
 

                

報 道 機 関 各 位 

 

胆振・日高管内の「道の駅」３駅が３部門でトップ１０入り！ 

～完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング2017が発表されました！～ 

 

 

 
 

 

「道の駅」完走者が選ぶランキングの発表は、今年で４回目になります。 

胆振・日高管内の道の駅を抜粋して、ランキング順位の変動や、「道の駅」の完走者から寄せら

れた声と担当者の声もあわせて御紹介します。 

 

記 

 

○TOP10 にランクインした胆振・日高管内の「道の駅」 

 

１. 道路や天気の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」 

第２位  樹海ロード日高（３年連続２位。日高町、国道 274 号） 

第４位  そうべつ情報館ｉ（アイ）（過去２年間５位。壮瞥町、国道 453 号） 

 

２. 地域や観光の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」 

第３位 そうべつ情報館ｉ（アイ）（昨年８位からランクアップ。壮瞥町、国道 453 号） 

第１４位 だて歴史の杜（ＴＯＰ１０までもう一歩。 伊達市、国道 37 号） 

 

３. 景色がきれいだと感じた「道の駅」 

第５位 みたら室蘭（昨年に引き続きＴＯＰ１０入り。室蘭市、国道 37 号） 

 

  

 

 【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 電話 0143-22-9171 

        広報官      工藤 明人 （内線 212） 

道路計画課 課長 小野寺 仁 （内線 351） 

             室蘭開発建設部ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/ 

平成３０年 ８月 ９日 

室蘭開発建設部 広報官 

 

平成30年7月20日（金）に「道の駅」スタンプラリー2017の完走者から投票いただいたアンケートを

集計した、完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング2017が発表されました。 

胆振・日高管内では「樹海ロード日高」「そうべつ情報館ｉ（アイ）」「みたら室蘭」が３部門で

TOP10にランクインしました。 

Pickup 
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順位 「道の駅」名 前回順位 得票数（有効回答数=1,262件）

うとろ・シリエトク （2007.3 登録） 1位 277票

樹海ロード日高 （1996.8 登録） 2位 244票

おんねゆ温泉 （1995.8 登録） 3位 090票

4 そうべつ情報館ｉ（アイ） （2007.11 リニューアル） 5位 071票

5 知床・らうす （2009 施設増築） 6位 064票

6 望羊中山 （1993.4 登録） 4位 077票

7 摩周温泉 （2011.7 リニューアル） 7位 042票

8 わっかない （2012.3 登録） 8位 034票

9 流氷街道網走 （2008.12 登録） 圏外 011票

10 厚岸グルメパーク （1994.4 登録） 圏外 004票

10 花ロードえにわ （2005.8 登録） 圏外 006票

10 サーモンパーク千歳 （2015.8 リニューアル） 10位 012票

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１７

１．道路や天気の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」 TOP10

※「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

▲日勝峠の峠の状況を確認できる

モニター映像
▲日高町日高総合支所 地域経済課

西内主幹

▼２位樹海ロード日高
を選んだ完走者から寄せられた声

・峠の状況がライブカメラで公開していて安心でした

・道路情報が分かりやすい

・椅子に座ってゆっくりと情報が見られる

・地図が置いてあり分かりやすかった

・リアルタイムの峠の情報がわかった

・モニターやコピーが貼ってあり便利

・天気を確認できてよかった

・細かな気遣いがされており良かった etc・・・

１

▼４位そうべつ情報館ｉ（アイ）
を選んだ完走者から寄せられた声

・モニターやパンフレットが自由に見ることができる。

・情報館の名前のとおり情報が豊富

・デジタル、アナログ両方充実している

・係員の対応が良い

・綺麗で見やすかった

・資料が豊富だった

・行くとすぐに目についた etc・・・

前回に引き続き！２位ランクイン

順位上昇！４位ランクイン

▲資料が豊富で置き方が工夫された

情報提供スペース

日勝峠を安全に通
行していただける
ように様々な情報
提供を行っており
ます。

別紙１

案内板は、誰にでも分かり
やすいようにしています
が、まだまだ改善する点は
多いのでこれからの課題と
して取り組みたいと思って
います。

▲観光協会「道の駅」担当伊藤さんと

道路情報などを提供する案内板とモニター



国土交通省

北海道開発局
国土交通省

北海道開発局

▼14位だて歴史の杜
を選んだ完走者から寄せられた声

・インフォメーションの対応が良かった

・地元産農産物が豊富で文化施設も

充実している

・色々な観光案内があって良かった

・パンフレットが充実している

・買い物が出来て、観光情報もあって良かった
etc・・・
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順位 「道の駅」名 前回順位 得票数（有効回答数=1,377件）

うとろ・シリエトク （2007.3 登録） 1位 329票

流氷街道網走 （2008.12 登録） 6位 065票

そうべつ情報館ｉ（アイ） （2007.11 リニューアル） 8位 049票

4 あさひかわ （2013 内装改修） 5位 074票

5 摩周温泉 （2011.7 リニューアル） 4位 075票

6 みそぎの郷きこない （2015.11 登録） 2位 085票

7 ニセコビュープラザ （2002 増床） 3位 084票

8 わっかない （2012.3 登録） 9位 048票

9 びえい「丘のくら」 （2007.3 登録） 圏外 030票

10 ライスランドふかがわ （2002.8 登録） 圏外 024票

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１７

２．地域や観光の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」 TOP10

※「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

▼３位そうべつ情報館ｉ（アイ）
を選んだ完走者から寄せられた声

・地域の特産物がはっきりとして分かり易かった

・日帰り温泉の情報が良かった

・ジオパークの案内が丁寧だった

・パンフレットが充実している

・火山防災が学べる

・食事場所を探せた

・スペースを広く取っていた

・特産物の品数が豊富である etc・・・

▲地域イベントなどの

観光情報充実の掲示板の様子

▲有珠山噴火の展示の様子▲観光協会「道の駅」担当伊藤さんと

観光情報充実の掲示板

２

前回８位から急上昇！３位ランクイン

トップ10まであと一歩！

▲観光協会「道の駅」担当

鎌田専務取締役

情報は最新のものを提供す
るように努めております。館
内の情報以外のことも訪ね
られることが多いですが、で
きる限りお役に立てるように

しております。

これからもインフォメー
ション機能を充実させ、訪
れる皆様のお役にたてる
よう努力してまいります。



国土交通省

北海道開発局
国土交通省

北海道開発局

770
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完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１７ ３

３．景色がきれいだと感じた「道の駅」 TOP10

※「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

▲白鳥大橋と海

▼ ５位みたら室蘭
を選んだ完走者から寄せられたみんなの声

・夜景が綺麗だった
・夕陽が海に映りとても綺麗でした
・海が綺麗だった
・橋、海、山どれを取っても他には無いです
・白鳥大橋が目の前に見える
・白鳥大橋、水族館、山々、海等観るものが沢山

あった etc・・・

順位 「道の駅」名 前回順位 得票数（有効回答数=1,593件）

ぐるっとパノラマ美幌峠 （2002.8 登録） 1位 648票

厚岸グルメパーク （1994.4 登録） 2位 108票

上ノ国もんじゅ （2009 リニューアル） 3位 091票

4 スワン４４ねむろ （2013 デッキ設置） 6位 055票

5 みたら室蘭 （1998.4 登録） 4位 073票

6 北前船 松前 （2009.3 登録） 5位 064票

7 望羊中山 （1993.4 登録） 7位 051票

8 おびら鰊番屋 （2015.4 リニューアル） 8位 034票

9 ルート229元和台 （2002.8 登録） 圏外 016票

10 知床・らうす （2009 施設増築） 10位 027票

堂々！５位にランクイン

▲観光協会「道の駅」担当中嶋事務局長と

室蘭の工場夜景ポスター

開駅２０周年を迎えるみたら
室蘭ですが、毎年受賞できて

嬉しく思います。今年飲食
コーナーなどリニューアル

OPENするので、より多くの方
に訪れていただきたいです。

▲道の駅から見た夕陽と大黒島▲道の駅2階展望デッキから

見た大黒島

▲道の駅1階ラウンジ
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テキスト ボックス
別紙２
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