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※移動距離案内は、北の道ナビで算出したデータ（時間優先）を参考に作成しています。道路状況によっては、記載以上の時間が
かかることもありますので、目安として参考にしてください。

シーニックバイウェイ北海道

大雪・富良野ルートには

さまざまな冬のイベントがあります。

安心ドライブで出かけてみませんか？

シーニックバイウェイ北海道

大雪・富良野ルートには

さまざまな冬のイベントがあります。

安心ドライブで出かけてみませんか？

Winter Circus 2013 in Taisetsu-Furano Route
雪のランドアートプロジェクト　～雪の魅力～

ウィンターサーカス
北海道の地域資源である『雪』をつかった

大きな雪のアートをアーティストが発想し、地域と一緒に制作。

真っ白な雪景色に、あらわれる雪アート。

いつもの見慣れた風景が、特別な空間へと変わります。

第８回目となる2013年には、

旭川～占冠、道央自動車道で全７つのプロジェクトを展開。

各会場では温かな飲食の提供も行います。

vol.8

開催日時

*一 般公開…終　日
*夜間鑑賞会…１７：００～２０：００

平成２５年２月９日（土）～１０日（日）

会　　場

主　　催

*旭川市西神楽会場*美瑛町*雪あそび会場
*上富良野町*深山峠会場（アラタアートパー
ク）*上富良野町*見晴台公園会場）道央自動
車道*砂川SA会場　※映像会場*占冠村トマム
*星野リゾート・トマム*アイスビレッジ会場
*東神楽町 ふれあい交流館会場

*シーニックバイウェイ北海道*大雪・富良野
ルート*ウィンターサーカス実行委員会

共　　催 *東日本高速道路株式会社（ネクスコ東日本）
*社団法人 北海道開発技術センター

後　　援 *北海道開発局旭川開発建設部*大雪・富良野
ルート運営行政連絡会議*一般社団法人
シーニックバイウェイ支援センター

協　　力 *旭川市*東神楽町*砂川市*美瑛町*上富良
野町*占冠村

Ｈ　 Ｐ http://www.taisetsu-furano.jp/wintercircus/

安心ドライブ

マップ

国道237号
 シーニック

バイウェイ
北海道大雪

・富良野ル
ート

移動距離案内移動距離案内移動距離案内
観光地や市街地を結

ぶ線は、“移動距離”
や

“移動時間の目安”を
お知らせしています

!

オススメ！「北の道ナビ」
北海道内の主要都市・観光地の移動ルートや距離、時間が検索できます

http://northern-road.jp/navi/（PCからも閲覧可能）
……一般道利用

…高速道路利用

道の駅 丘のくら びえい前の「雪あそび広場」では
雪像や雪の滑り台が楽しめる。
道の駅丘のくらびえい前の

各地域イベント情報 びえい雪あそび広場

かみふらの冬まつり

ふらの歓寒村

星野リゾートトマム・アイスビレッジ

上川中南部道の駅スタンプラリー

日　時：平成25年　2月6日（水）～2月11（日）
場　所：ホテルラヴニール・道の駅丘のくら びえい前
　　　 ※ウィンターサーカス会場

TEL:0166-92-3333（美瑛町）

日　時：平成25年　2月
場　所：日の出公園特設会場

TEL:0167-456-983（上富良野町）

冬の風物詩的なイベント。オススメは、雪でしか体
験できない「雪」だけで作った「アイスカフェ」。
日　時：平成24年12月22日(土)～平成25年3月10日（日）
　　　　16：00～21：00 (20:00最終入場) 期間中無休
場　所：新富良野プリンスホテル内(ニングルテラス隣)

TEL:0167-22-5777（ふらの観光協会）

氷の街「アイスビレッジ」。スケートリンクや氷のレ
ストラン、氷のバーのほか、氷のラボでは雪や氷に
関する体験が楽しめる。
日　時：平成24年12月31日(月)～平成25年3月上旬予定
場　所：星野リゾートトマム（占冠村中トマム）

TEL:0167-58-111（代表）

日　時：平成24年11月1日(木)～平成25年3月31日(日)

TEL:0167-52-2100(道の駅南ふらの)

町民手づくりのステージ雪像で、抽選会や各種
ゲーム、演奏会などを開催。町民の方以外でも自
由に参加できる。

場　所：●道の駅「あさひかわ、とうま、ひがしかわ
びえい･南ふらの･しむかっぷ」●シーニック情報拠
点西神楽「直売カフェMuu」●高速道路(道央道)
SA・PA (砂川・岩見沢・輪厚)



クラークホース
ガーデン

上野ファーム

後藤純男美術館

フォーラムフラノ

道東自動車道

トマムＩＣ

吹上温泉

キャンモア
スキービレッジ

旭山動物園

森のゆホテル花神楽

白金温泉

十勝岳温泉

日の出スキー場

北星スキー場

富良野スキー場

国設南富良野
スキー場

×××

占冠ＩＣ

西神楽会場

びえい雪あそび会場
（道の駅びえい前）

東神楽ふれあい
交流館会場

深山峠会場

見晴台公園会場

星野リゾート　トマム
アイスビレッジ会場

冬期トイレ利用可
東京大学演習林 駐車場

フラノマルシェ

マ
ッ
プ
の
見
か
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道の駅 ×冬季通行止 国道情報連絡所

事故危険区間 地域の声（事故危険区間）

ウィンターサーカス会場 チェーン着脱場

24時間・冬期使用可能な公衆トイレ

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。※事故※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。※事故
危険区間に限らず、交通規制を遵守して頂くとともに、気象条件や路面状況等に応じて適切な通行を心がけて下さい。危険区間に限らず、交通規制を遵守して頂くとともに、気象条件や路面状況等に応じて適切な通行を心がけて下さい。
※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。※事故
危険区間に限らず、交通規制を遵守して頂くとともに、気象条件や路面状況等に応じて適切な通行を心がけて下さい。
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占冠村横川興産（出光）

長田石油（出光）

高橋石油
（mobil）

ローソン上富良野
大町店

植田燃料給油所

レストハウス
想い出のふらの

「初雪のプレゼント」髙橋秀夫(美瑛町青い池)

「故郷へ」上西奈々江(富良野市)

「鋭峰出現」成田エツ(上富良野町十勝岳)

VIEW POINT!VIEW POINT!VIEW POINT! 1
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VIEW POINT!VIEW POINT!VIEW POINT! 3
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VIEW POINT!VIEW POINT!VIEW POINT! 2
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「故郷へ」上西奈々江(富良野市)

「静かなる落日」山崎恵二(美瑛町)

国道情報連絡所では、冬期道路情報国道情報連絡所では、冬期道路情報
や規制情報を入手することができます。や規制情報を入手することができます。
国道情報連絡所では、冬期道路情報
や規制情報を入手することができます。

大雪・富良野ルートには、雄大な大雪山･十勝岳連峰の山並

みや、雪の覆われた丘陵田園など、冬にも美しい見どころ

がたくさんあります。また、十勝岳温泉や吹き上げ露天風

呂など数多くの温泉がわき、ゆったりとした時の流れと共

に心が癒される環境があります。

●冬道ドライブのコツ

●冬道注意点

坂道走行

カーブ走行

ブレーキング
急ブレーキは厳禁！ソフ

トにじわっと踏んで、やさ

しく停車。

カーブ手前で充分に減

速。控えめな速度を一定

に保って走行。対向車線

等へのはみ出し注意！

*上り坂：徐々にアクセル

を踏んで一定速度に。車

間をしっかり確保。

*下り坂：事前に減速。エ

ンジンブレーキをきかせ

て走行。急激なブレーキ・

シフトダウン厳禁！

吹雪の時は｢ライト点灯」「スピードダウン」「車間距離」！

大型車の雪煙に注意！

車に雪が付いたら、安全な所に止まって落とす

相手に自分の存在を知ら

せることが大事。ライトを

つけて、車間距離を十分

とってスピードダウン。

大型車とすれ違う時や追

い越される時は、ワイパー

を早めに作動し、減速。

ヘッドライトやテールラン

プに雪がついたら、道路

から離れた安全な所で雪

を落とす。

疲れたり、運転に危険を感じたら休憩
吹雪の中の運転は緊張の

連続。疲れたり、危ないと

思ったら道の駅などで

ゆっくり休みましょう。

北海道開発局 旭川開発建設部 道路計画課
(旭川開発建設部 代表）0166-32-1111

ttp://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/

北海道内の都市間、主要観光地間等の移動距離・時間、
ドライブコース等を確認できます。（モバイル対応）

●北海道地区道路情報

＃9910
0570-00-8139

http://northern-road.jp/navi/
（PCからも閲覧可能）

登録していただくと、異常気象などによる突発的な通行止めがあった
場合、その情報についてお知らせします。

http://kmail.hdb.mlit.go.jp/にアクセス！

または2次元バーコード→→→
「登録方法」の手順に従い、ご登録ください。

道路の異常を発見したらご連絡
ください。（24時間受付）

●北の道ナビ

●通行止情報メール配信サービス

●冬道ドライブのコツ

安心ドライブマップ安心ドライブマップ安心ドライブマップ
国道237号

お問
合せ

アクセルは徐々に！

急激なブレーキは危険！

右に尻振りスリップを起こす右に尻振りスリップを起こす右に尻振りスリップを起こす

ブレーキはソフトにじわっと踏む！
じわ～っ
じわ～っ
じわ～っ

●車の故障 ●道路緊急ダイヤル

JAFロードサービス

登録・配信無料

【パソコンアドレス】

ttp://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/m/
【携帯電話アドレス・2次元バーコード】

北海道地区道路情報 検　索

●国道と道道の通行規制情報をリアルタイムに提供
●国道104ヶ所の静止画像を15分毎に更新
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