
 

            

 

    平 成 ３ １ 年 ２ 月 １ 日 

 

 

 

厳寒の夜を柔らかな灯りで包み込む 

冬ならではの幻想的なイベントが各地で開催されます 

～シーニックバイウェイで北海道ならではの冬を楽しみませんか～ 
 

 

 
 

この取組は、個性的な地域や美しい景観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、各会場では、冬の北海道を楽しめる趣向を凝らした様々なイベントを予定しています。 

ぜひ、「札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓・定山渓ルート」「支笏洞爺ニセコルート ウェルカム

北海道エリア」にお越しください。 

記 

 

１ 「札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート」の地域活動（雪あかり他） 

   〇２ ０ １ ９ 雪 あ か り（資料１参照） 

イベント概要：イルミネーション点灯、スノーキャンドル、コンサート、花火打ち上げなど 

開催期間：開催中～平成３１年３月３１日（日） 

   開催場所：札幌市南区 国道２３０号及び４５３号周辺 

２ 「支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア」の地域活動（シーニックナイト２０１９） 

（資料２参照） 

   〇第１３回光と氷のオブジェ（資料３参照） 

イベント概要：イルミネーション点灯、アイスキャンドル、雪だるま作り体験など 

開催期間：平成３１年２月７日（木）～２月９日（土） 

開催場所：千歳市 国道３３７号周辺 

   〇えにわシーニックナイト（資料４参照） 

イベント概要：アイスキャンドルなど 

開催期間：平成３１年２月２日（土）～２月３日（日）、平成３１年２月７日（木） 

         平成３１年２月９日（土）～２月１０日（日） 

開催場所：恵庭市 国道３６号周辺 

   〇雪 明 か り の 散 歩 道（資料５参照） 

イベント概要：スノーキャンドルなど 

開催期間：平成３１年２月１１日（祝・月） 

開催場所：千歳市支笏湖 国道４５３号周辺  

 ※各イベントの詳細については、こちらもご覧ください。 

     http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kouhou/gburoi000000aanv.html 

 

 

札幌開発建設部管内で活動している「札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓・定山渓ルート」及び

「支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア」において、冬の沿道をキャンドルやイルミネー

ションで彩る地域活動が下記のとおり実施されますので、お知らせします。 

【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/ 



シーニックバイ
ウェイ（ルート名）

札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓・定山渓ルート

場 所 札幌市南区内各所

日 時 平成３０年１２月８日～平成３１年３月３１日

主 催
各地区町内会連合会など（札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓･定
山渓ルート構成団体）

問合せ先
日程・会場等の詳細は、下記のHPでご確認ください。
http://www.city.sapporo.jp/minami/shinko/yukiakari.html

札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓・定山渓ルート

雪と光の幻想的なイベントが札幌市南区

内各地で開催されます。町内会や企業、

施設、学校などが連携し、毎年工夫を凝

らしたアイディアあふれるデザインのア

イスキャンドルやイルミネーションによ

る雪あかりのイベントです。

包み込まれるような真っ白の雪の中の”

灯り”の魅力、訪れる人たちへのおもて

なしの気持ちから生まれた灯り達。二つ

として同じ形のない雪で創られる空間。

大人から子供まで楽しめる、冬限定の

ほっとするヒトトキをお楽しみください。

★：開催場所

札幌市

2019 雪あかりイベント

藻岩下やさしい雪あかり定山温泉雪灯路（ゆきとうろ）

資料１－１



資料１－2
イベント名 会場 期間 時間 内容 問合せ

石山地区国道230号、 12月8日（土曜日）
石山まちづくり
センター

平岸通沿い ～3月31日（日曜日） 011-591-8734

石山振興会館

(南区石山1条3丁目）

ぽすとかん

（南区石山2条3丁目)

12月23日（日曜日）
澄川まちづくり
センター

～2月28日（木曜日） 011-821-8585

2月2日（土曜日）、
2日：13時00分～21時
00分

3日（日曜日）
3日：13時00分～19時
00分

地下鉄真駒内駅前 1月24日（木曜日） 真駒内

（時計塔周辺） ～25日（金曜日）
まちづくりセン
ター

011-581-3025

札幌芸術の森 芸術の森地区

(南区芸術の森2丁目)
まちづくりセン
ター

「ARTOU（アートウ）」 011-592-7009

学生による冬の芸術イベン
ト

キャンドル点灯式、学生に
よる飲食物の提供、アート
マーケット、アリーナイベン
ト、花火など

2月2日（土曜日）、
2日：16時00分～19時
30分

3日（日曜日）
3日：10時00分～12時
30分

芸術の森地区会館

(南区石山東7丁目)

札幌市保養センター駒岡

(南区真駒内600)

常盤児童会館

(南区常盤2条2丁目)

藻岩地区各地 1月26日（土曜日）、
藻岩まちづくり
センター

（南区川沿、北ノ沢、中ノ
沢）

27日（日曜日） 011-571-6121

石山
スノーファンタジー
「まちの灯り」

澄川雪あかり
イルミネーション

スノーフェスティバル
in澄川-2019-

真駒内地区ふれあい
「雪あかり」

芸術の森地区
雪あかりの祭典

藻岩地区
アイスキャンドル

2月16日（土曜日） 17時00分～18時00分
キャンドル点灯式、ホットド
リンク提供など

17時00分～20時00分
地区内各所でアイスキャン
ドル点灯

南老人福祉センター、石
山緑地(南区石山78)

アイスキャンドル点灯、雪
の滑り台、イルミネーション
など

2月7日（木曜日） 13時00分～14時00分

「琴音会」による大正琴演
奏、バイオリン＆ピアノ演
奏「アパッショナート」、ホッ
トドリンク提供

2月11日（月曜日） 13時00分～17時00分

アイスキャンドル、雪あかり
コンサート、ゆきだるマンコ
ンテスト、朝市など　先着
100人にホットドリンク提供
（2回実施）

16時00分～20時00分
アイスキャンドル点灯、ハ
ンドベル演奏、お楽しみ抽
選会など

1月26日（土曜日） 9時45分～19時00分
アイスキャンドル点灯、もち
つき、ワークショップなど

札幌市立大学芸術の森
キャンパス(南区芸術の
森1丁目)

1月26日（土曜日） 14時30分～19時00分

16時00分～21時00分 イルミネーション点灯

1月26日（土曜日） 16時00分～19時00分
キャンドル点灯、雪見コン
サートなど

地下鉄澄川駅前広場

17時00分～23時00分 イルミネーション点灯

スノーキャンドル点灯、雪
の滑り台など



資料１－3

南沢福祉会館前 1月26日（土曜日）、 南沢福祉会館

(南区南沢1822) 27日（日曜日） 011-573-7505

定山渓神社 1月30日（水曜日）
定山渓観光協
会

(南区定山渓温泉東3丁
目)

～2月3日（日曜日） 011-598-2012

第1会場： 2月2日（土曜日）、 藻岩下

もいわしたフラワーテラス 3日（日曜日）
まちづくりセン
ター

(南区藻岩下2丁目） 011-581-2001

第2会場：藻岩下橋広場

（南区藻岩下2丁目）

第3会場：南35条みゆき
公園

（南区南35条西10丁目）

滝野すずらん丘陵公園
滝野公園案内
所

（南区滝野247） 011-592-3333

簾舞まちづくりセンター、
みすまい児童会館（南区
簾舞3条6丁目）

簾舞まちづくり
センター

ミソマップ会館（南区簾舞
4条2丁目）周辺

011-596-2059

豊滝会館（南区豊滝1丁
目）周辺

定山渓温泉雪灯路（ゆ
きとうろ）2019

藻岩下
やさしい雪あかり

滝野スノー
フェスティバル

2月2日（土曜日）
2日：16時00分～18時
00分

アイスキャンドル点灯、花
火の打ち上げなど　※荒天
時は花火の打ち上げが2月
3日（日曜日）に順延

みすまい雪あかり 2月9日（土曜日） 17時00分～19時00分
雪像、スノーキャンドル点
灯

18時00分～21時00分

冬の定山渓を彩るインスタ
レーションイベント。「願い
の灯り」や定山渓温泉の人
気お土産“たまねぎすう
ぷ”など飲食物の屋台販売
など

17時00分～19時30分

アイスキャンドル点灯

17時00分～19時30分

17時00分～19時00分

南沢地区冬まつり 17時00分～19時00分 ペットボトルキャンドル点灯



資料２

シーニックナイト2019～寒さ忘れる冬の夜～

シーニックナイト2019 実施予定箇所

1

今回のご紹介は、
ウエルカム北海道エリアの
３か所です。

支笏洞爺ニセコルート ウエルカム北海道エリア

２
３

４

５

６

７

８

９
１０

１０

小樽市 2/16（土）おたるワインギャラリー周辺

赤井川村 2/16（土）都小学校、道の駅あかいがわほか

倶知安町 2/16（土）2/17（日）旭が丘スキー場ほか

京極町 2/9（土）三条通り商店街

喜茂別町 2/9（土）郷の駅ホッときもべつ周辺

ニセコ町 2/2（土）～2/10（日）綺羅の湯ほか

壮瞥町 1/26（土）そうべつ情報館ｉ（アイ）壮瞥町 1/26（土）そうべつ情報館ｉ（アイ）

３

４

５

６

７

８

９

1 恵庭市 2/2(土）花ロードえにわほか2/3日）恵庭ふるさと公園2/7(木）恵庭中学校2/9(土）フレスポ恵み野ほか2/10（日）中島町

千歳市 2/7(木）2/8(金）2/9（土）グリーンベルトおまつり広場／つどいの広場・緑の広場／千代田町4丁目

千歳市支笏湖温泉 2/11（祝・月）支笏湖 雪明かりの散歩道 氷濤まつり開催中

２

１１ 洞爺湖町 2/9（土）洞爺湖汽船本社前特設会場

１１

支笏洞爺ニセコルートの各エリア（ウェルカム北海道エリア・洞
爺湖エリア・ニセコ羊蹄エリア）では、冬の夜にキャンドルの灯り
を楽しむ「シーニックナイト」が行われます。

寒い北海道の冬の夜、キャンドルのやわらかなゆらめきと行き交
う人々の笑顔に心があたたまります。

お友達やご家族、彼氏や彼女と一緒にその時間を共有してほしい
イベントですので、ぜひお近くの会場へ足をお運びください。



シーニックナイト2019・第13回 光と氷のオブジェ

ヤマナラシ エレ
クタ

【樹齢約30年
H=10m】

【植樹祭時
H=2.5m】

支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア

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
千歳市千代田町４丁目～花園２丁目 国道３３７号
（仲の橋通交差点～グリーンベルトつどいの広場・緑の広場、お
まつり広場～道の駅「サーモンパーク」千歳）

日 時
平成３１年２月７日（木） １７：３０～２１：００
２月８日（金）～２月９日（土）まで １７：００～２１：００

主 催
千歳の冬を楽しむ実行委員会
（支笏洞爺ニセコルート構成団体が参画）

協 力
札幌開発建設部千歳道路事務所工事安全連絡協議会・インディ
アン水車通り商店街振興組合・サケのふるさと千歳水族館

問合せ先
千歳の冬を楽しむ実行委員会（千歳商工会議所内）
ＴＥＬ ０１２３－２３－２１７５

厳冬の千歳の街で「第１3回 光と氷のオ
ブジェ」をグリーンベルトで開催します。

約１，５００個のキャンドルが厳寒の夜を

柔らかな灯かりで包み込みます。

氷像や雪像、イルミネーションも設置さ

れ、幻想的で幽玄な美しさを醸し出しま

す。また、野外売店や雪だるま作り体験

なども行われます。

イルミネーションによる美しい光の世界

やアイスキャンドルの光で幻想的な雰

囲気をご堪能ください。

★：開催場所

仲の橋通交差点

グリーンベルト
[つどいの広場・緑の広場、
おまつり広場]

道の駅「サーモンパーク千歳」至
札
幌

至
苫
小
牧

資料３



道と川の駅「花ロードえにわ」をメ

イン会場に、国道36号沿線、各駅前

通り、サッポロビール工場など恵庭

市内十数箇所が、ほんわりやわらか

なスノーキャンドルの灯りとキラキ

ラと輝くアイスキャンドルの灯りに

包まれ幻想的な世界に。花ロードえ

にわでは、スノーランタンの制作体

験・点灯も楽しむことができます。

シーニックナイト2019・えにわシーニックナイト

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 恵庭市内各所（道と川の駅「花ロードえにわ」、国道36号他）

日 時

平成３１年２月２日（土）：道と川の駅「花ロードえにわ」他
・スノーランタン制作 （一般参加可）
花ロードえにわ15:30～17:00
・キャンドル点灯 17:00～20:00
平成３１年２月３日（日）：恵庭ふるさと公園（黄金中央・黄金北）

17:00～20:00
平成３１年２月７日（木）：恵庭中学校 17:00～20:00
平成３１年２月９日（土）：恵み野駅前~恵み野商店街、恵み野団体中央
通り~恵み野中学校、フレスポ恵み野 17:00～20:00
平成３１年２月１０日（日）：中島町（中島会館）

主 催
えにわシーニックナイト実行委員会（支笏洞爺ニセコルート構成団
体が参画）

問合せ先
えにわシーニックナイト実行委員会
TEL 090-6219-9602（久保）

★：開催場所

恵庭市

支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア

資料４



支笏湖の湖水をスプリンクラーで吹き

付け凍らせた大小さまざまな氷のオブ

ジェが立ち並ぶ氷濤まつりにあわせ、優

しいキャンドルの灯りに包まれるシー

ニックナイト「雪あかりの散歩道」

が行われます。氷濤まつりは北海道を代

表する冬の祭典で、昼間は支笏湖ブルー

に輝き、夜は色とりどりのライトに照ら

され幻想的な世界を演出するほか、冬の

支笏湖の花火なども楽しめます。

シーニックナイト2019・雪明かりの散歩道
第41回千歳・支笏湖氷濤まつり

ヤマナラシ エレ
クタ

【樹齢約30年
H=10m】

【植樹祭時
H=2.5m】

支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア

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 千歳市支笏湖温泉

日 時

＜シーニックナイト2019 雪明かりの散歩道＞
平成３１年２月１１日（祝・月） 日没よりキャンドル点灯
＜第41回千歳・支笏湖氷濤まつり＞
平成３１年１月２５日（金）～２月１７日（日） ９：００～２２：００
※ライトアップ１６：３０～２２：００

主 催
支笏湖まつり実行委員会（支笏洞爺ニセコルート構成団体が参
画）

問合せ先
支笏湖まつり実行委員会 TEL 0123-23-8288
氷濤まつりHP http://hyoutou-special.asia/

至
札
幌

至
苫
小
牧

氷濤まつり会場

雪あかりの散歩道

★：開催場所

資料５


