
 

                

 

報 道 機 関 各 位 

 

胆振・日高管内の「道の駅」５駅が４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2018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5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。 

 

●TOP10 にランクインした胆振・日高管内の「道の駅」 

１．景色がきれいだと感じた「道の駅」 

第５位 みたら室蘭 ［２年連続５位。 室蘭市・国道 37 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６位 そうべつ情報館ｉ（アイ） ［３年連続ＴＯＰ１０入り。 壮瞥町・国道 453 号］ 

第１０位 だて歴史の杜 ［昨年圏外からのついにＴＯＰ１０入り。 伊達市・国道 37 号］ 

３．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 ［４年連続おしくも２位。 日高町・国道 274 号］ 

第４位  そうべつ情報館ｉ（アイ） ［２年連続４位。 壮瞥町・国道 453 号］ 

４．「道の駅」いちおしの ”おいしいもの” 

第９位 あぷた ［ウニ丼。 洞爺湖町・国道 37 号］ 

 

○その他のｔｏｐｉｃ 

① 「ウトナイ湖」：展望台が完成 ［平成 31（2019）年 3 月 20 日（水）］ 

② 「あびら D51 ステーション」：全道で 124 番目、平成最後のオープン 

 ［平成 31（2019）年 4 月 19 日（金）］ 

 

 

令 和 元 年 ８ 月 ２ ８ 日 

室蘭開発建設部 広報官 

令和元年７月１２日（金）に「道の駅」スタンプラリー2018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2018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）」、「だて歴史の杜」、「み

たら室蘭」、「あぷた」が４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 

室蘭開発建設部 広 報 官   三木
み き

 和美
か ず み

（直通 0143-25-7051） 

道路計画課長   佐藤
さ と う

 茂一
しげかず

（直通 0143-25-7046） 

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

室蘭開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_mr 
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北海道開発局
国土交通省

北海道開発局完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１８
1

１．景色がきれいだと感じた「道の駅」 TOP10

ランキング「第５位」 みたら室蘭
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順位 「道の駅」名 所在市町村 前回順位 得票数（有効回答数=1,492件）

ぐるっとパノラマ美幌峠 （2002.8 登録） 美幌町 1位 770票

石狩「あいろーど厚田」 （2017.11 登録） 石狩市 -

上ノ国もんじゅ （2018.4 リニューアル） 上ノ国町 3位 073票

4 厚岸グルメパーク （1994.4 登録） 厚岸町 2位 110票

5 みたら室蘭 （1998.4 登録） 室蘭市 5位 058票

6 北前船 松前 （2009.3 登録） 松前町 6位 056票

7 望羊中山 （1993.4 登録） 喜茂別町 7位 040票

8 スワン４４ねむろ （2013 デッキ設置） 根室市 4位 071票

9 おびら鰊番屋 （2015.4 リニューアル） 小平町 8位 034票

10 なとわ・えさん （1999.8 登録） 函館市 圏外 015票

※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 ※２ 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しています

☞２年連続で第５位、３年連続ＴＯＰ10入り！
～完走者の声～

・白鳥大橋の景色や風
景がきれい
・工場群の夜景や白鳥
大橋のイルミネーショ
ンが美しい
・海や船、空と橋のバラ
ンスやコントラストが
良い

▲ リニューアルしたキッズスペース

▲ 広くなり充実された売店▲ 子育て応援「赤ちゃんの駅」

室蘭開発建設部管内版

▲ 白鳥大橋と祝津臨海公園と道の駅

三浦館長とリニューアル時に
お披露目した「ロゴ」 ▶

Topic① ウトナイ湖の展望台が完成
☞「キッズスペース」・「授乳室」を備え、
2019年3月20日にオープン！

▲ 新設された展望施設

▲ キッズスペース
▼ 授乳室

白鳥大橋記念館 道の駅「みたら室蘭」三浦館長に伺いました！
・大黒島や白鳥大橋の美しい景色は他には無い室蘭独自の景色、特に飲食スペースか

ら眺められる夕日は自慢です
・4月にリニューアル、食堂とカフェのオープン、お土産売場面積を5倍、キッズス

ペースやベビーコーナーを充実してますので、ぜひ家族でお越し下さい

巡回により窓や展望
デッキをチェックし、
随時水洗を行い、美し
い景色が見やすい状態
を維持
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北海道開発局
国土交通省

北海道開発局完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１８
2

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

ランキング「第６位」 そうべつ情報館ｉ（アイ）

順位 「道の駅」名 所在市町村 前回順位 得票数（有効回答数=1,247件）

うとろ・シリエトク （2007.3 登録） 斜里町 1位 359票

みそぎの郷きこない （2015.11 登録） 木古内町 5位 068票

ニセコビュープラザ （2002 増床） ニセコ町 7位 065票

4 摩周温泉 （2011.7 リニューアル） 弟子屈町 5位 068票

5 あさひかわ （2013 内装改修） 旭川市 4位 077票

6 そうべつ情報館ｉ（アイ） （2007.11 リニューアル） 壮瞥町 3位 083票

7 わっかない （2012.3 登録） 稚内市 8位 047票

8 知床・らうす （2009 施設増築） 羅臼町 圏外 030票

8 流氷街道網走（2008.12 登録） 網走市 2位 087票

10 だて歴史の杜（2012.4 リニューアル） 伊達市 圏外 026票

383
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26

※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 ※２ 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しています

☞３年連続ＴＯＰ10入り！
～完走者の声～

・周辺の道の駅や飲食
店、観光情報がわか
りやすい
・有珠山、昭和新山の
歴史や画像等の資
料が豊富
・スタッフ対応が良
かった
・色々な情報の多さ、
豊富さ、充実

ランキング「第１０位」 だて歴史の杜
☞昨年の圏外から、ついにＴＯＰ10入り！
～完走者の声～

・地域の情報が充実
・パンフレットやポス
ターの豊富さや見や
すさ
・地元のものが多い
（情報だけでなく、野
菜や果物、特産品な
ども）

▲ 展望窓（昭和新山と有珠山）
▼ 火山防災学び館（２階）

▼ 手書き地図による周辺案内

▲ 手作りの農産物カレンダー ▲ 伊藤さん（案内カウンターにて）

そうべつ観光協会の伊藤さん
に伺いました！
・手書きの町内おススメ情報

などを掲示してますので、ご
覧下さい

・農産物直売所の方では、
「おもてなし」研修を実施し
マナー向上に努めてます

室蘭開発建設部管内版

▲ 整理されたラック
（世界文化遺産登録を目指
すPRフラッグ）

▲ 長谷川さんが担当している
インフォメーションコーナー

伊達観光物産公社の長谷川さんに伺いました！
・インフォメーション機能の充実を日頃から心掛け

ており、販売する地元野菜の種類の豊富さ、鮮度
の良さも自慢です

・外国人向けの電子マネー決済サービスを導入し、
インバウンドにも対応してます

▼ 農産品販売コーナー

市内の農家から出荷される季節
感たっぷりの新鮮野菜などを通
年販売

豊富な資料で学べるとともに
「有珠山」、「昭和新山」が、
すぐ眺められるロケーション



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が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１８

３．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

3

ランキング「第２位」 樹海ロード日高

ランキング「第４位」 そうべつ情報館ｉ（アイ）

順位 「道の駅」名 所在市町村 前回順位 得票数（有効回答数=1,149件）

うとろ・シリエトク （2007.3 登録） 斜里町 1位 443票

樹海ロード日高 （1996.8 登録） 日高町 2位 154票

おんねゆ温泉 （2011 水族館併設） 北見市 3位 107票

4 そうべつ情報館ｉ（アイ） （2007.11 リニューアル） 壮瞥町 4位 088票

5 望羊中山（1993.4 登録） 喜茂別町 6位 057票

6 知床・らうす（2009 施設増築） 羅臼町 5位 061票

7 摩周温泉 （2011.7 リニューアル） 弟子屈町 7位 045票

8 わっかない （2012.3 登録） 稚内市 8位 028票

9 しゃり （2007.3 登録） 斜里町 圏外 005票

10 サーモンパーク千歳 （2015.8 リニューアル） 千歳市 10位 015票

393
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※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 ※２ 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しています

☞こちらも４年連続で高順位をキープ！

▼そうべつ観光協会 伊藤さん

道路情報をタイムリーに
地図に表示！

そうべつ観光協会の伊藤さんに伺い
ました！
・洞爺湖有珠山ジオパークの拠点施

設として情報を常に発信してお
り、こうした積み重ねが評価に繋
がっていると思います

・近年インバウンドが増えており、
今後は、外国人対応に力を入れて
いきたい▲道路情報掲示板（交通規制と迂回路）

☞おしくも…？！４年連続で第２位！

休憩の合間に「日勝峠」
の道路状況や天候がモニ
ターでリアルタイムに確
認できる

～完走者の声～
・峠の様子や状況がリ
アルタイムにモニター
で見られる
・峠越えにあたり、準備
や心構えの参考となる
・峠の入り口としての情
報が充実

～完走者の声～
・情報が見やすい、わか
りやすい
・案内カウンター等のス
タッフ対応が良かった
・大きい地図での情報
がわかりやすい

▲ 複数のモニター等を備えた
道路情報・休憩コーナー

日高町 地域経済課の西内主幹に伺いました！
・老若男女全ての方々にわかりやすい情報を提供

しているので、ぜひお立ち寄り下さい
・今年は“ファイターズコラボ道の駅”として、

皆さんのお越しをお待ちしております

室蘭開発建設部管内版

▲ 西内さん（右）とご当地フォトパネル



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が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１８
4

4．「道の駅」いちおしの“おいしいもの” TOP10

ランキング「第９位」 あぷたの「うに丼」

順位 「道の駅」名 所在市町村 商品名 得票数（有効回答数=1,275件）

厚岸グルメパーク（1994.4 登録） 厚岸町 牡蠣

望羊中山（1993.4 登録） 喜茂別町 あげいも

あいおい（2003.8 登録） 津別町 クマヤキ

4 くろまつない（2011.7 リニューアル） 黒松内町 ピザ

5 さるふつ公園（1998.4 登録） 猿払村 ホタテ

6 もち米の里☆なよろ（2008.4 登録） 名寄市 ソフト大福

7 ライスランドふかがわ（2002.8 登録） 深川市 釜飯

8 しらぬか恋問（1993.4 登録） 白糠町 豚丼

9 あぷた（2005.8 登録） 洞爺湖町 うに丼

10 なないろ・ななえ（2017.11 登録） 七飯町 ガラナソフト
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45
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※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 ※２ 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しています

▲ レストランにて、１年を通じて提供されている「うに丼」

▲ 圧倒的な存在感の蒸気機関車「D51 320号機」（右）と北海道仕様の列車「キハ183系車両」（左）

☞震災の影響で遅れていた移送も完了し、
2019年6月16日より車両展示開始！

室蘭開発建設部管内版

▲ 阿部さんと虻田漁港

Topic② あびら D51ステーションが2019年4月19日（金）オープン

▲ 蒸気機関車の煙を
イメージし灰色が特徴的な
「もくもくD51ソフト」

▲ 阿部さんオススメの
「噴火湾ほたてっ子カレー 」

企業組合あぷたの阿部主任に伺いました！
・地元業者さんの全面的協力の下、地物はもちろん

その時期の一番美味しいウニを提供し、年間２万
食以上ご利用いただいております

・虻田漁港で水揚げされたホタテをふんだんに使っ
たほたて料理や加工品、ジェラートも人気商品な
ので、ぜひお越し下さい大盛（折り2枚）もあり好評
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