
 

 

  

 
配  付 

日  時 

平成３０年８月２８日（火） 

      １４時００分 資 料 配 布 

 

件  名 

京都縦貫自動車道 由良川パーキングエリア開業２０周年  

「美味しさいっぱい沿線特産市２０１８」を開催します！ 

概    要 

 

京都府道路公社では、京都縦貫自動車道を日頃からご利用いただい

ているお客様や沿線地域の皆様への感謝の気持ちを込めて「美味しさ

いっぱい沿線特産市２０１８」を開催します。 

 

 ◆実施日時 

  平成３０年９月１５日(土)、１６日（日） 

両日とも ９：００～１５：３０ 

 

 ◆会  場 

  京都縦貫自動車道 由良川パーキングエリア 

 

 ◆内 容 等 

○京都府道路公社が沿線地域の方々と一緒になって実施する 

イベントで、今年で９回目 

〇京都府中北部地域の新鮮な野菜、ご当地グルメやスイーツ等 

販売（府内６市町２０団体が出店予定） 

  ○毎年恒例！万願寺とうがらし詰め放題 

〇由良川パーキングエリア開業２０周年記念として、足湯を 

設置 

 

 

資料配付先 

○ 京都府政記者室    ○ 亀岡市政記者クラブ 

○ 舞鶴市政記者会      ○ 綾部新聞記者クラブ 

○ 福知山市政記者クラブ ○  丹後記者クラブ 

○ 宮津市政記者クラブ  ○ 山城広域振興局 

○ 南丹広域振興局    ○ 中丹広域振興局 

○ 丹後広域振興局 

 

問い合せ先 

●京都府道路公社管理事務所     鬼口、市田        

℡ 0773-83-0074   Fax 0773-83-0194 

京都府道路公社業務課             渡邉      

℡ 075-415-2321   Fax 075-415-2320 

京都府道路公社 



 

平成３０年８月２８日 

京 都 府 道 路 公 社 

 

 

京都縦貫自動車道 由良川パーキングエリア開業２０周年！ 

「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１８」の開催について 

 

 

 京都府道路公社では、京都縦貫自動車道を日頃からご利用いただいているお客様や沿線

地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１８」を開

催します。 

京都府中北部地域の新鮮野菜やご当地グルメの販売のほか、今年は、会場である京都縦

貫自動車道 由良川パーキングエリアが開業２０周年となることから、特別イベントとして、

足湯を設置します！ 

９月３連休の１５日（土）、１６日（日）に行いますので、ぜひお立ち寄りください。 

 

◆ 実施日時 

  平成３０年９月１５日（土）、１６日（日） 両日とも ９：００～１５：３０ 

 

◆ 実施場所 

  京都縦貫自動車道 由良川パーキングエリア（別紙チラシ参照） 

 

◆ 実施体制 

  ［主催］京都府道路公社 

  ［協力］京都府中丹広域振興局、京都府丹後広域振興局 

 

◆ 実施内容 

  ○京都府中北部地域の新鮮野菜やご当地グルメ、スイーツ等を販売 

（府内６市町より２０店舗が出店予定） 

  ○毎年恒例 万願寺とうがらし詰め放題！ 

  ○由良川パーキングエリア開業２０周年を記念して、足湯を設置 

  ○京都縦貫自動車道利用者アンケート（ご協力いただいた方には粗品プレゼント） 

 

＜参考＞ 

 ・京都府道路公社が沿線地域の方々と一緒になって由良川パーキングエリアでイベント 

を開催するのは今年で９回目（これまでのイベントの様子等は別紙のとおり） 

 ・平成２６年度は由良川パーキングエリア改修工事のため、実施していません。 

 

 

 

 

 



「美味しさいっぱい 沿線特産市 20１８」出店団体一覧 
 

市町名 団 体 名 主な販売品目 備 考 

舞鶴市 

由良川ＰＡ直売所   

（ゆらパー） 
万願寺とうがらし詰め放題・ゼリー・鹿の角  

蒲江いきいき朝市 山菜おこわ・いなり・野菜  

綾部市 
戸奈瀬営農組合 

つつじの里直売所 
野菜・お菓子 １５日のみ 

福知山市 

やくの高原市 
野菜（万願寺とうがらし、さつまいも、じゃが

いも、枝豆）・木工品 
 

第 2 ふくちやま作業所 アイスクリーム・コロッケ  

宮津市 

幸せぷりん 手作りプリン・かしわご飯・シフォンケーキ １６日のみ 

上田商店 宮津バーガー・和牛コロッケ・鶏の唐揚げ  

丹盛(有)すし小銭 いわし鮨  

(有)料亭ふみや 焼き鯖すし  

(株)松井物産  

橋立海産センター 
珍味・ちくわ天（２本入り）・黒豆塩きんつば  

ハマカゼプロジェクト(株) 地元産野菜・加工品  

京丹後市 

(有)酪ママ工房 アイスクリーム  

「川上村」 

ふれあい朝市実行委員会 
野菜・果物 １５日のみ 

麺倶楽亭 からあげ １６日のみ 

やさい魂研究所 クレープ・ノンアルコールカクテル等  

JA 全農京都  

丹後やさい館きちゃり～な 
米・野菜・ぶどう・梨・巻き寿司・餅  

道の駅 

くみはま SANKAIKAN 
ぶどう・梨・丹後寿司・ゆで紅ズワイガニ  

あっぷる 
たこ焼き・フランクフルト・ラスク・あんドー

ナツ他 
 

与謝野町 

温江村づくり委員会 
大福・草餅・ばら寿司・栗おこわ・佃煮・ 

漬け物・ジャムなど 
１６日のみ 

(株)北都商事 シルク製品等  

以上 ２０団体 



＜参考＞ これまでの由良川パーキングエリアでの利用者御礼イベント（概要） 

 

■京都縦貫自動車道ご利用大感謝祭「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１７」 

 【日 時】平成 2９年 9 月１６日（土） 

 【参加者】約１，０００名 

【内 容】○沿線 5 市より９団体が新鮮野菜や地元グルメ、スイーツなどを販売 

○京都府広報監「まゆまろ」が応援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■京都縦貫自動車道ご利用大感謝祭「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１６」 
 

 【日 時】平成 2８年 9 月１７日（土）、１８日（日） 

 【参加者】約５，０００名 

【内 容】○沿線地域の 20 団体が新鮮野菜や地元グルメ、スイーツなどを販売 

○兵庫県より４団体が初出店 

○京都府広報監「まゆまろ」が応援 

○野田川大宮道路開通（10/30）の広報（パンフ及び粗品配布） 

 

 

■京都縦貫自動車道ご利用大感謝祭「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１５」 
 

 【日 時】平成 2７年 9 月２１日（月・祝）、2２日（火・祝） 

 【参加者】約７，０００名 

 【内 容】○沿線地域１８団体による新鮮野菜、水産加工品、地元グルメ等の販売 

      ○京都府広報監「まゆまろ」が登場 

      ○平成２７年７月１８日の京都縦貫道全線開通に伴い、今後のサービス向上

や利用促進策検討のため、道路利用者アンケートを実施 

 

 

■京都縦貫自動車道ご利用大感謝祭「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１３」 
 

 【日 時】平成 2５年 9 月２１日（土）、2２日（日） 

 【参加者】約４，０００名 

 【内 容】○沿線地域２２団体による新鮮野菜、水産加工品、地元グルメ等の販売 

      ○京都府広報監「まゆまろ」と伊根町マスコットキャラクター「ふなやん」 

登場 

      ○芝生広場では除雪車を展示し、運転席に試乗 

 



■京都縦貫自動車道ご利用大感謝祭「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１２」 
 

 【日 時】平成 2４年 9 月 2２日（土・祝）、2３日（日） 

 【参加者】約３，８００名 

 【内 容】○沿線地域 24 団体による新鮮野菜、水産加工品、地元グルメ等の販売 

      ○沿線地域ＰＲのため、ゆるキャラが大集合 

 

 

■京都縦貫自動車道ご利用大感謝祭「美味しさいっぱい 沿線特産市２０１１」 
 

【日 時】平成２３年９月２３日（土・祝）、２４日（日） 

 【参加者】約３，２００名 

 【内 容】○沿線地域 20 団体による新鮮野菜、水産加工品、地元グルメ等の販売 

      ○来場者（400 名）に利用者アンケート実施 

 

 

 ■京都府道路公社設立 20 周年記念「美味しさいっぱい 沿線特産市」 
 

【日 時】平成２２年１０月２３日（土）、２４日（日） 

【参加者】約２，０００名 

【内 容】○沿線地域 20 団体による新鮮野菜、水産加工品、地元グルメ等の販売 

      ○道路公社２０周年記念品プレゼント 

 

 

■京都縦貫自動車道・京丹波わちインターチェンジ 開通 1 周年記念イベント 
 

【日 時】平成２１年９月１２日（土）、１３日（日） 

【参加者】約７００名 

【内 容】○舞鶴名物「肉じゃが」の無料提供 

○新鮮野菜など地元特産品の販売 

 ○道の駅「和」買い物割引券等配布 








