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電話 ０１３８－４２－７７０２

「どうなん「道の駅」レシートラリー2016」開催！

～道南地域を周遊して地元の特産品などを楽しもう～

「どうなん「道の駅」イベント実行委員会」＊１では、より多くの方々が道南地

域 を訪れる機会を創出し、地域の観光活性化に寄与することをを目的として、

「どうなん「道の駅」レシートラリー２０１６」を開催します。

このイベントは、「どうなん「道の駅」研究会」＊２が発案して平成２５年から毎

年開催しており、今年で４回目となります。「道の駅」を巡りながら渡島・檜山管

内の周遊を楽しんでいただくことを目的としています。今回は、今年新たにオープ

ンした「道の駅」２箇所が加わりました。

参加方法や当選者への賞品等、詳細については別紙をご覧ください。

記

１ 実施期間：平成２８年７月１６日（土）～平成２８年１１月３０日（水）

２ 対 象：渡島・檜山管内の「道の駅」１４箇所
（江差、あっさぶ、てっくいランド大成、ＹＯＵ・遊・もり、ルート

２２９元和台、上ノ国もんじゅ、しりうち、横綱の里ふくしま、なと

わ・えさん、つど～る・プラザ・さわら、北前船松前、縄文ロマン南

かやべ、みそぎの郷きこない、しかべ間歇泉公園）

３ 主 催：どうなん「道の駅」イベント実行委員会、どうなん「道の駅」研究会

＊１ 「どうなん「道の駅」イベント実行委員会」は、渡島・檜山管内の「道の駅」１４

箇所の駅長により構成され、「道の駅」が連携した各種イベントを実施する等、「道の

駅」の活性化と地域の観光活性化に取り組んでいます。

＊２ 「どうなん「道の駅」研究会」は、自治体及び函館開発建設部により構成され、「道

の駅」に関する情報交換、「道の駅」相互の連携をとおして、各地域の地域振興及び利

用者サービスの向上に取り組んでいます。

【問合せ先】 どうなん「道の駅」研究会事務局（函館開発建設部内）

道路計画課 畑 山 朗 (0138)42-7614 (内線351)
はたけやま

地域振興対策室 山 本 敬 之 (0138)42-7740 (内線451)
やま もと

函館開発建設部ホームページ http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/



どうなん「道の駅」レシートラリー2016
別 紙

実施期間： 平成２８年７月１６日（土）～平成２８年１１月３０日（水）

対 象： 渡島・檜山管内の「道の駅」１４箇所

江差 てっくいランド大成 ＹＯＵ・遊・もり ルート229元和台あっさぶ

上ノ国もんじゅ しりうち

しかべ間歇泉公園

つど～る・プラザ・さわら

北前船松前 縄文ロマン南かやべ みそぎの郷きこない

なとわ・えさん横綱の里ふくしま

参加方法：
各 「道の駅」での購入・飲食などで計２００円以上（税込 １駅あたり）のレシートを受け

＊H28.1.13 オープン ＊H28.3.18 オープン

各 「道の駅」での購入・飲食などで計２００円以上（税込。１駅あたり）のレシ トを受け
取ったら、応募用紙に貼り付ける。
全１４駅分又は５駅分集まったら、「道の駅」に設置している専用の応募箱に投函（12/7ま
で）、又は封書にて、どうなん「道の駅」研究会事務局まで郵送（12/7消印有効）。

賞 品：
『１４駅制覇賞』…各「道の駅」厳選ギフト（１４名）

＊応募用紙は渡島・檜山管内の「道の駅」１４箇所で入手することができます

『 駅制覇賞』 各 道 駅」厳選ギ （ 名）
『５駅巡り賞』 …各「道の駅」ふるさとギフト（２８名）

＜昨年参加された方の声＞ 参加しやすく、良い企画だと思
います。買い物をすることで各
地域の魅力をより感じることが

道の駅はドライブがてら良く
立ち寄るので、このような企
画があるとさらに楽しみが増
えます。

道南地域を巡るいいきっかけに
なりました。

地域の魅力をより感じることが
できました。



※レシートがはがれないように、しっかり貼り付けてください。
　（レシートの一部が欄からはみ出しても差し支えありません）
※応募の際、応募用紙は折りたたんでも差し支えありません。

レシート貼付欄

主　催：どうなん「道の駅」イベント実行委員会、どうなん「道の駅」研究会
後　援：一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター、シーニックバイウェイ北海道 函館・大沼・噴火湾ルート、
　　　　どうなん・追分シーニックバイウェイルート、津軽海峡フェリー株式会社、みなみ北海道観光推進協議会、株式会社北洋銀行、函館バス株式会社
　　　　北海道旅客鉄道株式会社 函館支社
問合せ：どうなん「道の駅」研究会事務局（函館開発建設部内　0138-42-7609、0138-42-7740）

・レシートは、道南の「道の駅」14 箇所において期間中に発行されたもので、税込 200 円以上購入したと分
かるものに限ります。
・中面で各「道の駅」のイチオシ商品を紹介していますが、この商品以外の商品のレシートでも結構です。
・ご応募いただいたレシートは返却いたしませんので、ご了承ください。
・レシートのコピー等の貼付は無効となります。
・レシートが貼付欄からはがれ落ちた場合は無効となりますので、のり等でしっかり貼り付けてください。
・レシートの貼付については、参加される方ご自身で行ってください。

抽選の実施は、1月頃を予定しています。なお、当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※応募用紙 1枚につき、1口とさせていただきます。なお、当選はお一人様 1回に限らせていただきます。
※14駅制覇賞の抽選で外れても、5駅巡り賞の抽選対象となります（Wチャンス）。

道南の「道の駅」14 箇所を巡り、各「道の駅」での購入・飲食などで計200円以上( 税込。1駅あたり) のレシートを受け取ったら、下の
貼付欄にしっかりと貼り付けます。

税込 200 円以上のレシートが全14 駅分または5駅分集まったら、下段のアンケートにご回答いただき、お名前・ご住所等をご記入
の上、切り取り線から切り離して、各「道の駅」に設置している専用の応募箱に投函（12/7 まで）、もしくは封書にて、どうなん「道
の駅」研究会事務局（〒040-8501　函館開発建設部内 [住所不要 ]）まで郵送（12/7 消印有効）ください。

レシートラリーの参加方法

【14km】【14km】

【53km】【53km】

【20km】【20km】

【19km】【19km】

【17km】【17km】

【10km】【10km】 【20km】【20km】

【17km】【17km】

【30km】【30km】

【9km】【9km】

【16km】【16km】

【34km】【34km】

【函館市から45km】【函館市から45km】

【函館市から41km】【函館市から41km】

【函館市から39km】【函館市から39km】
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アンケート

●お名前
ふりがな

●性別　　□男性　□女性

●電話番号　　　　（　　　）

●年齢　　　　歳　

●ご住所　〒　　　－

※当てはまる項目に　をご記入ください

※下記の項目にもれなくご記入ください。

※いただいた個人情報は、賞品の発送及び個人を特定・識別できる個人データの項目を削除して、個人を特定しない統計資料作成
　（公表を含む）のために利用する場合があります。

Ｑ１. レシートラリーについて、どのようにして知りましたか？
　　□ 応募用紙（パンフ）、ポスター　　□ 新聞　　□ その他（　　　　　　　　　　）
Ｑ２. レシートラリー参加中に見つけたお気に入りの場所や景色がありましたらお聞かせください。

Ｑ３. レシートラリーへのご感想・ご意見・ご要望がございましたらお聞かせください。

【●●km】は道の駅間の距離を表す（WEBサイト「北の道の駅」・「北の道ナビ」を参照）。

高規格幹線道路･地域高規格道路 ( 開通済区間）

北海道新幹線 ( 開通区間 ) 役所・役場
北海道新幹線 ( 着工区間 ) 道の駅

国道

道道 ( 抜粋 )

その他市町村道・農道など ( 抜粋 )
市町村界

高規格幹線道路･地域高規格道路 ( 整備 ( 事業 ) 区間）

空港

港湾

凡　　例

道南の「道の駅」14箇所で税込200円以上
の購入、飲食をしたレシートを
集めて投函するだけ!!



路面の落下物

動物の死骸 路面の穴ぼこ・陥没

ガードレール等の破損路面の汚れ（油・土砂）

標識等の損傷

※固定電話及び携帯電話からの通話は無料です。

道路緊急
ダイヤル

道路の異常を発見したら
道路緊急ダイヤル

※道路交通情報については、（財）日本道路交通情報セン
　ター（050-3369-6601）までお問い合わせください。
※道路交通法により、運転中の通話は禁止されています。
　安全な場所に停車しておかけください。

○国道と道道の通行規制情報などを
　リアルタイムに提供

北海道地区道路情報

PC版サイト

スマートフォン版サイト
http:/ / info-
road.hdb.hkd.mlit.go.jp/sp/

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

Twitter
http:/ /twitter.com/
hkd_mlit_road

Facebook
http:/ /www.facebook.com/
hkd.mlit.road

ＱＲ

ＱＲ

「道の駅情報」や
「道路情報」を
公衆無線LANから
60分無料で利用できます。
道南の道の駅14箇所全てで
利用できます。

「道の駅SPOT(スポット)」

(

(SSID)



国土交通省

北海道開発局
国土交通省

北海道開発局
～参考情報～
完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１５

「道の駅」スタンプラリー2015の完走者から応募いただいたアンケート回答を集計した「完
走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング2015」が、6月14日に発表され、渡島・檜山管内か
らも以下の「道の駅」が TOP 10 にランクインしました

●トイレがきれいだと感じた「道の駅」 TOP10
順位 「道の駅」名 前回順位 得票数（有効回答数=1,398件）

1 サーモンパーク千歳
（2015.8 リニューアル）

圏外

2 フォーレスト２７６大滝 1位

らも以下の「道の駅」が TOP 10 にランクインしました。

208

174

▼縄文ロマン南かやべのトイレ

2 フォ レスト２７６大滝
（1996.4 登録）

位
208票

3 あかいがわ
（2015.4 登録）

圏外

3 縄文ロマン 南かやべ
（2011.8 登録）

2位
128票

5 おびら鰊番屋
（2015.4 リニューアル）

圏外

6 わっかない
（2012.3 登録）

3位
66票

174

119

119

114

53

▼上ノ国もんじゅの遠景

7 摩周温泉
（2011.7 リニューアル）

8位
37票

8 うとろ・シリエトク
（2007.3 登録）

5位
41票

8 花ロードえにわ
（2005.8 登録）

4位
46票

10 流氷街道網走
（2008.12 登録）

7位
40票

51

41

41

34

※「道の駅」登録年月は、施設オープン時期と異なる場合があります ※リニューアルは近年行われた全面的なリニューアル時期を記載

順位 「道の駅」名 前回順位 投票数（有効回答数=1,346件）

1 ぐるっとパノラマ美幌峠
（2002.8 登録）

1位
359票

2 厚岸グルメパーク
（1994.4 登録）

2位
73票

●景色がきれいだと感じた駅 TOP10

433

86

▼北前船 松前からの眺望

3 上ノ国もんじゅ
（2009 リニューアル）

4位
50票

4 スワン４４ねむろ
（2013 デッキ設置）

7位
33票

4 北前船 松前
（2009.3 登録）

3位
53票

6 みたら室蘭
（1998.4 登録）

6位
34票

7 望羊中山
（ 登録）

5位

54

51

51

46

38

▼なとわ・えさんからの眺望

※「道の駅」登録年月は、施設オープン時期と異なる場合があります ※リニューアルは近年行われた全面的なリニューアル時期を記載

7 （1993.4 登録） 37票

8 なとわ・えさん
（2010 内外装改修）

圏外

9 知床・らうす
（2009 施設増築）

圏外

10 うとろ・シリエトク
（2007.3 登録） 圏外

38

34

34

31
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