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シーニックバイウェイ北海道 萌える天北オロロンルート「地域情報受発信プロジェクト」

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト 2011

優秀賞伝達式
シーニックバイウェイ北海道推進協議会の「ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト２０１１」
の優秀賞に、シーニックバイウェイ北海道 萌える天北オロロンルートの「地域情報受発信プロジェ
クト」が選ばれ、表彰伝達式が１０月９日に羽幌町立中央公民館会議室で執り行われました。伝達式
には萌える天北オロロンルートの西代表と佐藤副代表が出席し、留萌開発建設部の許士部長から佐藤
副代表に表彰状が手渡され、その活動が称えられました。
伝達式に引き続いた懇談では、佐藤
副代表から同プロジェクトが始まる
に至った経緯や活動の理念などの説
明がありました。西代表は今後の展
望について「今、自分達の街の中で
暮らしている、その暮らしにスポッ
トを当て、息ながく地域の発展に寄
与したい」と述べました。

優秀賞受賞にあたり西代表は「地
域全体の繋がりが優秀賞をもたら
した。地域の皆さまに感謝しなが
ら、今後も地域の発展に寄与でき
るよう頑張りたい。受賞は地域の
今後の励みになります」と話しま
した。

留萌開発建設部の許士部長（左）から表彰状を
受け取る佐藤副代表（中央）と西代表（右）

懇談では地域情報受発信プロジェクト
の苦労した点なども話題になりました。
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地域情報受発信プロジェクト活動紹介
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地域情報受発信フリーペーパー

るもい fan は留萌地域情報員による、留萌地域情報発信の
フリーペーパーです。地域のネットワークを通じて収集し
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世界へ向けて発信しています。
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地域情報受発信サイト
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るもい fan(PDF 版 ) はこちらからダウンロードできます。

http://rumoifan.net/

http://rumoifan.net/fantsushin/index.html
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昭和４６年に発表された「天塩川」の歌
碑がたっています。

天塩町市街地の東側に広がる約３６ヘク
鞍ш败ｊ炼行ｃＵа剧｀ＧＶｊ撼碌行ò
約３ｋｍの周回遊歩道で散策することが
ｃＩｚＵа劫萝ｊ胆萝儿队ｋ┫┪闺腕ｚ
でですが、冬期間は歩くスキーコースも
胆萝Ｑí查笋劫萝Ｈ硝衔ｃＩｚＵа鲸冒
とふれあえる憩いのスポットです。

雀ｊ痴ǔ酥剿酣ùｊ淆剧ｇ勿┫┪吧 鞍ш
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を楽しむことができます。

羽幌町

初山別村

苫前町

みさき台公園

北海道海鳥センター

霧立峠

国道２３２号の海側に広がるみさき台公
園は 公園全 体が 道の駅「☆ロマ ン街道
しょさんべつ」に指定されています。道
蜕禄怠盾ｊ盘碳蔓ｄ菱碳蔓Я炉í［腮ｇ
ｋ谴舍г烂俩卿á硝俩酥剿ｚｃ酣翘Ｕ襟
ＨｃＩЯ腮唾ｄｋ皆Ｄｆ＠呼骨ò冻ＴＱ
せてくれる場所です。

谴舍卿ｇ＠ī怠聘ｊ碌挠á碌叉莉复ｇ
｀＠ｂ癌 摆跋á衬鸣ｆ锤鹿ｆｅｃ嫡ｕ
ｚＵаｚīｃ碌Ｉｂ＠ īéＢｆ聘ｊ巫
疲混Ｈ酣ěíīＢ ＤｇЯ唾抬Ｙ＿Ｋè
ｊ项ｊ柯ＱＨЯ剧ｊ碳ｃ乃喊ｃＩｚＵа
漓硼ｊ蔼鞍按捌ｋ怠聘ｊ麻武磁ｆｊｃЯ
いろいろな疑問に答えてくれます。

任铆偏Ｇě剿躺窖ｇ界ī活雀┬┭┳汇
ｋЯ蔚笑群ò粕崔Ｓｂ桨队ｊ糜呆ｆ骨沥
を楽しむことができます。
谴贿Ｋ咙｛Ｉ＿［铝蛤ｄ鲁хＳ＠咙ū＼
空気のなか、変化に富んだワインディン
グロードをドライブすれば、何だか晴れ
やかな気分になっていきますね。

名山台展望公園
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道の駅 てしお
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おびらしべ湖

黄金岬
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和ｇＧＧī拈酣匿赋ｋ和棱赋ｄＳｂ帽雀
查ｊ贫Ｑò赫＿ｂＦèЯ和棱昂摆ǖ扒ò
楽しめます。ダム建設当時にはクビナガ
佰爸ǚáǔ颁坝盎ǖ肮ｊ春峦Ｈ尸酣Ｑí
ており、かつてここが海であったことが
推測できます。
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道の駅 富士見

富士見ヶ丘公園
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みさき台公園
道の駅
☆ロマン街道しょさんべつ

焼尻島
天売島

道の駅 ほっと懷ｋｘǐ

北海道海鳥センター

道の駅 風Ｗとままえ

道路緊急ダイヤル
お知らせ下さい道路の異常
ㄧ壤ｇ贿墨雀薛ｇ｀＠ｂｋЯ藏莉匆跨
壤歧 ｊ［ ｝Я雀薛位Я燎 谎铁 蝴Я 稗
増毛町 ポスト、周辺の施設名などをご確認い
ただきますようお願い致します。
ㄧ贿墨雀薛Я活雀睬淡ｊ雀薛泅ｇ｀＠
ｂｋЯ舞 队Я亲腮Я咳荚 腮ｋ 耐雏ｃ Ｉ
暑寒別岳を源流とする河川は、暑寒別天 ない場合もあります。
売焼尻国定公園内を流れ、様々な河川と ㄧ核类居ｋЯ贿墨雀薛ｊ｛耐磊ｄｆè
讳蝎ＳЯ酮Ｇｆ菱桃ò咕芦Ｓｂ＠ｚＵа ます。
┳闺垂抠э┫┪闺陪抠ｇｋ刺胡艘皋ｃЯ ※事故情報 は警察（110 番）へ 連絡し
唉阿ｊ蒙棱￣酣ěíｚＵа胯顶躺抵Ｇě て下さい。
ｊ酮酥ｆ菱猩ｋ瓷决继哨ｆｅЯＯｊ盘插 ㄧ雀薛猴粕理甜ｇ｀＠ｂｋЯě歼è腮唾
道路交通情報センターへお問い合わせ
に多くの恩恵をもたらせています。
垂 Ｑ ＠аě蜕 怠 雀 盘 铁г舰 妥 铁 紊 理 甜
TEL:050-3369-6601）
【編集 ・ 発行】
※道路交通法により運転中の通話は禁
■シーニックバイウェイ北海道
杰Ｑíｂ＠ｚＵа部帽ｆ篱跨ｇ漆居Ｓ
萌える天北オロロンルート
ておかけ下さい。
地域情報受発信システム実行委員会
■実施機関
■北海道開発局
ЮЮЮ活亲猴粕狼蜕怠雀胆尸钙
留萌開発建設部道路計画課
ЮЮЮ情腮唾贿墨雀薛雕经搭鞠
ＴＥＬ： 0164-42-4526

暑寒別川

今年は残暑が厳しかったですが、萌える天北
オロロンルートも秋から冬に移り変わろうと
Ｓｂ＠ｚＵа酮Ｇｆ究èｄ沥矛áＧｆ慌弦ｇ
忌ěíｂ＠［桨х￣Я贫Ｋ捍Ｓ＠娠羔ｊ隆担
へと変わっていきます。
箕ｊ禁儿ｋЯ庙巫Ｈ禾íｂＳｚ＿［醒ＳＱáЯ
航＠Ｓíｈ踞拙冻ò冻ＴｚＵＨЯ查铁ｃ尾纳
なものがないシンプルな美しさ、素朴で味わ
い深い雰囲気もあると思います。
箕＼ＭＳＧ酣ěíｆ＠Я帘ｇＳ｛＠ī篱跨ò
あなたも探してみませんか。
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道の駅 おびら鰊番屋
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おびらしべ湖

黄金岬
暑寒別川
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ドライブや森林散策の際には、エゾシカや熊などの獣害にご注意下さい。
部帽臣腔ò帘ＨＭｂ贰磊理甜ｇ抨惨ＳЯ擒鞍ǖ罢ｆｅ擒雀皿谎ｊ衔惨òＦ头íｆＫа

ㄧＦＵＵ｝蔼拔按肮ｊ旧良ｋ 10 闺垂抠э 11 闺棱抠汉架ｊ￣ｊｃＵаě川高违г蜕怠雀怠聘艾颁鞍шг胯顶躺码ｊ旧良ｋ岿Ｋè
※ここで紹介しているおすすめスポットの詳細については、るもい fanHP や各市町村 HP、留萌開発建設部 HP などでご確認下さい。

霧立峠

