
平成28年4月時点 

No 都道府県 市町村 道の駅名 備考 No 都道府県 市町村 道の駅名 備考

1 北海道 旭川市 あさひかわ 90 岐阜県 美濃市 美濃にわか茶屋

2 北海道 室蘭市 みたら室蘭 91 岐阜県 飛騨市 宙ドーム・神岡

3 北海道 名寄市 もち米の里☆なよろ 92 岐阜県 郡上市 古今伝授の里やまと

4 北海道 ニセコ町 ニセコビュープラザ H26重点 93 岐阜県 郡上市 明宝 H27重点

5 北海道 猿払村 さるふつ公園 94 岐阜県 下呂市 馬瀬　美輝の里

6 北海道 更別村 さらべつ 95 岐阜県 下呂市 飛騨金山ぬく森の里温泉 H27重点

7 北海道 幕別町 忠類 96 岐阜県 池田町 池田温泉

8 北海道 羅臼町 知床・らうす 97 岐阜県 富加町 半布里の郷　とみか

9 北海道 東川町 ひがしかわ「道草館」 98 岐阜県 白川町 美濃白川

10 北海道 厚岸町 厚岸グルメパーク 99 岐阜県 本巣市 織部の里もとす

11 青森県 浪岡市 なみおか 100 岐阜県 本巣市 うすずみ桜の里・ねお

12 青森県 東津軽郡今別町 いまべつ 101 静岡県 富士宮市 朝霧高原

13 青森県 七戸市 しちのへ 102 静岡県 富士市 富士川楽座

14 青森県 弘前市 ひろさき 103 静岡県 小山町 すばしり

15 青森県 十和田市 奥入瀬 104 愛知県 西尾市 にしお岡ノ山

16 青森県 十和田市 とわだ 105 三重県 大台町 奥伊勢おおだい H27重点

17 岩手県 花巻市 石鳥谷 106 三重県 亀山市 関宿

18 岩手県 遠野市 遠野風の丘 モデル 107 福井県 大野市 九頭竜

19 岩手県 野田村 のだ 108 福井県 おおい町 うみんぴあ大飯

20 岩手県 雫石町 雫石あねっこ 109 滋賀県 米原市 伊吹の里

21 岩手県 釜石市 釜石仙人峠 110 京都府 福知山市 農匠の郷やくの

22 宮城県 登米市 津山 111 京都府 舞鶴市 舞鶴港とれとれセンター

23 宮城県 大崎市 あ・ら・伊達な道の駅 H26重点 112 大阪府 河南町 かなん H27重点

24 秋田県 横手市 さんない 113 兵庫県 西脇市 北はりまエコミュージアム

25 秋田県 横手市 十文字 114 兵庫県 宍粟市 みなみ波賀

26 秋田県 北秋田市 あに 115 兵庫県 香美町 村岡ファームガーデン

27 秋田県 北秋田市 たかのす 116 和歌山県 田辺市 水の郷日高川　龍游

28 秋田県 にかほ市 象潟 H26重点 117 和歌山県 かつらぎ町 紀ノ川万葉の里

29 秋田県 潟上市 てんのう 118 和歌山県 北山村 おくとろ

30 秋田県 潟上市 しょうわ 119 鳥取県 岩美町 きなんせ岩美

31 秋田県 湯沢市 おがち 120 鳥取県 若桜町 若桜

32 秋田県 秋田市 あきた港 121 鳥取県 江府町 奥大山

33 秋田県 鹿角市 かづの 122 鳥取県 鳥取市 清流茶屋かわはら

34 秋田県 美郷町 雁の里せんなん 123 島根県 雲南市 おろちの里

35 山形県 村山市 むらやま 124 島根県 雲南市 掛合の里 H27重点

36 山形県 高畠町 たかはた 125 島根県 松江市 本庄

37 山形県 遊佐町 鳥海 126 岡山県 笠岡市 笠岡ベイファーム

38 山形県 米沢市 たざわ 127 岡山県 新庄村 メルヘンの里新庄

39 福島県 天栄村 羽鳥湖高原 128 岡山県 西粟倉村 あわくらんど

40 福島県 磐梯町 ばんだい 129 岡山県 真庭市 風の家

41 福島県 柳津町 会津柳津 130 岡山県 真庭市 醍醐の里

42 福島県 昭和村 からむし織の里しょうわ 131 広島県 三次市 ゆめランド布野 H27重点

43 福島県 湯川村・会津坂下町 あいづ　湯川・会津坂下 132 広島県 安芸太田町 来夢とごうち

44 茨城県 常陸太田市 さとみ 133 広島県 三原市 よがんす白竜

45 茨城県 常陸太田市 ひたちおおた H26重点 134 広島県 三原市 みはら神明の里

46 茨城県 東茨城郡城里町 かつら 135 広島県 世羅町 世羅

47 栃木県 宇都宮市 うつのみやろまんちっく村 136 山口県 周南市 ソレーネ周南 H27重点

48 栃木県 栃木市 みかも 137 山口県 阿武町 阿武町

49 栃木県 佐野市 どまんなかたぬま 138 山口県 山口市 願成就温泉

50 栃木県 茂木町 もてぎ モデル 139 山口県 下関市 北浦街道 豊北

51 栃木県 那須町 東山道伊王野 140 山口県 美祢市 おふく

52 栃木県 那須町 那須高原友愛の森 H26重点 141 山口県 美祢市 みとう

53 栃木県 那珂川町 ばとう 142 徳島県 阿南市 公方の郷なかがわ

54 群馬県 下仁田町 しもにた H27重点 143 徳島県 美馬市 藍ランドうだつ

55 群馬県 高山村 中山盆地 144 香川県 高松市 香南楽湯

56 群馬県 藤岡市 ららん藤岡 145 香川県 三豊市 たからだの里さいた H27重点

57 群馬県 甘楽町 甘楽 146 香川県 三豊市 ふれあいパークみの

58 埼玉県 吉見町 いちごの里よしみ 147 香川県 小豆島町 小豆島オリーブ公園

59 千葉県 八千代市 やちよ 148 香川県 小豆島町 小豆島ふるさと村

60 千葉県 鴨川市 鴨川オーシャンパーク 149 愛媛県 今治市 今治市多々羅しまなみ公園

61 千葉県 山武郡芝山町 風和里しばやま 150 愛媛県 今治市 しまなみの駅御島

62 千葉県 鋸南町 保田小学校 151 愛媛県 今治市 伯方Ｓ・Ｃパーク

63 千葉県 旭市 季楽里（ きらり　）　あさひ H27重点 152 愛媛県 今治市 よしうみいきいき館

64 山梨県 山梨市 花かげの郷まきおか 153 愛媛県 八幡浜市 八幡浜みなっと

65 山梨県 山梨市 みとみ 154 愛媛県 四国中央市 霧の森

66 山梨県 北杜市 こぶちさわ 155 愛媛県 松野町 虹の森公園まつの

67 山梨県 北杜市 はくしゅう 156 愛媛県 鬼北町 日吉夢産地

68 山梨県 北杜市 南きよさと 157 愛媛県 宇和島市 みま

69 山梨県 中央市 とよとみ 158 愛媛県 宇和島市 うわじまきさいや広場

70 山梨県 小菅村 こすげ 159 高知県 四万十町 あぐり窪川

71 長野県 上田市 上田道と川の駅 160 高知県 四万十町 四万十とおわ

72 長野県 中野市 ふるさと豊田 161 福岡県 うきは市 うきは H26重点

73 長野県 飯山市 花の駅千曲川 162 福岡県 大牟田市 「おおむた」花ぷらす館

74 長野県 東御市 雷電くるみの里 163 長崎県 西海市 さいかい

75 長野県 小県郡青木村 あおき H26重点 164 熊本県 菊池市 旭志

76 長野県 伊那市 南アルプスむら長谷 165 熊本県 大津町 大津

77 長野県 阿南町 信州新野千石平 H27重点 166 熊本県 阿蘇市 阿蘇 H27重点

78 長野県 長野市 大岡特産センター 167 熊本県 南阿蘇村 あそ望の郷くぎの

79 新潟県 村上市 朝日 168 大分県 豊後大野市 原尻の滝

80 新潟県 胎内市 胎内 169 大分県 佐伯市 やよい

81 新潟県 阿賀町 阿賀の里 170 大分県 佐伯市 かまえ

82 新潟県 十日町市 瀬替えの郷せんだ H26重点 171 宮崎県 都城市 都城

83 石川県 珠洲市 すずなり 172 宮崎県 延岡市 北川はゆま H27重点

84 石川県 中能登町 織姫の里なかのと 173 宮崎県 日南市 酒谷

85 岐阜県 高山市 ななもり清見 174 宮崎県 都農町 つの

86 岐阜県 高山市 パスカル清見 175 宮崎県 小林市 ゆ～ぱるのじり

87 岐阜県 関市 平成 176 鹿児島県 阿久根市 阿久根

88 岐阜県 関市 むげ川 177 鹿児島県 薩摩川内市 樋脇

89 岐阜県 中津川市 賤母

就労体験型　受入「道の駅」一覧

H26重点（し
まなみ海道
「道の駅」）


