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SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 １さっぽろスノースポーツフェスタ実行委員会委員名簿

所属・役職 氏名

委員長

冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会 副会長・実行委員長
札幌商工会議所 副会頭
公益財団法人 全日本スキー連盟 副会長
公益財団法人 北海道スキー連盟 会長
公益財団法人 札幌スキー連盟 会長

勝木 紀昭

副委員長 札幌市 スポーツ局長 中田 雅幸

委 員 特定非営利活動法人 日本障害者スキー連盟 会長 椎名 茂

〃 公益財団法人 北海道スポーツ協会 会長 堀 達也

〃 一般財団法人 札幌市体育協会 会長 生島 典明

〃 一般財団法人 さっぽろ健康スポーツ財団 理事長 二木 一重

〃 公益財団法人 北海道障がい者スポーツ協会 会長 相馬 秋夫

〃 一般社団法人 札幌市障がい者スポーツ協会 会長 浅香 博文

〃 一般社団法人 札幌観光協会 会長 柴田 龍

〃
冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会 幹事長
札幌商工会議所 オリンピック・パラリンピック招致推進特別委員長

古野 重幸

監 事
冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会 監事
公益財団法人 札幌国際プラザ 専務理事

川畑 恵

敬称略・順不同



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ２諸会議

第1回実行委員会

○日 時：令和元年１０月３日（木）11：00～12：00
○場 所：北海道経済センター３階「特別会議室B」
○議 題：①実行委員会規約について

②大会役員の委嘱について
③開催計画概要案ならびに収支予算案について
④その他

○出席者：25名

「さっぽろスノースポーツフェスタ」開催に向けた、雪まつり会場管理者とのミーティング

雪まつり大通会場 各丁目管理者に対し、事業概要を説明し、雪まつり後の大雪像の残雪の利用等について、協力を依頼。

○日 時：令和元年１1月14日（木）13：30～14：30
○場 所：敷島北一条ビル 7階「特別会議室B」
○内 容：①説明（イベント概要、コース説明、スケジュールについて）

②意見交換
○出席者：雪まつり大通会場 各丁目管理者ほか約20名

関係者会議

雪まつり大通会場 各丁目管理者に対し、現状の検討状況について説明した後、勝木実行委員長より、改めて本事業実施に当たっての
協力を依頼

○日 時：令和元年１1月28日（木）15：30～16：30
○場 所：北海道経済センター３階「特別会議室B」
○議 題：①検討状況の報告並びに課題の協議について

②その他
○出席者：雪まつり大通会場 各丁目管理者ほか28名



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ３

競技主管 札幌スキー連盟

開催内容

①CO-OP presents クロスカントリースキー大会（ジュニア部門/パラアスリート部門）

道内小中学生148人 別途パラ参加者37人

②ウインタースポーツ体験会

③オリンピアン・パラリンピアン・パラアスリートと滑ろう！クロスカントリー体験

事 業 名 さっぽろスノースポーツフェスタ2020

来場者数 6,300人（競技者を含む）

後 援 北海道、北海道新聞社、NHK、HBC、STV、HTB、UHB、TVh

日 時 2020年2月16日（日）9:00～15:00

会 場 大通公園内および、一部公道利用含む

特別協賛 日本コープ共済生活協同組合連合会、生活協同組合コープさっぽろ、日本生活協同組合連合会

協 力 札幌市除雪事業協会、さっぽろ雪まつり実行委員会、全日本ノルディック・ウォーク連盟

主 催

さっぽろスノースポーツフェスタ実行委員会

【構成団体】

冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会、札幌商工会議所、札幌市、全日本スキー連盟、日本障害者スキー連盟、北海道スキー連盟、札幌スキー連盟、北海道スポーツ協会、

札幌市体育協会、北海道障がい者スポーツ協会、札幌市障がい者スポーツ協会、札幌観光協会、さっぽろ健康スポーツ財団

協 賛

北海道新聞社、カナモト、日本航空、石屋製菓、北海道シミズ、損保ジャパン、ＪＸＴＧエネルギー、ブリヂストン、bytedance、みずほ銀行、

サッポロビール、北海道新幹線建設促進札幌圏期成会、あいおいニッセイ同和損害保険、パナソニックシステムソリューションズ、全日本空輸、

プリンスホテル、日本電気、三菱地所、ＩＤＯＭＩＮＣ.、土屋ホーム、雪印メグミルク、ロジネットジャパン、北海道コカコーラボトリング、

京王プラザホテル、札幌トヨタ自動車、清水建設、日本生命、サントリーフーズ、大日本印刷、札幌振興公社、レンタコム北海道、久光製薬、

ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト北海道、東武トップツアーズ、日本旅行北海道、ＮＴＴ東日本、東京海上日動火災保険、グランビスタホテル＆リゾート

開催概要



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ４会場構成・競技大会コース

・スキー・スノーボード体験レッスン
・クロスカントリースキー体験
・スノーシュー体験

※10：00以降
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時間 全体
クロスカントリー
（競技）

みんなで
ウインタースポーツ

体験

オリンピアン・パラリンピアン・
パラアスリートと滑ろう！

5:00

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30 セレモニー受付スタッフ集合 競技役員集合

8:00 受付開始

8:30

9:00 競技開始 競技開始

9:30

10:00 10丁目会場開始 開始

10:30

11:00 競技終了 競技終了

11:30 表彰式 表彰式

12:00

12:30

13:00 8・9丁目会場開始
13：00～

オリンピアン・パラリンピアン・
パラアスリートと滑ろう！

13:30
13：45～

オリンピアンと滑ろう！

14:00

14:30
14：30～

パラリンピアン・パラアスリート
と滑ろう！

15:00 全体終了 終了

15:30

16:00

16:30

17:00

17：30

18:30

8：30～8：50 オープニングセレモニー

撤収

スタッフ集合

10：00～10：30
6丁目ステージ
平岸天神ジュニア

応援演舞

SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ５開催スケジュール



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ６会場・コース造成作業

○人工降雪作業：令和2年1月9日（木）～2月4日（火）
20：00～6：00

○作業場所 ：白旗山競技場 駐車場
○機材手配 ：㈱エムエースポーツサービス

（人工降雪機「KB-911Z」油圧式）

コース造成に当たっては、さっぽろ雪まつり大雪像の残雪の一部と、人工雪を使用した。人工雪は白旗山競技場（清田区）におい

て、人工降雪機1機を設置し、1月9日～2月4日の期間で3,000㎥の人工雪を製造した後、10ｔトラック延べ250台で大通公園

まで雪を運搬した。

■白旗山での人工降雪作業の様子 ■大通公園でのコース造成作業の様子



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ７オープニングセレモニー

日 時 令和2年2月16日（日）8：30～8：50

場 所 大通公園6丁目（ステージ）

内 容

①オープニング～「虹と雪のバラード」アレンジ曲歌唱
＊出演：ぱれっと×岩佐亜由美

②主催者挨拶
さっぽろスノースポーツフェスタ2020実行委員会名誉大会長/札幌市長 秋元 克広

③「虹と雪のバラード」合唱
＊登壇：北海道オール・オリンピアンズ（オリンピアン6名、パラリンピアン9名）、

橋本大臣、鈴木知事、秋元市長、岩田会頭、勝木副会頭
④鈴木知事および原田雅彦から挨拶
⑤開始宣言
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣 橋本 聖子 氏

⑥激励 競技スタート地点にて
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣 橋本 聖子 氏

ゲ ス ト

《オリンピアン》
鈴木靖氏、川端絵美氏、上島しのぶ氏、原田雅彦氏、阿部雅司氏、矢代直美氏
《パラリンピアン》
佐藤圭一氏、高村和人氏、阿部友香里氏、岩本啓吾氏、森宏明氏、柴田真聖氏、
唯野大翔氏、井口深雪氏、山本雄大氏

ぱれっと×岩佐亜由美

■オープニングアクト

■開会

■主催者挨拶（秋元克広札幌市長） ■挨拶
■開会宣言
（橋本聖子東京パラリンピック競技大会担当大臣）

鈴木直道北海道知事 原田雅彦氏



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ８CO-OP presents クロスカントリースキー大会

ジュニアの部 パラの部

時 間 9：00～11：35

会 場 北大通6丁目～9丁目・大通公園6丁目～9丁目

種 目
参 加 人 数

スプリント競技（フリー走法）

①小学1年女子 6名 ※予選なし
②小学1年男子 7名
③小学2年女子 6名 ※予選なし
④小学2年男子 9名
⑤小学3年女子 8名
⑥小学3年男子 9名
⑦小学4年女子 6名 ※予選なし
⑧小学4年男子 5名 ※予選なし
⑨小学5年女子 12名
⑩小学5年男子 10名
⑪小学6年女子 11名
⑫小学6年男子 13名
⑬中学女子 17名
⑭中学男子 29名
計148名

①知的 一般女子 7名

②知的 高校男子 10名

③知的 一般男子 6名 ※予選なし

④座位 小学 1名 ※予選なし

⑤座位 一般 5名 ※予選なし

⑥立位/視覚 ※8名

計37名

競 技 方 法

【予選】

全選手15秒間隔のインターバルスタートで
タイムを計測

【決勝】10組

各組上位6名による一斉スタートで順位を
決定 ※タイム計測なし

【予選】3組

全選手15秒間隔のインターバルスタートで
タイムを計測

【決勝】6組

各組上位6名による一斉スタートで順位を
決定 ※タイム計測なし

表 彰 各組1～6位にメダルと副賞を授与 ※各組1～3位には副賞がもう1点あり

■大会総評（岩田圭剛大会長）

■橋本大臣による激励メッセージ

■表彰（勝木紀昭実行委員長）



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 ９CO-OP presents クロスカントリースキー大会



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 10オリンピアン・パラリンピアン・パラアスリートと滑ろう！クロスカントリー体験

時 間

①13：00～13：30 オリンピアン・パラリンピアン・パラアスリート

②13：45～14：15 オリンピアン

③14：30～15：00 パラリンピン・パラアスリート

場 所 大通公園8～9丁目 ※受付場所：大通公園10丁目

講 師 オリンピアン（4名）、パラリンピアン（9名）、指導員ほか

内 容 競技終了後、8～9丁目でオリンピアン・パラリンピアンとともにクロスカントリーを体験

対 象 小学生以上

参 加 人 数 160名

特 記
子供用クロスカントリースキーセット20組、VIP大人用クロスカントリースキーセット5組、大
人用スキー板40組、スキー靴38組、ポール32組

川端 絵美 上島 しのぶ

オリンピアン

原田 雅彦 阿部 雅司

矢代 直美 江川 淳 村上 史行

佐藤 圭一

阿部 友里香 高村 和人

）

唯野 大翔

森 宏明

山田 雄太 岩本 啓吾

※順不同・敬称略

柴田 真聖

井口 深雪

パラリンピアン・パラアスリート

※順不同・敬称略

大会終了後のコース開放ではゲストオリンピアン・パラリンピアン・パラアスリート参加によるクロスカントリーの「オリンピアン・パラリンピアン・

パラアスリートと滑ろう！」を実施。大通公園の特設コースをオリンピアン・パラリンピアン・パラアスリートと楽しめる特別な体験会を開催。



メインコーチにオリンピアン・川端絵美氏、上島しのぶ氏を迎えて、今年からスキーをはじめた子やスキー・スノーボードにまだ

不安のある子どもたちのための体験レッスンを実施。ブーツの履き方から滑り方まで、オリンピアンと一緒に楽しくレッスンする

機会を提供した。

時 間
◆スキー体験 ①10：30～11：30 ②12：30～13：30
◆スノーボード体験 ①11：30～12：30 ②13：30～14：30

場 所 大通公園10丁目 東側

講 師 ■スキー：川端 絵美 氏 ■スノーボード：上島 しのぶ 氏

内 容

●ブーツをはく練習
●雪遊び・ゲームでブーツに慣れる練習
●スキーで平らなところで動く練習
●坂を滑る練習

参 加 人 数 ■スキー：1回目 23名、2回目 18名 ■スノーボード：1回目 18名、2回目 13名

特 記 アルペンスキーセット30組、スノーボードセット30組

SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 11スキー・スノーボード体験レッスン【10丁目】

川端 絵美 氏 上島 しのぶ 氏

メインコーチ

※順不同



時 間 10：00～15：00

場 所 大通公園10丁目 北東側

講 師 指導員10名

内 容 サイズの選び方、履き方、歩き方など

参加人数 86名

特 記
子供用スキーセット10組、大人用スキー板15組、

靴20組、ポール16組

時 間 10：00～15：00

場 所 大通公園10丁目 北側

講 師 指導員10名

内 容 サイズの選び方、履き方、歩き方など

参加人数 67名

特 記
子供用スノーシューセット10組、

大人用スノーシューセット10組

SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 12クロスカントリースキー体験／スノーシュー体験【10丁目】

■クロスカントリースキー体験 ■スノーシュー体験

北欧生まれの歩くスキー「クロスカントリー」を体験できるミニ

コースを10丁目会場に設置。用具をレンタルし、手ぶらで

体験を楽しむ機会を提供した。

「西洋かんじき」とも呼ばれる、雪の上を歩くための道具「スノー

シュー」。10丁目の会場ではスノーシュー体験コースを設置。用

具をレンタルし、手軽なスノーシュー体験を楽む機会を提供した。



会場 出展名 内容

6丁目・10丁目 札幌商工会議所 スマイル・アート・プロジェクト

10丁目

CO-OP 飲食物の無料提供およびアンケート調査など

CO-OP共済 シットスキー・ビームライフルの展示およびサンプリングなど

北海道コカ・コーラ/
北海道新聞社

トーチの展示や新聞記事展示

JAL チラシ配布ほか

札幌市 休憩コーナー

インドカレー ミルチ 「チキンカレー」と「幸せな牛のミルク」の販売

ミートショップ五天山 「カルビ丼」、「豚汁」、「フライドポテト」の販売

■札幌商工会議所 ■CO-OP/CO-OP共済 ■北海道コカ・コーラ/北海道新聞社

■JAL ■インドカレーミルチ ■ミートショップ五天山

SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 13協賛社・出展者ブース【6丁目・10丁目】

冬季オリ・パラ招致に向けた機運醸成の場として、広く情報発信を目的とした展開や来場者ホスピタリティ向上を目的に、
観覧スペースや飲食出店、協賛ブース等を設置。



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 14制作物

■チラシ（第一弾）
仕様：A4両面
枚数：30,000枚

■ポスター
仕様：A2片面
枚数：1,000枚

■チラシ
仕様：A4両面
枚数：580枚

■裏面（2,000枚）
（札幌振興公社の広告）

■裏面（1,000枚）
（日本コープ共済生活協同組合
連合会の広告）

■紙手旗
仕様：B5両面ユポ
枚数：3,000枚

■チラシ（第二弾）
仕様：A4両面
枚数：23,000枚

■当日配布パンフレット
仕様：A3両面 二つ折り
枚数：8,000枚

■北海道新聞 交通規制告知
掲載日：2020年2月6日（木）
掲載版：札幌本社版
サイズ：5段モノクロ

■表面

■交通規制告知チラシ
仕様：A3片面 二つ折り
枚数：10,000枚

■北海道新聞 イベント告知
掲載日：2020年2月14日（金）
掲載版：札幌本社版
サイズ：5段モノクロ



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 15報道関係

日付 媒体 内容

2020/1/17（金）～ ANA SKY WEB ANAのSKY WEB北海道ページ内でイベント情報を掲載

2020/2月上旬発行 ハピサポ（2月号） 冬のスポーツを楽しむイベント特集内で、さっぽろスノースポーツフェスタの情報を掲載

2020/1/25(土) HTB 16:30～17:30「国際スキージャンプ競技大会」90秒 イベント紹介＋勝木実行委員長インタビュー

2020/1/31(金) 北海道新聞 さっぽろ10区 1面にて記事掲載

2020/2/7(金) UHB 23:08~23:15「みちゅバチのよーーく見てッ」 20秒 イベント紹介

2020/2/9(日) HBC 16:54~17:00「NORDのキラキライフ」 15秒 イベント紹介

2020/2/12(水) STV 5:00~6:30「どさんこワイド朝」 30秒 イベント紹介

2020/2/13(木) STV 15:50~19:00「どさんこワイド179」 30秒 出演パブリシティ

2020/2/13(木) 北海道新聞 道新本紙にて記事掲載 半2段＋コース図

2020/2/14(金) NHK（北海道） 18:10~19:00 「ホットニュース北海道」 イベント紹介

2020/2/15(土) NHK（北海道） 7:30~7:55 「おはよう北海道土曜プラス」 イベント情報

日付 媒体 内容

2020/2/16(日) NHK（北海道） 12:10~12:15 「北海道のニュース」 74秒 イベント当日の様子

2020/2/16(日) HBC 11:35~11:40 「HBC NEWS」 56秒 イベント当日の様子

2020/2/16(日) STV 11:30~11:40 「STV ストレイトNEWS」 66秒 イベント当日の様子

2020/2/16(日) HTB 11:50~12:00 「HTB NEWS」 63秒 イベント当日の様子

2020/2/16(日) UHB 11:50~12:00 「UHB NEWS」 48秒 イベント当日の様子

2020/2/16(日) NHK（北海道） 18:45~18:53 「ニュース北海道645」 65秒 イベント当日の様子

2020/2/17(月) STV 5:00~6:30 「どさんこワイド朝」 90秒 イベント当日の様子

2020/2/17(月) TVh 17:15~17:25 「ゆうがたサテライト」 53秒 イベント当日の様子

2020/2/17(月) NHK 18:10~19:00 「ほっとニュース北海道」 232秒 イベント当日の様子

2020/2/17(月)
北海道新聞、朝日新聞（北海道版）、毎日新聞（北海道版）、読売新聞（北海道版）、日本経済新聞（北海道版）、十勝毎日新聞
（北海道版）、苫小牧民放、室蘭民報、道新スポーツ、スポーツ報知、スポーツニッポン
※本紙にて記事掲載

2020/2/18(火)
北海道新聞、北海道建設新聞
※本紙にて記事掲載

2020/2/25(火) 北海道新聞 さっぽろ10区にて記事掲載

2020/3/14(土) STV 11:54~12:00 「札幌ふるさと再発見」 240秒 札幌市広報番組内でのイベント露出

イベント前 露出一覧

イベント後 露出一覧



■STV
2/16(日) 「STV NEWS」 66秒

■HTB
2/16(日) 「HTB NEWS」 63秒

■NHK
2/17(月) 「ほっとニュース北海道」 232秒

■北海道新聞 2月17日（月）付 ■北海道新聞 2月18日（火）付

SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 16報道関係



SAPPORO SNOW SPORTS FESTA 2020 17収支決算

科 目 決算額 予算額 対比増減 摘 要

負 担 金 3,389,058 3,000,000 389,058
期成会一般会計より繰入 300万円
札幌商工会議所 35万円

協 賛 金 38,000,000 11,000,000 27,000,000

企業協賛 3,500万円（900万円×1社、230万円×3社、90万円×15社、45万円×13社ほか）

札幌スキー連盟 100万円
北海道新幹線建設促進札幌圏期成会 100万円
札幌国際プラザ 100万円

補 助 金 16,000,000 16,000,000 0
札幌市 1,300万円
北海道 300万円

収入合計 57,389,058 30,000,000 27,389,058

科 目 決算額 予算額 対比増減 摘 要

設 営 費 35,367,200 20,000,000 15,367,200

コース造成（1,399万円）：安全確保環境設備設置165万円、雪搬入運搬480万円、コース
造成・雪敷雪539万円、作業管理費38万円、人工降雪作業経費176万円
警備費（880万円）：搬入出規制広報警備825万円、交通規制看板類55万円
会場内造作（1,155万円）：プレハブ・テント・機材類330万円、電気設備工事110万円、コー
ス結界・横断路110万円、サイン類275万円、設営撤去330万円
雪まつり会場協力費（102万円）：6丁目雪まつり実行委員会 72万円、8丁目HTB 30
万円 ほか

運 営 費 17,710,000 8,000,000 9,710,000

地先対策（599万円）：迂回路情報センター運営180万円、交通規制関連広報418万円
運営費（1,006万円）：競技運営費550万円、イベント運営費236万円、体験会運営費220
万円
印刷費（165万円）：チラシ・ポスター・プログラム・WEB 165万円 ほか

諸 経 費 4,311,858 2,000,000 2,311,858
企画運営管理（427万円）：企画管理（図面・マニュアル等）386万円、記録動画撮影
22万円、スキー連盟バナー設置 19万円 ほか

支出合計 57,389,058 30,000,000 27,389,058

【支出の部】

収入決算額 支出決算額 差引残高

57,389,058 57,389,058 0

（単位：円）
【収入の部】


