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「おびら 鰊
にしん

番屋
ば ん や

」が3部門でTOP10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！～ 

 

 

 
 

 

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキングの発表は、今年で 4回目です。 

道の駅「おびら鰊
にしん

番屋
ば ん や

」が TOP10 にランクインした各部門、完走者の声、道の駅「おびら鰊
にしん

番屋
ば ん や

」

の担当者の声をそれぞれご紹介します。また、もう少しで TOP10 入りの道の駅「風
ふ

Ｗ
わっと

とままえ」の完

走者の声や担当者の声もご紹介します。 

記 

（１）道の駅「おびら鰊
にしん

番屋
ば ん や

」が TOP10 にランクインした各部門 

◆ トイレがきれいだと感じた「道の駅」・・・・・第 6位 

   （2014 年 圏外 → 2015 年 第 5位  → 2016 年 第 6位 → 2017 年 第 6位） 

◆ ゆっくり休憩ができたと感じた「道の駅」・・・第 9位 

   （2014 年 圏外 → 2015 年 第 10 位 → 2016 年 圏外   → 2017 年 第 9位） 

◆ 景色がきれいだと感じた「道の駅」・・・・・・第 8位 

   （2014 年 圏外 → 2015 年 圏外    → 2016 年 第 8位 → 2017 年 第 8位） 

 

（２）もう少しで TOP10 入りの道の駅「風
ふ

Ｗ
わっと

とままえ」のランク部門 

◆景色がきれいだと感じた「道の駅」 第 13 位 

 

 

※詳細は別紙参照 

 

 

 

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。 

留萌管内の道の駅では「おびら鰊
にしん

番屋
ば ん や

」が 3部門で TOP10 にランクインしました。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 電話 0164-42-4526 

        道路計画課 課   長  髙久 博司（内線 351） 

道路計画課 道路調査官  山木 正彦（内線 360） 

留萌開発建設部ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/ 

公式ツイッターTwitter アカウント @mlit_hkd_rm 



国土交通省

北海道開発局
国土交通省

北海道開発局
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66
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46
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順位 「道の駅」名 前回順位 得票数（有効回答数=1,611件）

サーモンパーク千歳 （2015.8 リニューアル） 2位 240票

みそぎの郷きこない （2015.11 登録） 3位 153票

フォーレスト２７６大滝 （1996.4 登録） 1位 291票

4 縄文ロマン 南かやべ （2011.8 登録） 4位 142票

5 ピア２１しほろ （2017.4 移転リニューアル） 圏外 000票

6 おびら鰊番屋 （2015.4 リニューアル） 6位 067票

7 あかいがわ （2015.4 登録） 7位 049票

8 わっかない （2012.3 登録） 5位 074票

9 阿寒丹頂の里 （2017.4 移転リニューアル） 圏外 006票

10 うとろ・シリエトク （2007.3 登録） 圏外 039票

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１７
１

※「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

１．トイレがきれいだと感じた「道の駅」 TOP10

～完走者の声～

・新しい上に掃除も隅々まで行き届いていた。
・木の香りが落ち着く。
・個室が広い。
・清潔感がある。
・デザインがおしゃれでモダン。
・スタッフの対応もトイレも綺麗だった。
・明るい。
・中庭が綺麗だった。
・魚のオブジェ素敵でした。トイレでも見物できる
物があるのは面白いですね。

～道の駅「おびら鰊番屋」担当者の声～

・清掃は午前と午後それぞれ1～2時間ほどか
けて丁寧に掃除している他、洗面所などの水
周りなど細かく点検しています。特に雪どけ時
期は床が汚れやすいので、頻繁に床掃除をし
て、快適に利用できるよう心がけています。
・リニューアル時から利用者が増えてきており、
お客様にお声がけいただくこともあって、大変
嬉しく感じています。
・利用者の方から洗面所用に手作りの布巾をい
ただくこともあります。

▼清掃スタッフの原田さん

トイレを綺麗に保つ
ことで、少しでも
「おびら鰊番屋」の
賑わいに貢献できた
ら嬉しいです。

▼清潔で管理が行き届い
ているトイレ

▼観光交流センターの皆さん

3部門でのランクインは皆さんのおかげと思っています。

▼中庭に設置してある
魚のオブジェ

別紙
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北海道開発局
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完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１７ ２

２．ゆっくり休憩ができたと感じた「道の駅」 TOP10
順位 「道の駅」名 前回順位 得票数（有効回答数=1,565件）

摩周温泉 （2011.7 リニューアル） 3位 119票

厚岸グルメパーク （1994.4 登録） 1位 167票

くろまつない （2011.7 リニューアル） 2位 135票

4 パパスランドさっつる （2013.4 リニューアル） 5位 061票

5 サーモンパーク千歳 （2015.8 リニューアル） 6位 052票

6 おんねゆ温泉 （2011 水族館併設） 4位 062票

7 ピア２１しほろ （2017.4 移転リニューアル） 圏外 000票

8 うとろ・シリエトク （2007.3 登録） 6位 052票

9 おびら鰊番屋 （2015.4 リニューアル） 圏外 020票

10 しかべ間歇泉公園 （2015.11 登録） 9位 041票
※「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

～完走者の声～

・綺麗な海を見ながらゆっくり休憩ができた。
・畳と囲炉裏が最高にくつろげた。
・食事が美味しい。
・ベンチなど座る場所がたくさんありゆっくりくつろげた。
・大漁旗など見ながら休めて良い。
・木の香りが落ち着いた。
・昔の漁師生活が感じられた。
・夕日を見ながらくつろげました。
・展示に見入ってしまった。
・タイムスリップしたような気分になりました。
・海を見ながら食事できるなんて素敵。
・雰囲気が良い。

～道の駅「おびら鰊番
屋」担当者の声～

・道の駅内のどこでも休憩でき
るよう、たくさんベンチを設置
しています。
・今年から、「皆さんがゆっくり・
まったりと楽しめる場所を提
供したい」との強い想いか
ら、星空フェスを企画しまし
た。一流シェフが、地元食材
を使って作った、「おびらグル
メプレート」を販売したり、有
志が集まって、野外ライブな
どを実施しました。

▼大漁旗が掲げられ、歴史を感じながら
ゆっくりと休憩できる交流ギャラリー

▼タコ・ウニ・ホタテなどの地元食材を上品か
つ贅沢にアレンジした「おびらグルメプレート」

▼野外ライブでは駅長自ら弾き語りを披露

皆さんにゆっくりと楽しんでいただきたいです。

▼星☆空フェスのPRチラシ



国土交通省

北海道開発局
国土交通省

北海道開発局

～道の駅「風Ｗとままえ」担当者の声～

770
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完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１７ ３

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
※「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．景色がきれいだと感じた「道の駅」 TOP10

～完走者の声～

・目の前の海岸から眺める景色はとても素晴らしかった。
・日本海の夕日が美しかった。

～道の駅「おびら鰊番屋」担当者の声～

▼松浦武史郎像からの眺望

▼夕方の景色・道の駅「おびら鰊番屋」の建物は、旧花田家番屋の雰囲
気を受けついだ作りになっています。当時のヤン衆達が
見ていたであろう日本海の風景を、皆さんが肌で感じて
楽しむことができるよう、建物内外の雰囲気を壊さない
ように心がけています。

もう少しでTOP10入り！
～風Ｗとままえ 13位 完走者の声～

・レストランからの景色を眺めながらの食事は最高です。
・天売、焼尻島だけでなく、利尻島も見えた。
・足湯につかりながらの、夕日がとても綺麗だった。
・キャンプ場が綺麗。

・足湯は誰でも無料でご利用いただけます。
・条件が良ければ足湯につかりながら天売島、焼尻島、利尻島も
望むことが出来ます。

松浦武四郎像の場
所から望む日本海
がオススメの景色
です。昼と夕方で
は景色が全く異な
るので、是非両方
見て楽しんでいた
だきたいです。

天気がいい日の景色は最高ですよ。

▼風Wとままえのスタッフの皆さん

▼足湯からの眺望


