
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

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

※「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。



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


