
 

            

 

    平成３０年５月１６日 

 

 

シーニックバイウェイ「支笏洞爺ニセコルート」 

春を感じる、おもてなしの「みち」づくり 

～地域の方々がおもてなしの心で道路の美化活動を行います！～ 

 

 

 
 
この取組は、個性的な地域や美しい環境づくりを目指すシーニックバイウェイ北海道の取組として

行うもので、今回は道路美化活動による「春を感じる、おもてなしの『みち』づくり」をテーマと

しています。ぜひ「支笏洞爺ニセコルート ウエルカム北海道エリア」 にお越しください。 

 

記 

１ 取組活動の日程 

 ① 千歳ウエルカム花ロード ver.１６ 「ようこそ北海道へ ～ Welcome to Hokkaido ～ 」 

   ５月２２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 

② ４５３・５３０（ヨゴサン・ゴミゼロ）キャンペーン in 支笏湖 

   ５月３０日（水）午前６時３０分～ 集合場所：支笏湖駐車場（バスターミナル）前 

 ③ ごみゼロの日クリーンウォーキング 

    ５月３０日（水）午後３時００分～ 

集合場所（次の(A)～(D)から参加しやすい場所に集合してください。） 

(A)恵庭テクノパークエリア（黄金・戸磯） トヨタ L&F 札幌駐車場 

(B)恵庭エリア 恵庭市役所・駐車場 

      (C)恵み野エリア 恵み野野球場・駐車場 

 (D)島松エリア 島松公民館・駐車場 

２ その他 

 ・活動内容については、別添資料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。 

※クラウドファンディングは、プロジェクトの実現など「ある目的」のために、インターネットを通じてプロジェクトに共感した

不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることをいいます。 

 

 

 

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、

清掃活動や花植え活動が下記のとおり実施されますので、お知らせします。 

クラウドファンディング※で寄せられた温かい支援を追い風に、地域の方々がおもてなしの心

で、ゴミが無く、花で飾る、春を感じる、おもてなしの「みち」づくりを行います。 

【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 福原 英之（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 佐藤 文俊（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 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 

・・・・・ 

・・・・・ 



北海道の空の玄関口“新千歳空港”周辺の道路
を地域の方々や子ども達と一緒に花で飾り、国内
外から訪れる方々に「おもてなしの心」を表そう
と、平成１５年に(社)千歳青年会議所の発案で始
まった活動です。ボランティア団体や小学校、企業や
行政が、世代や組織の枠を超え交流し、少しずつ連携
の輪を広げ１6年目を迎えます。今年は、北海道命名
150年の「みらい大志」に就任したファイターズＢ☆Ｂも
参加。みんなで、春を感じる居心地の良いみちづ
くりを行います。花ロードをつなぐクラウドファンディ
ング※にも挑戦しています。

①千歳ウエルカム花ロードver.１６「ようこそ北海道へ Welcome to Hokkaido」

ヤマナラシ エレ
クタ

【樹齢約30年
H=10m】

【植樹祭時
H=2.5m】

シーニックバイ
ウェイ（ルート名）

支笏洞爺ニセコルート ウエルカム北海道エリア

場 所

【実施場所】国道36号（南千歳駅周辺ほか）、国道337号（千歳駅周辺ほか）、
道道千歳インター線、新千歳空港インター線、千歳IC周辺、新千歳空港IC
周辺、新千歳空港構内道路ほか（全長約７ｋｍ）予定
【集合場所】千歳市本町３丁目４番地 千歳市立千歳小学校体育館横

日 時
平成30年5月22日（火） 午前9時30分～11時30分（集合：9時30分）
（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

主 催

千歳ウエルカム花ロード実行委員会
一般社団法人千歳青年会議所、北海道開発局札幌開発建設部、北海道空
知総合振興局札幌建設管理部、千歳市、東日本高速道路株式会社北海道
支社札幌管理事務所

協 力
千歳市フラワーマスターの会、千歳花倶楽部、 千歳建設業協会、 航空自

衛隊千歳基地、東京航空局新千歳空港事務所、新千歳空港建設工事安全
連絡協議会、株式会社北海道日本ハムファイターズ

～ 春を感じるおもてなしの「みち」づくり ～

★：集合場所

★ 千歳小学校

千歳駅

※クラウドファンディングはプロジェクトの実現など「ある目的」のために、インターネットを通じてプロジェクトに共感した
不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることをいいます。

N

活動風景

・昨年は、市内２つの小学校を含めた約560名が参加し、延
長約7.2kmに約33,000株を植え、「おもてなし」の気持ち
で「みち」を飾りました。花植前には、小学校で特別授業
を行い「みち」の役割も学んでいます。

小学生による花植の様子 春を感じるおもてなし！ 小学校での特別授業

ようこそ！
北海道へ

植栽実施位置



クラウドファンディングに挑戦しました。

今年も、道いっぱいの花々で、
北海道にいらした皆様を歓迎したい！

詳細は、以下のＵＲＬで確認願います。
http://actnow.jp/project/chitosehanaroad_3/detail

“千歳ウエルカム花ロードver.16”

～はじまりは1ｋｍ、2017年7.35km、今年もさらに延ばしたい！ 花植予定
箇所

千歳ウエルカム花ロードｖｅｒ.１6
主催：千歳ウエルカム花ロード実行委員会
（千歳青年会議所、千歳市、北海道開発局札幌開発
建設部、北海道空知総合振興局、東日本高速道路）

＜お問合せ＞一般社団法人千歳青年会議所
理事長 三澤計史 090－7715－6741

おもてなしの花ロードを美しくつなげたい。

▼昨年のクラウドファンディングの結果
千歳の魅力を一緒にお届けしようと
温泉入浴や特産品などのリターンを
企画し、目標達成率1３２％（50
口）と、たくさんの応援をいただき
ました。ご協力ありがとうございま
した。

＜応援コメント（一部抜粋）＞

１５年間も、嬉しい道をつくってくれて あり
がとう。

ウエルカムロードに花が植えられたら見に
行きますね！

「世界の北海道」を目指して、ぜひ北海道
の世界の玄関を綺麗な花でお出迎えしてく
ださい。

千歳ウエルカム花ロードは、 2003年より、地域や地元企業の協力を得な
がら”北海道の空の玄関口”新千歳空港周辺をおもてなしの花で飾り、訪
れる方をお迎えすること、次代を担うこどもたちに「おもてなしの心」を育む
ことを目的に、地元千歳の子どもたちと花植活動に取り組んでいます。

少しづつ活動を広げてきましたが、メインルートの国道36号～道道（千歳
インター線）～千歳インターチェンジ周辺のすべての植樹ますに花を植え
るには花苗の数が足りず、花ロードがつながっていません。

そこで、一昨年からクラウドファンディングで応援を呼びかけ、花ロードの

延長にチャレンジしています。2017年は花苗約3,700株・800m
を延長することができました。全てが繋がるには、もう一息！！

今年も、クラウドファンディングに挑戦し、道いっぱいの花々で、世界の
人々をお迎えしたいと思います。

※クラウドファンディングはプロジェクトの実現など「ある目的」のために、インターネットを通じてプロジェクトに共感した
不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることをいいます。



春の４５３（ヨゴサン）キャン

ペーンは、５月３０日の「ごみゼ

ロ」の日に、支笏湖温泉から丸山分

岐までの国道４５３号のゴミ拾いを

行います。早朝の支笏湖で綺麗な空

気を吸いながらの清掃活動です。

シーニックバイウェイ試行当初から

の継続活動で15年目を迎えます。

ゴミの無い綺麗な「みち」で、支

笏湖の春を感じてください。

②４５３・５３０（ﾖｺﾞｻﾝ･ｺﾞﾐｾﾞﾛ）キャンペーンin支笏湖

ヤマナラシ エレ
クタ

【樹齢約30年
H=10m】

【植樹祭時
H=2.5m】

シーニックバイ
ウェイ（ルート名）

支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア

場 所
国道４５３号支笏湖温泉～苫小牧市丸山分岐（全長約３ｋｍ）
【集合場所】千歳市支笏湖温泉街支笏湖駐車場（ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ）前

日 時
平成30年5月30日（水）
午前6時30分～７時30分（集合：午前6時15分）
（一般参加者は自由参加で開始時間までに現地に集合。）

主 催
ＮＰＯ法人支笏湖まちづくり機構Ｎeoステージ
（支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア）

協 力
支笏湖自治振興会・支笏湖旅館組合・支笏湖畔クラブ・支笏湖恵
岳会・支笏湖小学校PTCA・自然公園財団支笏湖支部・千歳市・
北海道開発局札幌開発建設部

清掃実施位置

★：集合場所

支笏湖駐車場

N至
札
幌

至
苫
小
牧

～ 春を感じるおもてなしの「みち」づくり ～

活動風景

・昨年は、総勢約120名が参加し、延長約３
kmの道路でゴミ拾いを行いました。

・ゴミの無い綺麗な「みち」で支笏湖の春を
感じることが出来ました。

ゴミ拾いの様子 ゴミ拾い終わり

大量のゴミが
集まった・・



恵庭市が「ごみゼロの日」と定めて

いる５月３０日、平成１５年から市役

所ボランティアサークルが主催し、

「ごみゼロの日クリーンウォーキン

グ」を開催しています。市内の町内会

や団体・市民総勢５，０００名以上が

集まり清掃活動を実施します。えにわ

シーニックプロジェクトのメンバーも

活動の一つとして参加しています。

③ごみゼロの日クリーンウォーキング

ヤマナラシ エレ
クタ

【樹齢約30年
H=10m】

【植樹祭時
H=2.5m】

シーニックバイ
ウェイ（ルート名）

支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア

場 所

【実施場所】市内以下の、４エリア（各３～４ｋｍ）を清掃します。
【集合場所】以下、エリアから参加しやすい場所を選択ください。

（Ａ）恵庭テクノパークエリア（黄金・戸磯） トヨタＬ＆Ｆ札幌駐車場
（Ｂ）恵庭エリア 恵庭市役所・駐車場
（Ｃ）恵み野エリア 恵み野野球場・駐車場
（Ｄ）島松エリア 島松公民館・駐車場

日 時
平成30年5月30日（水）午後3時～（集合：午後3時）
（一般参加者は、自由参加で開始時間までに現地に集合）

主 催 市役所ボランティアサークル・シボラ

協 力
町内会、団体、企業、市民
えにわシーニックプロジェクト（支笏洞爺ニセコルート ウェルカム
北海道エリア）ほか

★：場所

恵庭市

集合場所の詳細は別紙を参照ください。

活動風景

（Ａ）トヨタＬ＆Ｆ札幌駐車場

（Ｂ）恵庭市役所・駐車場

（Ｃ）恵み野野球場・駐車場

（Ｄ）島松公民館・駐車場

至千歳

至
札
幌

～ 春を感じるおもてなしの「みち」づくり ～

ゴミ拾い出発前にみんなで集合！

ゴミ拾いの様子

ゴミ拾い終わり

大量のゴミが
集まった・・ ・昨年は、総勢5,000名以上が参加し、延長

約４kmの道路でゴミ拾いを行いました。
・ゴミの無い綺麗な「みち」づくりで、春を

感じることが出来ました。



集合
場所

時間

（Ａ）恵庭テクノパークエリア
（黄金・戸磯）
トヨタＬ＆Ｆ札幌駐車場

（Ｂ）恵庭エリア
恵庭市役所・駐車場

15:00までに現地集合

～ 春を感じるおもてなしの「みち」づくり ～

集合
場所

時間

（Ｃ）恵み野エリア
恵み野野球場・駐車場

（Ｄ）島松エリア
島松公民館・駐車場

15:00までに現地集合

集合場所は、（Ａ）～（Ｄ）の４箇所あります。
参加しやすい場所を選択してください。

③ ごみゼロの日クリーンウォーキング


