令和４年５月１０日

．．．．．
春を感じる、おもてなしの「みち」づくり！
～シーニックバイウェイ「支笏洞爺ニセコルート」
『千歳ウエルカム花ロードver.２０』の実施について～
シーニックバイウェイ北海道「支笏洞爺ニセコルート ウエルカム北海道エリア」において、「おも
てなしの心」を育むことを目的として始まった「千歳ウエルカム花ロード」も今年で２０周年を迎え
ます。今年は『ガーデンフェスタ北海道２０２２』スポット会場にも登録され、主会場でも使用され
る「サンフェニティ」など特別な花苗も登場。地域の方々と子ども達の手で、北海道の空の玄関口「新
千歳空港」に続く沿道を『おもてなしの花』で彩ります。

千歳ウエルカム花ロードver.２０の概要
・千歳市立緑小学校、千歳小学校で「千歳ウエルカム花ロード」の活動についての事前特別授業
の後、地域の方々や一般参加者とともに約８Kmの沿道に25,000株の花植えを行います。
・シーニックバイウェイ北海道と包括連携協定※１を締結している株式会社北海道日本ハムファ
イターズから北海道を応援する「みらい大使」B・Bも、応援に駆けつけてくれます！
※１包括連携協定は平成２９年１０月２４日締結。北海道日本ハムファイターズとシーニックバイウェイ北海道、
双方が持つ資源を有効活用した連携活動による「競争力のある美しく個性的な北海道」の実現を目的としています。

１

取組活動の日程
日時：５月２４日（火）午前９時３０分～ ／

集合場所：千歳小学校体育館横

一般参加者は以下へお問合せください。
お問合せ先：千歳市観光スポーツ部観光企画課 TEL：0123-24-0377

２

その他
・植栽事前作業（土おこし）は５月１７日（火）
（予備日１８日）に予定しています。
・除草は６月２８日・７月２６日・９月６日に予定しています。
・活動内容については、資料１を参照してください。

・花ロードをつなぐクラウドファンディングに挑戦しています。（資料２を参照）
※２各施設は消毒液の設置など新型コロナウィルス感染対策を実施しております。
※３札幌開発建設部では、管内の「道の駅」及びシーニックバイウェイ北海道についての取組支援を行っています。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部
都市圏道路計画課 課
長 小林
将 （電話番号 011-611-0216）ダイヤルイン）
都市圏道路計画課 課長補佐 前田 哲哉（電話番号 011-611-0216）ダイヤルイン）
札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/

資料１

資料２

シーニックバイウェイ・クラウドファンディング

千歳ウエルカム花ロード ver.２０
美しい花ロードで
おもてなしの気持ちを届けたい

千歳ウエルカム花ロードver.20
への私たちの想い

～20年前、寂しかった空港周辺の道～
千歳ウエルカム花ロードは、北海道観光で、最初に目にする
空港周辺の“道”を、花で彩り“おもてなし”の気持ちをあらわす
シーニックバイウェイの植栽活動です。
2003年、寂しかった沿道に、子どもたちと“花植え”をスタートし、
多くの方々に応援いただき、活動を続げてきました。

2022年、20年目を迎える花ロード、
みなさま応援よろしくお願いします！！
千歳ウエルカム花ロードｖｅｒ.20
主催：千歳ウエルカム花ロード実行委員会
（(一社)千歳青年会議所・北海道開発局札幌開発建設部

※千歳ウエルカム花ロードver20では、花付きの良いペチュニア
「桃色吐息」とガーデンフェスタ北海道2022で使用されるひまわ
り「サンフィニティ」を植栽し、花と緑の祭典を盛り上げます。

・北海道空知総合振興局札幌建設管理部・千歳市・東日本高速道路(株)

＜お問合せ＞ 一般社団法人千歳青年会議所
080-3318-7590（大久保）

クラウドファンディングに挑戦しています。
□3,000円

６月３０日(木)まで受付

千歳の魅力をお届け!!
リターンギフト♪

応援よろしくお願いします！
□1,000円

※7月1日（金）0:00で受付終了となります。

●お礼メッセージ

A ●お礼メッセージ＋●支笏湖丸駒温泉旅館

日帰り入浴 大人２回分

□6,000円 ●お礼メッセージ＋「B」 or「C」 or「D」のいずれかを選択

B
C
D

千歳ワイナリー ＜北の大地ワインセット＞ （ﾊｰﾌ 360ml ２本）
ジェラテリア ミルティーロ ＜ミルティーロセット（６個）＞

千歳ワイナリー＜北の大地ワインセット＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml 各１本）
手打ち餃子 天のびろく 味くらべセット
（ オリジナル・えび・とかちマッシュ １２個入り 各２パック）

□14,000円 ●お礼メッセージ＋ 「K」

K

千歳ワイナリー ＜木村農園のケルナーとピノノワールのセット＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml 各１本）

箱根牧場のソーセージ・チーズの詰め合わせ（４個）
手打ち餃子 天のびろく 味くらべセット
（ ・オリジナル・えび・とかちマッシュ １２個入り 各１パック）

□10,000円 ●お礼メッセージ
＋「G」 or 「H」のいずれかを選択

G
H

I
J

ＡＬＬ ＴＯＮＥＳ ＣＯＦＥ ＜コーヒーギフトセット（２パック）＞

□7,000円 ●お礼メッセージ＋ 「E」 or 「F」のいずれかを選択

E
F

□10,000円 ●お礼メッセージ
＋ 「I」or 「J」 のいずれかを選択

ジェラテリア ミルティーロ ＜ミルティーロセット（１２個）＞
箱根牧場のソーセージ・チーズの詰め合わせ（７個）

□15,000円 ●お礼メッセージ＋「L」 or 「M」のいずれかを選択

L
M

支笏ガイドハウスかのあ ＜Soto Cafe カヌーツアー（1名）＞
オーシャンディズ

＜クリアカヤック（1名）＞

□30,000円 ●お礼メッセージ＋ 「N」

N

千歳ワイナリー ＜北ワイン６種のみ比べセット（750ml：フルボトル）＞

○応援はこちらのサイトから、もしくは「アクトナウ」で検索！
→https://actnow.jp/project/chitosehanaroad_7/detail
＊クラウドファンディングは、プロジェクトに共感・賛同をした人から、小口で資金を調達するサービスです。

シーニックバイウェイ・クラウドファンディング

６月３０日(木)まで受付
千歳の魅力を満喫する
リターンギフトをお楽しみください♪

“千歳ウエルカム花ロードver.20”

花植定箇所

□1,000円 ●お礼メッセージ

□10,000円
●お礼メッセージ＋「G」or 「H」 or 「I」 or 「J」のいずれかを選択

□3,000円 ●お礼メッセージ ＋ 「A」
●支笏湖丸駒温泉旅館

A

日帰り入浴 大人２回分
（有効期限無し）

G

支笏湖の絶景を楽しめる露天風呂

北海道の厳選素材で作り上げた、ミルティーロの味

□6,000円 ●お礼メッセージ＋「B」 or 「C」or 「D」

B

千歳ワイナリー ＜北の大地ワインセット＞
（ﾊｰﾌ 360ml ２本）

H

ジェラテリア ミルティーロ
＜ミルティーロセット（６個）＞

ビーフウインナーは、牛肉１００％ですので、表面に焼き目をつける程度で歯ごたえもよ
く美味しく召上れます。コッホサラミはソフトタイプのサラミで、こちらもさっと加熱してもら
えれば召し上がれます。モッツアレラヴァッカはコクとまろやかな生乳をそのままモッツ
アレラチーズにしております。ストリングチーズはでお子様のおやつにも最適です。カ
チョカバロはクセのない食べやすいチーズで、スライスして軽く熱するととろーり溶けて
きますので、パンにかけたりしてお召し上がり頂けます。

千葉コーヒー
＜ALL TONES CAFE コーヒーギフトセット＞

・北ワイン ケルナー 白/辛口
・ハスカップスイート フルーツワイン/甘口
豊潤で北海道らしい爽やかな味わいの辛口のケル
ナーと、千歳の特産果実ハスカップを使用した酸味と
甘味の調和したフルーツワイン

□7,000円
●お礼メッセージ＋「 D 」 or「 E」のいずれかを選択
箱根牧場のソーセージ・
チーズの詰め合わせ

・ビーフウインナー １２０ｇ×１個
・コッホサラミ ２８０ｇ×１個
・モッツアレラディヴァッカ １００ｇ×１個
・ストリングチーズ ５０ｇ×１個
ビーフウインナーは、牛肉１００％ですので、表面に焼き目をつける程度で歯ごたえもよ
く美味しく召上れます。コッホサラミはソフトタイプのサラミで、こちらもさっと加熱してもら
えれば召し上がれます。モッツアレラヴァッカはコクとまろやかな生乳をそのままモッツ
アレラチーズにしております。ストリングチーズはでお子様のおやつにも最適です。

F

手打ち餃子 天のびろく
味くらべセット（３種：各１パック）

北海道千歳市にある「手打ち餃子 天のびろく」は、皮作りから始まる全ての工程を自
社製造で行っています。ひとくち頬張ると、あふれる肉汁と、もちもち⾷感の手作り皮。
自家製ネギ油の豊かな⾹りが⾷欲をグッと引き⽴てます。

手打ち餃子 天のびろく
味くらべセット（３種：各２パック）

・オリジナル・えび・とかちマッシュ
（12個入り 各２パック ：７２個）
北海道千歳市にある「手打ち餃子 天のびろく」は、皮作りから始まる全ての工程を自
社製造で行っています。ひとくち頬張ると、あふれる肉汁と、もちもち⾷感の手作り皮。
自家製ネギ油の豊かな⾹りが⾷欲をグッと引き⽴てます。

□14,000円 ●お礼メッセージ＋「K」

K

千歳ワイナリー ＜北ワインケルナー辛口・
ピノノワール ミディアムボディ＞
（白・赤 ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml ２本）
余市町・木村農園産のケルナー（辛口）、と現
在注目の高まってきているピノノワールから
造られた赤ワインをお楽しみいただけます。

□15,000円 ●お礼メッセージ ＋「L」 or「M」のいずれかを選択

L 支笏ガイドハウスかのあ＜Soto Cafe カヌーツアー（1名）＞

□30,000円 ●お礼メッセージ＋「N」
＜北ワイン６種のみ比べセット（750ml：フルボトル）＞

北海道産ワインの詰め合わせをご用意しました。北ワイン
のブドウは全て北海道余市町の契約栽培農家「木村農園
で栽培されております」。千歳ワイナリーオンラインショッ
プでも現在販売していない「キムラヴィンヤードシロ」を含
む6種類です。今注目の北海道産ワインをご賞味ください。
● 北ワイン キムラヴィンヤードシロ 白・辛口 750ml 1本
● 北ワイン ケルナー
白・辛口 750ml 1本
● 北ワイン ケルナースパークリング 白・泡
750ml 1本
● 北ワイン ピノノワール
赤
750ml 1本
● 北ワイン ピノノワールロゼ
ロゼ・辛口 750ml 1本
● 北ワイン ケルナースイート
白・甘口 750ml 1本

J

・北ワイン ケルナー 白/辛口
・北ワインピノノワール赤/ミディアムボディ
各 750ml

・オリジナル・えび・とかちマッシュ
（12個入り 各１パック ：３６個）

N 千歳ワイナリー

千歳ワイナリー＜北の大地ワインセット＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ ７５０ｍｌ ２本）

I

北海道千歳市で創業60年のコーヒー豆専門店
・創業当時から愛されるchibaブレンド 200g
・おすすめ産地のストレートコーヒー100g × 2
※コーヒー豆のままの出荷になりますので、ドリップ用に
挽いてお召し上がりください。

E

箱根牧場のソーセージ・
チーズの詰め合わせ

・ビーフウインナー １２０ｇ×３個
・コッホサラミ ２８０ｇ×１個
・モッツアレラディヴァッカ １００ｇ×１個
・カチョカバロ １００ｇ×１
・ストリングチーズ ５０ｇ×１個

北海道の厳選素材で作り上げた、ミルティーロの味
・ブルーベリーソルベ×２個
・ブルーベリーチーズケーキ×２個
・ブルーベリーミルク×１個
・ブルーベリーヨーグルト×１個

D

ジェラテリア ミルティーロ
＜ミルティーロセット（１２個）＞

・ブルーベリーソルベ×３個
・ブルーベリーチーズケーキ×３個
・ブルーベリーミルク×３個
・ブルーベリーヨーグルト×３個

豊潤で北海道らしい爽やかな味わいの辛口のケル
ナーと、千歳の特産果実ハスカップを使用した酸味と甘
味の調和したフルーツワイン

C

※7月1日（金）0:00で受付終了となります。

支笏湖（西側：美笛地区）で、透明度抜群の水の上
をカヌーで進み周囲の森や、水の中の生きる多様な
生物などを5感で感じるプログラム。美しい景色で
「ほっと一息」SotoCafeタイムもお楽しみに！

Mオーシャンディズ
※発送は国内のみ
※在庫切れの場合、代替
品にて対応させていただ
く場合があります。

＜クリアカヤック（1名）＞

支笏湖を全力で楽しむクリアカヤックはいかが。 支
笏湖（東側：千歳川他）で、北海道で唯一の、底が
透明なカヤックで 水質日本一の湖を堪能できま
す♪
※写真は実際の商品と異なる場合があります。

○応援はこちらのサイトから、もしくは「アクトナウ」で検索！
→https://actnow.jp/project/chitosehanaroad_7/detail
＊クラウドファンディングは、プロジェクトに共感・賛同をした人から、小口で資金を調達するサービスです。

