
 

                

 

令和４年１１月２８日 

 

「道の駅」サーモンパーク千歳が 

８部門中２部門で１位を獲得！ 

～スタンプラリー完走者に選ばれた「道の駅」の表彰式を開催します～ 

 
 
 
 
 北海道「道の駅」ランキング２０２１の概要 

・北海道「道の駅」スタンプラリー２０２１の完走者から応募いただいたアンケートを集計

し、２，４３７人の完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキングを８つの部門別に取りまとめ

て発表しております。 

 

北海道「道の駅」ランキング２０２１の詳細は、こちらを参照ください。 

⇒ 北海道「道の駅」ランキング２０２１の発表！ 

～スタンプラリー完走者が選んだ「道の駅」ランキング～ 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/release/slo5pa000000jyc0-att/slo5pa000000sc05.pdf 

 

記 

 

１．日  時：令和４年１１月３０日（水）１０時００分～１１時００分 

  ２．場  所：道の駅 サーモンパーク千歳 

       ※取材を希望される方は、当日 9時 50 分までに上記へお越しください。 

３．内  容：北海道「道の駅」ランキング２０２１表彰状授与 

         実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症防止対策を行いますので 

            ご来場の皆さまのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

都市圏道路計画課 課  長 小林  将 （電話番号 011-611-0216）ダイヤルイン） 

都市圏道路計画課 課長補佐 前田 哲哉（電話番号 011-611-0216）ダイヤルイン）      

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 

北海道「道の駅」ランキング２０２１で道の駅サーモンパーク千歳が「トイレがきれ

い」部門（５年連続）及び「家族で訪れたい（子供や高齢者に優しい）」部門（２年連

続）で１位となりましたので表彰式を以下のとおり開催します。 



国土交通省

北海道開発局
国土交通省

北海道開発局

～完走者の声～

順位 「道の駅」名 所在市町村 前回順位 得票数（有効回答数=1,718件）

サーモンパーク千歳（2015.8 リニューアル） 千歳市 1位 475票

なないろ・ななえ（2017.11 登録） 七飯町 2位 255票

北欧の風 道の駅とうべつ（2017.4 登録） 当別町 3位 240票

4 かみしほろ （２０２０．３ 登録） 上士幌町 5位 103票

5 遠軽 森のオホーツク（２０１９．６ 登録） 遠軽町 4位 135票

6 みそぎの郷きこない（2015.11 登録） 木古内町 6位 94票

7 北オホーツクはまとんべつ（2019.3 登録） 浜頓別町 8位 47票

8 縄文ロマン 南かやべ（2011.8 登録） 函館市 7位 48票

9 あびらD51ステーション（2019.3 登録） 安平町 9位 42票

10 羊のまち 侍・しべつ（２０２1．３ 登録） 士別市 圏外 01票

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０２１

３.トイレがきれいだと感じた「道の駅」 TOP10

383
239

210
169

95
71
51
49
46
38

※「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2021年度末までに行われた全面的なリニューアル時期を記載

6

特集① ランキング「第１位」道の駅 サーモンパーク千歳

特集② 「クローズアップ」道の駅 第7位 北オホーツクはまとんべつ

～５年連続の堂々第１位！～
～完走者の声～

・円形状で開放感があ
り清潔だった。

・清潔感があり、トイレ
の空きがわかりやす
い造りになっていた。

・清掃が行き届いてい
る。

・噂通り本当にきれい、
清潔だった。

女
性
ト
イ
レ

▲

男
性
ト
イ
レ

▲

日頃からスタッフもトイレを利用し、お客様目線の
場所で汚れがないかを常に確認しています。新しい
道の駅が出来ている中、当道の駅を選んでいただい
た皆様の期待を裏切らないように、これからもス
タッフ一同、頑張っていきます！

通常の清掃の他に、業務の合間を見て日中にこま
めに様子を確認するということをスタッフ全員が
心がけています。きれいに利用していただいてい
ることに感謝しています！

～いつもどこもピカピカトイレ！～

・トイレが広く、数も
あり、手洗い場の
後ろに化粧ができ
るスペースもある。

・トイレが最新設備で
隅々まで清掃され
ている。

・いつ行っても掃除
が行き届いている。

▼男子トイレ（内観）

▼浜頓別町交流館
野田館長

・数も多く、広い
スペース。
ゆったりとした
落ち着いた空間。

▼女子トイレ（内観）

・毎日午前と午後に清掃。
清掃スタッフが丁寧に掃除
しています。

・５年、１０年先も「綺麗さ」
を保つよう清掃スタッフと
ともに頑張っていきます。

・洗面台の背面には化粧スペースを配置。
・清掃が行き届いた明るく綺麗なトイレ。

別 紙

※北海道地区「道の駅」連絡会の資料を基に作成



国土交通省

北海道開発局
国土交通省

北海道開発局

～完走者の声～

順位 「道の駅」名 所在市町村 前回順位 得票数（有効回答数=１,571件）

サーモンパーク千歳（2015.8 リニューアル） 千歳市 1位 214票

あびらD51ステーション（2019.3 登録） 安平町 2位 136票

おんねゆ温泉 （2011 水族館併設） 北見市 3位 116票

4 遠軽 森のオホーツク（２０１９．６ 登録） 遠軽町 5位 70票

5 なないろ・ななえ（2017.11 登録） 七飯町 4位 87票

6 かみしほろ （２０２０．３ 登録） 上士幌町 圏外 32票

7 花ロードえにわ（20２０.１１ 増床） 恵庭市 10位 44票

8 愛ランド湧別（1998．4 登録） 湧別町 9位 45票

9 ガーデンスパ十勝川温泉（２０２０．７ 登録） 音更町 圏外 13票

10 北オホーツクはまとんべつ（2019.3 登録） 浜頓別町 6位 62票

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０２１

174 
125 

95 
84 
80 
68 
58 
56 
53 
52 

4.家族で訪れたい「道の駅」（子供や高齢者に優しい） 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2021年度末までに行われた全面的なリニューアル時期を記載

7

特集① ランキング「第１位」道の駅 サーモンパーク千歳

特集② 「クローズアップ」道の駅 第7位 花ロードえにわ

～完走者の声～

・遊び場や食事処、水族
館もあり、様々な世代
で楽しめる。

・野菜販売所もあり高齢
者は買い物も楽しめ
る。

・キッズスペースやキッズ
トイレが充実。

▼キッズスペース
～サケの遡上でワクワク、家族でワイワイ！～

地域の野菜が直送で店舗に並
びます。千歳市にお立ち寄り
の際にはぜひ、新鮮な野菜を
味わってみてください！

キッズトイレや授乳室もあるので、
お子様連れでも安心です！
屋外にも屋内にもキッズスペースを
設けており、天候に関係なく、お子
様に遊んでいただける環境を整えて
います！

▼野菜販売所
▲千歳水族館の水中観察窓から

秋には千歳水族館の近くの
千歳川に鮭がたくさん遡上
してきます。道の駅周辺を
散策してみてください！

～芝生で遊び、ガーデンエリアでくつろぐ！～
館内には授乳室や子育て応援自販機、飲食スペースには
キッズスペースもあり子連れでも楽しめます。採れたての
野菜・山菜・花などを販売する人気の直売所も隣接。

▲左：花ロードえにわ 右：農畜産物直売所かのな

▲こどもの遊び場「りりあ」

季節を問わず子どもたちが遊べ
る空間も新たに整備しました。

7つのテーマガーデンのほか、春
夏は噴水で水遊びも楽しめます。

▲ガーデンエリア

花ロードえにわで買ったパンやカレー、ド
リンクなどを店内にあるテントの中やキッ
ズスペースで食べれるとリピーターのお客
様にも人気です。

・ガーデンエリアがとても
くつろげる。

・お花がいっぱいで、散策
路がある。

・子ども連れのための設
備が充実。

・野菜直売所があり、芝
生で子どもが遊べる。

▲デリシャス㈱ 渡辺執行役員

別 紙

※北海道地区「道の駅」連絡会の資料を基に作成


