみです。選手並びにボランティアを含めた健康管理等を踏まえると手を下ろすべきです。真
駒内公園を含めてバッハ会長個人のものではありません。
球場周辺の渋滞回避が大切だと思います。試合前後の時間帯には信号機の調整が必要だと考え
ます。郊外から仕事を終えて６時の試合開始に間に合わせるのは難しいので、平日の開始時間
は 6 時 15 分か 6 時 30 分にずらすなどの配慮が重要ではないでしょうか。
南区に引っ越してきて感じたのは若い人が少なく老人介護施設が多く高齢者が多いことです。
自然が沢山あり土地もあるのにもったいないというか、もっと地域の活性化を目指した方が今
後のためと感じます。またファイターズを手放すのは札幌市の経済効果を考えるとマイナスだ
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と思います。せっかく獲得したファイターズファンを逃さないで下さい。
札幌市から球団が移転すると、経済効果と税収の激減、市民生活の活気も無くなります。きっ
と、優勝パレードも北広島市になるんですね！
近くのスーパー（ラルズ、イオン、ホーマック、ニトリ）や近くの住民の家の前に無断駐車を
していく（現状の福住町）していく人が増えてトラブルが増える。スーパーの駐車場を有料に
すると間違いなく売り上げが激減する。この対策はどうしているのだろうか？石山通りから西
岡に向かう道路が現状でも渋滞しているが、渋滞対策はどうなっているのだろうか？橋を一本
増やすのだろうか？今、中の島に住んでいるのだが、定鉄バスが本町までしか出ていないの
で、真駒内駅まで延長して欲しい。もし北広島になった場合、優勝セールのパレードで札幌駅
通りを使用するのはやめて欲しい。北広島でやって欲しい（ただ、ごみ整備のボランティアが
集まらないと思うが！）
。現状のドーム赤字対策にヤクルトを呼んで欲しい。かつて巨人ファ
ンからファイターズファンにほとんどの人が変わったように、ヤクルトファンはかなり増える
と思うし、今回のように北広島対札幌になった場合、負けた方のしこりはかなり残ると思う
し、ヤクルトが来ると盛り上がり、札幌大好きな地方の人もヤクルトファンになると思う。ま
たヤクルトならヤクルト球場にしてと言わないと思う。最後に北広島になった場合、いずれ視
聴率は落ち、放送しなくなり、ファイターズは撤退すると思う。
ファイターズは札幌にいて欲しいです。試合後遅くなったら北広島から帰ってくるのが遅くな
るので、試合を見に行けなくなると思います。真駒内にあれば行き帰りで食べ物を買ったり立
ち寄ったりで経済効果もあると思います。
真駒内地区全体をファイターズタウンにしてほしい。フォーラムのあった青少年会館、真駒内
公園全体の管理者をファイターズにし、赤字の道政の負担軽減をはかってほしい。行政のみで
はなく民間活力も利用してこれからの子供たちのために住みよい街つくりができればいいなと
思います。真駒内公園に新球場ができるのであれば、豊平川右岸左岸道路を五輪大橋まで延長
すると渋滞緩和がはかれる。札幌ドームの歩道橋からドームまでの距離を考えると真駒内駅か
ら公園入口まで 10 分程で着けるはず。公園の中を散策しながら球場まで行けば、さほどの距
離ではないと思います。
現在の住環境を破壊する新球場の整備には、賛成できません。
今更アンケート？札幌市アホか。北広島市に一票です。
是非とも真駒内に新球場を建設してほしいです。
北広島市でいいから真駒内は、反対です。
日ハムの球場はやはり北海道の首都札幌にあるべきだと思います。正直あまり魅力を感じない
真駒内も球場が出来ればかなりの活性化に繋がると思いますし、自然ある遊歩道も今は地域住
民の方しか使っていないと思いますが、球場が出来ればもっと他の方々にも利用してもらえる
と思います。それにそこまでの移動手段に使う地下鉄、市内のバス等利益になりますし、市内
に球場があればとても良いことだらけだと思います。
小学生の子供がいます。年に数回はファイターズを観戦しに行きます。札幌にファイターズの
本拠地があるからできることで、子供にとってもファイターズは身近な存在になることができ
ました。真駒内公園をあのままにしておくことは 10 年後を考えた時には市の負担、しいては
子供達の負担になります。ファイターズが来てくれるのは南区にとっても活性化がはかれる唯
一のチャンスですし、北広島市に行ってしまうようなことがあれば、最近の北広島市の繁栄ぶ
りをみても数十年後には北海道の中心都市が北広島市になってしまうことだって懸念されま
す。千歳空港に近く、道路が広く、土地が安いとなればなおさらです。自然破壊を恐れている
方のご意見も聞こえますが、南区の自然は真駒内周辺だけに限りません。石山、定山渓、南
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沢、藤野。どこも公園がたくさんあり、熊が出るくらい自然にあふれています。そういった施
設を自然破壊を懸念されている反対派の方々にご案内し、アクセスの見直しをしてみてはいか
がでしょうか。札幌市としてしても南区内のバスの循環をより細かく検討されてみてはいかが
でしょうか（例：藤野のコミュニティバス）
。南区は坂・山が多いわりにはバスは住宅街の中
を走ってくれません。コミュニティバスのようなものを検討頂き、ご高齢の方の行動範囲が広
がるような街づくりをされると真駒内公園という一か所にこだわることなく柔軟な考えも生ま
れるのではないでしょうか。また、真駒内公園を使っている 60 代以上の利用者数、10 代～50
代の利用者数の統計をとってみて、世代別のご意見を統計的にまとめ協議するのも大切かと思
います（特に南区は高齢化社会ですから､､､）
。これからも南区に住み続けられるような魅力あ
る南区、札幌市になってほしいと思います。是非、総合的なご判断をお願いいたします。
日々の交通渋滞に拍車がかかるのは明白、迷惑です。真駒内公園の姿をそのままにしていて欲
しい。
交通アクセスについて、現在の札幌ドームでイベント（野球の試合等）があるたびドームまで
の道路（歩道も含む）の混雑が発生し、車の右左折進行等に支障をきたしている。真駒内は車
線も少ないのでまずはこういう風に対処（車線を増やす・歩行者の地上歩行を少なくする対応
等）を提示して市民の理解を得る必要があるのではないか。
札幌市が日本ハムファイターズのボールパーク構想について本気度が伝わらない。市外から日
本ハムの試合を見に来る人間にしたら現状の札幌ドームが１番便利なので札幌ドームを有効に
活用して欲しいと思う。
対応が全て遅すぎる！本当に札幌市に残したい気があるとは到底思えない対応をしている。
静かさで落ち着いた土地に無責任に建てるのは反対です。もし建設したら取り返しのつかない
ことになります。
真駒内公園の自然環境を、次世代に残したい。
現状の道路混雑状況や周辺環境のことを考えると、到底建設には賛成できません。
是非札幌市内で造ってほしいし、球団が掲げるアジア１、世界一の BP のために札幌市が力を
貸してほしい。中島公園に造るでもいいです。
中島公園がボールパークなら最高の条件だ。すすきのも潤い、市電も乗客増加、大通駅までも
歩けない距離ではない。過去に中島球場もあった。
やはり札幌市にプロ野球球団（本拠地）がなくなるのは大都市としてのステータスが欠けてし
まうので是が非でもあって欲しい。また、市としても出て行かれるのは痛手ではないのか？
（自業自得だが…）
市長以下、札幌市のこれまでの対応が他人事のようで真剣さが感じられない。
現札幌ドームはどうなるのか？という疑問。
あなた方は札幌市として恥ずかしいことをやっていることを思い知ってください。全国から笑
い者になっていること、分かっていますか？このアンケート意味ありますか？こんな恥ずかし
いことをする時間があるなら、日本ハム球団に土下座 10 時間ぐらいしてください。今回の札
幌市の対応は許しません。北海道の恥です。
真駒内は少し遠いイメージがありましたが、地下鉄の駅があることはとても魅力があると思い
ました。地下鉄真駒内からシャトルバスの運行、球場～各地へのバスが豊富にあれば、全く問
題ないと思います。例えば、今までなかった札幌行きとか、長距離があれば助かります。どう
しても徒歩で地下鉄まで行くと騒音が増え、地域住民にも迷惑が掛かるが、球場敷地内でバス
に乗る人が多ければ、そこまで迷惑を掛けることもないのではないでしょうか。真駒内公園の
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新球場設立に賛成です。頑張ってください。
元南区住民なので、真駒内公園には思い入れもあります。オリンピック開催時のような活気
が、また真駒内には戻ってきてくれたら嬉しいです。ファイターズが札幌に残ってくれるよ
う、北広島市に負けないでください！
是非建設して欲しい。北広島は遠いし交通便が悪い。
現時点では敷地面積が狭すぎだと思うし、地下鉄の駅も遠く利便性もよくないと思う。
是非とも真駒内に新球場建設を!子供たちに夢を与えられる魅力ある公園にしてもらいたい。
札幌ドームがファイターズにふられたのだから、札幌市は未練がましく誘致に執着すべきでは
ない。北広島市にボールパークを置いた方がゆとりのある面積でファイターズがやりたいよう
にやれる上、交通面でも JR の旅客向上、新千歳からのアクセスの良さで道外からの交流人口
拡大を狙えるのでは。北海道の中心の札幌市は大局を俯瞰して、球場を北広島市に譲りむしろ
支援するべきでは。ボールパーク構想は日常から少し離れたエンターテイメントの提案なのだ
から札幌市民にとっても、札幌～北広島くらいの距離感で楽しみに行くくらいが丁度いいと感
じる。
ファイターズが札幌から出て行っていいのですか？今までの貢献度を考えるべき。札幌市が正
式提案していないことに驚きです。民間の資金で真駒内地区活性化の大チャンスです。交通ア
クセスや渋滞問題もあり札幌市も頭を悩ませるでしょうが、今も渋滞は問題となっています。
いずれにしても何らかの対策は必要でした。公園の自然環境を危惧する声も聞きますが、球場
ができたら自然が破壊されるのでしょうか？球団はショッピングモールなどの商業施設は極力
避け、自然環境に配慮した提案をしており反対する理由はありません。札幌市はもっと熱意を
持って誘致するべきです。真駒内駅周辺は五輪後錆びれる一方です。再開発が必要なのは明ら
かです。
経済効果等を考えても札幌に球場がある方がいいと思う。他地域に住んでいる者から感じるの
は、今の真駒内は高齢者が多いのか、寂しい雰囲気のする街。環境保全は理解できるが、さび
れてしまうと若い世代が住まなくなる。何とか自然環境も考えつつ、球場建設に取り組んで欲
しい。
自然、交通、住環境を悪化させてまで、一民間企業に提供する道理はない。万人が好み、球団
を支持しているわけではない。総合的に北広島が合致している。
札幌市で南区の平均年齢が高い。日ハムボールパーク構想により地域の活性化が必要。
新球場は札幌市内に造るべきです。
政令指定都市であり県庁所在地でもある札幌市が、プロ球団の本拠地があるということは大変
鼻が高い気持ちになれる。経済効果もしかり、BP を利用する人及び関係者各位も札幌市にあ
る方が、利便性が遥かに高いだろうと思う。ちなみに北広島市に移転の暁には、自分は二度と
行くことはないでしょう。
自衛隊前と真駒内の間に駅を新設し周辺の道路環境を整備して新球場を建設した方が良い。
現状環境の悪化になる。札幌市に二つの球場は将来を見込めば必要ない。ド－ムの採算が悪化
する可能性大。
北海道の都市である札幌にプロスポーツの組織、球団がある非常に魅力的で、今後のスポーツ
の発展や観光資源に大きく貢献できると考えました。北広島市と札幌市の注目度を比較する
と、日本だけではなく世界的に発信が広く、効果的に伝わると感じます。
札幌市の活性化のため、新球場の建設に賛成します。何よりも、民間企業による資本導入が多
くなって行くことが、結果、市の財政面に効果があります。
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北広島は有り得ない。北広島なら子連れで行けないし行かない。札幌市内なら真駒内しかな
い。現実を直視して、全力で地元真駒内の理解を求めて、早急に真駒内案を正式提案せよ。市
政は、王道を愚直に進むよりない。もし、道有地と市有地の絡みで、揉めているなら、許さな
い。日ハムの球場を造って、同じ敷地内に札幌南署も建てるべきだ。
札幌在住のため、真駒内に建設してほしい。北広島に出来たら仕事終わりにドームへ行かなく
なるので、今よりドームへ行く回数は確実に減る。球団の構想はわかるが、色々な施設を造る
より、いかに見やすく利用しやすい球場を造ってほしい。真駒内駅からのアクセスは、本当な
ら地下鉄を延伸してほしいが無理だと思うのでバスでも仕方ないが、バス代は当日のチケット
を持っていれば無料にしてほしい。でも、一番は札幌ドームの利用料を安くすればいいので
は？コンサドーレがドームを利用する場合も日ハム球団が負担しているとか…おかしくない
か？それに、ドームでの飲食も正直高い！そんな札幌市がどのツラ下げて、候補地を推薦する
のか疑問が残る。先にドームの、利用料を下げるのが先ではないのか？そのしわ寄せがファン
への負担になるっている。チケット代も上がったし…。真駒内に決定したから、日ハム球団か
ら税金を貪るのはやめてほしい。
①札幌市の検討は真剣味が感じられない。常に北広島の後手後手である。候補地をコロコロ変
えるのは、市民として恥ずかしい。②市の第三セクターである札幌ドームの経営をどうする
か、まずは考えるべき。日ハムの構想を論議する立場にない。③真駒内案は BP は真新しくて
も、街がさびれ魅力が感じられない。北広島案の方がはるかに魅力がある。今となっては時間
切れ。潔く、BP 構想から辞退することを望む。
新球場建設に反対。真駒内の魅力である貴重な自然環境が破壊されるのは耐えられない。特に
真駒内公園は珍しい野鳥が訪れる場所。新球場予定地は、真駒内駅から徒歩 20 分ほどかかる
ため、試合のある日はシャトルバスの運行など交通量が大幅に増える。交通渋滞・騒音・車の
排気ガスなど住環境の悪化が懸念される。札幌ドームを何故そのまま使わないか理解できな
い。
五輪通は慢性的に混雑している上にアイスアリーナや屋外競技場でコンサートなどのイベント
があるときには渋滞がひどくなる。また、イベント時には五輪通だけでなく真駒内駅やイオン
藻岩店など周辺の商業施設も混雑するため日常生活に多大な悪影響が生じている。野球に興味
のない自分にとっては迷惑以外の何物でもない。
新しいものを造る必要はない。
日ハムが望む土地など札幌には無い。真駒内なら配慮するとか、北広島と天秤に掛けて好条件
引き出す方便に思えて不快ですらある。
日ハムさま、札幌市さま、正常な判断能力があるなら、真駒内案採択という話にはならないで
すね。
北広島市では時間的に平日の試合を見に行くことができない。市内であれば試合を見に行く回
数が増える。宿泊を伴う道内外や外国から来る人による宿泊や飲食、買い物などが市内既存店
舗等を利用するような札幌全域がＢＰのようになって、球場周辺は北海道らしい緑溢れる球場
にして欲しい。
環境保全も大切ですが、やはり活性化することに期待したいです。
真駒内での建設に反対です。このアンケートの質問も元々日ハムに札幌市側から真駒内検討時
に配慮を要請した内容や、市で検討するとしている交通面などの優先順位を市民等に問うてい
るだけで、このアンケートがなくても、十分道に協議はできるのではないでしょうか。反対の
意見も汲みづらいものと感じます。
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