新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、閉館する施設もあります。 詳しくはＨＰ等でご確認ください。
■赤平市 情報発信基地AKABIRAベース
協賛：赤平商工会議所・赤平観光協会 （Ｒ３８号沿い）

■いわみざわ公園バラ園（Ｒ２３４号近く）

住所 ： 赤平市幌岡町５４
空知シーニックバイウェイ
−体感未来道−
ＴＥＬ ： ０１２５－３２－６７６０
スタンプ押印時間（開館時間） ： ５～６月１０時～１８時（火曜定休）
７〜９月１０時～１８時（無休）
１０月１０時～１７時（火曜定休）
１１～４月１０時～１７時（火・水曜定休）

住所 ： 岩見沢市志文町７９４
ＴＥＬ ： ０１２６－２５－６１１１（室内公園「色彩館」）
スタンプ押印時間（開館時間） ： ９時～１７時
休館日 ： なし（年中無休）
【スタンプ設置場所 ： バラ園敷地内 室内公園「色彩館」】

空知シーニックバイウェイ
−体感未来道−

いわみざわ公園
色彩館

AKABIRA ベース

１名
神内和牛肉
３名
芦別市 特産品詰め合わせセット
１名
北竜町 特産品詰め合わせセット
１名
奈井江町 特産品詰め合わせセット
３名
長沼町 特産品詰め合わせセット
３名
雨竜町 特産品詰め合わせセット
２名
滝川市 特産品詰め合わせセット
１名
浦臼町 鶴沼ワイン詰め合わせセット
深川市 ふかがわう米もの詰め合わせセット １名
１名
秩父別町 特産品詰め合わせセット
１名
夕張市 夕張堪能セット
１０名
■道の駅賞
各道の駅詰め合わせ
１０名
■そらち賞
空知特産品詰め合わせ
１０名
■リボン賞
ポッカ・サッポロ提供 清涼飲料水１箱
１０名
■さわやか賞
コカ・コーラ提供 清涼飲料水１箱
■空知シーニック賞
５０組
バラ園 オリジナルクリアファイル
５０組
バラ園 オリジナルポストカード２枚
北海道グリーンランド 令和4年度遊園地招待券 ペア１０組
ペア１０組
北村温泉入浴招待券
４名
「月形まんまるトマト」（３０本入り）
５名
赤平観光協会 特産品詰め合わせセット
５名
美唄特産品セット
■特賞
■道の駅長賞

〔イベント情報〕（予定）
７月中旬 ： あかびら火まつり
７月下旬～９月 ： （不定期）AKABIRAベース「とれたて朝市」
８月中旬 ： AKABIRAベース「お盆の市」

〔イベント情報〕（予定）
6月25日(土)～7月24日(日) ： いわみざわローズフェスタ2022
9月17日(土)～10月10日(月) ： いわみざわローズフェスタ2022 秋

■月形温泉ゆりかご（Ｒ２７５号沿い）

■アンテナショップ「PiPa」（Ｒ１２号沿い）

住所 ： 樺戸郡月形町８１番地１０
ＴＥＬ ： ０１２６－３７－２１８８
空知シーニックバイウェイ
−体感未来道−
スタンプ押印時間（開館時間） ： １０時～２１時
（最終受付２０時３０分）
休館日 ： 毎月第３火曜日（祝日の場合は翌日）
入館料 ： 大人５５０円 小学生２５０円（未就学児は無料）

住所 ： 美唄市進徳町１区
ＴＥＬ ： ０１２６－６２－４３４３
スタンプ押印時間（開館時間） ： １０時～１７時
休館日 ： 年末年始（１２月２７日～１月３日）
駐車場の台数 ５台（無料）

空知シーニックバイウェイ
−体感未来道−

アンテナショップ
PiPa

郵便番号 ：
月形温泉ホテル

〔イベント情報〕（予定）
8月 7日(日) ： 味覚まつり
8月28日(日) ： ワインフェス
9月24日(土)、9月25日(日) ： 新そば収穫祭

【道の駅・シーニックバイウェイ施設間距離 早見表】

深川

イベント情報は予告なしに変更することがあります。

13km 秩父別
22km

9km

※ （独）土木研究所寒地土木研究所ホームページ「北の道ナビ」の
距離と時間検索等により、距離を優先し、一般国道及び主要道道
等を通った場合の距離を掲載しています。
シーニックバイウェイスタンプ箇所は所在する市町村としています。

美唄の名産、特産品が一堂にそろっています。美唄産のものを中心にお取扱い
しております。
季節によって、アスパラ、トマト、ホウレンソウ、白菜、かぼちゃ、じゃがいもなど新鮮
野菜が毎日入荷します。
アンテナショップPiPaの店名は美唄の地名の由来である「カラス貝が多いところ」
というアイヌ語の「ピパオイ」から。
国道12号線沿い「直線道路日本一」のモニュメントを過ぎてから、数分のログハウス
が目印です。

北竜

36km 49km 40km 30km 23km

かわたび
ほっかいどう

赤平

砂川遊水地

39km 51km 52km 42km 36km 13km 芦別
39km 51km 42km 32km 26km 12km 16km 歌志内
32km 47km 33km 23km 16km 21km 25km

9km

40km 47km 56km 29km 22km 31km 31km 15km

砂川
7km 奈井江

36km 48km 39km 29km 24km 31km 44km 34km 25km 31km つるぬま
37km 45km 36km 25km 24km 50km 62km 52km 43km 66km 19km 月形

空知シーニックバイウェイ
−体感未来道−
代表者名：工藤
住

克彦

所：岩見沢市8条西3丁目1番地2号

56km 64km 54km 44km 42km 42km 55km 27km 18km 12km 51km 50km 美唄

〔イベント情報〕（予定）
8月 ： ラブリバー砂川夏まつり及び砂川納涼花火大会（石狩川）
イベント開催時は「かわたび」HPで随時掲載

58km 70km 61km 51km 45km 53km 65km 49km 40km 34km 61km 30km 11km 三笠
66km 78km 68km 58km 52km 63km 75km 59km 54km 44km 41km 22km 27km

7km 岩見沢

【道路に関する問い合わせ】

104km 116km 107km 96km 90km 97km 109km 93km 84km 78km 79km 61km 60km 49km 38km マオイ
117km 129km 119km 109km 103km 103km 90km 100km 96km 91km 92km 74km 73km 58km 51km 35km

夕張

道路の異常を発見したら

♯9910

連 絡 先：0126-23-1836
担 当 者：川田

孝志

〔共催〕 そらち「道の駅」ネットワーク会議
空知シーニックバイウェイ～体感未来道～
〔協賛〕 (一社)空知建設業協会、北海道コカ・コーラボトリング(株)、
ポッカサッポロ北海道（株）
〔後援〕 東日本高速道路(株)北海道支社、北海道空知総合振興局
国土交通省北海道開発局札幌開発建設部

年齢 ：

ＴＥＬ ：

スタートの駅名 ：

性別 ： 男 ・ 女

アンケート

■今回のスタンプラリーは、（合計）何日で廻りましたか。
空知シーニックバイウェイ
−体感未来道−

20km 20km 10km 雨竜
14km 26km 23km 20km 滝川

氏名 ：

※個人情報は、個人情報保護に関する諸法令を厳守いたします。

■砂川遊水地管理棟（Ｒ１２号沿い）
住所 ： 砂川市西５条南８丁目
ＴＥＬ ： ０１２５－５２－３１４１
スタンプ押印時間（開館時間）： ９時～１７時
休館日 ： 毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）

住所 ：

● 道の駅12駅・空知シーニックバイウェイ5施設の計17箇所すべてのスタンプを本ラリー帳の押印欄に押印してください。
(道の駅は全道版スタンプラリーのスタンプを空知シーニックバイウェイは各施設のスタンプを押印してください。)
「ソラ★スタ」では押印時間救済措置は行っておりません。
●
● 連絡先を記入の上、各道の駅に備え付けの専用応募箱に投函してください。
● お一人様一枚の応募に限らせていただきます。 (重複応募は一回の応募扱い)
● 抽選は2023年2月下旬頃を予定しています。
● 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

日間
■「ソラ★スタ」スタンプラリーで各道の駅を廻った際、道の駅及び
シーニックバイウェイ施設でいくら消費されましたか。
１．おおよそ
円程度
２．しなかった
■スタンプラリーに参加することで一番楽しみにしていることは？
１．ドライブ
２．観光 ３．飲食 ４．特になし
■スタンプラリーの押印先で必ず何か飲食しますか？
１．食べない ２．時々 ３．毎回
■スタンプラリーに参加していて、あると便利だと思うものは
ありますか？
１．宿泊施設 ２．飲食店 ３．観光案内所
４．その他（
）
■再度訪れたい道の駅・シーニック施設 TOP3
１．（
）２．（
）３．（
）
■一番印象に残っているお土産・飲食 TOP3
１．（
）
２．（
）
３．（
）

ご意見：

ふかがわし

たきかわし

みかさし

ないえちょう

■三笠市 道の駅三笠（Ｒ１２号沿い）

■滝川市 道の駅たきかわ（Ｒ１２号沿い）

■深川市 道の駅ライスランドふかがわ（Ｒ１２号沿い）

■奈井江町 道の駅ハウスヤルビ奈井江(Ｒ１２号沿い)

住所 ： 三笠市岡山１０５６番地の１
ＴＥＬ ： ０１２６７－２－５７７５
スタンプ押印時間（開館時間）： ８時３０分 ～１７時
休館日 ： 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
ただし、ラーメンだるまや営業日は押印可

住所 ： 滝川市江部乙町東１１丁目１３-３
ＴＥＬ ： ０１２５－２６－５５００
スタンプ押印時間（開館時間） ： ９時～１８時（４月～１０月）
１０時～１７時（１１月～３月）
休館日 ： 年末年始（１２月３１日～１月４日）

住所 ： 深川市音江町字広里５９－７
ＴＥＬ ： ０１６４－２６－３６３６
スタンプ押印時間（開館時間） ：
９時～１８時（４月・５月・１０月）
９時～１９時（６月～９月）
９時～１７時（１１月～３月）

住所 ： 空知郡奈井江町字奈井江２８-１
ＴＥＬ ： ０１２５－６５－４６０１
スタンプ押印時間（開館時間） ： 24時間押印可能

深川観光協会

〔イベント情報〕（予定）
5月上旬 ： みかさ梅まつり
6月上旬～10月 ： 三笠ジオツアー
8月中旬 ： 三笠北海盆踊り
10月中旬 ： みかさ桂沢紅葉まつり

三笠市観光協会

道の駅たきかわ
インスタグラム

〔イベント情報〕（予定）
5月中旬～下旬 ： たきかわ菜の花まつり
7月下旬 ： サマースカイフェスタ
8月上旬 ： たきかわ納涼盆踊り花火大会
8月下旬 ： そらちワイン×ワインFesta2022

住所 ： 芦別市北４条東１丁目１
ＴＥＬ ： ０１２４－２３－１４３７
スタンプ押印時間（開館時間） ：
９時～１９時（５月～９月）
９時～１８時（１０月～４月）
：
休館日 年末年始（１２月３１日～１月１日）

〔イベント情報〕（予定）
5月3日（火）～5日（木） ： ゴールデンキャンペーン
6月26日（日） ： 大誕生祭
8月6日（土）～7日（日） ： 七夕まつり
10月1日（土）～2日（日） ： 稔りの秋大収穫祭
10月中旬 ： 特別キャンペーン
10月下旬 ： ふかがわアップルフェスタ
1月3日（火）～9日（月） ： ウインターキャンペーン

〔イベント情報〕（予定）
5月上旬 ： さくら祭り
7月上旬 ： ふれあいまつり
8月中旬～下旬 ： 産業まつり
10月上旬 ： 収穫祭

ちっぷべつちょう

うたしないし

あしべつし

■芦別市 道の駅スタープラザ芦別（Ｒ３８号沿い）

道の駅
ライスランドふかがわ
（公式 HP）

奈井江町観光協会

ながぬまちょう

■歌志内市 道の駅うたしないチロルの湯
（道道赤平奈井江線沿い）

■秩父別町 道の駅鐘のなるまち・ちっぷべつ
(Ｒ２３３号沿い)

住所 ： 歌志内市字中村７２－２
ＴＥＬ ： ０１２５－４２－５５６６
スタンプ押印時間（開館時間） ： ９時～１７時
休館日 ： 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
年末年始（１２月３０日～１月４日）

住所 ： 雨竜郡秩父別町２０８５
ＴＥＬ ： ０１６４－３３－３９０２
スタンプ押印時間（開館時間） ：
９時～１７時（４～１０月）
９時～１６時（１１月～３月）
休館日 ： １１月～４月（毎週火曜日）、
年末年始（１２月３０日～１月５日）

■長沼町 道の駅マオイの丘公園(Ｒ２７４号沿い)
住所 ： 夕張郡長沼町東１０線南７番地
ＴＥＬ ： ０１２３－８４－２１２０
スタンプ押印時間（開館時間） ：
９時～１８時（４月～11月）
９時～１７時（１２月～３月）

秩父別町公式 HP

芦別観光協会

〔イベント情報〕（予定）
5月21日（土）～22日（日） ： 「元気！！森森まつり」
7月16日（土）～17日（日） ： 星の降る里・芦別健夏まつり
8月 7 日（日） ： キラキラ☆フェスタあしべつ2022
8月20日（土） ： 星の降る里芦別農業まつり
10月上旬 ： 国際友好ジャンボかぼちゃ祭り

歌志内市公式 HP

〔イベント情報〕（予定）
7月中旬 ： 市民まつり「SYOTTEKE」（予定）

うらうすちょう

ほくりゅうちょう

〔イベント情報〕（予定）
4月29日（金・祝） ：「キュービックコネクション」オープン
（高さ13ｍ幅50ｍの屋外大型複合遊具施設） 10月31日（月）迄
6月25日（土） ：「ローズガーデンちっぷべつ」オープン
（約3000㎡に約300種約3000株のバラが咲き誇ります）10月9日（日）迄
7月 2 日（土）、7月3日（日） ：
キュービックワンダ−ランドフェスinちっぷべつ
7月10日（日） ： ちっぷフェスティバル
8月 6 日（土） ： 秩父別とんでんまつり
10月9日（日） ： 秩父別産新米普及マラソン大会

ゆうばりし

道の駅
マオイの丘公園
（公式 HP）

〔イベント情報〕（予定）
9月23日（金・祝）予定 ： 農産物直売所「収穫祭」
11月3日（木・祝）予定 ： 農産物直売所「大感謝祭」

うりゅうちょう

■北竜町 道の駅サンフラワー北竜(Ｒ２７５号沿い)

■浦臼町 道の駅つるぬま（Ｒ２７５号沿い）

■夕張市 道の駅夕張メロード(Ｒ２７４号沿い)

■雨竜町 道の駅田園の里うりゅう（Ｒ２７５号沿い）

住所 ： 雨竜郡北竜町字板谷１６３－２
ＴＥＬ ： ０１６４－３４－３３２１
スタンプ押印時間（開館時間） ： ８時～２２時
※休館日は押せません。
休館日 ： 施設メンテナンスのため１１月中旬に３日間の休館予定

住所 ： 樺戸郡浦臼町字キナウスナイ１８８
ＴＥＬ ： ０１２５－６８－２６２６
スタンプ押印時間（開館時間） ：
１０時～１８時（４月下旬～９月３０日）
１０時～１７時（１０月１日～４月下旬）
休館日 ： 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
年末年始（１２月３１日～１月３日）

住所 ： 夕張市紅葉山５２６
ＴＥＬ ： ０１２３－５３－８１１１
スタンプ押印時間（開館時間） ：
１０時～１８時
（４月１日～２４日）
９時～１８時３０分（４月２６日～８月３１日）
１０時～１８時３０分（９月１日～１０月３０日）
１０時～１８時
（１１月１日～３月３１日）
休館日 ： ４月３０日、８月１日、１０月３１日、１１月1７日、
１月１日～５日、
毎週月曜日（５月１日～７月３０日は無休）
夕張市観光サイト
※このほか、臨時に休館する場合があります。

住所 ： 雨竜郡雨竜町字満寿２８-３
ＴＥＬ ： ０１２５－７９－２１００
スタンプ押印時間（開館時間） ：
９時～１７時（３月～１０月）
９時～１８時（７月～９月）
１０時～１６時（１１月～２月）
休館日 ： １２月３１日～１月４日

〔イベント情報〕（予定）
7月下旬～8月中旬 ： ひまわりまつり
10月上旬 ： 新米まつり

道の駅
田園の里うりゅう
（公式 HP）

浦臼町公式 HP

北竜町ひまわり
観光協会

〔イベント情報〕（予定）
8月 7 日（日） ： うらうす夏の味覚まつり
8月28日（日） ： 鶴沼ワインフェス
9月24日（土）～25日(日) ： 浦臼産ぼたんそば

新そば収穫祭

〔イベント情報〕（予定）
7月6日（水） ：「夕張メロンの日」に、ちなんでメロンを特価で販売
いたします！ （ただし、 天候不順の場合は特価メロン
の販売を中止いたします。）

〔イベント情報〕（予定）
6月26日（日）予定 ： おいしい初夏んまつり
7月30日（土）予定 ： うりゅう特産品フェア
8月28日（日）予定 ： うりゅう暑寒フェスタ
9月25日（日）予定 ： 秋の大収穫感謝祭・新米祭り

