
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


