
種類 管内名 市町村名 名所旧跡・施設名 名所旧跡・施設等の概要 学習・体験活動の内容 営業（開館）時間 住所・連絡先・ＨＰ 受入人数

1 ① 空知管内 由仁町 ゆめっく館 マンモスとオオツノシカの化石を展示している資料室を有する図書館
・化石の見学
・実物大模型の見学

火～金
10：00～18：00
土・日
10：00～17:00

〒069－1205
夕張郡由仁町中央202番地
0123－82－3803

100名

2 ① 空知管内 栗山町
雨煙別小学校
コカ・コーラ環境ハウ
ス

廃校となった雨煙別小学校を改修した、宿泊可能な自然体験プログ
ラムの拠点施設

・年間を通した屋内外による体験
可能なプログラム

９：00～18：00

〒069－1503
夕張郡栗山町字雨煙別１－４
0123－72－1696
http://www.facebook.com/fur
usatoyama

80名

3 ① 空知管内 月形町 月形樺戸博物館
全国で３番目、道内で最初に設置された「樺戸集治監」の開監から廃
監までの記録を展示した歴史資料

・施設の見学

開館４月～11月
閉館12月～３月
開館時間
９：30～17：00
　（入館は16：30まで）

〒061－0592
北海道樺戸郡月形町1219番
地
0126-53－2399

事前に
要相談

4 ① 空知管内 浦臼町 浦臼町郷土史料館 浦臼町の歩みを示す資料を展示する史料館 ・文化財の展示見学
９：30～16：00
(開館４月26日～
閉館10月31日）

〒061－0615
浦臼町浦臼第５町内
0125－68－2237
http://www.town.urausu.hokka
ido.jp/

15名

5 ① 空知管内 新十津川町 新十津川町開拓記念館 新十津川町の開拓の歴史を紹介する記念館 ・施設の見学

10：00～16：00
※金曜日10:00～13：00
※月・火曜日は原則休
館
※冬期間閉館

〒073－1103
樺戸郡新十津川町字中央１ー
１
0125－76－2622

交代で見
学すれば
多数可能

6 ① 空知管内 沼田町 化石体験館 「ヌマタネズミイルカ」をはじめ、約2000点の化石を展示する博物館
・発掘体験
・レプリカ作り体験

９：30～17：00
（休館日　月曜日）
（４月29日から11月３日
まで開館）

〒078－2225
雨竜郡沼田町字幌新381－１
0164－35－1029
http://www.numata-
eki.sakura.ne.jp

100名

7 ① 空知管内 岩見沢市 岩見沢郷土科学館 郷土、天体、創作をテーマにした郷土科学館
・郷土資料の見学
・科学体験
・プラネタリウム鑑賞

９：30～17：００
〒068－0833
岩見沢市志文町809番地１
0126－23－7170

90名

8 ① 空知管内 夕張市 夕張市石炭博物館 国内唯一の坑道である「模擬坑道」の見学が可能な炭鉱施設 ・施設の見学

４月下旬～９月末
10：00～17：00
10月初旬～11月初旬
10：00～16：00
※最終入場は、閉館の
30分前

〒068－0401
夕張市高松７番地
0123－52－5500
http://coal-yubari.jp

規定なし

9 ① 空知管内 美唄市 宮島沼・水鳥湿地センター マガンや白鳥などの水鳥が飛来するラムサール条約登録湿地 ・宮島沼水鳥・湿地センターの見学 ９：00～17：00

〒072－0057
美唄市西美唄町大曲3区
0129－66－5066
月曜・祝日の翌日・年始年末
休み

規定なし

※「種類」の欄の①及び②は、「①地域の自然や文化（国立公園、博物館、史跡、文化財等）の情報」、「②地域の観光を含む産業を見学、体験することができる施設の情報」です。

・小・中学校における修学旅行等で子どもたちの見聞を広めることができ、受け入れが可能な名所旧跡、施設等

※別途、利用料金がかかる施設があります。



10 ① 空知管内 美唄市 美唄市郷土史料館
美唄市の郷土の歴史、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収
集、保管、展示する郷土資料館

・施設の見学
５月～10月
水曜日～日曜日
９：00～17：00

〒072－0025
美唄市西2条南1丁目2-1
0126－62－1110
月曜・火曜休館日

規定なし

11 ① 空知管内 芦別市 旭ヶ丘公園
約50頭のニホンザルが飼育されている本格的なサル山、ポニーやラ
マ等、小動物舎も設けられた総合公園
バーベキューができる休憩施設「きらきらハウス」を設置

・施設の見学 10：00～17：00

〒075－0036
旭ヶ丘公園管理事務所
芦別市旭町641番地
0124－22－3914

芦別市役所都市建設課土木
係
0124－22－2111（内線345）
http://www.city.ashibetsu.hok
kaido.jp/toshikensetsu/dobok
u/asahigaoka_kouen_2.html

100名

12 ① 空知管内 赤平市 赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設
炭礦立坑櫓の建屋内部や、坑内で使用されていた大型機械が展示さ
れている自走枠工場等

・施設の見学 ９：30～17：00

〒079－1143
赤平市字赤平485番地
0125－74－6505
（休館日：月曜・火曜日）
http://www.city.akabira.hokkai
do.jp/docs/2018071100039/

40名

13 ② 空知管内 三笠市 三笠市立博物館 約600点のアンモナイトの化石を展示する博物館

・館内案内（受入人数制限なし）
・化石レクチャー（受入人数80名）
・レプリカ作り(受入人数40名）
・化石標本実習（受入人数25名）
・【野外実習】1億年前の化石観察
（受入人数40名）
・【野外実習】化石のクリーニング
（受入人数25名）

９：00～17：00

〒068－2111
三笠市幾春別錦町１－212－
１
01267－６－7545
http://www.city.mikasa.hokkai
do.jp/museum/

制限なし

14 ① 空知管内 滝川市 滝川市美術自然史館

美術部門と自然史部門を併せもつ博物館
美術部門～滝川ゆかりの三作家（岩橋英遠、一木万寿三、上田桑
鳩）らの展示(期間により展示替あり）
自然史部門～タキカワカイギュウ、ティラノサウルスの骨格標本など
の展示

・施設の見学
・美術鑑賞

10：00～17：00
※冬期休館12月-２月

〒073－0033
滝川市新町２－５－30
0125－23－0502
http://www.city.takikawa.hokk
aido.jp

100名

15 ① 空知管内 砂川市 砂川市郷土資料室
砂川市の郷土の歴史、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収
集、保管、展示する郷土資料室

・施設の見学 ９：00～17：00

〒073－0168
砂川市西８条北３丁目１－１
0125－52－2339
http://www.city.sunagawa.hok
kaido.jp/

交代で見
学すれば
多数可能

16 ① 空知管内 歌志内市
歌志内市郷土館
「ゆめつむぎ」

炭鉱のまち歌志内の歴史と文化を展示する郷土博物館

・石炭産業を通じ、エネルギーの学
習
・「まっくら体験室」による炭鉱疑似
体験
・昭和期の生活文化の学習

・４月～10月
　10：00～16：00
・１１月～３月
　10：00～15：00
※休館日
　６月～10月　月・火
　４月～５月
　11月～３月　　月～木

〒073－0403
歌志内市字本町1027番地１
0125－43－2131
問合せ（0125－42－3902　歌
志内市コミュニティーセンター）
http://www.yumetsumugi.ec-
net.jp/

30名



17 ① 石狩管内 江別市 江別市郷土資料館
重要文化財「江別太遺跡出土品」や「元江別１遺跡土壙墓出土品」、
史跡「江別古墳群」のジオラマ、北海道指定文化財「大麻３遺跡出土
の土偶」等を展示する郷土資料館

・常設展示観覧
９：30～17：00
(入館は16：30まで)

〒067-0002
江別市緑町西１丁目38番地
011-385-6466
https://www.city.ebetsu.hokka
ido.jp/soshiki/kyodo/

要相談

18 ① 石狩管内 千歳市 千歳市埋蔵文化財センター 千歳市内の埋蔵文化財を展示する施設 ・施設の見学

９：00～17：00
月～金、第２日曜開館
（土日祝日休業）

〒066-0001
千歳市長都42-1
0123-24-4210
http://www.welcome-to-
chitose.jp/tourism/2679.html

50名

19 ① 石狩管内 千歳市 支笏湖ビジターセンター
火山活動の様子や、支笏湖周辺に生息する生き物の生態、湖の中の
世界などを模型や大型写真などにより紹介する施設

・支笏湖の自然・歴史等学習
・施設の見学

９：00～17：30
（４月～11月）
９：30～16：30
（12月～３月）

〒066-0281
千歳市支笏湖温泉番外地
0123-25-2404
http://shikotsukovc.sakura.ne.
jp/

要相談

20 ② 石狩管内 千歳市 北海道キッコーマン
しょうゆの製造工程の紹介や、もろみの熟成の様子やしょうゆの色・
味・香りを体験できる施設

・工場見学

９：00～16：00
（見学は９：20、
10：45、12：45、
14：10）
休み：土曜・日曜・祝日、
ゴールデンウイーク、旧
盆、年末年始

〒066-0051
千歳市泉沢1007-53
0123-28-3888
https://www.kikkoman.co.jp/e
njoys/factory/hokkaido/index.
html

要相談

21 ② 石狩管内 千歳市 カルビー千歳工場 ポテトチップスの製造工程の紹介や製品を展示する施設 ・工場見学

９：30～17：00
（見学は９：30、
11：00、13：30）
休み：土曜・日曜・祝日、
ゴールデンウイーク、お
盆、年末年始

〒066-8567
千歳市北信濃779－４
0123-26-3822
https://www.calbee.co.jp/fact
ory/chitose/

要相談

22 ② 石狩管内 千歳市 岩塚製菓千歳工場
黒まめせんべいや江戸揚げなどの製造工程の見学や、おせんべい
ができるまでのビデオ上映、おせんべいの試食ができる施設

・工場見学
９：00～11：00
13：00～15：00

〒066-0051
千歳市泉沢1007-177
0123-28-4101
http://www.iwatsukaseika.co.j
p/index.shtml

要相談

23 ① 石狩管内 恵庭市 恵庭市郷土資料館
国指定史跡カリンバ遺跡出土資料をはじめとする埋蔵文化財、明治
期の開拓から昭和に至るまでの生活用具、農林業関係資料を展示す
る施設

・施設の見学 ９：30～17：00

〒061-1375
恵庭市南島松157－２
0123-37-1288
http://www.city.eniwa.hokkaid
o.jp/www/contents/13702350
87612/index.html

90名

24 ① 石狩管内 石狩市 はまます郷土資料館
明治32年に建てられた旧白鳥家の鰊建網漁場の番屋を郷土資料館
として復元した施設（石狩市指定文化財）

・鰊漁に使われた漁具をはじめと
する、先人の知恵や技術を伝える
資料の見学

10：00～16：00
５月１日～10月31日まで
火曜休館

〒061-3101
石狩市浜益区浜益77番地１
0133-79-2402
http://www.city.ishikari.hokkai
do.jp/site/sightseeing-
guide/1618.html

要相談

25 ① 石狩管内 石狩市 川の博物館
川の歴史や治水事業などに関する映像、パネルの展示等、身近な川
について、わかりやすく解説する石狩川治水資料館

・「見る」「触れる」「遊ぶ」といった
体験
・施設の見学

10：00～15：00
５月～１0月
（事前予約制）

〒061-3244
石狩市新港南１丁目28-24
011-581-3207（札幌河川事務
所）
http://www.city.ishikari.hokkai
do.jp/site/sightseeing-
guide/1618.html

要相談



26 ① 後志管内 余市町
国指定史跡
旧余市福原漁場

ニシン漁で栄えた頃の歴史的建造物
・モッコ背負い
・施設内見学

９：00～16：30
休館日：毎週月曜日と祝
祭日の翌日（月曜日が
祝日の場合は開館）
（12月中旬～４月上旬
冬期休館）

〒046-0021
余市町浜中町150-1
0135-22-5600

100名

27 ① 後志管内 余市町
国指定史跡
重要文化財
旧下ヨイチ運上家

道内で唯一現存する江戸時代の運上家の建物 ・施設の見学

９：00～16：30
休館日：毎週月曜日と祝
祭日の翌日（月曜日が
祝日の場合は開館）（12
月中旬～４月上旬　冬
期間閉館）

〒046-0011
余市町入船町10
0135-23-5915

50名

28 ① 後志管内 余市町
国指定史跡
フゴッペ洞窟

続縄文時代における日本最大の岩面刻画群
・施設の見学
・実物大レプリカをさわりながら見
られる体験等

９：00～16：30
休館日：毎週月曜日と祝
祭日の翌日（月曜日が
祝日の場合は開館）（12
月中旬～４月上旬　冬
期間閉館）

〒046-0011
余市町栄町87
0135-22-6170

50名

29 ① 後志管内 神恵内村 神恵内村日本郷土玩具館 日本全国の郷土玩具約3000点を展示する施設 ・施設の見学

10：00～16：00
休館日：毎週火曜日（祝
日の場合は翌日）
（10月末～４月下旬　閉
館）

〒045-0301
古宇郡神恵内村大字珊内村
256
0135-77-6577

30名

30 ① 後志管内 泊村 鰊御殿とまり 鰊漁の盛んだった頃の番屋の再現と、当時の資料を展示する資料館 ・施設の見学

９：30～16：30
休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の時は、
その翌日）
（11月中旬～４月中旬）

〒045-0203
古宇郡泊村大字泊村59-1
0135-75-2849

規定なし

31 ① 後志管内 岩内町 岩内町郷土館
縄文時代の石器や開拓時代からの漁業などの資料、岩内と関わりの
ある作家の資料を展示する施設

・施設の見学
・岩内の郷土に関する講演会

９：00～17：00
休館日：毎週月曜日（月
曜日が祝日の場合は翌
日が休館日）（12月～３
月　冬季休館）

〒045-0022
岩内郡岩内町字清住5-3
TEL FAX:0135-62-8020
http://www.iwanaikyoudokan.c
om/

規定なし

32 ① 後志管内 共和町 かかし古里館
農協にかかわった先人達の開拓や生活文化の歴史などを紹介する
施設（旧幌似小の開校当時の校舎を復元）

・施設の見学

10：00～16：00
（入館は15：30まで）
休館日：毎週月曜日・祝
祭日の翌日・年末年始

〒048-2202
岩内郡共和町南幌似103番地
13
0135-73-2617

規定なし

33 ① 後志管内 倶知安町 倶知安風土館 ニセコ山系と羊蹄山の自然と歴史の研究と紹介を目的にした施設
・施設の見学
・体験学習

９：00～17：00
(入館は16：30まで）
休館日：毎週火曜日・年
末年始・展示替え期間
不定休（火曜日が祝日と
なった場合は翌日休館）

〒044-0006
虻田郡倶知安町北6条東7丁
目
0136-22-6631
http://www.town.kutchan.hok
kaido.jp/town/somoa/index.js
p

100名

34 ① 後志管内 京極町 ふきだし公園 自然と羊蹄山とで作り出す水が絶え間なく湧き出る公園 ・ふきだし湧水の見学
24時間使用可能
（22時　園内消灯）

〒044-0131
虻田郡京極町川西45
TEL　0136-42-2111
FAX　0136-42-3155

規定無し



35 ② 後志管内 小樽市 小樽大正硝子館 硝子作品製作体験ができる施設 ・硝子作品製作体験
通年９：00～19：00
（夏季９：00～21：00）

〒047-0031
小樽市色内1-1-5～8
0134-32-5101

1名～
グループ

36 ① 胆振管内 洞爺湖町
洞爺湖ビジターセン
ター・火山科学館

噴火の歴史を学べるシアターと、噴石などの展示で火山を体感できる
施設

・防災教育
・火山、自然環境学習

９：00～17：00

〒049－5721
洞爺湖町洞爺湖温泉142‐5
0142‐75‐2555
http://toyako-vc.jp/volcano/

プログラ
ムによる

37 ① 胆振管内 洞爺湖町
北海道洞爺湖
サミット記念館

2008年開催の北海道洞爺湖サミットのパネルや実際に使われた円卓
を展示する施設

・国際理解
・自然環境学習

９：00～17：00

〒049－5721
洞爺湖町洞爺湖温泉142
0142‐75‐4400
http://www.town.toyako.hokka
ido.jp/01_kankou-info
/0104_geijyutu-bunnka.jsp

100名

38 ② 胆振管内 洞爺湖町
洞爺体験学習館
（サイロ展望台）

バターやいももち作りなどの体験ができる施設
・体験学習
・食育体験

９：00～17：00

〒049－5832
洞爺湖町成香3‐5
0142‐87‐2221
http://taikengakushu.com

プログラ
ムによる

39 ① 胆振管内 洞爺湖町
史跡入江･高砂貝塚
（入江・高砂貝塚館）

縄文時代の貝塚を伴う遺跡（竪穴住居跡、墓も発見）
・史跡体験学習
・学芸員やガイドによる解説
・勾玉づくり

９：00～17：00
月曜休館
12～3月閉館

〒049－5605
洞爺湖町高砂町44
0142‐76‐5802
http://www.town.toyako.hokka
ido.jp/iritaka/index.html

100名

40 ② 胆振管内 壮瞥町 そうべつ情報館ｉ(ｱｲ)
洞爺湖有珠山ジオパークのジオサイトとして、火山資料等を展示する
施設

・地域の農産物・加工品等の紹介・
販売
・ジオパークに関する展示、学習

9:00-17:30
(4/1～11/15)
9:00-17:00
(11/16-3/31)
11月16日～3月31日の
期間は火曜休

〒052-0101
壮瞥町字滝之町384-1
壮瞥町商工観光課
TEL:0142-66-4200
FAX:0142-66-2800
http://www.town.sobetsu.lg.jp
/kanko/

1名～

41 ① 胆振管内 白老町 アイヌ民族博物館 チセ（当時の住居）をかたどったアイヌ民族に関する専門の博物館
・トンコリ演奏体験、ムックリ製作・
演奏体験、伝統料理試食体験、ア
イヌ文様彫刻・刺繍体験

８：45～17：00

〒059－0902
白老町若草町2－3－4
0144－82－3914
http://www.ainu-museum.or.jp

450名

42 ① 胆振管内 白老町 仙台藩元陣屋資料館

江戸末期に仙台藩より派遣された藩士たちが構築した、白老仙台藩
陣屋跡（国指定史跡）に隣接する資料館。1856年～1868年の12年間
にわたる諸外国の進出に備えた藩士たちの足跡などを関連史料と共
に紹介している。

・歴史学習
・施設見学
・レプリカ甲冑の試着体験

9時30分～16時30分
月曜日および12月29日
～1月3日は休館

〒059-0912
白老町陣屋町681-4
0144-85-2666
http://www.town.shiraoi.hokka
ido.jp/bunya/jinya/

要相談
(20名程

度の班行
動)

43 ① 胆振管内 むかわ町 町立穂別博物館
むかわ町穂別地域から産出した恐竜「むかわ竜」のほか、クビナガ
リュウ、モササウルスなどの白亜紀の化石を中心に展示・紹介する博
物館

・施設の見学 ９：00〜16：30

〒054-0211
むかわ町穂別８０番地６
0145-45-3141
http://www.town.mukawa.lg.jp
/1908.htm

見学しや
すいのは
一度に40
名程度ま
で



44 ① 胆振管内 苫小牧市 苫小牧市美術博物館 人文、自然史等を有する博物館に、美術館機能を併せ持つ複合施設 ・施設の見学 ９：30～17：00

〒053-0011
苫小牧市末広町3-9-7
0144-35-2550
http://www.city.tomakomai.ho
kkaido.jp/hakubutukan/index.h
tml

100名

45 ① 胆振管内 苫小牧市 苫小牧市科学センター 展示室・ミール展示館・プラネタリウムを有する施設 ・施設の見学 ９：30～17：00

〒053-0018
苫小牧市旭町3-1-12
0144-33-9158
http://www.city.tomakomai.ho
kkaido.jp/kagaku/index.htm

100名

46 ① 胆振管内 伊達市 北黄金貝塚公園
自然の景観を生かした公園、発掘品や写真パネルなどの貝塚情報セ
ンター

・縄文体験学習
９：00～17：00
開園期間
4月1日～11月30日

〒059－0272
伊達市北黄金町７５
0142-24-2122

400名

47 ① 胆振管内 登別市 登別市郷土資料館
昔の生活道具や北海道への武士の移住などについて学ぶことのでき
る施設

・見学、ガイド
10：00～17：00
月曜休館
※11～３月は16時まで

〒059－016
登別市片倉町6丁目27
0143‐88‐1339
http://www.city.noboribetsu.lg
.jp/docs/2018052300045/

40名

48 ① 胆振管内 登別市
のぼりべつ文化交流
館カント・レラ

遺跡や考古学などについて学ぶことのできる施設
・縄文文化の道具の見学
・縄文体験学習（まが玉など）

10：00～17：00
月曜休館
※11～３月は休館

〒059-0551
登別市登別温泉町123-1
0143‐84‐2069
http://www.noboribetsu.ed.jp/
~iinkai/no_04_social_education
/kantorera/top/top.htm

50名

49 ① 胆振管内 登別市
知里幸恵　銀のしずく
記念館

『アイヌ神謡集』の著者・知里幸恵の生涯と業績について学ぶことの
できる施設

・見学、ガイド

９：30～16：30
火曜休館
※12月20日～２月末は
休館

〒059－0465
登別市登別本町2丁目34-7
0143-83-5666
https://www.ginnoshizuku.co
m

40名

50 ① 日高管内 日高町
日高町立日高図書館
郷土資料館

旧日高町の郷土資料を展示する郷土資料館と、図書館が併設されて
いる施設

・施設の見学 10：00～17：00

〒055-2301
沙流郡日高町本町東1丁目
297-29
01457-6-2469

人数制限
なし

51 ① 日高管内 日高町
日高町立日高山脈博
物館

日高山脈の地質や岩石を展示する博物館

・野外地質観察（案内解説）
・石ころ図鑑作成
・アンモナイトレプリカづくり
・石磨き体験　など

４月～10月
10：00～17：00
11月～３月
10：00～15：00

〒055-2301
沙流郡日高町本町東１丁目
297-12
01457-6-9033
http://www.town.hidaka.hokka
ido.jp/hmc/

30名

52 ② 日高管内 日高町 北海道日高乳業㈱
日高各地から集められた生乳をその場で加工、製品づくりを行ってい
る工場

・工場見学
月～金
９：00～14：00の
うちの60分間

〒055-0004
沙流郡日高町富川東２丁目
920
01456-2-1071
http://www.hidaka-milk.co.jp/

５～30名



53 ① 日高管内 平取町
平取町立二風谷アイ
ヌ文化博物館

アイヌ民族の伝統的な生活文化に関する標本資料を展示・収蔵して
いる博物館

・講話（民族、文化、人権、口承文
芸
　等）
・アイヌ文様の木彫りや刺繍
・ムックリ制作
・アイヌ古式舞踊体験
・ムックリ演奏体験

９：00～17：00
（入館16：30まで）

〒055-0101
沙流郡平取町字二風谷55番
地
01457-2-2892
http://www.town.biratori.hokk
aido.jp/biratori/nibutani/

400名

54 ① 日高管内 新冠町 新冠町レ・コード館 100万枚のレコードを収蔵しているほか、蓄音機などを展示する施設
・レコードに関する博物館の見学
・レコードの視聴

10：00～17：00

〒059-2402
新冠郡新冠町字中央町１－４
0146-45-7883
http://www.niikappu.jp/record
o/

要相談

55 ① 日高管内 新冠町
太陽の森　ディマシオ
美術館

廃校となった小学校を再利用し、幻想画家ジェラール・ディマシオの油
彩画を常時展示している美術館

・美術館の見学

４～１１月
９：30～16：30
木・金・土・日・祝日のみ
営業

〒059-2343
新冠郡新冠町字太陽204－５
0146-45-3312
http://www.dimaccio-
museum.jp/

要相談

56 ① 日高管内 新ひだか町 アイヌ民俗資料館
アイヌ民族の伝統的な生活文化に関する標本資料を展示・収蔵して
いる資料館

・アイヌ民族の伝統的な生活文化
に関する標本資料等の見学

５月１日～1１月30日
９：00～17：00
月曜日及び祝日の翌日
休館

〒056-0011
日高郡新ひだか町静内真歌７
－１
0146-43-3094

30名

57 ② 日高管内 様似町 様似郷土館 考古資料・民具などを展示し、様似町の歴史を紹介している施設 ・見学 10：00～１6：30

〒058-0024
様似郡様似町会所町１番地
連絡先：0146-36-3335
（様似町郷土館）

30名

58 ① 日高管内 様似町
アポイ岳ジオパーク
各サイト
（様似町内）

アポイ岳など地球のダイナミックな動きによって生まれた地形・地質
や、そのうえで育まれた自然等を実感しながら学ぶことができる施設
テーマや時間等によってコース選択が可能

ガイドを必要とする場合は、ガイド料が必要
（コース・時間・人数等により料金設定が異なる。）

・見学

ガイドの対応時間
（基本的には９：00～17：
00
ただし、登山ガイドは要
相談）

〒058-8501
様似郡様似町大通１丁目21番
地
0146-36-2120
httpｓ://wwwａｐｏｉ-ｇｅｏｐａｒ
ｋ.jp

要相談

59 ② 日高管内 様似町
アポイ岳ジオパーク
ビジターセンター

アポイ岳ジオパーク（様似町）内の産業を始め、地質や自然、歴史等
を学ぶことができる施設

・見学
・宝石探し等ミニ体験コーナー

９：00～17：00
開館期間：４月～11月
（12月～３月は要相談）

〒058-0004
様似郡様似町字平宇479番地
の７
0146-36-3601
httpｓ://wwwａｐｏｉ-ｇｅｏｐａｒ
ｋ.jp

要相談

60 ② 日高管内 えりも町 襟裳岬「風の館」 えりもの風を体験できる施設
・えりも風体験
・ゼニガタアザラシウォッチング

９～11月､３～４月
９：00～17：00
５～８月
９：00～18：00
※12～２月は休館

〒058-0343
幌泉郡えりも町字東洋366番
地の３
01466-３－1133
http://www.town.erimo.lg.jp/k
aze/

100名



61 ① 日高管内 えりも町
郷土資料館「ほろい
ずみ」「水産の館」

えりも町の歴史や文化等を総合的に紹介している他に、コンブの生態
や磯の生物なども学習できる施設

・施設の見学 ９：00～17：00

〒058-0203
幌泉郡えりも町字新浜207番
地
01466-２－2410
http://www.town.erimo.lg.jp/h
oroizumi/

50名

62 ① 日高管内 えりも町

国指定文化財　名勝
ピリカノカ
（襟裳岬／ｵﾝﾈｴﾝﾙ
ﾑ）

平成22年（2010）８月に国指定名勝、アイヌの聖地的な場所の一つと
して指定された景勝地

・見学
ガイドの対応時間
（９：00～17：00）

〒058-0203
幌泉郡えりも町字新浜207番
地
01466-２－2410
http://educ.erimo.hokkaido.jp/
pirkanoka/index.html

50名
(ｶﾞｲﾄﾞが
必要な場

合)

63 ① 渡島管内 松前町 松前城資料館 国指定史跡福山城（松前城）に隣接している資料館 ・施設の見学 ９：00～17：00
〒049-1511
松前郡松前町字松城144番地
0139-42-2216

50名

64 ① 渡島管内 福島町 青函トンネル記念館
青函トンネル工事の工事記録や技術情報、設備重機を展示する資料
館

・施設の見学
９：00～17：00
（11月～３月休館）

〒049-1392
松前郡福島町字福島820
福島町観光協会
0139-47-3004
http://www.town.fukushima.ho
kkaido.jp/kanko/miru/

200名

65 ① 渡島管内 福島町
横綱千代の山・千代
の富士記念館

横綱千代の山・千代の富士の所蔵品を展示する資料館 ・施設の見学
９：00～17：00
（11月～３月休館）

〒049-1392
松前郡福島町字福島820
福島町観光協会
0139-47-3004
http://www.town.fukushima.ho
kkaido.jp/kanko/miru/

200名

66 ① 渡島管内 福島町
チロップ館（郷土資料
館）

民具や昔のおもちゃ・家電や食器などの他に福島町館崎遺跡の土器
を展示する資料館

・施設の見学

平日
10：00～15：00

土･日･祝日
10：00～16：00
（12月～２月中旬休館）

〒049-1392
松前郡福島町字福島820
福島町教育委員会
0139-47-3675
http://www.town.fukushima.ho
kkaido.jp/kanko/miru/

120名

67 ② 渡島管内 知内町 知内町郷土資料館 知内町の歴史や産業を中心に、資料や標本を展示する資料館
・施設の見学
・昔の遊びや民具体験
・琥珀の垂飾づくり

10：00～16：30
〒049-1103
上磯郡知内町字重内31-47
01392－５－5066

30名

68 ① 渡島管内 木古内町
木古内町郷土資料館
「いかりん館」

咸臨丸のものと推定されるイカリや町の歴史を知る貴重な資料を展
示
また、鉄道資料室には、鉄道に関する用具や記念乗車券、制服など、
数多く展示する資料館

・施設の見学（ガイド付）
・テーマに沿ったミニ講演可

９：00～16：00
〒049-0422
上磯郡木古内町鶴岡74-1
01392-２－4366

40名



69 ① 渡島管内 北斗市 北斗市郷土資料館
旧石器時代～続縄文時代、中世～明治期・現代までの資料を展示し
ている資料館

・施設の見学 ９：00～17：00

〒041-1201
北斗市本町１丁目１番１号
北斗市総合分庁舎内
0138-77-8811
http://www.city.hokuto.hokkid
o.jp/institution/shisetsu/kyod
oshiryokan/

制限なし

70 ② 渡島管内 北斗市 谷観光農場

きじひき高原の麓で新函館北斗駅から車で10分のところにあり、農場
の広大な敷地（東京ドーム３個分）では、６月中旬から９月下旬まで、
いちごやさくらんぼ、トウモロコシ、じゃがいもなど北海道の旬の野菜
や果物が味わえる農場

・収穫体験
10：00～16：00（６月中旬
～10月中旬）

〒041-1231
北斗市向野144
0138-77-6843

要相談

71 ① 渡島管内 北斗市
きじひき高原パノラマ
展望台

北海道新幹線新函館北斗駅から車で15分のところにあり、津軽海峡
から函館山、大沼、駒ケ岳などの函館観光圏の絶景を一望できるほ
か、平野部に巨大な弧を描く北海道新幹線の高架橋も見ることができ
る展望台

・施設の見学
８：30～20：00（４月下旬
～10月31日）

〒041-1244
北斗市村山174番地
問い合わせ先：北斗市役所観
光課0138-73-3111

100名

72 ① 渡島管内 北斗市
燈台の聖母トラピスト
修道院

1896（明治29）年創設された日本最初のシトー会トラピスト修道院。男
性しか入られない修道院であるが、女性の方も参加可能で、歴史や
修道院の過ごし方が学べる修道院

・施設の見学
14：00～15:00（水曜日、
金曜日）

〒049-0283
北斗市三ツ石392
問い合わせ先：北斗市役所観
光課0138-73-3111

40名（立
ち見を含
むと最大
60名）

73 ② 渡島管内 北斗市 ㈱三豊
イカ製品などを扱う水産加工食品の製造販売メーカーで、北海道新
幹線開業にあわせて、新幹線ＰＲ商品を多数製造している工場 ・工場見学

９：00～16：00（所要時間
15分～45分）
※日祝日はお休み

〒049-0101
北斗市追分４丁目２－８
0138-73-5501

20名程度
まで（※
人数が多
い場合は
班編成）

74 ② 渡島管内 北斗市 トナミ食品工業㈱
水産が盛んな函館観光圏ならではのいかそうめんをはじめ、さまざま
な水産加工品を製造している工場

・工場見学
９：00～16：00（所要時間
15分～45分）　　 ※日祝
日はお休み

〒049-0101
北斗市追分４丁目６－８
0138-48-2468

20名程度
まで（※
人数が多
い場合は
班編成）

75 ② 渡島管内 北斗市 北海道新聞社
新聞製作業務が学べるよう、夕刊印刷時間帯の輪転機の公開やビデ
オによる会社紹介などを行う工場

・工場見学

午前の部　11：10～　午
後の部　13：15～　（所
要時間60分程度）
 ※土日祝日はお休み
 ※冬季は開始時間が
15分早まります

〒041-1215
北斗市萩野33-69
0138-84-5194

70名程度
まで（椅
子を使用
しない場
合、100名
まで対応
可能）

76 ② 渡島管内 北斗市
貝鮮焼北斗フィッシャ
リー

北海道北斗市の特産「ほっき貝」の生態と漁法を学び、その場でほっ
き貝を剥いてＢＢＱ、オプションで地引網体験も出来る施設

・お魚博士の貝生態講座
・地引網体験

14：00以降で要相談
（所要時間　講話45分、
BBQ60分）
 ※大型連休、お盆、土
日祝日は不可

〒049-0161
北斗市飯生１丁目13-29
0138-73-0700

60名程度
まで



77 ① 渡島管内 七飯町 七飯町歴史館
明治期に設置された開拓使の試験農場「七重官園」をジオラマや映
像機器で紹介する資料館

・施設の見学
・石臼など民具の体験

９：00～17：00

〒041-1193
亀田郡七飯町本町６丁目１-３
0138－66－2181
http://www2.town.nanae.hokk
aido.jp/rekisikan/index.html

30名

78 ① 渡島管内 長万部町
長万部町民センター
（鉄道村・郷土資料
室）

鉄道の町として栄えた当時の資料や民俗文化財、埋蔵文化財等を展
示する資料館

・施設の見学 10：00～16：00
〒049-3521
山越郡長万部町字長万部413
番地12

30名

79 ① 渡島管内 函館市 市立函館博物館 函館に関する歴史や民族、自然科学等に関する資料を展示する資料 ・施設の見学 ９：00～16：30

〒040-0044
函館市青柳町17-1
0138－23－5480
http://www.city.hakodate.hok
kaido.jp/board_of_edu/.../muse
um/

制限なし

80 ① 渡島管内 函館市 道立函館美術館 絵画、近代彫刻などを展示する資料館 ・美術作品鑑賞 ９：30～17：00

040－0001
函館市五稜郭町37-6
0138－56－6311
http://www.dokyoi.pref.hokkai
do.lg.jp/hk/hbj/

制限なし

81 ② 渡島管内 函館市
函館市縄文文化交流
センター

縄文遺跡から出土した様々な土器や石器等を展示する資料館
・展示品見学
・遺跡見学
・アンギン編み等の体験

９：00～17：00

〒041－1613
函館市臼尻町551-1
0138－25－2030
http://www.hice.jp/

制限なし

82 ① 渡島管内 函館市 函館市北洋資料館 函館の重要産業であった北洋漁業に関する資料を展示する資料館 ・施設の見学

【４月～10月】
９：00～19：00
【11月～３月】
９：00～17：00

〒040－0001
函館市五稜郭町37-８
0138－55－3455
http://www.zaidan-
hakodate.com/gjh/hokuyo/

制限なし

83 ① 渡島管内 函館市 函館市文学館
石川啄木をはじめとする函館ゆかりの作家たちの自筆資料や作品、
遺愛の品々を展示する資料館

・施設の見学

【４月～10月】
９：00～19：00
【11月～３月】
９：00～17：00

〒040－0053
函館市末広町22－５
0138－22－9014
http://www.zaidan-
hakodate.com/bungakukan/

制限なし

84 ① 檜山管内 江差町 開陽丸 青少年センター 開陽丸に関わる歴史や、引き揚げ遺物を展示する施設
・施設の見学
・地域の文化歴史等を学習

９：00～17：00

〒043-0041
檜山郡江差町字姥神町1-10
0139-52-5522
http://www.kaiyou-
maru.com/

要相談

85 ① 檜山管内 江差町 江差追分会館 江差追分をはじめ、江差に伝わる数多くの郷土芸能を紹介する施設
・施設の見学
・地域の文化歴史等を学習

９：00～17：00

〒043-0034
檜山郡江差町字中歌町193-3
0139-52-0920
http://esashi-
oiwake.com/esashioiwake-
kaikan

要相談



86 ① 檜山管内 江差町
旧中村家住宅
（国指定重要文化
財）

ニシン漁で栄えた江差を今に伝える歴史的建造物 ・地域の文化歴史等を学習 ９：00～17：00

〒043-0034
檜山郡江差町字中歌町22
0139-52-1617
http://www.hokkaido-
esashi.jp/kankou/nakamurake
/top.htm

要相談

87 ① 檜山管内 江差町
旧檜山爾志郡役所
江差町郷土資料館

明治20年、北海道庁の出先機関である郡役所と警察署の業務を執り
行なう建物として建造（江差町郷土資料館としても活用）

・地域の文化歴史等を学習
９：00～17：00
12/31～3/31休館

〒043-0034
檜山郡江差町字中歌町112
0139-54-2188
http://www.hokkaido-
esashi.jp/museum/top.htm

要相談

88 ① 檜山管内 上ノ国町 旧笹浪家住宅
上ノ国で代々鰊（ニシン）漁などを営んできた旧家の一つで、北海道
に現存する民家では最古の部類

・昔の漁家の生活を学ぶ
※ぞうきんがけ体験　メンコ、お手
玉など昔の遊び体験もあり

４月第４土曜日～11月
第２日曜10：00から16：
00まで

〒049-0611
檜山郡上ノ国町字大留100
0139-55-2230
上ノ国町教育委員会
http://www.town.kaminokuni.l
g.jp/hotnews/detail/00000385
.html

50名

89 ① 檜山管内 上ノ国町
勝山館跡ガイダンス
施設

史跡勝山館跡の全体模型や火葬墓・土葬墓のレプリカ、アイヌの墓
のレプリカなどを展示する施設

・施設の見学
４月第４土曜日～11月
第２日曜10：00から16：
00まで

〒049-0611
檜山郡上ノ国町字大留100
0139-55-2230
上ノ国町教育委員会
http://www.town.kaminokuni.l
g.jp/hotnews/detail/00000391
.html

50名

90 ① 檜山管内 上ノ国町 勝山館跡
後の松前氏の祖である武田信広が、15世紀後半に築いた山城（自然
の地形を生かした城）

・復元された橋や柵列、整備された
建物跡や井戸跡などの見学

８：30～17：15

〒049-0611
檜山郡上ノ国町字大留100
0139-55-2230
上ノ国町教育委員会
http://www.town.kaminokuni.l
g.jp/hotnews/detail/00000392
.html

50名

91 ① 檜山管内 厚沢部町 厚沢部町郷土資料館
国指定史跡松前氏城跡館城跡に関する資料や厚沢部町の歴史に関
する資料を展示する施設

・施設の見学 ９：00～17：00

〒043-1113
北海道檜山郡厚沢部町新町
234-1
厚沢部郷土資料館0139-64-
3436

50名

92 ① 檜山管内 厚沢部町 土橋自然観察教育林
自生北限となるヒノキアスナロや自生南限となるトドマツなど約560種
の植物が生息し、四季を通じて、様々な生き物を観察することができ
る林

・森林展示館で昆虫の標本や植物
の写真を見学
・遊歩道を散策

８：30～17：00

〒043-1114
北海道檜山郡厚沢部町緑町
18-1
森林展示館0139-67-2463
http://www.town.assabu.lg.jp/
modules/autocamp/content0
002.html

50名

93 ① 檜山管内 奥尻町 奥尻島津波館
平成５年北海道南西沖地震最大の被災地として、災害の様子を伝え
る施設

・平成５年北海道南西沖地震及び
奥尻島の歴史についての学習

９：00～17：15
11/16～4/14休館

〒043-1521
奥尻郡奥尻町字青苗36番地
01397-３－1811

定めなし

94 ① 檜山管内 今金町 ピリカ旧石器文化館
国指定史跡ピリカ遺跡の歴史的意義を出土品の展示や解説パネル、
映像等で解説し、文化財に対する正しい理解と知識を広めながら、貴
重な文化遺産として後世に伝える施設

・施設の見学
・体験学習（各種アクセサリー、石
器等）

９：30～16：30
（毎週月曜、祝日の翌日
は休館）
12/1～3/31休館

〒049－4151
瀬棚郡今金町字美利河228-1
0137－83－2477
http://www.town.imakane.lg.jp
/pirika/cat629/post.html

定めなし
（体験は
40名ま
で）

95 ① 上川管内 当麻町 当麻鐘乳洞 鍾乳石など自然が造り出した地質等の営みを観察できる施設 ・施設見学、地質の歴史を学習
４月下旬～10月下旬
９：00～17：00

〒078-1341
上川郡当麻町開明４区
0166-84-3719
http://www.densukesan.net/h
tml/f-ryuta.htm

150名



96 ① 上川管内 上川町 層雲峡ビジターセンター
大雪山国立公園の自然や歴史等をハイビジョン映像で見ることがで
きる施設

・ビデオ、スライド上映
・クラフト教室

６月～10月
８：00～17：30
11月～５月
９：00～17：00

〒078-1701
上川郡上川町字層雲峡
01658-９-4400
http://sounkyovc.net/

20～30名

97 ① 上川管内 上川町 層雲峡・大雪山写真ミュージアム
大雪山写真の第一人者、写真家・市根井孝悦の写真館
総面積1,570㎡ものミュージアムは日本最大級の規模

・施設の見学（申し込みに応じて解
説有り）

5月1日～10月31日（9：
00～17：00）

〒078-1701
上川郡上川町字層雲峡
01658-５-3415
http://museum.sounkyo-
daisetsu.jp//

30～40名

98 ① 上川管内 上川町 郷土資料館「ふる里たいせつ館」
上川町開拓の歴史資料や、遺跡・自然・文化に関する資料など7000
点余りの郷土資料を展示する施設

・施設の見学（申し込みに応じて解
説有り）

５月～10月
９：00～16：00
11月～４月
10：00～16：00

〒078-1733
上川郡上川町栄町49番地6

30～40名

99 ① 上川管内 美瑛町
十勝岳火山砂防情報
センター

火山噴火の立体映像の上映やパネル展示などで学ぶことができる施
設

・施設の見学

５月～10月
８：30～17：00
11月～４月
10：00～16：00

〒071-0235
美瑛町字白金
0166-94-3301
https://www.hkd.mlit.go.jp/as
/tisui/ho928l0000000y23.html

100名

100 ① 上川管内 中川町
中川町エコミュージア
ムセンター

アンモナイトの化石やクビナカガリュウの復元骨格等が展示されてお
り、化石にまつわる体験活動、研修活動を行うことができる施設

・施設見学
・研修活動
・地層観察教室（８月頃）
・森の学校（８月頃）

９：30～16：30
休館日：
４月中旬～11月中旬
　月曜日(月曜祝日な
　ら火曜休館)
11月中旬～４月中旬
　土・日曜・祝日
　年末年始

〒098-2626
中川郡中川町字安川28－９
TEL：01656－８－5133
FAX：01656－８－5134
http://city.hokkai.or.jp/~kubin
aga/index.html

55名
（宿泊施

設）

101 ① 上川管内 名寄市 名寄市北国博物館 名寄の自然と歴史をテーマとした展示を見学できる施設
・施設の見学
・スノーシュー体験

９：00～17：00

〒096-0063
名寄市字緑丘222番地
01654－３－2575
http://www.city.nayoro.lg.jp/w
ww/contents/1250045963314
/index.html

20名
(ｽﾉｰｼｭｰ

体験)

102 ① 上川管内 富良野市 富良野市博物館 富良野市の自然・歴史・文化に関する資料を展示・紹介する施設 ・施設の見学
９：00～17：00
月曜及び年末年始休館

〒079-1582
富良野市山部東21線12番地
http://furano.sub.jp/

要相談

103 ① 上川管内 旭川市 旭川兵村記念館 東旭川兵村の開拓の歴史を農具、生活用品等により紹介する施設
・施設の見学（申し込みに応じて解
説有り）

９：00～16：30
冬期休館

〒078-8261
旭川市東旭川南１条６丁目３-
26
0166-36-2323
http://a-heison.sakura.ne.jp/

100名

104 ① 上川管内 旭川市 神居古潭竪穴住居遺跡
擦文時代中期(９世紀後半～12世紀)の家の跡が現在もくぼみ状に残
る遺跡がある施設（北海道指定史跡「神居古潭竪穴住居遺跡」）

・施設の見学
年中無休・時間制限なし
※ただし冬期間の除雪
は行っていない

〒070-0036
旭川市6条通8丁目 セントラル
旭川ビル7階
旭川市教育委員会文化振興
課
0166-25-7558
http://outwww.intra.city.asahi
kawa.hokkaido.jp/kurashi/329
/348/353/p000162.html

野外のた
め定員は
ない

105 ① 上川管内 旭川市 旭川市科学館 様々な科学に関する理解を深める施設
・常設展示、プラネタリウム、天文
台、低温実験、その他各種実験や
サイエンスショーなど

９：30～17：00
入館は16:30まで
休館日：月曜日（月曜日
が休日の場合はその翌
日）、月末の平日及び年
末・年始

〒078-8391
旭川市宮前１条３丁目
0166-31-3186
http://www.city.asahikawa.hok
kaido.jp/science/index.html

メニュー
により異
なる



106 ① 上川管内 旭川市 旭川市博物館 旧石器時代から縄文時代の歴史と文化、アイヌの人たちの歴史・文
化などについて、実物の資料を見学しながら学ぶことができる施設

・解説（アイヌ解説，屯田兵解説な
ど）
・体験（むかしの道具体験、アイヌ
関連体験(文様切抜体験）
・調べ学習（アイヌの衣食住　等）

９：00～17：00
入館は16:30まで
休館日：10月～翌年５月
の第２・第４月曜日（その
日が休日の場合はその
翌日）及び年末・年始

〒070-8003
旭川市神楽３条７丁目旭川市
大雪クリスタルホール内
0166-69-2004
http://www.city.asahikawa.hok
kaido.jp/hakubutukan/index.ht
ml

体験内容
により異

なる

107 ① 上川管内 旭川市 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

旭川ゆかりの彫刻家、中原悌二郎を記念した彫刻専門の美術館で日
本の近現代彫刻史を一望することができる施設
美術館として活用している建物「旧旭川偕行社」は、北海道における
洋風の本格的クラブ建築として特徴を持ち、意匠も優れていることか
ら国の重要文化財に指定

・施設の見学
・展示解説

９:00～17:00

〒070-0875
旭川市春光５条７丁目
0166-46-6277
http://www.city.asahikawa.hok
kaido.jp/kurashi/329/348/358
/index.html

80名

108 ② 留萌管内 留萌市 留萌市地方卸売市場 留萌で漁獲された海産物のセリを行う施設 ・セリ、市場見学

一般開放無
事前申込された時のみ
見学可能
※セリ行為
8：30～9：00程度

申込先
〒077-8601
留萌市農林水産課
留萌市幸町1丁目11番地
0164-42-1837

要相談

109 ② 留萌管内 留萌市 海のふるさと館 留萌の歴史を道具や映像・レプリカ等によって再現した施設 ・昔の暮らしの調べ学習
９：00～18：00
（4月下旬～10月中旬の
み）

〒060－8544
北海道留萌市大町2丁目3-1
0164-43-6677

50名程度

110 ① 留萌管内 増毛町 旧商家丸一本間家 明治35年に完成した商家丸一本間の建築群
・昔の暮らしの調べ学習
（明治時代の商人）

10:00～17:00
(4月下旬～11月上旬)

〒077－0205
北海道増毛郡増毛町弁天町１
丁目27番地
0164-53-1511

50名程度

111 ① 留萌管内 苫前町 苫前町郷土資料館 農林漁業道具や生活用具などの資料を展示する施設
・施設の見学
・昔の暮らしの調べ学習

5/1～10/31
10:00～17:00
（共通、月休）
※月曜日が祝日の場
合、翌日休館

苫前町字苫前393
問合せ：苫前町公民館
0164-65-4076

60名程度

112 ① 留萌管内 苫前町
苫前町考古資料館
古代の里　復元住居

旧石器時代から縄文時代、擦文時代に至る資料や解説パネルを展
示する施設

・古代の暮らしの調べ学習・体験

5/1～10/31
10:00～17:00
（共通、月休）
※月曜日が祝日の場
合、翌日休館

苫前町字苫前393
問合せ：苫前町公民館
0164-65-4076

60名程度

113 ① 留萌管内 羽幌町 羽幌町郷土資料館
羽幌町の歴史、芸術、民俗、産業及び自然科学等に関する資料を展
示する施設

・施設の見学
10：00～16：00
（5月～10月）

〒078-4122
羽幌町南町20番地の1
0164-62-4519

40名程度

114 ① 留萌管内 羽幌町
羽幌町焼尻郷土館
（旧小納家）

焼尻島の開拓に関する資料を収集、保管、展示する施設（道指定有
形文化財）

・施設の見学
9：00～16：00
（5月～9月）

〒078-3871
羽幌町大字焼尻字東浜183番
地
01648-2-3392

40名程度

115 ① 留萌管内 初山別村 しょさんべつ天文台
65㎝フォーク式反射望遠鏡、各種映像ビデオ、写真等の資料を展示
する施設

○望遠鏡による観察
・太陽（昼間）
・月、惑星、恒星等（夜間）
○その他
・星座観察等
※水曜日の天体観察は不可

○木～月曜
10:00～21:00
（4～9月）
10:00～19:00
（10・11・3月）
○水曜日
10:00～17:00
（3～11月）
○火曜日
休館（3～11月）
※冬季休館
12～2月

〒078-4431
北海道苫前郡初山別村字豊
岬
0164-67-2539

50名程度



116 ① 留萌管内 天塩町 天塩川歴史資料館 旧役場庁舎を利用し、地域の歴史や文化、教育資料を展示する施設
・施設の見学
・昔の暮らしの調べ学習

10：00～17：00
（５月～10月のみ）

098-3303
北海道天塩郡天塩町新栄通６
丁目
01632-2-1026
http://www.teshiotown.hokkai
do.jp/?page_id=612

30名程度

117 ① 留萌管内 天塩町 川口遺跡風景林 天塩川沿岸の砂丘林に分布する竪穴住居群 ・昔の暮らしの調べ学習 ５月～10月のみ

098-3300
北海道天塩郡天塩町字川口
基線
01632-2-1026
http://www.teshiotown.hokkai
do.jp/?page_id=614

50名程度

118 ② 宗谷管内 猿払村
猿払村乳肉加工施設
「牛乳と肉の館」

農・水産物及び地場畜産物の処理加工及び加工製品の販売等のほ
か、地場産品を用いた加工の体験実習を行うことができる施設

バター製造実習体験 ９：00～16：00

〒098－6222
猿払村浜鬼志別214番地7
01635－2－3288
http://www.vill.sarufutsu.hokk
aido.jp/hotnews/detail/00000
363.html

40名

119 ② 宗谷管内 浜頓別町
何もない静かな山奥
ぶんちゃんの里

搾乳、子牛の哺乳などの酪農体験やバターアイスクリーム作り体験
ができる施設

・搾乳体験、子牛の哺乳体験
・ファームイン宿泊可能（12名程
度）
・山奥の「茶屋」で、搾りたての牛
乳、ソフトクリーム、コーヒーが楽し
めます

搾乳体験：5月～10月
（体験は要予約/10名以
上は要相談）

枝幸郡浜頓別町字豊寒別
TEL.01634－２－4563
FAX.01634－２－4577
http://www1.ocn.ne.jp/~farmi
n/
※メールアドレス
mail:bunchan@sweet.ocn.ne.jp

35名

120 ② 宗谷管内 浜頓別町
浜頓別クッチャロ湖
水鳥観察館

野外カメラや望遠鏡を利用した野鳥の観察や、館内の写真パネルや
ビデオによってクッチャロ湖の四季の様子も紹介する施設

・観察会
・説明（自然について）

開館…午前９時～午後
５時
休館日…月曜日、祝日
の翌日、年末年始

枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖
畔
ＴＥＬ/ＦＡＸ
01634－2－2534
メール
hamaton@eolas-net.ne.jp

60名

121 ① 宗谷管内 中頓別町 中頓別鍾乳洞
地殻変動によって隆起した石灰岩が長い年月の間に溶けてできた軍
艦岩を観察できる施設（北海道指定天然記念物）

・自然や文化の観光体験 9：00～16：30
枝幸郡中頓別町字旭台24番
地
01634-6-1299

10名

122 ① 宗谷管内 枝幸町 オホーツクミュージアムえさし

オホーツク沿岸や枝幸町の歴史・自然についての展示をしている施
設
オホーツク文化など北海道特有の古代の歴史（国指定重要文化財
含）や枝幸町の近代の歴史、オホーツク沿岸の自然、絶滅哺乳類「デ
スモスチルス」等の内容

・見学
・学芸員による説明（要相談）

9:00～17:00
【休館日】
毎週月曜日・最終火曜
日（祝日にあたる場合は
開館、翌平日が休館日）
12月30日～1月4日

〒098-5823
枝幸郡枝幸町三笠町1614-1
電話 0163-62-1231
fax 0163-69-2121
メール museum@esashi.jp
http://www.esashi.jp/tourism
/page.html?id=87

見学は制限なし

123 ① 宗谷管内 利尻町 沓形岬公園
作詞家「時雨音羽」の詩碑や、利尻の花を観察できる公園（キャンプ
場や展望台がある）

・自然体験活動
年中無休・時間制限なし
※ただし冬期間の除雪
は行っていない

〒097-0401
利尻町沓形字緑町14-1
利尻町役場まち産業推進課
℡0163-84-2345
http://kankou.rishiri.jp

50名

124 ① 宗谷管内 利尻町 見返台園地展望台 利尻山の５合目付近にあり、礼文島も眺望できる展望台 ・自然体験活動
5月中旬～10月31日
時間制限なし

〒097-0401
利尻町沓形字緑町14-1
利尻町役場産業振興課
℡0163-84-2345
http://kankou.rishiri.jp

50名

125 ② 宗谷管内 利尻町 利尻町立博物館 利尻の人々の生活や歴史、自然に関する資料を展示する施設 ・施設の見学
9：00～17：00
（冬期休業）

〒097-0311
利尻町仙法志字本町
℡0163-85-1411

要相談

126 ① 宗谷管内 利尻富士町 利尻島郷土資料館
利尻島の自然と生き物、ニシン漁に関わる資料を展示する施設（町指
定文化財）

・利尻島の自然・歴史学習 ９：00～17：00

〒097－0211
利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼
脇
0163－83－1320

20名



127 ① 宗谷管内 礼文町 礼文町郷土資料館
礼文島内の遺跡から出土した資料を中心に、島の自然や歴史に関し
た展示を行う施設

・施設見学を通し、実物資料から歴
史を学ぶ

5月～10月31日
8:30～17:00
休館日：月曜日（5月・10
月）無休(6～9月)

〒097-1201
礼文郡礼文町大字香深村字
ワウシ958-4　「ピスカ21」1階
0163-86-2119（教育委員会
内）
http://rebun-museum.org/

要相談

128 ② 宗谷管内 稚内市 稚内市北方記念館
稚内の先史時代から近現代の歴史や、樺太・サハリンに関する資料
を展示する施設

・稚内や樺太の歴史を学ぶ

4月29日～10月31日
９：00～17：00
（6月～9月は
21：00まで）

〒097－0000
稚内市ヤムワッカナイ
0162－24－4019
http://www.city.wakkanai.hokk
aido.jp/kyoiku/kakusyushisets
u/hoppokinenkan.html

60名

129 ② 宗谷管内 稚内市 旧瀬戸邸
稚内の漁業の歴史を展示する施設（平成25年6月21日に国の登録有
形文化財に登録）

・昭和20年代の建造物を見学
・稚内の漁業の歴史を学ぶ

4月～10月31日
10：00～18：00

〒097-0022
稚内市中央４丁目８-27
0162-23-5151
http://www.city.wakkanai.hokk
aido.jp/kyoiku/kakusyushisets
u/setotei.html

30名

130 ② 宗谷管内 稚内市 稚内市樺太記念館
樺太の歴史を展示し、明治以降の樺太とそこに生きた人々の姿を紹
介するほか、樺太と稚内とのつながりを伝える施設

・明治、大正、昭和時代の樺太を
学ぶ
・樺太の歴史を学ぶ

通年開館（11月～3月は
毎週月曜日休館）
10：00～17：00

〒097-0021
稚内市港１丁目６-28（稚内副
港市場内）
0162-73-6066

30名

131 ② オホーツク管内 大空町 ひがしもこと乳酪館 乳製品の開発・製造及び体験・見学・販売・展示等を行う施設
・手作りバター教室
・製造室見学

開館時間
9:00～17:30（通年）
体験時間
9:00～16:00
休館日
5月～10月：月曜日
11月～4月：月・火曜日

〒099-3201
網走郡大空町東藻琴409番地
の1
0152-66-3953
http://nyurakukan.com/

30名

132 ① オホーツク管内 斜里町 知床博物館 知床半島の誕生や生物、歴史や生活に関する資料を展示する施設
・知床半島の自然や歴史に関する
学習

9:00～17:00

〒099-4113
斜里郡斜里町本町49-2
0152-23-1256
http://shiretoko-
museum.mydns.jp/

特に制限
はないが
要相談

133 ① オホーツク管内 訓子府町 くんねっぷ歴史館 訓子府町の歴史・生活・文化などに関する資料を展示・保存する施設 ・施設の見学
祝日・年末年始を除く月
曜日から金曜日
10:00～16:00

〒099-1433
常呂郡訓子府町仲町50番地
0157-44-2121（公民館）
http://www.town.kunneppu.ho
kkaido.jp/

40名

134 ① オホーツク管内 湧別町 ふるさと館JRY
湧別屯田に関する資料や屯田兵屋を展示するほか、歴史学習と体験
学習を同時に行える施設

・炊飯体験
・労働体験
・労働衣の体験

9：00-16：00

〒099-6325
紋別郡湧別町北兵村1区588
番地
http://www.town.yubetsu.lg.jp
/st/jry/index.html

20名

135 ① オホーツク管内 滝上町 滝上町郷土館 滝上町の歴史や文化などの郷土資料を展示する施設
・施設の見学（必要に応じ郷土館
職員の説明も可能）

5/1～10/31
9：00～16：30
毎週月・火、国民の祝日
は休館

（郷土館）
〒099-5604
紋別郡滝上町元町
0158-29-3499

40名

136 ① オホーツク管内 西興部村 郷土資料館
西興部村の歴史、北海道の開拓の歴史について学ぶことができる施
設

・施設の見学
5/1～10/31
8:30～17:00

〒098-1501
紋別郡西興部村字西興部123
番地
0158-87-2188
http://www.vill.nishiokoppe.ho
kkaido.jp/section/kyouiku/fee
uub00000019mr.html

30名



137 ① オホーツク管内 紋別市 オホーツク流氷科学センター マイナス20℃の厳寒体験室やクリオネの展示を見学できる施設
・マイナス20℃の体験
・流氷全般に関する学習

9：00～17：00
(月曜日休館)

〒094-0023
紋別市元紋別11-6
0158-23-5400
http://www.giza-ryuhyo.com/

50名

138 ① オホーツク管内 紋別市 紋別市立博物館
紋別の基幹産業である漁業の道具や懐かしい生活用品、農業、林
業、東洋一といわれた鴻之舞鉱山などの資料を数多く展示し、紋別
の歴史を紹介する施設

・紋別の自然・歴史・文化を学習

9:30～17:00
休館日：月曜日、年末年
始（12月28日～1月4日）
祝日の翌日（土曜日、日
曜日を除く）

〒094－0005
紋別市幸町3丁目1番4号
0158－23－4236

特に制限
はないが
要相談

139 ① オホーツク管内 紋別市 オムサロ遺跡公園
約千年前の擦文時代の様子を再現する遺跡等を見学することができ
る公園（北海道指定史跡）

・擦文時代の生活や文化を学習
5月1日～10月31日
10:00～16:00

〒099－5175
紋別市渚滑町川向153番地
（問合せ先：紋別市立博物館
0158－23－4236）

特に制限
はないが
要相談

140 ① オホーツク管内 網走市
濤沸湖水鳥
・湿地センター

ラムサール条約登録湿地である濤沸湖について、その成り立ち、動
植物や地域の環境保全への取り組みなどを展示する施設
ラムサール条約の３つの柱「保全と再生」「賢明な利用」「交流と学習」
の紹介や遊びながら学べる展示など

・映像「生命のゆりかご」の上映
（13分）
・館内からバードウォッチングのほ
かカリキュラムに合わせた環境学
習解説

9：00～17：00
(月曜日休館・祝日の場
合は翌平日)

〒099-3312
網走市字北浜203番3地先
電話：0152-46-2400

特に制限
はないが
要相談

141 ① オホーツク管内 網走市 網走市立郷土博物館 網走周辺のオホーツク海沿岸の自然と歴史を展示する施設
・施設の見学（必要に応じ職員の
説明も可能）

9:00～17:00
（11月～4月は16時）
休館日：月曜日、祝日、
年末年始

〒093-0041
網走市桂町１丁目１番３号
0152-43-3090

特に制限
はないが
要相談

142 ① オホーツク管内 網走市 モヨロ貝塚館
古代オホーツク文化の集落＜住居・墓・貝塚＞を見学することができ
る史跡公園

・施設の見学（必要に応じ職員の
説明も可能）

9:00～17:00
（11月～4月は16時）
休館日：月曜日、祝日、
年末年始
7月～9月は無休

〒093-0051
網走市北１条東２丁目
0152-43-2608
（詳細な問い合わせは網走市
立郷土博物館0152-43-3090）

特に制限
はないが
要相談

143 ① オホーツク管内 美幌町 美幌博物館
美幌町を中心にしたオホーツクの自然・歴史・芸術について展示する
施設

・施設見学
・体験学習
・工作

9:30～17:00
※最終入館は16:30

〒092-0002
網走郡美幌町字美禽253-4
0152-72-2160
http://www.town.bihoro.hokkai
do.jp/museum/

特に制限
はない
入館料の
減免申請
あり（要連
絡）

144 ② オホーツク管内 置戸町
オケクラフトセンター
森林工芸館

置戸町の木工芸品「オケクラフト」を展示・販売する施設
施設内にある工房では「オケクラフト作り手養成塾生」が研修作業を
実施

・施設の見学
・工房作業の見学

10:00～18:00
休館日:毎週水曜日(祝
日を除く)・年末年始(12
月29日～1月2日は休
館、1月3日は午前9時～
正午まで)

〒099-1100
常呂郡置戸町字置戸439-4
0157-52-3170

40名

145 ② オホーツク管内 置戸町 どま工房

オケクラフトの生みの親、故秋岡芳夫さんが半生をかけて収集した大
工道具や生活用具を保存・展示する施設
また、地域の方々が家庭の味覚や仕事の技等の情報を持ち寄った
り、モノづくりをしたりと、文化と技術と情報と人を結ぶ場

・施設の見学
・木工体験

9:00～17:00
日時・内容は要相談

〒099-1100
常呂郡置戸町字置戸439-3
0157-53-2222

40名

146 ② オホーツ ク管内 北見市
北海道糖業北見製糖
所

近隣より集められたビートを原料に砂糖を作っている施設 ・施設の見学 9:00～14:00
〒090-1583
北見市北上101-1
0157-39-3211

50名
（小学３年
以上）

147 ① オホーツ ク管内 北見市 北見ハッカ記念館

戦前、世界で流通するハッカの約７割を生産していた北見の研究所を
記念館として公開している施設
乾燥ハッカの標本や世界中のハッカ製品の展示、ハッカ蒸留実演な
どを見学することが可能

･北海道産業の一端を学習

5月1日～10月31日
9:00～17:00
11月1日～4月30日
9:30～16:30
休館日：月曜日（祝日除
く）、祝日の翌日、年末
年始（12月30日～1月6
日）

〒090-0812
北見市南仲町1丁目7番28号
0157-23-6200

60名



148 ① オホーツ ク管内 北見市
北網圏北見文化セン
ター

博物館、科学館、美術館、プラネタリウムの４つの機能を持ち合わせ
た複合施設

・歴史的な展示物や科学、プラネタ
リウム体験

9:30～16:30
休館日：月曜日（祝日除
く）、祝日の翌日、年末
年始（12月30日～1月6
日）

〒090-0015
北見市公園町１
0157-23-6700

150名

149 ② オホーツ ク管内 北見市
アドヴィックス常呂
カーリングホール

季節を問わず本格的なカーリング体験ができ、指導員による適切な
指導が受けられる国内最大の競技場数６シートを備えた屋内施設

・本格的なカーリング体験

平日・土曜日
10:00～22:00
祝日・日曜日
10:00～17:00
休館日：月曜日、年末年
始（12月29日～1月3日）

〒093－0213
北見市常呂町土佐2番地2
0152-54-1099

最大60名
季節によ
り変動あ
り要相談

150 ② 十勝管内 音更町
よつ葉乳業十勝主管
工場「おいしさまっす
ぐ館」

十勝管内８農協によって設立された農民乳業工場
・牛乳とバターの工程ライン見学
・エアーシャワールーム疑似体験
・牛乳の試飲　など

見学可能時間
①10：00～
②13：30～
③15：00～

〒080－0104
河東郡音更町新通20丁目３
0155－42－2121
http://www.yotsuba.co.jp/

50名

151 ① 十勝管内 上士幌町 ひがし大雪自然館
環境省ぬかびら源泉郷ビジターセンターと、2012年に閉館した旧ひが
し大雪博物館の展示・収蔵物を受け継いだ施設

・野鳥や昆虫などの生態観察
・東大雪の自然の中での体験学習

９：00～17：00
(７月・８月は６：00～17：
00)
水曜定休日

〒080－1403
河東郡上士幌町字ぬかびら
源泉郷48の２
01564－４－2323
http://www.kamishihoro.jp/shi
zernkan/

30名

152 ② 十勝管内 鹿追町 環境保全センター
バイオガスプラントで家畜糞尿をメタン発酵により処理し、バイオガス
と消化液を生産する様子等を学ぶことができるセンター

・見学とビデオ視聴による学習 ８：30～17：15

〒081-0216
河東郡鹿追町鹿追北４線５番
地
0156－66－4111
http://www.town.shikaoi.lg.jp/
machizukuri/seisaku-
keikaku/kakusyu-
sengen/kankyoubikasengen/k
ankyouhozencenter/biogaspla
nt

50名

153 ① 十勝管内 芽室町 ふるさと歴史館ねんりん
芽室の開拓に関わった人々の生活道具や農機具を保存・展示する歴
史館

・農機具などの展示品の見学・体
験
・月替わり体験学習（工作体験）
・団体向け体験学習（工作体験）

９：00～17：00

〒082-0076
河西郡芽室町美生２線38番地
15
0155-61-5454
http://www.tokachi-a-
muse.jp/center/furusato-
center/

30名

154 ① 十勝管内 中札内村 札内川ダム
日高山脈の山々を源流とする札内川の清流を集め、下流の市町村
へ水道水・農業用水を安定供給するほか、洪水の防御・発電などを
見学できる施設

・施設の見学、説明 要確認

〒089－1374
河西郡中札内村南札内735－
２
0155－69－4666
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/h
p/satsudam_hp/

要確認

155 ① 十勝管内 大樹町 大樹町郷土資料館
大正から昭和に使われていた生活用具や農業用具を中心に展示す
る資料館

・資料の見学

４月下旬～10月下旬
土日祝祭日
10：00～16：00
※平日見学は要相談

〒089－2125
大樹町字石坂430
01588－６－2133
http://www.town.taiki.hokkaid
o.jp/soshiki/shakai_kyoiku/sh
akai_kyoiku/shakai_bunkazai_k
youdo.html

50名

156 ① 十勝管内 幕別町 幕別町ふるさと館 開拓のころに使われた道具、生活用品など資料を展示する資料館
・開拓時の道具などの展示
・アイヌ民具の展示

９：00～17：00

〒089－0571
幕別町字依田384－３
0155-56-3117
http://ns1.town.makubetsu.lg.j
p/makubetsucho/shougaigaku
shuka/rekisi-kyoudo-
bunnka/hurusatokan.jsp

30名



157 ① 十勝管内 池田町 池田町郷土資料館
池田町の開拓期から昭和の時代にかけて使われていた生活用具や
農機具のほか、埋蔵文化財や懐かしの写真など、郷土にまつわる
様々な資料を保存・展示する資料館

・資料の見学
５月１日～10月31日
10：00～16：00

〒089-3152
池田町字高島81番地１
015－572－5222（連絡先電話
番号は教育委員会）
http://www.town.hokkaido-
ikeda.lg.jp/kikan/kyoiku/shaka
i-geijutsu/siryokan/

要確認

158 ① 十勝管内 浦幌町 浦幌町立博物館
十勝・浦幌の自然、歴史、文化などに関する資料の展示や、町内を巡
る探訪講座を行っている博物館
十勝の遺跡、化石、アイヌ、炭鉱、民俗、自然史など

・町内探訪問講座
　①町内文化財巡りコース
　②町内地質時代巡りコース
・十勝の歴史、文化、生物、化石の
資料等の展示と解説

10：00～17：00
月曜休館
町内巡りは
各３時間～５時間

〒089－5614
十勝郡浦幌町字桜町16番地１
015-576-2009

要相談

159 ① 十勝管内 足寄町 足寄動物化石博物館
足寄町内で産出した海の哺乳類デスモスチルス類やクジラなどの海
生哺乳類化石を中心に展示している博物館

・常設展示室の見学
・学芸員による展示解説
・各種体験メニュー
　①ミニ発掘体験
　②レプリカづくり体験
　③古生物模型づくり体験

９：30～16：30
毎週火曜・年末年始休
館

〒089－3727
足寄町郊南１丁目29番25
0156－25－9100
http://www.museum.ashoro.h
okkaido.jp

要確認

160 ② 十勝管内 陸別町
りくべつ宇宙地球科
学館（銀河の森天文
台）

日本最大級の115cm反射望遠鏡をはじめ、30cmクラスの小型望遠鏡
４基、４連太陽望遠鏡等を備える公開天文台

・天体観察
・プラネタリウム

4月～9月
14:00～22:30
10月～3月
13:00～21:30
毎週月･火曜休館

〒089－4301
陸別町字陸別345番地
（陸別町教育委員会　社会教
育・社会体育担当）
0156－27－8100
https://www.rikubetsu.jp/ten
mon/

40名

161 ① 十勝管内 帯広市 帯広百年記念館
十勝の歴史・産業・自然を紹介する常設展示をしている博物館と、陶
芸を中心とした「ものづくり」講座を行っている創造活動センターの機
能をもった広域複合施設

・常設展示室の見学
・アイヌ民族の文化や歴史につい
ての学習
・埋蔵文化財センター見学

９：00～17：00

〒089－0846
帯広市緑ヶ丘２番地
0155－24－5352
http://www.octv.ne.jp/~hyaku
nen/

要確認

162 ① 釧路管内 釧路市 釧路市こども遊学館
全身を使って遊ぶことができるネットジャングルや、水や光、風などを
テーマにしたプレイルームが設置された体験学習が可能な施設

・常設展示の見学
・クリップモーターや星砂キーホル
ダー作り等の体験
・プラネタリウム

９：30～17：00

〒085-0017
釧路市幸町10丁目２番地
0154-32-0122
http://kodomoyugakukan.jp

要相談

163 ② 釧路管内 釧路市 釧路市民防災センター
関東大震災や釧路沖地震などの地震模擬体験や、火災時に発生す
る煙からの避難、消火器による初期消火訓練などを体験できる施設

・災害の模擬体験 ９：30～16：00

〒085-0022
釧路市南浜町４番８号
0154-23-0425
http://www.city.kushiro.lg.jp/b
ousaikyu/bousai/bousaicenter
/

100名

164 ① 釧路管内 厚岸町 海事記念館
ニシン漁や昆布漁、捕鯨など、海と関わる人々の暮らしを紹介するほ
か、プラネタリウムを鑑賞できる施設

・施設の見学
・プラネタリウム投影鑑賞

９：00～17：00

〒088－1151
厚岸郡厚岸郡厚岸町真栄３丁
目４番地
0153－52－4040
http://edu.town.akkeshi.hokka
ido.jp/kaiji

30名

165 ① 釧路管内 厚岸町 郷土館
国指定重要文化財の関係資料や埋蔵文化財資料、民俗資料を展示
する施設

・施設の見学 ９：00～16：00

〒088－1114
厚岸郡厚岸郡厚岸町湾月町１
丁目２番地
0153－52－4040（海事記念館
と同様）
http://edu.town.akkeshi.hokka
ido.jp/kaiji/kyodo/

60名



166 ① 釧路管内 厚岸町 太田屯田開拓記念館
厚岸町太田地区の開拓の礎を築いた屯田兵の入植100年の歴史を
紹介する施設

・施設の見学 ９：00～16：00

〒088－1145
厚岸郡厚岸郡厚岸町太田５の
通り23番地１
0153－52－4040（海事記念館
と同様）
http://edu.town.akkeshi.hokka
ido.jp/kaiji/tonden/

30名

167 ② 釧路管内 浜中町 霧多布湿原センター
観光スポットや季節の花などを展示するほか、湿原を楽しむための情
報を提供している施設

・施設の見学 ９：00～17：00

〒088-1304
北海道厚岸郡浜中町四番沢
20
0153-65-2779
http://www.kiritappu.or.jp/cen
ter/

要相談

168 ① 釧路管内 標茶町
環境省塘路湖エコ
ミュージアムセンター
「あるこっと」

湿原の自然を紹介した資料の展示や自然観察ができる施設 ・施設の見学

４月～10月：
10:00～17:00
11月～3月：
10:00～16:00

〒088-2261
川上郡標茶町字塘路
015-487-3003
http://www.navi-
kita.net/shisetsu/toro/

要相談

169 ① 釧路管内 標茶町
標茶町博物館「ニタ
イ・ト」

標茶町の自然と歴史を学べる施設 ・施設の見学 ９：30～16：30

〒088-2261
川上郡標茶町字塘路原野北８
線58番地９
015-487-2332

20名

170 ① 根室管内 根室市 根室市歴史と自然の資料館 千島、根室の歴史や自然に関する資料を展示・保存する施設 ・郷土の歴史の学習 ９：30～16：30

〒087－0032
根室市花咲港209
0153－25－3661

40名

171 ① 根室管内 根室市
北方四島交流セン
ターニ・ホ・ロ

北方領土の歴史や現状などを学ぶことができる施設 ・北方領土に関する学習

９：00～17：00
休日：11月1日～
4月30日は月曜日、年末
年始

〒087－0037
根室市穂香110番地９
0153－23－6711
https://www.city.nemuro.hokk
aido.jp/lifeinfo/kakuka/sougou
seisakubu/hoppouyontou/inde
x.html

１～１５０名

172 ① 根室管内 根室市 北方館・望郷の家
北方領土に関する歴史的資料等が展示されているほか、展望室から
は北方領土の島々を望むことができる施設

・北方領土に関する学習

3月１日～10月31日は9：
00～17：00
11月１日～２月28日は
9：00～16：30
休日：月曜日（祝日を除
く）、年末年始
※5月～10月は無休

〒087－0165
根室市納沙布36番地６望郷の
岬公園内
0153－28-3277
http://www..hoppou.go.jp/gak
usyu/news/index.html

１～１００名

173 ① 根室管内 中標津町 中標津町郷土館 郷土資料を展示、保管する施設（博物館類似施設として昭和46年に
開館）

・施設の見学

4月
10：00～17：00
5月～ 9月
9：00～17：00
10月
9：00～16：00
11月～ 2月
10：00～16：00
3月
10：00～17：00

連絡先
〒086-1197
標津郡中標津町丸山2丁目22
番地
中標津町教育委員会
0153-73-3111
http://www.nakashibetsu.jp/k
youdokan_web/index.htm

30名前後

174 ① 根室管内 標津町 標津町ポー川史跡自然公園
竪穴住居跡群、伊茶仁カリカリウス遺跡と、その周辺の自然環境を一
体的に保存公開している野外博物館的施設

・遺跡見学
・カヌー体験

９：00～17：00

〒086－1602
標津郡標津町字伊茶仁2784
番地
0153－82－3674
http://www.shibetsutown.jp/s
hisetsu/art_culture/po_river/

20名



175 ① 根室管内 標津町 北方領土館
北方領土の島の様子や返還運動の歴史などを紹介し、24ｋｍ先の国
後島が見える施設

・北方領土に関する学習

5～10月
９：00～16：00
11～4月
９：00～15：00

〒086-1632
北海道標津郡標津町北２条東
１丁目１−14
0153-82-2422

40名

176 ① 根室管内 羅臼町 羅臼町郷土資料館
生活・漁業に関する資料や遺跡から出土した土器や石器など見学で
きる施設

・施設見学
・郷土の歴史の学習
・自然の学習

９：00～17：00
〒086－1751
目梨郡羅臼町峯浜町307番地
0153－88－3850

40名

177 ① 根室管内 羅臼町 羅臼国後展望塔
目の前に広がる国後と展示資料によって北方領土についての理解を
深めることができる施設

・北方領土に関する学習
９：00～17：00
(時期により異なる)

〒086－1834
目梨郡羅臼町礼文町32－１
0153－87－4560

40名

178 ① 根室管内 別海町 別海町郷土資料館 別海町の歴史と自然を紹介する施設

・郷土の歴史の学習
・自然の学習
・学芸委員の講話
・体験活動
（勾玉づくり・土器作り・昔の道具体
験）

９：00～16：30

〒086-0201
別海町別海宮舞町30番地
電話・FAX　0153-75-0802
https://betsukai.jp/kyoiku/ky
oudo/

30名

179 ① 根室管内 別海町 別海北方展望塔
国後島が一望でき、語り部による北方領土に関する学習ができる施
設

・北方領土に関する学習

5月～10月
9：00～17：00
11月～4月
9：00～16：00

〒086－1641
野付郡別海町尾岱沼5－27
0153―86―2449

30名程度

180 ① 根室管内 別海町
別海町郷土資料館
附属施設加賀家文書
館

近世の別海町・根室管内を紹介する施設 ・近世の根室管内の歴史の学習 ９：00～16：30

〒086-0201
別海町別海宮舞町29番地
電話・FAX　0153-75-2473
https://betsukai.jp/kyoiku/ky
oudo/

30名

181 ① 根室管内 別海町
別海町郷土資料館
豊原分館

別海町の歴史と自然を紹介する施設 ・郷土の歴史の学習

５月～10月
毎週金曜日・最終日曜
日
10：00～16：00

〒086-0657
別海町豊原17-15
連絡は、別海町郷土資料館
https://betsukai.jp/kyoiku/ky
oudo/

30名程度


