
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

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

※「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。



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


