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Ⅰ　基本情報

非公募の場合、その理由：
・ 株式会社札幌ドームは、平成13 年の札幌ドーム開業時から施設の管理運営を行っており、経営面
においても安定した経営を継続している。また、積極的な改良工事を行うなど来場者サービスの向上
に努めており、施設の良好な管理が行われていること。
・ 株式会社札幌ドームは、プロ野球とプロサッカーをはじめ、2002 ワールドカップサッカー大会等の国
際スポーツ大会、コンサート、展示会その他の催物に多目的に使用される札幌ドームを公正・中立な
立場で様々な利用調整を実施してきた実績があり、これらの利用に加えて、ラグビーワールドカップ
2019 及び東京 2020 オリンピックの開催に向けた準備を進めている中にあっては、これらの施設利用
者との継続的な関係を構築している同社の存在が不可欠であること。
・ 株式会社札幌ドームは、札幌ドームという公の施設では他に類を見ない大規模な施設を経営するた
めに、本市のほか、民間企業の出資により設立した株式会社であり、開設当初に民間企業からの人
材派遣等を受けるなど、札幌ドーム運営のための様々なノウハウを蓄積しており、指定管理を行う団
体と施設の関係が密接不可分であること。
・ 株式会社札幌ドームは、本市が出資する第3セクターとして、今後見込まれる札幌ドームの多額な保
全改修費用の負担に備え内部留保を行うなど長期継続的な視野を持って事業運営を行っているほ
か、自主事業による収益から積極的に本市に利益還元を行っており、本市としても、長期的な視野を
持って札幌ドームを維持していく上で、札幌ドームの指定管理者に対し継続的・積極的に関与する必
要があること。
以上のことから、札幌ドーム条例第3条第2項の規定に基づき、札幌ドームの指定管理者については
非公募とした。

２　指定管理者

名称

業務の範囲
施設維持管理業務、貸館業務（利用料金制度）、イベント実施支援、ドームの利用促進事業、アマチュ
ア大会の実施及び市民利用事業等

株式会社札幌ドーム

指定期間 平成30年4月1日～令和5年3月31日

募集方法
非公募

指定管理者評価シート

事業名 札幌ドームアマチュア大会利用料金減免補填補助金 所管課（電話番号） スポーツ局スポーツ部施設課（211-3045）

１　施設の概要

主要施設 クローズドアリーナ、オープンアリーナ、サッカー練習場、トレーニングルーム、駐車場等

名称 札幌ドーム 所在地 豊平区羊ケ丘1

開設時期 平成13年6月 延床面積 98,232.17㎡

目的
内外の優れたスポーツ、展示会その他の催物の開催の場を提供すること等により、スポーツの普及振
興及び市民文化の向上並びに地域経済の活性化に寄与する。

クローズドアリーナ、オープンアリーナ、展望台その他の施設を利用に供すること、及びその他ドーム
の設置目的を達成するために必要な事業

事業概要

指定単位
施設数：1施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

３　評価単位
施設数：1施設

複数施設を一括評価の場合、その理由：
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Ⅱ　平成３１年・令和元年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

施設の設置目的を実現し、指定管理者としての責務を
果たすための管理運営方針を以下の通り策定しており、
これに基づいた事業活動を実施した。
①施設の設置目的を実現するための適切な平等利用を
確保します
②すべてのお客さまの安全と安心を確保します
③全天候型多目的施設の魅力と可能性を最大限発揮し
ます
④健全かつ安定的な経営を継続します
⑤更なるサービス向上と地域社会への貢献を目指しま
す

・管理運営方針のほ
か、長期ビジョン「SV-
21」及び「中期経営計
画2021」を策定してお
り、その基本方針、基
本戦略に基づいて多
様な事業活動を展開し
た。

全ての要求水準
を達成し、「地球
温暖化防止対策
及び環境配慮の
推進」「管理水準
の維持向上に向
けた取組」「要望・
苦情対応」の項目
については要求
水準を超える取組
が行われているこ
とから、『A』評価と
する。
なお、小項目別の
評価は以下のとお
り。

管理運営方針の
ほか、長期ビジョ
ン「SV-21」及び
「中期経営計画
2021」を策定して
おり、その基本方
針、基本戦略に基
づき良好に施設を
管理運営してい
る。

項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

所管局の評価

▼管理運営方針に沿った事業実施

1　業務の要求水準達成度

▽　管理運営に係る基本方針の策定

「札幌ドームの価値向上と魅力発信」へ向けた取り組み
では、海外からも多くのお客さまをお迎えした「ラグビー
ワールドカップ2019」を無事開催することができ、大会成
功の一翼を担ったほか、2階屋外テラスへのコンテナ型
トイレ設置、館内で利用できる電子マネーブランドの拡
大やＱＲコード決済の導入などを進め、観戦環境のさら
なる充実に努めた。
「新たな事業展開・営業戦略の確立」へ向けた取り組み
では、アリーナクラスコンサートの誘致を行うための「新
コンサートモード」実現に向け、施設所有者である貴市と
「札幌ドームに関するプロジェクトチーム」において具体
的な議論を進め、貴市の中期実施計画において計画化
いただいたほか、2023年以降を見据えた館内及び敷地
内の有効活用策についても検討を進めた。
「持続可能な企業への変革」へ向けた取り組みでは、
SDGsを活用した企業活動や取り組みを札幌ドームレ
ポートなどを通して発信したほか、近隣地域との連携を
深めるための企画「札幌ドーム屋外テラス夏まつり」を初
めて開催し、多くの近隣住民の皆さまにご来場いただい
た。また、連続休暇取得の推奨による有給休暇取得率
の向上や残業抑制に向けた取り組みを推進し、従業員
満足の向上を図った。

開業20周年を迎える令和3年度を目標年度とする長期ビ
ジョン「SV-21」（平成25年3月策定）を実現し、新たなス
テージへ向かうステップと位置付ける新3ヶ年計画「中期
経営計画2021」（平成31年3月策定）に従い、「Make the
New Sapporo Dome! -第二の創成期-新しい札幌ドー
ム、新しい仕事を創り出す」を基本方針に掲げ、「札幌
ドームの価値向上と魅力発信」「新たな事業展開・営業
戦略の確立」「持続可能な企業への変革」という3つの基
本戦略のもと事業活動を進めた。

▼「SV-21」及び「中期経営計画2021」に沿った事業実施

（１）統括管理
業務
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・環境への取り組みを推進していくため、事業本部長及
び全部・室長で組織される「エコ推進会議」を設置し、環
境経営の実現を進めていく体制を強化した。
・令和元年度は年6回開催し、さらなる省エネルギーや
廃棄物排出量の削減、リサイクル率の向上などに向け、
各部門の環境活動状況の把握と具体的な対応策を検
討し、社内に発信した。

[目標]省エネルギーによるCO2排出量の削減
エネルギー使用量（原油換算）を平成23年度より10％削
減（目標年：令和3年度）
[結果]
エネルギー使用量3,585kl（前年3,703kl、前年対比3.2％
削減、基準年対比13.8％削減）
[取り組み]
・スタンド席局所空調、自然換気・採光の適正運用
・エコキュート及びエコノパイロット等の適正運転
・太陽光発電設備の適正管理
・アリーナ照明（プロ野球、場面転換作業等）の緻密な制
御
・ごみの減容化による輸送効率化
・南北ストリート及びタウン東側照明のLED化
・蒸気往配管（フランジ、バルブ）の保温
・「ドームニュース」等の広報誌印刷にグリーン電力を導
入
・ロードヒーティングの温水温度設定の変更による設備
運転の改善
・ロードヒーティング稼動エリアの削減
・ＢＤＦ５％混合軽油を除雪車両に使用
・非イベント日の遮光膜の運用改善
・ＷＥＢ燃料管理サイトを活用した車両の燃費管理

・アリーナ照明等のＬＥ
Ｄ化に加え、蒸気往配
管の保温によりボイ
ラー稼働時のガス使用
量が削減となり、CO2
排出量が前年度比
3.2%減となった。

・平等利用を確保する
ために、札幌ドーム条
例及び同施行規則を
遵守して、社内体制の
整備を行い、施設の貸
出しを行った。

▼平等利用の確保

「環境方針」（平成20年3月策定）及びその実現のために
定めた「ECO MOTION 2021」（開業20周年を迎える令和
3年に向けて重点的に取り組む指針と平成23年を基準
年とした数値目標。平成25年3月策定）に基づき、「マネ
ジメント体制の推進・法令遵守の徹底」、「低炭素社会に
向けた取り組み」、「循環型社会に向けた取り組み」及び
「生物多様性の保全と環境啓発活動の推進」という4つ
のテーマから、人と自然にやさしい施設を目指した取り
組みを進めた。

▼「環境方針」及び「ECO MOTION 2021」の策定

札幌ドーム条例、
同施行規則等を
遵守し平等利用
の確保に努めて
いる。

札幌ドームは大型
イベントが開催さ
れる施設であるた
め、エネルギー使
用量や廃棄ごみ
の量については、
イベント開催状況
や来場者数の影
響を大きく受ける
が、施設管理者と
して、方針を策定
をするなど、地球
温暖化対策及び
環境配慮の推進
に係る様々な取組
を積極的に実施し
ている。

特に、重点的に取
り組む指針や具
体的な数値目標
を方針等において
定め、関係者で組
織す　「エコ推進
会議」を継続して
実施するなど、目
標達成に向け具
体的な取組を実
施していることは
評価に値する。

また、自社での取
組に留まらず、対
外的な環境啓発
企画についても継
続して実施してい
るほか環境関連
団体等への参加
も積極的に行って
いる点は評価でき
る。

・環境マネジメント体制
を確立し、法令遵守の
もと、数値目標達成に
向けて、多岐にわたる
取り組みを実施した。

▼各テーマにおける具体的な取り組み及び結果は以下
のとおり

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

貸館事業については、貸館利用審査委員会を開催し、
平等利用の徹底を前提に、適正な事業者への貸し出し
を行う体制を敷いて実施した。
市民利用事業については、札幌市公共施設予約情報シ
ステムを活用するほか、専用の受付電話を設置するな
ど、市民の公平な利用に注意を払い、業務にあたった。

<マネジメント体制の推進・法令遵守の徹底>

<低炭素社会に向けた取り組み>
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・前年対比では、一般
廃棄物全体の量は増
加したが、その要因
は、イベント開催時の
生ごみや、ラグビー
ワールドカップ開催に
よる缶ごみなどのリサ
イクルごみの増加であ
り、廃棄ごみは前年度
比1.1％減となった。

・リサイクルポストによ
る分別回収を推進し、
リサイクル意識の向上
を図ったほか、事業系
ごみについても売店事
業者や常駐委託事業
者と協同した分別を推
進したことにより、リサ
イクル率の向上を図っ
た。前年度比は2.3ポイ
ント増。

・ウェブサイトやCSRレ
ポート等を通じ、環境
啓発活動を社内外に
向けて積極的に行っ
た。

<循環型社会に向けた取り組み>

[目標①]生物多様性の保全
30種類以上の鳥が訪れる環境を維持（目標年：令和3年
度）
（平成27年度の調査時には36種類の鳥を確認）
※調査は５年おきに実施しているため令和元年度は未
実施
[取り組み]
・年2回の草地の刈込み、植栽の剪定や補植、冬囲いな
どによる適切な緑地管理
・高茎草地を好む鳥を誘うために、あえて草を刈らずに
高茎草地エリアを用意

<生物多様性の保全と環境啓発活動の推進>

[目標②]資源循環の促進
リサイクル率60％以上に（目標年：令和3年度）
[結果]
リサイクル率56.5％（前年54.2％、前年対比2.3ポイント増
加、基準年対比10.2ポイント増加）
[取り組み]
・リサイクルポスト設置及び分別回収の呼びかけによる
イベント時のごみ分別回収の推進
・英語による貼紙掲示により、外国人にごみ分別リサイ
クルへの協力を依頼
・リサイクルポストの分別表示に英語表記を追加
・委託事業者と協同した事業系ごみの分別推進
・弁当容器にリサイクルシールを貼付
・植栽の剪定枝・添え木などをリサイクル
・芝ごみのほぼ全量を焼却処分からリサイクルごみとし
て堆肥化
・蛍光管・乾電池・パソコン・金属くず・木製パレットなど
のリサイクル化

[目標①]廃棄物の削減
廃棄ごみを平成23年度より30％削減（目標年：令和3年
度）
[結果]
廃棄ごみ排出量186t（前年188t、前年対比1.1％削減、
基準年対比26.2％削減）
[取り組み]
・リサイクルポスト設置及び分別回収の呼びかけによる
イベント時のごみ分別回収の推進
・英語による貼紙掲示により、外国人にごみ分別リサイ
クルへの協力を依頼
・リサイクルポストの分別表示に英語表記を追加
・芝ごみのほぼ全量を焼却処分からリサイクルごみとし
て堆肥化
・売店でのレジ袋削減
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・指定管理者として業
務を効率的かつ安定し
た体制をもって行える
よう、全体の業務量及
び質を考慮し、計画的
かつ適正な人員配置・
採用を行った。

・組織変更により広報
課を経営計画策定等
を担う経営企画室に配
置し、当社の現状、こ
れからの進む方向や
その考え方について、
市民道民をはじめとす
るすべての関係者に、
より正確により良いタ
イミングで発信する戦
略的な広報と、企業プ
ロモーションの統括が
できる組織体制とし
た。

業務を効率的か
つ安定して遂行で
きるよう、統括責
任者・職務代理者
を定め、計画的か
つ適正な人員配
置が行われてい
る。

組織変更を行い、
戦略的な広報と、
企業プロモーショ
ンの統括ができる
組織体制としたこ
とは評価に値す
る。

人事異動を実施

組織変更、人事異動を実施
3名を中途採用

4月：

11月：

[目標②]
環境啓発企画への参加者を延べ10万人に（目標年：令
和3年度）
[結果]
令和元年度実績1,402人、累計79,436人
※10万人まであと20,564人
［取り組み］
・「札幌ドームCSRレポート2018」の制作及びウェブサイト
への掲載
・「近隣小学校展望台見学＆環境啓発事業」の実施（4
日間）
・「キッズISO14000プログラム事業」への協賛
・ドームツアーにおけるリサイクルポストの紹介
・「エコ行動チェックシート」の活用によるエコ推進
・「ＥＣＯなコラム」配信（月1回）
・ノー残業デーの実施（月1回）
・町内会の清掃活動や花植えに参加（3日）
・札幌ドームクリーンアップ作戦の実施（1日）
・札幌ドームイベント開催時に環境啓発ブースを出展（3
日間）
・札幌ドーム敷地内での鳥と昆虫の自然観察会「第5回
札幌ドーム生き物探検隊！」を開催（21名参加）
・札幌ドーム敷地内での鳥の観察会「札幌ドーム秋の野
鳥観察会」を開催（18名参加）
・環境関連団体等への参加
「さっぽろエコメンバー（レベル３）」
「北海道グリーン・ビズ認定制度」
「札幌商工会議所ＥＣＯ宣言」
「グリーン購入ネットワーク」
「生物多様性さっぽろ応援宣言企業」
・資源と環境保護のため、広報物に植物油インクを使用
・敷地内樹木150本に「樹木プレート」設置
・「エコプレイヤーキッズ」「札幌ドームおさんぽＭＡＰ」
リーフレット配布

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

▼管理運営業務の統括責任者を事業本部長、統括責
任者の職務代理者を総務部長とした。

▼組織の整備、従事者の確保・配置
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4月：

5月：

6月：

7月：

2月：

新入社員研修（中途採用社員のうち1名）
海外視察研修（主任職3名）
※4月・10月に計14日

中堅社員研修（一般職2名）

4月：

9月：

12月：

研修については、
業務に必要な研
修のほか、全社員
向けにコンプライ
アンスに関する研
修を実施してお
り、指定管理者と
して法令厳守のた
めに必要な啓発
が図られている。

また、幅広い視野
を獲得し、新たな
発想力を備えるた
めに海外視察研
修を実施し、海外
の集客施設のノウ
ハウを吸収しよう
とする姿勢も評価
できる。

・人材育成において
は、年齢、役職に応じ
た研修を実施した。海
外におけるスポーツ文
化と最先端のエンター
テインメントの体験と集
客施設としのノウハウ
を吸収することで、幅
広い視野を獲得し、新
たな発想力を備え今後
のマネジメントに活か
すため、ロサンゼル
ス、ラスベガス、アナハ
イム、ロンドン、コベン
トリーを訪問する海外
視察研修を行い、その
報告会も実施した。

・人事考課制度の運用
により、公正・公平に
社員のプロセス評価及
び目標管理を行い、社
員のモチベーション向
上を図った。

・法令遵守に関する研
修
については、毎年該当
者向けに行っているも
ののほか、時代の変
化に合わせたテーマの
全社員集合研修も実
施した。

プロ野球暴排実務者研修会（イベント開催時
のトラブル等への適切な対処について／社員
2名）
コンプライアンス集合研修（情報セキュリティに
ついて／全役員・全社員）
防火・防災社内講習会（震災経験後のドーム
設備改修事例及び消防計画の修正点等につ
いて／全役員・全社員）

▼人材育成を目的とした研修の実施

▼法令遵守・服務規律に係る研修の実施

中途採用社員研修（会社概要・事業内容・会
社規則等／中途採用社員3名）
食品衛生講習会（食品衛生に対する意識向上
と注意事項について／飲食事業課社員及び
売店事業者等）
※4～11月に計4回実施

マネジメントケイパビリティ部長研修（部長職1
名）
※12月～2月に実施(計6日）

e‐ラーニングによるコンプライアンス研修
（中途採用社員3名）
※5月～8月に受講（1日）

甲種防火管理・防災管理新規講習（社員4名）
※6月～12月に受講(1日）

セーフティーラリー北海道2019参加（交通安全
意識の向上及び無事故・無違反を目指す／全
社員）
※対象期間7月～10月

▼社員の意欲の向上と能力開発を目的として、人材育
成を重視した人事考課制度と、それと連動した賃金制度
の運用を実施した。
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事業本部長及び全部・室長による「事業本部会議」を定
期的に開催し、検討事項の議論や、情報共有を行うこと
で、組織としての意思を統一し、安定した組織運営・施設
管理を実施した。

会社をより良くするため社員からアイデアを募り、良いア
イデアを表彰する制度を運用した。アイデアは事業本部
会議で議論し、実施・改善すべきと判断したものは、担
当部署で具体的な検討を進めるとともに、社内にフィー
ドバックした。令和元年度の提案件数は31件であった。

他社事例を体感・研究することでお客さま目線・感覚を
養い、来場者サービス向上に繋げることを目的に、国内
外のスポーツやエンターテイメントの調査制度を整備・運
用した。令和元年度の調査件数は3件であった。

利用者から寄せら
れた意見・要望に
ついて、定期的な
事業本部会議の
実施等により、社
内での情報共有
が適切に行われ
ており、必要に応
じた業務見直し等
が図られている。

更に、寄せられた
意見・要望をもと
に、要求水準には
ない様々な改修
等を積極的に実
施し、利用者サー
ビス向上に努めて
いることは大変評
価できる。

また、スポーツ・エ
ンターテイメント調
査制度を取り入れ
るなど、サービス
向上に向けた他
施設の事例調査
も積極的に実施し
ている。

・独自のクレームマネ
ジメントシステムを活
用し、主催者、来場者
からのご意見、ご要望
を受け付け、社内に
フィードバックする体制
を確立し、内容によっ
ては主催者や委託事
業者に戻すなど、ご要
望を形にすることでお
客さまサービスの充実
を図った。

・覆面調査を実施し、
より高水準な業務レベ
ルや利用者サービス
の向上を図った。

・飲食事業のサービス
の向上のため、飲食委
託事業者の店長を対
象とする研修のほか、
サブリーダーやアルバ
イトリーダーを対象と
する研修も継続実施し
た。

・社員からの意見や要
望を改善につなげる体
制を整備し運用した。

▼来場者サービスの向上のための取り組み

▼アイデア提案表彰制度の運用

・覆面調査とその結果に基づく研修
対象：飲食事業課社員、飲食委託事業者、物販担当社
員
・店長研修、サブリーダー研修、アルバイトリーダー研修
当社と飲食事業者でビジョンを共有し、「チーム札幌ドー
ム」としてお客さまサービス向上を目指し実施。
対象：飲食事業課社員、飲食委託事業者
・接客コンテスト
飲食販売スタッフによる「接客ロールプレイングコンテス
ト」を実施し、表彰されたスタッフにはバッジをつけること
で、サービス品質向上及びスタッフのモチベーション向
上を図った。

▼スポーツ・エンターテイメント調査制度の運用

▼事業本部会議の開催

▽　管理水準の維持向上に向けた取り組み

・2F屋外テラスにコンテナ型トイレを設置
・2F飲食ワゴンにクレジット端末用LAN増設
・マルチ電子マネーチャージ機用LAN増設　等

▼ご意見・ご要望をもとに実施した取り組み(抜粋）

▼独自のクレームマネジメントシステムの活用

お客さまの声を貴重な財産と考え、寄せられたご意見は
電子化して全社員に配信し、検討が必要なものは会議
や担当部署にて改善に向けた議論を重ねた。すぐに解
決できないご要望は、中長期的な課題として共有し、継
続的な調査・検討を行っている。
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以下の通り、3か月に1回開催し、その議事録を提出し
た。

運営協議会を定
期的（３カ月に１
回）に開催し、本
市との情報共有を
適切に実施してい
る。

貴市（管理担当係長　他）、（株）札幌ドーム（総務課長　他）

開催回

▼暴力団員又は暴力団関係事業者の排除

・委託事業者から提出された業務報告書を受け、適正に
業務遂行されているか確認した。
・敷地内工事の竣工確認を実施した。
・お客さまからのご意見、ご要望を該当する委託事業者
に迅速にフィードバックし、必要に応じて指導した。
・委託事業者スタッフの覆面調査とそれに基づくフィード
バック研修を実施し、中立的なお客さま目線による評価
を再確認すると共に、良い点・悪い点を抽出し、業務改
善・ホスピタリティの向上を図った。

▼業務計画に基づく第三者への委託業務等の実施

第4回
3月10日

第3回
12月13日

・第86回取締役会について
・アマチュアスポーツ大会開催支援及
び利益還元の進歩状況について
・共催イベント時の対応について
・札幌ドームメンバーズクラブの利用促
進について

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等の
開催）

▼運営協議会の開催

第2回
9月25日

・第85回取締役会について
・アマチュアスポーツ大会開催支援及
び利益還元の進捗状況について
・消費増税対応について
・屋外及びコンコース広告の目的外使
用料について

・貴市と当社で定期的
な協議を行うだけでは
なく、日常においても
情報交換を綿密に行
い、連絡伝達の遅延・
不足が無いように留意
した。

協議・報告内容

札幌市暴力団の排除の推進に関する条例に基づき、暴
力団員または暴力団関係事業者が契約行為の相手方
とならないよう、適切な事務処理を行った。
また、既に締結している契約の相手方が暴力団員また
は暴力団関係事業者であると判明した場合や不当要求
を受けた場合などに備え、顧問弁護士などの専門家に
必要な助言を受け、適切に対処できる体制を整えた。

第1回
6月24日

・第84回取締役会について
・第21期定時株主総会について
・アマチュアスポーツ大会開催支援及
び利益還元の進捗状況について
・屋外テラスでのパブリックビューイン
グについて

＜協議会メンバー＞

・再委託を行う際は、
当社契約規則等に基
づき、適正な契約事務
を実施した。

・業務の遂行にあたっ
ては、高水準な業務レ
ベルが維持できるよう
業務内容を明確にする
とともに、適正に履行
されているか随時検
査・確認を行い、必要
に応じて適切な指導を
行うことで、お客さまの
安全・安心に努めた。

第三者に委託して
いる業務につい
て、業務報告書の
確認等により適切
に管理監督・履行
確認を行ってい
る。

また、業務の実施
状況について、覆
面調査を実施する
など、再委託して
いる業務について
も利用者サービス
向上の観点をもっ
て実施されてい
る。

・第87回取締役会について
・アマチュアスポーツ大会開催支援及
び利益還元の進歩状況について
・芝種子散布機の購入検討について
・新型コロナウイルス感染症対応につ
いて

▽　第三者に対する委託業務等の監理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）
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▼コールセンター、ウェブサイトでのご意見・ご要望を貴
市に月次報告している。

・一般のお客さまから
のご意見・ご要望を積
極的に収集し、ホスピ
タリティーの更なる充
実に努めた。

多種多様な方法
により利用者の意
見・要望の収集に
努め、必要な記
録・整理・分析を
行っている。

また、意見・要望
に対する対応結
果等については、
ホームページウェ
ブサイトなどを使
用し、広く公表して
いる。

更に、収集した意
見・要望をもとに、
要求水準にはな
い様々な改修等を
実施し、更なる利
用者サービス向
上を積極的に図っ
ており、大変評価
できる。（対応内
容は「▽ 管理水
準の維持向上に
向けた取組」参
照）

▼「軽減税率制度」、「区分記載請求書等保存方式」を
含む消費税率の改定において、 適正運用に努め、これ
に伴う会計処理を適正に行った。

▼警送会社との契約により、現金入金機を設置し、当社
自身が扱う現金を圧縮している。

※コールセンター入電数 22,214件
   （前期比：156件減）
※コミュニケーションご意見枚数84枚
   （前期比：34枚減）
※メール　447件
 　（前期比：17件増）

▼ご意見・ご要望の改善事例については、「お客さまの
声をかたちに」というウェブコンテンツを作成し、広報して
いる。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▼独自のクレームマネジメント体制の強化
クレームマネジメントシステムを導入し、お客さまのご意
見・ご要望に対する対応方針を決定して、社内にフィード
バックする体制を確立している。

▼一般のお客さまからのご意見・ご要望に関しては、
コールセンターや、館内に設置している「コミュニケーショ
ンコーナー（ご意見箱）」、「ウェブサイト（Eメール）」等よ
り収集し、イベント主催者からのご意見・ご要望と合わせ
て、可能な限り対応し、双方向コミュニケーションに努め
ている。またスムーズなイベント運営を行うため、ファイ
ターズコールセンターと月1回情報交換を実施している。

▼当社現金取扱要領に基づき現金管理を行っている。

・監査法人による会計
監査を年3回、税理士
による税務監査を年12
回実施し、適正な会計
処理がなされているこ
とを外部監査により確
認している。

▼コミュニケーションコーナーに寄せられたご意見に対し
て、回答文書を作成し、コミュニケーションコーナーに掲
示した。

外部会計監査や
税理士による税務
監査を実施してお
り、適正な会計処
理に努めている。

現金の取扱いに
ついては、関係規
定を整備し、その
規定に基づき適
正に管理してい
る。

▼資金管理については、月毎の予算実績管理を実施
し、経営幹部へ情報共有を行うとともに、監査法人によ
る外部会計監査及び税理士による税務監査を実施して
いる。

▽　要望・苦情対応
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▼インターネットアンケートの実施

・管理運営業務に係る
記録・帳簿等を適切に
作成・管理し、その情
報を的確に分析するこ
とにより、管理運営状
況を常に把握し最善の
対応を実現できるよう
努めた。
また、これらの記録・帳
簿をもとに管理運営状
況の報告書を作成し、
定期的に貴市へ提出
するとともに、随時連
絡・報告が必要なもの
については遅滞なく情
報を共有した。

・平成24年度からの継
続的な取り組みとして
インターネットアンケー
ト「オンラインリサーチ」
を実施した。また、平
成27年度から継続して
モニター参加者へサッ
カー、野球の試合観戦
の機会を設けるなど、
モニターアンケート回
答の質の向上に努め
た。

・モニターアンケートの
集計結果は適切に社
内での情報共有を行
い、担当部署で検討を
進めている。

・モニターとの座談会
では、館内見学の時間
も設けるなどして当社
の取り組みをより深く
理解していただくと同
時に、お客さまの生の
声を聴く貴重な機会と
なり現場の活性化に寄
与した。

＜モニターアンケート第1回実施結果＞

▼貴市の検査・確認・要請に対し、誠実に対応した。

インターネットを利用したお客さまアンケート「札幌ドーム
オンラインリサーチ」を平成24年度から継続実施してい
る。アンケート結果とご意見等に対する当社の考え方に
ついては、当社ウェブサイトに掲載している。
［令和元年度の取り組み内容］
・モニターアンケート（平成25年度から継続）：3回実施
・役員との座談会（平成26年度から継続）：2回実施
・モニター観戦（平成27年度から継続）：全14試合実施

・回答結果（抜粋）
ウェブサイトは約7割のお客さまがスマートフォンから閲
覧しているが、スマートフォンサイトについては、シンプ
ルでサクサク動いて使いやすいというご意見があった一
方、ページデザインやレイアウトへのご意見や、リアルタ
イム情報の提供などのアイディアをいただいた。
広報誌「ドームニュース」については、「時々見ている」
「ほぼ毎号見ている」が71.9％となった。また、広報誌の
印象については、半数以上が「札幌ドームに行きたくな
る」と回答した。

・回答結果（抜粋）
敷地内（歩道橋そば）に設置したエスカレーターは「とて
も効果的な改善だと思う」「まぁまぁ効果的な改善だと思
う」が92.3%と大変良い評価をいただいたが、帰りもエス
カレーターを使用できるようにしてほしいとのご意見が
あった。また、コンテナ型トイレについても、混雑緩和の
観点から良い評価をいただいた一方、「コンテナ型トイレ
は不衛生なイメージがある」といったご意見もいただい
た。
清掃状態については、概ね高い評価をいただいたが、
「イベント終了後のリサイクルポストにゴミがたくさん積み
あがっていてリサイクルできる状況ではない」といったご
指摘や、「トイレ内の汚れが気になる」「トイレの床が水
浸しのときがある」などのご指摘もいただいた。

・回答者数：94人（モニター登録者100人中）

・テーマ：「ウェブサイト・広報誌・各種広告について」

＜モニターアンケート第2回実施結果＞

・テーマ：「施設・設備について」

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己
評価の実施）

▼管理運営業務仕様書に定める帳簿等を常に整備し、
これらを5年間保管書類として管理している。

必要な記録・帳簿
等を整備し、適切
に保管している。

モニタリングにつ
いては、札幌ドー
ムオンラインリ
サーチを実施し、
項目別に利用者
意見を収集するこ
とで、サービスの
改善点の把握に
努めている。

また、報告書類は
適切に提出されて
おり、本市の検査
等に対しても誠実
に対応している。

・実施期間：7/9～7/26

・実施期間：8/20～9/6

・回答者数：91人（モニター登録者100人中）

▼管理運営業務協定書に定める各報告書類を適切に
貴市に提出した。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

・社員の労働条件につ
いては、必要に応じ、
顧問契約を締結してい
る社会保険労務士・弁
護士・産業医の助言を
受け、労働関係法令を
遵守するとともに、当
社就業規則やその他
必要な規則・制度を適
正に整備し、雇用環境
の維持向上に努めた。

・社員の労働環境につ
いては、勤務時間、休
日・休暇、賃金等の勤
務条件について、労働
基準法及び当社就業
規則等を遵守し、良好
な労働環境を確保した
ほか、社員に対しメン
タルヘルスチェックを
行い、臨床心理士など
有資格者に相談できる
サービスを継続運用す
るなど、職場環境のさ
らなる健全化に努め
た。

労働関係法令は
遵守され、雇用環
境の維持向上に
資する体制づくり
に積極的に取り組
んでおり、要求水
準を達成してい
る。

・回答結果（抜粋）
当社の取り組みへの総合的な評価では、「安定的なドー
ムの運営」「施設・設備のメンテンナンス」「CSR活動」の
項目で2/3以上のモニターに高評価をいただいたが、
「飲食サービスの改善」が前年よりも評価が低下し、取り
組みが不十分と感じる方が多い結果となった。
また、オンラインリサーチによって当社の印象が良くなっ
たと回答したモニターは87.6％となり、お客さまの貴重な
お声を収集するだけではなく、当社の取り組みへの理解
度向上へも寄与した。

▼当社社員が労災保険に、条件を満たす社員が雇用保
険に加入している。これに加えて、労災を被った場合の
上積み補償として、社員に対する傷害保険にも加入して
いる。

・実施期間：10/1～10/11

▼当社社員を時間外労働・休日労働及び深夜業務させ
た場合、それぞれ法定割合以上の割増賃金を支払っ
た。

▼社員の勤務形態、家族状況等に応じて社会保険に適
切に加入させた。また、必要に応じて適切に届け出を
行った。

・内容
座談会の開始前に館内見学を行い、これまでに改修し
た主な箇所（マルチディスプレイ、スタンド階段手すり、ト
イレなど）を紹介した。
座談会では、敷地・施設の活用や集客施策など、多岐に
わたるテーマについて意見交換を行った。
当社側の出席に部・室長を加え、より現場がお客さまの
声を直接聞く機会を設けた。

▼当社アルバイト社員について、北海道の最低賃金861
円（令和元年10月3日発効）を上回る900円以上の時給
を支給した。

・回答者数：89件（モニター登録者100人中）

・テーマ：「運営会社について」

＜モニター座談会実施結果＞

・テーマ：「今後の札幌ドームに期待すること」

・実施日：10/22・23

・座談会参加モニター人数：1回目7名、2回目7名

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

▼時間外労働又は休日労働の規定については、書面に
よる労使協定（36協定）を締結し、労働基準監督署に届
出を行った。

＜モニターアンケート第3回実施結果＞
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5月：

9月：

※ コンプライアンス推進会議（年4回実施）
（5月、8月、11月、2月）3ヶ月ごと実施

・当社内部統制システ
ムに関する基本方針
に基づき、各種活動に
より、社員のコンプライ
アンス意識の向上を
図った。

▼当社内部統制システムに関する基本方針に基づく活
動を実施した。

第9回コンプライアンス委員会開催

※内部統制システムに係る研修（コンプライアンス集合
研修）の実施状況は、「（１）統括管理業務▽管理運営組
織の確立（責任者の配置、組織の整備、従事者の確保・
配置、人材育成）」に記載

▼弁護士、社会保険労務士及び産業医と顧問契約を継
続した。

▼より働きやすい職場づくりの推進を目的として、一般
事業主行動計画の策定を行った。目標としているリフ
レッシュ休暇5日取得と年次有給休暇5日以上取得につ
いては、100%達成となった。また、5日以上の連続休暇
取得を推進し、その取得率は98.6％であった。

▼当社は深夜業ではないが、深夜労働従事者の定めに
準じ、社員の健康診断を1年に2回実施し、結果を労働
基準監督署に提出した。
法定健康診断に加え、年齢に応じて検査項目を追加し
ているほか、女性社員を対象とした婦人科健診や配偶
者の健康診断も費用を負担し実施した。

▼「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus認証企業（ステッ
プ1）」として、「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus取組確
認シート」に基づき、ワーク・ライフ・バランスの実現のた
めの様々な取り組みを進めた。
令和元年度については、産前産後休業を取得した社員
が2名、育児休業を取得した社員は男性社員1名を含む
3名おり、休業中の適切な対応と職場復帰に向けた環境
整備に努めた。

第8回リスクマネジメント委員会開催

▼福利厚生を充実させることで、社員の働く意欲・能率
の向上を図った。

▼メンタルヘルスチェックを実施した。また、メンタルヘル
スサポート体制強化のため、匿名で臨床心理士等に相
談できるEAP（従業員支援プログラム）サービスを継続
運用している。

▼労働安全衛生法及び当社安全衛生規程に基づき、社
員の安全と健康の確保、災害・事故の未然防止及び快
適な職場環境の形成のため、月1回衛生委員会（構成
員8名、うち2名は衛生管理者の有資格者）を開催した。
[衛生委員会の主な取り組み]
・ノー残業デー対象日の設定
・テレワークの検討
・年休の取得促進の検討
・ストレスチェックの審議
・産業医によるＶＤＴ症候群に関する勉強会
・新型コロナウイルス感染症対策の検討　など
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

必要な連絡体制
の確保（緊急連絡
網の整備等）がな
されている。

施設・設備等の維
持に関する業務に
ついては、定期的
な設備点検を実
施し、故障等が発
見された場合には
速やかに対応す
るなど、施設の安
全確保に向け適
切に実施してい
る。

▼新型コロナウイルス感染症対策として、従業員にはマ
スク着用や手洗い、うがいの励行、出勤前の検温や体
調管理の徹底を行い、時差出勤やテレワークを実施す
るなどした。また、臨時休館により出勤日数が減少した
臨時社員には休業手当を支給し、雇用を維持した。

・職場における新型コ
ロナウイルス感染症対
策を適切に行った。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

・清掃、警備、施設設
備運転管理、保守点
検ともに業務計画のと
おり実施し、施設設備
の適正な維持管理を
行った。

・お客さまの安全確保
を第一に自衛消防組
織、緊急連絡網を形成
しており、有事の際お
客さまに安全なご案内
ができる体制を整備し
ている。

▼外構管理、コンパウンドアート管理、除排雪は当社社
員及び第三者委託により適宜実施している。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

▼清掃、常駐警備、施設管理業務、駐車場管理につい
ては業務計画に基づいた内容で第三者への委託により
実施している。
・駐車場スタッフがお客さまに案内する際に見せるサイ
ンを多言語化した（英語・中国語・韓国語・タイ語）。
・新型コロナウイルス感染症対策として、清掃委託事業
者にて、稼働中の館内施設で消毒作業を1日2-3回実施
している。（手すり・ドアノブ・洗面台水栓・エレベータボタ
ンなど）

▼新型コロナウイルス感染症対策として、以下の対応を
実施した。
・来場者が使用するトイレ全てに、「手洗い、咳エチケッ
ト」に関する案内を掲出した。
・清掃委託事業者やフランチャイズ球団と連携し、必要
なマスク・消毒液等の確保に努めている。
・消毒液の配置を見直し、屋外にも設置した。盗難対策
を実施し、紛失により使用できないことがないように準備
した。
・守衛所前で来館者・飲食事業者に検温を実施してい
る。ドーム社員・常駐委託事業者・工事業者等には事前
検温結果を記録させている。
・貴市との連携を緊密にとり、主催者とも調整を図りなが
ら、市施策との同調を図るとともに、利用者への丁寧な
周知を行った。

▼館内設備の点検を定期的に行い、故障等があれば直
ちに修繕を行うことで設備の安全を維持している。

▼損害賠償保険は仕様に適合したものに継続加入して
いる。

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▼自衛消防組織、緊急連絡網を形成し、有事の際にお
客さまの安全を守る体制を整えている。

▼拾得物は1日単位で管理し、法令に基づき一定期間
保管しお客さまからの問い合わせに対応している。

▼独自のクレームマネジメントシステムを整備し、お客さ
まからのご意見、ご要望に対して迅速かつ適切に対応
する体制を整備している。

全ての要求水準
を達成しており、
「施設・設備等の
維持管理」の項目
については要求
水準を超える取組
が行われているこ
とから、『A』評価と
する。
なお、小項目別の
評価は以下のとお
り。

13



様式3-1

施設・設備等の修
繕は速やかに実
施されており、ま
た、要求水準には
ないが、利用者
サービスの向上・
施設の設置目的
の達成に大きく寄
与する改良工事
や施設維持に必
要な保全工事を
自主事業による収
益により積極的に
実施しており、大
変評価できる。

▼修繕は年度計画を貴市に提出し承認後実施した。そ
の他、急を要する修繕については対応後貴市に報告し
ている。
※修繕等件数　137件　／　実施金額　約99百万円
（保全計画のうち当社が実施した9件/約34百万円を含
む）

・防災業務では委託事
業者の協力のもと、防
災・消化訓練を実施
し、危機管理意識の向
上に努めた。なお、
2020年3月に実施を計
画していた訓練につい
ては、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の状
況を考慮し、中止し
た。

・大規模地震等が発生
した際に従業員が適
切な行動をとるための
ツールとして「札幌ドー
ム防災カード」を常時
携帯させることで、さら
なる防災意識の向上を
図った。

防災・防災訓練に
ついて、必要に応
じて主な施設利用
者や委託業者を
交え、実施してお
り、防災体制の確
立に努めている。

・改良工事について
は、貴市と協議のう
え、当社の収益を活用
し、利用者（来場者・主
催者）のホスピタリティ
向上を目的として実施
するとともに、適宜修
繕も行った。

・札幌ドーム保全計画
に係る工事について
は、貴市と協議のう
え、保全計画の一部を
当社の費用負担で実
施し、貴市の札幌ドー
ム保全業務に貢献し
た。

▼札幌ドーム消防計画に基づき、防火・防災管理業務を
実施している。
・新入社員4名が甲種防火管理・防災管理新規講習を受
講した。
・AED講習を2年に1回受講させるようにしており、2019年
度は9名受講した。
・札幌市消防局の特殊災害救助訓練に協力した。

▼大規模地震等発生時に必要になると想定される情報
を常に携帯できる名刺サイズの折りたたみ型カード「札
幌ドーム防災カード」を「社員用」「委託業者・主催者・フ
ランチャイズ用」「アルバイト用」の3種類に分けて配布し
ている。

▼以下のとおり防災訓練・自衛消防訓練を実施した。
・11月：自衛消防訓練・水消火器を使った消火訓練
非イベント日に火災が発生したとの想定で、委託事業者
と連携し実施した。豊平消防署の指導の下、水消火器を
使用した消火訓練を行った。
※主な訓練内容：火災発生の告知、営業状況・来場者・
避難動線の確認、来場者の避難誘導など。

▼災害発生時、BCP（事業継続計画）の観点から速やか
に社員の安否を確認するために、平成25年度に導入し
た「安否確認システム」を運用している。

▼改良工事の実施
・利用者のホスピタリティ向上やサービス向上を目的とし
た改良工事を実施した。

・改良工事により発生した資産は、一部を除き、施設所
有者である貴市に寄附している。また、札幌ドーム保全
計画（貴市策定）と連動した適切かつ効率的なメンテナ
ンスを当社の費用負担で実施した。
※施設改良工事件数　41件　／　金額　約143百万円
（うち札幌市への寄附金額は約143百万円）

［主な工事項目］
2階屋外テラスコンテナ型トイレ設置、トレーニングルー
ム関連整備、貴賓室・VIPラウンジエリア床面絨毯更新、
四連椅子購入、ストリート南北・タウン東側照明ＬＥＤ化、
屋外照明非常電源対応化工事、天井カメラ更新、喫煙
室改修、蒸気往配管の保温など

▽　防災
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼地元町内会活動等への参加
地元町内会等が主催する「花ランド事業」「清掃活動」
「夏祭り」「各種会合」への参加や東月寒まちづくり協議
会「童夢」にも加入、交通安全街頭啓発活動への参加や
東月寒セーフティーフェスタ2019の開催場所の提供とス
タッフとしての参加を通じ、地域との円滑な関係を維持
することに努めた。また、「さぽーとほっと基金」に寄付を
行い、札幌ドーム周辺でまちづくり活動をすすめる町内
会や東月寒まちづくり協議会「童夢」などに協力し、貴市
より感謝状をいただいた。

（４）事業の計
画・実施業務

・市民利用事業につい
ては、イベント開催日
も含め可能な限りの営
業日数・営業時間を確
保し、スポーツやレクリ
エーションを楽しんで
いただくとともに、ト
レーニングルームの運
営により地域の方の体
力の維持向上、健康
増進に貢献した。

▼冬期ボランティアサポートプログラムへの参加
北海道開発局主催の冬期ボランティアサポートプログラ
ムへ参加し、近隣町内会等と協力して、冬期の歩道除
雪（地下鉄福住駅～札幌ドーム間）を継続実施した。

▽　周辺環境（迷惑駐車防止等）に関する業務

▽　市民利用事業に関する業務

▼市民利用事業として、クローズドアリーナ及び屋外
サッカー練習場（人工芝1面）を市民に貸出した。
トレーニングルームについては一部再委託により営業し
た。
※天然芝サッカー練習場は、ホヴァリングサッカース
テージ更新用芝養生及び国際大会開催準備のため、
2016年8月から営業休止。

▼イベント開催時の配慮
ドームニュースの配布等でイベント開催を周知するととも
に、当社指定業者による外周警備により交通面・環境面
で近隣に迷惑がかからないよう尽力した。

▼地震発生時に備えて以下の対策を継続して行ってい
る。
・地震監視警報システムの警報メールの配信先の見直
しと修正
・安否確認システムのテスト配信による登録情報の再
チェック
・防火・防災に関する社内講習会を実施し、社員の防災
防災意識の向上を図った（2020年2月実施、42名が参
加）。
・備蓄品の適正な管理（年2回点検/数量・賞味期限管理
等）

迷惑駐車の防止
や市民利用の促
進に積極的に取り
組んでいる。ま
た、「さぽーとほっ
と基金」に寄付を
行ったことは、市
への貢献度が高
い取り組みである
ことから、要求水
準を超えているも
のと判断し「A」評
価とする。
なお、小項目別の
評価は以下のとお
り。

プロ野球やコン
サートなど大規模
イベントが多数開
催される施設であ
るため、迷惑駐車
などが後を絶たな
いが、近隣の迷惑
駐車防止の取組
を継続実施すると
ともに、近隣町内
会等の事業に積
極的に参加するな
ど、地元との協力
体制の確立に努
めている。
今後も、地域住民
と顔の見える関係
を構築する取り組
みに期待したい。

・周辺環境に関する業
務は計画どおり実施。
地元町内会との連携を
密にとり、イベント開催
への理解をしていただ
くよう努めた。

▼当社の広報媒体及び登録制の無料メールマガジンを
活用し、効果的な利用促進を図った。
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・国際大会の準備・開
催による専有期間が
長期間であったことも
あり、前期に比べ、草
野球等の開放日数は
減少したものの、管理
運営業務仕様書に定
める要求水準を満たし
た。

・2月下旬以降、新型コ
ロナウイルス感染症拡
大防止のために営業
休止とし、特にトレーニ
ングルームについて
は、毎年実施している
無料開放デーも中止と
なったことから、利用
者数が減少した。

▼トレーニングルーム
・利用者数　31,823人（前期比：9,189人減）
※トレーニングルーム関連事業については「２自主事業
その他▽自主事業▼トレーニングルーム関連事業」を参
照。

▼ホヴァリングサッカーステージ
国際大会準備のため、市民向けの営業を休止してい
る。

サッカー練習場
は、人工芝サッ
カー練習場の利
用実績が増加して
いる。市民利用の
促進に積極的に
努めていることは
大変評価できる。

▼サッカー練習場
・利用枠数　420枠　（前期比：8枠増）
・利用者数　18,895人　（前期比：6,309人増）
・利用者向け案内表示を充実化させた。人工芝サッカー
練習場の出入口を一般向けに開放すべく整備した。
・駐車場利用者のため、同利用者専用の駐車場スケ
ジュールをウェブサイト上に公開した。

▼クローズドアリーナ（草野球等）
・開放日数・枠数
　[平日の開放日数]：11日（前期比4日減）
　[土日祝日の開放日数・枠数]：2日・12枠（前期比2日・
12枠増）
※平日については、利用者の任意の時間により利用可
能としているため、枠数の表記をしていないが、1日最大
で6枠を確保することができ、管理運営業務仕様書に定
める要求水準（市民利用として年50回分を確保）を満た
している。

・利用日数　6日　（前期比：6日減）
・利用枠数　14枠　（前期比：3枠減）
・利用者数　835人　（前期比：190人減）
・利用者サービスの充実のため、スコアボードやワイヤ
レスマイクを使用したアリーナ内スピーカーの利用を安
価なオプション料金にて提供した。
・利用者向けのメールアドレスを確保し、利用者の便宜
性向上を図った。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

40,440

▽　利用促進の取組

31,823

展望台 件数(件) -

（5）施設利用
に関する業務

全ての要求水準
を満たしており、
「利用促進の取
組」「イベントの実
施支援に関する
業務」の項目につ
いては要求水準を
超える取組が行
われていることか
ら『A』評価とする。
なお、小項目別の
評価は以下のとお
り。

イベント利用日数
は、前年実績を上
回り、稼働率も
69.9％と高水準を
維持するなど、市
民が多様なイベン
トに触れる機会を
創出し、施設の設
置目的である「ス
ポーツの普及振
興及び市民文化
の向上並びに地
域経済の活性化」
に寄与しているも
のと判断され評価
できる。

件数(件) - -

- -

▼イベント利用については当社営業担当によるイベント
誘致を行った。

41,012

26,817 22,280

イベント
利用

1

▽　不承認、取消し、減免、還付 ・利用の承認手続きや
減免対応は、条例等
の規定に基づき実施し
た。

人数(人） 23,240

人数(人）

135

H30実績

2,818,1622,682,981

132

2,978,300

アマチュアスポー
ツ大会開催支援
について、本市と
の協定に基づくも
ののほか、独自に
開催支援を行うこ
とで、市民・道民
が直接札幌ドーム
を使用する機会を
積極的に創出して
おり、スポーツの
普及振興に大変
寄与していると判
断される。

サッカー
練習場

アリーナ
（市民利
用）

・両フランチャイズチー
ムの興行を機軸に、北
海道のスポーツ・文化
の発信地として相応し
い多種多様なイベント
誘致を行った。

・アマチュアスポーツに
ついては、これまでど
おり貴市の施策と連動
し、アマチュアスポーツ
大会の開催数を確保
することで、アマチュア
選手の育成及び競技
レベル向上に貢献し
た。

・設営撤去日が前期比
18日増となったことも
あり、稼働率は69.9％
（前期比5.8ポイント増）
となり、全天候型多目
的施設としてのポテン
シャルを存分に発揮し
た。

▼アマチュア大会の実施支援
貴市と締結した「札幌ドームにおけるアマチュアスポーツ
大会開催支援の協定書」に基づき、3つのアマチュア大
会（3日間）の実施について支援を行ったほか、当社独
自のアマチュア大会開催支援を行った。

件数(件) 17

R1計画 R1実績

件数(件) 125

11,730

トレーニ
ングルー
ム

18,895

-

人数(人）

23 14

利用の承認、不承
認等の決定につ
いては、条例等の
規定に基づき、適
正に行われてい
る。

・主催者さまが円滑に
イベントを実施できるよ
う、適切かつスムーズ
な運営サポートを実施
したほか、当社の各種
広報媒体を活用し、積
極的なイベント告知を
行うとともに、「友の会
組織(札幌ドームメン
バーズクラブ)」 を通じ
たチケットの販売促進
により、来場者の促進
を図り、動員数増とい
う観点で主催者さまへ
のサポートを行った。

件数(件)

1380

412 391 420

835

▽　利用件数等

全体の稼働率(％) 1 1

人数(人）

13,326

▼市民利用については約300人の登録者に対し、草野
球利用促進のメールマガジンを15回発信した。

▼市民利用
　不承認0件、取消し0件、減免0件、還付0件

▼イベント利用
　不承認0件、取消し17件、減免123件、還付1件

人数(人） 1,025
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▽　イベントの実施支援に関する業務

・イベントの開催にあたっては、主催者さまに対して、警
備、案内誘導、来場者動線、照明、音響、映像面などに
ついての適切なアドバイスを行うこと等により、円滑なイ
ベント運営をサポートした。

▽　展望台の運営に関する業務 展望台についてで
きる限りの営業日
数・営業時間を確
保するだけでな
く、展望台を活用
した新たな自主イ
ベントの開催な
ど、利用促進に向
け積極的に取り組
んでいる。

▼来場者サービスの提供や利用促進を図るため、様々
な施策を講じた。主な内容は以下のとおり。
・北海道コンサドーレ札幌戦全試合及び北海道日本ハ
ムファイターズ戦の土日祝日において展望台の特別営
業を実施。
・海外観光客の利便性向上のため、札幌ドームウェブサ
イトの外国語翻訳機能の継続、総合案内に多言語案内
可能なデジタルサイネージを設置。
・旅行会社等とタイアップした各種割引サービスを実施。
・さっぽろテレビ塔、さっぽろ羊ヶ丘展望台、札幌もいわ
山ロープウェイ、北海道開拓の村、北海道博物館、大倉
山展望台、札幌芸術の森との相互割引を実施。
・展望台に記念品（キリンチャレンジカップ2012・2014、
オールスター2013記念品等）を展示。
・貴市施策のサッポロスマイル事業へ参加し、当社社員
及び館内で働く委託事業者スタッフがスマイルバッジを
着用しているほか、総合案内と展望台等にロゴやポス
ターの掲出をした。
・冬期間に札幌ドーム展望台企画展「謎解き×札幌ドー
ム　第2弾　札幌ドーム　展望台の危機を救え！（EASY
編/HARD編）」、「冬休み　わくわくワークショップ」を開
催。
・展望台空中エスカレーター部分に装飾を実施。
・札幌ドーム公式フィギュアを総合案内、展望台、キッズ
パークにて販売。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、毎日の体
調管理、スタッフへのマスク着用を徹底した。

・国内ドームでは初め
ての展望台施設を活
かすとともに、自主事
業で行う「ドームツ
アー」と併せて、当社
観光事業と位置付け、
利用促進及びサービ
スの向上に努めた。

・外国人観光客の利便
性向上や他の観光施
設と連携した企画の実
施などを通して、年間
を通じて幅広い集客を
促進した。

・季節に合わせた企画
や装飾を実施し、来場
促進及びサービス向
上に努めた。

▼イベント開催日も含め可能な限りの営業日数・営業時
間を確保するとともに、冬季展望台企画などにより集客
を促進するなど、札幌の観光拠点としての役割を果たす
よう努めた。

イベントの実施支
援については、要
求水準である主催
者への運営サ
ポートのほか、イ
ベント告知を行う
等、積極的な支援
策を講じており、
大変評価できる。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（6）付随業務 ・各種広報媒体の使
用、また既存媒体のシ
ステム、コンテンツ強
化を図り、イベント情報
や施設情報を、広く、
分かりやすく市民へ提
供した。

・ドームニュースでは、
特別号を発行し、情報
提供だけではなく、お
客さまのニーズに沿っ
た情報提供を行った。

・お客さまから寄せら
れたご意見やそれに
基づく施設・設備等の
改善結果をウェブサイ
トに公表することで、広
報活動における、お客
さまとの双方向コミュニ
ケーションの強化を
図った。

・マスコットキャラクター
をウェブサイトや紙面
で使用するほか、ノベ
ルティやグッズを制作
することで、利用者の
興味・関心を高め、親
しみをもって札幌ドー
ムの情報に接してもら
えるように工夫した。

全ての要求水準
を達成しているこ
とから『B』評価と
する。
なお、小項目別の
評価は以下のとお
り。

様々な媒体を活
用して広報業務を
実施している。

▼札幌ドーム「ドームニュース」
・令和元年度は6回発行し、イベント情報や札幌ドームの
利用案内を告知するためのツールとしてその効果を発
揮した。
・3-4月発行分は、お客さまの声を受け、ページ数を増や
した特別号を制作し、両フランチャイズチームの選手イ
ンタビューや改修工事紹介等を掲載した。

▼札幌市営地下鉄への広告掲出
・来場者向け広報の充実を図ることを目的として、札幌
市営地下鉄への広告を令和元年度は8回掲出した。

▽　広報業務

▼札幌ドームウェブサイト
※令和元年度ウェブサイト（トップぺージ）へのアクセス
数　961,444件（前期比6.9％減）
・ウェブサイトでは、アクセシビリティ及びユニバーサル
デザインの考えに基づき、多くの皆さまにご活用いただ
けるよう、より身近で便利なウェブサイトとなるよう努め
た。
・ウェブアクセシビリティ取組確認を実施し、令和2年3月
31日に公開した。
・各種イベントを中心にあらゆる最新情報をリアルタイム
で更新した。
・より分かりやすい内容・魅力的なコンテンツの提供のた
め、ウェブサイトのパワーアップを図った。
【実施例】
「ウェブアクセシビリティ対応改修」
「PCの他、スマホ・タブレット等あらゆるデバイスで閲覧
しやすいようにトップページをレスポンシブデザインへ改
修」
・新型コロナウイルス感染症拡大による各施設の営業休
止状況を逐次更新した。

▼その他広報
・平成24年度から実施している「札幌ドームオンラインリ
サーチ」を継続実施するとともに、当社にとってより重要
かつ優先的な課題を見出す機会とするようモニターの方
との座談会を開催した。
詳細は「１業務の要求水準の達成度（１）統括管理業務
▽記録・モニタリング・報告・評価」を参照。
・施設紹介・来場促進・来場者サービス・企業の取り組
み等の周知を目的として、報道機関に向けたプレスリ
リース配信を19回実施した。
・テレビ・新聞・雑誌等のメディアを活用した広報活動も
適宜実施した。
・札幌ドームの情報をフリーペーパー（ふりっぱー）に出
稿し、新規のお客さまの来場促進を図った。

▼メモリアルコーナー
・札幌ドームの歴史を記念品の展示で紹介するメモリア
ルコーナーに、札幌ドームで開催されたコンサートやラ
グビーワールドカップ2019の記念品を追加展示した。

▼メールマガジン
・約1,300人の登録者にイベント情報等を14回発信した。
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▼当社が札幌ドームを写真、模型、絵画、その他の媒体
により表現する場合は、札幌ドームの設置目的を損なわ
ないよう十分配慮した。また、第三者から当社が管理す
る札幌ドームの写真の使用申請があった場合には、適
宜貸出を行った。

・公務視察対応では公
の施設として相応しい
接遇を持って対応でき
た。
現地視察のみではな
く、映像素材などを利
用し、施設概要を適切
に理解していただくこと
ができた。

▼官公庁、地方公共団体、海外からのお客さま等、4件
の公務視察対応を実施した。

▽　公務視察対応

▽　保険の加入 ・損害保険は貴市が求
める仕様を満たしかつ
建築物の規模に応じ
た保険に加入し有事に
備えている。

▼損害保険は来場者数、売上高、稼働設備の運転リス
ク等をもとにした「企業総合賠償責任保険」等に加入し
ている。

▽　札幌ドームの著作権の管理に関する業務

▼マスコットキャラクター
・マスコットキャラクター「チャームコロン」をウェブサイト
や広報誌に掲載するなど、広報業務において活用した。

札幌ドームの著作
権の管理にあた
り、利用使途を適
宜確認するなど、
適切に実施されて
いる。

公務視察につい
ては、柔軟に対応
しており、接遇等
についても特に問
題はない。

札幌市が求める
仕様を満たす保
険に加入してい
る。
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２　自主事業その他

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ▽　自主事業 ・観戦・鑑賞型イベント
の提供のみならず、多
種多様な自主イベント
を開催することで、市
民の方々が気軽にス
ポーツやイベントに参
加できる機会を創出
し、札幌ドームの設置
目的に大きく貢献する
ことができた。

・2回目の開催となった
「北海道メイカーズ」
は、イベント内容の充
実も図り、札幌ドーム
を代表する自主イベン
トのひとつに成長させ
た。

・11月10日開催の北海
道メイカーズにおい
て、消費期限切れの商
品20個を販売していた
ことがわかり、ウェブサ
イトでの周知、プレスリ
リースの配信、返金及
び回収対応、豊平区保
健センターへの報告を
実施した。また、保健
センターからの指導内
容を踏まえた再発防止
策を検討し、貴市へも
報告した。

▼自主イベント事業
今年度実施した主な自主イベントは以下のとおり。

・サッポロモノヴィレッジ①（5/5・6）
※総来場者数33,444人
前年度に続き第4回の開催となったハンドメイドフェスティバル。
テレビ北海道との共催イベント。
北海道をはじめ全国で活動する作家・クリエイターが集結し、出店者
数は2日間で1,795ブース、約5,000人となった。
イベントスケジュールの都合上、前日設営日を設けることが出来な
かったため、ブース数を縮小。また、大型連休最終日の二日間開催
ということで集客に課題を抱えていたが、一日目(5/5)は単日の来場
者数が過去最多になり、結果として、例年どおりの盛況ぶりであっ
た。

・北ガスグループ6時間リレーマラソンin札幌ドーム2019（7/6）
※来場者数18,498人
今年で9回目となった市民参加型イベント。テレビ北海道、さっぽろ健
康スポーツ財団との共催イベント。
競技には8,767人（１，０３５チーム）もの参加があり、好評であった。

・北海道メイカーズ（11/9・10）
※総来場者数22,734人
前年度に続き第2回の開催となった「食」と「ハンドメイド作品」が集ま
るイベント。テレビ北海道との共催イベント。
北海道をはじめ全国で活動する作り手が集結し、出店者数は2日間
で1,162ブース、約3,776人となった。
酒類販売ブースを設ける等、初の試みを複数実施。結果、出店者数
及び来場者数とも前回実績を大幅に上回ることができ、イベント認知
度の向上に繋がった。

・豊平区×札幌ドーム　スポーツバイキング2019（11/30）
※来場者数4,381人
豊平区との共同開催。サッカーや野球、ランニング教室の他に普段
体験できないスポーツの体験コーナーを設置。
子供たちを中心に幅広い世代の方々が市内・道内各地からご来場
いただいた。

・コープさっぽろpresentsふわふわアドベンチャーin札幌ドーム(1/4～
6)
※来場者数48,605人
テレビ北海道との共催イベントとして開催。開業以来19年連続の開
催となり、ファミリーイベントとして定着している。
今年はステージイベントが好評であったことから、多くの皆さまがご
来場され大盛況であった。

・サッポロモノヴィレッジ②（3/28・29）
※開催中止
2019年度内に二度目となる第5回の開催を予定していたが、新型コ
ロナウィルスの影響により、開催中止。
(2020年のイベントスケジュールの都合上、2019年度に二回目の開
催を予定していた)

自主事業につい
ては、施設の設置
目的に合致する
多種多様な自主
イベントを開催し
ている。

特に、大型自主イ
ベントとして4回目
の開催となった
「サッポロモノヴィ
レッジ」は、一日目
の来場者数が過
去最多となるな
ど、札幌ドームか
ら新しい文化の創
出に寄与した。

また、自主事業の
収益について、施
設の運営管理費
への充当、利用者
サービスの向上
又は効率的な管
理運営の達成を
目的とする管理物
件の改修を行うな
ど、積極的な利益
還元に努めた。

更に、障がい者の
雇用や福祉施設
への観戦チケット
贈答など、福祉施
策への配慮につ
いても積極的に実
施している。

消費期限切れの
商品を販売してい
たことについて、
発覚後の対応は
適切であった。今
後も再発防止に
努めていただきた
い。
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・委託事業者と協力し、コンコース売店の新メニュー企画、限定メ
ニューの販売を行い、多様なニーズに対応できる品揃えの実現に努
めた。
【実施企画・販売メニュー】
　期間限定弁当「春香る 筍ごはん弁当」「秋の味覚 舞茸ごはん弁
当」を販売
　自主事業「ゆきひろば」の開催期間に合わせ、ゆきひろば限定ス
イーツ「栗ぼうやのおしるこ」「わらびもち助のおしるこ」をスポーツ・ス
タジアム・サッポロで販売
　仲売りで「期間限定ドリンク販売企画」を実施（北海道生ビール、
ファンタゴールデンアップル、メッツライチ）

・両フランチャイズチームと協力した売店メニューの販売を実施した。
【実施例】
＜北海道コンサドーレ札幌＞
　「コンサドーレ太鼓判メニュー」を販売
　「コンサドーレ必勝弁当」を販売
　期間限定弁当「コンサドーレランチBOX」を販売
　販促キャンペーン「コンサドーレ太鼓判メニュー ごはん大盛りキャ
ンペーン」を実施
　販促キャンペーン「コンサドーレ必勝弁当祭り」を実施

＜北海道日本ハムファイターズ＞
　「ファイターズ応援弁当」を販売
　「ファイターズ絶品グルメ」を販売
　「ファイターズ小型ヘルメットカップグルメ」を販売（ドリンクメニュー
はファイターズオリジナルカップで提供）
　「ファイターズ大型ヘルメットカップグルメ」を販売
　「ウェルカムフェス限定ファイターズ絶品グルメ」を販売
　販促キャンペーン「HOKKAIDO be AMBITIOUS ファイターズ大型ヘ
ルメットカップグルメキャンペーン」を実施
　販促キャンペーン「キッズドリームフェス ファイターズ絶品グルメ
キャンペーン」を実施
　販促キャンペーン「ファイターズ応援弁当 箸置き×豆皿ダブルGet
キャンペーン」実施

・第3回目となる「札幌ドームグルメプロデュースグランプリ」を開催し
て札幌ドームの“名物グルメ”となるアイデアを募集し145点のご応募
をいただいた。札幌ドーム部門、コンサドーレ部門、ファイターズ部門
の各部門のグランプリ作品3点は、2020シーズンにレストラン・飲食
売店で販売する。

▼飲食事業
・当社と委託事業者で設立した「札幌ドーム飲食事業者協議会」が
貴市と「さっぽろ食の安全・安心推進協定」を継続締結した。
・委託事業者に対して食品衛生講習会や定期的・継続的な検査等に
より、衛生管理レベルの維持向上を図り、安全な食事の提供に努め
た。
・館内各売店の位置やメニューなどを紹介した冊子「スタジアム・グ
ルメ・ガイド」を作成し、来場者に配布することで販売促進を図った。
・2Fフードワゴン店舗にクレジットカード・電子マネー決済端末を導入
した。また、仲売りにQRコード決済を導入した。いずれも2020年度よ
り運用開始予定。
・委託事業者を含むアルバイトスタッフに対し、接客サービス向上を
目的とした取り組みを実施した。
【実施した取り組み】
　衛生コンサルタントによる衛生講習会（4月、7月、9月、11月）
　飲食売店厨房衛生検査（6月、9月）
　弁当仕入工場衛生検査（6月）
　販売商品抜き取り微生物調査（5月、8月）
　サービス向上のためのＭＳ講習（5月、6月、7月、8月、11月）
　札幌ドーム飲食事業者接客ロールプレイングコンテスト（10月）

・食の安全を最優先し
て衛生管理を徹底した
うえで、お客さまの
ニーズを反映して、売
店の新メニュー企画、
キャンペーン展開を行
い、来場者サービスの
向上を図った。

・接客ロールプレイン
グコンテストを継続実
施するなど、お客さま
と接するスタッフの
サービスレベルを高め
る取り組みを積極的に
進め、お客さまの満足
度を向上することに努
めた。

・両フランチャイズチー
ムと協力したメニュー
企画を行うことで、来
場促進に寄与し、さら
に食のエンターテイメ
ント性を高めた。

・名物グルメのアイデ
アを募集する企画を実
施し、お客さまのニー
ズを反映させた商品開
発に取り組んだ。

飲食・物販事業に
ついて、利用者の
意見・要望の収集
に努めるととも
に、来場者ニーズ
を反映させた売店
のリニューアルや
商品内容・価格帯
の多様化などを図
り、利用者サービ
スの向上や施設
の魅力アップに積
極的に努めてい
る。
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・物販事業では、お客
さまニーズを反映した
商品入荷と魅力的な
店舗づくり、特殊什器
によるスタッフ省人化
などにより、人件費削
減を図り、収益向上に
努め、安定経営を支え
た。

・両フランチャイズチー
ムと連携して札幌ドー
ム限定のグッズ開発を
行い、来場促進に寄与
した。

・飲食、物販に関わら
ず、札幌ドーム内の商
業施設でご利用いただ
ける共通スタンプカー
ドキャンペーンを実施
し、来場者への購買意
欲増進を図り、収益向
上に努め、安定経営を
支えた。

▼ドームツアー事業
・展望台運営事業とあわせ、札幌の観光拠点としての役割を果たす
よう努めた。
・海外向け観光案内媒体への出稿やウェブサイトの翻訳機能、多言
語案内可能なデジタルサイネージの設置により、海外からの観光客
の取り込みを意識した。
・札幌市内の観光施設と相互割引企画を継続実施した。（さっぽろテ
レビ塔、さっぽろ羊ケ丘展望台、札幌もいわ山ロープウェイ、北海道
開拓の村、北海道博物館、大倉山展望台、札幌芸術の森）

・相互割引企画の対象
施設を今年度も増やし
たほか、札幌を代表す
る観光拠点の一つとし
て、施設の魅力を効果
的にPRした。

広告媒体としての
札幌ドームの価値
が最大限活用さ
れるよう、広告掲
出企業との調整を
実施している。

札幌市を代表する
施設として、観光
客向け取組として
効果的に実施して
いる。

▼物販事業
・来場者のニーズに応えた豊富な品揃えを行い、来場者サービスの
向上を図った。
・常設店舗において、野球興行とサッカー興行の度に什器と商品の
大幅な入替えを行い、陳列商品増幅と売上強化を図った。
・販売用ワゴンの配置やディスプレイ方法においても来場者の購入
意欲を上げるよう努めた。
・来場者の少ない平日ナイターの野球興行ではコンビニ形式の売場
に運用を変更し、運用費用面での効率化を図った。
・来場者数が多い興行では、常設店舗既存レジ5台に加え特設臨時
レジ3台を追加する運用を継続実施し、レジ回転率を上げるために
運用面を改良した。
・北海道コンサドーレ札幌と連携し、札幌ドーム限定のコラボグッズ
を新たに販売した。定番の「ミニペナントコレクション2019」の他、選
手イラストグッズや令和記念グッズなどを展開し、計17種類のアイテ
ムを販売した。
・北海道日本ハムファイターズと連携し、札幌ドーム限定のコラボ
グッズ「札幌ドーム人工芝付FIGHTERS公式球」を新たに販売した。
・札幌ドームで快適に過ごせるグッズの第4弾として、ドリンクを冷た
いまま保つことができる「真空断熱タンブラー」を販売した。
・2019年10月1日からの増税（軽減税率適用）に関するシステム対応
や店舗表示対応を正確に行った。
・電子マネー決済に関して「WAON」「nanaco」「楽天Edy」を新たに使
用できるようにして来場者の利便性向上を図った。
・新型コロナウィルス対策として、対応マニュアルの整備や店舗に消
毒液や飛沫防止アクリル板等を設置を行い、感染防止に努めた。
・コンコースのワゴン売店でもキャッシュレス決済ができるようにワイ
ヤレス端末を導入した。2020年度から運用を始めた。
・グッズ販売で使用しているレジ袋をバイオマス25%配合品に変更し
環境への配慮を行った。2020年7月1日よりレジ袋の有償販売を行っ
ている。
・アルバイトスタッフに対し、接客サービス向上を目的とした取り組み
を実施した。
【実施した取り組み】
　サービス向上のための覆面調査（4月、6月、8月）
　自己評価表の記入による自身の接客の振り返りを実施

▼広告事業
・札幌ドームの広告媒体としての価値を有効活用して収益向上に努
めた。

・札幌ドームの高い露
出度を活かし、企業の
皆さまが広告価値を得
られるよう努めた。

・当社の健全経営に寄
与するとともに、広告
看板の面積に応じて目
的外使用料を納めるこ
とで、大きく貴市に貢
献した。
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・チケットレス入場認証
サービスを運用して、
お客さまがチケットの
購入から入場までス
ムーズに行える体制に
より、来場促進に繋げ
た。また、チケットの配
券・販売・精算管理業
務までを総合的に行
い、主催者さまへのサ
ポート体制を整えるこ
とで、有料イベント誘致
にも寄与している。

▼友の会組織（メンバーズクラブ）事業
※令和2年3月末現在　会員数　14,940人
・カード会社との連携により、チケット購入を効率的に行えるサービス
やカード会社のサービスを提供した。
・カード会社により、会員の皆さまの個人情報を高いセキュリティレベ
ルのもとで管理した。
・友の会組織「札幌ドームメンバーズクラブ」の会報誌「DOME
PRESS　（ドームプレス）」を令和元年度は10回発行し、チケットの先
行・割引販売等の告知ツールとして、来場促進、来場者サービスの
一翼を担った。
・入会及び利用促進キャンペーンによる会員組織の拡大にも努め、
会員サービス向上と来場促進に貢献した。
・会員向け自主イベント、他施設と連携し相互利用を図るキャンペー
ン等を企画することで、会員組織に対する商品価値の向上を図っ
た。
【会員向け施策の実施例】
　「ご入会・ご紹介キャンペーン」を実施
　北海道コンサドーレ札幌戦及び、北海道日本ハムファイターズ戦に
おい
　て「札幌ドームスペシャルデー」を実施
　北海道コンサドーレ札幌戦において「メンバーズクラブブース」を出
展、オリジナルノベルティを来場者へ配布

・友の会組織事業で
は、会報誌、ウェブサ
イトを利用し、イベント
情報とともにチケット販
売情報を詳細に広報
することで、お客さまへ
のサービス向上とイベ
ントチケットの販路拡
大に繋げた。

・会員が優待になる企
画を実施するなど会員
サービスの向上に努
めた。

▼地域貢献事業
・札幌市内の小学3年生とその保護者を北海道コンサドーレ札幌と
北海道日本ハムファイターズの札幌ドーム公式戦にご招待する「み
らいシート」事業を継続して実施した（2019シーズン招待実績924組
1,848名）。
・札幌ドームをテーマにした絵画を募集する「こども絵画展」（応募総
数118点）を継続して実施した。
・札幌ドームの近隣に位置する小学校の児童を対象とした展望台見
学及び環境啓発事業を実施した（令和元年度実績小学校4校341
名）。
・屋外テラスにてグルメやアトラクションをお楽しみいただく「札幌ドー
ム屋外テラス夏まつり」を初開催した。

・プロスポーツ観戦を
通じて、子どもたちの
夢をみらいに繋ぐため
の招待事業等を実施
し、札幌ドームの設置
目的を実現するための
様々な地域貢献を行っ
た。

・非イベント日の屋外
テラスを活用した新た
な企画を実施し、地域
住民の方々を中心に
1,228名のお客さまに
ご来場いただいた。

「みらいシート」事
業や「こども絵画
展」などを継続実
施することで、施
設の設置目的の
達成及び地域貢
献に積極的に取り
組んでいる。

▼チケット販売・管理事業
・当社独自のチケット販売管理システムを使用し、プレイガイドとして
総合案内でのチケット販売業務を確実に遂行した。
・チケットレス入場認証サービス「らくスルー」の運用を含む、適切な
チケット販売・管理を行った。
・2020年1月31日をもって、総合案内でのチケット販売、「らくスルー」
での販売を終了した。ウェブサイト等を活用して、お客さまへの広報
を実施したほか、「らくスルー」にご登録いただいた会員情報につい
ては、適切に退会処理を行った。

来場促進や利便
向上に向けた
様々な改善を行っ
ており、利用者
サービスの向上に
努めている。
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▼敷地利用事業
・前年度に引き続き、夏期間に、敷地内にて参加無料の体験型宝探
しゲーム「謎解き×札幌ドーム　札幌ドームに隠された秘宝を探
せ！」を開催した。敷地内を周遊しながら札幌ドームに関連する謎解
きを楽しんでもらう企画内容で、非イベント日の来場促進、来場者満
足度向上を目指した。（実施期間7/23～9/1　参加者2,269人）
・積雪期間に閉鎖していたサッカー練習場付近の敷地を「ゆきひろ
ば」として5年連続で無料開放（一部アトラクションのみ有料）した。
2019年度からは新たに「スノーラフティング（有料）」「ミニスキー」「雪
上ラグビー」「雪上輪投げ」「雪中ボール探し」を追加し、サービス向
上に努めた。記録的な雪不足と新型コロナウイルス感染症の流行に
より、エリア制限と営業時間の短縮があった。（開放日数46日　利用
者数4,269人／前期比0日・539人減）
・同じく冬期間にオープンアリーナ周辺において「クロスカントリース
キーコース」を設置し、無料開放した。（開放日数35日　利用者数23
人／前期比5日減・34人減）
・２Fテラス・オープンアリーナに「距離表示サイン」を施し、ランニン
グ・ウォーキングの参考になるようにしている。
・環境啓発活動の一環として、札幌ドーム敷地内での鳥と昆虫の自
然観察会「第5回札幌ドーム生き物探検隊！」、鳥の観察会「札幌
ドーム秋の野鳥観察会」を開催した。

・ナイトランや運動教室
など、市民の方々に気
軽にスポーツができる
機会の創出づくりに積
極的に取り組んだ。

・トレーニングルーム利
用者へのサービス向
上のため、パートナー
ストレッチなどのサー
ビスを自主事業として
実施した。

・新型コロナウイルス
感染症の拡大を受け
た対応を迅速かつ適
切に行った。

・非イベント日や冬期
間の来場促進のため、
広い敷地と豊かな自然
を活用した企画を実施
した。

▼トレーニングルーム関連事業
・積雪期間におけるスポーツ機会の創出のため、3階コンコースをラ
ンニングコースとして開放する「ナイトラン」を20日実施し、3,440人
（前期比：7日減・95人増）が利用した。
・展望台や西棟会議室を利用した「展望台ナイトヨガ」「J-POP体操」
「シニア向け運動教室」などの運動教室を14回実施し、210人が利用
した。（前期比：14回減・245人減）
ラグビーワールドカップの開催により回数は減ったが、お客さまの声
やトレーナーの声を活かして運動教室を開催し、好評を得た。さらに
料金にトレーニングルーム利用料金を含めることで、継続したトレー
ニングの利用に繋がるよう努めた。
・前後・左右・上下の3D高速振動により筋肉を刺激・活性化し、運動
効果を最大限に高めることができるマシン「パワープレート」を導入し
ている。
・トレーナーとマンツーマンで行うストレッチプログラム「パートナース
トレッチ」を実施した。
・正確な身体情報をもとにより細かいカウンセリングを実施するため
の体組成計、身体の傾きや歪みを測定できる姿勢測定、体重のか
かり方や負担の大きい箇所を測定できる足圧測定を実施した。
・トレーニングルーム内の摩耗していたカーペットを床タイルに更新
し、経年劣化していたストレッチマットも新たに購入することで、利用
環境の改善を図った。
・照明をすべてＬＥＤ化した。
・トレーニングルームの無料開放を2020年2月23日(日)実施予定で
あったが、要請もあり前日に開催中止とした。中止の告知を前日に
行ったため、誤ってトレーニングルームへ来られた方には当日実施
予定であったMUSASHIとポカリスエットのサンプリング、次回利用し
てもらえる利用券を配布しトラブルなく対応した。なお、同日に実施
予定であったトレーニングルームについてのアンケートが実施できな
かったため、営業再開後に速やかに実施する予定としている。
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、トレーニングルームの営
業を2月28日より速やかに休止した。また、営業再開に向けたガイド
ラインを策定し、主にトレーニング機器の使用後の除菌対応のため
の除菌シート及びゴミ箱の設置や手指消毒のための手指消毒剤の
設置、利用者同士の間隔を約2m保つために稼働する機器の見直し
等を行い、営業再開のために準備を整えた。

非イベント日の来
場促進に向けた
企画実施や冬期
期間の敷地内の
有効活用など、イ
ベント以外におい
ても札幌ドームを
有効的に活用し、
魅力発信に努め
ている。

ナイトラン及び運
動教室の実施な
ど、トレーニング
ルームの来場促
進に努めており、
成果をあげてい
る。

また、利用者の
ニーズを的確に捉
え、自主事業とし
て様々なサービス
を実施するなど、
利用者満足度の
向上に向けた取
組を実施している
点も評価できる。
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３　利用者の満足度

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ・利用されたお客さま
からは、内容・接遇とも
に高い評価をいただい
ており、一定の利用者
満足度が得られた。
また、管理運営業務に
おけるセルフモニタリ
ングの対象である「観
光（展望台・ドームツ
アー」については、仕
様書の目標水準を大
幅に上回る結果となっ
た。
今後も継続してサービ
ス向上に努め、更なる
ホスピタリティ向上を目
指したい。

・「市民利用（トレーニ
ングルーム）」について
は、新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴い、
例年アンケートを実施
している時期に営業休
止となってしまったこと
から、今期のアンケー
トを実施することができ
なかった。営業再開
後、速やかにアンケー
トを実施する予定であ
る。

管理運営業務に
おけるセルフモニ
タリングの対象で
ある「観光（展望
台・ドームツアー」
に係る利用者満
足度において、要
求水準を大幅に
上回っていること
から『A』評価とす
る。

また、個別の事業
（イベント）におい
ても、自主的に幅
広く利用者からの
意見・要望を収集
し、事業改善に努
めている点も評価
できる。

今後も、利用者の
意見・要望を踏ま
えた事業実施、
サービスの維持
向上が図られるこ
とを期待する。

・総合満足度は99%、接遇満足度は100％と大変
良い評価をいただけた。

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

結果概要 ・みらいシートで観戦いただいた満足度について
は94.1％、接遇満足度については97.7％と概ね
良い評価をいただけた。
・はじめての札幌ドームへの来場がみらいシート
であったお子様のうち27.4％が札幌ドームに再来
場した。

実施方法 札幌ドームみらいシート招待者にアンケートハガ
キを送付（439組が回答）

▽　利用者アンケートの結果

実施方法 ドームツアー・展望台来場者にアンケート用紙を
配布（107名が回答）

結果概要

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

▼障がい者就労支援施設等に対して、印刷物の発注を行った。

・市内企業の活用につ
いては業務計画のとお
り実施した。

市内企業の活用
については計画
のとおり実施して
いる。

福祉施策への配
慮については、法
定雇用率を超える
障がい者雇用を
行っている。

▼市内企業の活用に関し、専門性の高い業務は札幌市内に本店ま
たは支店営業所のある企業12社に対し再委託を実施。

▼令和元年6月1日現在の障害者雇用率（実雇用率）は、法定雇用
率を超える2.81％であった。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

▼養護施設や母子生活支援施設の皆さまに、北海道コンサドーレ札
幌戦と北海道日本ハムファイターズ戦の観戦チケットを継続して贈
答した（令和元年度計130席分）。

▼知的障がいのある方のためのスポーツ大会「スペシャルオリン
ピックス2020北海道」の開催支援として、札幌市へ500万円の寄付を
行った。
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結果概要 ・企画の満足度については96.1％と大変良い評
価をいただけた。

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

実施方法 冬季展望台企画「「謎解き×札幌ドーム第2弾
札幌ドーム　展望台の危機を救え！」参加者にア
ンケート用紙を配布（352名が回答）

実施方法 自主イベント「サッポロモノヴィレッジ」来場者にア
ンケート用紙を配布（397名が回答）

夏休み企画「謎解き×札幌ドーム　札幌ドームに
隠された秘宝を探せ！」参加者にアンケート用紙
を配布（196名が回答）

・イベントの満足度については98.0％と大変良い
評価をいただけた。

実施方法

結果概要 ・イベントの満足度、接遇満足度については
100％と大変良い評価をいただけた。

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

実施方法 冬季展望台企画「わくわくワークショップ」来場者
にアンケート用紙を配布（24名が回答）

結果概要 ・有料ゲームの参加者の企画満足度は96.8％と
高評価だった。

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

結果概要

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

結果概要 ・次回イベント開催について「また来たい」という
回答が100%となった。

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

実施方法 自主イベント「北ガスグループ6時間リレーマラソ
ン in 札幌ドーム」来場者にアンケート用紙を配布
（185名が回答）

27



様式3-1

実施方法

結果概要 ・イベントの満足度、接遇満足度については
100％と大変良い評価をいただけた。

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

実施方法 自主イベント「豊平区×札幌ドーム　スポーツバ
イキング」来場者にアンケート用紙を配布（189名
が回答）

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

結果概要 ・イベントの満足度については97.7％と大変良い
評価をいただけた。

実施方法 自主イベント「HOKKAIDO MAKER'S」来場者にア
ンケート用紙を配布（451名が回答）

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

ご意見、ご要望は別紙のとおり。
対応については次回実施に向け検討中。

自主イベント「コープさっぽろ presentsふわふわ
アドベンチャー in 札幌ドーム」来場者にアンケー
ト用紙を配布（315名が回答）

利用者からのご
意見・ご要望と
その対応

結果概要 ・イベントの満足度については94.8％と大変良い
評価をいただけた。
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４　収支状況

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

利益還元後の収支
（収入-支出-④-⑤-⑥-⑦）

304,716 405,794 101,078

1,688,152

0

受託事業支出

自主事業収入 2,020,426 1,975,052 ▲ 45,374

▽　収支 （千円）

項目 R1計画 R1決算 差

0

その他 338,003 483,001 144,998

134,218

643,749 900,155

指定管理費 0 0

収入

収入-支出

▲ 4,261

256,406

7,856

指定管理業務支出 2,105,714 2,066,844

受託事業収入 7,960 ▲ 104

支出 3,376,094 3,253,906 ▲ 122,188

494,361 41,071

①管理運営経費充当 4,261

5,378

▲ 23,51457,775 34,261

④招待事業等貢献

▽　説明

11,258 16,636

0 ▲ 5,124

・平成22年度から指定
管理費を受領していな
い。

・利用者サービスの向
上又は効率的な管理
運営の達成を目的とす
る管理物件の改修等
を行い、積極的に利益
還元に努めた。

・例年実施している株
主への配当を継続実
施した。

・札幌ドームの将来的
な大規模改修等に活
用していただくため、貴
市に3億円を寄付し、
指定管理者として大き
な貢献を果たした。

・今後の事業環境の変
化を見据え、施設保全
設備更新積立金を全
額取り崩し、将来に向
けた新規事業開発や
既存事業の拡張に備
えるための事業開発
積立金を新たに設け、
経営基盤の強化に努
めた。

・安定経営も含め、指
定管理者の責務として
引き続き収益確保に尽
力していく。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたものの、それ以前の
イベント利用日数及び来場者数は好調に推移していたことから、貸
館事業は増収となった。一方、商業事業及び観光・チケット・駐車場
の各事業は減収となった。また、広告事業は新規広告枠の販売によ
り増収となった。

▲ 38,870

自主事業支出 1,262,420 1,179,206 ▲ 83,214

7,960 7,856 ▲ 104

0

法人税等 102,019 217,325 115,306

⑦その他利益還元 0 300,000 300,000

⑤改修工事等 270,000 143,464 ▲ 126,536

③アマ大会支援 104,872 ▲ 104,872

⑥保全小規模修繕

利益還元 453,290

②消費増税減収補填 5,124

利用料金 1,653,454

4,019,843 4,154,061

34,698

指定管理業務収入 1,991,457 2,171,153 179,696

収入は、イベント
利用の確保等に
努めたことにより
計画比約１億３千
万円増となった一
方、経費削減に努
めることで、支出
については約1億
２千万円減となっ
た。

この結果、収支差
（収入－支出）は
計画値を上回る
約９億円（計画比
２億５千万円増）と
なった。

また、自主事業に
よる収益について
は、管理運営費用
への充当や改修
等の実施に充てる
など、約４億９千
万円の利益還元
を実施したことか
ら『A』評価とする。

将来的な大規模
改修等に活用す
るため、本市に3
億円を寄付し、指
定管理者として大
きな貢献を果たし
たと言える。
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＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

Ⅲ　総合評価

▼個人情報については、各種法令及び社内規程を遵守し、適正に
取り扱っている。

▼情報公開について、6月に当社ホームページにおいて財務諸表等
の公開を実施している。

▼協定に関する契約（第三者への委託、物品調達等）について、暴
力団員や暴力団関係事業者を相手に契約を行わなかった。

▼予算実績管理を定期的に行い、営業利益に応じた予算の修正を
適宜行っている。

▽　安定経営能力の維持

▼開業以来借入金もなく、良好な財務状況である。

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

北海道日本ハムファイターズ戦ではパ・リーグ公式戦55試
合（前期58試合：3月開幕戦含む）、オープン戦7試合（前期
4試合）の計62日（前期比同日）、北海道コンサドーレ札幌
戦ではＪリーグ公式戦14試合（前期13試合：3月開幕戦含
む）（前期比1日増）、その他プロスポーツでは「ラグビー
ワールドカップ2019」と「ラグビートップリーグ招待試合」が
開催されたことにより計3日（前期比2日増）、コンサートで
は9アーティストによる計14日（前期比5日増）、コンベンショ
ンでは計8日（前期比2日増）、自主・共催イベントでは3月
開催予定の「サッポロモノヴィレッジ」は中止となったが計9
日（前期比2日減）、その他アマチュアスポーツ大会などを
含めた当事業年度のイベント利用日数は、合計132日（前
期比7日増）となった。
また、イベント利用日数に加え、設営撤去、練習、草野球
利用および場面転換日を含めた総利用日数は、設営撤去
日が前期比18日増となったこともあり、合計256日（前期比
22日増）、稼働率は69.9％（前期比5.8ポイント増）となっ
た。
来場者数については、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により想定を下回ったが、コンサートの来場者数が開
催日数増により前期比21万人増となったほか、「札幌モー
ターショー」で約9万人の来場があったことなどにより、イベ
ント来場者は281万8千人（前期比5.0％増）となった。その
他の来場者数については、いずれも営業日数が減少した
ことにより、展望台・ドームツアー利用者は2万6千人（前期
比13.9％減）、一般市民利用の草野球・サッカー練習場・ト
レーニングルーム等利用者は5万4千人（前期比6.2％
減）、キッズパーク・諸室等の利用者は2万1千人（前期比
11.3％減）となり、当事業年度の総来場者数は合計292万1
千人（前期比4.5％増）となった。
業績としては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
けたものの、それ以前のイベント利用日数及び来場者数
は好調に推移していたことから、貸館事業は増収となっ
た。一方、商業事業及び観光・チケット・駐車場の各事業
は減収となった。また、広告事業は新規広告枠の販売に
より増収となった。以上の結果、当事業年度の売上高は
39億72百万円（前期比9.9％増）となり、前期の赤字から一
転、営業利益は2億29百万円（前期4億84百万円の赤
字）、経常利益は4億10百万円（同4億26百万円の赤字）、
当期純利益は1億88百万円（同3億57百万円の赤字）とな
り、増収増益となった。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見
通せず、今後のイベント開催予定が不透明のため、業績は
非常に厳しいものになると予想される。このような状況下に
おいて、『中期経営計画2021』は2年目を迎えることから、1
年目の成果と課題を踏まえ、「札幌ドームの価値向上と魅
力発信」「新たな事業展開・営業戦略の確立」「持続可能な
企業への変革」という3つの基本戦略に基づき、各事業の予
算縮小や経費削減を行いつつも、事業活動を着実に推進し
ていく必要がある。本年7月に開催予定であった「東京2020
オリンピック」については、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により1年延期となったことから、来期開催に向け万
全の準備等を行い、プロ野球・プロサッカー、その他のイベ
ント開催においては、主催者様や貴市と緊密に連携を図
り、徹底的な感染拡大防止に取り組む。
また、2023年以降における黒字経営実現に向けて、新たな
イベント誘致や新規事業の検討のほか、既存事業の見直し
および組織のあり方などについて、基本方針および具体的
戦略を策定し、着実かつ精力的に取り組みを推進していく。
▼「札幌ドームの価値向上と魅力発信」では、「東京2020オ
リンピック」のサッカー会場としての準備を着実に実施する
ほか、天然芝の冬季利用に向けた技術的検討などにも取り
組む。
▼「新たな事業展開・営業戦略の確立」では、新コンサート
モードの貴市による実施設計の支援や新たな貸館モードの
稼働に向けた情報収集およびセールス活動を展開する。
▼「持続可能な企業への変革」では、SDGｓを活用した取り
組みの発信を継続していくほか、テレワークの環境整備、
休暇取得や残業抑制に向けた取り組みを推進するなど、従
業員満足の向上を図る。
▼新型コロナウイルスの感染拡大防止策としては、入場
ゲートほか各所に消毒液を設置するほか、必要に応じて来
場者の発熱検知のためのサーモグラフィーの設置、スタッ
フへのマスク着用の義務化、売店等での飛沫感染対策の
実施などを行う。従業員にはマスク着用や手洗い、うがい
の励行、出勤前の検温や体調管理の徹底を行うとともに、
時差出勤やテレワークなども活用し、感染リスクの低減に
努める。

札幌ドームは、2021 年に開業20 周年を迎える。これまでに
ご来場された5,000万人を超えるお客さまへの感謝と新しい
札幌ドームの形を発信できるよう効果的に事業展開を図る
とともに、その先を見据えた「第二の創成期」を切り拓き、ス
ポーツの普及振興及び市民文化の向上ならびに地域経済
の活性化に一層寄与できるよう総力を結集して邁進する。

▼株主配当や貴市に寄附する設備投資・改修工事も毎年継続して
行っている。
※上記「（3）施設・設備等の維持管理業務」参照。

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン条
例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

適

適 不適

不適

30



様式3-1

全ての項目について要求水準を満たしており、計画どおり
に業務を遂行しているものと評価する。
　収支については前年度と比較し増収増益、来場者数に
ついても前年度から増加しており、コロナウイルス感染症
拡大の影響は受けているものの総評して健全かつ安定し
た経営を行っているものと評価できる。
　特に、将来的な大規模改修等に活用するため本市に３
億円を寄付したことは、指定管理者として大きな貢献を果
たしたといえる。
　利用者サービスの向上のための改修についても、２階屋
外テラスにトイレを設置するなど、利用者のニーズに基づ
き実施しており、大変評価できるものである。
　その他にも多様な自主事業を積極的に実施するなど、市
民道民に親しまれる施設づくりに尽力しており、施設の設
置目的の達成に寄与する管理運営を行っているものと大
変評価できる。
　今後も引き続き設置目的の達成に向けた様々な取組が
展開されることを期待する。

　改善を要する事項は特になし

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項
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観光アンケート（2019年)

1.本日ご利用されたのはどちらですか？

ドームツアー 21

展望台 4

ドームツアー・展望台 82

2.ドームツアー・展望台をご利用されて、満足いただけましたか？

ドームツアー 展望台

とても満足 95 とても満足 75

満足 7 満足 10

ふつう 0 普通 2

あまり満足していない 1 あまり満足していない 0

不満足 0 不満足 0

3.ドームツアー・展望台は、今回が何回目の利用ですか？

ドームツアー 展望台

初めて 95 初めて 80

2回 6 2回 6

3回以上 1 3回以上 1

4.札幌ドームでドームツアーや展望台があることを何でお知りましたか？

テレビ 7

ラジオ 2

新聞 3

雑誌※ 7

札幌ドームHP 71

その他※ 17

5.割引券等をご利用になりましたか？

利用した 11

利用していない 96

□割引券または冊子の名称

時間 内容

長い 1 たいへん楽しかった 94

ちょうど良い 92 ふつう 7

短い 11 あまり楽しくない 0

※未回答　【　　3　　】 不満足 0

※未回答　【　　6　　】

とても満足 86

まあ満足 13

普通 1

少し不満 1

不満 0

未回答 6

※るるぶ 3件、未回答4件

　ハピリカ2件、るるぶ4件、未回答5件

6.割引券をご利用された方にお伺いいたします。割引券がご来場のきっかけになりましたか？

はい【　　  5　　　】　　　いいえ【　　 6 　　　】

7.ドームツアーの内容はいかがでしたか？

8.札幌ドームの総合的な満足度はいかがでしたか？

※ホテルや友人からの紹介、パンフレットなど



観光アンケート（2019年)

大変良かった 93

まあよかった 5

普通 2

あまりよくなかった 0

悪かった 0

未回答 7

※未回答　【　　6　　】

【年代】

10歳未満 17

10～20歳未満 31

20～30歳未満 3

30～40歳未満 7

40～50歳未満 22

50～60歳未満 9

60歳以上 12

※未回答　【　　6　　】

【お住いの地域】

札幌市内 5

道内 13

道外 72

※未回答　【　　17　　】

【性別】　男性【　　60　　　】　　女性【　   41 　　　】

9.札幌ドームの職員の接遇に関してどのように感じましたか？

10.アンケートにご回答の方についておうかがいします。



観光アンケート（H23）

7.楽しかった場所・その他見学したい場所をご記入ください

ロッカールーム

楽しかった場所はマウンド、見学したい場所はファイターズのロッカールーム

ブルペンの見学

ブルペン

札幌ドームが他ドームと違うことがよくわかりました。

ロッカールーム

ピッチングが出来て楽しかった。

ブルペンに用具があったのが良かった。

ブルペンが楽しかった。ベンチが見たかった。

ブルペン

選手のブルペンやロッカー

とても楽しかった。

とても楽しく体験させていただきました。

グラウンド内での見学

試合をやっているところで野球をやりたい。

ブルペン。

選手の控え室

野球場からサッカー場になるところがとてもすごかった。

ホヴァリングをすることにとても驚きました。大変楽しいツアーでした。

人工芝のところへ行った時楽しかったです。

ベンチ、ブルペン

展望台がとても楽しかった。

全部です！

全部とても楽しかったです。

外野裏などを見れた。楽しかったのでもっと見たかったです。

マウンドに実際に降りて違った角度からの感触が楽しめた。

ブルペンに立てたこと、バットを持ったことが楽しかった。

グラウンドの中、展望台

ベンチ裏が見学出来て良かった。

ドーム全体。

外にあるサッカーの天然芝を見れたのがよかった。

とても楽しかったです。

選手控え室が見れなかったのが残念でした。

ロッカールームが見学したかった。

全て楽しかったです。

ドーム横断が楽しかった。

楽しかった場所はブルペン。行きたかったところはロッカールーム、選手の食事スペース。

担当の方の説明が非常にわかりやすく、とても楽しかったです。あっという間の50分間でした。

すべて大満足でした。

ロッカールーム。

選手のバットなどを見れてたのしかったです。いい思い出になりました。

選手が普段利用している物、ベンチなどが見れたので良かったです。



観光アンケート（H23）

11.ドームツアー・展望台に関するご意見・ご要望をお聞かせください。

市民割があればいい

わかりやすかった。

ベンチが見られなかったので、また見られるときに参加したいです。

来て良かった。

サッカー場と野球場が返還されているのがすごかった。

びっくりした。

普段見れない所を丁寧に説明して案内してもらえてとても楽しかったです。

ドームツアーの説明がとてもわかりやすかったです。座席に座れてとても楽しかったです。

記念品がほしい。

選手のサインをもらいたい。

とてもハキハキしゃべっていて聞きやすかった。楽しいツアーでした。他球場より良かったです。

色々工夫がされており、参考になることばかりで満足しましたよ。

とても楽しかったです。説明もわかりやすかった。

何回来ても毎回少しずつ内容が変わって楽しいです。

とても楽しかったです。

もう少し写真タイムを長くしてほしかった。慌ただしかった。

ドームツアーはとても良い企画だと思いました。良い記念になりました。

話し方が大変わかりやすかった。

てれぼーくんをリニューアルして欲しい

選手のバットに触れたのは良かったです。

楽しかったです。

ありがとうございました。

ドームツアーで札幌ドームのことがよくわかった。

ベンチを近くから見てみたいです。

楽しかった。

とてもハキハキしゃべっていて聞きやすかった。

丁寧に色々教えて下さいました。

また来たいです。

とても楽しかった。

楽しかった。

札幌ドーム全体が見たい

練習の風景が見れるともっと良いと思います。

もっと長くみたい。ブルペンでもっとなげたかった。

もう少しゆっくり見たい！！（楽しかったので）　ブルペンで投げてみたかった。

楽しかったです。

とてもおもしろかったし、勉強になりました。ずっとドームツアーを続けて下さい。

とてもおもしろく、楽しいツアーでした。実際に試合を見に来ます。

次は野球のときに来たいです。

次は野球バージョンを希望。

グラウンド（野球）がみたかったです！！

野球が入っている（グラウンド）の時に見たかった！

丁寧でわかりやすかった。
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 2019シーズン札幌ドームみらいシート招待者に対する事業満足度等アンケート結果報告 

2016年 3月 30日 経営企画室 経営企画課 

 

 

１．実施概要 

 目  的： 招待事業の効果や当社業務の改善につながるご意見を募ると同時に、招待者に 

みらい シートでの観戦の記憶をとどめていただくことを目的とする。 

（事業開始年の 2008年より継続して事後アンケートを実施し、今回で 12回目。） 

 対  象： 2019シーズンみらいシートご招待者のうち、アンケートにご協力いただけると 

回答をいただいた方 ７１１組１,４２２名（全招待者数：９２４組１,８４８名） 

 実施方法： アンケートの案内はがきを対象者に直接発送し、QRコードもしくは URLから 

アンケートページにアクセスし回答いただいた。 

       （回答者の中から抽選でファイターズ戦またはコンサドーレ戦へ招待） 

   →対象試合が延期および無観客試合となったため抽選での招待は無しとなった。 

 実施時期： 2020年 1月 24日～2020年 2月 14日 

 案内はがき： 下記のとおり 

 アンケート内容：別紙参照 

 

 ≪はがきイメージ≫ 

 

ご案内                       宛先 
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２．回答者数及び回答率 

 ・回答者数：４３９組８７８名／７１１組１,４２２名 

  ・回 答 率：６１.７％（※昨年比＋０.９％） 

 

３．アンケート結果 

（１）みらいシート事業について 

 

 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 
「満足」「やや満足」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

99.0% 98.2% 98.5% 98.2% 98.7% 97.4% 96.7% 97.3% 97.8% 95.2% 96.3% 94.1% ▲2.2  

みらいシート事業についての満足度は継続して高いが、「不満」と回答した方も 2名いた。理由としては、 

1件は日ハム移転についての不満、もう一件については階段や導線の不便さについてであった。 

 

（２）設備について 

①案内看板・サイン 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

「満足」「やや満足」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

88.8% 91.0% 88.8% 92.7% 91.1% 89.7% 88.2% 88.9% 86.2% 85.8% 87.6% 84.1% ▲3.5  

満足度は昨年と比べ 3.5％減少してしまったが、トイレの利用状況がわかるサインなどは大変好評であった。 

自身の座席や、目的の売店までの導線がわかりにくいとの声が数件見られた。 

 

みらいシートでのご観戦の感想をお聞かせください。 

案内看板、サインは分かりやすかったですか。 

満足 

やや満足  

どちらともいえない  

やや不満 

不満 

満足 

やや満足  

どちらともいえない  

やや不満 

不満 

72％

22%

3.5％ 2% 0.5％

やや満足

満足

44%

40%

11%

4% 1%

やや満足

満足
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②お手洗いの数や設備について 

 

 

   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

「満足」「やや満足」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

88.6% 88.8% 86.8% 89.2% 83.2% 86.9% 82.6% 88.4% 78.8% 75.2% 77.0% 77.4% +0.4  

2 年連続で満足度が向上した。トイレのサインや導線についてはプラスの意見が多く、以前と比べてお客様
にとって使いやすい仕様になったのだと実感した。一方で、女性用トイレや子ども用トイレの数を増やして

ほしいというご要望は例年通り多く見られた。 

 

 

 

（３）売店について 

①飲食売店の品揃えについて 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                 

                      

 

 

 

「満足」「やや満足」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

75.6% 82.1% 80.6% 78.8% 79.7% 79.8% 79.4% 80.7% 76.4% 63.9% 68.5% 63.6% ▲4.9  

飲食売店については毎年満足度が大きく変動している。お客様のニーズと、現状入っている店舗のメニュー

展開がどれだけ一致しているかで満足度が大きく変わると思われる。手軽に食べられるパンやおにぎりなど

のメニューを増やしてほしいという意見が多かった。 

 

 

 

 

お手洗いの数や設備などはいかがでしたか。 

飲食売店の品揃えはいかかでしたか。 

満足 

やや満足  

どちらともいえない  

やや不満 

不満 

満足 

やや満足  

どちらともいえない  

やや不満 

不満 

39%

38.5％

13%

9% 0.5％

やや満足

満足

21%

43%

19%

14%

3%

やや満足

満足
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②グッズ売店の品揃えについて 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

「満足」「やや満足」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

82.7% 87.9% 84.2% 87.5% 83.7% 82.2% 83.1% 86.2% 83.9% 80.3% 79.3% 74.8% ▲4.5  

グッズについては、買いたいものが品切れ、もしくは取り扱いなしであったという意見が何件か見られた。 

ファイターズ通販とドーム売店での販売商品数の差も、満足度減少の原因ではないかと考える。 

 

 

 

 

③スタッフの対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「満足」「やや満足」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

84.9% 91.3% 94.3% 91.8% 88.6% 88.6% 88.4% 90.2% 91.3% 85.1% 84.6% 85.2% +0.6  

スタッフの対応についてはここ数年 85％程度をキープしており、満足度は高いといえる。 

一方で、スタッフの対応に不満があるというコメントも見られたため、スタッフ個人によってお客様からの

評価が大きく異なると思われる。 

 

 

 

 

館内や売店などでのスタッフの対応はいかがでしたか。 

グッズ売店の品揃えはいかがでしたか。 

満足 

やや満足  

どちらともいえない  

やや不満 

不満 

満足 

やや満足  

どちらともいえない  

やや不満 

不満 

37%

38%

18%

6% 1%

やや満足

満足

49%

36%

13%

1.8％ 0.2％

やや満足

満足
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（３）来場実績について 

 ①みらいシートご招待以前のお子様のご来場実績について 

 

 

                     

   

「ある」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

88.9% 89.8% 91.0% 87.9% 85.9% 88.3% 84.2% 87.3% 85.6% 88.1% 87.2% 85.9％ ▲1.3  

「ある」の割合は例年同様の数値である。みらいシートご招待前から、プロ野球観戦などを目的に札幌ドー

ムに来場したことがある方が多いことが分かる。 

 

 

 ②みらいシートご招待以降のお子様のご来場実績について 

 

 

 

 

「ある」と回答した方の割合 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前期比 

72.1% 72.5% 76.5% 71.5% 65.1% 59.9% 65.8% 68.8% 69.7% 70.7% 65.9% 64.9% ▲1.0  

「ある」・・・８５.９% 

「ある」・・・６４.９% 

みらいシートでのご観戦以前、札幌ドームにご来場されたことはございましたか。 

みらいシートでのご観戦以降、札幌ドームにご来場されたことはございますか。 

340

119

91

99

18

34

10

30

4

53

プロ野球

Jリーグ

コンサート

ふわふわ

リレマラ

モノヴィレ

メイカーズ

スポバイ

大運動会

その他

226

54

23

21

4

9

6

8

37

プロ野球

Jリーグ

コンサート

ふわふわ

リレマラ

モノヴィレ

メイカーズ

スポバイ

その他

はじめての札幌ドームへの来場が 

みらいシートであったお子様 62名のうち、 

17名が札幌ドームに再来場した。(27.4%)  

※2018年は 39.0％、2017年は 40.3% 
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４．保護者様からのコメント 

 

【みらいシート事業について：嬉しいコメント】 

・みらいシート当日は、大型スクリーンに息子やお友達の顔を映し出してもらい、みんなとても喜んで

いました。楽しい思い出ができて良かったです。 

・子供があまり興味がなく、なかなかサッカーを見に行こうという機会いがなかったので、とてもよか

ったです。 超初心者なので、子供向け(低学年向け)にルールの説明があると良いなと思います。例え

ば、サッカーなら前半と後半に別れているとか…そんなほんとの基本のルールでいいので。 あと、こん

なグッズを買ったらより楽しめますよ、とか情報が欲しいです 野球なら風船とかかな。 

・札幌ドームみらいシートのようなプロジェクトなどのイベントをたくさん開催してほしいです。よろ

しくお願いします。 

・3 年生の兄は、野球に今まで興味を示しませんでしたが、小学校のお友だちがたくさんいるなかで  

観戦できて良い思い出になりました。ありがとうございました。 

・子供と二人で野球観戦するという、貴重な時間を作ることができ感謝しております。 このような機会

がたくさん用意していただけることを希望します。 

・記念になりました ありがとうございます 

・とても良い企画なので続けて下さい 

・子供もとっても満足してます 楽しかった～と言ってました 

・未来シートはとても素敵な企画だと思います。思いがけず現地で同じ学校の子が近くに沢山いてお友

だち同士で観戦できてとても喜んでいました。ありがとうございました!! 

・みらいシート、ありがとうございました。とても利便性のいい席でした。 夏に行くことが多いのです

が、冬休みのスポーツイベントがもっとあると、いいなと思っています。 

・今回のプロジェクトが 12年経っていたのは、初めて知りました。 もっと、このような企画があれば

嬉しいです。 

・子供はとても楽しい 1日になった様です。 もっとこうゆう機会が増えてくれると嬉しいです！ 

・みらいシートに招待いただきありがとうございます。娘にとって良い思い出になりました！札幌ドー

ムをテレビで見たり、車で通りかかると、嬉しそうに思い出話をしてくれます。 

・子どもとの良い思い出作りの場としてふさわしいと思ってます。 

・みらいシートはとても良い企画だと思います。これからも、続けてください。よろしくお願いします。 

・昨年初めてさっぽろドームに行きました。また今年も行きたいねと話しています。 

・このたびは素敵な機会をありがとうございました！普段あまり子供と交流を持てないので、この機会

はとても有意義な時期を過ごせました。また子供がとても野球好きになったこと、スポーツに興味を 

持つきっかけになってくれたこと、ありがたく思っています。今回は本当にありがとうございました。 

機会がありましたら、またこう言う企画や、モニターなど参加したいです。 

・息子は、野球に興味を持ち始めた頃に未来シートに招待させて頂きました。 生で見る大きなドーム、

生で見る野球選手に応援団の声援、どれもすごく目を輝かせて興奮していました。それからは野球の虜

です。 土日は母親しかいないため、なかなか足を運ぶことが出来なかったので、本当に良い機会を頂き

ました。ありがとうございます。 

・みらいシート、札幌ドームで開催する限り続けて欲しいです。 子どもは友達と楽しんで観戦でき、 

滅多にない機会で私も楽しませてもらいました。 

・これからも未来シートの継続をお願いします！ 
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・こういう機会をたくさん設けて頂ければ嬉しいです 

・みらいシートで観戦をして以降、子どもが野球に興味をもちました。今シーズンの開幕を楽しみに  

しています。 みらいシートへの招待ありがとうございました。 

・この度は未来シート観戦チケットをいただいて誠にありがとうございました！ 息子も生でみる楽し

さを満喫し、大変よろこんでおりました！このような機会が増えると、スポーツに関心を寄せるこども

たちがまた増えることと思います。また機会がありましたらよろしくお願いします。 

・大型スクリーンに選手の応援ソングが映るので子供も喜んで、楽しそうに応援出来ていました。飽き

ない演出で楽しく観戦できました。 ありがとうございます。 席がどこにあるか分かりにくかったです

が、警備の方が教えて下さり迷う事なく席を見つける事ができました。 

・「チケットを買ってまで行かない」状態でいしたが、チケットプレゼントをきっかけに「チケットを 

買って観戦に行こう」に変わりました。 

・みらいシートのご招待ありがとうございました。初めての野球観戦を親子で楽しむことができました。

また機会があれば観戦に行きたいです。 

・色々と子供の招待などがあれば行きたいと思います。 

・未来シートで観戦した後、ド～ム内でキャッチボールを楽しめ大満足でした。 そのような機会が沢山

あると嬉しいです。 

・なかなか札幌ドームに行くことも、パパが子供を連れて出掛けることがない我が家。今回のチケット

のお陰で、パパと子供が 2人で野球を観戦に行くことが出来とてもいい機会を頂きました。有難うござ

いました。 

・貴重な機会をありがとうございました！ ずっとファイターズの試合に行ってみたいと言っていたの

で大喜びでした。観戦以降すっかりハマりテレビの中継を見るのが彼の楽しみになっていました。 

・楽しいおもいでをありがとうございました。 

・2019 年に札幌市に転居して参りました。ドームでは学校や広報誌などを通して、様々なイベントを 

やっていることを知りました。 子どもが喜ぶイベントをたくさん企画していただいて親子共々楽しん

でおります。ありがとうございます。 

・昨年はオープン戦も含め 20 回ほどドームに行きました！場所はもう覚えているせいかドーム内で 

困ったりしたことはありません。みらいシートも野球が好きなので、野球の時に当たってとても嬉しか

ったです。子供たちをビジョンにうつしていたのも子供たちが喜ぶので良いなと思いました。 

・みらいシートがきっかけで子供が興味を持ち、その後プロ野球の試合を観に行くようになりました。 

今後もみらいシートの企画を通じてたくさんの親子がスポーツに興味を持てると良いですね。 

・昨年はみらいシートで試合を楽しく観戦させていただき、よい経験になりました。 ありがとうござい

ました。 

・野球に触れ合うきっかけを作ってくださりありがとうございます！また野球やイベント観戦などで 

利用したいと思います。 

・みらいシートのように今後も子供達への感動や楽しみを企画を続けてください。 

・未来シートで子供がパパと二人で観戦させていただきました。飲食店のメニューも充実していて良い

です。これからも利用したいです。 

・とても良い席で観戦出来ました。ありがとうございました。 

・いつもたくさんのイベントをしてくださりありがとうございます。身近にプロスポーツがあることは、

子どもたちにとっても大きな未来への目標になると思います。選手だけではなく、それを支えるスタッ

フのみなさんに感謝します。 

・またこのような機会を作ってほしいです。 
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・主人がファイターズファンクラブ会員なので家族で野球観戦に訪れていますが、今回の札幌ドームみらい

シートに招待いただくのとは又別の楽しさが子どもにはあったようです。 同じように招待された学校の同級

生が周りに座っているので、一緒に応援するなど家族と行くより熱が入り盛り上がっていました。後日、  

学校で野球について話題が盛り上がったり。 楽しい機会を与えていただき感謝です。  

・みらいシートで初観戦してから、子供達は野球や他スポーツに興味を持つようになり、テレビなどでも、

一生懸命応援するようになりました。やはり、生で体感すると感じるものが大きいんだなぁと実感していま

す。 また機会があれば、行ってみたいです。 

・以前、上の子が小 3の時にみらいシートで観戦させて頂いたことがあり、今回下の子も小 3 になり、みら

いシートで観戦するのをとても楽しみにしていました。 実際に球場に行くと、テレビで見るのとは違って 

臨場感があり、選手が身近に感じられてとても楽しかったと言っていました。ドームの試合は家族でも何度

か見に行ってますが、今回は周りに学校のお友達もいたので、家族で来た時とはまた違った楽しみ方ができ

たようです。 あと、警備面や時間的にも難しいかもしれませんが、試合前か試合後のちょっとした時間でも

いいので、例えばファイターズ選手と握手やハイタッチできるとか･･･選手の皆さんと直接交流できる機会が

あったら素敵ですね。子供達にとって一生の思い出になると思います･･･未来ある子供たちのためにこれから

もこのプロジェクト続けてください。 この度は親子でファイターズを応援する機会をいただき本当にありが

とうございました。今年も家族で球場に応援に行きますね！ 

・毎年 10 回位はドームで楽しく観戦させていただいております。 みらいシートのイベントは、将来野球  

選手を夢見て少年野球をしている息子にとっても、とても嬉しいイベントでした。ありがとうございました！ 

・未来シート招待頂きありがとうございます。親も子もとても楽しむ事が出来ました。 また機会があれば 

札幌ドームにお邪魔したいと思っています。 沢山イベントやってるのは知らなかったので、スポーツ観戦 

以外にも遊びに行きたいと思いました。 

・野球を見て以来、子供が野球を好きになって、見に行きたがってたので、未来シートの招待は、とても   

嬉しかったです。 札幌ドームは、うちからは、子供を連れて行くには、少し大変ですが、楽しい思い出を   

作れるので、行って良かったな～。と感じます。トイレは、数はあると思うのですが、子供が待つのが大変

でした。 

・本物を見ることはとても勉強になりますし、子供の刺激にもなるので、これからも利用してプロの試合を

見せたいです。 

・ドーム招待ありがとうございました。指定された席が分かりづらかった事以外はとても良かったと思い 

ます。 

・これからも大人も子どもも楽しめるイベントをたくさん企画して欲しいです。 

・この様な良い機会を頂いてありがとうございました。 

・とても楽しく観戦する事が出来、子供との良い想い出になりました。ありがとうございました。 

・前回はファイターズの試合を観戦させて頂きありがとうございました。 もし、また未来シートで観戦出来

る機会がありましたら、コンサドーレの試合を観戦出来ると子供も喜びます。 もし当選したら、子供が現在

サッカーを習っている&３月生まれなので最高の誕生日プレゼントになります！ 

・今後も子供と一緒に参加出来るイベントが より多く開催され札幌ドームに足を運べたらと思います。 

・子供はとっても満足しておりました！ 

・子供に夢を与えるいい機会なので引き続き実施していただきたいです。 

・今後もこのようなイベントをたくさんやって欲しいと思います。 

・試合後にグランドでキャッチボールできるのは、子どもも喜んでとても良い企画と感じました！今年も 

ぜひお願いします！ 
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・ファイターズの観戦でよく利用しています。 今回のように、子供が参加できるイベントがたくさんあると

嬉しいです。 試合後、グランドに降りれたのもよかったです。キャッチボール、興奮してやっていました。 

・試合後、フィールドが開放になっていたので、試合に加えて子どもが楽しい時間を過ごせました。ただ、

行き方を尋ねた売店の方が開放について、ご存知なく、迷ってしまいました。 

 

【みらいシート事業について：ご意見ご要望】 

・アンケートはがきの QR コードが、なかなか読み込めませんでした。おそらく、印刷ズレによるものかと 

思います。 また、URL もアンケートページへいくことができませんでした。 最終的にはがきを斜めにして

QRを読み込むことができなければ、アンケートの回答は断念していました。 

→ 一度に数百枚のハガキを印刷したため、印刷ズレが生じたと思われます。ランダムで何枚か試しに QR

コードを読み込んだ際は問題ありませんでしたが、次回以降、全てのハガキにおいて、きれいに印刷されて

いるか確認したうえで投函したいと思います。 

・札幌ドームについては不満はない みらいシートについては不満がある 今回の座席が非常に通路から離れ

ており、座りずらかった… 両隣の観戦している方のマナーが悪すぎて最悪でした… 両隣ともみらいシート

のはずだが…左隣はビールを飲みながら観戦しているスーツの中年男性 2 人組…右隣は若いカップルであっ

た… みらいシートとはなんですか？ 何のために行っているのですか？ 転売や子供とは関係ない方でも 

利用できるサービスなのですか？ 

→該当の試合日を調べ、状況を確認しました。まず、座席が通路から離れた場所だったことは間違いなく、

少々不便だったかもしれません。しかしながら、みらいシートはお客様による座席指定はお受けしていない

ため、通路側でないお客様が発生することに関しては改善が難しい状況です。一方で、両側にみらいシート

と関係のないお客様が座っていた件に関しては、該当の座席の両隣は、本来であれば別の小学校様の招待席

として埋まっている座席でした。両隣の招待者様がご来場されなかった、もしくは早い段階で退場したなど

の理由で空席となり、一般のお客様が座ったと考えられます。 

・２席分ですと、母子家庭の場合、一人分のチケットを別に購入したとしても、席が別れてしまい、子供   

一人にすることも、親が一人になって、子供だけにすることもできず、ちょっと残念な事になりました。   

何か良い案があると、いいな。と、思いました。 

・ペアで指定席だと、下の子供もいる場合一緒に観戦できない、結局行けないということになる点を改善  

してほしい 

・親子二名だと兄弟を留守番させなくてはいけない。他の座席をとったが遠い席しかなく迷子になる。近く

の席を取らせてほしい。 

・みらいシートありがとうございました。 家族が 5 人でしたので、みらいシートの他の家族を近くの席で 

優先的にとれるようなシステムがあると助かると思いました。 すごく離れた席しか取れなかったので行き来

が大変でした。 

→現状、多くのお客様には 2 席分でご満足いただけているという点と、上記のようなお客様を応募時点で

見分けることができないため、対応が難しいと思われます。なるべく早くチケットをお送りし、チケットを

追加購入されるお客様に不便をかけることのないよう努めたいと思います。 

・もう少しグラウンドに近いシートの方が子供達は喜ぶと思いました。 

・シート近くの階段が急で、せまい。 

・みらいシートから、キッズスペースまでが遠くて、みらいシート近くに席をとって座っていた弟２歳を連

れての行き来は少し大変でした。 

→本件とは逆に、良い席で嬉しい、などのご意見もいただいており、また、毎年ファイターズ様から継続

購入しているシーズンシートのため、座席位置の変更は難しいと思われます。 



pg. 10 

・みらいシート、ありがとうございました！ 曖昧ですが、シートに空席が多かった気がします。日程を選ん

で参加出来ると、便利かなと思いました。下のいい席が空いてるのに、上の方の席に座らないといけなかっ

たので、もったいないかなと。 売店や移動販売の簡易で出ているお店の場所の地図欲しい。アプリで自分の

席から近いお店やトイレを検索できたり。 

・みらいシートの座席は観戦しやすい位置でしたが、保護者の方と離れてお友達同士で座っているお子さん

が、保護者の元へ行くために何度も席を立ち、前を通るため、観戦に集中できませんでした。座席を同じ学

校単位にするなど、ご検討いただけたらと思います。 

 →シートが全席埋まらない時は、なるべく前の座席から詰めて配席をしていますが、学校同士の区切りが

良くない場合など、前の方の座席を残したまま次の列から配席することもあります。今後も、可能な限り  

空席が目立たない、かつお客様が動きやすい配席を心掛けたいと思います。 

・せっかくご用意していただいたのに意見を述べるのは申し訳ないですが、ホームランボールいいなあ...と

キャッチしてる人を見るたびに羨ましがってたので取れなくてももう少しチャンスのある席を用意してあげ

ると子供もワクワク楽しめるかなと思います！次はホームランボールが飛んでくるところに座りたい！と 

意気込んでいるので今年は連れて行ってあげれたらなと思いました！楽しい時間をありがとうございまし

た！ 

・プロ野球試合前後、途中などでボールをプレゼントしたり、選手が観客席周囲をまわってくれることが  

あります。C 席など後ろの方の人も選手を近くで見たいし、ボールなどのプレゼントキャッチできたら嬉し

いです。小さな子を連れて前の方に行くのは難しい、でももっと子供にも楽しんでほしい。一生の宝物や  

思い出になると思います。 

→みらいシートをきっかけに、「次はあの席で見てみたい！」などという楽しみを見つけていただき、再来

場いただけることを期待しています。 

 

【札幌ドーム・スポーツ観戦全般について：嬉しいコメント】 

・小さな子供にも優しい作りで、以前よりもベビーカー置き場などの設備が増えていて赤ちゃんがいる家庭

でも観戦しやすい配慮を感じられ嬉しくおもいました。野球観戦時に DJ龍太さんの楽しいラジオを聴きなが

ら会場入りして、野球のルールをあまりわからないわたしでも龍太さんの解説や楽しいトークやゲームでと

ても楽しむことができました。 また是非今年も行きたいです☆ 

・毎回楽しく観戦させてもらっています！ 

・階段が急なこと以外は、毎回満足して帰ってます。今後もよろしくお願いします！ 

・また野球みにいきます 

・中田選手が大好きなので、似顔絵コンテストに応募したりファイターズ観戦を楽しんでいます。今年も  

会場に行って是非生で応援したいです！ 

・地下鉄からのアクセスもよく、ドーム内も清潔。スタッフさんの対応も良い。また親子でプロ野球観戦に

行きたい。 

・この度は、みらいシートのご招待ありがとうございました。野球観戦やコンサートでお世話になっており

ます。プロ野球の試合がなくなってしまうのは残念ですが、今後はパンやスイーツなど、楽しいイベントの

企画を増やしてください^ - ^札幌ドーム盛り上げていきましょう！ 

・ドームでのスポーツ観戦は、臨場感があり楽しみの 1つです。 

・子供がコンサドーレ札幌のファンなので、今年もたくさん利用させて頂きます。 

・これからも楽しい行事をいっぱい開催してください。 

・駐車場が広いので助かっています。 子どもを連れて行くと、トイレの表示がとても見やすいのがいいと 

思いました。 たくさんの人が来場していますが、きれいに保たれているのがすごいと思います。 
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・ファイターズの観戦でいつもドームに行っています 楽しいです 

・身近にあるので利用しやすい 

・年に 10 度野球、サッカー観戦しております。子供が札幌ドームで応援したいと言われてから毎年行って 

います。 

・日ハムの試合は全体的に満足です 野球の試合は攻守交代が長い為、子供は退屈しがちですが、そこのとこ

ろを退屈させない催しがあり、満足してます。 また、是非行きたいと思います 

・サッカーが大好きな小学生です。これからもサッカー観戦が出来ることを楽しみにしています。 

・全体的には素晴らしい施設だと思いますし、行くたびにワクワクします。ドームに入ると、解放感に浸る

ことができて、楽しいです。 子どももとても楽しんで応援していましたし、選手を覚えて、テレビで見たり

すると、「あのときの誰々だ」などと応援しているので、いい機会だったと思います。 

・子どもが野球を好きで、何度か試合を見に行ってます。今年も行きたいと言っているので、野球を見に  

行く予定です。 

・無料のオムツが置いてあることがとてもありがたい。そのおかげで、小さな子供を連れても行きやすい。 

・謎解きクイズラリーがおもしろかったです。 

・綺麗な施設が住んでいる札幌にあるということはとても誇りです。 交通の便も良く、大好きなスポーツ 

観戦ができることはありがたいです。 

・今後も頑張ってください！ 

・子供にも楽しめるイベントが毎回あり、試合だけでなく、ドーム内を探検するのもいつも楽しみにして  

います。 今年もたくさん行きたいです！ 

・通路が汚れた時にすぐ清掃して下さり丁寧だなと思いました。 

・年に 1～2回の野球観戦で利用してます。 今年も子供が楽しみにしています。 

 

【札幌ドーム・スポーツ観戦全般について：ご意見ご要望】 

・ファミリーシートを内野、外野を含めてもっと増やして欲しい。 小さい子供を連れて行くのが大変。 

値段は高くても良いので。 

・入場に時間がかかるため並んでる間子供が飽きてしまう。 入場列から見えるようにモニターを複数

設置し、アニメーションや娯楽の映像を流したらいいと思う。 

・ドリンクやフードをこぼしている方が沢山いるので折りたたみ式の置き場所を設置していただけると

嬉しいです。 

・マラソンコースの解放日を増やして欲しい。 

・子供の招待企画を増やしていただきたい 

・いろいろなイベントをやってほしい 

・リサイクル市を開催してはいかがかと思います。 

・今後更に、入場がスムーズになると有り難いですね。 

・こども向けイベントを沢山行ってほしいです。 

・駐車場が生活保護優先の場所があると 言う話を聞きました。 お元気な方なのにどうしてかなあと 

思っています 

・シートが狭いので、隣に体格の良い方が座るととてもじゃないが、座ってゆっくり観戦する気になれ

ない。 ドリンクホルダーの場所が前の座席の後ろに付いている為、前に座る方が髪が長い場合、髪の毛

が入ったりするので困る。 あと、コップに蓋が付いてないので、たまに前を通る方がそれにぶつかりこ

ぼす。 ペットボトルを禁止されているが、持ってきてる方もいるので、別に禁止にしなくても良いと思

う。 
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・野球の際、駐車場予約がいつも困難です。 

・幼稚園に通う前、3 歳未満、もしくは新生児やマタニティに対しての気遣いが無く駐車場などら気遣

いがほしいです。キッズの遊び場に行った時も駐車場からの距離が遠いのにかかわらず考慮されない為

遊ぶ時間が移動時間にとられてしまうのでもう少し駐車場代に考慮してほしいです。 

・スポーツ観戦でドームに行ったのに、携帯の機種交換をする羽目になった(キャリアも変更)、その携

帯会社の営業のうまさかも知れないが、こっちは本来、試合を観に、、応援に来てのだから、集中したか

った、、お陰で、気が散って試合に集中できなかったし、何よりあんな状況で機種交換してしまう羽目に

なり、よく説明できずに、妻には大目玉を喰らうし、踏んだり蹴ったりな 1日。本来の目的とかけ離れ

た営業ブースなどは「要らない」と思う。イオンなど複合施設ではなく、札幌ドームなのだから。 

・下の兄妹もいるのでキッズパークも営業してる日を増やしてほしい  平日のイベントのときシャトル

バスが週末しか運航してなかったので、イベントがあるときはシャトルバスがあると助かります。   

・イベント時のキッズスペースの充実。 

・コンサドーレの試合をよく見に行くのですが、シーチケ持っている人も西ゲートから入れるようにし

てほしい。 

・キンプリのコンサートやってほしいです！ 

・学生アルバイトが 態度も悪く全く改善されないのが不思議。 いずれ事故が起きると思う。 アルバイ

トと言えども、接客マナーを教えるべきだ。 こちらは、お金を払って利用してるので、不愉快です。 

・ママも子供も楽しめるイベントをもっと増やしてほしいです。 ママフェスタ、また、開催してほしい

です 

・試合終了後の大混雑をどうにかして欲しいです… 

・ゴミ廃棄エリアが手狭のため溢れて収まりきらないことが多々ある（特に帰り際）。 是非これまで  

以上の収納スペース確保措置を講じていただき、更なる快適な空間にしていただければと思います。 

・子供の参加できるイベントを開催して欲しいです。 

 

【札幌ドームの設備について】 

・久しぶりにドームへ行ったんですが、ゴミ箱がたくさん設置してあり、とても便利でした。 

・北ゲートにエレベーターがついて、子連れにはありがたいです。 

・階段が急だったり隣が近かったり、子連れでは多少の不便を感じる 

・階段が急なので何とかしてほしい 

・椅子下のドリンクホルダーに足が引っかかりやすいので工夫できないでしょうか。 

・客席の階段が急過ぎて不便 又トイレも一回一回階段を登り降りしてからでなければ行けないのが 

大変です 後、新札幌駅からの送迎バスがなくてしまって大変困ってます 新札幌駅からのバスがなくて

から、ドームに行く機会も減りました 色々な方面から行く人の事を考えアクセス整備をして欲しいと

思います 

・傾斜がきつい 

・会場内にエスカレーターがあると助かります。エレベーターだと待ち時間が長いので 

・階段ばかりで疲れるのでエスカレーターも設置してほしい。エレベーターは混んでいて全然乗れない。 

・野球観戦以外で利用したことがないので、必ずしも当てはまらないかもしれないが、「一体感」があま

り感じられない雰囲気がある。ファイターズのせいとか、観客席の構造とかではなく、全体からの盛り

上がりが出来にくい感じがした。抽象的で申し訳ないが、それはドームの歴史の関係なのか、自分も含

めて観戦するファンの楽しみ方なのか、ホームとしての雰囲気はああいうものなのかが毎回よくわから

ない。ドームもファイターズも嫌いなわけではないので、また観戦には行きたいと思うが、次は野球  
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以外のイベントで行ってみて比較したほうがよいのだろうか…。 

・怪我をしていたので、階段が急すぎて大変でした。外野席でもモニターが見易いところにあるといい。 

・子どもの視点から見て、座席が高くて足が着かず座りづらそうだったらしく、何度も席を立っていま

した。 子供用に踏み台みたいな台があると良いと思いました。 また、通路に出るにも幅が狭く階段も

急だったので不便を感じました。試合自体はとても楽しめました。 

・プロ野球観戦に子どもと年に数回行っています。私達は毎回楽しませてもらっているのですが、70代

の私の母や叔父叔母もプロ野球が大好きで、観戦に誘うのですが、階段の多さから敬遠してるようです。 

エレベーターの場所がわかりやすくなるといいなと思いますし、お年寄りが移動しやすい席の案内など

あると安心して足を運べるのではないかと思います。 

・座席周りがもう少し使い勝手が良いと より良いかなと思います。 

・座席が狭く、階段も急で危険。高齢者や若くても足腰が痛い人などに優しくない。 イベントの際も 

階段を登らせてから観客席の階段を降りてメイン会場に入らせるなど導線が悪い。 

・娘は上り階段が、急で怖いといっていました。 

・足の不自由な祖父母も観戦しやすいような席があるとよい。野球が好きなのに、階段が辛くて観に  

行くのが億劫とのこと。広いから仕方ないのかもしれないが、売店やトイレなども遠く、移動に時間が

かかりすぎる。駅からも少し距離があるので…。 上の方の席にも階段以外で途中までアクセスできる

ようになるとよい。売店にスマホから注文&決済して、取りに行くだけにしたら並ばなくてよいのに。 

・階段を上ったり降りたりがもう少し緩和されたら有難いです。 

・来シーズンもプロ野球観戦を楽しみにしています。仕方ないことですが、座席が真ん中だと出入りの

際、他のお客さんとギリギリにすれ違うのが少し気が引けます。皆快く観戦してると願いますが…。  

新球場に移転前に沢山観戦したいです！ 

・札幌ドームについてですが、一つはスタンドの階段が少し急なことが子供にとって少し危ない感じが

しました。 あとは足元と横幅がもう少し広いとうれしいです。 隣が大きい人だと大人同士も辛いし、

子供も潰されそうになるので、その辺をゆったりにしていただけると助かります。 

・客席の階段が急で、昇り降りが大変でした。 

・要望として、小３とはいえ階段昇降自体は苦にならないのですが、一般のお客さん（大人）の方とす

れ違うにはスペースが狭いこともあるので、出来れば極力入口に近い座席のほうが良いかもしれません。 

子どもは特にトイレが近かったり、飲み物・食べ物を買いに行くなど、階段昇降の機会が多いので。 

 

【サインについて】 

・コンコースから中に入るときの通路番号の表示が、左右逆になっているところが多いので、改善して

ほしい。 例：コンコースでの表示は、４２～４６となっているが、入って右が４２、左が４６。 この

表示では、４２は左にあると思ってしまう。 

・今年度はみらいシート以降も何度か野球観戦に行きましたが、慣れるまではどのゲートから入ったら

1塁側か 3塁側か、内野側か外野側かが分かりにくく、どこから入ったらよいのか迷いました。何ゲー

トは１塁側、など、ドームの外にも分かりやすい表示があちこちにあると、初心者でも迷わず入場でき

ると思います。 

・どこの入り口から入れば席に近いのか、わかりづらい。表示をもう少し分かりやすくしてもらいたい。

小学生のお小遣いでも買える位のグッズの品揃えが多いとありがたい。 

・いつも席まで迷ってしまいます。方向音痴な私でも迷わず行けるような、誘導の配置、立て看板が  

たくさんあると嬉しいです。 
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・入ったあと行われているイベントや食べ物の売っている場所がよく解らなかった。ならんで待って 

いる間にわかると便利だったかもしれないです 

・いつも野球観戦やイベントで利用させてもらっています！トイレの場所がわからなかったことあった

のでトイレ設備の量と場所のわかりやすさなどもっと有ればいいと思いました！ 

・出入口が分かりにくい 

・地下の子供が遊ぶところへの案内が分かりづらかったです。 戻るときもとても遠回りしてしまった

ので、自分の席へ行くための近いルートがわかるような仕組みがあると助かります。 

・座席の表示（順番？）がわかりづらく 近くまでいってもピンポイントでみつけづらい 映画館のよう

に一覧が入口にはってあるといいかも 

・案内看板が少なく感じましたが、少なくてもわかりやすければ、気付けることができると思いました。 

また、スタッフさんらしき方に聞いても、わからない方が多かったので、地図説明や配布などの工夫も

あると良いと思いました。 

・自分の座席を探すのが大変でした。小学生の子供でもわかるような表示があるとありがたいです。 

 

【トイレついて】 

・トイレも増設して利用しやすくなった。 モニターも大きくて見やすい。 

・女子トイレが多くなって良かったが、小さめのトイレにはオムツ変えシートがなく不便でした。 

・もっと女性のトイレを増やして欲しい。 

・お手洗いは数も充実しており、大変使いやすいです。 出るときに大変込み合うのが難です。 

・トイレが子供優先になっていないので、表記があると小さい子のいるうちはうれしいです 

・私的には満足しています。 入場の時並んでいてもスムーズで良いと思います。あえて言うならトイレの数

がもう少しあればいいかな？と思います。 

・子供専用又は最優先のトイレを仮設でもよいので 2階やテラスなどに設置して欲しい。特に女の子用 

・女性のトイレが混むので数を増やしてほしい 

・満席の時のトイレが、本当に困ります。特に子供達が。 子供用トイレも作って欲しかったです。 

・トイレは収容人数に対してやや少ない気がする 

・多くのお子さんが経験あると思いますが子供は突然トイレに行きたいと言い出します。子供連れで長蛇の

トイレの列に並ぶと、途中で漏らしてしまうのではないかと心配になります。もし可能であれば、子供専用

レストルームを 2階にも作って欲しいです。 

・子供がトイレを我慢して並んでいるが、２階コンコースに子供専用のキッズトイレを作ったら良いと思い

ます。 あととにかく座席が狭過ぎて真ん中の席だとトイレや買い物で通路に出るのに他の観戦者に迷惑をか

けている。 

・上の方の階のトイレが沢山あるといいと思います。 

・トイレがたくさんあって並ばずに利用できるので、子どもと一緒の時は特に助かります 

・いつも行列ができるので女子トイレの数を増やしていただけたら嬉しいです。 

・トイレの待ち時間が改善されたら良いかなと思います。コンサートの時に特に思うのですが、相談対応の

窓口がわかりにくく対応スタッフをたらい回しにされます。担当者じゃない人から担当者じゃない人に回し

ていく感じで、もういいですと言ったことがありました。 

・やはり、トイレが少ないですね。特に、野球は日ハムの攻撃が終わると激混みなので、増設を期待します。  

・トイレが狭いところが多いように感じます。 

・トイレに行くのに、階段が多すぎる。子供よりもお年寄りが大変だと思います。 

・女性のトイレを増やしてほしいです。 
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【飲食売店ついて】 

・子供が喜ぶ食べ物や、キッズパークで遊べる物を増やしたりして、もっと子供も楽しめる施設にして   

欲しい。 

・おにぎりやパンなど安い、美味しい、手軽に食べれるようなものをおいてほしいです。 

・球場内のフードはどれも高い！ 持ち込み制限するなら、価格と内容をもう一度見直したらよいかと思いま

す。 

・一部の売店では行列ができているのに店員が一人しかいなく、すごく待たされ時間の無駄になった。  

（バックヤードには他の店員もいた） 

・弁当が内容の割には金額が高過ぎます。 もう少し良心的な価格にするか、内容をそれなりに良くして下さ

い。 

・会場内売り子さんのソフトドリンクについて、炭酸飲料以外の選択肢が少なく、売り切れなども多いよう

に思えます。ぜひ改善をお願いします。 

・食品の売店が少々お値段が高いです。 

・食べ物が高い 

・小さな子どもや、アレルギーのある子どもが食べられる軽食やおやつが増えると嬉しいです。 

・ドーム内の飲食を待たずに買いたい。 ドームでの飲食のバラエティが欲しい。 

・年に数回ですが、楽しく利用させてもらっています。試合が終わって出入口に向かうとき、飲食店も店  

じまいでバタバタしてる感じがいつもちょっと切ないです。お店の側の都合もあるから、お客さんがもう少

しはけてから後片付け、とはなかなかいかないんだろうなとは思いつつ... 

・売店や飲食店でノンカフェインのお茶(麦茶やほうじ茶、デカフェのコーヒーor紅茶など)、もしくは水の

販売をして欲しい。小さな子や授乳中や病気でカフェインいりが飲めないので大変困ります。 紙パックしか

持ち込めないのに紙パックの緑茶しか売っておらず、せめて紙パックの麦茶を販売して下さい。お願いしま

す。 

・食べ物、飲み物の値段が高い。 特にソフトドリンクはもう少し安い方が利用しやすい。 

・食べ物も含めて楽しみに観戦しています。 北海道らしい地元の店舗等(スープカレーやパン屋さん)あると

嬉しいです。 

・飲食代が高い 

・飲食のメニューをもっと充実させてほしい。子どもが好きな感じのメニュー希望です。 

・飲食物の値段が少々高いと思います。 

・平日にビール半額などイベントを増やして欲しい。 

・銀だこが 毎回行列なので もう少しレジの台数を増やしてもらえるとありがたい 

・食べ物買うのに一苦労 

・飲食店の品数をもう少し増やしてほしい 

・レストランを利用したいと思っていたのですが、入場後はそちらへは行けず、ファストフード的なもので

済ませました。レストラン利用を入場後もできるようにするなどは、可能なのでしょうか？ 

・飲食メニューに、焼き鳥はあったでしょうか？ちょっと記憶にはなくて…あったら嬉しいです。 

・飲食に関して、飲み物サイズ大きさわけて、もっと安くしてほしい、子供飲める大きさで安く買えるなら、

ありがたいです。それと、いつもフライドポテト冷めすぎたもの販売してるのは改善してほしい、美味しく

なかったし、パサパサで喉つまりそうでした。 

・ドーム内の飲食の売店で、おにぎりやサンドイッチ等を買える店舗があれば助かる 

・食事の販売店ももう少し選択肢が多かったらいいのにと思います。 

・食べ物も、もっとバラエティー豊かだと、食べたい物も探せるのになぁ。 
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・飲食売店がもう少しあると嬉しいです。 

・ビールが高い フードの店が少ない 

・持ち歩きに便利、食べたあとのゴミ始末が簡単な食べ物があると助かります。子連れだと荷物が多く、  

迷わないように手をつないでいたりするので、食べ物をかいたくても躊躇してしまいます。 

・飲食物の金額が高い印象があるので、もう少しリーズナブルなものも置いて頂けると助かります。 

・食事に関してはもう少し並ばない環境が欲しいと思います。子供が待ちきれなかったり、試合が始まって

しまったりするため。 ただ、飲み物に関しては場内まで売りに回って来てくれるので大変助かります。   

もう少し人数を増やして欲しいですが、なかなか買えませんでした。 

 

【物販売店ついて】 

・札幌ドームでグッズをいつも購入しています。スタッフの方も親切に対応していただいて楽しい思い出に

なっています。 

・ファイターズガールに関するグッズが、もっとあったら嬉しいです。 子供が、ポンポンなど欲しがってた

のですが残念でした。子供の遊ぶところや、アイスなどもあって、満足そうでした。 

・グッズ販売についてですが 会計担当と接客担当とをはっきり分担すると もう少しスムーズに買い物でき

るように感じました。 

・応援グッズの割引券があると尚嬉しい。 

・グッズですが、子供が欲しいものがあまりなかった感じです。小遣いでも買えるような記念に残るものを、

企画して欲しいです。 

・コンサドーレのレプリカユニフォームを買おうと思ったが売り切れとのこと。 せっかくの招待イベントで

新規客が来ているのに、もったいないし残念でした。 同じように買い求めていた親子が複数いましたし。   

逆に買えなかったことで子供の熱も冷めやすく、親としては逆に良かったかも知れませんが。今後は豊富に

在庫してもらえるといいとは思います。 

 

【往路・復路について】 

・シャトルバスが新さっぽろ発がなくなったので復活していただきたいです。 

・福住駅からもう少し近ければと思います。 

・送迎バスがあると子連れには、利用しやすいです。 

・野球観戦でよく札幌ドームに行くのですが、家から札幌ドームまで距離があり、公共交通機関を使う

とバス地下鉄乗り換えなどで時間がかかる為、子供の事帰りの事を考えると車で行くのですが、札幌 

ドームの収容人数に対して、駐車場の台数が少ないので、ドームの駐車場に停めれたことはあまりない

です。近隣駐車場は野球などのイベントの日だけ割高になります。道内地方球場などは球場駐車場はな

く、第 2第 3駐車場などがありシャトルバスが出ていたりします、札幌ドームも駐車場の心配なく車で

行きやすくなるといいなと思います。 

・冬はとても寒いので、地下で繋がったら…と思います。 時々キッズスペースを利用します！子供達も

楽しいようです。 

・ドームへのアクセスが非常に不満に感じている。  福住駅からドームへ向かうのに、距離が結構あり、

階段も多く、歩道が大混雑するので行くたびに苦痛に感じる。夏季の高温時や冬期間、降雨時などは極

力外を歩きたくない。地下鉄を延伸し「ドーム駅」を新設してほしいが、コスト的に実現困難と思われ

るので、せめて駅から地下通路を整備し、動く歩道やエスカレーターを設置するくらいはしてほしい。 

・ファイターズ戦時の福住駅往復の経路案内、警備員の機転や駐車場等が改善されたらもっと気軽に 

行けそうです。 今の混雑状況時の対応だと、気軽に行ける感じではないので、残念ながらしばらく行く 
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機会はないと思います。 試合は楽しいですが、行き帰りが不快。イベント時も同様。ごめんなさい、 

ファイターズがボールパークに移転したら、たぶん札幌ドームには行く事はなくなるでしょう。 

・近所にシャトルバスの発着点がないので、車を運転して向かう事が多いのですが、応援しながら、  

アルコール飲料が飲めないのが残念です。 

・車でのアクセスが簡単になれば良い 

・駐車場料が高いと思います。 

・地下鉄福住駅から札幌ドームまでの直結の地下通路があればいいと思います。 

・バス利用の仕方や時間が分かりにくかった。 最終バスが行ってしまったのに待っていたことがあっ

た。 最終バスが行ってしまったことは伝えてもらえるとありがたいと思った。 アナウンス等はして 

くれていたのかもしれないがわからなかった。 バス乗り場から他の交通機関まで歩くと距離があり、  

子供と一緒だと大変だったことがありました。 

・地下鉄降りてからドームまで歩き着いたと思ったらそこから子供をつれての席探し。大人はともかく

子供はもっとクタクタ…。幼児をつれている方にはスタッフサポートあっていいかなと思います。 

・試合後イベントに参加したらシャトルバスがなくなっていたので、帰りのシャトルバスの時間がもう

少し遅い時間まであるといいなと思いました。 

 

【ファイターズ球場移転ついて】 

・実際に球場に足を運ぶことによって、野球に興味をもつ子供が多いと聞きます。 とくに高齢の方に 

ついては、球場までの道のりや、ドームの広さや階段などがネックになると聞きます。新しい球場が  

できることで、新しいお客様も増えると思いますが、継続して足を運んでもらえるよう、アイデアを  

だしていただくのと同時に、チームが強くなるのが 1番の集客になると思います。 

・身近にライブやイベントが楽しめる場所があるのは、とても喜ばしい事です。ファイターズが札幌  

ドームで野球をしなくなるのは寂しいですが、これからもライブにサッカー、イベントで伺える事を 

楽しみにしています。常設されている飲食店については、もう少し接客をがんばったら、もっともっと  

良くなると思います！！応援しています！！ 

・札幌ドームの近くに住んでいます。ファイターズが北広島へ移動してしまった後の札幌ドームの在り

方が大変気になっています。息子は野球をしており、プロ野球観戦も大好きです。これからもなんらか

の形で札幌ドームでプロ野球が観られる事を心から願っています。よろしくお願いします。 

・ファイターズの試合観戦に度々ドームに伺っています。 ファイターズの本拠地が札幌ドームから移転する

ことはとても残念ですが、まだ数年は札幌ドームに通わせていただきます！ 

・ファイターズ移転後も有効利用お願いします 

・ファイターズが移転した後の具体的な運用計画案を知らせてほしい。小学生から大学生までが利用しやす

い環境(金銭面など)を整備してほしい。札幌市内には硬式ボールでプレーできる場が少なく、魅力ある空間

が減っている。さらに冬の間、野球ができる場になることを期待してます。 

・ファイターズが北広島に行ってしまえば なかなか札幌ドームに行くことが無くなると思うとなんだか 

もったいない 

・札幌市の対応にはガッカリだ。特に秋元市長、後の祭り。秋元市長が責任取るべき。 日ハムに譲渡すべき

だった。 天下り先、自分たちのことしか考えてない。 日ハムが北広に移転したらこんなハコモノいらない 

・ファイターズなき後のドーム経営が心配です。北広になんか絶対行ってやるもんか。 

・ファイターズの移転は残念だがドームでのファイターズ戦も出来る様にして欲しい。 子供と見に行くには

とても利便性が高いので‥ 
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・日本ハムが離れた後はドームに来る機会がほとんど無くなると思う。魅力的なコンテンツを用意して行き

たいと思わせる様にしていって欲しい 

・子供たちも大きくなり、ファイターズ観戦以外で利用する事がなくなってしまいました。ファイターズも

移転が決まっていますが、札幌市民なので、何かと利用させて頂く事があると思います。なかなか維持を  

続けるのは難しいとは思いますが、今のまま綺麗なドームであって欲しいなと思います！ 

・ファイターズ移転後の展望が見えません 

・今後ファイターズが北広島に移転になると気軽に試合観戦に行けなくなる不安があります 

・無くならないで欲しい 



 
夏休み企画「ナゾ解き×札幌ドーム 札幌ドームに隠された秘宝を探せ！チャームコロンの宝探し」アンケート結果  
◆年齢・性別 

 
幅広い年齢層が参加。若年層の集客を得ているのは好材料。男女別でみると女性が 6 割という結果となった。  

◆来場のきっかけは？ 

  
約 30％がウェブサイト経由での参加（当社ウェブサイトに限らず）。次いで地下鉄広告、近隣小中学校配布チラシと相

互送客チラシは同程度の効果であった。近隣小中学校配布チラシと比べて、相互送客チラシは時間・費用ともにコストパフ

ォーマンスが高いという結果が得られた。その他は口コミ（友人・家族から）や twitter の反響を見てという内訳であった。      
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◆誰と来ましたか？ 

 
家族・友人・恋人・1 人など様々なジャンルのお客様が参加。 

その他は姉妹・家族・孫などが内訳であった。

◆ゲーム所要時間はどうでしたか？ 

 
「丁度良い」が最多。有料プログラムであることを考えると、「少ない」よりは「多い」に偏る方が望ましいと言える。              
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◆ゲーム所要時間はどうでしたか？ 

 
「難しい」が最多。「とても簡単」を選択したのは無料参加者のみ。 

なお個別の個別アンケートでは SILVER よりも GOLD が簡単という結果も得られた。   
◆謎解きゲームへの参加回数（他施設を含めて） 

 
初めての割合が最も多く、次いで他施設も巡るようなファンユーザーが多いという結果が得られた。ゲーム作りにおいては両方

の参加者に満足してもらえるような構成を作ることは難しいため、やはり 3 つの難易度を用意することが望ましい。  
◆満足度はどうでしたか？（ゲーム別） 

 
（母数が少ないが）無料のチャームコロンについては、「とても満足」が半数を超えて不満の声は無かった。  
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約 85％が「とても満足」「満足」を選択。簡単と感じた人が多いにもかかわらず、GOLD では「とても満足」の割合が増加。 

SILVER で露呈した運用面の修正が結果につながったものと思われる。 
今後は「普通」「満足」の層をより「とても満足」にシフトできるような構成が必要である。   

◆感想・意見（一部抜粋） 
[無料/チャームコロンの宝探し] 
・ 楽しかったです 

 ・ 5 問目がむずかしかったです 
 ・ とてもむずかしかったけどおもしろかったです 
・ すこしむずかしかったけど、お父さんにおしえてもらえたからちゃんとできました！ 

 ・ おもしろかったのでまた来たいです  
[有料/札幌ドームに隠された秘宝を探せ SILVER・GOLD 編] 
◆プラスのご意見 
・  次もイベントを考えてくれるとうれしいです！またやりたいです  
・  ドームの普段行かない場所に行くのが面白かったです  
・  とても楽しかったです！思ってたよりむずかしくて満足でした！！また来ます      
・  とても楽しかったです。ドーム内にあるアートを知ることができてよかったです  
・  息子が走り回り父は大変でした。楽しいイベントでした      

 ・  野外の風が強い中でだったのでバインダーを持ってくればよかったと思いました。なぞ解き自体は楽しくやれてよかったです 
・  面白かった。学校の休みごとにやってほしい  
・  楽しかったです。子供だけでも大丈夫かと思っていましたが、大人でも難しく楽しめました    
・  時間内に解けなくて悔しかったです！！来年もまた来たいと思いました！！  
・  むずかしかったけど、おしい所まで行けてうれしかった！  
・ 最後やられたわー   
・ 外をぐるっと歩いたので疲れたー。けど今まで知らなかったアート作品を見る事ができて良かったです！！また参加したい 
・  札幌ドームの館内だけしか行ったことがなかったのでアートローブ（？）を沢山見れて良かったです   
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◆マイナスのご意見          
 ・  探すのが大変でした笑           
・  ナゾ解きは分かっても、問題の場所がわからなく場所を探すのに時間がかかった。案内を多くしてほしい  
・  なぞ D の問題貼付場所がみつけにくかった。平日に来たので人も少なくやりやすかったです。初めて謎解きイベントに来

ましたが楽しかったです。網走の感じが綱となっていました。正しくなおして下さい 
・  バインダーを貸してください         

 ・  暑かった。途中で飲み物が補給できる場所が欲しかった。ぬりつぶしを 2 回使う問題はめんどくさくなるので考えてほしい 
・  最後の宝箱、鍵がうまくしめるのが難しい。すきまから取れる。クサリを 2 個くらいできる長さが欲しい。D のナゾの場所は

なぜ目的エリアではなく総合案内すぐ近くにあるのか        
・ オープニングシートをはじめもらうそうですが、渡し間違いでヒントの紙とマップと問題用紙をもらい、ヒントを見そうになりま

した。最後の謎の時、解けなくてオープニングシートをもらってないことを知りました。運営しっかりしてください。。 
・ SILVER のときよりスマートに仕上がっていた。STEP2 でなぜテラスに行く必要があったのか、指示図の右図イチがわか

らなかった。色が見づらかった。A のカギのジグソーパズルが不親切だった 
・ めっちゃムズ！ヒントもわかりにくかったです・・ 
・ 芸森よりまわりが単純な感じがあった。ストーリー性がなかったが子供ができる簡単なものがあるのは良かった。謎解きの

イベントは札幌として他もこれからもしてほしい。最後の問題だけがすごく難しかった 
 ・  問題よりもマップの見にくさが大変だった。問題を解きたくても見つけれないイライラがあった。制限時間を設ける意味

は？回収やチェックをされるわけでもなく、500 円支払う意味がナゾ。今までの謎解きで一番出来が悪い。内容よりも

設定がズタズタ 
 ・  楽しかったですが制限時間ないほうがうれしいです。   
 ・  イベントによるドーム入場に左右されないようにしてほしい  
・ 座って考えられる場所が少なく、相談していると聞こえてしまうのが残念。      



冬季展望台企画「「謎解き×札幌ドーム第 2弾 札幌ドーム 展望台の危機を救え！」アンケート結果  
◆年齢・性別 

 

幅広い年齢層が参加。若年層の集客を得ているのは好材料。男女別でみると女性が 6 割という結果となった。 

 

◆来場のきっかけは？ 

 
ウェブサイト経由での参加が最多。次いで地下鉄広告、口コミを含む紹介という順となっている。 
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◆誰と来ましたか？ 

 

友人と、が最多であるが、参加年齢層が幅広いだけあり同伴のジャンルも多彩であると考えられる

 

◆ゲームのボリュームはどうでしたか？ 

  

「丁度良い」が最多。中には、少ないと感じる人もいたようであった。 
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◆ゲームの難易度はどうでしたか？ 

 

 

 

 

 

HARD 編、EASY 編それぞれ集計したが、HARD の難易度は高め、EASY の難易度は低めという結果となった。中間レベ

ルの設問が欲しいという声もあり、今後の参考としたい。 

難易度は参加者の主観により左右される部分が大きいため、見極めは必要であるが、可能な部分は反映していきたい。 
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◆謎解きゲームへの参加回数（他施設を含めて） 

 

初めての割合が最も多く、前回の夏季開催時より 2～3 回目の割合が増加傾向にあった。 

夏季の謎解きに参加し、「札幌ドームで謎解きをやっている」という認識をもった人が増えたのではないかと推察される。 

 

◆満足度はどうでしたか？（ゲーム別） 

 

 

約 8 割の方が「とても満足」「満足」を選択。概ね満足度の高い結果となっている。 

今後は「普通」「満足」の層をより「とても満足」にシフトできるような構成が必要である。 
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◆感想・意見（一部抜粋） 

[無料/EASY 編] 

・ 初めてやったけどめっちゃたのしかった 

・ イージーにしてはとてもけい品がごうかだった 

・ 次回の開催も楽しみにしています 

・ はじめて展望台に行くきっかけとなりました 

・ このイベントがなければ展望台へは行かなかったと思うので良かった 

・ 次は HARD 編に参加したい。所要時間が分かっていたら良かったかも？ 

・今後もイベント開催楽しみにしています 

・EASY は簡単すぎて物足りなかったけど、HARD を見てみるとかなり難しかった…その間くらいの 

問題がほしいです。またイベントに参加したいです。 
 

[有料/HARD 編] 

◆プラスのご意見 
・ 初めて参加しましたが、とても楽しかったです！また開催してください 

・ 前回は屋外だったので不参加。屋内は天気問わずできるのでとてもありがたいです。地下鉄広告で知りましたがもう少し

宣伝されると早く知ることができたと思います 

・ 第一弾より移動が少なくて良かったです。外だと風が強くて大変なので。第三弾も楽しみにしてます 

・ 時間制限がなくゆっくり解けて楽しかったです。解けたときのうれしさが心地よい難易度でした 

・ 200 円でなかなかのボリュームを遊ばせてもらってよかったです。次回にも期待したいです 

・ 面白かったので定期的にやってください 

・ 考案者の方天才だと思いました！謎解きも楽しくて、何より受付のお姉さんが優しくて心地よく帰ることができます。ありが

とうございます。またやりたい！来たい！ 

 

◆マイナスのご意見 

・ 問題の答えを出す素材が少なすぎるのが何個かあった。特に B の問題。 

・ ヒントや解答を見てもすっきりしない問題があった。誰が見ても誤解の少ない表現をお願いしたい。 

・ HARD をやるためにきたがイベントでできなかった。HP での案内をもう少しくわしくしてほしい 

・ HARD ならもう少し難しくても良かったと思います 

        



札幌ドーム 展望台 冬休み
わくわくワークショップ
実施報告書



質問 選択肢 （人） （％） 備考
マカロンドーム 3 13%

ミニオカリナ 2 8%

望遠鏡 5 21%

スノードーム 14 58%

男性 4 17%

女性 15 63%

未記入 5 21%

学年 21 1～3年生（14名）、4～6年生（7名）、

ウェブサイト 7 29%

twitter 0 0%

ようこそさっぽろ 0 0%

ラジオ 2 8%

チラシ 4 17%

友人・知人の紹介 1 4%

その他 10 42% 当日総合案内や通りがかりなど（6名）、メール（2名）

友だち 2 8%

親 20 83%

祖父母 1 4%

一人で
その他・未記入 1 4%

とても長い 0 0%

長い 3 13%

ふつう 15 63%

短い 5 21%

とても短い 1 4%

とても難しい 0 0%

難しい 6 25%

ふつう 8 33%

簡単 8 33%

とても簡単 2 8%

また来たい 24 100%

もう来ない 0 0%

スライムと万華鏡を作りたいです。とても楽しかったです。また作りたいです。
優しく教えてくれてありがとうございました

工作内容について

参加プログラム

性別／学年

きっかけ

お連れさま

工作時間について

いろいろな建物が見れてよかったです（望遠鏡プログラム参加者）
今度またできるなら時計を作ってみたい

次回イベント開催について

感想
次回やってみたいイベント

色々な種類のラメなど色々な選択肢ができるように物がいっぱいあったからいいなと思いました。

ストラップとしてつけられるので良かったです。
友だちと来たので学校とかにお揃いでつけていきたいです。

あそべる工作や自由研究など（今後の意見）

かばんにつけたりランドセルにつけたり、オリジナルなので嬉しいです。

消しゴムはんこがいいと思います。
友だちと似たようなのにして学校にお揃いで持っていけるので良かったです。

陶芸してみたい！

ペンギンの貯金箱
ハンマー
木で作る工作

たのしかった。
楽しくできたし、きれいにできてよかった。

空のスノードーム
初めてここで作ったらとても楽しかった。

マカロンドーム, 

13%

ミニオカリナ, 8%

望遠鏡, 21%
スノードーム, 

58%

参加プログラム

男性, 17%

女性, 62%

未記入, 

21%

性別

ウェブサイト, 

29%

ラジオ, 8%

チラシ, 17%

友人・知人の紹介, 

4%

その他, 42%

きっかけ

友だち, 9%

親, 83%

祖父母, 4%

その他・未記入, 4%

お連れさま

長い, 12%

ふつう, 63%

短い, 21%

とても短い, 

4%

工作時間について

難しい, 25%

ふつう, 34%
簡単, 33%

とても簡単, 8%

工作内容について

また来たい, 

100%

次回イベント開催について

【参加者アンケート】

4



1.来場⽇

5⽉5⽇ 213 54%

5⽉6⽇ 141 36%

両⽇とも 43 11%

397 100%

2.年齢

10代 17 4%

20代 82 21%

30代 102 26%

40代 111 28%

50代 63 16%

60代以上 22 6%

397 100%

3.性別

⼥性 328 83%

男性 69 17%

397 100%

サッポロ モノ ヴィレッジ 2019 来場者アンケート結果

5⽉5⽇

54%

5⽉6⽇

35%

両⽇とも

11%

１、来場⽇

10代

4%

20代

21%

30代

26%

40代

28%

50代

16%

60代以上

5%

２、年齢

⼥性

83%

男性

17%

３、性別
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4.お住まいの地域

札幌市内 273

札幌市外 122

道外 2

397

豊平区 55

中央区 25

⽩⽯区 28

北区 30

清⽥区 23

東区 34

⻄区 27

南区 18

厚別区 15

⼿稲区 18

札幌市以外 2

江別市 18

苫⼩牧市 18

千歳市 13

⼩樽市 11

旭川市 8

恵庭市 7

北広島市 7

帯広市 4

砂川市 3

当別町 2

滝川市 2

岩⾒沢市 2

室蘭市 2

釧路市 2

根室市 2

⽯狩市 1

新⼗津川町 1

三笠市 1

函館市 1

北⾒市 1

むかわ町 1

名寄市 1

新ひだか町 1

新冠町 1

伊達市 1

⽉形町 1

⾬⻯郡秩⽗別町 1

⽻幌町 1

浦河町 1

中標津町 1

⼋雲町 1

⽩糠町 1

鷹栖町 1

余市町 1

札幌市内

69%

札幌市外

31%

４、地域
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5.本⽇は誰と来場しましたか？

家族と 191

1⼈で 111

友達と 84

彼⽒と 5

彼⼥と 3

家族と友達と 2

出店者と 1

397

6.本⽇はどのように来場されましたか？

地下鉄 170

⾃家⽤⾞ 161

バス 49

徒歩 35

⾃転⾞ 12

タクシー 7

JR 6

電⾞ 4

バイク 2

送迎 1

未記⼊ 1

7.どのくらい「ハンドメイド」のイベントに来場されてますか？

初参加 96 24%

⽉に数回 22 6%

⽉に1回 42 11%

年に1回 86 22%

半年に1回 151 38%

397 100%

191

111

84

5 3 2 1
0

50

100

150

200

250

５、誰と来場しましたか

170
161

49

35

12
7 6 4 2 1 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

６、来場⼿段

96

22

42

86

151

0

20

40

60

80

100

120

140

160

初参加 ⽉に数回 ⽉に1回 年に1回 半年に1回

７、「ハンドメイド」のイベントへの来場頻度
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8．いつもハンドメイドの情報をどのように⼊⼿していますか？

その他 8
出店者からの紹

介・告知
7

ラジオ 11
家族・知⼈から

の紹介
14

新聞 34
交通広告（地下鉄・

ＪＲ・バス等）
52

店舗（⼿芸店、カフェ

等）
60

ホームページ 77

テレビ 88

イベント会場

（他のイベント）
147

ＳＮＳ
（Facebook,Instaglamなど）

208

＜その他回答＞

雑誌

タウン誌など

⼝コミ

minne

ちらし

チラシ類

開催しているのを⾒て

9.何を⾒て「サッポロ モノ ヴィレッジ」を知りましたか？

その他 3

出店者から聞いて 5

Twitter 11

北海道新聞 13

雑誌・タウン誌 25

Facebook 26

札幌ドームイベントニュース 29

Instagram 41

地下鉄広告 49

ホームページ 62

イベントチラシ・ポスター 77

家族・友⼈・知⼈から聞いて 135

テレビＣＭ 138

＜その他＞

別の展⽰を⾒に⾏った際にチケットを戴いた

他イベント

⼿芸店

8

7

11

14

34

52

60

77

88

147

208

0 50 100 150 200 250

その他

出店者からの紹介・告知

ラジオ

家族・知⼈からの紹介

新聞

交通広告（地下鉄・ＪＲ・バス等）

店舗（⼿芸店、カフェ等）

ホームページ

テレビ

イベント会場（他のイベント）

ＳＮＳ

（Facebook,Instaglamなど）

８、ハンドメイドの情報をどのように⼊⼿していますか

3

5

11

13

25

26

29

41

49

62

77

135

138

0 20 40 60 80 100 120 140 160

その他

出店者から聞いて

Twitter

北海道新聞

雑誌・タウン誌

Facebook

札幌ドームイベントニュース

Instagram

地下鉄広告

ホームページ

イベントチラシ・ポスター

家族・友⼈・知⼈から聞いて

テレビＣＭ

９、何を⾒て「サッポロモノヴィレッジ」を知りましたか

4 / 11 ページ



10.⼊場券はどこで購⼊されましたか？

家族から 1

友⼈から 2

出店者から 2

カナリヤ 5

札幌ドームメンバーズ 6

道新プレイガイド 8

札幌ドーム総合案内窓⼝ 12

コープ・トドック 13

チケットぴあ 16

セブンチケット 68

当⽇券売り場 79

招待券 95

ローソンチケット 102

11.サッポロモノヴィレッジへのご来場は何回⽬ですか？

初めて 171 43%

2回⽬ 102 26%

3回⽬ 59 15%

4回⽬(毎年) 65 16%

397 100%

12.楽しみにしていた、または来場して気に⼊ったジャンルはありますか？

その他 7

ミュージック 6

ファッション/イラスト 45

ワークショップ 58

インテリア/バラエティ 66

クラフト 106

パン 165

アクセサリー 212

雑貨 277

＜その他＞

カンパニービレッジ

カナリアの布

鞄

⽣地

資材

はんこ作り

⿃⼩物

1

2

2

5

6

8

12

13

16

68

79

95

102

0 20 40 60 80 100 120

家族から

友⼈から

出店者から

カナリヤ

札幌ドームメンバーズ

道新プレイガイド

札幌ドーム総合案内窓⼝

コープ・トドック

チケットぴあ

セブンチケット

当⽇券売り場

招待券

ローソンチケット

１０、⼊場券はどこで購⼊されましたか

7

6

45

58

66

106

165

212

277

0 50 100 150 200 250 300

その他

ミュージック

ファッション/イラスト

ワークショップ

インテリア/バラエティ

クラフト

パン

アクセサリー

雑貨

１２、楽しみにしていた、または来場して気に⼊ったジャンル

171

102

59
65

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

初めて 2回⽬ 3回⽬ 4回⽬(毎年)

１１、サッポロモノヴィレッジへのご来場は何回⽬ですか
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13.イベント内で良かった、楽しかったコンテンツはありましたか？

その他 3

ミュージックヴィレッジ 14

ガイドマップ 17

案内（看板など）が⾒やすかった 23

企業出店 46

ワークショップ 63

会場の雰囲気 85

パン 136

ハンドメイド作品 311

＜その他＞

休憩スペースが多くて良かった。

ゲートスタッフの対応

13.滞在（予定）時間はどのくらいでしたか？

3時間以内 164

3時間以上 169

⼀⽇中（6時間程度） 64

397

15.本イベントで実際に商品を購⼊されましたか？また、実際に使った⾦額はどのくらいですか？

1〜1,000円 39

1,001円〜3,000円 115

3,001円〜5,000円 105

5,001円〜10,000円 88

10,001円以上 40

購⼊はしなかった 10

397

3

14

17

23

46

63

85

136

311

0 50 100 150 200 250 300 350

その他

ミュージックヴィレッジ

ガイドマップ

案内（看板など）が⾒やすかった

企業出店

ワークショップ

会場の雰囲気

パン

ハンドメイド作品

１３、良かった、楽しかったコンテンツ

39

115

105

88

40

10

0

20

40

60

80

100

120

140

1〜1,000円 1,001円〜3,000円 3,001円〜5,000円 5,001円〜10,000円 10,001円以上 購⼊はしなかった

１５、購⼊⾦額

3時間以内

41%

3時間以上

43%

⼀⽇中（6時間程度）

16%

１３、滞在時間
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16.サッポロモヴィレッジの満⾜度を教えてください。

たいへん満⾜ 158 39.8%

満⾜ 188 47.4%

ふつう 44 11.1%

不満 6 1.5%

たいへん不満 1 0.3%

397

17.こんなコーナーがあったらいいなと思うものがあればお書きください。

・飲⾷店がもうすこしあれば。。(2)

・飲⾷販売

・⾷べ物がパンとドームの⾷べ物以外で出店などここでしか買えないものがあるといいと思いました。

・⾷べるコーナーが多いといいです

・⾷べ物コーナー(2)

・カフェ

・カフェコーナーの充実(2)

・カフェスペースを増やして欲しい

・⽇本⾷のお弁当

・⾷べ物を充実させて欲しい

・飲⾷店の出店がまたあるとうれしい

・パン以外の⾷べ物もあったらいい

・パン以外の⾷事系のヴィレッジがあると嬉しいです。

・パン以外のお菓⼦

・おにぎりやさん

・ソフトクリーム、ジェラートアイスクリームとか来年やってください。

 北海道の⼈は、寒くてもアイスクリーム⾷べる⼈が多いのでお願い申し上げます。

・クレープ屋、ワッフル

・ドリンク専⾨コーナー

・飲み物(ジュース、タピオカなど)(2)

・飲料(天候もあり会場中が暑かったので)

・地域の飲み物コーナー。ジュースなど

158

188

44

6 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

たいへん満⾜ 満⾜ ふつう 不満 たいへん不満

１６、満⾜度

【不満と答えた理由】

・⼈が多すぎてまともに⾒られず、パンの⾏列も異常でこんなに混むとは想定していませんでした。(2)

・⼈が多くパンヴィレッジに⾏けなかった。HPの更新があまり無く、事前の情報がよく分からなかった。

・並びすぎ

・アクセサリーばかりでもう少し違うものがみたかった

・お店を⾒ながら⾷べ歩きしたいが、スイーツ系が少ないのでガッカリ

・⼊場整理が不⼗分。ベビーカーは畳むか、エレベーター利⽤を促すべき。

ゲート⼊場後、列が横に８⼈ほどにふくらみ、会場⼊り⼝は2,3⼈程度。係員は談笑している。
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・服 ・試着、鏡コーナー ・⾷品

・くつ ・⼤きいサイズのメンズの服を⾒たい ・⼦供⽤ふく、雑貨

・鉱物 ・ライブペインティング ・多様多種(2)

・動物グッズ ・家具系がもっとあれば！(2)

・機織り ・家に飾っておくと綺麗なもの、ストリート系のもの

・折⾓のドーム開催なので、⽇ハムやコンサドーレとのコラボブースがあると楽しいかなと思います。

・こどもが遊べるコーナー

・キッズコーナー

・託児、⼦供の塗り絵コーナー、遊び場、カフェ

・スタンプラリー

・休憩ブースの充実(2)

・リラックスできるコーナー(2)

・ハンドマッサージ体験

・リフレ

・有名⼿芸⽤品メーカーのブース

・フリマ(2)

・⼿品

・イラストのみ

・雑貨修理

・作家さんとふれあいコーナー

・アンティークショップをもっと増やして欲しいでふ

・ゆめかわなものを集めたコーナー

・知り合いがボードゲームを作っていたので、雑貨やクラフトより

 ゲームのコーナーがあるといいのかな？と思いました。販売と試遊できるような…

・ノートやメモ帳づくり

・⾊鉛筆や画材の体験コーナー

・その場で体験コーナー

・サンキャッチャー作り

・⽣地から何かつくりたい

・体験コーナー

・東京のホビーショーみたいにメーカーのブース（ワークショップ）があったらいいと思う。

・ピアスからイヤリングへの付け替えの体験等

・調理体験

・洋服作成コーナー

・パンコーナーの混雑緩和をお願い致します。

・パンコーナーを拡げてほしい。

・出展者が実際に作品を作っている光景を⾒たい

・⼤型モニターでピックアップ動画流して

・今のままで良い

・ファッション良かった

・ハンドメイド

・おえかき

・ステージイベント

・ケータリング
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18.その他ご⾃由にご意⾒ご感想などをお書きください。

・もう少し飲⾷販売があると良いです

・飲み物の⾃販機が。中にあるといいと思う

・飲⾷ブース拡⼤

・休憩⾷べ物ブースの充実

・飲み物を充実させて欲しい

・⾷べ物に⽐べて飲み物の種類が少ない。

・⽔を売って欲しいです。いつもモスまで⾏くのが⼤変です

・⾒る順番がわかりずらかった

・寛げるスペースがもう少し分散していれば良かったと思います

・混みすぎです！⼊場時の誘導にもう少し⼈員を配置してほしいです。

 しっかり並んだのに列を崩されて割り込みされて不快でした。

・⼊場待機の列に誘導員がいてもよかったとおもう。チケットを渡して会場にはいるまでが

 列の途中にはいってくるひとがいたので、ロープで区切るか誘導員がいてもいいと思う。

・⼊場して会場までに⼊るまでの列の整理して欲しい。並んで損した。

・⼊場が少しスムーズじゃなかったです。ゴールデンウィーク中のせいか、

 とても混んでいて、前回より早めに帰りました。でも楽しかったです！

・1番最初の、⼊場チケットを持っている⼈への誘導が分かりづらかった

・⼊場時の案内が不⾜

・チケット切り、⼊場、パン…とその都度並ばなければならない上に案内がわかりにくかった。

・⼊場列をちゃんと整理する⼈員を増やして欲しい。

・飲⾷店の列や⼊場の列が分かりにくくて困りました。

・全体に表⽰が⾒難い・わかりにくいです。またスタッフが会場内を周回しているらしいですが

 ほぼ⾒かけない（⾒分けにくい）です。帰りの駐⾞場の誘導が⼈員の置き場所、⼈数配分、

 誘導そのものもまずく事故になりそうな場⾯がいくつもありました。

 しっかり次回は検討してください。

・当⽇券販売窓⼝、⼊場⼝、共に⼤変わかりにくい。スタッフを増やして誘導するなどしてほしい。

 気づかず関係ない列に並んでしまい時間を無駄にした。

 会場内も、ここはいったい何処のブースなのか表⽰を増やして欲しい。わかりにくい。

・⼊場に⼤変時間がかかった。最初から北⼊場⼝だけでなく

 他の⼊場⼝も開けておいたほうがいいのでは？(去年も並んでる最中に南へ誘導されたし)

 また、チケットをもぎってもらっても会場内(普段野球やってる部分)になかなか⼊れないくらいの

 ⻑蛇の列、⼊場⼝を開場から1?2時間だけでももう少し増やしてほしい。

 あれでは⼦供や年配の⼈、脚が弱ってる⼈が⼤変すぎる。

 あれ程混雑したのは初めてだったと思うので連休にぶつかったせいかもですが。

 それ以外は⼤変満⾜です。もう「定番の⼀⼤イベント」になったのでは、と思います。

 また来年も⾏きます。

・⼊場時にかなりの⼈が並んでいて ⼊場するのに30分くらいかかりました。

 ⼊場箇所をもう少し増やして欲しい。
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・毎回のことですが、パンヴィレッジに⾏く⼈が開場と同時に⾛って危ないです。

 商品にぶつかって落としたのにそのまま⾏ったり、本⼈のマナーの問題かもしれませんが、

 パンヴィレッジの場所を再考すべきではないでしょうか？

 ⼊り⼝付近だと⼈が滞留するのでよくないですが、

 ⼀番奥だから⾛る⼈が出るわけで、対策が必要だと思います。

・パンビレッジ混み過ぎでした

・パン並び過ぎて買えなかった

・ パンは並んでて諦めました

・パンのコーナーを楽しみにしていたのに⼊場制限と⾏列の⻑さに耐えられず

 ⼊ることが出来ませんでした。ブースを⼩分けして気軽に⾒られるようなったら

 もう少し沢⼭の⼈達が買えるのにと思う。

・パンコーナー  ⾏き買えなくなるくらいいっぱいで全く⾒れなかったのが残念

・パンフに店名からの逆引きができればな、と。

・パンフレットに出店者ごとの50⾳順の索引があればよかった

・パンフレットに出店者名を50⾳順で早⾒できるページがあると助かります。

・パンフレットがもう少し⾒やすいといいです。

・パンフレットに出店ブースの⼀覧がありますが､「現⾦のみ」「クレジットカード使⽤可」の

 アイコンをつけていただけると､より買い物しやすいと思いました｡ 

・会場マップが分かりにくい。

・平⽇も開催してくれると嬉しい(3)

・今回は、出店者が、多いせいか、回りづらかった

・⾜が不⾃由な⼈への配慮をもう少しお願い

・⾜の悪い⼈も、もっと気軽に⼊りやすいといいなと思う

・たくさん出展があって楽しいが、⾒きれない

・もう少し通路に余裕が欲しい。 トイレが少ない。

・お⼿洗いの混雑が緩和されるといいです

・出店者さんの番号が上に書いてれば、⾒つけやすいです！

・ブース番号が分かりにくい

・毎回⾜元のみのブース番号がわかりづらい。⼈が多いと探せないのが難点です。 

・⾃ブースの番号を⼤きく表⽰する事を義務化して欲しい。

・1⽇⽬と2⽇⽬で出店者が変わる場合はブースでも分かりやすく表⽰して欲しい

 (会場内を⾒て回っているとパンフレットをあまり⾒ないので)。

・単⽇出店のところはブースに分かりやすく表⽰してほしい。

 2⽇⽬に出店していなくて買い逃したので。

・3歳の⼦をつれてベビーカため、エレベーターでの会場⼊⼝を探すのが⼤変でした。

 ⼦供が、いても退屈しない⼯夫もあれば嬉しかったです。

・シャトルバスが出てくれたら嬉しいです。またもう少し⼤きく宣伝をしてほしい。

 ホームページも探しにくいのが残念です。

・昨⽇とは違い空いてて快適でした。

 ただ少し閑散として寂しい印象もうけたので、両⽇に分散するような⼯夫が必要だと思います。

・ワークショップがもっとあったら良いと思った

・ワークショップがはじの⽅だったので⼈通が少ないので開催してる⽅、かわいそうかなと思います。
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・託児所があれば

・⼦供が遊べるスペース

・真ん中のミュージックスペースがあるせいで通り抜けにくかった。

・ミュージックヴィレッジの⽅の歌があまり上⼿くなく、聞いているのきつかったです。

 ラジオだけで良いか、もう少し有名な⼈が来るといいのかも…

・ドーム内で流れている映像は⻑時間なので全出店の

 オススメ品と商品の全体の雰囲気を映像で流してくれると良いと思う

・どうしても雑多な配置になってしまうので⾒疲れしてしまう

・札幌ドームはコンクリートで⾜が痛い。

・全て⾒られるようなワンウェイになっていたら⾒落としがなくていいと思った

・いろんなお店がありすぎて、⽬的のお店が⾒つけづらいです。

 twitterを⾒て⾏きたいところがあったけど、番号とか分からなくて探せませんでした。

・雰囲気別のタグなど？

・とっても楽しかった。全部⾒切れなくて悔しい。

 パンフレット事前に⼊⼿できると事前に確認できてよいと思います。

 もしくはWebサイトで気に⼊ったお店にブックマークする機能欲しいです。

・今年も楽しかったです??フードのバリエーションがもう少し多いと嬉しいです。

・カーヴィレッジがゆっくり⾒れて良かったです。

・楽しかったです。男⼀⼈だと少し気まずいので何かその辺をカバーしてくれると来やすいですね

・毎回、楽しみにしています。出店者が頑張って作ったものが並んでいるので、

 ⽬で楽しめることや、会話のやり取りも楽しめるのが、とても良いと思います。

・⾃分も⼿作りが好きで⾊々なアイデア頂きました頭は柔軟にしないと感じました

・休憩するスペースが沢⼭あったので良かったです。

・広くなって歩きやすい。

・楽しかった(13)

・明⽇出店するので下⾒と趣味を兼ねて来ました！今年も楽しかったです♪

・来年もモノヴィレッジ来たい！

・毎年続けて下さい(2)

・今回で3回⽬の参加ですが、出店数が多く、毎年楽しませてもらってます。ありがとうございました。

・初めてでしたがとても楽しかったです。また機会がありましたら寄りますね。

・パンヴィレッジ、とても良かったです！

・パンの種類も豊富でたくさん買いました。可愛いウサギチャームとコースター良かったです。

・⾊々な作品があり楽しかったです

・応援している作家さんに⽣でお会いできて、さらに購⼊できて感動でした。

・とにかく楽しみにいつもしてますが、時間がなかったので今度は余裕をもってきたい

・毎年このイベントを楽しみにしています

・出店者としては、ヤマトさんの対応がとても！懇切丁寧で感じ良く思いました。

・お店がありすぎてどのように回ったらいいか迷いましたが、

 お気に⼊りのお店を⾒つけて楽しめました。パンヴィレッジは毎回開催してほしいです。

・とても良かった

・毎回来る度に⾒てるだけでも楽しく、⾃分の欲しいものがありとても良かったです！

 また、好きな感じのピアスがあったのですがイヤリングに無料で変えてもらえるなどが

 嬉しかったです！

・次回も楽しみにしてます。(3)

・好きな作家さんのものが⼿に⼊り嬉しかったです

・作家さんとお話しできて良かったです

・また来年も参加したいと思う楽しさでした！

・たくさんのハンドメイド作品を⾒る事が出来て楽しかったです。ありがとうございました。

・楽しい１⽇でした。好きな材料カナリヤの店で選んでリース体験やりたかったです。
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実施日：2019年7月6日（土）

来場者数：18,498名
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HOKKAIDO MAIKER'S　アンケート(2019.11.9-10)

回答数 451 件

1、来場日

11月9日（土） 225 50%

11月10日（日） 208 46%

両日とも 18 4%

451 100%

2、年齢

10代 31 7%

20代 65 14%

30代 108 24%

40代 124 27%

50代 82 18%

60代以上 41 9%

451 100%

3、性別

男性 90 20%

女性 361 80%

451 80%
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11月9日（土） 11月10日（日） 両日とも

来場日(単位:名)

10代

7%

20代

14%
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27％

50代

18%
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9%

年齢(割合)



4、お住まいの地域

札幌市 324 72%

札幌市以外（道内） 120 27%

道外 7 2%

451 100%

〈市外内訳〉

●札幌市外（道内）

恵庭市 21 ●札幌市外（道内）その他内訳 ●札幌市外（道外）

江別市 13 北海道 6 神奈川県 3

北広島市 12 石狩市 1 岩手県北上市 1

千歳市 11 伊達市 1 青森県青森市 1

岩見沢市 8 雨竜町 1 その他 2

旭川市 7 喜茂別町 1 7

小樽市 7 釧路市 1

苫小牧市 7 士別市 1

帯広市 4 鹿追町 1

室蘭市 3 寿都町 1

滝川市 3 中富良野町 1

栗山町 2 上富良野町 1

富良野市 2 当別町 1

函館市 2 白老町 1

その他 19 北見市 1

121 19

0 50 100 150 200 250 300 350

札幌市

札幌市以外（道内）

道外

地域



5、同伴者

1人で 85 19%

家族と 239 53%

友達と 123 27%

恋人と 4 1%

451 100%

6、来場手段

スクーター 1

タクシー 2

徒歩・自転車 38

公共交通機関 181

マイカー 229

451

1人で

19%

家族と

53%

友達と

27%

恋人と

1%

同伴者(割合)

0 50 100 150 200 250
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公共交通機関

マイカー

来場手段(複数回答)



7、来場回数

はじめて 276 61%

2回目 175 39%

451 100%

8、知ったきっかけ 複数回答

その他 2

作家さんから聞いて 5

ラジオ 9

北海道新聞 14

雑誌・タウン誌 14

札幌ドームイベントニュース 15

地下鉄広告 41

イベントチラシ・ポスター 53

SNS(Twitter,Facebook,In 57

ホームページ 60

テレビＣＭ 169

友人・知人から聞いて 188

はじめて

61%

2回目

39%

来場回数(割合)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

その他

作家さんから聞いて

ラジオ

北海道新聞

雑誌・タウン誌

札幌ドームイベントニュース

地下鉄広告

イベントチラシ・ポスター

SNS(Twitter,Facebook,Instaglamなど）

ホームページ

テレビＣＭ

友人・知人から聞いて

イベントを知ったきっかけ



9、チケット購入場所

その他 2 0.4% その他内訳

友人から 2 0.4% ・頂きました

カナリヤ 6 1%

札幌ドームメンバーズ 6 1%

道新プレイガイド 6 1%

チケットぴあ 10 2%

コープさっぽろ（トドック） 14 3%

札幌ドーム総合案内窓口 14 3%

セブンチケット 70 16%

当日券売り場 74 16%

ローソンチケット 108 24%

招待券 139 31%

451 100%

10、良かった、楽しかったコンテンツ　複数回答

資材 1

企業出店 49

会場の装飾、雰囲気 72

やきもの 76

ワークショップ 76

フード（パン以外） 134

フード（パン） 213

ハンドメイド作品 379

0 20 40 60 80 100 120 140 160

その他

友人から
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道新プレイガイド

チケットぴあ
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セブンチケット

当日券売り場

ローソンチケット

招待券

チケット購入場所
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企業出店

会場の装飾、雰囲気

やきもの

ワークショップ

フード（パン以外）

フード（パン）

ハンドメイド作品

良かった、楽しかったコンテンツ



11、滞在時間

3時間以内 203 45%

3時間以上 201 45%

一日中（6時間程度） 47 10%

451 100%

12、商品購入に使った金額

1～1,000円 35 8%

1,001円～3,000円 157 35%

3,001円～5,000円 125 28%

5,001円～10,000円 82 18%

10,001円以上 41 9%

購入はしなかった 11 2%

451 100%

3時間以内

45%

3時間以上

45%

一日中（6時間程度）

10%
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11
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13、イベント満足度

たいへん満足 169 37%

満足 221 49%

ふつう 52 12%

不満 7 2%

たいへん不満 2 0.4%

451 100%

●不満の理由

・好きな作家が見つかりにくい

・回りにくい  場所の番地がないので待ち合わせができない

・飲食の待ち時間が長い。テーブルとイスも足りない。

・跳び箱パン買う際、12時半から整列スタートとなっていましたが、

　12時半前からもう既に長い列になってました。12時半から並ばせるべきでは？

　後、整理券は意味ありましたか？たしかにアナウンスて買えないかもしれませんとはありましたが、

　整理券もらうと期待してしまいますし、商品がなくなっても一切アナウンスがない。申し訳ございませんもなかった。

　小さいサイズになりますがよろしいですか？や、看板に完売マークつけるとか出来たのでは？

　対応に大変不満です。改善したほうがいいかと思います。
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14、あったら良いと思うコーナー

〈飲食〉

・飲食コーナー増やしてほしい（9） ・自販機 ・ご飯ものがもう少し増えるといい

・デザート系（3） ・のど乾いた ・パン以外の食べ物

・スイーツコーナー（2） ・酒、日本酒 ・フードコーナリングの汁物。

・道外のスイーツ ・野菜（2） ・並ばなくても食べられるもの

・麺類コーナー（3） ・道産のこだわり野菜コーナー ・食材などの試食

・ラーメンコーナー ・食事スペース ・食品

・飲み物を増やしてほしい（7） ・座って食べるコーナー

・温かい飲み物 ・立ち食いスペース

・安い飲み物 ・ゆっくり出来るカフェコーナー

・コーラなどの公式飲料 ・テーブルがあって座って食べられる場所

〈ワークショップ〉

・ワークショップを増やしてほしい（12）

・ハンドメイド作品をどのように作製しているのかを教えてもらえるようなコーナー

・ワンコインのワークショップ

・子供向けワークショップ

・羊毛フエルトのワークショップ

・木工体験コーナー

・ 彫ってつくる木工小物の体験

・ほぼ出来た作品にあとひと工夫、自分の好きなタイプに自分でプラスして作り上げるようなブースがあれば、

　自分だけのオリジナルとしてより大切な一品になると思います。子供にもできるものと、大人がちょっと

　工夫して出来るもの、皆さんの素晴らしい作品をみて自分でも作ってみたいという気持ちになるので、

　それができるコーナーがあると嬉しいです



〈商品〉

・ペット用品（3） ・トイ

・犬の服屋さん ・プロレス・ゲームのハンドメイド雑貨

・犬雑貨専門 ・手頃の品物

・動物関連。動物関連探すの大変でしたので ・手作り作品

・アウトドア用品 ・藤のかごやバスケットを作っているお店

・家具 ・指輪とかスマホケースとかもう少し幅を広げて欲しい

・資材関係 ・イラストのコーナーを増やしてほしい

・工業的な男性向けな物 ・木工品のコーナーを増やしてほしい（2）

・革財布 ・札幌軟石を使ったコーナー

・服 ・布製品を増やしてほしい

・子供服 ・やきものを増やして欲しい（2）

・似顔絵

・雑貨

・植物(多肉、鉢類)

・陶芸

・文具

・福袋（2）

・アイドルなどのグッズ

・かっぱのキーホルダー（2）



〈〇〇コーナー〉 〈その他〉

・資材屋さんのコーナー ・お店によるお店紹介ブース

・カナリヤやセントラルのように素材を売っているコーナーが ・5000円以上購入したらくじ引き

　もっと多かったら個人的に嬉しいです（木材やお菓子作りなど） ・趣味の合う人の交流イベントなど

・もっと、アクセサリーの材料があればうれしいです。 ・バッグの通販

・ツイッターやインスタで人気のハンドメイド作品を集めたコーナー ・新人クリエイター

・ファンタジー雑貨、アクセを固めたエリア ・野外でやっても良いと思う

・ペンギンコーナー ・出展者リクエスト

・ミニチュアコーナー ・託児所（2）

・サンプリングコーナー ・小さな子どもも待てる場所

・休憩スペース ・家族連れが多いので子供が遊べるスペース

・ゆっくり寝そべれる場所 ・店舗の地図を掲示してほしい

・占いコーナー（2） ・ブースを増やして欲しい（2）

・化粧品コーナー

・道内の化粧品メーカーのブース

・楽しめるコーナー（2）

・面白いコーナー（2）

〈メイカーズスタジオ〉

・ライブの告知や、その様子を画面に映してもらえたらよかったと思う。何をやってるかよくわからなかった。

・パホーマンス



15、その他意見・感想

〈飲食〉

・もっと飲み物を手軽に買いたいです。 ・ご飯もののブースを増やしてほしい（3）

・ソフトドリンクの値段をもう少し安くして欲しい ・フードブースをもう少し充実させて欲しい（5）

・飲み物購入に時間がかかった。量が多い。 ・ドリンクを買えるところを増やしてほしい（7）

　紙パック飲料等スムーズに購入できるようにしてほしい

・飲み物は並ばないで買いたい

・喉が渇いた

・昼時は飲み物の列も長時間並ぶ必要があり、喉が乾いて辛かった。

・購入するのに時間かかったので、もう少しスムーズにしてほしい

・食べ物並びすぎです

・食べ物の混み具合が無ければ…

・カップでドリンクを提供しているお店に蓋がないと言われた。

　テーブル席が全然ないので、スタンド席で飲食するのに蓋のないカップのドリンクは無い。

・12時には売り切れてる食べ物屋さんはどうかと思う

・フードの行列整備する人がいてほしい。ドーム内のフードコート開店していて欲しかった。

・会場内が油の臭いが充満していて気持ちが悪くなった

・初めて参加しましたが、跳び箱パンの対応にはとても残念でした。

・食べ物の売り切れが早い

・食べ物屋さんまとめると並ぶので何箇所かに分けてほしい。

・座れる席もっとあった方が良かった。

・食べるスペースを拡大して欲しい。妊婦なので座って休みながら食べたい。

・食事スペース狭い

・フードエリアにて、スタンドに飲食可能なスペースがあるのを知らないのか、

　あいている席がなくて困っている人を複数見かけた。

　スタンドへ誘導する掲示をもう少し増やしてもいいのではないかと思った。



〈出店者・商品〉 〈ワークショップ〉

・kiraraさんの羊毛が見たくてきたのに… ・ワークショップがもっとあれば嬉しいです

・N-WOODさんの商品が売り切れていて買えなかったので ・ワークショップコーナー増やして欲しい

　次回も参加していたらぜひ買いたいです ・ワークショップはいつも楽しみにしてるので、

・もちのきもちと理科ねこさんは人気者だなぁ 　これからもたくさんやりたいです

・去年より焼き物が少ない感じがしました ・体験コーナー楽しかったです！

・毎回アクセサリーが多いのでクラフト系を増やしてほしい。

・前回の出店者がいらっしゃらなくて残念

〈会場内・ガイドマップ〉

・アルファベットごとに旗などあると移動が楽になるかと…。

・お店を分かりやすくしてほしい。平坦な場所なので改善してほしい。毎回、見ずらさを感じています。

・どこに何があるか、わかりにくい感じがあった。 

・レイアウトが分かりにくい。同じところを見てたりする。

・導線が良くない。工夫が必要。手間と時間のロスがありすぎる。

・迷子になりやすいのでスタンド席から見て出店の目印を見やすくして欲しい?

・通路がもう少し広いとなおよい

・道幅けっこうあったのですがベビーカーとすれ違いざまに何回かぶつかりそうになりました。

・歩行空間を広げて欲しい。

・パンフレット、あいうえお順にして探しやすい様にして欲しいです。

・パンフレットからそのブースを探すのにちょっと苦労しました。

　通路や角の上の方にちょっとした番号の案内、パンフレットに分けてある色でガイドラインがあれば、より分かりやすいと思います



〈その他〉

・観客席を開放していたのはいいが、昼食時間帯はもう少し座席多くても良いと思われます。

・もう少し男性向けの鞄等が有ると良いと思います。

・主人と行きましたが、革製品などもう少し男性向けの商品もあるといいなと思った

・休憩場所やたべる場所をカメラで映すのはやめてほしい

・札幌ドームのつくりなので仕方ないと思いますが、会場までの階段が年配者には大変なので使えるようにしてほしい。

・入場の列の整理をもう少し、工夫してほしいです。

・授乳室が1人づつで混む 複数入れるようにしても差し障りないと思う

・今まで知らなかった、

・1人レジは混んでました

・ゆっくり回って見たかった 、2日間券もあったらいいです時間切れで回れなく残念

・出店企業の社員か何かわかりませんが、スーツでそんなに背が高くない筋肉質の小太りの男にすれ違いざまに悪口をつぶやかれました。

　また稀にですが、暇そうなブースの人が人間観察していて不愉快な気持ちになります。

　出店者を決める時にそういった注意喚起もしてください。

　土日では人が多過ぎて見たいブースで主に年配の人に割り込みなどされてゆっくり見れなかった。

　また休憩スペースは家族連れやグループで来てる人が独占して利用できなかった。

　一人で来ている人もかなり多かったので、まんべんなく使えるような配慮が欲しいと思いました。

　ですが、ハンドメイド好きにはとても楽しいイベントでした。平日も開催して欲しい。  



〈喜びの声〉

・楽しかった（13） ・毎回来ています。今回も楽しかったです。ありがとうございました

・とても楽しかった(3) ・たくさんのものに出会えることがとてもありがたく嬉しいです。

・良かった（3） ・活気があって良い企画ですね

・とても良かった ・芸術の森がとってのたのしかった！

・また来ます（5） ・見ているだけでも楽しく、とても充実した一日でした。

・これからも続けてください(4) ・フードブースのジャンルが豊富で楽しめました。

・現状で満足（2） ・全国的各地の菓子パン企画は良かったです！

・思ったよりオモロイ ・アクセサリーかわいかったです。

・次回開催も楽しみにしてます♪ ・かわいいものたくさんゲットできたり、楽しかったです。

・毎年楽しみにしています(2） ・いろいろな作品が見れて楽しかったです。

・可愛いものが良かったです

・通路が広くて、歩くのが楽でいいです

・通路が広くブースの間隔も空いていて見やすかったし、作家さんとお話しできて楽しかった

・ハンドメイドエリアの床に出展者名と番号が書いてあるのはわかりやすくていいと思った。

・モノヴィレッジで出店しており、メイカーズでも他の作家様とコラボさせていただいたので来ましたが、

　本当に色々な物があり楽しかったです！明日もまた来ます！お疲れ様です。

・主人と一緒だったのですが、途中で飽きてしまうかな?と心配？してましたが、夫婦２人で心から楽しませていただきました。

　感動がいっぱいです。どの作品も作家さんも輝いて見えました。人がたくさんいることもあり、

　警備の方などを配置された方が良いのではと感じました。

・主人と楽しんで来ました！乗り気では無かった主人もアウトドアで使えるまな板やコーヒー落とし機、など有り楽しくなったようです！

　是非また手作りアウトドア用品店など増えたらいいなーと思います。ワンちゃんの服も今年は無かったようで残念でした。

　また機会があったら行きたいです。



【アリーナ合計】　4,381名

豊平区×札幌ドーム　スポーツバイキング2019　お客様アンケート結果　　  令和元年年11月30日実施

189

アンケート回収率 4.3%

アンケート回収数

利用者数 4,381

●アンケートの方法と回収について

◆アンケートの方法

アンケートの渡し方

記入・回収方法

◆アリーナ利用実績

◆アンケート回収数・回収率

アリーナ

アリーナ内の豊平区ブースにて呼びかけを行い、記入を依頼。

豊平区ブースにて記入いただき、
「スポーツタオル」「ボールペン」をプレゼント。



Q.1　今回のイベントを、どのように知りましたか。（複数回答可）

学校から 61 27.7%
札幌ドームＨＰ 36 16.4%

チラシ・ポスター 27 12.3%
知人・友人から 27 12.3%

その他 20 9.1%
豊平区ＨＰ 12 5.5%

SDイベントニュース 7 3.2%
広報さっぽろ 7 3.2%
地下鉄内広告 6 2.7%

SDメンバーズクラブ会報
誌 4 1.8%

区役所・まちづくりセンター 4 1.8%
ふりっぱー 4 1.8%
その他ＨＰ 3 1.4%

CSマッチデープログラム 1 0.5%
おしゃべり広場 1 0.5%

未記入 0 0.0%

全体 220 100.0%

●設問
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Q.2　どちらにお住まいですか。

札幌市 174 92.1%

他市外 15 7.9%

全体 189 100.0%

《詳細》 件数 割合

豊平区 58 30.7%

他　市外 23 12.2%

西区 20 10.6%

白石区 16 8.5%

東区 10 5.3%

清田区 9 4.8%

中央区 9 4.8%

厚別区 9 4.8%

北区 9 4.8%

南区 8 4.2%

江別市 5 2.6%

恵庭市 4 2.1%

手稲区 3 1.6%

※他市外 3 1.6%

北広島市 2 1.1%

千歳市 1 0.5%

小樽市 0 0.0%

石狩市 0 0.0%

岩見沢市 0 0.0%

全体 189 100.0%

※他市外

・留萌市

・栗山町

・苫小牧市

札幌市

92.1%

他市外

7.9%

30.7%

12.2%

10.6%

8.5%

5.3%
4.8% 4.8% 4.8% 4.8%

4.2%

2.6%
2.1%

1.6% 1.6%
1.1%

0.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%



Q.3会場（札幌ドーム）までどのようにご来場されましたか。 Q.4どなたとご来場されましたか。（複数回答可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （複数回答可）

自家用車 149 78.4% 家族で 152 79.2%

地下鉄 20 10.5% 友人と 21 10.9%

徒歩 15 7.9% その他 18 9.4%

バス 6 3.2% 夫婦で 1 0.5%

タクシー 0 0.0% 未記入 0 0.0%

その他 0 0.0% 全体 192 100.0%

未記入 0 0.0%

全体 190 100.0%
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Q.5今回のイベントはいかがでしたか。

たいへん満足 100 52.9% ・ いろいろな体験ができたから。（25）

満足 82 43.4% ・ 普段できないスポーツを体験できました。（2）

ふつう 6 3.2% ・ 珍しいスポーツも体験できたから。

不満足 0 0.0% ・ 気軽に体験できるブースがたくさんある。

たいへん不満足 0 0.0% ・ 今回初めて参加して、とても満足しました。いろいろなスポーツと触れ合う場所があり、楽しめました。

未記入 1 0.5% ・ 思ったより混んでいなく、子どもがいろいろ楽しめた。

全体 189 100.0% ・ 幼児用のプレイスペースもあるから。

・ 体を動かせて楽しい。（2） ・ 小学生も幼児も遊べるから。

・ 外は寒いから、ドーム内で体を動かして遊べるからうれしい。 ・ みんなで楽しめるブース、コーナーが増えた。

・ 外で遊べないので、屋内イベントはありがたいです。 ・ スポーツだけじゃなく、おりがみやお絵かきもあったから。

・ 冬場は子どもの遊び場所に困るので良かったです。 ・ たくさん遊べるから。

・ 子どもがとても楽しんでいたから。（9） ・ サッカーのシュートが面白かった。

・ 子どもが汗をかいて楽しんでいた。 ・ ラグビーが楽しかった。

・ プレゼントがもらえて嬉しかった。子どももたくさん遊べました。

・ 小3の子どもが楽しめた。 ・ 無料で楽しめるから

・ 子どもたちが積極的に遊んでくれた。 ・ 無料でたくさん遊べたから。安心して小さい子も遊べました。

・ 子どもが楽しめる。色々もらえるから。 ・ キャッチボール等、色々なスポーツ体験も無料で楽しめる。

・ 幼児が楽しめるものが多くて、無料なのがよかったです。

・ 札幌ドームの芝生で子どもが遊べるから ・ 無料のものが多い。子どもが大喜び。

・ 早くに整理券が取れたので ・ 無料、飲食店もやっている。

・ 良い取組みだと思う ・ 手ごろ

・ ドームメンバーズクラブカードで事前申し込みができて、体験することができたから。

・ オープン時に間に合わないと、予約のイベントが全くできないので。

・ 教室に参加できず、残念でした。（チア、野球）

・ イベントが充実していてよかったが、参加できないものもあり、少し残念。

・ 広々していて、たくさん遊べたが、整理券がすぐになくなり、サッカーも野球もできなかった。サブウェイもモスも外れた。

・ 2才の子が遊べる道具がもう少しほしいです。

・ もう少し幼児イベントがほしい。 ※（　）内は同意見数

たいへ

ん満足, 

52.9%

満足

43%

ふつう, 

3.2%

未記入, 

0.5%



Q.6スタッフの対応はいかがでしたか。
・ やさしく対応してくれたから。（2）

・ 対応がよかったです。（3）

たいへん満足 102 54.0% ・ みなさん丁寧に対応されていて感謝です。（2）

満足 72 38.1% ・ みんな優しく接してくれました。（11）

ふつう 12 6.3% ・ とても気さくで、優しくて良かった。（2）

不満足 0 0.0% ・ 小さな子に優しくしてくれた。（2）

たいへん不満足 0 0.0% ・ 小さい子にも優しく対応していただき、子どもも遊びやすかったようです。

未記入 3 1.6% ・ 笑顔がよい。（3）

全体 189 100.0% ・ みなさん親切でした。（10）

・ ラグビーのみなさんがとても親切でよかったです。

・ 良いスタッフばかり。

・ いろいろな事をさせてもらえたから。

・ 多少の無理も聞いてもらえたから。

・ 丁寧な説明をしてくれる。（2）

・ ルール等、しっかり教えてくれました。

・ 気を使ってくれる。

・ 困っていたら声をかけてくださった。

・ 子どもがやりたい感を出していると声をかけてくれた。

・ みんな頑張っている感じが伝わった。（2）

・ 階段が多くて大変だった。

・ 受付終了がわかりにくかった。もう終わってます、と鼻で笑う人がいた。

・ 自分のブース以外の質問は答えられない

・ やる気がない若い男性スタッフがいた。アイスホッケー

・ 幼児ができるものは限られているので。

※（　）内は同意見数

たいへん満足

54.0%

満足

38.1%

ふつう

6.3%

未記入

1.6%



Q.7よかったと思う体験コーナー・企画はどれですか。（複数回答可）

ウインタースポーツ 63 9.8%

ラグビー体験 61 9.5%

スタンプラリー 50 7.8%

めいろ 45 7.0%

スピードガン 44 6.9%

キッズエリア 41 6.4%

障がい者スポーツ 38 5.9%

スポチャン 36 5.6%

おえかき 32 5.0%

ティーボール 30 4.7%

キャッチボール 30 4.7%

運動教室 30 4.7%

キック 23 3.6%

フリースペース 22 3.4%

ガラスにお絵描き 22 3.4%

シュート 17 2.6%

ドームツアー 14 2.2%

車 12 1.9%

えほん作り 9 1.4%

料理教室 8 1.2%

アンプティ 7 1.1%

その他 6 0.9%

富良野 1 0.2%

未記入 1 0.2%

全体 642 100.0%

※その他内容
・豊平区ブースの折り紙（2）
・チアリーディング
・カルビー
・札幌ドームブースのクイズ（2）
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Q.8今後やってみたいスポーツ、またはお子様に挑戦させたいスポーツは何ですか。
（複数回答可）

サッカー 25 14%

野球 25 14%

ラグビー 18 10%

バドミントン 10 6%

水泳 10 6%

スケート 9 5%

バスケットボール 7 4%

テニス 6 3%

体操 5 3%

スキー 4 2%

バレーボール 4 2%

剣道 3 2%

ドッジボール 3 2%

チアリーディング 3 2%

ダンス 3 2%

プール 2 1%

跳び箱 2 1%

アイスホッケー 2 1%

フィギュアスケート 2 1%

柔道 2 1%

陸上競技 2 1%

スケートボード 2 1%

空手 2 1%

かけっこ 2 1%

卓球 2 1%

その他 25 14%

全体 180 100%

※その他内容

・ソフトテニス ・ミニバスケットボール ・マウンテンバイク ・パルクール

・テコンドー ・カーリング ・アマチュアレスリング ・やったことのないスポーツ

・ライフル ・ボルダリング ・(親子で)サスケ ・本人がやりたければ何でも。

・フットサル ・クライミング ・新体操 ・かけっこ教室。早く小学生になって参加したい。

・スケボー ・格闘技 ・ハンドボール .

・スポーツチャンバラ ・かたき ・バレエ

・キックベース ・ゴルフ ・ボッチャ

14%

14%

10%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

14%
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アイスホッケー
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柔道

陸上競技

スケートボード

空手

かけっこ

卓球

その他



Q.9今後どのようなイベントを期待しますか。

※（　）内は同意見数

・ 家族、親子で楽しめるイベント（14） ・ 食のイベント

・ 親子でカーリング教室 ・ 食品会社主催イベント

・ 迷子がいないイベント ・ 食育関連のイベント（3）

・ 料理教室など、料理に関するイベント（3）

・ 冬に体を動かせるイベント（4） ・ 農産物などの食のイベント

・ スポーツバイキングのようなイベント（4） ・ 作って食べられる食のイベント

・ スポーツバイキングを継続してほしい（3） ・ お菓子作り

・ スポーツイベント ・ スポーツバイキングで食育企画に参加できなかったので、増やしてほしい。

・ 今のままで満足（2）

・ スポーツに限らず、色々な体験ができるイベント（4） ・ もう少し上の年齢層でも遊びやすいイベント

・ もっとマイナーなスポーツの体験イベント ・ 小学生以上の子どもも遊べるようなイベント

・ スポーツバイキングのようなスポーツ体験イベント（2） ・ 2～3歳、幼稚園児くらいの小さい子が遊べるイベント（2）

・ 職業体験イベント（2） ・ 子供たちが思いきり遊べるイベント（9）

・ 小さい子でも楽しめる工作系のイベント ・ クイズ大会

・ ファイターズ関連のイベント ・ 無料で楽しめるスポーツイベント

・ 野球選手に会えるイベント ・ 幼児が楽しめるもので、無料または何百円で入れるもの。

・ コンサドーレ関係のイベント ・ 入場料のわからないイベントはうれしい。

・ ゴールデンマーケットのようなイベント

・ 自然や生物、環境についてのイベント（2）

・ 百人一首



Q.10アンケートにご回答の方について。
性別 年代

男性 44 23.3% 20歳未満 13 6.9%

女性 137 72.5% 20代 3 1.6%

未記入 8 4.2% 30代 60 31.7%

全体 189 100.0% 40代 91 48.1%

50代 10 5.3%

60代 6 3.2%

 70歳以上 0 0.0%

未記入 6 3.2%

全体 189 100.0%

来場時間
9：00～ 6 3.2%

10：00～ 41 21.7%

11：00～ 17 9.0%

12：00～ 20 10.6%

13：00～ 10 5.3%

14：00～ 4 2.1%

15：00～ 1 0.5%

未記入 90 47.6%

全体 189 100.0%

男性

23.3%

女性

72.5%

未記入

4.2%

性別

20歳未

満…

20代

1.6%

30代

31.7%

40代

48.1%

50代

5.3%

60代

3.2%

未記入

3.2%
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3.2%

21.7%

9.0%
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5.3%

2.1%

0.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
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12：00～
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15：00～



Q.11その他ご意見

感想・意見

・ 今回、混み具合がちょうどよく、ブースもちょうどよい。

・ 冬は運動する機会が減るので、このようなイベントはうれしいです。楽しかったです。

・ 毎年楽しみにしています。

・ 皆様、ごくろうさまです。 ・ サッカーの体験コーナーがあるといいです。教室は先着順だったので。

・ 楽しかったです。 ・ 学校にチラシを配って頂けると、もっとたくさんの方がこのイベントを知れていいかも。

・ いつも楽しく参加しています。 ・ 今年は開催時期が少し遅かった。もう少し早く開催してほしい。

・ とても楽しかったです。 ・ ロッカーがあると良いと思います。

・ いろんなスポーツ体験ができて良かったです。 ・ 座れる椅子があちこちにあるとよい。

・ 毎年楽しみにしています。 ・ 入場時間ではなく、開場時間も知りたいです。

・ 楽しいイベントをありがとうございました。 ・ キッズコーナー(ボールがあるところ)に小さな子がいたので、危ないかなと思いました。

・ 来年も頑張ってください。 幼児用の方に誘導してもらえたらなと思いました。

・ また開催してほしい。ありがとうございます。 ・ 体験教室の人数を増やしてほしいです。

Q.12豊平区のどこが好きですか （複数回答可）

スポーツ施設が多い 105 35.8%

自然が豊か 75 25.6%

安心・安全で住みやすい 65 22.2%

おいしい飲食店が多い 32 10.9%

その他 10 3.4%

未記入 6 2.0%

全体 293 100.0%

※その他内容

・ 豊平区はいろいろなイベントやスポーツなど、積極的な取り組みが素晴らしいです。

住みやすい場所だと思います。

・ 札幌ドームでのコンサドーレ観戦

・ 札幌ドームがある ・ 住み慣れている

・ 便利 ・ 月寒公園があること

・ 地盤が強い ・ とにかく大好き

35.8%

25.6%

22.2%

10.9%

3.4%

2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

スポーツ施設が多い

自然が豊か

安心・安全で住みやすい

おいしい飲食店が多い

その他

未記入



アンケート集計結果

2020年1月4日(土)～6日(月) 315サンプル(保護者を対象に実施)



性別/年齢（アンケート回答者）

●性別

女性217名・男性98名

●年齢

10代 6名

20代 27名

30代 176名

40代 95名

50代 8名

60代 3名



どちらからお越しですか？

●道内 304名

●札幌市内 区別 (単位：名)

●札幌市外

苫小牧市

千歳市

江別市

旭川市

帯広市

北広島市

小樽市

室蘭市

網走市

岩見沢市

函館市

北見市

美瑛町

石狩市

以下各1名

留萌市

名寄市

豊浦町

稚内市

新篠津村

新ひだか町

恵庭市

釧路市

倶知安町

音更町

伊達市

17名

11名

11名

9名

7名

6名

6名

5名

3名

3名

3名

2名

2名

2名

●道外 11名
海外 1名 神奈川県 3名

東京都 5名 青森県 1名 埼玉県 1名



どのようにお越しですか？

●交通手段

自家用車

地下鉄

徒歩

バス

その他

229名

50名

19名

20名

5名



何名でお越しですか？

●子ども(小学生以下)

●大人(中学生以上)



お子さまの年齢はおいくつですか？

●通っている施設

●子ども年齢
（回答者1名につき、子ども7名分まで記入可能）

（単位：名）

（回答者1名につき、

子ども7名分まで記入可能）

（単位：名）



お連れのお子様とのご関係をお答えください

●子どもとの関係

（単位：名）



本イベントの開催を何で知りましたか？

●何でイベントを知ったか

●学校でのチラシについて

（単位：名）



ご来場は何回目ですか？

●来場回数
初めて

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

13回目

19回目

●内訳
145名

68名

41名

29名

14名

4名

6名

2名

1名

1名

2名

1名

1名



満足した遊具は何ですか？

（単位：名）



満足したコーナーは何ですか？

（単位：名）



ふわふわアドベンチャーの満足度について

●満足度

●意見・感想－１

・また来ます。

・スタッフがテキパキと行動、誘導してくれて助かりました。

・毎年楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。

・イートインスペースを増やしてほしい（３） ・ロッカーが足りない（３）

・貴重品を入れるロッカーがたくさんほしい。



札幌ドーム来館経験・開催してほしいイベント

●イベント別来館人数

●ドームで開催してほしいイベント

・子どもが一日中楽しめるイベント ・子ども向けイベント（３）

・子ども連れで楽しめるイベント ・ベビーイベント ・ハピママ ・ゲームショー

・小学生向けスポーツイベント ・新日本プロレス ・サッカー ・バスケ

・ファントミラージュイベント（２） ・韓流コンサート ・カレー博覧会

・お仕事体験イベント、いつもアクセス札幌でやっているが、手狭過ぎる。

（単位：名）



今後、ふわふわアドベンチャーに期待するもの

●来てほしいキャラクター

●期待する遊具

・プリキュア（８） ・キティちゃん

・ピカチュウ（３） ・ポケモン ・トーマス

・すみっこぐらし（２） ・おしりたんてい ・妖怪ウォッチ

・仮面ライダー（２） ・仮面ライダーゼロワン ・マリオ

・ディズニー（２） ・プーさん

・ヒカキン（２） ・YouTuber ・YouTuberよみーさん

・とまチョップ ・ファントミラージュ

・ボールプール ・クライミングウォール（２）

・トランポリンバンジー ・動く乗り物や無料の遊びもの

・宝探し ・フォートナイト


	SMV2019アンケート集計来場者

