
シーニックバイウェイ北海道支笏洞爺ニセコルートでは、地域間の連携により、キャンドルナイトを

広域に展開し、冬の夜を楽しむイベントとして、１月から２月の期間、「寒さ忘れる冬の夜」をテー

マに「シーニックナイト２０１９」を開催します。

小樽開発建設部管内の「支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア」では、下記のとおり開催

しますので、お知らせします。

平成３１年１月２４日

冬の夜を彩る『シーニックナイト2019』を開催
～ 冬景色の優しいあかりで「寒さ忘れる冬の夜」を楽しもう ～

「シーニックナイト」は、冬の夜にキャンドルを灯して楽しむイベントとして、今年で１３回目を迎えま

した。イベント当初は３箇所での開催でしたが、現在は１１箇所に拡大し、現在の来場者数は約２０，００

０人に達し、地域間連携の活性化と冬期の周遊観光の促進が図られています。

期間中は、冬景色に優しいあかりが灯り、皆様をお迎えしますので、是非お越しください。

記

【シーニックナイト２０１９】

①小樽市（別紙３）<開催日>平成３１年２月１６日（土）<開催場所>おたるワインギャラリー周辺（国道393号沿線）

<内容>キャンドル点灯（点灯１７:００頃開始）、ホットワイン無料提供（ドライバー除く）など

②赤井川村（別紙４）<開催日>平成３１年２月１６日（土）<開催場所>都小学校、道の駅あかいがわ他（国道393号沿線）

<内容>キャンドル点灯（点灯１７:００頃開始）、もちまき、豚汁の無料提供など

③倶知安町（別紙５）<開催日>平成３１年２月１６日（土）、１７（日）<開催場所>旭ヶ丘スキー場と町内各所（国道5号沿線）

<内容>キャンドル点灯（製作１５:００開始、点灯１７:００頃開始）など（※同時開催：雪トピアフェスティバル）

④京極町（別紙６）<開催日>平成３１年２月９日（土）<開催場所>三条通り商店街

<内容>キャンドル点灯（点灯１７:００頃開始）など

⑤喜茂別町（別紙７）<開催日>平成３１年２月９日（土）<開催場所>郷の駅ホッときもべつ周辺（国道２３０号沿線）

<内容>キャンドル点灯（製作１５：００頃開始、点灯１７：００頃開始）、真冬のビアガーデン、花火大会など

⑥ニセコ町（別紙８）<開催日>平成３１年２月 ２日（土）～１０（日）<開催場所>ニセコ駅前温泉綺羅乃湯

<内容>キャンドル点灯（点灯１７：００頃開始）、シーニックヤキニクナイト開催など

※シーニックバイウェイ北海道とは

地域住民の方々と行政が連携し、地域資源の保全・改善の取組を進め、美しい景観づくり、魅力ある観光空間づくり、活力ある地域づくり

に取り組んでいます。全道に１５のルート(候補ルート含む)があり約４００団体が活動しています。

詳細は、シーニックバイウェイ北海道推進協議会ホームページ

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html をご覧ください。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部

特定道路事業対策官 蛯澤 秀則（電話番号 0134-23-5199）

道路計画課長 瀬能 博之（電話番号 0134-23-5229）

小樽開発建設部ホームページアドレス http://www.hkd.mlit.go.jp/ot/
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シーニックナイト2019～寒さ忘れる冬の夜～

別紙２

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」が開催されます。

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 実施予定箇所

1

ニセコ羊蹄エリアでは
6か所開催されます。

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア
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1 恵庭市 2/2(土）花ロードえにわ／国道36号恵庭駅前他17会場2/9(土）恵み野地区

１１

千歳市 2/7(木）2/8(金）2/9（土）光と氷のオブジェ国道337号仲の橋通～道の駅サーモンパーク千歳

千歳市支笏湖温泉 2/11（土）支笏湖 雪明かりの散歩道・氷瀑まつり同時開催

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）都小学校前、道の駅あかいがわ他

倶知安町 2/16（土）2/17（日）旭が丘スキー場／国道5号線沿い他

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／ニセコ駅前

２
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６

７

８

９

５

５

１０

１０

壮瞥町 1/26（土）そうべつ情報館ｉ（アイ）

洞爺湖町 2/9（土）洞爺湖汽船本社前 特設会場 洞爺湖冬まつり同時開催



小樽運河から車で約20分、キロロ
リゾートへ向かう国道393号（メー
プル街道393）沿いに「おたるワイ
ンギャラリー」があります。
この施設周辺で来訪者やドライ

バーの目を楽しませるためにキャン
ドル点灯を行います。当日はホット
ワインの無料提供もあります（ドラ
イバーを除く）。
どうぞお立ち寄りください。

シーニックナイト2019・小樽市

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 ニセコ羊蹄エリア

場 所
北海道ワイン株式会社 おたるワインギャラリー周辺
（小樽市朝里川温泉１丁目）（国道３９３号沿線）

日 時

平成31年2月16日（土）
10:00～17:00（おたるワインギャラリー）
17:00～（キャンドル17:00頃点灯）
※ホットワインの無料提供あり（20歳以上、ドライバー除く）
※受付時にドライバーの方を確認し、胸にシールを貼っていただきます。

主 催 シーニックナイト2019実行委員会

協 力 北海道ワイン道と緑を守る会（支笏洞爺ニセコルート構成団体）

問い合わせ先
北海道ワイン株式会社
TEL 0134-34-2181 

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

南小樽駅

小樽築港駅

393

６
おたるワインギャラリー

5

956

393

697

697

北海道小樽潮陵高校

潮見台公園
至 札幌市

至 赤井川村

至 余市町

別紙３

▲おたるワインギャラリー前のキャンドル点灯状況 ▲ホットワイン片手に点灯したキャンドルを楽しんでいる状況



7

キャンドルの点灯と併せ、冬の
イベントとして「ウィンターフェ
スティバル」が赤井川村立都小学
校のグラウンドにおいて開催され
ます。同小学校では「滑り台」
「スノーラフティング」「もちま
き」などの楽しいイベントや豚汁
の無料提供も予定しています。
どなたでもご自由にご参加でき

ますので、是非お気軽に会場にお
越しください。

シーニックナイト2019・赤井川村

シーニックバイ
ウェイ（ルート名）

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

場 所
都小学校（ウインターフェスティバル会場）
道の駅あかいがわ、国道393号沿線他

日 時 平成31年2月16日（土）17:00～（キャンドル17:00頃点灯）

主 催 シーニックナイト2019実行委員会

後 援 赤井川村役場、ＮＰO法人赤井川観光協会、えー・くるー（支笏洞爺
ニセコルート構成団体）

問い合わせ先
赤井川村商工会
ＴEL 0135-34-6755

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

都小学校

393

393
36

国道393号都チェーン着脱場
※キャンドルナイトのみ

道の駅あかいがわ
※キャンドルナイトのみ 至 小樽市

至 倶知安町

7
7

別紙４

▲都小学校グラウンドのキャンドル点灯状況 ▲道の駅あかいがわのキャンドル点灯状況



日本有数の豪雪地帯である
倶知安。冬を楽しみ雪で遊ぶ
この時期ならではの『雪トピ
アフェスティバル2019』と同
時開催するキャンドルイベン
トです。
当日は、メイン会場のほか、

倶知安町内各所でキャンドル
の灯りが優しく灯ります。

シーニックナイト2019・倶知安町

シーニックバイ
ウェイ（ルート名）

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

場 所
旭ヶ丘スキー場（雪トピアフェスティバル会場）、八幡ビューポイン
トパーキング(国道276号)、倶知安町峠下チェーン着脱場（国道５
号）ほか倶知安町内各所

日 時
平成31年2月16日（土）～17日（日）
17:00～（キャンドル17:00頃点灯）

主 催 シーニックナイト2019実行委員会

協 力
倶知安町役場、雪トピアフェスティバル2019実行委員会、NPO
法人WAOニセコ羊蹄再発見の会（支笏洞爺ニセコルート構成団体）ほか

問い合わせ先
NPO法人WAOニセコ羊蹄再発見の会
TEL 0136-22-6100

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

旭ヶ丘
スキー場

８
国道276号八幡駐車場

８
倶知安町役場

倶知安厚生病院 393

276

58

5

至 ニセコ町

至 共和町

至 赤井川村

至 喜茂別町

至 ニセコ町

至 共和町

倶知安駅

倶知安高等学校

小川原脩記念美術館

国道5号峠下
チェーン着脱場

８

別紙５

▲八幡ビューポイントパーキングのキャンドル点灯状況 ▲旭ヶ丘スキー場「雪トピアフェスティバル」を楽しんでいる状況



京極町三条通り商店街にて、毎年恒例

の「雪あかり」を開催します。当日は、

ペットボトルを活用したランタンなどを

使用し「三条通り商店街」を綺麗に彩り

ます。

また、当日、会場ではわたあめやコー

ンスープなどを提供するほか、ビンゴ

ゲームやもちまきなど、訪れた方々を楽

しませるメニューを用意しています。

シーニックナイト2019・京極町

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 ニセコ羊蹄エリア

場 所 京極町三条通り商店街

日 時 平成31年2月9日（土） 17:00～（キャンドル17:00頃点灯）

主 催 シーニックナイト2019実行委員会

協 力 京極町商工会、京極町景観を考える会 （支笏洞爺ニセコルート構成団

体）

問い合わせ先
京極町商工会
TEL 0136-42-2038

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

276

三条通り商店街

京極町役場

276

京極町商工会

ようてい農協京極支所

821

北海信用金庫 京極支店

至 倶知安町

至 喜茂別町

９

別紙６

▲三条通り商店街のキャンドル点灯状況 ▲キャンドルの点灯した会場でイベントを楽しんでいる状況



国道230号沿いの喜茂別町「郷の

駅ホッときもべつ」駐車場及びその

周辺にて、シーニックナイトin喜茂

別を開催します。

あたたかなキャンドルの灯りに囲

まれながら「郷の駅ホッときもべ

つ」でゆったりした時間を過ごして

みてはいかがでしょうか。

シーニックナイト2019・喜茂別町

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 ニセコ羊蹄エリア

場 所 郷の駅ホッときもべつ、その周辺（国道230号沿線）

日 時
平成31年2月9日（土） 15:00～真冬のビアガーデン

18:30～真冬の花火大会
※キャンドル17:00頃点灯

主 催 シーニックナイト2019実行委員会

協 力
喜茂別町役場、（一社）きもべつ観光協会、喜茂別町商工会、
NPO法人きもべつWAO（支笏洞爺ニセコルート構成団体）ほか

問い合わせ先
喜茂別ｉセンター
TEL 0136-31-2850

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

郷の駅ホッときもべつ

喜茂別町役場
北海信用金庫
喜茂別支店

230696

至 留寿都村

至 札幌市

別紙７

１０
１０

▲郷の駅ホッときもべつ周辺会場のキャンドル点灯状況

▲ハートのイルミネーションと
キャンドル点灯状況 ▲点灯したキャンドルと花火大会



ニセコの町民は焼肉が大好き。夏
の週末あちこちの庭や車庫から焼肉
の煙が上がってきます。そんな土地
柄でも冬は寒いので・・と野外で焼
肉をすることはありません。
しかし！それを逆手に取って、冬

でも焼肉を楽しめる場を作ろうと、
このイベントを開催します。
ニセコの冬の夜の新しい楽しみ方を
体験しませんか。

シーニックナイト2019・ニセコ町

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 ニセコ羊蹄エリア

場 所 ニセコ駅前温泉 綺羅乃湯 駐車場

日 時
平成31年2月2日（土）～10（日）※10日19:45～打ち上げ花火（予定）

※平成31年2月10日（日）17:00～20:00（予定） Scenic Yakiniku Night
※キャンドル17:00頃点灯

主 催 シーニックナイト2019実行委員会

協 力(予定）
ニセコ町商工会青年部、ニセコ町役場職員組合、
(株)ニセコリゾート観光協会（支笏洞爺ニセコルート構成団体）ほか

問い合わせ先
(株)ニセコリゾート観光協会
TEL 0136-43-2051

支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

66

ニセコ駅前温泉
綺羅乃湯

ニセコ駅

ニセコ郵便局

ニセコ町役場

ニセコ大橋

792ニセコ中央倉庫群
旧でんぷん工場

至 蘭越町

至 倶知安町

至 真狩村

別紙８

１１

▲キャンドルの点灯した会場で焼肉を楽しむ状況 ▲ニセコ駅のイルミネーションとハートのオブジェ


