




数字で見数字 見数字で見数字で見数字で見数字で見数字で見数字で見数字で見数字 見るるるるるるるる！！！！！！！！
北海道北海道北海道北海道北海道北海道北海道北海道北海道

●道内主要都市の気温（℃） ●まだある！ 道内の直線道路 ●人口より乳牛のほうが多い！？

　その総面積、83,454km2。北海道は日本で最大の面積を持つ都道府県です。日本の国土の面積は377,900km2なので、その22％が北海道ということに。
北海道が大きいことは知っていても、道外の人にとってはどれほどのスケールなのかちょっとイメージしづらいかもしれません。日本の同じ島で比べると、
九州の2倍強で、四国のなんと6倍弱。

日本の22%！ 九州の2倍以上！とにかく大きい北海道

1902年1月25日に旭川市で観測された--41.0℃は、100年以上たった現
在でもまだ更新されていません。

日本の観測史上の最低気温

　北海道の森林面積は5,542,533ヘクタールと総面積の約70%を占め、
道民1人あたりの森林面積は約1ヘクタールと全国平均の約5倍になってい
ます。林種別では天然林が約7割、人工林が約3割で、人工林はトドマツや
カラマツなどの針葉樹が中心で、天然林は針葉樹と広葉樹が混在した「針
広混交林」が北海道特有の景観を形成しています。

5,542,533haもの
森林面積を誇る「森の王国」

陸地なら徒歩圏内！とにかく近い

83,454Km2

33.7.7Km

　とても広大な北海道ですが、面積で言われてもわかりづらいかもしれま
せん。 もっとイメージしやすい「距離」で考えてみましょう。 たとえば、北
海道の南にある函館市と最も北の稚内市の距離はなんと約630km。東京
から岡山までとほぼ同じ距離です。他にも、札幌～富良野間は東京～高崎
間とほぼ同じ、札幌～釧路間は東京～仙台間よりも長い距離です。都市間
のだいたいの距離感をつかんでおくと、北海道旅行をプランニングする際
に役に立ちます。

函館～稚内間の距離は、東京～岡山間とほぼ同じ！

66.68人⁄Km2
北海道

70%
北海道の
森林面積の割合

-41.0-41.0℃℃
旭川市

6,410.446,410.44人⁄Km2

東京都

稚内稚内稚内稚

函館函館函館函函

岡岡岡岡岡山岡山岡山山
京京京京東京東東京東京
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1,732,0001,732,000t
北海道はジャガイモの収穫量、日本一！

唄市唄市市美唄市美唄美唄市

滝川市滝川市滝川滝滝滝 市市市川川市市滝

美唄市から滝川市までの
国道12号線は日本一の直線道路！

29.229.2Km
直線道路

北方領土 歯舞群島貝殻島まで

北海道の
海岸線の長さ

4,4604,460Km
北海道の海岸線の長さは、日本全体の１２．５％にも！！ 北海道の市町村の数、日本一！！

179179市町村
129129町3535市 1515村

斜里町の峰浜から大
栄地区まで続く約18
キロの直線ルート。道
の先が“天”につながっ
ているように見えるこ
とから、この愛称が付
けられました。

「天に続く道」《斜里町》
人口は約1万5千人、乳牛・肉牛を合わせた
牛の数は約10万8000頭で、つまり人口の7
倍以上の数の牛が飼われているのです。

「人より牛の数のほうが多いまち」《別海町》
そのアップダウンの激
しさから「ジェットコー
スターの路（道・丘）」と
よばれているのは上
富良野町のこの直線
道路。丘の向こうが見
えないくらい傾斜がす
ごいんです！。

「ジェットコースターの路」《上富良野町》

根室半島（納沙布岬）から歯舞群島（貝殻島）の距離はわずか3.7Km。
最も遠い択捉島でも144.5kmで、八丈島と本土との距離よりも近いの
です。

　日本一の直線道路は、北海道の札幌市と旭川市を結ぶ国道12号線の
途中、美唄（びばい）市～滝川市間に存在します。

　全国で78.6%を北海道で収穫されます。主要な品種は「男爵」「メーク
イン」で、日本の2大品種になります。他にも「キタアカリ」や「インカのめ
ざめ」、「とうや」「ベニアカリ」など複数の品種があります。

　ぐるりと海に囲まれた北海道。西側は日本海、北側はオホーツク海、南
東側は太平洋に面しています。日本海を本州沿岸から北上してくる対馬暖
流と、千島列島に沿って北海道の東部太平洋海域へ南下する親潮の影響
を受けています。

　平成の大合併前は212市町村ありましたが、22件の合併で179市町村
に。支庁（北海道の行政区画。現在は総合振興局、振興局に変更）を越
えた合併や飛び地合併などがありました。

　2020年10月1日の国勢調査によると、北海道の人口は5,228,885人。
人数で言うと全国で8位にランクされますが、人口密度（人/km²）は
66.68と、日本で最低になります。最も人口密度の高い東京都の6,410.44
の1%ほどしかありません。とても広い大地でのびのびと暮らしているイ
メージですが、北海道の人口の約36％が札幌に集中しているため、市町村
によって人口密度の差が激しいというのが現実です。

人口は全国8位なのに、
人口密度は日本一の低さ

　北海道は言わずと知れた広大な土地です。北海道の大きさを
いろいろな角度からご紹介します。面積だけでなく、人口や人口
密度、道路の特徴など、数字で見えてくる北海道を紹介します。

,44,,,443,4333,3,3,,,,,,33338888388888888888888888888888888888888888888888888 44444444488888868686.66.6.666.. 888666666 人人

出典：国土交通省気象庁HP　過去の気象データ 2020 年
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苫小牧

室蘭

小樽

新潟

秋田

八戸

宮古

仙台

名古屋

大洗

敦賀
舞鶴

函館
約７時間１５分

約１０時間

約１５時間

大間

約１８時間
１５分

約１７時間４５分

約３９時間３０分

約１８時間
１５分

約２０時間５５分

約２０時間

約１６時間

約１時間３０分

航 路
●函館～
　大間 約１時間３０分
●小樽～
　新潟
　舞鶴

約１８時間１５分
約２０時間１５分

●苫小牧～
　八戸
　仙台
　大洗
　秋田
　新潟
　敦賀

約７時間４５分
約１５時間

約１７時間４５分
約１０時間３０分
約１８時間１５分

約２０時間

沖縄

旭川
女満別

根室中標津

たんちょう釧路
とかち帯広

新潟

秋田

仙台
山形

東京（成田）
東京（羽田）

静岡

信州
まつもと

名古屋

富山小松

大阪（関西）
大阪（伊丹）

松山

広島
岡山

神戸

福岡

函館

約２時間１０分

約２時間１５分

約１時間５５分

約１時間４５分

オホーツク紋別

岩手花巻

新千歳

約５時間３０分

約１時間３５分

約１時間３０分

約１時間４５分

約１時間３０分

約１時間５０分

約１時間５０分

約１時間１０分
約１時間１０分

約１時間１０分

約１時間４５分 約１時間４０分

約１時間４０分

約１時間５５分

約５５分

●函館空港～
　東京（羽田）
　東京（成田）　

約１時間３０分
約１時間３５分

●稚内空港～
　東京（羽田）約１時間５０分
●とかち帯広空港～
　東京（羽田）約１時間４５分
●旭川空港～
　東京（羽田）約１時間 45分
●たんちょう釧路空港～
　東京（羽田）約１時間４０分
●根室中標津空港～
　東京（羽田）約１時間５５分
●オホーツク紋別空港～
　東京（羽田）約１時間４５分
●女満別空港～
　東京（羽田）
　大阪（関西）

約１時間４５分
約２時間３８分

空 路（新千歳～）

空 路（地方空港～）

アクセスセアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスアクセス［空路・航路］［空路 航路］［空路 航路］［空路・航路］［空路・航路］［空路・航路］［空路 航路］
　ここでは、北海道の空路と航路の移動時間をご紹介します。北海道旅行をプランニングする
際の参考にしてください。
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道内のアクセス道内道内のアクセス道内のアクセス道内のアクセス道内のアクセス道内のアクセス道内のアクセス道内のアクセス道内 アク ス

都市間の
距離と

移動の目安

78Km
（約90分）

89Km
（約120分）

108Km
（約120分）

208Km
（約270分）

函館

帯広

紋別

網走

根室

千歳

120Km
（約150分）

121Km
（約150分）

63Km
（約8０分）

３９Km
（約７０分）

39Km
（約70分） 27Km

（約４0分）

68Km
（約90分）

苫小牧

浦河

室蘭長万部

小樽

倶知安
91Km

（約130分）

札幌

140Km
（約180分）

132Km
（約170分）

128Km
（約150分）

205Km
（約250分）

139Km
（約170分）

旭川
留萌

滝川

稚内

富良野

58Km
（約70分）

58Km
（約90分）

49Km
（約70分）

岩見沢

44Km
（約70分）

183Km
（約200分）

257Km
（約280分）

２１４Km
（約２３０分）

１１６Km
（約１３０分） １１4Km

（約１３０分）

54Km
（約70分）

161Km
（約200分）

北見
中標津

釧路

98Km
（約110分）

124Km
（約140分）

164Km
（約180分）

101Km
（約110分）

シーニック
バイウェイ北海道とは？

●シーニックバイウェイ北海道のルート
支笏洞爺ニセコルート
大雪・富良野ルート
東オホーツクシーニックバイウェイ
宗谷シーニックバイウェイ
釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ
函館・大沼・噴火湾ルート
萌える天北オロロンルート
十勝シーニックバイウェイ 十勝平野・山麓ルート
　　　　　　　　　　　  トカプチ雄大空間
　　　　　　　　　　　 南十勝夢街道
札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓・定山渓ルート
どうなん・追分シーニックバイウェイルート
天塩川シーニックバイウェイ
層雲峡・オホーツクシーニックバイウェイ（候補）
空知シーニックバイウェイ -体感未来道-（候補）
知床ねむろ・北太平洋シーニックバイウェイ（候補）

40Km
（約60分）

七重藤城
七重本町

七重大川
函館空港

函館
赤川 日吉

大沼公園
森

落部
八雲

国縫

豊浦
虻田洞爺

伊達

室蘭 登別室蘭
登別東

苫小牧西
苫小牧
中央

苫小牧東
新千歳空港千歳

恵庭

沼ノ端西

沼ノ端東
苫東中央

北広島 千歳東
由仁 夕張

占冠

芽室

池田

足寄

浦幌 白糠
庶路

訓子府

陸別小利別

北見東

北見川東
美幌

美幌高野

女満別空港

北見西
北見中央

北見北上

阿寒

釧路西
釧路東釧路東
釧路別保釧路別保

釧路中央
トマム

十勝清水
むかわ穂別追分町

札幌南

札幌北

札幌西

銭函

厚真 鵡川
日高富川

日高門別
日高厚賀

白老長万部

黒松内

黒松内 JCT

北斗茂辺地

木古内

千歳恵庭 JCT

札幌 JCT

江別西

江別東
岩見沢

三笠
美唄

滝川
深川 JCT

留萌大和田
留萌

沼田 秩父別

深川西

留萌幌糠
北竜ひまわり

比布 JCT

比布北
和寒

士別剣淵
名寄

名寄北
智恵文

美深美深北

幌延

豊富サロベツ
豊富幌加

豊富北

智恵文南入口

愛別
浮島

白滝
奥白滝

丸瀬布
遠軽
遠軽瀬戸瀬

愛山上川

上川
層雲峡

深川
旭川鷹栖

旭川北

奈井江砂川

帯広 JCT

帯広川西
幸福

中札内 更別
忠類

忠類太樹

本別 JCT

音更帯広
芽室帯広

小樽 JCT

小樽 朝里余市

道央道
札樽道
道東道
日高道
深川留萌道
北海道開発局
管理区間（無料）

地図凡例

　とっても広い北海道。距離感がわからないと、無理な旅行計画をたててしまいがちです。
ここでは、北海道の主要都市の距離と移動時間や、中心都市である札幌からの移動の目安
をご紹介します。北海道旅行をプランニングする際の参考にしてください。

高速道路でスムーズな移動を！

イ 語アイヌ語アイヌ語アイヌ語アイヌ語アイヌ語アイヌ語アイヌ語

北海道の
地名

アイヌ語が
語源となった
地名の一例

　北海道の地名は、その成り立ちによって「アイヌ語地名の音に漢字やカタカナを当てはめたもの（釧
路、小樽など）」「アイヌ語地名の意味に合った漢字を使ったもの（滝川、浜中など）」「アイヌの人た
ちが呼んだ地名とは関係のないもの（函館、千歳など）」の3つに大きく分類できます。もともとのアイ
ヌ語の地名は、地形の特徴や土地の産物、そこでよく行われることなどから名付けられました。

なぜ北海道には読みにくい地名が多いのか

消滅危機度が「極めて深刻」なアイヌ語
　世界に現存する言語の半数は、今後100年以内に消滅する
と予想されています。ユネスコによる「消滅危機言語の一覧」
では、世界で約2,500の言語が消滅の危機にあるとされ、そ
の中にはアイヌ語も含まれています。言語の消滅はなぜ起こ
るのでしょう。また、言語が消滅することはなぜ問題なので
しょうか？

　北海道の市町村名のうち、約８割がアイヌ語に由来しています。
現在では、そのほとんどが漢字で書き表されています。そのため
に、アイヌ語と気付かない人もいますが、北海道に暮らす人たちのほ
とんどは、自分の住む町や山などの名前がアイヌ語であることを
知っています。

　シーニックバイウェイ(Scenic Byway)とは、
景観・シーン(Scene)の形容詞シーニック
(Scenic)と、わき道・より道を意味するバイウェ
イ(Byway)を組み合わせた 言葉です。地域と行
政が連携し、景観や自然環境に配慮し、地域の
魅力を道でつなぎながら個性的な地域、美しい
環境づくりを目指す施策です。

約 40 分
約 55 分
約 80 分

約 115 分
約 265 分
約 180 分
約 290 分
約 460 分
約 290 分
約 330 分
約 140 分
約 120 分
約 365 分

小　樽 まで
千　歳 まで
苫小牧 まで
室　蘭 まで
函　館 まで
帯　広 まで
釧　路 まで
根　室 まで
北　見 まで
網　走 まで
富良野 まで
旭　川 まで
稚　内 まで

●札幌 サッポロペッ
 （乾く・大きい・川）

小樽 オタルナイ
（砂・融ける・川）

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

● ●
●

●

●

●●

●

●

知床 シリエトク  
（地の・突出部＝岬）

富良野 フラヌイ
（臭気・を持つ・もの（川））

室蘭 モルラン
（小さい・坂）

登別 ヌプルペッ
（水の色の濃い・川）

長万部 オサマムペッ
（川尻・横になっている・川）

洞爺 トヤ（湖・の岸）

紋別 モペッ
（静かな・川）

門別 モペッ
（静かな・川）

平取 ピラウトウル
（崖・の間）

留寿都 ルスッ（道・の根もと）

留萌 ルルモペ
（海の潮・静かな・もの）

阿寒 アカン
（動かない）

網走 アパシリ（漏る・地）

稚内 ヤムワッカナイ
（冷たい・水(飲み水)の・川）

礼文 レプンシリ
（沖の・島）

  穂別 ポペッ
（小さい・川）

大樹 タイキウシイ
（ノミ・多い・所）

●帯広 オペレペレケプ
 （川尻・裂け・裂けている・もの）

木古内 リコナイ
（登る・沢）

標茶 シペッチャ
（大・川・岸）

  別海 ペッカイ
（川が・折れる）

厚岸 アッケウシイ
（オヒョウニレの皮を剥ぐ・
いつもする所）

士幌 スポロ（激流の所）

占冠 シムカプ
（本流の・鵡川）積丹 サクコタン

（夏・村）

奥尻 イクシタモシリ
（そこの・向こう側・の・島）

※地名となったアイヌ語・意味は
　諸説あります。

壮瞥ソペッ
（滝・川）

利尻 リシリ（高い・島）

　アイヌ語の地名からは、当時の人々の生活が
わかります。たとえば「札幌」という地名は、市
内を流れる豊平川を「（サト（乾く）ポロ（大き
い）ペッ（川））」と呼んだことに由来すると言わ
れています。
　北海道には、「登別」「紋別」「稚内」「神恵内」
など、アイヌ語で川を意味する「ペッ」「ナイ」が
含まれる（漢字では「別」「内」を充てた）地名が
多く見られることから、アイヌの人々の暮らしに
川が密接に関わっていたことが推測できます。

北海道の都市「札幌」もアイヌ語から
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北海道の北海道北海道の北海道の北海道の北海道の北海道の北海道の北海道の北海道
食・名産品食 名産品食 名産品食・名産品食・名産品食・名産品食・名産品食 名産品食 名産品

北海道
主要都市の
食・名産品

北海道は
スイーツ王国

函館

小樽

札幌

室蘭

苫小牧

帯広

富良野

旭川 北見
網走

釧路

根室

千歳

稚内

農産物全般
じゃがいも・かぼちゃ
長芋・牛乳・百合根
帯広名物豚丼
ジンギスカン
六花亭（スイーツ）
柳月（スイーツ）
ますや（パン）

海鮮全般
くじら
炉端焼き
釧路ラーメン
蕎麦
スパカツ
ザリガニ料理
釧路ザンギ
さんまんま
勝手丼（和商市場）

海鮮全般
宗谷岬和牛
最北端食堂
宗谷岬牧場のハンバーグ
稚内牛乳アイスクリーム

海鮮全般
ウニ・甘エビ・しゃこ
寿司屋通り
ルタオ（スイーツ）
なると「半身揚げ」

スープカレー
札幌ラーメン
ジンギスカン
きのとや（スイーツ）
もりもと（スイーツ）
ロイズ（チョコレート）
ISHIYA（スイーツ）
びっくりドンキー

農産物全般
旭川ラーメン
塩ホルモン

農産物全般
メロン・チーズ・ふらの和牛
富良野オムカレー

農産物全般
玉ねぎ
ハッカ製品
焼肉・ホルモン

海鮮全般
かに・キンキ
くじら
流氷飴
脱獄犯せんべい
監獄ポテトチップス

海鮮全般
根室さんまロール寿司
花咲ガニ
エスカロップ
オリエンタルライス
スタミナライス

海鮮全般
函館ラーメン
函館朝市「活いか釣り広場」
ラッキーピエロ
ハセガワストア「やきとり弁当」
五島軒「カレー」　

海鮮全般
室蘭うずら園
カレーラーメン
室蘭やきとり

海鮮全般
ホッキ貝
王子サーモン
マルトマ食堂
味の大王（ラーメン）

北海道の
ラーメン店
セレクト

北海道の
名産品

リストアップ

ハスカップ
支笏湖
ヒメマス

　豊かな大地で育む農業、周囲を囲む海で営む漁業によ
り、食材の宝庫である北海道には、食の名産品もたくさん
あります。そのほんの一部を紹介します。

●ISHIYA 
　白いバウム
　TSUMUGI（つむぎ）
「白い恋人」のホワイトチョコレー
トを限界ともいえる量まで練り
込んだ、しっとりやわらかな食感
を楽しめる、ISHIYAならではの
バウムクーヘンです。

●ロイズ
　ポテトチップチョコレート
パリッとした食感のポテトチップ
の片面に、口どけの良いチョコ
レートをコーティング。甘み･塩
味のバランスがクセになるおい
しさです。

●小樽洋菓子舗ルタオ
　ドゥーブル
　フロマージュ
しっかりとしたコクのベイクド
チーズ層と、ミルク感が引き立
つレアチーズ層が、雪のように
とろけだす「口どけのよさ」を堪
能できます。

●函館洋菓子
　スナッフルス
　チーズオムレット
北海道産の新鮮な原料と手作り
にこだわった、スフレタイプの
チーズケーキ。シュワっととろけ
る食感と、フレッシュなおいしさ
が楽しめます。

●六花亭 
　マルセイ
　バターサンド
北海道産生乳１００％のバターと
ホワイトチョコレート、レーズン
を合わせた特製クリームを、独
自配合した生地で挟んだビス
ケットサンドです。

●柳月
　三方六
2種のチョコレートで白樺の木肌
を表現した、しっとり系バウム
クーヘン。主原料はすべて北海
道産を使用した、こだわりの味わ
いです。

●きのとや
　焼きたて
　チーズタルト
サクッと香ばしいタルトと、
フワッととろける濃厚なチーズ
ムース。店内で焼き上げる
“作りたてのおいしさ”です。
（新千歳空港店で販売）

●沼の家 
　元祖大沼だんご　
昔からの製法で作る一口サイズ
のだんごは、シンプルで飽きの
こない味わい。大沼小沼を表現
した折はあんと醤油、胡麻と醤
油の2種類です。

●北菓楼
　北の夢ドーム
ビスキーを乗せたサクサクの生
地と、特製カスタードクリームに
コクのある生クリームをたっぷり
重ねた満足感の高いシューク
リームです。

札幌 スイーツ・お菓子

海産物

●すみれ 札幌すすきの店
●麺屋 彩未
●けやき すすきの本店
●らーめん 信玄 南６条店
●弟子屈ラーメン
元祖さっぽろラーメン横丁店、新千歳空港店

●壺屋総本店　き花
●三星　よいとまけ
●阿寒菓子処松屋　ゆうひ
●はこだて柳屋　ロマネスク函館
●北菓楼　開拓おかき
●清月　赤いサイロ
●菓子司 新谷　ふらの雪どけチーズケーキ
●ショコラティエ マサール　ショコラ
●HORI　とうきびチョコ
●有楽製菓　白いブラックサンダー
●花畑牧場　生キャラメルポップコーン
●カルビー＋　ポテりこ
●ポテトファーム　
　じゃがポックル
●わらく堂　
　おもっちーず
●YOSHIMI
札幌スープカリーせんべい

　カリカリまだある？

加工品
●山わさびの醤油漬け
●トンデーンファーム　ハム・ソーセージ
●エーデルワイスファーム　ベーコン
●ヴルストよしだ
　ソーセージ
●井原水産　カズチー
●ノースプレインファーム
　ナチュラルチーズ

●ラーメン 空 本店
●麺屋 雪風 すすきの店
●ラーメン札幌 一粒庵
●狼スープ

旭川
●らぅめん青葉
●旭川ラーメン 梅光軒 神居店
●らーめんや天金
●蜂屋 五条創業店

●みそラーメン よし乃 本店
●生姜ラーメン みづの
●ラーメン専門 一番 永山店
●らーめん山頭火 旭川本店

釧路
●らーめん工房 魚一
●麺や 北町
●まるひら
●河むら 釧路本店

函館
●函館ラーメン 鳳蘭
●函館麺厨房 あじさい 本店
●ラーメンのてっちゃん

●西園（さいえん）
●りんさん
●ら～めん若大将

弟子屈ラーメンの「焼豚味噌ラーメン」弟子屈ラーメンの「焼豚味噌ラーメン」

らーめん工房 魚一の
「あさりラーメン（塩）」

らーめん工房 魚一の
「あさりラーメン（塩）」

北海道
どさんこプラザ 札幌店
道内各地の特産品2,000点以上
が揃う「北海道さっぽろ『食と観
光』情報館」内にある道産品ア
ンテナショップ。

●佐藤水産　手まり筋子
●北グルメ　いくら一番
●海処まつば　焼ほたて
●ねばねば本舗　がごめ昆布しょうゆ味
●蟹商　カニ
●佐藤水産　鮭のルイべ漬け
　　　　　　いくらの醤油漬け
　　　　　　あぶり蟹フレーク

井原水産の「カズチー」井原水産の「カズチー」

●もりもと
北のちいさなケーキ
ハスカップジュエリー
北海道産ハスカップを使用した
ジャムをバタークリームと薄焼
きクッキーでサンド。昭和53年
誕生から愛され続ける、もりも
とのロングセラ―。

●みれい菓 
　札幌カタラーナ
アイスクリームのような口どけ
のイタリア伝統冷菓。プレーンの
ほか苺づくしの「スペシャルいち
ご」などのオリジナルフレーバー
も豊富です。

わらく堂の「おもっちーず」わらく堂の「おもっちーず」
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ニセコ町地域おこし協力隊
（役場所属・SDGs推進担当）

寺地　高志 さん

国内外から移住してくるニセコ町には、 個性豊かなパックグラウンド( 経歴 )を持った住民がたくさ
ん暮らしています。 世界中を旅してニセコに根を下ろした人、地域おこし協力隊から起業を実現し
た人、海外から来日し国際交流員として働いている人などから、 自身のユニークな人生経験や現
在の職業について語ってもらいます。
子どもたちにとっては人生の先輩たちに直接質問ができ
る機会でもあり、視野を広げ、未来の選択技を増やすきっ
かけにつながります。 多様な人材を受け入れ、まちづく
りにも生かしているニセコ町の強みを生かしたキャリア
デザインプログラムです。

個性豊かなニセコ町民から、なりたい未来を考える
ニセコ・キャリアデザインプログラム

ま
ち
の
全
て
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

ニセコ町は、大自然のアクティビティを楽しむ観光客が世界中から訪れ、
移住者も増加している注目の町です。国から「環境モデル都市」「SDGs未
来都市」「自治体SDGsモデル事業」にも選定されています。町民主体のま
ちづくりは30年前からスタートし、全国で初めて「自治基本条例（町の憲
法）」を制定。年齢を問わず情報共有・対話・議論を繰り返して開かれたま
ちづくりを進め、少子高齢化・過疎化の進む地方自治体が目立つ中で「住
みたい町」として人気を集めています。 町の事業がSDGsと関連づけて整
理されており、町のあちこちでSDGsを学べるのがポイント。プログラムは
できる限りの要望に応じ、オーダー制で組み立てることができます。

ニセコ町は人口5000人ほどの小
さなまちですが、その取り組みは
国内外から注目され、遠方からも
視察や教育旅行などで多くの方
が来訪されます。それもきっと、言
葉だけでは表せない魅力がある
からこそ。ぜひみなさまも、その魅
力を肌で感じに、お越しになって
みてください。

MESSAGE関係者からの
メッセージ

事前学習・準備 事後学習・まとめ現地での学び・体験

学習の
Choice! 北海道　2nd Stage ︱ 学習テーマ別特集 Choice! 北海道　2nd Stage ︱ 学習テーマ別特集

㈱ニセコリゾート観光協会
グループマネージャー
小野寺 美佳 氏

住民参加のまちづくり、環境問題への取り組み、海外か
らの移住者が集う多様性など、ニセコ町にはSDGsを学
べる要素がたくさんあります。国から「SDGs未来都市」
に選定され、「NISEKO生活・モデル地区*構築事業」は
国の自治体SDGsモデル事業に選定されています。ニ
セコ町の取り組みからSDGsを深く学んでみましょう。

■なぜニセコに
　人が集まるのか？
ニセコ町は人口約5000人、農業と観
光業が基幹産業です。国内外からの移
住者が多く、住民の20人に1人が外国
人など多様性に溢れる町です。また子
育て世代をはじめ人口増加が続く珍し
い町でもあります。本社を東京からニ
セコ町へ移転した企業もみられます。
ニセコ町ってどんなまち？なぜ外から
人が集まってくるのかな？事前にニセ
コ町について調べてみましょう。

■実践例から持続可能な
　まちづくり
～環境モデル都市ニセコ町の取り組みに学ぶ～
○農業、観光、温泉、森林管理など様々な分野で環境
に配慮した事業者の活動から持続可能なまちづくり
への具体的な取り組みについて学ぶ。

■YOUは何しにニセコへ？
～ニセコで働く外国人に学ぶ～
移住者としてニセコ町で働く外国人から、なぜニセ
コ町を選び、ここで働いているのか。 グローバルな
視点から、町の魅力を考えます。　

〇ニセコ町の取り組みから、住民参
加の実践例や重要性について学ぶ
とともに、自分の地元等にある課
題と、その解決策について考えて
みる。

〇SDGs未来都市ニセコ町の持続可
能なまちづくりから、環境に配慮す
ることが社会・経済にも寄与し得る
ことを学び「今、私たちができるこ
と」を考える機会とする。

ニセコ町の三大要素「環境」・「農業」・「観光」のテー
マに基づき、各関連事業者や施設を訪問、直接見て
話を聞き、事業の成り立ち、環境への配慮、資源の
利活用等を実地で学ぶプログラムです。
６次産業化に取組む酪農家、ごみ処理施設、再生可
能エネルギー利活用施設、温泉ソムリエ師範、観光
関連事業者、自伐型林業家等様々な事業者や町民
が講師となり、受け入れに協力しているのもSDGs
未来都市ならでは。
これに加え、SDGsとニセコ町のまちづくりについて
の講話も受けられます。

テーマ別実地見学プログラム（環境・農業・観光）

ニセコ町は、「町民主体」のまちづくりを過去30年以上にわたり実践してきました。2001年には「まちづくり基本条例」を全国で初め
て制定、「情報共有」と「住民参加」を、町のあらゆる仕事を進めるうえでの基本ルールとしており、町民一人ひとりが自ら考え、行動
する「真の住民自治」を目指しています。
また二大産業を下支えする自然環境と景観を大切にし、次世代へ継承するという理念のもと、資源と経済が循環するまちづくりを目
指しており、2014年には国から「環境モデル都市」に選定されました。　　
このように元来取り組んできた町民主体のまちづくりと環境保全の取組みそのものが、SDGsが目指す取組みであったことから、
2018年に「SDGs未来都市」に選定され、SDGsの目標や考え方をまちづくりにも導入しています。

オーストラリア発祥のナビゲーションゲーム「ロゲイニング」で SDGs を学ぶプログラムです。地
図を使って町内のチェックポイントを回り、見本と同じ写真を撮影。制限時間 90 分の中で、チー
ム戦で得点を集めます。見本写真はニセコ町の SDGs 目標と関連するスポットが写されており、
対象の場所や施設がどの目標に該当するかを自らが導き出すことで得点が得られるルールです。 
高得点を目指すための分析力や情報収集力、SDGsとの関連性を導き出す想像力、チームメンバー
との協力体制などをアクティブラーニングで高めるとともに、まちづくりと SDGs の関連性につい
てもしっかり学ぶことができます。

アクティブラーニングでSDGsを学ぶ
SDGsニセコロゲイン

個
性
豊
か
な
町
民
と
大
自
然
を
生
か
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

関連する
SDGs目標

子どもも大人も等しい権利を
町民一人一人が「SDGs未来都市」のメンバー
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

■博物館・美術館・文学館
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

空知

夕張市

夕張市石炭博物館 夕張市高松7 0123-52-5500 4月下旬～9月　10:00～17:00
10月～11月上旬　10:00～16:00

火曜日（ゴールデンウィーク、夏休み、お盆期間は要確認）、
冬期間

夕張鹿鳴館（旧北炭鹿ノ谷倶楽部） 夕張市鹿の谷2丁目
0123-52-3128

（夕張市地域振興
課商工観光係）

※現在休館中
4月～11月　9:30～17:00

岩見沢市 岩見沢市北村郷土資料コーナー
「北村の記憶」

岩見沢市北村赤川595-1
（北村環境改善センター内） 0126-55-3273 9:00～21:00 第1・第3月曜日、12月29日～1月3日

美唄市
三菱美唄記念館 美唄市東美唄町我路ファミリー公園内 0126-63-0138

5月～10月
平日　13:00～16:30
土日祝　9:00～17:00

月・火曜日（祝日の場合は翌日休館）

美唄市郷土史料館 美唄市西2条南1丁目2-1 0126-62-1110 9:00～17:00 月・火曜日、年末年始休（12月29日~1月3日）

芦別市 星の降る里百年記念館 芦別市北4条東1丁目1-3 0124-24-2121 9:00～17:30
5月～10月： 月曜日
11月～4月： 月・火曜日
年末年始（12月29日～1月3日）

三笠市
三笠市立博物館 三笠市幾春別錦町1丁目212-1 01267-6-7545 9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌平日）

年末年始（12月30日～1月4日）
三笠鉄道村・三笠鉄道記念館 三笠市幌内町2丁目287 01267-3-1123 9:00～17:00 月曜日、冬期間（10月中旬～4月中旬）

滝川市

滝川市美術自然史館 滝川市新町2丁目5番30号 0125-23-0502 10:00～17:00 月曜日、祝日の翌日、冬期間（12月1日～2月末日）
川の科学館 滝川市西滝川1 0125-24-0989 4月29日～11月3日　10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は営業、翌平日休み）、冬期間
滝川市こども科学館 滝川市新町2丁目6-1 0125-22-6690 10:00～17:00 月曜日、祝日の翌日、冬期間（12月1日～2月末日）

滝川市郷土館 滝川市新町3-8-20 0125-23-0502 5月～9月の土・日・祝日
12:00～16:00 月曜日、祝日の翌日、冬期間（10月～4月）

滝川市航空動態博物館
「たきかわスカイパーク」 滝川市中島町139-4 0125-24-3255 9:00～17:00 11月中旬～4月中旬の土日祝日、年末年始

歌志内市
砂川市郷土資料室 砂川市西8条北3丁目1-1

0125-54-2121
（砂川市教育委員
会社会教育課文
化学習係）

9:00～17:00 年末年始（12月29日～1月3日）

歌志内市郷土館「ゆめつむぎ」 歌志内市字本町1027-1 0125-43-2131 10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始（12月30日～1月4日）

深川市 深川市生きがい文化センター
（郷土資料館） 深川市西町3-15 0164-22-3555 10:00～17:00 月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始

由仁町 由仁町ゆめっく館 夕張郡由仁町中央202  0123-83-3803 火～金　10:00～18:00
土・日　10:00～17:00 月・祝日、図書特別整理期間、年末年始

栗山町

栗山町開拓記念館 夕張郡栗山町角田60番地4 0123-72-6035 10:00～16:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始

坂本九思い出記念館 夕張郡栗山町字大井分256-21 0123-76-3939
（ハローENJOY栗山）10:00～16:00 月曜日、年末年始

北の錦記念館 夕張郡栗山町錦3丁目109 0123-76-9292 4月～10月　10:00～17:00
11月～3月　10:00～16:00 年末年始

ふるさと いきものの里
オオムラサキ館 栗山町桜丘2丁目38番地5 0123-72-3000 一般開放　10:00～17:00

団体等開放　17:00～22:00 火曜日、祝日の翌日、年末年始

月形町 月形樺戸博物館 樺戸郡月形町1219番地1 0126-53-2399 3月下旬～11月　9:30～17:00 12月～3月下旬

浦臼町
浦臼町郷土史料館 樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ

183番地21 0125-68-2237 4月下旬～10月　9:30～16:00 月・火曜日（祝日の場合は翌日）

田園空間博物館農機具展示場 樺戸郡浦臼町キナウスナイ186-26 0125-68-2221
（浦臼町役場） 5月～10月　10:00～16:00 土日祝日、冬期間（11月～4月）

新十津町
新十津川町開拓記念館 樺戸郡新十津川町字中央1-1 0125-76-2622

5月～10月
水・木・土・日曜日　10:00～16:00
金曜日　10:00～13:00

月・火曜日、冬期間（11月～4月）

新十津川物語記念館 樺戸郡新十津川町字総進188-6 0125-76-2995 4月下旬～10月　10:00～16:00 冬期間（11月～4月下旬）

秩父別 秩父別町郷土館 雨竜郡秩父別町1264
0164-33-2555

（秩父別町教育委員
会教育グループ）

10:00～16:00 月曜日、年末年始　

北竜町 北竜町郷土資料館 雨竜郡北竜町字和10 0164-34-2553
（北竜町教育委員会）

火～土曜日　9:00～18:00
日曜日　9:00～17:00 月曜日、年末年始（12月30日～1月6日）

沼田町 沼田町化石館 雨竜郡沼田町字幌新381-1 0164-35-1029 9:30～16:00 月曜日、祝日の翌日、冬期間（11月4日～4月28日）

石狩 札幌市

サッポロビール博物館 札幌市東区北7条東9丁目 011-748-1876 11:00～18:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、臨時休館日

つきさっぷ郷土資料館 札幌市豊平区月寒東2条2丁目3－9 011-854-6430 4月～11月
水・土曜日　10:00～16:00 月・火・木・金・日曜日、冬期間（12月～3月）

北海道博物館 札幌市厚別区厚別町小野幌53番地2  011-898-0466 5月～9月　9:30～17:00
10月～4月　9:30～16:30

月曜日（祝日・振替休日の場合は直後の平日）
年末年始（12月29日～1月3日）、臨時休館あり

北海道開拓の村 札幌市厚別区厚別町小野幌50番地1 011-898-2692 5月～9月　9:00～17:00
10月～4月　9:00～16:30

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、年末年始（12月29
日～1月3日）、※さっぽろ雪まつり期間の月曜日は開村

北海道大学総合博物館 札幌市北区北10条西8丁目 011-706-2658 10:00-17:00 月曜日（祝日の場合は週明けの平日）
年末年始（12月28日～1月4日）

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター植物園

札幌市中央区北3条西8丁目
北大植物園 011-221-0066

夏期
4月29日～9月30日　9:00～16:30
10月1日～11月3日　9:00～16:00
冬期　11月4日～4月28日
月～金曜日　10:00～15:30
土曜日　10:00～12:30

夏期： 月曜（祝日の場合は翌火曜）
冬期： 日曜、祝日、年末年始

北海道立文学館 札幌市中央区中島公園1番4号 011-511-7655 9:30～17:00 月曜日（祝日等の場合は開館）
年末年始（12月29日～1月3日）

札幌国際大学博物館 札幌市清田区清田4条1丁目4－1 011-881-8844
5月7日～8月1日、10月1日～1月29日
月～金曜日　10:00～17:30
土曜日　10:00～13:00
※オープンキャンパス、学園祭の開催日は開館

日曜日、祝日
※学生による運営のため、夏季・冬季・春季休業中
　（応相談）

地図と鉱石の山の手博物館 札幌市西区山の手7条8丁目6番1号 011-623-3321 10:00～17:00 不定休

札幌市青少年科学館 札幌市厚別区
厚別中央1条5丁目2-20 011-892-5001 5月～9月　9:00～17:00

10月～4月　9:30～16:30
月曜日（祝日の場合は開館）、毎月最終火曜日、祝日の翌
日、 特別展最終日の翌日、年末年始（12月27日～1月4
日）、その他不定休

札幌芸術の森 札幌市南区芸術の森2丁目75番地

011-592-5111
（代表）

011-592-4122
（クラフト工房）
011-591-0090

（札幌芸術の森美
術館）

通常　9:45～17:00
6月1日～8月31日　9:45～17:30

11月4日～4月28日： 月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌平日）
年末年始（12月29日～1月3日）

エドウィン・ダン記念館
（旧北海道庁真駒内種畜場事務所） 札幌市南区真駒内泉町1丁目6 011-581-5064 4月1日～10月31日　9:30～16:30

11月1日～3月31日の金～日曜日　9:30～16:30
4月1日～10月31日：水曜日
11月1日～3月31日：月～木曜日、年末年始

エリエールスクエア札幌
「渡辺淳一文学館」 札幌市中央区南12条西6丁目414 011-551-1282 4月～10月　9:30～18:00

11月～3月　9:30～17:30 月曜日（祝日の場合は翌日）

札幌グランドホテル
メモリアルライブラリー 札幌市中央区北1条西4丁目 011-261-3311 24時間開館

札幌市交通資料館 札幌市南区真駒内東町1丁目

011-581-3780
交通資料館

（開館期間中のみ）
011-251-0822
札幌市交通事業振
興公社総務企画部

※現在休館中（令和4年度以降リニューアル予定）

札幌市資料館（旧札幌控訴院） 札幌市中央区大通西13丁目 011-251-0731 9:00～19:00 月曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始（12月29日～1月3日）

手稲記念館 札幌市西区西町南21丁目 011-661-1017 月・水・金・土曜日　9:00～17:00 火・木・日曜日、祝日、年末年始
札幌市水道記念館 札幌市中央区伏見4丁目 011-561-8928 4月中旬～11月中旬　9:30～16:30 月曜日（祝日の場合は直後の平日）、冬期間

札幌市埋蔵文化財センター展示室 札幌市中央区南22条西13丁目 011-512-5430 8:45～17:15 祝日、振替休日、年末年始
※5月3～5日、11月3日は開館

札幌村郷土記念館 札幌市東区北13条東16丁目 011-782-2294 10:00～16:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月29日～1月5日）

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

石狩

札幌市

三戸部記念館 札幌市西区発寒6条7丁目 011-664-1894 不定期　※要問い合わせ
真駒内駐屯地史料館 札幌市南区真駒内17 011-581-3191 9:00～16:00 土日祝日、その他不定期
雪印メグミルク酪農と乳の歴史館

（旧雪印乳業史料館） 札幌市東区苗穂町6丁目1-1 011-704-2329 平日　9:00～11:30、13:00～17:00 土日祝日、年末年始

大山由之記念館 札幌市厚別区もみじ台西7丁目11-10 011-897-6513 5月～10月末　11:00～17:00
※不定期開館のため要連絡 11月～4月末

定山渓郷土博物館 札幌市南区定山渓温泉東4丁目 011-598-2012
（定山渓観光協会）9:00～16:00 冬期間（11月～4月）

屯田郷土資料館 札幌市北区屯田5条6丁目 011-772-1811 13:00～16:00 月曜日、年末年始

北海道鉄道技術館 札幌市東区北5条東13丁目 011-721-6624 毎月第2・4土曜日　13:30～16:00 毎月第2・4土曜日を除く
※臨時休館あり

北海道立文書館 江別市文京台東町41番地1 011-388-3001 通常　9:00～17:00
6月～8月の木・金曜日　9:00～19:00

月曜日（祝日の場合その直後の平日）
毎月末日（月・土・日曜日・祝日の場合は直前の平日12月は28日）
年末年始（12月29日～1月3日）
蔵書点検期間（年1回10日間程度）

札幌ふれあいの森 札幌市清田区清田区真栄388ほか 011-883-8931 4月下旬～11月上旬　 9:00～17:00 冬期間

北方自然教育園 札幌市南区白川1814番地 011-596-3567 9:30～16:30
学習館　9:00～17:00

月曜日（祝日の場合は次の平日）
年末年始（12月29日～1月3日）

北海道立近代美術館 札幌市中央区北1条西17丁目 011-644-6881 9:30～17:00 月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日）
年末年始（12月29日～1月3日）、展示替期間等

本郷新記念札幌彫刻美術館 札幌市中央区宮の森4条12丁目 011-642-5709 10:00～17:00 月曜日（祝日等の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）、展示替え期間

北海道立三岸好太郎美術館 札幌市中央区北2条西15丁目 011-644-8901 9:30～17:00
月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日）
年末年始（12月29日～1月3日）、展示替期間等
※11月1日は芸術週間のため開館

札幌オリンピックミュージアム 札幌市中央区宮の森1274番地 011-641-8585 5月～10月　9:00～18:00
11月～4月　9:30～17:00 ※月に1回程度メンテナンスによる不定休

札幌市アイヌ文化交流センター
（サッポロピリカコタン） 札幌市南区小金湯27 011-596-5961 8:45～22:00

展示室・庭園見学　9:00～17:00
月曜日、祝日、毎月最終火曜日
年末年始（12月29日～1月3日）

札幌市豊平川さけ科学館 札幌市南区真駒内真駒内公園2-1 011-582-7555 9:15～16:45 月曜日（祝休日の場合は次の平日）
年末年始（12月29日～1月3日）

江別市

札幌学院大学考古学資料展示室 江別市文京台11 011-386-8111 火・木・金曜日　9:00～16:00 月・水・土・日曜日、祝日
大学の夏休み、冬休み、春休み期間

江別市郷土資料館 江別市緑町西1丁目38番地 011-385-6466 火～日曜日　9:30～17:00
月曜日（祝日・振替休日の場合を除く）
祝日・振替休日の翌日（土・日の時は火曜日）
年末年始（12月29日～1月3日）

江別市旧町村農場 江別市いずみ野25 011-383-7734 4月下旬～11月下旬　10:00～17:00 冬期間

江別市屯田資料館
（江別市郷土資料館分館） 江別市野幌代々木町38-11 011-385-4766 4月29日～11月3日

土・日曜日、祝日・振替休日　9:30～17:00
4月29日～11月3日： 月～金曜日（祝日・振替休日を除く）
冬期間（11月4日～4月28日）
※休館日に団体利用希望の場合は要相談

北海道立野幌森林公園
自然ふれあい交流館 江別市西野幌685-1 011-386-5832 5月～9月　9:00～17:00

10月～4月　9:30～16:30 月曜日（祝日、振替休日の場合は開館）

千歳市
支笏湖ビジターセンター 千歳市支笏湖温泉番外地 0123-25-2404 4月～11月　9:00～17:30

12月～3月　9:30～16:30 12月～3月： 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

北海道キッコーマン
もの知りしょうゆ館 千歳市泉沢1007-53 0123-28-3888 9:20、10:45、12:45、14:10

※要予約 土日祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

恵庭市 恵庭市郷土資料館 恵庭市南島松157-2 0123-37-1288 9:30～17:00
月曜日（休日の場合は火・水曜日）
休日の翌日（土・日曜日の場合を除く）、毎月最終金曜日
年末年始（12月28日～1月3日）

北広島市 北広島東記念館郷土資料収蔵室 北広島市朝日町5丁目 011-373-2171 ※見学希望の場合は要事前連絡
9:00～17:15

月曜日、土曜日、日曜日
祝祭日、年末年始（12月31～翌1月5日）

石狩市

いしかり砂丘の風資料館 石狩市弁天町30-4 0133-62-3711 9:30～17:00 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

はまます郷土資料館 石狩市浜益区浜益

0133-79-2402
※資料館電源トラ

ブルにより不通
0133-79-2114

（浜益生涯学習課）

6月～10月　10:00～16:00 火曜日（祝日の場合その翌日）

当別町 当別伊達記念館・伊達邸別館 石狩郡当別町元町105
0133-22-3834

（当別町教育委員
会社会教育課）

5月～10月　10:00～16:30 月曜日（祝日の場合その翌日）、冬期間

新篠津村 新篠津村自治センター内郷土資料室 石狩郡新篠津村南ヶ丘
新篠津村自治センター内

0126-57-2011
（新篠津村教育委
員会）

9:00～22:00 年末年始

後志

小樽市
小樽市

小樽港湾事務所
みなとの資料コーナー 小樽市築港2-2 0134-22-6131 9:00～12:00、13:00～16:30 土日祝日、年末年始

市立小樽文学館 小樽市色内1丁目9-5 0134-32-2388 9:30～17:00 月曜日、祝日の翌日（土日の場合は休まず振替）、年末年始

小樽市手宮洞窟保存館 小樽市手宮1丁目3-4 0134-33-2523
（小樽市総合博物館）9:30～17:00 火曜日（祝日の場合は直近の平日に振替）

冬期間（11月4日～4月28日）

北のウォール街資料館 小樽市入船3丁目16-18
株式会社玉柳2F 0134-22-1134 9:00～17:15 土日祝日

小樽市総合博物館 小樽市手宮1丁目3番6号 0134-33-2523 9:30～17:00 火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

小樽市総合博物館運河館 小樽市色内2丁目1-20 0134-22-1258 9:30～17:00 年末年始（12月29日～1月3日）

小樽天狗山スキー資料館 小樽市最上2丁目16-15
0134-33-7381

（小樽天狗山ロー
プウエイ）

※ロープウェイの運行に合わせて開館

一般財団法人北一ヴェネツィア美術館 小樽市堺町5-27 0134-33-1717 8:45～18:00 ※展示替えのため不定休あり

京極町 京極町生涯学習センター湧学館 虻田郡京極町字京極158-1 0136-42-2700 9:00～22:00
図書コーナー　10:00～18:00

月曜日（祝日の場合は翌日まで）
祝日、毎月最終平日、年末年始（12月31日～1月5日）

倶知安町
倶知安風土館 虻田郡倶知安町北6条東7丁目3 0136-22-6631 9:00～17:00 火曜日（祝日の場合は翌日まで）、年末年始、臨時休館日

小川原脩記念美術館 虻田郡倶知安町北6条東7丁目1 0136-21-4141 9:00～17:00 火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始、展示替え作業による臨時休館日

黒松内町 黒松内町ブナセンター 寿都郡黒松内町字黒松内512-1 0136-72-4411 通常　9:30～17:00
木曜日　9:30～20:30 月・火曜日（祝日を除く）

蘭越町
大湯沼自然展示館 磯谷郡蘭越町湯里680番地15

0136-57-5111
（蘭越町商工労働
観光課）

9:00～22:00
※7～8月は無休

月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）
11月～翌4月中旬

蘭越町貝の館 磯谷郡蘭越町港町1401 0136-56-2102 4月～10月　9:00～16:00 月曜日（祝日の場合は火曜日・水曜日）、祝日の翌日
※7・8月は無休

ニセコ町 有島記念館 虻田郡ニセコ町字有島57番地 0136-44-3245 9:00～17:00 月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始

共和町
西村計雄記念美術館 岩内郡共和町南幌似143-2 0135-71-2525 9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始（12月28日～1月2日）

共和町かかし古里館 岩内郡共和町南幌似103-13 0135-73-2617 4月～10月　9:00～17:00
11月～3月　10:00～16:00 月曜日、祝祭日の翌日、年末年始

岩内町

岩内町郷土館 岩内郡岩内町字清住5－3 0135-62-8020 4月上旬～11月下旬　9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間（12月～3月）

荒井記念美術館 岩内郡岩内町字野束505 0135-63-1111 4月中旬～ 11月中旬　9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
冬期間（11月中旬～4月中旬）

木田金次郎美術館 岩内郡岩内町字万代51-3 0135-63-2221 4月～11月　10:00～18:00 月曜日（祝日の場合はその翌日）
冬期間（12月～3月）、展示替え作業による臨時休館日

泊村 鰊御殿とまり 古宇郡泊村大字泊村59-1 0135-75-2849 4月中旬～11月初旬　9:30～16:30 月曜日（祝日の場合は翌日、7～9月無休）
冬期間（11月初旬～4月中旬）

神恵内村
神恵内村郷土資料館 古宇郡神恵内村大字神恵内村

ブエダウス272-2
 0135-76-5148

（青少年旅行村管
理棟呼出）

5月1日～9月中旬　10:00～16:00 冬期間（9月中旬～4月）

神恵内村日本郷土玩具館 古宇郡神恵内村大字珊内村256 0135-77-6577 5月上旬～10月　10:00～16:00 火曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間（10月末～4月下旬）

積丹町 積丹町サクラマス
サンクチュアリーセンター 積丹郡積丹町大字余別町312番地 0135-48-5650 5月～10月　9:00～17:00

博
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学
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

後志 余市町

余市水産博物館 余市郡余市町入舟町21番地 0135-22-6187 4月上旬～12月上旬　9:00～16:30 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日
冬期間（12月上旬～4月上旬）

余市宇宙記念館「スペース童夢」 余市郡余市町黒川町6丁目4-1 0135-21-2200 4月第3土曜日～11月　9:30～16:30
※R4年臨時開館日：5月2日、8月15日

月曜日（祝日の場合は翌日）
冬期間（12月～4月第3金曜日）
※R4臨時閉館日：5月10日、8月30日

胆振

室蘭市

室蘭市港の文学館 室蘭市海岸町1丁目1番9号 0143-22-1501 10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は火・水曜日）、年末年始
※5月連休明けや土曜日が祝日の時は要問い合わせ

えみらんDENZAI環境科学館 室蘭市本町2丁目2-1 0143-22-1058 3月～10月　10:00～17:00
11月～2月　10:00～16:00 月曜日、祝祭日の翌日、年末年始

室蘭市民俗資料館（とんてん館） 室蘭市陣屋町2丁目4-25 0143-59-4922 10:00～16:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始
※夏・冬・春休み期間中は無休

道の駅「みたら室蘭」白鳥大橋記念館 室蘭市祝津町4丁目16-15 0143-26-2030 4月～10月　9:30～21:00
11月～3月　9:30～17:00

11月～3月：木曜日（祝日の場合は翌日）
※12月31日～1月7日は無休

苫小牧市

苫小牧市美術博物館 苫小牧市末広町3丁目9-7 0144-35-2550 9:30～17:00 月曜日（祝日の場合は次の平日）
年末年始（12月29日～1月3日）

勇武津資料館 苫小牧市字勇払132-32 0144-56-0201 10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は次の平日）
年末年始（12月29日～1月3日）

ウトナイ湖
サンクチュアリ・ネイチャーセンター 苫小牧市植苗150-3 0144-58-2505 土日祝日　9:30～16:30 月～金曜日（祝日を除く）

登別市
のぼりべつクマ牧場ヒグマ博物館 登別市登別温泉町224 0143-84-2225 9:30～16:30 臨時・施設保守による休園あり

登別市郷土資料館 登別市片倉町6丁目27 0143-88-1339 4月～10月　10:00～17:00
11月～3月　10:00～16:00 月曜日（祝日・振替休日は開館）、祝日の翌日、年末年始

伊達市

有珠善光寺宝物館
（旧伊達市立有珠郷土館） 伊達市有珠町124-1　善光寺境内 0142-38-2007 9:00～17:00

※完全予約制 要問い合わせ

だて歴史文化ミュージアム 伊達市梅本町57-1 0142-25-1056 9:00～17:00 月曜日（休日の場合は翌日以降最初の平日）、年末年始
（12月31日～1月5日）

壮瞥町
アイヌ記念館 有珠郡壮瞥町昭和新山184-11 0142-75-2053 5月～10月　8:00～17:00 冬期間（11月～4月）

横綱北の湖記念館・壮瞥町郷土資料館 有珠郡壮瞥町滝之町294-2 0142-66-2201 4月～11月　9:00～17:00 冬期間（12月～3月）
※冬期間中希望の場合は事前問い合わせで入館可

洞爺湖町

虻田郷土資料館 虻田郡洞爺湖町高砂町44 0142-76-5802
（入江・高砂貝塚館）4月～11月　9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間（12月～3月）

入江・高砂貝塚館 虻田郡洞爺湖町高砂町44 0142-76-5802 4月～11月　9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間（12月～3月）
洞爺湖ビジターセンター 洞爺湖町洞爺湖温泉町142番5 0142-75-2555 9:00～17:00 年末年始（12月31日～1月3日）

洞爺財田自然体験ハウス 虻田郡洞爺湖町財田3番地 0142-82-5999 9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月31日～1月5日）

安平町 早来郷土資料館 勇払郡安平町早来大町156-1
0145-29-7036

（ 安 平 町 教 育 委
員会社会教育グ
ループ）

9:00～17:00 土日祝日、年末年始

むかわ町 むかわ町立穂別博物館 勇払郡むかわ町穂別80-6 0145-45-3141 9:30～17:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始

日高

日高町
日高町立日高図書館郷土資料館 沙流郡日高町本町東1丁目297-29 01457-6-2469 10:00～17:00 月曜日、年末年始

日高町立門別図書館郷土資料館 沙流郡日高町富川東1丁目3-1 01456-2-3746 火～金曜日　10:00～18:00
土・日曜日　10:00～17:00

月曜日、祝日、年末年始、月末図書整理日
図書特別整理期間（5日間）

平取町

振内鉄道記念館 沙流郡平取町振内町151-45
01457-3-3211

（平取町役場振内
支所）

平日　9:00～16:00 土日祝日
※ライダーハウスは5月～9月のみ利用可

義経資料館 沙流郡平取町本町119-2 01457-3-7703
（平取町観光協会）4月～11月　9:00～17:00

月曜日、冬期間（12月～4月）
※冬期間利用希望の場合は事前に平取町役場（01457-

2-2221）へ要連絡

沙流川歴史館 沙流郡平取町字二風谷227-2 01457-2-4085 9:00～16:30 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月30日～1月5日）

平取町立二風谷アイヌ文化博物館 沙流郡平取町字二風谷55 01457-2-2892 9:00～16:30 11月16日～4月15日：月曜日
館内整備による休館日（12月16日～1月15日）

二風谷工芸館 沙流郡平取町字二風谷61-6 01457-2-3299 9:00～17:00 年末年始（12月31日～1月5日）

新冠町
新冠町レ・コード館 新冠郡新冠町字中央町1-4

0146-45-7833
（新冠町教育委員
会社会教育課社
会教育グループ）

9:00～21:00
見学コース（ミュージアム、レ・コードホール、リスニングブース）
チケットセンター： 10:00～17:00
図書プラザ： 10:00～18:00（水曜日は20:00まで）
喫茶ぶれす： 10:30～16:30
展望塔： 10:00～16:30
新冠町観光協会： 9:00～17:30

月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日
年末年始（12月30日～1月5日）

新冠町郷土資料館 新冠郡新冠町字中央町26番地 0146-47-2694 火～土曜日　9:00～16:30 月・日曜日、祝日、年末年始

浦河町

浦河町立郷土博物館
浦河町馬事資料館 浦河郡浦河町西幌別273-1 0146-28-1342 9:00～16:30 月曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月5日）

赤心社記念館 浦河郡浦河町荻伏町15番地

0146-28-1342
（浦河町立郷土博
物館）
0146-25-2203

（浦河町役場荻伏
支所）

9:00～16:30 月曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月5日）

様似町 様似郷土館 様似郡様似町会所町1 0146-36-3335 10:00～16:30 月曜日、祝日の翌日、年末年始

えりも町

えりも町郷土資料館「ほろいずみ」
水産の館 幌泉郡えりも町字新浜207 01466-2-2410 通常　9:00～17:00

月曜日　9:45～17:00 火曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日、年末年始

襟裳岬「風の館」 幌泉郡えりも町字東洋366-3 01466-3-1133 5月～8月　9:00～18:00
9月～11月・3月～4月　9:00～17:00

冬期間（12月～2月）
※1月1日は「初日の出」のため、5:00～8:00開館

渡島

函館市

市立函館博物館 函館市青柳町17-1 0138-23-5480 4月～10月　9:00～16:30
11月～3月　9:00～16:00

月曜日、毎月最終金曜日（特別展・企画展等期間中は除
く）、祝日（特別展・企画展等期間中、ゴールデンウィーク期
間中、11月3日は除く）、年末年始（12月29日～1月3日）、
展示替え等による臨時休館日

市立函館博物館郷土資料館
（旧金森洋物店） 函館市末広町19-15 0138-23-3095 4月～10月　9:00～16:30

11月～3月　9:00～16:00
月曜日、毎月最終金曜日、祝日（ゴールデンウィーク期間
中、11月3日は除く）、年末年始（12月29日～1月3日）

函館市灯台資料館（ピカリン館） 函館市恵山岬町80-9 0138-86-2115 ※現在休館中
9:15～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日）
冬期間（12月1日～3月31日）

函館市文学館 函館市末広町22-5 0138-22-9014 4月～10月　9:00～19:00
11月～3月　9:00～17:00 年末年始（12月31日～1月3日）、館内整理日

箱館奉行所 函館市五稜郭町44番3号 0138-51-2864 4月～10月　9:00～18:00
11月～3月　9:00～17:00 年末年始（12月31日～1月3日）、館内整理日

箱舘高田屋嘉兵衛資料館 函館市末広町13-22 0138-27-5226 9:00～17:00 木曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
冬季休館の場合あり

北海道大学総合博物館分館水産科学館
（旧北海道大学水産学部水産資料館）

函館市港町3丁目1-1
大学函館キャンパス内 0138-40-5553 10:00-17:00 月曜日（祝日の場合は週明けの平日）

年末年始（12月28日～1月4日）

北方教育資料館・夕陽記念館 函館市八幡町1-2
0138-44-4411

（北海道教育大学
教育学部函館校）

9:00～17:00
※施設見学はお申し出により開放しています。

函館市縄文文化交流センター 函館市臼尻町551-1 0138-25-2030 4月～10月　9:00～17:00
11月～3月　9:00～16:30 月曜日（祝日の場合は翌日）、毎月最終金曜日、年末年始

北海道立函館美術館 函館市五稜郭町37-6 0138-56-6311 9:30～17:00
月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日）
年末年始（12月29日～1月3日）、展示替期間等
※11月1日は芸術週間のため開館

オルゴール明治館  函館市豊川町11-17 0138-27-7070 9:30～18:00 水曜日

はこだてみらい館 函館市若松町20-1
キラリス函館3階 0138-26-6000 10:00～20:00 不定休（水曜日）、年末年始

函館市青函連絡船記念館摩周丸 函館市若松町12番地先 0138-27-2500 4月～10月　8:30～18:00
11月～3月　9:00～17:00

年末年始（12月31日～1月3日、ただし臨時開館あり）
臨時休館日

函館市北方民俗資料館 函館市末広町21-7 0138-22-4128 4月～10月　9:00～19:00
11月～3月　9:00～17:00 年末年始（12月31日～1月3日）、館内整理日

北斗市 北斗市郷土資料館
（旧大野郷土資料室） 北斗市本町1丁目1番1号 0138-77-8811 9:00～17:00 毎月第1月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

七飯町 THE DANSHAKU LOUNGE 亀田郡七飯町峠下379番3 0138-82-8888 10:00～18:00 年末年始、施設メンテナンス休業日

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

渡島

七飯町 七飯町歴史館 亀田郡七飯町本町6丁目1番3号　 0138-66-2181 9:00～17:00 年末年始（12月31日～1月5日）

松前町

松前藩屋敷 松前町字西舘68番地 0139-42-2726 4月上旬～10月　9:00～17:00 冬期間（11月～3月）
松前城史料館 松前郡松前町字松城144番地 0139-42-2216 4月上旬～12月上旬　9:00～17:00 冬期間（12月上旬～4月上旬）

松前町郷土資料館 松前郡松前町字神明30番地
松前町町民総合センター内

0139-42-3060
（松前町教育委員
会文化社会教育課

（文化財））
4月上旬～12月上旬　9:00～17:00 冬期間（12月上旬～4月上旬）

福島町
横綱千代の山・千代の富士記念館 松前郡福島町字福島190 0139-47-4527 3月中旬～11月　9:00～17:00 冬期間（12月～3月中旬）
福島町青函トンネル記念館 松前郡福島町字三岳32-1 0139-47-3020 3月中旬～11月　9:00～17:00 冬期間（12月～3月中旬）

知内町 知内町郷土資料館 上磯郡知内町字重内31-47 01392-5-5066 10:00～16:30 5月～11月： 月曜日、祝日の翌日
12月～4月： 日曜日、祝日、年末年始

森町
森町郷土館 茅部郡森町砂原4丁目147 0137-48-3190 10:00～16:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月31日～1月5日）
森町公民館郷土資料室 茅部郡森町御幸町132 01374-2-3479 9:00～17:00 月曜日、年末年始

八雲町 八雲町熊石歴史記念館 二海郡八雲町熊石平町325-3 01398-2-2200 9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は次の平日）、冬期間（11月～3月）
長万部町 長万部町民センター 山越郡長万部町字長万部413-12 01377-2-5396 10:00～16:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月30日～1月5日）

檜山

江差町

江差追分会館 江差町字中歌町193番地3 0139-52-0920 9:00～17:00 11月～3月： 月曜日、祝日の翌日
年末年始（12月31日～1月5日）

開陽丸青少年センター
（開陽丸記念館） 檜山郡江差町字姥神町1-10 0139-52-5522 9:00～17:00 11月～3月： 月曜日（祝日の場合は翌日・翌々日）

祝日の翌日、年末年始（12月31日～1月5日）
旧檜山爾志郡役所

（江差町郷土資料館） 江差町字中歌町112番地 0139-54-2188 9:00～17:00 月曜日、祝日の翌日（４月～１０月は無休）
冬期間（12月31日～3月31日）

上ノ国町 上之国館調査整備センター 檜山郡上ノ国町字大留 0139-55-2228 9:00～16:00 土日祝日
※土日の見学は要連絡

上之国勝山館跡ガイダンス施設 檜山郡上ノ国町字勝山427 0139-55-2400 4月上旬～11月上旬　10:00～16:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、冬期間

厚沢部町 厚沢部町郷土資料館 檜山郡厚沢部町字新町234-1
0139-64-3318

（厚沢部町教育委
員会事務局社会
教育係）

火～金曜日　9:00～17:00
土～日曜日　9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月5日）

乙部町 乙部町公民館郷土資料室 爾志郡乙部町字館浦4番地1 0139-62-3311 10:00～17:00 祝日、年末年始（12月30日～1月5日）
奥尻町 奥尻島津波館 奥尻郡奥尻町字青苗36 01397-3-1811 4月中旬～10月　9:00～17:00 月曜日（7・8月と祝日を除く ）、冬期間（11月～4月中旬）

今金町 ピリカ旧石器文化館／石器製作跡 瀬棚郡今金町字美利河228-1 0137-83-2477 9:30～16:30 月曜日、冬期間（12月1日～3月31日）
※GW期間中は定休日も開館

せたな町

せたな町情報センター 久遠郡せたな町北檜山区北檜山266 0137-84-5342 4月～10月　10:00～19:00
11月～3月　10:00～18:00

月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月31日～1月5日）

せたな町生涯学習センター
（旧瀬棚郷土館） 久遠郡せたな町瀬棚区本町651 0137-87-3901 10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始（12月31日～1月5日）

大成郷土館・分館 久遠郡せたな町大成区都386 01398-4-6161 10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月31日～1月5日）

上川

旭川市

旭川市井上靖記念館 旭川市春光5条7丁目 0166-51-1188 9:00～17:00 10月～5月の月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月30日～1月4日）

旭川市科学館「サイパル」 旭川市宮前1条3丁目3番32号 0166-31-3186 9:30～17:00
月曜日（祝日の場合は翌日、連休の場合は最終祝日の翌日）
毎月末の平日
年末年始 （12月30日～31日、1月1日、1月3日～4日）
※7月の最終月曜日～8月末までは無休

旭川市博物館 旭川市神楽3条7丁目 0166-69-2004 9:00～17:00 10月～5月：毎月第2・第4月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月30日～1月4日）、施設点検日

旭川兵村記念館 旭川市東旭川南1条6丁目3-26 0166-36-2323 4月下旬～10月下旬　9:30～16:30 火曜日、冬期間（10月下旬～4月下旬）

三浦綾子記念文学館 旭川市神楽7条8丁目2-15 0166-69-2626 9:00～17:00 11月～5月：月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月28日～1月5日）

男山酒造り資料舘 旭川市永山2条7丁目1番33号 0166-47-7080 9:00～17:00
酒蔵開放（2月第2日曜日）10:00～15:00 年末年始（12月31日～1月3日）

北鎮記念館 旭川市春光町国有無番地
陸上自衛隊旭川駐屯地  0166-51-6111 夏期（4月～10月）　9:00～17:00

冬期（11月～3月）　9:30～16:00 月曜日（祝日の場合は翌日）

北海道立旭川美術館 旭川市常磐公園内 0166-25-2577 9:30～17:00
月曜日

（祝日・振替休日のときは開館、翌日休館。芸術週間中は開館）
年末年始（12月29日～1月3日）、展示替期間等

士別市 士別市立博物館・士別市公会堂展示館 士別市西士別町2554 0165-22-3320 4月～9月　9:30～16:30
10月～3月　10:00～16:30

月・火曜日、年末年始（12月29日～1月3日）、冬期間の一部
（1月20日～2月末までの平日、ただし土日祝日は開館）
※祝日は年末年始を除いて開館

名寄市

名寄市北国博物館 名寄市字緑丘222 01654-3-2575 9:00～17:00 月曜日、年末年始

なよろ市立天文台きたすばる 名寄市字日進157-1 01654-2-3956 4月～10月　13:00～21:30
11月～3月　13:00～20:00

月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（日・土曜日を除く）
毎月最終火曜日（7月・8月・12月・3月を除く。祝日又は祝
日の翌日と重なった場合は、順次これを繰り下げ）
年末年始（12月30日～1月6日）

富良野市 富良野市教育委員会
生涯学習センター・博物館 富良野市山部東21線12 0167-42-2407 博物館エリア　9:00～17:00 月曜日、年末年始（12月31日～1月5日）

鷹栖町

旭川市博物館分館・アイヌ文化の森伝
承のコタン 上川郡鷹栖町字近文9線西4号 0166-55-9779 9:00～17:00 11月～4月下旬： 毎月第2・第4月曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始（12月30日～1月4日）、施設点検日

鷹栖町郷土資料館 上川郡鷹栖町南1条1丁目 0166-87-3028
水・土曜日
4月～9月　10:00～17:00
10月～3月　10:00～16:00

月・火・木・金・日曜日

東神楽町 東神楽町交流プラザ
つつじ館郷土資料展示室 上川郡東神楽町南2条西1丁目1-6 0166-83-2082 月・水・金曜日　8:30～17:00

火・木・土曜日　8:30～20:00 日曜日、祝日、年末年始

当麻町 当麻町郷土資料館ここから 上川郡当麻町4条南3丁目1-41 0166-56-1123 10:00～19:00 火曜日

上川町 層雲峡ビジターセンター 上川郡上川町字層雲峡 01658-9-4400 6月～10月　8:00～17:30
11月～5月　9:00～17:00 11月～5月：月曜日、年末年始（12月31日～1月5日）

美瑛町 丘のまち郷土学館「美宙」
（旧美瑛町郷土資料館） 上川郡美瑛町本町3丁目5-15 0166-74-6116 10:00～19:00 火曜日（祝日の場合は翌平日）

年末年始（12月31日～1月5日）

上富良野町

上富良野町開拓記念館 空知郡上富良野町西3線北28号 0167-45-3158
（公民館）

5月・6月・9月・10月の土・日曜日・祝日
7月～8月の火～日曜日
9:00～12:00、13:00～16:00

冬期間（11月～4月）

上富良野町郷土館 空知郡上富良野町富町1丁目
3番30号

0167-45-3158
（公民館） 4月～10月　9:00～16:00 4月： 日・月曜・祝日、5月～10月： 月曜日

冬期間（11月～3月）
土の博物館「土の館」 空知郡上富良野町西2線北25号 0167-45-3055 9:00～16:00

中富良野町 中富良野町郷土館 空知郡中富良野町南町10-1 0167-44-2959 9:30～17:30 月曜日、年末年始（12月29日～1月5日）

和寒町 塩狩峠記念館 上川郡和寒町字塩狩543 0165-32-4088 4月～9月　10:00～16:30
10月～11月　10:00～15:30

月曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間（12月～3月）
※冬期間2月28日のみ特別開館

剣淵町
剣淵町郷土資料館 上川郡剣淵町緑町15-4 0165-34-2624

（絵本の館）
4～12月
※開館時間は不定のため要事前連絡 1~3月

絵本の館 上川郡剣淵町緑町15番3号 0165-34-2624 10:00～17:00 水曜日、年末年始

下川町 下川町ふるさと交流館 上川郡下川町西町1046
01655-4-2511

（下川町教育委員
会教育課）

9:00～17:00 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館
12月1日～3月31日（事前連絡があれば開館）

美深町 美深町文化会館
COM100郷土資料室 中川郡美深町字西町22 01656-2-1744 平日　8:00～22:00

土・日・祝日　9:00～22:00 年末年始（12月30日～1月5日）

音威子府村 エコミュージアムおさしまセンター 中川郡音威子府村字物満内55 01656-5-3980 4月下旬～10月　9:30～16:30 月曜日（祝日の時は翌日）

中川町 中川町エコミュージアムセンター
「エコールなかがわ」 中川町字安川28-9 01656-8-5133 9:30～16:30 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日～1月6日）

冬期間（11月中旬～4月中旬）は土日祝日

留萌

留萌市 留萌市海のふるさと館 留萌市大町2丁目3-1 0164-43-6677 4月下旬～10月下旬　9:00～18:00
増毛町 増毛町総合交流促進施設元陣屋 増毛郡増毛町永寿町4-49 0164-53-3522 9:00～17:00 木曜日（祝日の場合はその前日）

小平町

小平町埋蔵文化財資料館・オピラウシ 留萌郡小平町字小平町 0164-56-9500 9:30～17:00 月曜日
冬期間（11月1日～翌4月30日）

道の駅おびら鰊番屋
（旧小平町郷土資料館） 留萌郡小平町字鬼鹿広富

【観光交流センター】
0164-56-1828

【旧花田家番屋】
0164-57-1411

【観光交流センター】
9:00～18:00

【旧花田家番屋】
5月～10月　8:00～17:00
11月～4月　9:00～16:00

【旧花田家番屋】
月曜日（6月第3月曜日～8月第2月曜日は無休）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

留萌

苫前町 苫前町郷土資料館・考古資料館
古代の里 復元住居 苫前郡苫前町字苫前393の1421 0164-64-2954 5月～10月　10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）

※夏休み期間中は開館

羽幌町

羽幌町郷土資料館 苫前郡羽幌町南町20番地の1 0164-62-4519 ※R3より工事のため休館中
5月～10月　10:00～16:00 月曜日、冬期間（11月～4月）

羽幌町焼尻郷土館（旧小納家住宅） 苫前郡羽幌町大字焼尻字東浜183 01648-2-3392 5月～9月　9:00～16:00 冬期間（10月～4月）

北海道海鳥センター 苫前郡羽幌町北6条1丁目1-1 0164-69-2080 4月～10月　9:00～17:00
11月～3月　9:00～16:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月31日～1月5日）

初山別村
初山別村簡易郷土資料館 苫前郡初山別村字初山別

0164-67-2136 
（初山別村教育委
員会）

随時(初山別村教育委員会へお問い合わせください） 11月～4月

しょさんべつ天文台 苫前郡初山別村字豊岬153-7 0164-67-2539 4月～9月　14:00～21:00
10月～3月　12:00～19:00 火・水曜日、冬期間（12月～2月）

天塩町 天塩川歴史資料館 天塩郡天塩町新栄通6丁目 01632-2-2071 4月下旬～10月　10:00～17:00 月曜日（5・6月の第1・第3週、7月～9月、振替休日の月曜
日を除く）、冬期間（11月～4月下旬）

宗谷

稚内市 稚内市青少年科学館 稚内市ノシャップ2丁目2-16 0162-22-5100 4月下旬～10月　9:00～17:00
11月・2月～3月　10:00～16:00 4月1日～4月下旬、12月～1月（整備休館）

稚内市 稚内市北方記念館・開基百年記念塔 稚内市ヤムワッカナイ 0162-24-4019 4月下旬～10月　9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間（11月～4月下旬）
※6月～9月は無休

浜頓別町 浜頓別町郷土資料館 枝幸郡浜頓別南2条1丁目
01634-2-4666

（浜頓別町教育委
員会生涯教育係）

9:00～17:00 土日祝日

中頓別町 中頓別町郷土資料館 枝幸郡中頓別町字中頓別37
01634-6-1170

（中頓別町青少年
柔剣道場）

10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月30日～1月4日）

枝幸町 オホーツクミュージアムえさし 枝幸郡枝幸町三笠町1614-1 0163-62-1231 9:00～17:00 月曜日・最終週の火曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始（12月30日～1月4日）

豊富町

兜沼郷土資料室（旧兜沼郵便局舎） 天塩郡豊富町字上サロベツ3863
0162-82-1355

（豊富町教育委員
会社会教育係）

5月上旬～10月上旬
土・日曜日　9:00～16:00 月～金曜日、冬期間（10月下旬～5月上旬）

豊富資料室 天塩郡豊富町字上サロベツ2010　
豊富町民センター内

0162-82-1355
（豊富町教育委員
会社会教育係）

火～日曜日　9:00～16:00 月曜日、年末年始

サロベツ湿原センター 天塩郡豊富町上サロベツ8662 0162-82-3232 5月～10月　9:00～17:00
11月～4月　10:00～16:00

11月～4月の月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29～1月3日）

礼文町 礼文町郷土資料館
礼文郡礼文町大字香深村字ワウシ　
礼文町町民活動総合センター

「ピスカ21」内
0163-86-2119 5月～10月　8:30～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、冬期間（11月～4月）

※6月～9月は無休

利尻町 利尻町立博物館 利尻郡利尻町仙法志字本町136 0163-85-1411 9:00～17:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始
※7月～8月は無休

利尻富町 利尻島郷土資料館 利尻郡利尻富士町鬼脇257 0163-83-1620 5月～10月　9:00～17:00 火曜日、祝日の翌日、冬期間（11月～4月）
※7月～8月は無休

幌延町 幌延町郷土資料展示室 天塩郡幌延町字幌延102-1
農村環境改善センター内 01632-5-2977 8:30～17:00 土日祝日、年末年始（12月30日～1月5日）

オホーツク

北見市

ところ遺跡の館
ところ埋蔵文化財センター 北見市常呂町栄浦371 0152-54-3393 9:00～17:00 月曜日・祝日の翌日（祝日の場合は開館）

年末年始（12月29日～1月5日）
ピアソン記念館

（旧ピアソン宣教師夫妻邸） 北見市幸町7丁目4-28 0157-23-2546 9:30～16:30 月曜日・祝日の翌日（金・土曜日が祝日の場合は当日及び
翌日も開館）、年末年始（12月30日～1月6日）

東京大学大学院人文社会系研究科
附属北海文化研究常呂実習施設
常呂資料陳列館

北見市常呂町字栄浦376 0152-54-2387 9:00～17:00 火曜日（祝日を除く）、年末年始

北見市立端野町歴史民俗資料館 北見市端野町ニ区471-5 0157-56-2560 5月上旬～11月上旬
火～日曜日・祝日　10:00～16:00 月曜日（祝日は除く）

北網圏北見文化センター 北見市公園町1 0157-23-6700 9:30～16:30 月曜日、祝日の翌日（土・日曜日を除く）
年末年始（12月27日～1月6日）

北見ハッカ記念館・薄荷蒸溜館 北見市南仲町1丁目7-28 0157-23-6200 5月～10月　9:00～17:00
11月～4月　9:30～16:30

月曜日（祝日の場合は翌日）
祝日の翌日（金・土曜日が祝日の場合は開館、翌日も開館）
年末年始　（12月30日～1月6日）

北見田園空間情報センター「にっころ」北見市仁頃町291番地1 0157-33-2877 9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

網走市

オホーツク流氷館 網走市天都山244番地3 0152-43-5951
5月～10月　8:30～18:00
11月～4月　9:00～16:30
※12月29日～1月5日　10:00～15:00

川と湖の学習館 網走市能取港町1丁目1
0152-47-1166

（網走市水産科学
センター）

4月～11月　9:00～16:00 冬期間（12月～3月）
※冬期間の年末年始、祝日を除く火～金曜日は要相談

博物館網走監獄 網走市呼人1-1 0152-45-2411 9:00～17:00

北海道立北方民族博物館 網走市潮見309-1 0152-45-3888 通常　9:30～16:30
7月～9月　9:00～17:00

7月～9月・2月を除く月曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始、他臨時休館

網走市立郷土博物館
（旧北見教育委員会網走博物館） 網走市桂町1丁目1-3 0152-43-3090 5月～10月　9:00～17:00

11月～4月　9:00～16:00 月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

網走市立郷土博物館分館
モヨロ貝塚館 網走市北1条東2丁目 0152-43-2608 5月～10月　9:00～17:00

11月～4月　9:00～16:00
10月～6月の月曜日・祝日
年末年始（12月29日～1月3日）

紋別市

北海道立
オホーツク流氷科学センター 紋別市元紋別11-6 0158-23-5400 9:00～17:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月29日～1月3日）

紋別市立博物館 紋別市幸町3丁目1-4 0158-23-4236 9:30～17:00 月曜日、祝日の翌日（土・日曜日を除く）
年末年始（12月28日～1月4日）

美幌町

美幌博物館 網走郡美幌町字美禽253-4 0152-72-2160 9:30～17:00 月曜日（祝日・振替休日の場合は直後の平日）
祝日の翌日、年末年始（12月30日～1月6日）

美幌林業館 網走郡美幌町新町3丁目 0152-73-2211

平日　13:30～16:30
（午前は事前予約の20名以下団体のみ）
土日祝日　10:00～16:30
※現在開館時間短縮中
　通常時の開館時間は9:00～17:00

年末年始（12月31日～1月3日）

斜里町 斜里町立知床博物館・姉妹町友好都市
交流記念館 斜里郡斜里町本町49-2 0152-23-1256 9:00～17:00 4月～10月：月曜日（祝日の場合は翌日も休館）

11月～3月：月曜日（祝日の場合は翌日も休館）、祝日

訓子府町 くんねっぷ歴史館 常呂郡訓子府町仲町50
0157-47-2121

（訓子府町教育委
員会社会教育課社
会教育係（公民館））

10:00～16:00 土日祝日、年末年始（12月30日～1月4日）

置戸町 置戸町郷土資料館 常呂郡置戸町字置戸195番地 0157-52-3075
（置戸町中央公民館）

5月～10月
第1・第3土曜日　13:00～16:00

5月～10月の開館日以外、冬期間（11月～4月）
※閉館日の見学は応相談

遠軽町

遠軽町郷土館 紋別郡遠軽町西町1丁目5-2 0158-42-5942 9:00～17:00 月曜日、祝日の翌日、年末年始
白滝ジオパーク交流センター＆
埋蔵文化財センター 紋別郡遠軽町白滝138番地1 0158ｰ48ｰ2020 9:00～17:00 11月～4月：土日祝日、年末年始（12月31日～1月5日）

丸瀬布郷土資料館 紋別郡遠軽町丸瀬布上武利
0158-47-2456

（遠軽町教育委員
会教育部丸瀬布
教育センター）

4月下旬～10月下旬　9:00～17:00 火曜日（祝日の場合は翌日）
※夏休み期間は無休

丸瀬布昆虫生態館 紋別郡遠軽町丸瀬布上武利 0158-47-3927 4月～10月　9:00～17:00
11月～3月　10:00～16:00

火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月31日～1月5日）
※ゴールデンウィーク、夏休み期間は無休

木のおもちゃワールド館
「ちゃちゃワールド」 紋別郡遠軽町生田原143-4 0158-49-4022

4月～10月　9:30～18:00
11月～3月　10:00～17:00

【木工房ゼペット】10:00～12:00、13:00～17:00

11月～3月：月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月28日～1月1日）

【木工房ゼペット】月・木曜日

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

オホーツク

湧別町

湧別町郷土館 紋別郡湧別町栄町155-1

01586-5-2229
（湧別総合体育館
事務所）
※展示の解説が

必 要 な 場 合 は
湧別町ふるさと
館（01586-2-
3000）

9:00～16:30 月曜日（祝日は開館）、年末年始（12月30日～1月4日）

ふるさと館ＪＲＹ 紋別郡湧別町字北兵村一区588 01586-2-3000 9:00～16:00 月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始
※チューリップフェア期間中は無休

上湧別百年記念公園・中湧別駅記念館 紋別郡湧別町字中湧別中町3020-1
01586-2-2188

（ 文 化 セ ン タ ー
TOM）

5月～10月

滝上町 滝上町郷土館 紋別郡滝上町元町 0158-29-3499 5月～10月　9:00～16:30 月・火曜日、祝日、冬期間（11月～4月）

興部町 興部町郷土資料館 紋別郡興部町東町
学校給食センター2階

0158-82-2552
（興部町教育委員
会社会教育課社
会教育係）

夏期・冬期各1週間程度の一般公開
公開期間中の13:00～18:00 一般公開以外閉館

西興部村 森の美術館「木夢（こむ）」 紋別郡西興部村字西興部276 0158-87-2600 10時:00～16:00 火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月31日～1月3日）

大空町 ひがしもこと乳酪館 網走郡大空町東藻琴409-1 0152-66-3953 9:00～17:30
体験時間  9:30～16:00

５月～10月： 月曜日
11月～４月： 月・火曜日

十勝

帯広市

ビート資料館（旧日甜帯広工場） 帯広市稲田町南8線西14 0155-48-8812 9:30～16:30 月曜日、8月15日、9月5日、年末年始

愛国交通記念館 帯広市愛国町基線39-40
0155-22-8600

（帯広観光コンベ
ンション協会）

3月～11月　9:00～17:00
12月～2月の日曜日　9:00～17:00

冬期間（12月～2月、日曜日を除く）
※SL車は冬期間（12月～3月）見学不可

帯広駐屯地史料館 帯広市南町南7丁目31
0155-48-5121

（陸上自衛隊北部方
面隊帯広駐屯地）

月～金曜日
10:00～16:00 土・日曜日、祝日、年末年始（12月28日～翌1月4日）

帯広百年記念館 帯広市緑ヶ丘2 0155-24-5352 9:00～17:00 月曜日（祝日は開館）、祝日の翌日（土・日曜日は開館）
年末年始（12月29日～1月3日）

北海道立帯広美術館 帯広市緑ヶ丘2 0155-22-6963 9:30～17:00 月曜日（祝日の場合は開館、翌平日が休館）、年末年始
展示替え等による臨時休館日

士幌町 士幌町ふるさと資料館 河東郡士幌町字士幌幹線167
士幌町総合研修センター 01564-5-4733 9:00～17:00 火曜日

上士幌町
上士幌町鉄道資料館 河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 01564-4-2041 4月～10月　9:00～16:00 月曜日（7月～8月は無休）、冬期間（11月～3月）

ひがし大雪自然館 河東郡上士幌町ぬかびら温泉郷
48番地2 01564-4-2323 通常　9:00～17:00

7月～8月　8:00～18:00
水曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始（12月30日～1月5日）

芽室町 ふるさと歴史館ねんりん 河西郡芽室町美生2線38-15 0155-61-5454 9:30～16:30 火・水曜日、年末年始
中札内村 豆資料館「ビーンズ邸」 河西郡中札内村大通南7丁目14 0155-68-3390 9:00～17:00 月曜日（4月～11月は無休）、年末年始

広尾町 広尾町海洋博物館
広尾町郷土文化保存伝習館 広尾郡広尾町字野塚989

01558-2-0181
（平日・教育委員会
社会教育課）

4月～9月　10:00～16:00
10月～11月3日　10:00～14:00

通常： 土日祝日（平日に入館希望の場合は要問い合わせ）
8月： 月曜日（祝日の場合はその翌日）
冬期間（11月4日～4月下旬）

幕別町

新田の森記念館 中川郡幕別町新町96-2 0155-54-6575 4月下旬～10月下旬　10:00～16:00 水～金曜日、冬期間（10月下旬～4月下旬）

忠類ナウマン象記念館 中川郡幕別町忠類白銀町383-1 01558-8-2826 9:00～17:00 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）
※臨時開館日あり

幕別町ふるさと館 中川郡幕別町依田384-3 0155-56-3117 9:00～17:00 月・火曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

池田町 十勝川資料館 中川郡池田町大通南1丁目 015-572-2661
（池田河川事務所）9:00～17:00 土日祝日、年末年始、年度末・年度始、ほか不定休

本別町 本別町歴史民俗資料館 中川郡本別町北2丁目4-2 0156-22-2141
（内線410）

火～土曜日　9:00～16:00
※調査等は火～金曜日の17:15まで図書館で可 月・日曜日、祝日、年末年始

足寄町 足寄動物化石博物館
（フォストリーあしょろ） 足寄郡足寄町郊南1丁目 0156-25-9100 9:30～16:30

火曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始（12月30日～1月6日）
※ゴールデンウィークと学校の夏休み期間は、火曜日開館

陸別町

陸別町関寛斎資料館 北海道陸別町大通 0156-27-2123 火～日曜日・祝祭日　9:30～16:30 月曜日（祝日を除く）、祝祭日の翌日
年末年始（12月30日～1月3日）

りくべつ宇宙地球科学館
（銀河の森天文台） 足寄郡陸別町宇遠別 0156-27-8100 4月～9月　14:00～22:30

10月～3月　13:00～21:30
月・火曜日、年末年始（12月30日～1月5日）
望遠鏡メンテナンス日（5月第3～第4週金曜日）
※5月3～4日・8月16日は月・火曜日でも特別開館

浦幌町 浦幌町立博物館 十勝郡浦幌町字東桜町16-1 015-576-2009 10:00～18:00
月曜日（祝日の場合は翌日）
祝日の翌日（土・日曜日、国民の休日にあたる日を除く）
毎月最終平日（資料整理日）、年末年始（12月30日～1月5日）

釧路

釧路市

阿寒国際ツルセンター「グルス」 釧路市阿寒町上阿寒23線40番地 0154-66-4011

【本館】
9:00～17:00

【別館】タンチョウ観察センター
11月～1月　8:30～16:00
2月～3月　8:30～16:30

阿寒湖アイヌコタン 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目7-19 0154-67-2727 10:00～22：00

マリン・トポスくしろ 釧路市浜町3-18 0154-22-0191 5月～11月　9:00～16:00 日曜日、祝日、冬期間（12月～4月、ただし団体は平日に限
り事前申請により開館可）

炭砿と鉄道館
（阿寒町自然休養村キャンプ場） 釧路市阿寒町上阿寒22-34 0154-66-3810 5月～9月　10:00～16:00 冬期間（10月～4月）

釧路市音別町
ふれあい図書館郷土資料展示室 釧路市音別町朝日2丁目81 01547-6-3435 10:00～18:00 月曜日、第3土～日曜日、祝日

年末年始（12月29日～1月3日）、臨時休館日

釧路市埋蔵文化財調査センター 釧路市春湖台1-7 0154-43-0739 9:30～17:00
月曜日（4月～11月3日の月曜日が祝日の場合は翌日）
11月4日～3月の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
館内整理日 

釧路市立博物館 釧路市春湖台1-7 0154-41-5809 9:30～17:00
月曜日（4月～11月3日の月曜日が祝日の場合は翌日）
11月4日～3月の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
館内整理日 

釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場
（史跡北斗遺跡展示館） 釧路市北斗6-7 0154-56-2677 4月中旬～11月中旬　10:00～16:00 月曜日（祝日の場合は開館）

冬期間（11月中旬～4月中旬）
鳥取百年館（鳥取神社） 釧路市鳥取大通4丁目2-18 0154-51-2404 9:00～16:00 年末年始、例大祭期間等の臨時休館日
釧路市米町ふるさと館 釧路市米町1丁目1-21 0154-41-2032 5月～9月　10:00～15:00 月～木曜日（GW、お盆、クルーズ船寄港時を除く）

北海道立釧路芸術館 釧路市幸町4丁目1番5号 0154-23-2381 9:30～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

厚岸町

厚岸町海事記念館 厚岸郡厚岸町真栄3丁目4番地 0153-52-4040 9:00～17:00 月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜日に当たる日を
除く）、年末年始（12月31日～1月5日）

厚岸町郷土館 厚岸郡厚岸町湾月1丁目2番地 0153-52-3794 4月中旬～11月中旬　9:00～16:00 月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜日に当たる日を
除く）、冬期間（11月中旬～4月中旬）

厚岸町太田屯田開拓記念館 厚岸郡厚岸町太田5の通り23-1 0153-52-3599 4月中旬～11月中旬　9:00～16:00 月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜日に当たる日を
除く）、冬期間（11月中旬～4月中旬）

愛冠自然史博物館
（北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター厚岸臨海実験所）

厚岸郡厚岸町愛冠 0153-52-2056 5月～10月　9:00～16:30 月・火曜日（祝日を除く）

厚岸水鳥観察館 厚岸郡厚岸町サンヌシ66番地 0153-52-5988 8:45～17:00 月曜日（祝日の場合は開館、翌日火曜日休館）
祝祭日の翌日、年末年始

浜中町
浜中町総合文化センター
郷土資料展示室 厚岸郡浜中町霧多布西3条1丁目47 0153-62-3131 9:00～17:00 月曜日、祝祭日の翌日、年末年始（12月30日～翌1月6日）

霧多布湿原センター 厚岸郡浜中町四番沢20 0153-65-2779 9:00～17:00 10月～4月の火曜日、冬期間（1月2日～31日）

標茶町

標茶町博物館「ニタイ・ト」
（旧標茶町郷土館／
釧路集治監釧路分監本館）

川上郡標茶町字塘路原野
北8線58番地9 015ｰ487ｰ2332 9:30～16:30

月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月31日～1月5日）
※7月～8月は無休

塘路湖エコミュージアムセンター
「あるこっと」 川上郡標茶町塘路原野 015-487-3003 4月～10月　10:00～17:00

11月～3月　10:00～16:00
水曜日（8月に臨時開館あり）
年末年始（12月29日～1月3日）

弟子屈町 大鵬相撲記念館 川上郡弟子屈町川湯温泉2丁目
1番20号 015-483-2924 6月～10月20日　5:30～21:00

10月21日～5月　9:00～17:00

博
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学
館
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物
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

釧路

弟子屈町 川湯エコミュージアムセンター 川上郡弟子屈町川湯温泉2丁目2-6 015-483-4100 4月～10月　8:00～17:00
11月～3月　9:00～16:00

水曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）
※7月第3週～8月31日は無休

鶴居村 鶴居村ふるさと情報館「みなくる」 阿寒郡鶴居村鶴居東5丁目3 0154-64-2200 10:00～18:15 毎月最終火曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

白糠町 白糠町公民館郷土資料室 白糠郡白糠町東3条南1丁目1-21
01547-2-2287

（白糠町社会教育
課文化振興係）

火～金曜日　10:00～18:00
土日祝日　10:00～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月5日）

根室

根室市

根室市歴史と自然の資料館 根室市花咲港209 0153-25-3661 9:30～16:30 月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

飯田三郎資料展示室 根室市弥生町2丁目5番地
根室市図書館内

0153-24-3188
（根室市総合文化
会館）

火～土曜日　10:00～17:00
日曜日　10:00～15:00

月曜日、祝日、館内整理日（毎月平日末日）
年末年始（12月29日～1月3日）

北方資料館 根室市穂香110-9　立北方四島交流
センター内 0153-23-6711 9:00～17:00 11月～4月の月曜日、年末年始（12月31日～1月5日）

春国岱原生野鳥公園
ネイチャーセンター 根室市東梅103番地 0153-25-3047 4月～9月　9:00～17:00

10月～3月　9:00～16:30
水曜日（祝日の場合はその翌々日）
祝日の翌日、年末年始（12月29日～1月3日）

別海町

別海町郷土資料館・別海町郷土資料館
附属施設加賀家文書館 野付郡別海町別海宮舞町30 0153-75-2266 9:00～17:00 第2・4月曜日、第1・3・5日曜日、土曜日（第2・4土曜日を除

く）、祝日、年末年始（12月29日～1月6日）
別海町鉄道記念公園記念館 野付郡別海町西春別駅前西町271 0153-77-3094 9:00～15:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

野付半島ネイチャーセンター 野付郡別海町野付63 0153-82-1270 4月～9月　9:00～17:00
10月～3月　9:00～16:00 年末年始

中標津町
中標津町郷土館 中標津郡中標津町丸山2丁目15 0153-72-2190

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

月曜日
祝日の翌日（土～月曜日にあたる場合は直近の平日）
年末年始

中標津町郷土館緑ヶ丘分館
（旧根釧農業試験場陳列館） 標津郡中標津町丸山4丁目3 0153-72-2190

（中標津町郷土館）
5月～10月
土・日曜日　10:00～16:00 月～金曜日、年末年始

標津町
標津町ポー川史跡自然公園 郡標津町字伊茶仁2784 0153-82-3674 4月下旬～11月下旬　9:00～17:00 冬期間（11月下旬～4月下旬）

北方領土館 標津郡標津町北2条東1丁目1番14号 0153-82-2422 5月～10月　9:00～16:00
11月～4月　9:00～15:00

月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
※7月～10月は無休

羅臼町

羅臼町郷土資料室 目梨郡羅臼町峯浜町307-1 0153-88-3850 9:00～17:00 土日祝日、年末年始
※7月1日～9月上旬は無休

知床世界遺産ルサフィールドハウス 目梨郡羅臼町北浜8 0153-89-2722 5月～10月　9:00～17:00
2月～4月　10:00～16:00 火曜日、冬期間（11月～1月）

知床世界自然遺産・知床国立公園
知床羅臼ビジターセンター 目梨郡羅臼町湯ノ沢町6-27 0153-87-2828 5月～10月　9:00～17:00

11月～4月　10:00～16:00 月曜日（7月～9月を除く）、年末年始

■展望施設
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 料　　金 駐　車　場

石狩 札幌市

さっぽろテレビ塔 札幌市中央区
大通西1丁目 011-241-1131 9:00～22:00 設備点検のため

臨時休業日あり
団体（15名以上）
高校生以上 600円
小学生・中学生 300円

なし

さっぽろ羊ヶ丘展望台 札幌市豊平区羊ケ丘1 011-851-3080 9:00～17:00
団体（30名以上）
高校生以上 480円
小・中学生 270円

無料
自家用車100台
大型バス16台

JRタワー展望室
タワー・スリーエイト

札幌市中央区
北5条西2-5
JRタワー38F

011-209-5500 10：00～22：00
学校団体割引
中・高校生 420円
小学生 220円

JRタワーイースト立体駐車場
（360円／60分）
※その他、提携駐車場あり
　（有料）

大倉山展望台 札幌市中央区
宮の森1274 011-641-8585

リフト
4月29日～10月31日　8:30～21:00
11月1日～4月28日　9:00～17:00

年末年始：12月31日・1月1日
※リフトは悪天候・大会等によ

り利用できない日あり

団体（15名以上）
中学生以上 800円（500円）
小学生以下 400円（300円）
※（　）は札幌市民割引料金

無料
普通車113台、大型車15台

札幌ドーム 展望台 札幌市豊平区羊ケ丘1 011-850-1020
（受付9:30～17:00） 10:00～17:00

団体（20名以上）
高校生以上 420円
小・中学生 220円

普通車742台、大型車45台
※イベント等により料金が異なる
普通車 300円／2時間～
大型車 600円／2時間～

後志 小樽市 天狗山展望台 小樽市最上2-16-15 0134-33-7381

ロープウェイ夏季営業
4月下旬～11月上旬　11:00～20:00
※6月1日～8月31日は20:36まで延長
ロープウェイ冬季営業
11月中旬～3月下旬　11:00～19:36
※2月中旬～3月下旬の平日は15:30～

3月下旬～4月下旬、
11月上旬～下旬に
整備運休あり

団体（20名以上）
中学生以上 1,300円
小学生 650円

無料

胆振

壮瞥町 有珠山 火口原展望台 有珠郡壮瞥町昭和新山 0142-75-2401 8：00～18：00（季節により変動あり）

※スケジュールは天候によっ
て変わることがあります。
都合により点検期間変更と
なる場合がございます。そ
の際はホームページにてお
知らせいたします。

一般団体
大人 1,620円
小人 810円
修学旅行
高校生 1,050円
中学生 900円
小学生 530円

バス：40台　乗用車：400台
バス: 1日 2,000円
乗用車： 1日 500円

洞爺湖町 サイロ展望台 虻田郡洞爺湖町成香3-5 0142-87-2221 5月～10月　8:30～18:00
11月～4月　8:30～17:00 不定休

【団体（10名以上）体験メニュー】
ジャム作り体験 1,650円
麺打ち体験 1,650円
生キャラメル作り体験 1,650円
バター作り体験 1,650円
さけるチーズ作り体験 1,100円
アイスクリーム体験 1,650円
ジオピザ体験 2,200円

無料
乗用車50台、バス30台

渡島 函館市

五稜郭タワー 函館市五稜郭町43-9 0138-51-4785

※時短営業中　9:00～18:00
4月21日～10月20日　8:00～19:00
10月21日～4月20日　9:00～18:00
五稜星の夢期間中（冬季）9:00～19:00
1月1日（初日の出営業）6:00～19:00

団体（30名以上）
大人 810円
高校生 610円
中学生 610円
小学生 410円

なし

函館山展望台 函館市函館山山頂 0138-23-3105
※屋上展望台は入場自由、建物内は当面の間 
　11:30～21:00
通常　10:00～22:00
7月25日～8月20日　9:00～22:00

無料
無料
山頂駐車場

（一般車・大型バス用あり）

オホーツク 紋別市 氷海展望塔
オホーツクタワー

紋別市海洋公園
1番地地先　公有水面 0158-24-8000

※時短営業中　10:00～16:00
通常　10:00～17:00

（夏季のみ夜間営業あり）
元旦　6:30～10:00

12月29日～31日
1月2日～3日

地上1～3階は無料
海底階（個人料金）
高校生以上 500円
中学生・小学生 250円
4Dシアター 1回300円

無料

釧路 釧路市 釧路市湿原展望台 釧路市北斗6-11 0154-56-2424 ５月～10月　8:30～18:00
11月～４月　9:00～17:00

年始年末
（12月31日～1月3日）

大人 480円
高校生 250円
中学生・小学生 120円
※団体割引あり
15～200人未満 10％割引
200～300人未満 15％割引
300人以上 20％割引

無料
普通車108台、大型バス7台
身障者専用3台

根室

中標津町 開陽台展望館 標津郡中標津町俣落
2256番17 0153-73-4787 4月下旬～9月　9:00～17:30

10月　9:00～16:30
11月1日～4月下旬
※屋外展望施設は通年利用可能
月曜日（祝日を除く）

無料 無料
約60台（バス6台）

羅臼町 羅臼国後展望塔 目梨郡羅臼町礼文町
32-1 0153-87-4560

4月～10月　9:00～17:00
11月～1月　10:00～15:00
2月～3月　9:00～16:00

4月～11月　月曜日
（祝日及び振替休日の場合は翌日）
5月～10月　無休
年末年始

（12月29日～1月5日）
※天候等により、臨時休館あり

無料 無料
普通車17台、バス2台

■歴史的建造物　（出典 : https://www.northerncross.co.jp/bunkashigen/list/d003.html）
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 指定年月日

空知

夕張市

北海道企業局滝之上水力発電所
（旧北炭滝之上水力発電所上家） 夕張市滝ノ上5番地 011-251-6213 4月下旬～11月上旬

※改修のため外観のみ見学可 冬期間（12月～3月） 2001年10月22日（北海道遺産）

夕張鹿鳴館
（旧北炭鹿ノ谷倶楽部） 夕張市鹿の谷2丁目 0125-43-2131 4月～11月

9:30～17:00 冬期間（12月～3月） 2007年11月30日（近代化産業遺産）
2011年10月28日（国指定有形文化財）

岩見沢市

JAいわみざわ
栗沢農業資材店など（3件） 岩見沢市栗沢町本町 事務所などとして使用中 1928（昭和3）年10月30日竣工

國兼家住宅
（旧竹野繁次郎家住宅）

岩見沢市北本町東1丁目
64番地

0126-35-5129
（岩見沢市教育部
生涯学習・文化・
スポーツ振興課）

原則非公開 1978年12月8日（岩見沢市指定文化財）

美唄市

アルテピアッツァ美唄 美唄市落合町栄町 0126-63-3137 月・水～日曜日
9:00～17:00

毎週火曜日、祝日の翌日（日曜日は除く）、
12月31日～1月3日

旧桜井家住宅（美唄屯田騎兵隊
火薬庫、美唄屯田兵屋併設） 美唄市大通西1北2 0126-62-3132 水・日曜日

10:00～15:00
水曜日・日曜日以外の曜日
11月1日～4月30日 1972年2月17日（北海道指定有形文化財）

旧三菱鉱業株式会社美唄砿業所
立坑上風坑・下風坑

美唄市一ノ沢
(炭鉱メモリアル森林公園内)

0126-62-3137
（美唄市総務部
地域経営室）

2007年11月30日（近代化産業遺産）
2011年10月28日（国指定有形文化財）

赤平市 住友赤平炭鉱立坑 赤平市赤平485

0125-32-1822
（赤平市教育委
員会社会教育課
社会教育係教育
課社会教育係）

※敷地外より外観のみ見学可能 2019年5月

滝川市

滝川市郷土資料館分館華月館
（旧ホテル三浦華園） 滝川市文京町1-1 0125-23-0502

（美術自然史館）
5月～9月　第4日曜日
13:00～16:00

※公開日以外の見学希望は、希望日の3日前
までに要予約 (月曜・祝日の翌日は除く) 1980年（滝川市指定文化財）

北洋銀行滝川支店
（旧北海道拓殖銀行滝川支店） 滝川字大町1 0125-22-2181

栗山町 北の錦記念館
（旧小林酒造事務所など）　 夕張郡栗山町錦3丁目109 0123-76-9292 4月～10月　10:00～17:00

11月～3月　10:00～16:00
年末年始（12月31日～1月3日）
4月第3月曜日 2006年10月18日（国登録有形文化財）

月形町 月形樺戸博物館
（旧樺戸集治監庁舎） 樺戸郡月形町1219 0126-53-2399 3月20日～11月30日

9:30～17:00 12月1日～3月19日 2018年年11月1日（北海道遺産）

沼田町 本願寺駅逓 雨竜郡沼田町字北竜第1
0164-35-2132

（教育委員会教
育課）

5月～11月　9:00～17:00
※通常は施錠中 12月～4月 1971年（北海道指定有形文化財）

石狩

札幌市

サッポロビール博物館 札幌市東区北7条東9丁目 011-748-1876 11:00～18:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、
臨時休館日

2004年10月22日（北海道遺産）
2007年11月30日（近代化産業遺産）

レンガの館
（旧日本食品缶詰工場）

札幌市西区八軒1条西1丁目
2-1

011-640-3330
（三角山放送局） 2001年7月31日（札幌景観資産）

旧永山武四郎邸 札幌市中央区北2条東6丁目
9-22 011-232-0450 9:00～22:00 毎月第2水曜日（祝日の場合はその翌日）

年末年始
1987年11月27日

（北海道指定有形文化財）
旧出納邸
雪印バター誕生の記念館
旧・宇納牧場サイロ

（旧北海道製酪販売組合製酪所）

札幌市厚別区
上野幌1条5丁目1 011-891-2803 1988年11月（さっぽろ・ふるさと文化百選）

2007年11月30日（近代化産業遺産）

旧西岡水源池取水塔 札幌市豊平区西岡公園内 011-582-0050 管理事務所　9:00～17:00
※施設見学は24時間可能

管理事務所　4月～11月： 火曜日
　　　　　　12月～3月： 火・水曜日
※施設見学は無休

2001年9月14日（国登録有形文化財）

高城商店 札幌市東区北7条東4丁目
28-44

※個人宅のため
内部非公開 2009年3月31日（札幌景観資産）

時計台（旧札幌農学校演武場） 札幌市中央区北1条西2丁目 011-231-0838 8:45～17:10 年始（1月1日～1月3日）
1970年6月17日（国指定重要文化財）
1988年11月（さっぽろ・ふるさと文化百選）
2004年10月22日（北海道遺産）

雪印種苗株式会社恵庭荘
（旧某呉服商住宅）

札幌市厚別区上野幌1条5丁目
1-3 011-891-2803 1988年11月（さっぽろ・ふるさと文化百選）

曹洞宗大覚寺本堂、山門 札幌市東区北10条東11丁目 011-711-3876 1988年11月（さっぽろ・ふるさと文化百選）

北海道知事公館（旧三井クラブ） 札幌市中央区北1条西16丁目
1-3 011-611-4221

公館　9:00～17:00　
※公務等の都合により見学できない場合

あり
庭園　8:45～17:30（時期により異なる）

公館　土日祝日・年末年始
庭園　12月1日～4月28日

1988年11月（さっぽろ・ふるさと文化百選）
1999年10月14日（国登録有形文化財）

北海道立文書館分館
（旧北海道庁立図書館）

札幌市中央区北1条西5丁目
1-2

0800-500-0318
（北菓楼札幌本館） 1988年11月（さっぽろ・ふるさと文化百選）

日本基督教団札幌教会（旧札幌
美似教会）

札幌市中央区北1条東1丁目
2-4 011-221-2444 1998年9月2日（国登録有形文化財）

2006年3月7日（札幌景観資産）
伏見稲荷神社 札幌市中央区伏見2丁目2-17 011-562-1753
北海道大学総合博物館（旧北海
道帝国大学理学部） 札幌市北区北10条西8丁目 011-706-2658 10:00～17:00 月曜日（祝日の場合は週明けの平日）

12月28日～1月4日

北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター耕地圏ステーション
植物園博物館

（旧開拓使札幌博物館）
札幌市中央区北3条西8丁目 011-221-0066

4月29日～9月30日　9:00～16:30
10月1日～11月3日　9:00～16:00
11/4～4/28
平日　10:00～15:30
土曜　10:00～12:30

4月29日～11月3日： 月曜日
（祝日の場合は翌日が振替休園）
11月4日～4月28日： 日曜日、祝日
12月28日～1月4日

1989年5月19日（国指定重要文化財）

北星学園創立百周年記念館
（旧北星女学園女教師館） 札幌市中央区南4条西17丁目2 011-891-2731 4月～10月

月・水・金曜日　12:00～17:00 火・木・土・日曜日・祝日 1998年9月2日（国登録有形文化財）
2005年3月3日（札幌景観資産）

北海道大学農学部第二農場 札幌市北区北18条西8丁目 011-706-2658 4月29日～11月3日　10:00～16:00 第4月曜日、11月4日～4月28日 1969年8月19日（国指定重要文化財）
2001年10月22日（北海道遺産）

北海道鉄道技術館 札幌市東区北5条東13丁目　
JR北海道苗穂工場 011-721-6624 毎月第2・第4土曜日　13:30～16:00 ※臨時休館あり 2004年10月22日（北海道遺産）

有島武郎旧邸 札幌市南区芸術の森2丁目 011-592-5111 通常　9:45～17:00
6月1日～8月31日　9:45～17:30 冬季（11月4日～4月28日） 1988年11月（さっぽろ・ふるさと文化百選）

陸上自衛隊第11師団真駒内駐屯地
就職援護センターなど（5件）

（旧真駒内種畜場牛舎・サイロ）
札幌市南区真駒内17
(真駒内駐屯地内) 011-581-3191 平日　9:00～16:00 土日祝日（対応可能な場合もあり）

清華亭 札幌市北区北7条西8丁目 011-746-1088 9:00～17:00 年末年始 1961年6月7日（札幌市指定有形文化財）

江別市

江別市旧町村農場 江別市いずみ野25
公開期間

011-383-7734
閉鎖期間

011-391-0990
4月29日~11月23日　10:00～17:00 11月24日～4月28日 2007年11月30日（近代化産業遺産）

屯田兵第三大隊本部火薬庫 江別市萩ヶ岡19
011-385-6466

（郷土資料館文
化財係）

1971年8月12日（江別市指定文化財）

江別市
北海道林木育種場旧庁舎

（旧林木育種センター北海道育
種場庁舎　農林省林産試験場北
海道支場庁舎）

江別市文京台緑町561-2
011-381-1060

（江別市生涯学
習課）

土・日曜日、祝祭日　9:30～16:30 月～金曜日（祝祭日除く）
12月29日～1月3日 2001年8月28日（国登録有形文化財）

当別町 当別伊達記念館・伊達邸別館 石狩郡当別町元町105 0133-22-3735 5月1日～10月31日　 10:00～16:30 月曜日（祝日の場合その翌日）、冬期間

後志 小樽市

JR小樽駅（旧国鉄小樽駅） 小樽市稲穂2丁目22-15 0134-22-0771 7:00～20:00（みどりの窓口） なし 2006年3月27日（国登録有形文化財）

おたる無尽ビル
（旧小樽無盡株式会社本店） 小樽市花園4丁目1-1

0134-32-4111
（小樽市建設部
新幹線・まちづく
り推進室）

2002年5月1日
（小樽市指定歴史的建造物）

カトリック富岡教会 小樽市富岡1丁目21-25 0134-22-6278 2004年2月25日
（小樽市指定歴史的建造物）

にしん漁場建築
（小樽市鰊御殿・旧田中家母屋） 小樽市祝津3丁目228 0134-22-1038 4月上旬～11月下旬　9:00～17:00

※10月中旬からは16:00閉館 冬期間 1960年5月31日（北海道指定有形文化財）

似鳥美術館
（旧北海道拓殖銀行小樽支店） 小樽市色内1丁目3-1 0134-31-1033 5月～10月　9:30～17:00

11月～4月　10:00～16:00
5月～10月：無休、11月～4月：水曜（祝日
の場合その翌日）、年末年始

1991年10月4日
（小樽市指定歴史的建造物）

博
物
館・美
術
館

文
学
館

展
望
施
設

歴
史
的
建
造
物

Hokkaido Educational Travel Guide Book Hokkaido Educational Travel Guide Book

Choice! 北海道　4th Stage ― データ編（資料編） Choice! 北海道　4th Stage ― データ編（資料編）

62 63



※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 指定年月日

後志

小樽市

海陽亭（旧魁陽亭） 小樽市住吉町4-7 0134-22-0334 1985年7月23日
（小樽市指定歴史的建造物）

花ごころ（旧安田銀行小樽支店） 小樽市色内2丁目11-1
0134-32-4111

（小樽市建設部
新幹線・まちづく
り推進室）

1990年12月22日
（小樽市指定歴史的建造物）

旧手宮鉄道施設 小樽市手宮1丁目 0134-33-2523 9:30~17:00 火曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始（12月29日～1月3日）

2001年11月14日（国指定重要文化財）
2018年11月1日（北海道遺産）

旧日本郵船株式会社小樽支店 小樽市色内3丁目7-8 0134-22-3316 9:30~17:00 火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始
（12月29日～1月3日） 1969年年3月12日（国指定重要文化財）

Unwind Hotel & Bar
（旧越中屋ホテル） 小樽市色内1丁目8-25

0134-64-5810
（Unwind Hotel 
& Bar）

 1988年7月15日
（小樽市指定歴史的建造物）
2007年11月30日（近代化産業遺産）

小樽市公会堂（旧小樽区公会堂） 小樽市花園5丁目2-1 0134-22-2796  1985年7月23日
（小樽市指定歴史的建造物）

小樽市庁舎本館（旧小樽市庁舎） 小樽市花園2丁目12-1 0134-32-4111 1985年7月23日
（小樽市指定歴史的建造物）

小樽市総合博物館運河館、運河
プラザなど（旧小樽倉庫） 小樽市色内2丁目1-20 0134-22-1258 9:30～17:00 年末年始（12月29日～1月3日） 1985年7月23日

（小樽市指定歴史的建造物）

大家倉庫 小樽市色内2丁目3-11
0134-32-4111
(小樽市産業港湾
部観光振興室)

1985年7月23日
（小樽市指定歴史的建造物）

金融資料館
（旧日本銀行小樽支店） 小樽市色内1丁目11-16 0134-21-1111 夏季（4月～11月）　9:30～17:00

冬季（12月～3月）　10:00～17:00
水曜日（祝日の場合は開館）
年末年始（12月29日～1月5日)

2002年9月17日
（小樽市指定有形文化財）

北海製罐株式会社小樽工場
（旧北海製罐倉庫株式会社）

小樽市色内3丁目1
港町4-6（第3倉庫） 0134-25-1221 2012年10月19日

（小樽市指定歴史的建造物）
立正佼成会小樽教会

（旧遠藤又兵衛宅） 小樽市富岡1丁目9-4 0134-23-7266  1985年7月23日
（小樽市指定歴史的建造物）

和光荘（旧野口喜一郎宅） 小樽市潮見台2丁目4-1 0134-61-1253

寿都町

漁場建築佐藤家 寿都郡寿都町歌棄字有戸163
0136-62-2100

（寿都町教育委
員会）

1968年3月29日（北海道指定有形文化財）
 2016年3月1日（史跡名勝天然記念物）

橋本旅館（旧橋本家住宅） 寿都郡寿都町歌棄字有戸14
0136-62-2100

（寿都町教育委
員会）

岩内町 岩内町役場ポーチ 岩内郡岩内町字万代
万代三角広場

0135-67-7099
（岩内町教育委
員会）

積丹町 鰊伝習館 ヤマシメ番屋 積丹郡積丹町大字美国町
字船澗39番地

0135-44-2610
（お宿かさい） 5月～10月上旬　9:00～16:00 火・水曜日

古平町 古平町役場 古平郡古平町字浜町40-4 0135-42-2181 1927（昭和2）年

余市町

ニッカウヰスキー株式会社
北海道工場正門・事務所・守衛室
など（10件）（旧大日本果汁株式
会社余市工場正門・事務所・旧ブ
ドー工場棟）

余市郡余市町黒川町7-6 0135-23-3131 9:00～16:00 12月25日～1月7日
2004年10月22日（北海道遺産）
2005年2月9日（国登録有形文化財）
2007年11月30日（近代化産業遺産）

旧余市福原漁場（旧川内家文書
庫・主屋・米味噌倉） 余市郡余市町浜中町150-1 0135-22-5600 9:00～16:30 月曜日（祝日を除く）、祝祭日の翌日

12月中旬～4月上旬 1982年2月12日（史跡名勝天然記念物）

胆振

室蘭市

チキウ岬灯台 室蘭市母恋南町4
0143-23-0102

（室蘭観光推進
連絡会議）

日本製鋼所室蘭製作所「瑞泉閣」 室蘭市茶津町4 0143-22-0143 ※原則非公開 2007年11月30日（近代化産業遺産）

蕙山苑（旧栗林本宅） 室蘭市常盤町17-8
0143-24-7011

（株式会社栗林
商会）

苫小牧市
王子製紙株式会社苫小牧工場
旧事務所

（旧王子製紙苫小牧工場事務所）
苫小牧市王子町2丁目1 0144-32-0111 2007年11月30日（近代化産業遺産）

伊達市

迎賓館（旧伊達家住宅） 伊達市梅本町61-2
0142-82-3299
（教育委員会生
涯学習課文化財

係）
※外観のみ 1992年9月28日（伊達市指定有形文化財）

日本聖公会バチェラー夫妻記念
教会堂 伊達市向有珠町119 011-747-7339

（札幌キリスト教会）
※4月～10月の土曜日で礼拝がある日

に、管理者の許可があれば見学は可能 1992年9月28日（伊達市指定有形文化財）

史跡北黄金貝塚公園 伊達市北黄金町75 0142-24-2122 9:00～17:00 12月1日～3月31日 2021年7月27日（世界文化遺産）

日高

むかわ町 旧国鉄富内線富内駅施設（3件） 勇払郡むかわ町穂別富内81-1
0145-45-2113

（むかわ町教育委
員会教育振興室）

 2001年8月28日（国登録有形文化財）

新ひだか町
独立行政法人 家畜改良センター
新冠牧場龍雲閣

（旧宮内庁新冠御料牧場凌雲閣）
日高郡新ひだか町御園111 0146-42-1000

（新ひだか観光協会）
※5月上旬～中旬（しずない桜祭期間中）

のみ内部を一般開放 2004年10月22日（北海道遺産）

渡島 函館市

トラピスチヌ修道院司祭館、聖堂 函館市上湯川346 0138-57-2839 9:00～11:30、14:00～16:30

遺愛学院遺愛女子高等学校本館
旧宣教師館、講堂、謝恩館

（旧遺愛学院）
函館市杉並町23-11 0138-51-0418

2001年6月15日
旧宣教師館（国指定重要文化財）
2004年12月10日
本館（国指定重要文化財）
2002年6月25日
講堂（国登録有形文化財）
2005年7月12日
謝恩館（国登録有形文化財）

函館市旧イギリス領事館
（開港記念館） 函館市元町33-14 0138-27-8159 4月～10月　9:00～19:00

11月～3月　9:00～17:00 年末年始 1979年10月23日（函館市有形文化財）

旧函館区公会堂 函館市元町11-13 0138-22-1001

（夏季）4月～10月
火～金曜日　9:00～18:00
土～月曜日　9:00～19:00

（冬季）11月～3月
9:00～17:00

12月31日～1月3日
施設保守点検のため臨時休館あり 1974年5月21日（国指定重要文化財）

旧函館市立道南青年の家
（旧ロシア領事館） 函館市船見町17-3

0138-23-5440
（函館市観光案
内所）

旧函館博物館一号、二号
（旧開拓使博物館）

函館市青柳町17-5
(函館公園内) 0138-23-5480 1963年7月26日（北海道指定有形文化財）

旧函館要塞跡地
砲台など（5件） 函館市函館山

0138-23-5440
（函館市観光案
内所）

旧北海道庁函館支庁庁舎 函館市元町12-18
(元町公園内)

0138-23-5440
（函館市観光案
内所）

1985年3月30日（北海道指定有形文化財）

旧金森船具店
（函館大学ベイエリアサテライト）函館市末広町22-17 0138-27-5530

（金森赤レンガ倉庫）土・日曜日　10:00～17:00 月～金曜日、ほか不定休

カトリック元町教会 函館市元町15-30 0138-22-6877 10:00～16:00 日曜日の午前中、年末年始（12月30日～
1月5日）、礼拝時、聖堂使用時

高龍寺　本堂など（9件） 函館市船見町21-11 0138-23-0631 9:00～16:00 不定休
大谷派本願寺函館別院

（本堂、鐘楼、正門） 函館市元町16-15 0138-22-0134 7:00～17:00 2007年12月4日（国指定重要文化財）

相馬株式会社（旧相馬（名）） 函館市大町9-1 0138-23-8351

太刀川家住宅店舗・洋館 函館市弁天町15-15
0138-22-0340

（TACHIKAWA 
FAMILY'S HOUSE）

1971年12月28日（国指定重要文化財）

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 指定年月日

渡島

函館市

函館ハリストス正教会復活聖堂 函館市元町3-13 0138-23-7387 月～土曜日　10:00～16:00
日曜日　13:00～16:00

※2022年12月中旬まで
　聖堂保存修理工事中
冬期（12月26日～3月1日）

 1983年6月2日（国指定重要文化財）

函館ヒストリープラザ［旧金森洋
物店（市立函館博物館郷土資料
館）、（旧金森倉庫1号、2号）など］

函館市末広町 0138-23-3095 4月～10月　9:00～16:30
11月～3月　9:00～16:00 月曜日、毎月最終金曜日、祝日、年末年始 1963年7月26日（北海道指定有形文化財）

旧市立函館図書館、書庫 函館市青柳町17-2
(函館公園内)

0138-21-3566
（教育委員会生
涯学習部生涯学
習文化課）

函館大手町ハウス
（旧浅野セメント函館営業所） 函館市大手町5-1 0138-83-1331

（cafe centenaire）
4月～10月　10:30～18:00
11月～3月　11:00～17:00

4月～10月： 火曜日
11月～3月： 月・火曜日 2005年7月12日（国登録有形文化財）

函館中華会館 函館市大町1-12 0138-22-1211
（函館華僑総会） 2001年4月24日（国登録有形文化財）

明治館（旧函館郵便局） 函館市豊川町11-17 0138-27-7070 9:30～18:00 水曜日

北斗市
トラピスト修道院 北斗市三ツ石392 0138-75-2139 ※建物内の見学は男性のみ毎週火曜日、

14:00～、限定1組（少人数）

熊谷家住宅 北斗市中央2 0138-73-3111
（北斗市役所） 2006年3月27日（国登録有形文化財）

松前町
福山城（松前城）本丸御門 松前郡松前町字松城144 0139-42-2216 4月中旬～12月中旬　9:00～17:00 冬期間 1941年5月8日（国指定重要文化財）
法源寺山門、本堂 松前郡松前町字松城341 0139-42-2146 1993年4月20日（国指定重要文化財）
松前藩屋敷 松前郡松前町字西館68 0139-42-2726 4月上旬～10月末　9:00～17:00 11月～3月

檜山
江差町

姥神大神宮拝殿、天満宮 檜山郡江差町字姥神99 0139-52-1900

旧中村家住宅 檜山郡江差町字中歌町22 0139-52-1617 9:00～17:00 11月～3月： 月曜日・祝日の翌日
12月31日～1月5日 1971年12月28日（国指定重要文化財）

旧檜山爾志郡役所庁舎 檜山郡江差町字中歌町112 0139-54-2188 9:00～17:00 11月～3月：月曜日・祝日の翌日、12月31
日～1月5日 1992年3月31日（北海道指定有形文化財）

上ノ国町 旧笹浪家住宅主屋及び土蔵 檜山郡上ノ国町字上ノ国236 0139-55-1165 4月上旬～11月上旬　10:00～16:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、
冬期間 1992年1月21日（国指定重要文化財）

上川

旭川市

旭川教育委員会庁舎
（旧宮北秀吉邸） 旭川市9条10丁目

0166-25-7558
（旭川市教育委
員会社会教育部
文化振興課文化
振興課）

旧松浦家住宅（養蚕民家） 旭川市東旭川町瑞穂338
0166-25-7558

（旭川市教育委
員会）

5月～10月　9:30～16:30 月曜日、祝日の翌日、冬期間 1973年3月19日（旭川市指定有形文化財）

合同酒精株式会社工場旧蒸留棟 旭川市南四条通20-1955 0166-31-4131 2009年2月6日（近代化産業遺産）

蔵囲夢（旧上川倉庫株式会社倉
庫、事務所など6件） 旭川市宮下通11丁目

0166-23-3000
（旭川デザイン協
議会）

10:00～17:00 月曜日（デザインギャラリーのみ）
12月30日～1月4日 2001年11月20日（国登録有形文化財）

名寄市 日本基督教団名寄教会
（旧日本組合教会手塩教会） 名寄市大通南2丁目 01654-2-2546 2006年3月27日（名寄市指定文化財）

※旧名寄市指定2002年11月27日

東川町

旧東川町役場
（現・東川町郷土館）

上川郡東川町東町1丁目
16番2号

0166-82-2111
（教育委員会生
涯学習推進課）

5月～6月・９月～11月3日　日曜日
7月～8月（月曜日除く）
10:00～16:00

5月～6月・９月～11月3日： 月～土曜日
7月～8月： 月曜日、冬期間（11月～4月）

北の住まい設計社
（旧東川第5小学校） 上川郡東川町東7号北7線 0166-82-4556 会社事務所などとして使用中

美深町 トロッコ王国 中川郡美深町字仁宇布 01656-2-1065 4月下旬～10月下旬　8:30~16:00 冬期間

留萌

増毛町

旧本間家住宅
本間家旧呉服店舗など(4件) 増毛郡増毛町弁天町1 0164-53-1511 4月下旬～11月上旬　10:00～17:00 木曜日（祝日の場合はその前日）  2003年12月25日（国指定重要文化財）

旧増毛小学校 増毛町見晴町120
0164-53-3332

（増毛町観光協
会事務局）

2001年10月22日（北海道遺産）

小平町 旧花田家番屋 留萌郡小平町字鬼鹿広富35-2　
道の駅・おびら鰊番屋 0164-57-1411 5月～10月　8:00～17:00

11月～4月　9:00～16:00
月曜日（6月第3月曜日～8月第2月曜日は
無休）、冬期間臨時休館あり 1971年12月28日（国指定重要文化財）

苫前町 三毛別羆事件復元地 苫前郡苫前町字三渓
0164-64-2212

（苫前町商工労
働観光課商工労
働観光係）

5月上旬～10月下旬 冬期間

羽幌町 焼尻郷土館（旧小納家） 苫前郡羽幌町大字焼尻字東浜
183 01648-2-3392 5月～9月　9:00～16:00 冬期間  1979年11月27日

（北海道指定有形文化財）

天塩町 天塩川歴史資料館／
旧天塩町役場 天塩郡天塩町新栄通6丁目 01632-2-1026 4月下旬～10月下旬　10:00～17:00 月曜日（5～6月第1週・第3週、7～9月振

替休日の月曜日を除く）、冬期間

宗谷

稚内市

大岬旧海軍望楼 稚内市字大岬
0162-23-6518

（稚内市教育委
員会教育部教育
総務課）

1968年12月（稚内市指定文化財）

北防波堤ドーム
（旧稚内港屋蓋式防波堤） 稚内市開運

0162-23-6468
（稚内市建設産業
部観光交流課）

2001年年10月22日（北海道遺産）

豊富町 兜沼資料室（旧兜沼郵便局舎） 天塩郡豊富町字上サロベツ
3863

0162-82-1355
(豊富町教育委員
会社会教育係)

5月上旬～10月上旬
土・日曜日　9:00～16:00 平日、冬期間

オホーツク

北見市

ハッカ御殿（旧五十嵐家住宅） 北見市仁頃町301 0157-33-2646 5月～6月・9月～10月　10:00～16:00
7月～8月　9:30～16:30 冬期間

北見市留辺蘂町開拓資料館
（旧武華駅逓） 北見市留辺蘂町滝の湯

0157-42-2723
（留辺蘂教育事務
所生涯学習課）

金・土曜日　9:00～17:00 月～木・日祝日

網走市

永専寺山門（旧網走監獄正門） 網走市南6条東2丁目 0152-44-5849
（網走市観光協会）

1979年年２月10日
（網走市指定有形文化財）

網走刑務所正門、囲壁 網走市字呼人1-1 0152-45-2411 9:00～17:00
※季節により変動する場合あり なし 2016年2月9日（国指定重要文化財）

網走市立郷土博物館
（旧北見教育委員会網走博物館） 網走市桂町1丁目1-3 0152-43-3090 火～日曜日　9:00～17:00

11月～４月は16:00まで
月曜日、祝日
年末年始（12月29日～1月3日）

1989年12月5日
（網走市登録有形文化財）

遠軽町
日本キリスト教会遠軽教会 紋別郡遠軽町大通南2丁目 0158-42-3879
北海道家庭学校礼拝堂・校舎

（旧北海道社名渕家庭礼拝堂） 紋別郡遠軽町字留岡34 0158-42-2546 2015年3月31日
（北海道指定有形文化財）

興部町 米田御殿 紋別郡興部町栄町
0158-82-2552

（興部町教育委員
会社会教育係）

春・秋（各3日間程度）
10:00～15:00

1989年10月1日
（興部町指定歴史的遺産）

十勝

帯広市

十勝監獄石油庫
（旧北海道集治監十勝分監油庫） 帯広市緑ヶ丘公園

0155-24-5352
（帯広市生涯学
習部生涯学習文
化室百年記念館
管理係）

1982年年1月1日
（帯広市指定有形文化財）

帯広聖公会双葉幼稚園 帯広市東4条南10丁目 080-2864-0635  2017年7月31日（国指定重要文化財）

旧三井金物店 帯広市大通南5丁目 0155-24-4111
（帯広市役所）

上士幌町 上士幌町鉄道資料館 河東郡上士幌町
字ぬかびら源泉郷 01564-4-2041 4月～10月　9:00～16:00 月曜日、冬期間

広尾町 依田勉三住居（復元） 広尾郡大樹町生花
01558-6-2133

（大樹町生涯学習
センター）

浦幌町 旧斉藤牧場事務所 十勝郡浦幌町字厚内1 015-576-2111
（浦幌町役場）

釧路
釧路市 浪花町十六番倉庫

（旧三上運送合資会社） 釧路市浪花町5丁目5 0154-23-5151
（釧路市役所） ※閉館中

厚岸町 正行寺本堂 厚岸郡厚岸町梅香町1丁目 0153-52-2443 1992年1月21日（国指定重要文化財）

歴
史
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建
造
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歴
史
的
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 指定年月日

釧路
厚岸町

北海道大学 北方生物圏フィールド
科学センター水圏ステーション
厚岸臨海実験所（旧北海道帝国大
学理学部附属臨海実験所実験室）

厚岸郡厚岸町愛冠 0153-52-2056

標茶町 標茶町博物館
（旧釧路集治監釧路分監本館）

川上郡標茶町字塘路原野
北8線58-9 015ｰ487ｰ2332 9:30～16:30 月曜日（7月・8月を除く、祝日の場合翌日）

年末年始（12月31日～1月5日）

根室

根室市

碓氷酒造（碓氷勝三郎商店） 根室市清隆町2 0153-23-2010 ※一般公開なし

根室市明治公園サイロ（3件） 根室市牧の内81 0153-24-3104
（根室市観光協会）

2001年8月28日（国登録有形文化財）
2007年11月30日（近代化産業遺産）

和田屯田記念館
（旧和田屯田兵村大隊本部被服庫）根室市西和田568-2

0153-25-3661
（市歴史と自然の
資料館）

9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は火曜日）、祝祭日
年末年始（12月31日～1月5日）

1968年12月18日
（北海道指定有形文化財）

別海町 奥行臼駅逓所 野付郡別海町奥行臼15-13
0153-75-2111

（別海町教育委員
会生涯学習課）

5月1日～11月3日
10:00～16:30

月曜日（祝祭日を除く）
11月4日～4月30日

1994年6月3日
（北海道指定有形文化財）
2011年9月21日（史跡名勝天然記念物）

中標津町

中標津町郷土館緑ヶ丘分館（旧
根釧農業試験場陳列館） 標津郡中標津町丸山4丁目3

0153-72-2190
（中標津町郷土
館本館）

5月～10月（土日祝日）　10:00～16:00 月～金曜日、年末年始
※閉館日の見学は応相談 2009年8月7日（国登録有形文化財）

根釧農業試験場旧庁舎「伝成館」
（旧北海道立根釧農業試験場庁舎） 標津郡中標津町桜ヶ丘1-1

0153-73-4301
（NPO法人伝成館
街づくり協議会）

2009年8月7日（国登録有形文化財）

■水族館・動物園
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日

石狩
札幌市

札幌市円山動物園 札幌市中央区宮ヶ丘3番地1 011-621-1426 3月1日～10月31日　9:30～16:30
11月1日～2月末日　9:30～16:00

毎月第2・第4水曜（8月のみ第1・第4水曜日）
※祝日の場合は翌日
4月第2水曜日を含むその週の月曜日～金曜日
11月第2水曜日を含むその週の月曜日～金曜日
12月29日～31日

サンピアザ水族館 札幌市厚別区厚別中央2-5-7-5 011-890-2455 4月～9月　10：00～18：30
10月～3月　10：00～18：00 年中無休

千歳市 サケのふるさと千歳水族館 千歳市花園2丁目312番地
インディアン水車公園内 0123-42-3001 3月～11月　9:00～17:00

12月～2月　10:00～16:00
年末年始休館： 12月29日～1月1日
メンテナンス休館： 1月11日～1月31日

後志 小樽市 おたる水族館 小樽市祝津3丁目303 0134-33-1400

通常営業
2022年3月12日～10月16日　9:00～17:00
2022年10月17日～11月27日　9:00～16:00
夜間延長
2022年7月16日～7月18日・9月17日～9月19日
9月23日～9月25日　9:00～20:00
冬期営業
2021年12月11日～2022年2月23日　10:00～16:00

2022年2月24日～3月11日・11月28日～12月16日

胆振

室蘭市 室蘭水族館 室蘭市祝津町3丁目3－12 0143-27-1638
4月下旬～10月中旬
9:30～16:30
GWシーズン・お盆休み期間
9:30～17:00

冬季休館

登別市
登別マリンパークニクス 登別市登別東町1丁目22 0143-83-3800 9:00～17:00 保守休業期間： 2022年4月11日～4月15日

のぼりべつクマ牧場 北海道登別市登別温泉町224番地 0143-84-2225 8:30～16:30
7月～8月　8:30～17:00 ロープウェイ法定点検に伴う休園あり

壮瞥町 昭和新山熊牧場 有珠郡壮瞥町昭和新山183番地 0142-75-2290

1月～3月　8:30～16: 30
4月　8:30～17:00
5月～10月　8:00～17:00
11月～12月　8:30～16:30
年末年始
12月31日　8:30～15:00
1月1日　10:00～15:00

年中無休

上川 旭川市 旭山動物園 旭川市東旭川町倉沼 0166-36-1104

夏期開園
2022年4月29日～10月15日
9:30～17:15
2022年10月16日～11月3日
9:30～16:30
夜の動物園
2022年8月10日～8月16日
9:30～21:00
冬期開園
2022年11月11日～2023年4月9日
10:30～15:30

2022年4月8日～4月28日・11月4日～11月10日
12月30日～2023年1月1日

オホーツク 紋別市 オホーツクとっかりセンター
アザラシランド 紋別市海洋公園2番地 0158-24-7563 10:00～16:00 年中無休

十勝
帯広市 おびひろ動物園 帯広市緑ヶ丘2番地緑ヶ丘公園内 0155-24-2437

夏期開園
4月29日～9月30日　9:00～16:30
10月1日～11月3日　9:30～16:00
冬期開園
12月4日～2月27日の土曜日・日曜日・祝日
11:00～14:00

年末年始： 12月29日～1月3日

新得町 サホロリゾートベア・マウンテン 上川郡新得町狩勝高原 0156-64-7007 5月上旬～10月下旬
9:00～15:20 毎週火曜日（GW除く）

釧路 釧路市
丹頂鶴自然公園 釧路市鶴丘112 0154-56-2219 夏時間　4月10日～10月14日　9:00～18:00

冬時間　10月15日～4月9日　9:00～16:00 年末年始： 12月31日～1月3日

釧路市動物園 釧路市阿寒町下仁々志別11番 0154-56-2121 4月10日～10月14日　9:30～16:30
10月15日～4月9日　10:00～15:30

12月～2月の毎週水曜日（祝日除く）
年末年始： 12月29日～1月2日

根室 標津町 標津サーモン科学館 標津郡標津町北1条西6丁目1-1-1 0153-82-1141 2月1日～11月30日
9:30～17:00

2月～4月･11月
水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日休館）
冬季休館： 12月～1月

■遊覧船
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 受入人数 料　　金

石狩 千歳市 支笏湖観光船 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2031
4月中旬～11月上旬
8:40～17:10
※時期により変更あり

団体：受入可
団体（15名以上）
大人1名 1,450円
小学生1名 730円

後志

小樽市

小樽運河クルーズ 小樽市港町5-4 0134-31-1733 10:30～20:00
※時期により変更あり 団体：要問い合わせ

デイクルーズ
中学生以上1名 1,500円
小学生以下1名 500円
修学旅行割引（中高生2名以上）1名 1,200円
ナイトクルーズ
中学生以上1名 1,800円
小学生以下1名 500円
修学旅行割引（中高生2名以上）1名 1,500円

小樽観光遊覧船 小樽市港町4-2 0134-29-3131 2022年4月23日～10月16日
9:00~17:00 団体：要予約

学校団体料金
屋形船貸し切り（60分）28,000円
観光船（コースによる）
中学生以上1名 640～2,400円
小学生1名 320～2,400円

積丹町 水中展望船
ニューしゃこたん号

積丹郡積丹町
大字美国町船澗1979-2 0135-44-2455 4月10日～10月下旬

8:30～16:30（不定期）
荒天欠航

（原則無休）
団体・修学旅行等の受入：
要予約・団体割引あり

団体（15名以上）
中学生以上1名 1,440円
5歳～小学生1名 720円
学生（中～大学生）1名1,120円

胆振

室蘭市
スターマリン株式会社 室蘭市祝津町1丁

127番地12 0143-27-2870

4月～11月
ナイトクルーズ・港内クルーズ・地球岬遊覧
白鳥大橋主塔登頂クルーズ
6月～8月
イルカウォッチング
受付9:00～18:00

荒天欠航 団体：受入可 ※コースによる

室蘭観光推進連絡会議 室蘭市幸町1-2 0143-25-3320 室蘭de手ぶらフィッシング
受付9:00～17:00 土日祝 2名～最大10名 1人 10,700～34,600円

※午前／午後、人数による

苫小牧市 勇払マリーナ　 苫小牧市字勇払376 0144-56-4771 ボート体験乗船（冬期除く）
10:00～14:00 火・水曜日 2名～最大4名

団体：要予約
2名（20分）4,000円
1名追加ごとに1,500円（小学生以下750円）

豊浦町 一般社団法人
噴火湾とようら観光協会

虻田郡豊浦町字旭町
21番地2　JR豊浦駅2階 0142-83-2222

あなたの知らないホタテの世界
＆ホタテ釣り体験（学校向け・通年）
※他、一般向け体験コースあり
受付8:30～17:30

土日祝
※体験自体は休日も
　予約可

団体：要問い合わせ
15名以上～45名程度ま
で参加可能

生徒1名 2,500円～3,500円程度
※有料オプション
　（昼食2,300円～、殻むき体験850円）

洞爺湖町 洞爺湖汽船 虻田郡洞爺湖町
洞爺湖温泉29番地 0142-75-2137

【中島巡り遊覧船】
4月下旬～10月末日
9:00～16:30
11月～4月初旬（中島下船なし）
9:00～16:00

【花火観賞船】
4月28日～10月31日　20:30頃出航

団体：受入可

修学旅行料金（引率教諭同額）
【中島巡り遊覧船】
中～大学生1名 1,000円
小学生1名 640円

【花火観賞船】
中～大学生1名 1,120円
小学生1名 720円

渡島

函館市 第18金龍丸 函館市青柳町39-8
（函館市住吉漁港） 090-8630-0553 体験・観光釣りプラン

6:00～18:00 2名～最大7名 大人1名 7,000円
子供1名 4,000円

福島町 岩部クルーズ
松前郡福島町
字岩部65番地1

（岩部地区交流センタｰ）

0139-46-7822
（一般社団法人
福島町まちづく
り工房）

4月～10月
8:30～17:00

波高、荒天時は
運休の場合あり

団体：要問い合わせ
※団体向け30分・60分

コースあり

基本コース（75分）
中学生以上1名 3,000円
小学生以下1名 1,500円

七飯町 大沼合同遊船株式会社 亀田郡七飯町字大沼町
1023-1 0138-67-2229 通常8:00～17:00、冬期8:20～16:40 団体：要問い合わせ ※コースによる

留萌 羽幌町 漁船クルーズ民宿
観光船栄丸 苫前郡羽幌町大字天売 090-8425-9859

（観光船栄丸） 受付9:30～18:00 不定休 団体：要問い合わせ
3名より運行

大人1名 3,000円
小学生以下1名 1,500円

オホーツク

網走市 知床観光船おーろら
網走流氷観光砕氷船

網走市南3条東4丁目
5の1 0152-43-6000 1月20日～4月3日

受付9:00～17:00 団体：要予約
団体（15名以上）
中学生以上1名 3,150円
小学生1名 1,580円

紋別市
オホーツクガリンコ号 紋別市海洋公園1番地 0158-24-8000 冬期運航（2022年1月～3月）

6:00～16:00　※時期により変更あり 天候状況により欠航あり 団体：要問い合わせ

【ガリンコ号Ⅱ】
中学生以上1名 2,500円
小学生1名 1,250円

【ガリンコ号ⅢIMERU】
中学生以上1名 3,500円
小学生1名 1,750円

ガリンコⅡ
釣り体験クルーズ 紋別市海洋公園1 0158-24-8000 5月末～9月の金・土・日・祝日

7:00～（5時間）
団体：要問い合わせ
10名より運行

1区画につき1名 6,000円
同行者1名 大人2,000円・子供1,000円

斜里町 ゴジラ岩観光（ウトロ） 斜里郡斜里町ウトロ
東51 0152-24-3060

7:00～18:00
2月上旬～3月下旬
流氷遊ウォーク
4月下旬日～10月下旬（コースによる）
知床半島クルージング

日曜・ 年末年始
2/1～4/24は不定休 団体：要問い合わせ ※コースによる

佐呂間町 サロマ湖一周遊覧観光
船あざらし号

常呂郡佐呂間町字富武
士795番地21 01587-2-1800 4月27日～10月31日 団体：要予約 ※コースによる

釧路 釧路市 阿寒観光汽船 釧路市阿寒町阿寒湖温泉
1丁目5番20号 0154-67-2511 4月15日～11月30日

遊覧船・モーターボート 団体：要予約 団体・学生生徒料金あり
※コースによる

根室

根室市

歯舞漁業協同組合
指導部・遊覧船係

根室市歯舞4丁目
120番地1先埋立地 0153-28-2124 11月1日～4月30日 天候状況により欠航あり 団体：要予約

団体（10名以上）
高校生以上1名 4,500円
小・中学生1名 2,700円

落石ネイチャークルーズ
協議会 根室市落石西112 0153-27-2772

10:00～15:30
※時期による
受付（平日）9:00～17:00
　　（土日祝）9:00～15:30

年末年始 団体：要問い合わせ
5名～最大11名

中学生以上1名 8,000円
小学5年生以上1名（保護者同伴） 5,000円

別海町 別海町観光船 野付郡別海町
尾岱沼港町232番地 0153-86-2533

5月中旬頃～10月末
外海クルーズ ・湾内クルーズ 
5月～7月
アサリの潮干狩り
7月～8月
アザラシウォッチング
受付8:30～16:30

受付は定休なし 団体：要予約 ※コースによる

羅臼町

朝枝Ⅱ（ともえ・ツー） 目梨郡羅臼町松法町21 0153-88-2026 5月～12月 団体：要問い合わせ 要問い合わせ

観光船アルランⅢ世 羅臼町八木浜町24 0153-87-4477

4月下旬～10月中旬
ホエールウォッチング
1月下旬～3月下旬
流氷&バードウォッチング
受付7:30～18:00

天候状況により欠航あり 団体：要問い合わせ 要問い合わせ

知床ネイチャークルーズ 羅臼町本町27－1 0153-87-4001

7:00～18:00
4月下旬～10月上旬
クジラ・イルカ・バードウォッチング
1月下旬～3月中旬
流氷＆バードウォッチング

不定休 団体：要問い合わせ 要問い合わせ

ゴジラ岩観光（羅臼） 目梨郡羅臼町本町30-2 0153-85-7575

8:00-17:00
2月～3月下旬（コースによる）
根室海峡クルーズ
4月下旬～10月中旬
クジラ・イルカ・バードウォッチングクルーズ

団体：要問い合わせ ※コースによる

根室 羅臼町 観光船はまなす 羅臼町礼文町 0153-87-3830

受付7:00～19:00
2月～3月上旬
流氷＆バードウォッチング
4月末～9月
ホエールウオッチング（クジラ・イルカ）

天候状況により欠航あり 団体：受入可
定員60名 要問い合わせ
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

■ロープウェイ
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 受入人数 団体料金（往復）

石狩 札幌市 札幌もいわ山
ロープウェイ

札幌市中央区
伏見5丁目3 011-561-8177

【4月～11月】
始発10:30／ロープウェイ上り最終21:30
ミニケーブルカー上り最終21:40

【12月～3月】
始発11:00／ロープウェイ上り最終21:30
ミニケーブルカー上り最終21:40

ロープウェイ1基
最大66名
ミニケーブルカー
最大60名（30名×2両）

団体（15名以上）
ロープウェイ・ミニケーブルカーセット
大人 1,440円
小人 720円

胆振 壮瞥町 有珠山ロープウェイ 有珠郡壮瞥町
字昭和新山184-5 0142-75-2401 始発8:15／下り最終18:45

※時期により変動あり
例年1月下旬から2月冬
期間整備点検の為運休 1基 最大96名

修学旅行
高校生1人 1,050円
中学生1人 900円
小学生1人 530円

渡島 函館市 函館山ロープウェイ 函館市元町19-7 0138-23-3105

【4月25日～10月15日】
始発10:00／上り最終21:50・下り最終22:00

【10月16日～4月24日】
始発10:00／上り最終20:50・下り最終21:00
※時期により変動あり

1基 最大125名
修学旅行（同伴の教師・写真業者は無料）
高校生1人 700円
中学生1人 600円
小学生1人 400円

上川

上川町 大雪山層雲峡
黒岳ロープウェイ 上川郡上川町層雲峡 01658-5-3031

【4月～5月】8:00～16:30
【6月～9月】6:00～18:00
【10月1日～10月15日】6:00～17:00
【10月16日～11月30日】8:00～16:30
【12月～3月】8:00～16:00

1月にロープウェイ整備
運休期間あり 1基 最大101名

団体（10名以上）
大人（中学生以上）2,100円
小人（小学生）1,050円

東川町 大雪山旭岳ロープウェイ 上川郡東川町勇駒別
旭岳温泉 0166-68-9111

シーズン：10月21日～5月31日
トップシーズン：6月1日～10月20日
始発6:00～9:00／下り最終15:40～18:00
※時期により変動あり

1基 最大101名

団体（20名以上）
大人（中学生以上）

【10月21日～5月31日】2,000円
【6月1日～10月20日】2,900円
小人

【10月21日～5月31日】1,400円
【6月1日～10月20日】1,450円

■体験メニュー（屋内）
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

空知

夕張市 ゆうばり自然体験塾
（（株）スポートピア）

夕張市南部岳見町
22番地 0123-55-2211 08:30～17:30 無

クレイアニメ 3,780 
アンモナイトレプリカ作り 2,592 

美唄市

体験工房よ～いDON!
（貞広農場内）

美唄市進徳町2区
（貞広農場内） 0126-62-6236 9:00～17:00 無（ただし、農繁期の加工体

験は休み）

そば打ち、うどん打ち 15 1,500 
豆腐づくり 15 1,200 
どん 20 800 
お菓子づくり 15 要問い合わせ

美唄市体験交流館 美唄市東明町3区 0126-63-3332 10:00～18:00 火曜日
手びねり体験 30 1,400 
ろくろ体験 5 1,400 

ストゥディオ アルテ 美唄市落合町栄町 0126-63-3137 9:00～17:00 毎週火曜、祝日の翌日
（日曜は除く）

心を彫る授業（白大理石） 40 15,000 
心を彫る授業（軟石） 40 10,000 
心を彫る授業（専用） 40 500 
心を彫る授業（個人使用） 40 100 

岩見沢市

こぶ志陶苑 こぶ志窯 岩見沢市5条東13丁目 0126-22-4303 10:00～18:00（日曜日、冬
期間は11:00～16:00） 水曜日・年末年始 陶芸 10 6,000 

グラス・スタジオ
お茶の水

岩見沢市御茶の水町
363-8 0126-26-4461 不定時 不定休 ガラス工芸 15 3,000 

栗沢工芸館 岩見沢市栗沢町
美流渡東町48-1 0126-47-3300 9:00～16:00

毎週月・火曜日（月・火が祝日
の時は翌日に振替）
8月12日～8月15日
12月25日～1月5日

各種陶芸教室 10 要問い合わせ

Kangaroo Factory 岩見沢市栗沢町
美流渡東町55番地

0126-22-3470
（岩見沢市観光
協会）

要問合せ 要問合せ
リースづくり体験、葡萄のツルで編むバスケット作り
ミント狩りとガーデン散策
ガーデンで摘んだハーブで作るブーケ作り

要問い合わせ

明心寺 岩見沢市7条東1丁目
0126-22-3470

（岩見沢市観光
協会）

要問合せ 要問合せ
座禅コース（お抹茶の接待付）
写経コース（お抹茶の接待付）
座禅＆写経コース（お抹茶の接待付）

25 要問い合わせ

芦別市

芦別市陶芸センター 芦別市旭町油谷2 0124-22-0633  9:00～17:00 12/29～1/3 陶芸 30 840 

芦別市観光物産センター 芦別市北4条東1丁目1 0124-23-1437 9:00～19:00（11月～4月
は9:00～18:00） 年末年始（12/31～1/1）

豆腐作り（1日） 20 5,770 
味噌作り（1日） 20 5,770 
トマトジュース作り（1日） 20 5,770 
豆腐作り（半日） 20 2,970 
味噌作り（半日） 20 2,970 
トマトジュース作り（半日） 20 2,970 

赤平市

（株）植松電機 赤平市共和町
230番地50 0125-34-4133

学校: 10:00～14:00
子供（一般）・大人: 
9:00～16:30

土、日、祝日 （大人対象）植松社長講話、施設紹介 350 5,500 

（学校・子供（一般）対象）植松社長講話、モデルロ
ケット製作、カムイロケットエンジン燃焼実験、モデ
ルロケット打上

350 3,300 

砂川市 北海道立青少年体験活動
支援施設ネイパル砂川

砂川市北光
496番地の25 0125-53-2246 9:00～17:30

12月29日から1月3日まで
その他施設により休みや利
用できない日があります

創作活動、レクリエーション活動
（ウッドクラフト、マイ箸づくり、ニュースポーツなど） 要問い合わせ

深川市

深川市
都市交流農村センター
アグリ工房まあぶ

深川市音江町字音江
600 0164-26-3333 10:00～22:00 年中無休

お米のシフォンづくり 20 6,500 
パンづくり 20 5,500 
豆腐づくり 20 2,800 
ソーセージづくり 20 2,400 
スポンジケーキづくり 20 2,400 
アップルパイづくり 20 2,300 
そば打ち体験 20 2,200 
太巻き細工寿司づくり 8 2,100 
アイスクリームづくり 20 1,600 
木工クラフ 20 700 

北海道青少年体験活動
支援施設ネイパル深川

北海道深川市音江町
2丁目7-1 0164-25-2059 9時00分から17時30分 無（12月29日～1月3日年末

年始休業） 創作・文化体験 要問い合わせ

由仁町 ゆにガーデン 夕張郡由仁町伏見
134-2 0123-82-2001 10:00～17:00（4月・5月・

10月は10:00～16:00）
営業期間無休（営業期間4月
下旬～10月下旬）

リース作り 30 1,100 
押し花 40 650 
ポプリ 40 650 

長沼町 ハイジ牧場 夕張郡長沼町東9線南2 0123-88-0011 4月10日～11月7日
（10:00～16:00）

水曜日
（祝日は営業）

フローズンヨーグルト作り 1,200 
アイスクリーム作り体験 1,300 
ミルクジャム作り体験 5 800 
羊毛加工体験 800 
バター作り体験 700 

栗山町 雨煙別小学校
コカ・コーラ環境ハウス

夕張郡栗山町字雨煙別
1-4 0123-72-1696

受付時間 4月1日～11月30
日9:00～18:00、12月1日
～3月31日9:00～17:00

火曜日（宿泊利用は可）
年末年始

木の表札づくり 80 1,620 
キャンドルづくり 40 1,296 
木笛づくり 80 1,080 

新十津川町

新十津川町
文化伝習館

樺戸郡新十津川町
字総進191-3 0125-76-2991 9:00～17:00（うち、体験時

間は10:00～16:00）
11/1～4/27は毎週月・火
12/30～1/6

陶芸 90 1,100 
染色 30 650 
織物 7 650 

そば道場　夢創庵 樺戸郡新十津川町
字総進254-2 0125-76-3456 10:00～17:00 不定休 そば打ち 10 800 

沼田町 ほろしん温泉　ほたる館 雨竜郡沼田町字幌新
377 0164-35-1188

ほろしん温泉　ほたる館: 
10:00～22:00、
化石体験館: 9:30～16:00

（新型コロナウイルス感染
拡大に伴い営業時間短縮）

月曜日、祝日の翌日
11/4～4/28まで冬期閉館

化石クリーニング 要問い合わせ
化石レプリカ作り 要問い合わせ
ミニ発掘 要問い合わせ
有孔虫化石の標本作り 要問い合わせ

石狩 札幌市

札幌芸術の森 札幌市南区芸術の森
2丁目75番地

011-592-5111
（代表）

011-592-4122
（クラフト工房）
011-591-0090

（札幌芸術の森
美術館）

9:45～17:00
（6/1～8/31 17:30まで）

無休（11/4～4/28は毎週月
曜日、祝日・振替休日の場合
翌日、年末年始）※野外美術
館は11/4～4/28休館（佐藤
忠良記念子どもアトリエのみ
開館9:45～15:30）

オリジナルカンバッチづくり（ふらっとクラフト体験） 300 
和紙のちぎり絵はがき（ふらっとクラフト体験） 300 
お絵かきバンダナ（ふらっとクラフト体験） 500 
たまつくりで器をつくろう（ふらっとクラフト体験） 1,500 
器に絵付けをしてみよう（ふらっとクラフト体験） 1,200 
たまつくり・カップ制作コース（グループ講習会） 24 2,200 
絞り染め・バンダナコース（グループ講習会） 10 2,000 
多色盛り・リーフペンダントコース

（グループ講習会） 10 2,000 

札幌市青少年科学館 札幌市厚別区厚別中央
1条5丁目2-20 011-892-5001

5月～9月　9:00～17:00
10月～4月　9:30～16:30

（ご入館は閉館の30分前まで）

毎週月曜日、毎月最終火曜
日、祝日の翌日、12月27日
～1月4日、※特別展期間中
は無休

プラネタリウム 200 500 
テレビスタジオ 30 0 
サイエンスショー 50 0 
科学館の工作室 12 0 
日曜実験室 32 0 

札幌市豊平川さけ科学館 札幌市南区真駒内
真駒内公園2-1 011-582-7555 9:15～16:45

毎週月曜日（祝日の場合次の
平日）、年末年始(12月29日
～1月3日)

採卵体験実習 30 300 
サケのお話とエサやり体験 0 
サケ・タッチ・プール 0 
サケの人工受精体験 0 

札幌市定山渓自然の村
札幌市南区定山渓（豊平
峡ダム下流国有林野）
※（）内は省略でも郵便
物配達可

011-598-3100
宿泊13:00～翌日11:30（事
前予約の場合は20時まで
に受付チェックイン）日帰り
9:00～17:00

12月29日から1月3日のほ
か臨時休業日あり 森の工作会 40 500 

札幌市アイヌ文化交流セ
ンター

（サッポロピリカコタン）
札幌市南区小金湯27 011-596-5961 8:45～22:00（展示室と庭園

見学は9:00～17:00）
月曜日、祝日、毎月最終火曜
日、年末年始（12月29日～1
月3日）

アイヌ文様刺しゅう、木彫、ムックリ製作
アイヌ料理等 要問い合わせ

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

体
験
メ
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屋
内
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

石狩

札幌市

クライミング・ランド
のぼのぼ　　　

札幌市白石区東札幌2条
2丁目3-26 011-826-3066

土・日曜日、祝日 10:00～16:00 
※1時間ごとの完全入れ替え
制。※日程によっては営業ラ
ウンド回数/ラウンド時間、ご
利用頂けるアトラクションに
変更がある場合があります。
ご予約の際に予めご確認下
さい。 

原則水曜日休館。 
※水曜日が祝日の場合は、翌
木曜日が休館火となります。 
※平日の営業、夏季・年末年
始等の休館日等につきまし
ては、都度ＨＰ上でお知らせし
ます。ご確認下さい。 

多目的スポーツクライミング 15 1,800 

どうぎん
カーリングスタジアム　

札幌市豊平区月寒東
1条9丁目　 011-853-4572 10:00～21:00

年末年始（12月29日～1月
3日）、第3月曜日（施設整備
日）、その他氷の張り替えの
ため、年1回45日程度の施設
利用不可日あり。

カーリング 1,500 

硝子工房　ＧＬＯＷ 札幌市北区東茨戸
3条2丁目6番14号 011-776-5020 10:00～17:00 不定休 吹きガラス体験 2,900 

白い恋人パーク 札幌市西区宮の沢
2-2-11-36 011-666-1481 10:00～17:00

（入館受付16:00まで）
年中無休 

（2022年1月1日、2日は休業）

私の白い恋人 焼き上げコース 8 1,400 
私の白い恋人 お絵描きコース 30 1,200 
北海道クッキーお絵描きコース 1,200 

定山渓ファーム 札幌市南区定山渓832 011-598-4050
9:00～17:00（5月～9月末）
9:00～16:00

（10月～10月末）
毎週水曜日

（水曜日が祝の場合は営業） 季節のフルーツを使った手作りジャム作り体験 30 1,650 

江別市

江別市セラミックアート
センター 江別市西野幌114-5 011-385-1004 9:30～17:00

（展示室入場は16:30まで）
月曜日、祝日の翌日
12月29日～1月3日

やきものを始めよう！（7回シリーズ） 15 4,500 
チャレンジ電動ロクロ 4 1,000 
団体絵付け体験 20 800 
ゴールデンウィーク陶芸体験 15 700 
夏の親子陶芸体験 15 700 
冬の親子陶芸体験 15 700 
団体陶芸体験 15 700 

農業法人風の村
陶芸工房アトリエ陶 江別市元野幌919 011-384-1259 1.10:00～12:00

2.14:00～16:00 水曜日

陶芸教室（基礎・応用コース） 8,000 
陶芸教室（電動ロクロコース） 8,000 
電動ロクロ体験コース（経験者向け） 6,300 
陶芸体験 40 3,250 

江別市ガラス工芸館 江別市野幌代一木町
53番地 011-384-7620

5月～10月は月～金曜日
（国民の祝日を除く）
11月～4月は全日休館

ガラス作品制作体験 4,000 

ヤンマーアグリジャパン
（株）アグリソリューショ
ンセンター

江別市工栄町10ｰ6 011-381-2311 9:00～17:00 土・日曜日 構内見学（トラクター試乗含む） 40 0 

米澤煉瓦（株） 江別市元野幌227番地 011-382-2801 8:00～17:00 土・日・祝日（土曜日不定休） 工場見学 20 0 

千歳市

北海道箱根牧場 千歳市東丘1201 0123-21-3066 10:00～17:00 毎週火曜日
生キャラメル体験 70 3,000 
ソーセージ造り体験 70 3,000 

千年そば処　いずみ 千歳市泉郷707-1 0123-29-2177 9:30～17:00
（4月下旬～10月上旬） 毎週火曜日 そば打ち体験 10 3,000 

花工房あや 千歳市泉郷201-19 0123-29-2087
4月・10月　10:00～16:00　
5月～9月　10:00～16:00
11月～3月　10:00～15:00

水（体験:5月～9月は日休み）リース体験教室 15 2,500 

恵庭市

むらかみ牧場 恵庭市戸磯156
0123-32-5093
（携帯電話080-

6061-9966）
10:00～17:00 無休（12月～3月冬季休業） アイスクリーム作り 100 2,000 

サッポロビール（株）北海
道工場 恵庭市戸磯542-1 0123-32-5802 10:00～11:00、12:45～

16:00
毎週月曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始、臨時休館日 工場見学 40 0 

えこりん村 恵庭市牧場277-4 0123-34-7800

銀河庭園＆みどりの牧場
4月下旬～9月
9:30～17:00 
10月　9:30～16:00 
花のまきば 
4月中旬～10月 
9:30～17:00

オープン期間中は無休 羊毛クラフト体験 20 1,500 

ホクレンくるるの杜 北広島市大曲377-1 011-377-8700
ミルクパンでお父さんの顔を作ろう 24 2,500 
モッツァレラチーズとストリングチーズを作ろう 32 2,300 
ハスカップを収穫してアイスを作ろう 32 要問い合わせ

石狩市

石狩浜海浜植物
保護センター 石狩市弁天町48-1 0133-60-6107 9:00～17:00 火曜日（祝日の場合翌平日） 海の素材を使ったクラフト作り 0 

いしかり
砂丘の風資料館 石狩市弁天町30-4 0133-62-3711 9:30～17:00

毎週火曜日（火曜日が祝日の
場合は開館し、翌日休館）
年末年始

手作り缶詰づくり体験 450 

当別町
道民の森 石狩郡当別町栄町

192-1 0133-22-3911 5月1日～10月31日
9:30～16:30 5月1日～10月31日の間は無

陶芸 20 200 
木工作 30 200 
森の体験工房（木の葉・枝・実を使ったクラフトづくり） 18 0 
ハーブティー試飲 0 

一般財団法人　スウェー
デン交流センター

石狩郡当別町スウェｰデ
ンヒルズ2329番地25 0133-26-2360 10:00～16:30（12～3月の

冬期間は～16:00）
毎週火曜日（12～3月の冬期
間は祝日も休館） 吹きガラス体験 8 2,000 

後志  小樽市

北一硝子　花園店 小樽市花園1丁目6-10 0134-33-1991 10:00～19:00
（体験最終受付時間16:30）  元旦のみ

サンドブラスト（Ｂ：お好みコース） 10 1,300 
サンドブラスト（Ａ：らくらくコース） 10 900 
とんぼ玉アレンジメント体験（ストラップ） 10 200 
とんぼ玉アレンジメント体験（ヘアゴム） 10 100 
とんぼ玉アレンジメント体験（ペンダント） 10 100 

ザ・グラススタジオ・
イン・オタル 

（（株）ザ・グラススタジオ）
小樽市最上2丁目16-16 0134-33-9390 10:00～18:00 工房のみ火曜日 吹きガラス体験 15 2,700 

小樽　il PONTE 
イルポンテー　

（（株）太閤コミュニ
ティー）

小樽市色内2丁目1-19 0134-32-7880 9:00～18:00 火曜日
（火曜祝日の場合は営業）

吹きガラス体験 30 3,000 
ペンケース・カードケース 2,200 
小銭入れ・キーケース 1,650 
サンドブラスト体験 1,430 
キーホルダー、ストラップ、ブレスレット、レザーリン
グ 1,100 

オルゴール堂®海鳴楼 小樽市堺町1-20 0134-23-6505 9:00～19:00
（工房受付18:00まで） オルゴール製作体験 40 要問い合わせ

おたる自然の村
（一般財団法人おたる自
然の村公社）

小樽市天狗山1丁目
国有林野4152林班 0134-25-1701 9:00～17:00  11月～4月 万華鏡 400 

小樽職人の会
「手づくり体験塾」

小樽市稲穂3-16-16
（松田印判店内）
小樽職人の会

0134-33-2339

製作体験受講時間は
9:00～10:30
11:00～12:30
13:00～14:30
15:00～16:30の1日4回

夢を灯すキャンドル作り 2,090 
伝統の上生菓子作り 2,090 
伝統が見える家紋の刷込み 2,090 
落款（らっかん）彫刻（篆刻（てんこく）） 2,090 
美しい輝きの金箔貼りの箸作り 2,090 
白磁マグネット絵付け 2,090 

「創意・工夫」純銀の指輪作り 2,090 
ステンドグラスのオーナメント 2,090 
洗い染めの技　染め物体験 2,090 
竹で作るコースター 2,090 
小さな小樽「あなたの石蔵」作り 2,090 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

後志

小樽市

小樽オルゴール堂
手作り体験　遊工房 小樽市入船1-1-5 0134-21-3101

平日9:00～18:00
制作体験最終受付時間
16:30

ステンドグラス制作 7,700 
押し花制作 4,180 
サンドブラスト制作 30 3,456 
オルゴール制作（ムーブメント組立て＆トッピング
コース） 3,080 

オルゴール制作（ムーブメント組立てコース） 2,750 
オルゴール制作（トッピングフリーコース） 2,500 
フュージング制作 1,540 

大正硝子館 小樽市色内1丁目1-5 0134-32-5101 夏季9:00～20:00
冬季9:00～19:00

吹き硝子製作体験 3,520 
ピンブロー体験 3,520 
サンドブラスト（砂の彫刻：ジョッキ、ソーサー、ワイ
ングラス、灰皿、タンブラー）制作 2,530 

フュージングアクセサリー制作（ミルフィオリ） 1,320 
サンキャッチャー（ガラスの壁掛け）制作 1,200 
とんぼ玉制作 1,100 
フュージングアクセサリー制作

（ダイアモンドダスト） 1,100 

創造硝子工房
studio Jー45

小樽市朝里川温泉2丁目
692-24 0134-54-5004 10:00～18:00 不定休 吹きガラス 15 2,420 

おたる巽鮨 小樽市堺町3-15 0134-31-5963
11:00～19:00（6～9月
20:00まで、コロナウイルス
感染症の関係で営業時間が
変更になる場合あり）

火曜日 すし握り体験 40 4,000 

小樽硝子の灯　彩や 小樽市堺町1-18 0134-61-1100 10:00～17:00
元旦 アニマル型とんぼ玉製作体験 800 

とんぼ玉製作体験 500 

小樽硝子屋本舗
～和蔵～ 小樽市色内1-6-26 0134-25-0101 10:00～18:00 元旦のみ（メンテナンスによ

る休業あり）

吹きガラス 2,500 
サンドブラスト 2,000 
グラスルーティング 1,600 
ジェルキャンドル 1,500 
オルゴール作り 1,300 
フュージング 1,200 

黒松内町 黒松内町ブナセンター 寿都郡黒松内町
字黒松内512-1 0136-72-4411 9:30～17:00 毎週月・火曜日（但し、祝日は

開館）【夏休み期間無休】

木工房体験 20 210 
食工房体験 20 210 
陶工房体験 20 210 

蘭越町

クラフト&ギャラリー　
道里夢

磯谷郡蘭越町字吉国
38-5 090-6215-1690 10:00～17:00　 不定休（要連絡）

手捻り・ろくろコース 6 4,400 
手捻りコース 10 3,300 
絵付けコース 10 2,200 

ロッジ　ベアーズ 磯谷郡蘭越町字湯里
167-33 0136-58-3288 10:00～ 不定休

パン作り体験 50 3,300 
季節のジャム作り 50 2,160 

大南部神楽保存会と農
家民宿　寅さんの家

磯谷郡蘭越町字豊国
531-2 0136-57-6139 大南部神楽の鑑賞と体験 10 要問い合わせ

マルベリー 磯谷郡蘭越町字湯里
224-19 0136-58-3388 9:00～17:00 5月～10月の営業期間中

定休日無 そば打ち体験 6,000 

ニセコ町

山宿・自然工房ウルリー 虻田郡ニセコ町字ニセコ
417 0136-58-2957 9:30～15:00 不定休

フクロウのオルゴール作り 10 1,890 
ガラス工芸品作り 4 1,000 

ニセコ髙橋牧場
ミルク工房

虻田郡ニセコ町字曽我
888-1 0136-44-3734 9:30～18:00 年末年始（12/31～1/1） アイスクリーム作り 1,300 

カントリー・イン・
ミルキーハウス  

虻田郡ニセコ町字ニセコ
482-1 0136-58-2200 通年（10:00～） 無

jam作り 2,000 
アイスクリーム作り 1,500 

風の谷キャンプ場 虻田郡ニセコ町字曽我
355-2 080-6077-5978 9:00～17:00 無（ただし11月はクロｰズ）  

シルバーアクセサリー作り 3,500 
オリジナルアロマせっけん作り 5 3,000 
ガラスリッツェン 2,500 
アロマキャンドル作り 2,500 
香油づくり 1,800 
アイスクリーム作り 1,600 

ニセコ焼「童」 虻田郡ニセコ町字ニセコ
483-1 0136-58-2063 10:00～17:00 不定休 陶芸体験教室 30 3,300 

がらすギャラリー童夢 虻田郡ニセコ町字曽我
806-13 0136-43-2552 9:00～15:00 不定休 サンドブラスト体験 25 3,000 

（有）ニセコファイン 虻田郡ニセコ町字ニセコ
431-1 0136-58-3568 8:00～ 無

サンドブラスト 3,500 
パン作り 3,240 
ドリームキャッチャー作り 2,700 
モビール作り 2,700 

ニセコアウトドアセンター 
（ＮＯＣ） 

虻田郡ニセコ町字曽我
138 0136-44-1133 9:00～17:00　 （11月はクロｰズ）

木の葉アート 40 3,240 
そば打ち 40 2,700 
アクセサリーづくり 40 2,700 
ジャムづくり 40 2,160 
森のクラフトづくり 40 2,160 
いももち・バターづくり 40 要問い合わせ
グラスリッツェン 40 要問い合わせ
羊毛クラフト 40 要問い合わせ
キャンドルづくり 40 要問い合わせ
アイスクリームづくり 要問い合わせ

fun fun 虻田郡ニセコ町曽我
256-3 050-7551-2688 10:00～17:00 火、火・水（冬期）

革細工（スマホケース） 40 4,860 
革細工（小銭入れ） 40 3,240 
革細工（犬の首輪） 40 3,240 
革細工（キーケース） 40 3,240 
小銭入れ 40 3,240 
革細工（ブレスレット） 40 1,620 
革細工（携帯ストラップ） 40 1,620 

カフェ＆トールペイント
工房 メープル

虻田郡ニセコ町字曽我
476-20 0136-44-3820 11:30～17:00 木・金曜日

トールペイント(3，240円コース) 12 3,240 
トールペイント(2,700円コース) 12 2,700 

ペンション＆レストラン 
ビスターレ・カナ

虻田郡ニセコ町字ニセコ 
431-1 0136-58-3330 午前の部 10:00 から

午後の部 16:00 から 不定休 本格ネパールカリー作り 20 2,700 

留寿都村 ルスツリゾート 虻田郡留寿都村字泉川
13 0136-46-3111 8:00～17:00 無

チーズ作り 3,300 
アウトドアコードクラフト（キーホルダー） 2,750 
キャンドルクラフト 2,200 
アウトドアコードクラフト（ブレスレット） 2,200 
アイスクリーム作り 2,200 

喜茂別町 喜茂別旧双葉小学校
史料館「雪月花廊」 喜茂別町字中里392 0136-33-6067 カフェレストラン

11:00～15:00 不定休 史料館見学 30 0 

倶知安町

ニセコHANAZONO
リゾート

虻田郡倶知安町
字岩尾別328-36

0136-21-3333
（サマｰアクティ
ビティ）
0136-21-6688

（スキｰスクｰル・
ウィン タ ｰ アク
ティビティ）

8:00～18:00
（季節により若干変動有）  年中無休 屋内キッズアドベンチャー 2,000

自然生活体験センター
「冒険家族」

虻田郡倶知安町
字比羅夫145-2 0136-22-3759 9:00～18:00 通年営業

ソーセージ作り 3800
草木染め 3000

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
内
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
内
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

後志

倶知安町

ＮＡＣ（ニセコ・アドベン
チャー・センター） 

虻田郡倶知安町字山田
179-53 0136-23-2093

8:00～21:00
（カフェ 夏: 9:00～21:00、
冬: 11:00～22:00）

無 インドアロッククライミング 2400

倶知安風土館 虻田郡倶知安町北6条
東7丁目3 0136-22-6631 9:00～17:00（ただし、最終

入館時刻は16:30まで）
毎週火曜日　年末年始
展示入替のための臨時休館 館内見学 200

小川原 脩 記念美術館 虻田郡倶知安町北6条
東7丁目1 0136-21-4141 9:00～17:00

（ただし、入館は16:30まで）
毎週火曜日　年末年始
展示入替のための臨時休館 絵画観覧 500

ＦＡＦ工房 倶知安町寒別103 0136-23-3949 10:00～17:00 不定休

親子陶芸 20 6500
陶芸体験（手びねり） 80 4800
陶芸体験（絵付け） 50 3500
糸つむぎ体験 5 3000
フェルトボール作り 40 2500
フェルトマスコット作り 20 2500

自然情報室エコル 虻田郡倶知安町山田
204 0136-22-0109  9:00～16:00 悪天候等で休止の場合有り。

お問い合わせください。
フォトフレーム・デコレーション 8 1500
手作り人形 8 800

余市町

ニッカウヰスキー
北海道工場

余市郡余市町黒川町
7丁目6 0135-23-3131 9:00～17:00 年末年始以外年中無休 工場見学 0 

余市宇宙記念館 余市町黒川町6丁目
4番地 0135-21-2200 9:30～16:30 月曜日

(月曜日が祝日の場合翌日) 宇宙体験 500 

余市ワイナリー 余市町黒川町5丁目
43番地 0135-23-2184 10:00～16:30

【11月～12月・5月～6月】
火曜日

【1月～4月末】火・水曜日
※変更の可能性あり。要問合せ

工場見学 0 

赤井川村 キロロリゾートホール
ディングス株式会社

余市郡赤井川村字常盤
128-1 0135-34-7111 24時間対応 無

手作り体験（オルゴールトッピング） 1,500 
手作り体験（ジェルキャンドル） 1,200 
手作り体験（ガラストッピング） 1,200 
手作り体験（上絵付け） 1,200 
手作り体験（森の工作） 900 

胆振

室蘭市

ボルタ工房 北海道室蘭市輪西町
1丁目32-6 0143-47-8233 体験は10時、13時、15時の

3回 
5～10月: 月曜日
11～4月: 日・月曜日 ボルタ制作体験 40 2,200 

輪西八条アトリエ 室蘭市輪西町2丁目
3-10

0143-84-5510
（受付:ノｰルドデ
ザイン）

平日 鉄のものづくり体験 15 2,500 

苫小牧市

ウトナイサンクチュアリ　
ネイチャーセンター

苫小牧市植苗150-3
（公財）日本野鳥の会
ウトナイ湖サンクチュア
リ ネイチャｰセンタｰ

0144-58-2505
土・日曜日および祝日9:30～
16:30（平日休館）、有料プロ
グラム利用の団体は水～金
曜日も対応可（要相談）

スライドショー 30 3,000 

施設概要・季節の見所紹介 30 0 

ノーザンホースパーク   苫小牧市美沢114-7 0144-58-2116
4/15～11/5
9:00～17:00
11/6～4/9
10:00～16:00

4月10日～4月14日 ホースシュースタンド作り 1,300 

登別市

登別伊達時代村 登別市中登別町53-1 0143-83-3311 9:00～17:00
（冬季9:00～16:00）

無休　※冬期に数日間、保守
点検のため、休村します

寺子屋・もの作り体験 120 3,000 
こけし・こま絵付け体験 30 1,000 

登別ゲートウェイ
センター

登別市登別温泉町26番地 
道南バス登別温泉ターミ
ナル内

0143-84-2200 8:30～18:00 12月31日～1月2日
生キャラメルづくり　 2,500 

湯の華づくり 2,500 

伊達市

だて歴史文化
ミュージアム　 伊達市梅本町57-1 0142-25-1056 9:00～17:00  毎週月曜日、年末年始

伊達産藍を原料とし、古来からの製法による蒅藍
（すくもあい）を使用してできた液を使った、ハンド
タオルの藍染体験

80 500 

ハンカチの藍染体験 80 550 
バンダナの藍染体験 80 900 
エコバックの藍染体験 80 1,100 
Tシャツの藍染体験 80 2,600 
シルクストールの藍染体験 80 2,500 
シルクストール（大）の藍染体験 80 3,000 

史跡北黄金貝塚公園 伊達市北黄金町75 0142-24-2122 9:00～17:00 12月1日～3月31日
勾玉作り 90 500 
釣り針づくり 90 300 

豊浦町

 オーシャンベリー
（噴火湾展望公園）

虻田郡豊浦町字高岡
64-1 0142-83-1080 9:00～17:00 年中無休

（4月下旬～11月上旬） 工芸体験 50 5,000 

TOYOURA世界ホタテ
釣り協会　　　

虻田郡豊浦町字旭町21
番地2　JR豊浦駅2階
※事務局

0142-83-2222 8:45～17:30
年末年始
土日祝
※事務局の営業時間

世界ホタテ釣り選手権大会 99,000 

一般社団法人
噴火湾とようら観光協会

虻田郡豊浦町字旭町21
番地2 JR豊浦駅2階 0142-83-2222 8:45 - 17:30 土日祝

※体験自体は休日も予約可 農家さんの伝統の味！笹団子づくり 22,330 

洞爺湖町

洞爺体験学習館
（サイロ展望台） 虻田郡洞爺湖町成香3-5 0142-87-2221 5月～10月　8:30～18:00 

11月～4月　8:30～17:00
定休日なし
※ただし、12/31～1/3は
10:00～15:00の短縮営業

生キャラメル作り体験 100 1,650 
アイスクリ－ム作り体験 100 1,650 
北海道バター作り体験 1,650 
ジャム作り体験 100 1,650 
ラーメン作り体験 1,650 
そば作り体験 1,650 
うどん作り体験 1,650 

エゾップランド柴田屋              虻田郡洞爺湖町
洞爺湖温泉町45 0142-75-2275 8:00～21:00

（冬期8:30～20:00） 無

羊毛フェルト製作体験 200 1,620 
北海道アイヌインテリア教室 100 1,620 
北海道藍染体験教室 100 1,620 
ジャム作り体験学習教室 72 1,320 
生ラーメン作り体験学習教室 200 1,320 
ソーセージ作り体験学習教室 72 1,320 
アイスクリーム作り体験学習教室 200 1,320 
生キャラメル作り体験学習教室 72 1,320 

洞爺ガイドセンター 虻田郡洞爺湖町洞爺町
193-8 0142-82-5002 マイハシつくり体験 40 2,500 

洞爺財田
自然体験ハウス

虻田郡洞爺湖町財田
3番地 0142-82-5999 9:00～17:00

毎週月曜
（祝祭日の場合は翌日）
年末年始

小鳥キーホルダー作り 40 500 
葉っぱはがき 40 500 
森の文房具作り 40 500 
リーフプリント 40 500 
いきものパズル 40 500 
草木染め 40 500 
さかな手ぬぐい 40 500 
そば打ち 40 1,200 
うどん打ち 40 1,200 
キャンドルづくり 40 500 

レークヒル・ファーム   虻田郡洞爺湖町花和
127 0120-83-3376 夏期  9:00～18:00

冬季　9:00～17:00 無
バター作り 40 1,320 
ジェラートづくり 40 1,320 

ハーバルランチ 北海道虻田郡洞爺湖町
月浦44 090-1529-0438 10:00～15:30（6～10月） 毎週火曜

ハーブティ作り 40 700 
ハーブソルト作り 20 700 
ハーブウォーター抽出 20 3,000 

白老町

白老体験協会
「コロポックル」 白老郡白老町東町2-5-5 0144-82-2366 9:00～18:00

木彫り 鮭喰熊（22種） 300 1,760 
アイスクリーム作り 100 1,760 

白老キャンプフィールド
「ASOBUBA」 白老郡白老町森野98-1 080-1899-5151 チェックイン12:30

チェックアウト11:00 不定休
レザークラフト（イベント時） 15 2,000 
木工（イベント時） 15 1,000 

安平町 そば哲　遠浅店    安平町遠浅594 0145-22-3733 11:00～15:00 毎週木曜日 そば打ち体験 10 要問い合わせ

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

胆振 厚真町 厚真町交流促進センター
こぶしの湯あつま

勇払郡厚真町字本郷
229-1 0145-26-7126 10:00～22:00まで 年間3日間程度

ソーセージ作り 10 1,500 
豆腐作り 10 1,500 
蕎麦打ち 10 1,500 
トマトジュース作り 10 1,700 

日高

日高町 国立日高
青少年自然の家 沙流郡日高町字富岡 01457-6-2311 8:30～17:15 12月28日～1月4日

七宝焼 40 590 
化石レプリカ作り 20 310 
焼き板クラフト 140 250 
ネイチャークラフト 140 0 
木のペンダント 140 20 

平取町
平取町立二風谷アイヌ
文化博物館

（二風谷工芸館・二風谷
アイヌ文化博物館）

〈二風谷工芸館〉沙流郡
平取町字二風谷61-6

〈二風谷アイヌ文化博物
館〉沙流郡平取町字二風
谷55

〈二風谷工芸館〉
01457-2-3299
〈二風谷アイヌ

文化博物館〉
01457-2-2892

〈二風谷工芸館〉
9:00～17:00

〈二風谷アイヌ文化博物館〉
9:00～16:30

〈二風谷工芸館〉年末年始
（平取町役場規定に準ずる）
〈二風谷アイヌ文化博物館〉
12月16日～1月15日は休
館、11月16日～12月15日、
1月16日～4月15日は月曜
休館

民族舞踊体験 45,000 
アイヌ文様木彫体験 1,300 
アイヌ文様刺しゅう体験 1,300 
ムックリ制作体験 100 1,000 

ムックリ演奏体験 700 

浦河町

浦河観光協会 浦河郡浦河町大通2丁目
27番地 0146-22-3200 9:00～18:00 不定休 お魚さばき体験と海鮮丼ランチ 10 4,200 

平田染工場 浦河郡浦河町常盤町
62-1 0146-22-2115 9:00～18:00 不定休 染物体験～ミニ大漁旗を作ろう～ 5 8,000 

ぱんぱかぱん 浦河郡浦河町堺町
東1丁目1-1

0146-22-3200
（浦河観光協会） 10:00～18:30 日・月曜日

パン教室とランチ 8 3,800 
ランチボックス作り 8 2,500 

襟裳岬「風の館」 幌泉郡えりも町字東洋
366-3 01466-3-1133

5～8月　9:00～18:00
9・10・11・3・4月
9:00～17:00

12、1、2月は冬期休館（但し、
元旦の5:00～8:00は開館）

流木写真立てづくり体験 10 500 
ちょうちょ貝ストップ作り体験 10 300 
流木えんぴつ作り体験 10 100 

渡島

函館市

ザ・グラススタジオイン 函館市末広町14-2 0138-27-1569  10:00～16:00 不定休
吹きガラス体験 2 2,700 
サンドブラスト体験 20 1,800 

生田ガラス館・函館 函館市大町1-33 0138-27-8800 9:00～17:00 体験制作の場合は休日無 ステンドグラスの窓飾り
ミラー・フォトフレーム製作 48 1,800 

函館市北方民俗資料館 函館市末広町21-7 0138-22-4128 夏季（4～10月）9～19時
冬季（11～3月）9～17時

12月31日から1月3日
他: 館内整理のための臨時
休館あり

アイヌ民族の伝統的な楽器「ムックリ」の製作・演奏 10 500 

北方民族文様の切り紙細工体験 20 0 

函館市文学館 函館市末広町22-5 0138-22-9014 4月～10月　9:00～19:00
11月～3月　9:00～17:00

12月31日～1月3日（他館内
整理のための臨時休館あり） 館内「石川啄木コーナー」をクイズ形式で観覧 0 

函館市青函連絡船
記念館摩周丸 函館市若松町12番地先 0138-27-2500 4月～10月　8:30～18:00

11月～ 3月　9:00～17:00
無（ただし、工事等により臨時
休館する場合があります。）

連絡船クラフト 8 800 
ガイドツアー 30 500 
ひも結び体験学習 10 要問い合わせ

はこだて工芸舎 函館市末広町8-8 0138-22-7706 10:00～18:00 年末年始除き無休
陶芸体験 3,500 
だるま絵付け体験 1,100 

オルゴール明治館  函館市豊川町11-17 0138-27-7070 10:00～18:00、土・日・祝日
は、9:00～18:00 不定休 オルゴール製作 6 3,000 

元町ガラス工房 函館市大町1-33 0138-27-8836  9:00～16:00
（体験の最終開始時間15:10）木曜日 ガラスのアクセサリー製作 140 1,000 

函館市縄文文化
交流センター 函館市臼尻町551-1 0138-25-2030 9:00～17:00（4～10月）

9:00～16:30（11～3月）

月曜日（休日のときは最も近
い平日）、12月29日～1月3
日 館内整理日（毎月最終金
曜日）、特別整理期間（年1
回、2週間程度）

ミニチュア土器づくり・カックウの顔をつくってみよ
う！・土笛づくり・縄文ペンダントづくり・縄文編み・組
ひもアクセサリーづくり・拓本とり・おもしろ土製品
づくり

500 

大豆加工（みそ、とうふなど） 6 要問い合わせ
粉加工（そば、うどん、くじらもちなど） 6 要問い合わせ
木工クラフト体験 要問い合わせ

松前町 松前藩屋敷 松前郡松前町字西館68 0139-43-2439 9:00～17:00
（最終入館16:30）

期間中無休
（4月上旬～10月）

甲冑着付体験 30 2,000 
松前藩入藩ガイド 20 1,500 
松前藩屋敷ガイド 40 1,000 
松前漬づくり体験 40 要問い合わせ

木古内町 木古内まちづくり体験
観光推進協議会 

上磯郡木古内町字本町
525 01392-6-7357

宿泊体験（1泊2食付） 80 5,000 
貝アート体験 60 1,000 

七飯町

農業生産法人石井農場 亀田郡七飯町字鳴川
5丁目349-5 0138-65-2880 4～10月　10:00～17:00  

11～3月　10:00～16:00
月・火曜（4～10月期は祝祭
日の場合営業します。）

アップルパイ作り 40 1,620 
手打ち蕎麦体験 40 1,620 

沢出毛皮店 亀田郡七飯町字大沼町
206 0138-67-2042 10:00～17:00 不定休 ミンクの手作りブローチ体験 1,000 

ポロト館 亀田郡七飯町字大沼町
185-5 0138-67-2536 8:00～17:00 なし

手作り木工クラフト 80 1,200 
毛皮キーホルダー 120 1,200 
アイスクリーム作り体験 100 1,000 
生キャラメル作り体験 50 1,000 

鹿部町 鹿部温泉観光協会 茅部郡鹿部町字鹿部
18-1 01372-7-3500 9:00～17:30

浜のかあさん地元料理体験 40 4,000 
棒鱈たたき体験 40 500 
こんブーケづくり体験 20 2,500 
がらす浮き玉編み体験 20 2,000 

森町 グリーンピア大沼 茅部郡森町字赤井川
229 01374-5-2277 9:00～21:00 無

よさこいソーラン体験 100 45,000 
ジェルキャンドル作り体験 40 1,500 
MY箸作り体験 50 1,000 
ジャム作り体験 50 700 
アイス作り体験 300 700 
バター作り体験 300 700 

八雲町

八雲町活性化施設
ファームメイド遊楽部
1号館

二海郡八雲町立岩
359-13 0137-63-4911  9:00～17:00 毎週月曜日、年末年始

祝祭日

チーズづくり 40 1,300 
アイスクリームづくり 20 要問い合わせ
バターづくり 20 要問い合わせ

フロムネイチャー
ファーム

二海郡八雲町野田生
362 0137-66-2460

11:00～16:00
（11月～3月の土・日・月）
※曜日については相談可

年末年始、不定休 ドライフラワーのリース・バスケット作成 20 2,000 

噴火湾パノラマパーク
ＰＦＩ株式会社
オートリゾート八雲

二海郡八雲町浜松
368-1 0120-415-992 9:00～17:00 （要相談） 開設期間である4月中旬～

11月上旬は、無休

生キャラメル作り 50 1,000 
アイスクリーム 50 1,000 
バードコール作り 50 1,000 
ホタテ貝デコレーション 50 800 
ストーンペインティング 50 500 
ネイチャークラフト 50 500 
マイ箸作り 50 500 

長万部町 長万部町観光地域づくり
協議会

山越郡長万部町
字長万部453番地1
長万部町役場内

（事務局）
01377-2-2455 8:30～17:15 土・日・祝日、12/31～1/5

着物の着付け体験　着付けをしたあとに、町内名所
で写真撮影ができます。 3 13,000 

地域のお母さんたちと料理体験　旬の海産物を中
心とした料理体験です。 10 10,000 

そば打ち体験　地元のそば打ちサークル有志によ
るそば打ち体験です。 5 6,000 

長万部産の海産物を使った押し寿司体験 3 5,000 
アイヌ刺繍体験 5 5,000 

檜山 江差町
江差追分会館 江差町字中歌町

193番地3 0139-52-0920 9時～17時
月曜・祝日の翌日
12月31日～1月5日
(但し4月～10月は無休)

江差追分体験 50 500 

江差町会所会館
（江差手ほどき工芸館）

江差町字中歌町
76番地1 0139-52-4815 5月～10月の金・土・日曜日

に開催　10:00～15:00
11月～3月は閉館
不定休（開催日以外は休み）

針山づくり 4 500 
はた織り体験 4 500 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
内
）

体
験
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屋
内
）

Hokkaido Educational Travel Guide Book Hokkaido Educational Travel Guide Book

Choice! 北海道　4th Stage ― データ編（資料編） Choice! 北海道　4th Stage ― データ編（資料編）

72 73



※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

檜山

江差町

旧檜山爾志郡役所
（江差町郷土資料館）

江差町字中歌町
112番地 0139-54-2188 9時～17時

月曜・祝日の翌日
12月31日～1月5日
(但し4月～10月は無休)

ハンコ作り体験 4 500 

皐月蔵チャミセ 檜山郡江差町字姥神町
18番地1 090-7656-5473 11時～16時 毎週月曜・火曜（冬季休業

（11月中旬～4月上旬））
お守り作り体験 8 1,000 
手ぬぐい作り体験 8 500 

上ノ国町 道の駅上ノ国もんじゅ 檜山郡上ノ国町字原歌
3番地 0139-55-3949 9:00～17；00 年末年始

ウニ丼作り体験 10 2,000 
リース・正月飾り作り体験 20 1,000 
かたこもち作り体験 10 1,500 
鋳造体験 4 1,500 
オカリナ作り体験 4 8,000 

厚沢部町 水車公園 檜山郡厚沢部町鶉町
853 0139-65-6366 9:00～17:00 不定休 そばうち 20 3,300 

奥尻町

奥尻島観光協会
奥尻郡奥尻町字奥尻
309-2
奥尻港フェリーターミナ
ル内

01397-2-3456 9:00～17:00 ※ 勾玉づくり 30 500 

離島仙人 奥尻郡奥尻町字奥尻
19-8 090-2874-9484 9:00～21:00 不定休 深海松(虹色サンゴ)加工体験 20 2,500 

Gift Pocket 奥尻郡奥尻町字稲穂
275－3 090-1885-7387

10:00～12;00
14:00～16:00
※それ以外の時間について

は要相談
不定休 押花作り体験 8 2,000 

民宿木村さん家 奥尻郡奥尻町字球浦
143 01397-2-2552 宿泊施設のため特に定め無し 無休 奥尻島震災ミニ講演 2,000 

今金町 ピリカ旧石器文化館 瀬棚郡今金町字美利河
228-1 0137-83-2477 9:30～16:30 毎週月曜日（月曜日が祝日の

場合はその翌日）祝日の翌日

石刃製作 15 300 
やり先形尖頭器製作 15 200 
細石刃製作 15 200 
石製首飾り製作 20 100 

上川

旭川市

淳工房 旭川市旭岡2丁目8-1 0166-53-8512 10:00～18:00
12月～3月は日曜日
4月～11月は無休

（日曜は体験不可）
フュージング（ガラスを用いた絵・皿・アクセサリー
の制作体験 20 2,200 

大雪窯  旭川市旭岡2丁目9番地 0166-51-1972 9:30～17:00 年末年始　臨休有
ロクロ造形 5 4,000 
手びねり造形 80 2,500 

若者の郷若者センター 旭川市江丹別町中央 0166-73-2409 8:45～17:15 無休
（12月30日～1月4日は休み）そば打ち体験 30 1,500 

株式会社ササキ工芸　
モノ作り体験工房 旭川市永山14条3丁目 0166-25-2288 9:00～16:00 土日祝、年末年始 木工クラフト製作体験

（木製時計、ゴム鉄砲、うちわ） 40 3,000 

士別市

世界のめん羊館 士別市西士別町5351　 0165-23-1582 4～9月 9:00～17:00
10～3月 10:00～16:00 12月31日～1月4日 羊の毛刈り 0 

めん羊工芸館「くるるん」 士別市西士別町5351 0165-23-3793
4月～9月　9:00～17:00
10月～3月
10:00～16:00
※体験受付は閉館30分前まで

水曜日 フェルト製品づくり体験
（ストラップ、マフラー、帽子などを制作） 50 18,000 

富良野市

富良野チーズ工房・
富良野手作り体験工房 

（（株）ふらの農産公社）
富良野市中五区 0167-23-1156

【チｰズ工房】9:00～17:00
【ピッツァ工房】
10:30～16:00
※コロナの影響で変動あり

無（年末年始、施設整備の休
館有り）

チーズ手作り体験 1,000 
バター作り体験 900 
アイスクリーム手作り体験 900 

星人の宿ペンション和田 富良野市麓郷別天地 0167-29-2468
 －   (宿泊:チェックイン
15:30～、チェックアウト
9:30)

不定 いももち作り 5 800 

ふらのジャム園
共済農場 富良野市東麓郷3 0167-29-2233 9:00～17:30

※コロナの影響で変動あり。
年末年始のみ
12～3月の冬季期間は、臨時
休業する場合がございます。

手作りジャム体験 40 1,500 

グラス・フォレスト
ｉｎ富良野（ふらの硝子） 富良野市麓郷市街地3 0167-39-9088 9:00～18:00 年中無休

とんぼ玉 1,200 
サンドブラスト 2,500 
ジェルキャンドル 1,800 
サンキャッチャー 1,800 
ミニチュアドーム 1,500 
グラスデコレーション 1,400 
グラスフュージング 3,700 
グルージュエリー 1,400 

山部＠まるごと体験村 富良野市山部南町
6番27号 080-5725-2843 9:00～17:00 年中無休

コースター手織り 1,000 
草木染め 1,000 
ふらの食手作り 1,000 
北の折り紙 1,000 
アクセサリー制作 1,500 
木工クラフト・マイ箸制作 1,000 
布遊び 1,000 
クロスクラフト 2,200 
レザークラフト 1,000 

上川町 層雲峡ビジターセンター 北海道上川郡上川町
字層雲峡 01658-9-4400 8:00～17:30

(冬季9:00～17:00)
6月～10月:無休
11月～5月:毎週月曜日休館 切り絵 5 0 

東川町

鈴木工房 上川郡東川町東2号
北7線 0166-82-4025 10:00～18:00 土曜日、第2日曜日 木工（クラフト）教室 7 500 

理創夢工房（滝本） 上川郡東川町1号北44 0166-82-4386 10:00～17:00 水曜日 陶芸体験 7 2,000 

（有)アグリテック 上川郡東川町西町2丁目
2-17 0166-82-0800 9:00～18:00 日曜・祝日(事務所)

陶芸体験 100 3,000 
木工体験 100 3,000 
インバウンド向け体験（日本文化体験） 10 2,000 
国際交流体験 10 2,000 
写真撮影（写真現像体験） 5 5,000 

美瑛町

BURAハウス 上川郡美瑛町上宇莫別
拓殖 0166-92-7045 10:00～16:00 不定休 笹ダンゴ作り 5 500 

皆空窯 上川郡美瑛町白金 0166-94-3354 8:30～17:00 火曜日　（7・8月無休） 手形時計・オリジナル品制作・セラミックツリー制作 30 5,500 
グラスギャラリー
アマポーラ

上川郡美瑛町大久保（北
西の丘展望台内） 0166-92-3253 9:00～17:00 無 ブレスレット製作体験 30 1,800 

ふれあい館
ラヴニール

上川郡美瑛町本町1丁目
9-21 0166-92-5555 9:00～17:00 

パンづくり 40 800 
バターづくり 40 800 
アイスクリームづくり 40 800 
うどんづくり 36 800 
いも餅づくり 36 800 
ピザ作り 36 800 

景和窯 空知郡上富良野町西4線
北21号 0167-45-6578 9:00～17:00 不定休

電動ロクロ作陶 5 2,200 
手びねり作陶 5 1,650 

上富良野町

深山園 「丘のテラス」 空知郡上富良野町西5線
北31号（深山峠下） 0167-45-4444

10:00～18:00
（5月～10月）
11:00～17:00

（11月～4月）

水曜定休
（1月、2月のみ火、水定休）

植物性除菌スプレー 20 1,650 
ハンドクリーム 20 1,890 
ハーブソープ（石けん） 15 1,650 
お部屋の香水 20 1,650 
ハーブティーのブレンド 20 660 
マスクスプレー 20 1,650 

ガーデンカフェ＆ペンション
ウッディ・ライフ

空知郡上富良野町西9線
北34号 0167-45-6810 11:00～18:00 （7月・8月は

11:00～15:00）

ペンションゲストハウス・観光
施設ピラミッド（無休）
ガーデンカフェ

（7月・8月休み）
アート体験 2,000 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

上川

上富良野町

フラワーランド
かみふらの 

空知郡上富良野町西5線
北27号 0167-45-9480

9:00～18:00（6～8月）
 9:00～17:00

（4，5，9～11月）
9:00～16:00（12，3月）  

無（12月日～2月末休業）
押し花プレート制作 100 1,100 
安らぎ枕制作 100 1,000 
押し花ハガキ制作 100 800 

深山峠アートパーク 空知郡上富良野町西8線
北33号深山峠 0167-45-6667

4月・9月～11月/
9:00～17:00
5月～8月/9:00～18:00

4月～11月（無休）
12月～3月（冬期間休業）

エッチンググラス 60 700 
エッチンググラスミニ 60 600 
エッチングフレーム 60 600 
トリックアート美術館 250 要問い合わせ

ハーブガーデン富良野 空知郡上富良野町西3線
北27号 0167-56-7152 11:00～16:00

（5月～10月） 不定休
ラベンダー枕作り 100 1,100 
ハーブティー作り 100 1,100 

中富良野町 ファームイン富夢 空知郡中富良野町東4線
北14号  0167-44-3770

12:00～13:00、18:30～
21:00に電話又はFAXで連
絡下さい

不定休 クラフト小物作り 12 500 

南富良野町 ノース・リバー・アドベン
チャーズ（ＮＲＡ）

空知郡南富良野町
字落合155 0167-38-4150 8:00～19:00 無

ジャム、アイスクリーム作り 40 3,150 
ヘンプアクセサリー作り 40 3,150 

占冠村 星野リゾート　トマム 勇払郡占冠村字中トマム 0167-58-1111
（代表） エリアは24時間 定休日4月・11月に休業期間

有り

焚火ウッドクラフト「ククサ」 10 8,000 
森のウッドクラフト白樺のスプーンづくり 8 6,000 
森のクリスマス ナチュラルオーナメントづくり 8 5,500 
焚火ウッドクラフト「白樺のスプーン」 10 5,500 
バームクーヘン作り 8 5,000 
森のクリスマスクッキーづくり 8 5,500 

剣淵町

絵本の館 上川郡剣淵町緑町15番
3号 0165-34-2624 10:00～17:00 毎週水曜日

（但しイベント期間中は無休）
絵本の読み聞かせ 50 0 
工作教室 20 要問い合わせ

うつわや 上川郡剣淵町仲町7-1 0165-34-2620 10:00～16:30 土・日曜日祝祭日及び視察日 陶芸体験 10 1,000 

VIVAアルパカ牧場
（（株）ビバカンパニー）

上川郡剣淵町東町3733
番地 0165-34-3911

9:00～17:00（4月～10月）
10:00～16:00

（11月～3月）
なし アルパカの毛を使ったストラップ製作 5 500 

音威子府村 木遊館
（山村都市交流センター）

中川郡音威子府村
字音威子府 01656-5-3019 10:00～16:00 土・日曜日

フォトスタンド 30 2,500 
時計作り 30 2,500 
なべしき作り 30 1,000 

中川町 エコミュージアム
おさしまセンター

中川郡音威子府村
字物満内55 01656-5-3980 4月26日～10月31日　

9:30～16:30
月曜日（ただし月曜が祝日の
時は翌日） 化石レプリカづくり 40 500 

幌加内町

幌加内 そば道場 雨竜郡幌加内町字幌加内
中央改善センタｰ内

080-2878-4159
（そば道場事務
局林）

9:00～17:00 年末年始、第2・4日曜日、第3
月曜日、8月15日～17日 手打ちそば作り 10 2,000 

ふれあいの家 「まどか」 雨竜郡幌加内町字朱鞠内 0165-38-2266 9:00～18:00 不定休

手打ちそば作り 60 300 
手打ちうどん作り 60 300 
もちつき 60 300 
パン作り 60 300 
ホットサンド作り 60 300 
きなこ作り 60 200 
ソフトクリーム作り 60 200 
お菓子作り（ゼリー・生キャラメル） 60 200 
笹紙作り 60 200 
バター作り 60 200 
木工クラフト作り（キーホルダー・箸・バードコール） 60 200 
羊毛フェルト作り（ストラップ・ヘアピン・壁かざり） 60 200 

留萌

小平町
小平町　陶芸登窯施設

（陶工房「おびら」）
留萌郡小平町字小平町
465-1

0164-59-1144
（陶工房）

9:00～12:00
13:00～16:00
9:00～17:00

月曜 登り窯 5,000 
作陶（皿） 40 200 
作陶（マグカップ） 40 200 

鬼鹿焼　いちい窯 留萌郡小平町字鬼鹿田代 0164-57-1209 9:00～16:00 不定休 陶芸 15 3,500 

苫前町

古代の里
（苫前町郷土資料館・
考古資料館・復元住居）

苫前郡苫前町字苫前
393 0164-65-4076 10:00～17:00

 （16:30までに入館）
毎週月曜日（月曜日が祝日の
場合は開館、翌日を休館 夏
休み期間中は休館日無）

苫前町の今昔を学ぶ 310 

水産鮮度保持施設 苫前郡苫前町字苫前
417番地 0164-64-2446 10:00～15:00 土曜、日曜、祝日 氷の蔵を体験 30 0 

羽幌町

緬羊工房
アイランド・サフォーク

苫前郡羽幌町南4条
3丁目 0164-62-1529 9:00～18:00 不定休 羊毛糸紡ぎ体験とミニサフォーク作り体験 30 500 

羽幌町郷土資料館 苫前郡羽幌町南町
20番地の1

0164-62-4519
（期間外: 0164-
62-1178社会教
育課）

10:00～16:00 月曜日、11月～4月末日まで
冬期休館 古代・開拓期の羽幌地域の歴史・生活を学ぶ 30 220 

焼尻郷土館（旧小納家） 苫前郡羽幌町大字焼尻
字東浜183

01648-2-3392
（期間外:0164-
62-1178社会教
育課）

9:00～16:00 不定休 北海道指定有形文化財である建物や、
展示物の鑑賞 30 330 

天塩町

てしおキムチ工房 天塩郡天塩町
字サラキシ4453番地 01632-2-3377 10:30頃～17:00頃

（毎週水曜日～土曜日） 日曜日～火曜日 菜キムチ作り 20 1,500 

天塩川歴史資料館 天塩郡天塩町新栄通
6丁目

01632-2-2071
（営業期間中）
01632-2-1026
（冬季期間中）

10:00～17:00
（16:30までに入館願います）月曜日、11月1日～4月30日 天塩町の歴史を知る体験 200 

宗谷

猿払村 地産体験施設
「さるふつまるごど館」

宗谷郡猿払村浜鬼志別
214番地7 01635-4-7780

体験9:00～17:00（春～秋）
食事・売店9:00～17:30（冬
期10:00～）要予約で17:30
～21:00バｰベキュｰコｰナｰ
利用可

不定休、年末年始 天然ホタテ貝剥き体験 1,000 

浜頓別町
何もない静かな山奥の
ファームイン
ぶんちゃんの里

枝幸郡浜頓別町
字豊寒別 01634-2-4563 日曜日のみ

10:00～15:30
6月中旬から7月中旬まで採
草作業のため休み

アイス作り 500 

バター作り 300 

中頓別町 そうや自然学校 枝幸郡中頓別町
字敏音知191 01634-8-3611 8:30～17:15（受付業務） 12月30日～1月4日 ナチュラル雑貨作り 4 4,000 

豊富町

手作りハム・ソーセージ
のサロベツファーム 天塩郡豊富町字芦川 0162-84-2377 8:00～18:00 毎週火曜日 ソーセージづくり 30 30,000 

工房　レティエ 天塩郡豊富町字福永 0162-82-1300 10:00～15:00 毎週火曜日
チーズづくり 10 1,100 
アイスクリームづくり 10 1,100 

利尻町

利尻　島の駅
海藻の里・利尻 利尻郡利尻町沓形本町 0163-85-7755 9:00～17:00

（体験受付は16:00まで）
5～10月無休
11～4月火曜定休 ハガキ・しおり・ストラップ 40 1,000 

神居海岸パーク 利尻町沓形字神居 0163-84-3622
（利尻町観光協会） 9:00～16:00 10月1日～翌年5月31日 昆布お土産づくり体験 1,500 

礼文町 郷土資料館 礼文郡礼文町大
字香深村字ワウシ 0163-86-2119 8:30～17:00 11月～4月、5月・10月（月曜

休み※祝日の場合翌日） 礼文島の歴史や文化を知る 310 

オホーツク 北見市

北網圏北見文化センター 北見市公園町1 0157-23-6700 9:30～16:30
月曜日と祝日の翌日（土曜日
及び日曜日を除く）年末年始

（12月28日～1月6日）

プラネタリウム 150 660 

台風・地震の体験（科学館にて実施） 20 660 

北見ハッカ記念館・
薄荷蒸溜館 

北見市南仲町1丁目
7-28 0157-23-6200

5月～10月: 9:00～17:00　
11月～翌年4月: 
9:30～16:30

月曜日・国民の祝日の翌日
（土曜日及び日曜日を除く）
年末年始: 
12月30日～1月6日

オリジナルアロマクリームづくり 4 1,000 

ハッカ蒸溜のデモンストレーション、生まれたての
ハッカの香りを体験 20 0 

有限会社美里そば工房　 北見市美里407-1 0157-33-2526 11:00～14:00
3月中旬～10月 毎週日曜
日、11月～3月上旬が毎週
土・日曜日

そば打ち体験 12 1,700 

北見市端野町森と木の里  北見市端野町忠志
318-8 0157-56-4500 9:00～16:30 　　　　 木工 5 280 

体
験
メ
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ー（
屋
内
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体
験
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

オホーツク

北見市

果夢林の館
（道の駅 おんねゆ温泉） 北見市留辺蘂町松山1-4 0157-45-3373 8:30～17:00（4月～10月）

9:00～16:30（11月～3月）
12月26日～1月1日
4月8日～14日 木工作 30 280 

おんねゆ温泉農業交流
センター花えーる 　

北見市留辺蘂町花丘
29番地2 0157-45-2955 9:00～17:00（平常）17:00

～21:00（要予約）
5～10 月の毎週月曜日
12/29～1/3 調理体験講習会（パン、カステラ、ケーキ等） 10 1,000 

北見市常呂町手工芸の館 北見市常呂町字土佐
2-34 0152-54-2272 午前9時～午後5時 月曜日、祝日の翌日

年末年始
陶芸教室 200 2,400 
絵付け 200 1,600 

北海道立
青少年体験活動支援
施設ネイパル北見  　

北見市常呂町字栄浦
365-1 0152-54-2584 8時30分～17時30分

七宝焼キーホルダー 要問い合わせ
焼き板クラフト 要問い合わせ
ジェルキャンドル 要問い合わせ
勾玉づくり 要問い合わせ
ネイチャークラフト 0 
軽スポーツ各種 要問い合わせ
陶芸 要問い合わせ

北見田園空間情報
センター（にっころ） 北見市仁頃町291番地1 0157-33-2877 9:00～17:00

毎週月曜日（月曜日が祝日の
場合はその翌日が休館日と
なります）、年末年始（12月
29日～1月3日）

食品加工体験 要問い合わせ

北見市端野町農業振興
センター

北見市端野町端野
238番地5 0157-67-6020 9:00～17:00

4月1日から10月31日まで
の土曜日・日曜日
祝日・年末年始（12月29日か
ら1月3日）

食品加工体験 要問い合わせ

網走市

北海道立オホーツク公園
オートキャンプ場
てんとらんど

網走市字潮見297-2
（センタｰハウス）
網走市字八坂1番地

（オ トーキャンプ場）
0152-45-2277

通年営業（センタｰハウス）　
4月下旬～10月中旬（オ トー
キャンプ場）

期間中は無 ころころひろば（室内遊戯室） 200 0 

流氷硝子館 網走市南4条東6丁目 0152-43-3480 10:00～17:00
毎週水曜日（祝日の場合は翌
日）※工房機材のメンテナン
ス等で不定休あり

吹きガラス体験 3,520 
アクセサリー組み立て体験 要問い合わせ
サンドブラスト体験 1,430 

紋別市 北海道立オホーツク流氷
科学センター 紋別市元紋別11-6 0158-23-5400 9:00～17:00

（入館は16:30まで）
月曜日・祝祭日の翌日・年末
年始（12/29～1/3）

－20℃厳寒体験 要問い合わせ
氷の結晶を観測しよう 要問い合わせ
竜巻体験コーナー 要問い合わせ
おしぼり凍らせ体験 要問い合わせ
シャボン玉凍らせ体験 要問い合わせ

美幌町 農林漁業体験実習館
「グリーンビレッジ美幌」

網走郡美幌町字美禽
258-2 0152-72-0178 9:00～17:00

パン作り 15 要問い合わせ
ケーキ作り 8 要問い合わせ

置戸町 オケクラフト森林工芸館 常呂郡置戸町字置戸
439-4 0157-52-3170 9:30～18:00 水曜日

竹とんぼ作り体験、 35 要問い合わせ
バターナイフ作り体験 35 要問い合わせ

遠軽町

ふれあいと木芸の館
ピノキオハウス 

紋別郡遠軽町
生田原安国94-1 0158-46-2216 9:00～17:00 毎週日曜日/月曜日 木のおもちゃ製作 20 要問い合わせ

丸瀬布昆虫生態館 紋別郡遠軽町丸瀬布上
武利 0158-47-3927 9:00～17:00

（冬期10:00～16:00）
毎週火曜日

（但し、祝日の場合は翌日） 昆虫工作体験 30 500 

遠軽町
埋蔵文化財センター

紋別郡遠軽町白滝
138番地1 0158-48-2213 9:00～17:00

とんぼ玉づくり 5 600 
土器づくり 40 600 
まが玉づくり 40 500 
石器づくり 40 400 
黒曜石アクセサリーづくり 40 300 
骨角器づくり 40 300 

木のおもちゃワールド館
「ちゃちゃワールド」

北海道紋別郡遠軽町生
田原143-4 0158-49-4022

夏期9:30～18:00
冬期10:00～17:00
木工房　10:00～12:00
　　　　13:00～17:00

木のおもちゃ作成体験 30 110 

道の駅
遠軽 森のオホーツク 遠軽町野上150番地1 0158-42-4536 9:00～18:00 無休（施設メンテナンス等に

よる臨時休業あり）

アロマワックスサシェ 800 
プチオカリナアート 700 
ボタニカルゼリーキャンドル 2,700 

湧別町 湧別町ふるさと館ＪＲＹ 湧別町北兵村一区588 01586-2-3000 9:00～16:30
（入館は16:00まで）

月曜日（祝日の場合は開館）
年末年始

屯田兵の「食」 10 600 
屯田兵の「衣」 10 400 
屯田兵の「住」 10 400 

滝上町 フレグランスハウス 紋別郡滝上町元町 0158-29-3400
9:00～16:30
(5/1～9/30)
9:00～16:00
(10/1～10/31)

毎週火曜日定休日
石けん作り 30 500 
押し花カレンダー作り 30 1,500 
リース作り 30 1,300 

興部町 ファームイン冨田 紋別郡興部町字宇津
99-8 0158-88-2611 不定 無休

アイスクリーム作り 5 500 
バター作り 16 500 

西興部村 森の美術館「木夢（こむ）」紋別郡西興部村
字西興部276 0158-87-2600

4月～10月10:00～17:00
11月～3月10:00～16:30

（新型コロナ対策のため通年
16:00閉館）

毎週火曜日
（ただし祝日の場合は翌日）
年末年始

木工体験教室 5 要問い合わせ
ウッディサマースクール 50 要問い合わせ
ウッディオータムスクール 20 要問い合わせ
ウッディウィンタースクール 20 要問い合わせ

雄武町 夢の郷育村
（きょういくむら）

雄武町中雄武
328番地の5 0158-84-3834 ジャム作り体験 要問い合わせ

大空町 ひがしもこと乳酪館 網走郡大空町東藻琴
409-1 0152-66-3953 通年9:00～17:30

（体験時間  9:30～16:00）
5月～10月末 月曜日
11月～4月末
月曜日・火曜日

バター造り体験 30 700 

アイスクリーム造り体験 30 700 

十勝

帯広市

十勝農学校（トカチのう
がっこう）by 広瀬牧場　
ウエモンズハート

帯広市西23条南6丁目
13番地 0155-33-6064

10:00～18:00
（4月～10月）
10:00～17:00

（3、11、12月）

1～2月は全体、3月、11月、
12月は水曜日定休日（実施
日はウエモンズハｰトの営業
日に準じます。）

アイスクリーム作り体験 880 

カウベルハウス（帯広市
畜産研修センター）

帯広市八千代町西4線
194カウベルハウス内 0155-60-2919

9:00～21:00
（レストランは11:00～
16:30オｰダｰストップ）

11月～3月のみ
（毎週月曜日）

糸紡ぎ体験 20 2,300 

ニードルフェルト体験 1,500 

音更町

柳月スイートピア・
ガーデン

河東郡音更町下音更
北9線西18-2 0155-32-3366

【夏期】
店舗　9:00～18:00
喫茶　9:00～17:00
工場見学　9:00～16:00　

【冬期】
店舗　9:00～17:00
喫茶　9:00～16:30
工場見学　9:00～16:00

無 お絵かきクッキー、クッキー（型抜き）
ケーキデコレーション 要問い合わせ

ガラス工房humーpe
（フンベ） 

河東郡音更町
字万年西1-60 0155-45-2042 9:00～18:00

月曜日（月曜日が祝祭日の
場合は翌日休業）、年末年始

（12/29～1/3）

吹きガラス 4,000 

フェージング 4,000 

新得町

共働学舎新得農場 上川郡新得町字新得9-1 0156-69-5600 10:00～17:00（ＬＯ16:30）
4～11月無休
喫茶は通年火曜日(12月～3月
の日曜は売店、喫茶とも休み)

手作りチーズ体験(中級コース) 3,500 
手作りチーズ体験(初級コース) 2,000 
手づくりバター体験 30 1,500 

新得そばの館 上川郡新得町基線102 0156-64-5888（4～10月）9:00～19:00
（11～3月）9:00～17:00 　無休 手打ちそば体験コース 37 2,500 

YORKSHIRE  FARM 上川郡新得町
字新得基線115番地7 0156-64-4948 9:00～17:00 レストランのみ火曜日

フェルトメイク 9,720 
糸紡ぎ 3,240 
草木染め 3,240 
フェルトメイク 3,240 

ヴィレッジ432 上川郡新得町北新得98 0156-64-4320 9:00～17:00 火曜日 陶芸 30 3,780 

十勝サホロリゾート 上川郡新得町狩勝高原 0156-64-7111 8:00～17:00
（7・8月は18:00） 無

消しゴムハンコ教室 1,620 
ネイチャークラフト 1,100 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

十勝

新得町 BE WILD 上川郡新得町
字新得基線103 0156-64-5200

平日10:30～17:00
土日祭日10:30～19:00

（体験の時間 9:00～18:00）
木・金(ステンドグラス体験は
要相談)

クラフト作り体験（ステンドグラス、サンキャッ
チャー、小皿） 15 3,800 

清水町 十勝千年の森 上川郡清水町字羽帯南
10線103

セグウェイ・ガイ
ドツアｰ: 
0156-63-3311
十勝ナチュラルチ
ｰズ作り体験工房: 
0156-63-3000

十勝ナチュラルチーズ作り体験工房 3,800 

芽室町 芽室町ふるさと歴史館
（ねんりん）   

河西郡芽室町美生2線
38-15 0155-61-5454 9:00～17:00 毎週火曜日、12/30～1/6

ブックマーカー 0 
小枝のかけらのキーホルダー 0 
竹とんぼ 0 
モビール 0 
マカロンのキーホルダー 0 
コラージュ仕立てのフォトフレーム 10 0 
糸綴じタイプの豆本 10 0 
廃油せっけん 0 
アンティーク風の小瓶 0 
メッセージカード 0 
ボトルキャップのマグネット 0 
マッチ箱の小物入れ 0 
メッセージボード 0 
カトラリーオーナメント 0 
ハロウィンのミニハット 0 
わなげ 0 
クリスマスオーナメント 0 
フェルトのケーキ 0 
ホイップキャンドル 0 
どうぶつの小さな本 0 

大樹町 源ファーム 広尾郡大樹町字開進
111-1 01558-9-6116

11:00～17:00
（5月～11月）
※12月～4月は16時まで

月火（4～12月）
日月（1～3月） ソーセージ作り 20 2,200 

池田町

NPO法人自然体験学校　
とかち校 中川郡池田町昭栄51-5 050-1415-0691 9:00～18:00 土日祝日、年末年始

オカリナ作り体験 80 2,750 
羊毛フェルト体験 80 1,650 
エコバック作り体験 40 1,650 
バードコール作り体験 120 1,650 
アイス作り体験 40 1,650 
原毛100％のふわふわヒツジ作り体験 80 1,100 
マイ箸作り体験 80 1,100 
バター作り体験 80 1,100 

スピナーズファーム
タナカ

中川郡池田町字清見
164-1 015-572-2848

10:00～12:30
13:30～17:00（平日）
10:00～17:00（土日祝日）

（体験は10:00～12:00、
13:30～16:00）

毎週月・火曜日
（祝日の場合は営業）
年末年始

スピンドルで糸紡ぎ 3 1,500 

フェルトボール作り 10 650 

羊人形づくり 10 650 

足寄町

足寄動物化石博物館
（フォストリーあしょろ） 足寄郡足寄町郊南1丁目 0156-25-9100 9:30～16:30 毎週火曜日

（ただし、祝日の場合は翌日）
レプリカ作成 40 200 
ミニ発掘 60 200 

北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル足寄

足寄郡足寄町常盤3 0156-25-6111 8:45～17:30 12月29日～1月3日

うどんづくり（8人前セット） 950 
とうふづくり 900 
おがカラー（5人用セット） 850 
七宝焼き 500 
陶芸 300 
羊毛クラフト 50 

釧路

釧路市

山花温泉リフレ 釧路市山花14線131 0154-56-2233

加工体験 10:00～16:30
温泉 10:00～21:00

（受付20:30まで）
レストラン 11:00～20:30

（ラストオｰダｰ20:00）

無休

ボイルドソーセージ 要問い合わせ
アイスクリーム 要問い合わせ
スモークソーセージ 要問い合わせ
手作りバター 要問い合わせ
野菜ピザ 要問い合わせ
スイートポテト 要問い合わせ
ミネストローネスープ 要問い合わせ
じゃがいもまんじゅう/かぼちゃまんじゅう 要問い合わせ
ミニトマトの赤ワイン漬け 要問い合わせ
ナン 要問い合わせ
プレーンクッキー、ココアクッキー 要問い合わせ
時間短縮塩パン 4 要問い合わせ
長芋とグラノーラのビスコッティ 要問い合わせ
ぎょうざ 要問い合わせ

阿寒アイヌ工芸協同組合 釧路市阿寒町
阿寒湖温泉4丁目7-19 0154-67-2727 11月～4月 9:00～21:00 

5月～10月 9:00～21:30 不定休
創る時間刺繍体験 10 6,000 
創る時間木彫体験 10 5,000 

釧路市音別町体験学習
センター（こころみ）

釧路市音別町音別原野
基線138-46 01547-6-9000 9:00～17:00 毎週月曜日と年末年始

トールペイント 14 520 
レザークラフト 14 430 
ソーセージ 15 420 
手打ちそば 12 420 
ピザ 12 420 
凪 14 420 
アイスクリーム 15 320 
パン 12 320 
ふき紙漉き 15 320 
せっけん 15 320 
バター 14 210 
プリン 12 210 
芋団子 15 210 
キャンドル 15 210 
竹とんぼ 14 210 

厚岸町

厚岸町木工センター 厚岸郡厚岸町山の手
2丁目1番地 0153-52-3451 9:30～15:45 月曜日、国民の祝日の翌日、

年末年始 木工工作体験 要問い合わせ

北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル厚岸

厚岸郡厚岸町愛冠6番地 0153-52-1151 通年　9:00～17:00（受付） 不定休
焼板クラフト 要問い合わせ

バックタック 要問い合わせ

緑のふるさと公園 厚岸郡厚岸町愛冠5番地 0153-52-6823 5月1日～10月31日
 9:30～15:45 月曜日、火曜日 木工工作 要問い合わせ

厚岸町尾幌酪農
ふれあい館

厚岸郡厚岸町尾幌
124番地 0153-56-2400 9:00～17:00（火・金・日は予

約時のみ22:00まで）
毎週月曜日、祝祭日の翌日、
年末年始

乳肉製品の加工実習
（主な加工食品：ウインナーソーセージ、アイスク
リーム、カ　ッテージチーズ等）

30 660 

浜中町 霧多布湿原センター 厚岸郡浜中町四番沢20 0153-65-2779 通年9:00～17:30
10月～4月: 火曜日休館（祝
祭日と重なる日はその翌日）
1月2日～31日: 冬期休暇

冬のウニツアー（ウニの殻剥き＆ウニ丼づくり体験） 5 7,000 
冬のウニツアー（ウニの殻剥き＆ウニ丼づくり体験
＋オプションツアー） 5 10,000 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
内
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
内
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

釧路

浜中町 浜中町中山間活性化施設　
MO-TTOかぜて 厚岸郡浜中町東6線66 0153-64-3000 9:00～17:00 日・月・祝祭日

ソーセージ作り体験 20 1,000 
ピザ作り体験 20 1,000 
アイスクリーム作り体験 10 500 

標茶町 ファーム・イン・ビバーク 川上郡標茶町虹別
432-7 015-488-2043 年中無休

チーズづくり体験 5 3,000 
バターづくり体験 5 要問い合わせ

弟子屈町

メジェールファーム 川上郡弟子屈町
字屈斜路420-1 015-484-2282 9:00～17:00 冬季不定休 ホースストラップ作り 40 2,000 

摩周焼窯元、奥春別窯/
摩周焼ギャラリー
陶雅の里

川上郡弟子屈町
字奥春別原野46線
西100-6

015-482-1131 9:00～18:00 無 陶芸 30 2,700 

摩周多夢窯 川上郡弟子屈町
川湯温泉6丁目14-27 015-483-2478 9:00～17:00 無 陶芸（コーヒーカップ・皿・湯呑など） 5 2,500 

屈斜路原野
ユースゲストハウス

川上郡弟子屈町
屈斜路原野443-1 015-484-2609 無休 生キャラメル作り体験 10 1,000 

鶴居村 鶴居村農畜産物加工施設
（酪楽館）

阿寒郡鶴居村字雪裡
435-3 0154-64-3088 9:00～17:00 12月31日～1月5日

※臨時休館日あり

チーズ作り 7 500 
アイスクリーム作り 7 300 
ソーセージ作り 5 300 

根室

根室市 明郷　伊藤☆牧場 根室市明郷101 0153-26-2181 9:00～18:00 毎月第1・第3水曜日 バター作り体験 1,100 

別海町 株式会社
べつかい乳業興社

野付郡別海町別海
132-2 0153-75-2256

申し込み時要相談
体験受入時間  13:00～
15:00  土・日・祝日・年末年始 酪農工場でのチーズづくりプログラム 5 4,000 

標津町 南知床標津町観光協会 標津郡標津町北2条
西1丁目1-3

0153-85-7246
（標津町役場内） 8:45～17:15 土・日・祝日

新巻鮭造り体験 30 7,500 
いくらづくり体験 20 6,000 
ちゃんちゃん焼きづくり体験 2,500 

標津町 標津町ポー川史跡
自然公園 郡標津町字伊茶仁2784 0153-82-3674 4月29日～11月23日: 

9:00～17:00 開園中無休
せんべい焼き 20 2,500 
土器づくり 20 1,000 

羅臼町
世界自然遺産
知床国立公園
ルサフィールドハウス

目梨郡羅臼町北浜8 0153-89-2722 9:00~17:00 火曜日
（開館期間5/1～10/31） 先端部利用者へのレクチャー 0 

  

■体験メニュー（屋外）
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

空知

夕張市 ゆうばり自然体験塾
（（株）スポートピア）

夕張市南部岳見町
22番地 0123-55-2211 08:30～17:30 無

ファームビジット 5,940 
ゆうばり川のんびり川下り 4,200 
植物化石採取 3,240 

美唄市

体験工房よ～いDON!
（貞広農場内）

美唄市進徳町2区
（貞広農場内） 0126-62-6236 9:00～17:00 無（ただし、農繁期の加工体

験は休み）
花ユリ摘み 200 
芋掘り 100 

美唄市パークゴルフ場 美唄市東明町3区 0126-63-3359 8:00～18:00 無

パークゴルフ（食事付き温泉セット） 1,700 
パークゴルフ（土日祝温泉セット） 1,300 
パークゴルフ（温泉セット） 900 
パークゴルフ（1日） 500 

宮島沼 美唄市西美唄町 0126-66-5066
毎週月曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始　
※マガン最盛期は休館日なし

バードウォッチング 0 

ストゥディオ アルテ 美唄市落合町栄町 0126-63-3137 9:00～17:00 毎週火曜、祝日の翌日
（日曜は除く）

心を彫る授業（白大理石） 40 15,000 
心を彫る授業（軟石） 40 10,000 
心を彫る授業（専用） 40 500 
心を彫る授業（個人使用） 40 100 

うちやま農園 美唄市茶志内町3区 0126-65-2826 不定休 農作業体験
アスパラ狩り体験

30 要問い合わせ
30 要問い合わせ

岩見沢市

野菜の収穫体験 岩見沢市北村地区 
0126-22-3470

（岩見沢市観光
協会）

落花生収穫体験、白菜収穫体験 10 要問い合わせ

ログホテル
メープルロッジ

岩見沢市毛陽町
183番地2

0126-22-3470
（岩見沢市観光
協会）

令和3年12月6～8日
令和4年3月1日

エディブルフラワースイーツ作り、焚き火cafe、大
草原をATV四輪バギーで駆け抜けよう！ 空知の自
然と炭鉱の歴史をガイドとめぐるサイクリングツ
アー、青空ヨガ、グラスグリプティ、飾り巻き寿司を
作ろう！食べよう！、りんご狩り、スノーシュー体験、
チューブ滑り、スノーラフティング、かまくらカフェ

要問い合わせ

芦別市

星の降る里
百年記念館 芦別市北4条東1丁目1 0124-24-2121 9:00～17:00

12月29日～1月3日
11月～4月の毎週月・火曜日
5月～10月の月曜日 星座観測、文化体験（芦別の自然・歴史） 200 

大橋さくらんぼ園 芦別市上芦別町469 0124-23-0654 9:00～17:00 さくらんぼ狩り 1,650 
イルム山荘 芦別市豊岡町228 0124-28-2246 9:00～17:00 天候による（不定休） 釣り体験 120 2,000 
中西サクランボ園 芦別市上芦別町461-6 0124-23-0658 8:00～18:00 無休 さくらんぼ狩り 1,000 

滝里湖オートキャンプ場 芦別市滝里町288番地 0124-27-3939 チェックイン13:00～
チェックアウト11:00

開設期間:
4月下旬～10月中旬（） キャンプ 1,000 

赤平市 （株）植松電機 赤平市共和町230番地
50 0125-34-4133

学校: 10:00～14:00
子供（一般）・大人: 
9:00～16:30

土、日、祝日
（学校・子供（一般）対象）植松社長講話、モデルロ
ケット製作、カムイロケットエンジン燃焼実験、モデ
ルロケット打上

350 3,300 

三笠市

三笠鉄道記念館
（三笠振興開発（株）） 三笠市幌内町2丁目287 01267-3-1123 9:00～17:00 毎週月曜日（冬期休館: 10月

15日～4月15日） ＳＬ機関士体験（学科講習） 4 10,000 

ＳＬ機関士体験（運転体験） 1 5,000 

三笠トロッコ鉄道・
株式会社カラマツトレイン 三笠市本町971-1 01267-2-2255 9:00～16:00

（繁忙期は16:40まで）

月曜日
（月曜日が祝日の場合翌平日）
※夏休み期間中は休館日（月

曜日）を除き毎日運行

アドベンチャートレイン 25 2,000 
展望トロッコ列車 45 1,000 
体験トロッコ運転 5 要問い合わせ

三笠市パークゴルフ場
「サン・パーク」 三笠市岡山1051番地 01267-2-8989 8:30～日没まで 無 パークゴルフ体験 要問い合わせ

三笠市ジオパーク
ジオツアー 三笠市幸町2番地 01267-2-3997 8:30～17:00（平日のみ）　

※ツアｰ実施は常時 冬期要相談
ラフティング体験、農業収穫体験、炭鉱遺産見学、博
物館見学、自然散策、ワイナリー見学、トロッコ乗車
体験、ダム堤体内見学等

150 要問い合わせ

滝川市

滝川市B＆G
海洋センター　艇庫 滝川市西滝川10 0125-23-4194 9:00～17:00

毎週月曜日（祝日の場合は開
館、翌平日休館）（10月11日
～5月第2土曜の前日まで冬
季休館）

カヌー・ローボート体験 400 

たきかわスカイパーク 滝川市中島町139-4 0125-24-3255 9:00～17:00 (フライトは
10:00～16:00)

水曜日不定休、雨天時、機材
整備等によりフライト中止の
場合あり

グライダー体験搭乗 3 8,000 

モーターグライダー体験搭乗 3 8,000 

滝川キャンプサイト
北のたまゆら　
まるごとそらち

滝川市西滝川76-1 0125-26-2000

チェックイン12:00～18:00
（グランピング14:00～）
チェックアウト10:00迄
デイキャンプは12:00～
18:00迄

年中無休（冬期間はグランピ
ングのみ営業予定）

キャンプ（宿泊） 8 35,500 

キャンプ（日帰り） 4 3,300 

砂川市

砂川市B＆G
海洋センター

砂川市西3条北10丁目
564-1 0125-52-4809

10:00～12:00、13:00～
15:30（15:00最終受付）
火～金:団体利用のみ
日:個人利用のみ

（7月は土曜日も利用可）

 月・土曜日
受入期間: 5月～9月 カヌー、ローボート体験 90 0 

砂川市オアシスパーク　
サイクリングコース 砂川市西5条南8丁目 0125-54-2121

(砂川市役所観光係) 9:00～16:30 月曜日（月曜日が祝日の場合
は火曜日） 観光サイクリング（オアシスパーク外周内） 14 0 

北海道子どもの国 砂川市北光401-1 0125-53-3319
9:30～17:00
施設又は季節により営業時
間に違いがあります

12月29日から1月3日まで
その他施設により休みや利
用できない日があります

スノーラフティング 3 100 

自然観察・野鳥観察 要問い合わせ

北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル砂川

砂川市北光
496番地の25 0125-53-2246 9:00～17:30

12月29日から1月3日まで
その他施設により休みや利
用できない日があります

自然体験活動（ハイキング、ウォークラリー、キャン
プファイヤー、野外炊飯（カレーライス）、石窯ピザ
づくりなど）

0 

歌志内市

歌志内市郷土館
「ゆめつむぎ」 歌志内市字本町1027-1 0125-43-2131 10:00～17:00

毎週月曜日（祝日に重なった
場合は、翌日以降の祝日と重
ならない日）、年末年始（12
月30日～1月4日）  

なるほど坑内まっくら体験室 2 200 

プログリーンインドア
パークゴルフ場

歌志内市字文殊
159番地7 0125-42-5589 9:00～17:00（冬期間）

夏期間は要問合せ なし　 インドアパークゴルフ 70 850 

深川市

深川市都市交流
農村センター
アグリ工房まあぶ

深川市音江町字音江
600 0164-26-3333 10:00～22:00 年中無休 リンゴ収穫とアップルパイ 20 要問い合わせ

北海道青少年体験活動
支援施設ネイパル深川

北海道深川市音江町2丁
目7-1 0164-25-2059 9時00分から17時30分 無（12月29日～1月3日年末

年始休業）

スポーツ体験（屋内） 要問い合わせ
スポーツ体験（屋外） 要問い合わせ

深川市

レクリエーション体験 要問い合わせ
ウォークラリー 要問い合わせ
登山 要問い合わせ
サイクリング体験 要問い合わせ
野外体験 要問い合わせ
ファームステイ 要問い合わせ
雪中活動体験 要問い合わせ

深川市果樹協会 深川市2条17番17号
（深川市果樹協会）

0164-26-2255
（深川市果樹協会） フルーツ狩り体験 要問い合わせ

まあぶオートキャンプ場 北海道深川市音江町
字音江459番地1

0164（26）3000
【予約専用】 6:00～21:00 年中無休

石釜で手作りピザ体験 2,500 
ストーンペイント 300 
野外炊飯 100 800 
サイクリング 200 

南幌町 南幌ライディングパーク 空知郡南幌町南8線
西14 011-378-5800 10:00～17:00 火曜日 体験乗馬 3,240 

奈井江町 寿公園　パークゴルフ場 空知郡奈井江町
字奈井江731-1 0125-65-6180 8:30～17:00（5/1～11/3）毎週月曜日

（祝・祭日の場合は翌日） パークゴルフ 100 310 

上砂川町 奥沢パークゴルフ場 空知郡上砂川町
字上砂川65-53 0125-62-2355 10:00～16:00 毎週木曜日 パークゴルフ 50 200 
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

空知

上砂川町 奥沢キャンプ場 空知郡上砂川町字西山
43番地7 0125-62-2526

5月～10月　冬期間閉鎖
（雪解け、積雪状況によって
変わる。)

開設期間中無休 キャンプ場 30 0 

由仁町 千田ぶどう園 夕張郡由仁町山形308 090-1388-2286
（千田） 9:00～17:00 営業期間内（9月上旬～10月

中旬）無休 ぶどう狩り 100 1,100 

長沼町

ハイジ牧場 夕張郡長沼町東9線南2 0123-88-0011 4月10日～11月7日
（10:00～16:00）

水曜日
（祝日は営業）

ジャガイモ掘り 1,200 
乗馬体験 600 
哺乳体験（子ヤギ、子羊） 0 
牛の乳搾り 0 
小動物ふれあい体験 0 

長沼町グリーン・
ツーリズム運営協議会

夕張郡長沼町中央
北1丁目1番1号 0123-76-8019

通年
電話受付時間は
8:30～17:15

電話受付は土・日・祝は定休。
農業体験 160 3,300 

農泊体験 80 8,800 

栗山町 雨煙別小学校
コカ・コーラ環境ハウス

夕張郡栗山町字雨煙別
1-4 0123-72-1696

受付時間 4月1日～11月30
日9:00～18:00、12月1日
～3月31日9:00～17:00

火曜日（宿泊利用は可）
年末年始

Ｅボート遊び 30 4,320 
水辺の生きものしらべ 40 1,296 
川流れ体験 40 1,080 

月形町 月形町皆楽公園 樺戸郡月形町北農場1 0126-53-2577 9；00～18:00

ボート 3 500 
ヘラブナ釣り 0 
キャンプ 1,000 
サイクリング 300 
パークゴルフ 500 

妹背牛町 妹背牛町
カーリングホール

雨竜郡妹背牛町
字妹背牛5181-2 0164-32-9511 10:00～21:00 12月30日～1月6日（営業期

間11月1日～3月31日）

カーリング 40 1,050 
農作物の栽培体験Ｂ 250,000 
農作物の栽培体験Ａ 230,000 
農作物の栽培体験（日帰り一般用） 10,000 
農作物の栽培体験（日帰り障がい者用） 5,000 

沼田町 ほろしん温泉　ほたる館 雨竜郡沼田町字幌新
377 0164-35-1188

ほろしん温泉　ほたる館: 
10:00～22:00、
化石体験館: 9:30～16:00

（新型コロナウイルス感染
拡大に伴い営業時間短縮）

月曜日、祝日の翌日
11/4～4/28まで冬期閉館 タカハシホタテ化石発掘 要問い合わせ

石狩

札幌市

札幌芸術の森 札幌市南区芸術の森
2丁目75番地

011-592-5111
（代表）

011-592-4122
（クラフト工房）
011-591-0090

（札幌芸術の森
美術館）

9:45～17:00
（6/1～8/31 17:30まで）

無休（11/4～4/28は毎週月
曜日、祝日・振替休日の場合
翌日、年末年始）※野外美術
館は11/4～4/28休館（佐藤
忠良記念子どもアトリエのみ
開館9:45～15:30）

芸森かんじきウォーク 20 500 

札幌市豊平川
さけ科学館

札幌市南区真駒内
真駒内公園2-1 011-582-7555 9:15～16:45

毎週月曜日（祝日の場合次の
平日）、年末年始(12月29日
～1月3日)

さかなウォッチング 25 300 
豊平川サーモンウォッチング 30 300 
サケ稚魚体験放流 0 
サケのお話とエサやり体験 0 
琴似発寒川サケ観察会 0 
星置川でサケを見よう 0 
さっぽろサケフェスタ 0 

札幌市定山渓自然の村
札幌市南区定山渓（豊平
峡ダム下流国有林野）
※（）内は省略でも郵便

物配達可
011-598-3100

宿泊13:00～翌日11:30（事
前予約の場合は20時まで
に受付チェックイン）日帰り
9:00～17:00

12月29日から1月3日のほ
か臨時休業日あり

スノーシュー体験 40 200 
森の観察会 40 0 
薪割り飯ごう炊さん体験 50 500 
石窯料理体験 20 500 

札幌オリンピック
ミュージアム

札幌市中央区宮の森
1274番地 011-641-8585

（5月1日～10月31日）
9:00～18:00
11月1日～4月30日）
9:30～17:00

シアター 600 
大倉山ジャンプ競技場2人乗りリフト 500 
スキージャンプ大倉山 要問い合わせ
テイクオフタイミング 要問い合わせ
クロスカントリーレース 要問い合わせ
ボブスレー滑走体験 要問い合わせ
スピードスケートトレーニング 要問い合わせ
アイスホッケーキーパー体験 要問い合わせ
シアター 要問い合わせ

札幌国際スキー場 札幌市南区定山渓
937番地先 011-598-4511

平日9:00～17:00（通常期
間）、土日祝8:30～17:00
※期間により変動有り

期間中は無休（※天候状況等
により営業期間、営業時間が
変更となる場合も有り）

スキーレッスン又はスノーボードレッスン等
（4時間） 6,600 

スキーレッスン又はスノーボードレッスン等
（2時間） 4,700 

アミューズスポーツ 札幌市中央区北4条西
6丁目毎日札幌会館9Ｆ 0570-011-411 完全予約制で電話の受付時

間は10:00～17:00 定山渓カヌー体験 50 4,000 

スノーモビルランド
サッポロ 札幌市西区福井478 011-661-5355 9:00～17:00入場まで

（完全予約制・大人2名以上）
12月上旬～3月31日
シｰズン中無休

スノーモービル体験（アドベンチャーコース） 80 17,000 
スノーモービル体験（エキサイティングコース） 80 15,000 
スノーモービル体験（ダイナミックコース） 80 11,000 
スノーモービル体験（スペシャルツアーコース） 80 10,000 
スノーモービル体験（ツアーコース） 80 8,500 
スノーモービルツアー60分+かまくらBBQ 16,500 
スノーパーク60分+かまくらBBQ 6,500 

ＷＩＬＤ　ＭＵＳＴＡＮＧ'Ｓ 札幌市南区砥石114 011-596-5040 10:00～日没 年末年始
（12月31日、1月1日～3日）

WILD RIDE（乗馬）（80分） 13,000 
WILD RIDE（乗馬）（60分） 10,000 
WILD RIDE（乗馬）（40分） 6,700 
引き馬 要問い合わせ

定山渓ファーム 札幌市南区定山渓832 011-598-4050
9:00～17:00（5月～9月末）
9:00～16:00

（10月～10月末）
毎週水曜日

（水曜日が祝の場合は営業）

果樹（サクランボ、プラム、プルーン、リンゴ）の農業
体験（摘果・収穫などの軽作業体験） 50 2,000 

手作りのピザ窯でピザ作り体験 20 1,650 

江別市

ヤンマーアグリジャパン
（株）アグリソリューション
センター

江別市工栄町10ｰ6 011-381-2311 9:00～17:00 土・日曜日 構内見学（トラクター試乗含む） 40 0 

アースドリーム角山農場 江別市角山584ｰ1 011-391-2500 10:00～17:00
火曜・水曜、冬期休業期間11
月初旬から1月中頃、季節営
業期間（1月中頃から4月中頃
まで）は土・日・祝日のみ営業

ばん馬引き馬 1,000 
引き馬体験 600 
えさやり体験 100 

千歳市

北海道箱根牧場 千歳市東丘1201 0123-21-3066 10:00～17:00 毎週火曜日

スノーモービル 5 2,500 
乳しぼり体験 50 900 
乗牛体験（水牛） 5 1,000 
バナナボート 20 900 
酪農・農作業体験 60 460 

千年そば処　いずみ 千歳市泉郷707-1 0123-29-2177 9:30～17:00
（4月下旬～10月上旬） 毎週火曜日 いちご狩り（露地） 700 

休暇村　支笏湖 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201 7:00～21:00

スノーシュー（ビジター） 10 1,000 
クロスカントリースキー（ビジター） 10 1,000 
スノーシュー（宿泊者） 10 500 
クロスカントリースキー（宿泊者） 10 500 

バイエルンの風
カヌー学校 千歳市蘭越58-13 090-8426-3112 事前の電話予約にて開講

カヌー・カヤック教室 10,000 
カヌー・カヤック体験教室 5,000 

小川農場 千歳市根志越296-1　 0123-26-4874
5月 10:00～16:00
6～8月 9:00～17:00
9～10月 10:00～16:00
11月 10:00～16:00

5月 火曜日、6～8月 無休
9,10月 火曜日
11月 火水木曜日

（臨時休業あり）

イチゴ狩り（露地） 500 1,000 

ヒマワリ迷路 400 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

石狩

千歳市

スパイス乗馬倶楽部 千歳市蘭越23-3　 0123-27-3363 9:00～日没 4月から11月は無休
11月～3月は月曜定休

ホーストレッキング（2時間） 5 20,520 
ホーストレッキング（1時間） 5 10,800 
体験乗馬＋ミニトレッキング 5 5,400 

ノース・スノーランド
イン千歳

（ザ・ノース
カントリークラブ）

千歳市蘭越26 0123-27-2121
ミニスノーモービル 1,200 
スノーラフティング 1,200 
4輪バギー 1,200 

支笏ガイドハウスかのあ 千歳市支笏湖温泉
番外地 0123-25-2430

カヌー塾 6 14,000 
Soto Cafe カヌーツアー 10 6,500 

美笛キャンプ場 千歳市美笛 090-5987-1284 チェックイン
7:00AM～7:00PMまで キャンプ 1,000 

モラップキャンプ場 千歳市モラップ 0123-25-2201 受付時間　9:00～
利用時間　9:00～16:00 キャンプ 1,000 

恵庭市

恵庭アグリ企画
吉田農場 恵庭市穂栄25

0123-36-5456
（携帯電話090-
2695-5795）

午前中
（5:00～12:00　冬期は無） 月・水・金

農業体験 100 3,000 

野菜収穫 要問い合わせ

恵庭アグリ企画
ふれあい平野農園 恵庭市漁太452 0123-33-0530 13:00～18:00 不定 農作物収穫体験（イモ） 要問い合わせ

むらかみ牧場 恵庭市戸磯156
0123-32-5093

（携帯電話080-
6061-9966）

10:00～17:00 無休（12月～3月冬季休業）
搾乳・餌やり・バター作り 100 2,000 

子牛の哺乳 1,000 

フォレストアドベンチャー・
恵庭

恵庭市西島松275番地 
ルルマップ自然公園ふれ
らんど内

090-4057-4560
4月中旬～11月下旬
9:00～15:00
12月上旬～4月上旬
10:00～14:00

ホームページで
ご確認ください

エキサイトプラン 5,300 
スタンダードプラン　 3,800 
キャノピーコース 2,800 
キッズコース　 1,500 
ジップトリップツアー 2,500 
スノーシューツアー 2,500 
キッズコース　 1,500 

えこりん村 恵庭市牧場277-4 0123-34-7800

銀河庭園＆みどりの牧場
4月下旬～9月
9:30～17:00
10月
9:30～16:00
花のまきば
4月中旬～10月
9:30～17:00

オープン期間中は無休

「ふゆみずたんぼ」
① 田植え体験
② 稲刈り体験

20 1,200 

えこりん村学校
親子で体験コース 15 3,000 

キャンプ 125 1,500 

キャンパーズエリア恵庭
【TCS Village】 恵庭市盤尻307-1 011-857-9570 9:00～18:00 無

キャンプ（日帰り） 50 1,650 
キャンプ（宿泊） 50 2,200 
畑の学校まめ組 40 13,000 
たんぼの学校もち組 40 12,000 
たんぼの学校こめ組 40 10,000 
畑の学校いも組 40 7,500 
夏野菜を収穫して窯焼きピザを作ろう 2,600 
じゃがいもを収穫してじゃがバターで食べよう 2,300 
旬野菜のピザを作ろう 32 1,800 
かんたん収穫体験 要問い合わせ
ハスカップを収穫してアイスを作ろう 32 要問い合わせ

石狩市

（一社）石狩観光協会 石狩市弁天町地先 0133-62-4611
8:45～18:00

（11月1日～3月31日は
8:45～17:15）

地引網体験 40,000 

善盛園 石狩市浜益区幌403-1

シｰズン中
（ハウス直結）
0133-79-3210
シｰズンオフ中

0133-79-3014

サクランボ狩り 1,000 

森のくだもの屋さん
きむら果樹園 石狩市浜益区幌379-2 0133-79-2835 7:00～18:00 不定 サクランボ狩り 800 

浜益川サケ有効利用
調査実行委員会

石狩市浜益区川下
柏木周辺

0133-79-5700
（実行委員会事
務局）

浜益川サケ釣り（期間共通） 20,000 
浜益川サケ釣り（期間利用） 10,000 
浜益川サケ釣り（3日利用） 6,500 
浜益川サケ釣り（1日利用） 4,000 

乗馬クラブ
メインフィールズ 石狩市花川東128 0133-74-2345 10:00～18:00（土日祝）

13:00～18:00（平日）
毎週月曜日（但し、月曜日祝
日の場合は、その翌日）

体験乗馬（土日祝） 5,500 
体験乗馬（平日） 4,500 

黄金山 石狩市浜益区実田
0133-79-2213

（こがね山岳会事
務所）

登山 0 

厚田キャンプ場
石狩市厚田区厚田

（石狩市
あいろｰどパｰク内）

0133-78-2100
（ 現 地 管 理セン
ター）

ジップライン（アツターザン） 1,500 

キャンプ 200 

川下海浜公園 石狩市浜益区川下
0133-79-5700

（一社）石狩観光
協会浜益事務局

キャンプ 2,000 

石狩市スポーツ広場 石狩市花畔337-3 0133-64-1220 9:00～21:00 歩くスキー 500 
石狩高岡やさい倶楽部　
藤岡農園 石狩市八幡町高岡18-1 090-8371-5545 9:00～12:00 不定 ミニトマトの収穫体験 600 

斗内果樹園 石狩市浜益区幌541-1 0133-79-2244 9時～17時 不定 サクランボ狩り 500 

フロンテア乗馬クラブ 石狩市厚田区聚富
165-3 0133-66-3858 9:00～18:00(4月～10月）、

9:00～17:00(11月～3月） 日曜日（祝祭日除く） 乗馬体験 1,000 

濃昼山道 石狩市厚田区濃昼
0133-79-2213

（こがね山岳会事
務所）

登山 0 

アミーケ・インターナショナル
株式会社

石狩市花川北6条1丁目
57番地1 0133-74-3823 8:30～17:30 土日・祝日・年末年始 アウトドア体験 、日本文化体験、ハンドクラフト体験 要問い合わせ

当別町 道民の森 石狩郡当別町栄町
192-1 0133-22-3911 5月1日～10月31日

9:30～16:30
5月1日～10月31日の
間は無 森の観察会 0 

新篠津村

しのつ湖（わかさぎ釣り） 石狩郡新篠津村第47線
北13番地

0126-58-3166
（しんしのつ温泉
たっぷの湯）

7:00～19:00
（受付は6:30～14:30） 期間中無休   わかさぎ釣り 2,600 

しのつ公園キャンプ場 石狩郡新篠津村第46線
南3番地（しのつ公園内）

0126-58-3166
（しんしのつ温泉
たっぷの湯）
グランピングは
0126-58-3508

（しのつ公園キャ
ンプ場管理棟）

キャンプ（グランピング） 4 23,000 
キャンプ（宿泊：手ぶら） 5 10,000 
キャンプ（宿泊） 1,500 

キャンプ（日帰り） 800 

後志 小樽市

小樽ヴィラ・マウンティング
小樽天狗山本館

小樽市最上2-13-1（小樽
ヴィラ・マウンティング）
小樽市最上2-16-22

（小樽天狗山本館）

050-3743-3437
（予約センタｰ） 8:00～17:00 スキー・スノーボード体験 20 9,800 

おたる自然の村
（一般財団法人おたる自
然の村公社）

小樽市天狗山1丁目
国有林野4152林班 0134-25-1701 9:00～17:00 11月～4月 キャンプファイヤー 15,000 

銭函ヨットハーバー 小樽市銭函3丁目
46番地 0134-62-2411 9:00～17:00 木曜日

カイトサーフィンスクール（1日） 15,750 
ウインドサーフィンスクール 4 12,000 
ヨットスクール 4 12,000 
スノーカイトスクール 10,800 
スタンドアップパドルボート体験（含浜の植物紹介） 8 7,560 

ＢＬＵＥ　ＨＯＬＩＣ 小樽市塩谷1丁目28-13 0134-26-1802 9:00～20:00 10月～4月まで休業 青の洞窟ツアー 6,000 
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

後志

小樽市

春香ホースランチ 小樽市春香町397 0134-62-4635 夏10:00～17:00、冬10:00
～16:00 毎週木曜日（祝祭日営業） ホーストレッキング 46 1,100 

ウィンケルビレッジ 小樽市朝里川温泉
2-686 0134-52-1185 9:00～18:00 年中無休

スノーシューツアー 15 5,280 
スキーシューツアー 4 6,050 
スキー・スノーボード
半日プライベートレッスン 5 16,000 

スキー・スノーボード
1日プライベートレッスン 5 28,000 

黒松内町

黒松内ぶなの森
自然学校

寿都郡黒松内町
字南作開76 0136-77-2012 9:00～18:00 月曜日

歌才ブナ林ガイド 3,500 
朱太川ネイチャーカヌー 6 3,300 
貝化石採集 30 1,500 

ふぁーむいん富田 寿都郡黒松内町字添別
160番地 0136-72-3376 応相談 不定休

農作業体験（1日） 10 3,500 
収穫体験 10 2,000 
スノーモービル試乗体験 10 2,000 
農作業体験（半日） 10 1,500 
添別ブナ林などの散策 10 500 

ノースランド 寿都郡黒松内町字熱郛
26番地9 090-7652-4508 応相談 不定休 登山ガイド、トレッキングガイド 10 5,000 

蘭越町

大南部神楽保存会と農
家民宿　寅さんの家

磯谷郡蘭越町字豊国
531-2 0136-57-6139 各種農業体験 20 0 

マルベリー 磯谷郡蘭越町字湯里
224-19 0136-58-3388 9:00～17:00 5月～10月の営業期間中

定休日無

日本海寿都沖の船釣り体験 10,000 
渓流釣り・港の釣り体験 5,500 
農業体験 4,500 
酪農体験 4,500 

ニセコ町

カントリー・イン・
ミルキーハウス  

虻田郡ニセコ町字ニセコ
482-1 0136-58-2200 通年（10:00～） 無

マウンテンバイクダウンヒルツアー 8 2,500 
農場ツアー 0 

風の谷キャンプ場 虻田郡ニセコ町字曽我
355-2 080-6077-5978 9:00～17:00 無（ただし11月はクロｰズ）  

釣り堀 2,500 
炭火焼きバームクーヘン 1,800 

（有）ニセコファイン 虻田郡ニセコ町字ニセコ
431-1 0136-58-3568 8:00～ 無

スキー・スノーボードプライベートレッスン
（レンタル） 9,000 

フィッシング（フライ） 6 5,400 
フィッシング（ルアー） 6 4,320 
フィッシング(エサ釣り） 50 3,780 
釣り堀 40 1,700 

ニセコアウトドアセンター 
（ＮＯＣ） 

虻田郡ニセコ町字曽我
138 0136-44-1133 9:00～17:00　 （11月はクロｰズ）

カヌーツーリング 50 6,480 
雪中いもほり＆いももち作り 18 5,076 
トレッキング 20 4,860 
ネイチャースキー 10 4,860 
スノーシューネイチャーツアー 20 4,320 
イグルー作り 4,320 
フィッシング、えさ釣り 8 4,100 
ネイチャーツアー 20 3,780 
燻製づくり 40 2,160 

北海道
ライオンアドベンチャー

虻田郡ニセコ町字中央通
142-5 0136-43-2882 8:00～20:00（夏期）

9:00～17:00（冬季） 無（11月のみ全休）

ラフティング（尻別川急流下り） 160 5,400 
ダッキー（ゴムカヌー急流下り） 5,400 
エコラフト（尻別川清流下り） 24 4,860 
マウンテンバイクガイド付きツアー 4,320 
マウンテンバイクレンタル（1日） 4,320 
トレッキング 3,700 
マウンテンバイクレンタル（8時間） 3,240 
熱気球体験フライト 2,700 
マウンテンバイクレンタル（4時間） 2,160 
マウンテンバイクレンタル（1時間） 860 

ニセコ 寿 虻田郡ニセコ町字曽我
888-1（ミルク工房内） 0136-55-8977

ショップ 夏期間
10:00～18:00
冬期間　12:00～18:00

不定休（ブログ・ツイッタ ・ー
facebook にてお知らせ）

バックカントリーガイド 6 12,000 
ゲレンデガイド 7 8,000 
スキーレッスン 5 7,000 
トレッキング、登山・ツアー 5 4,500 
リバーカヤック・ツアー 6 4,200 
マウンテンバイク・ツアー 7 3,500 
マウンテンバイク・レンタル 1,000 

K2 ステーブル 虻田郡ニセコ町字里見
238-5 0136-44-3788 9:30～ 最終受付16:00 不定休（悪天候時ツアｰ中止）

経験者限定トレッキング（3時間） 5 21,600 
乗馬ベーシックコース 5 10,800 
経験者限定トレッキング（1．5時間） 5 10,800 

ニセコビレッジ 自然体験 
グラウンド『ピュア』

虻田郡ニセコ町
東山温泉 0136-44-2211

2019年4月27日～
2019年10月14日
9:00～17:00まで営業

無
ピュア SP パスポート 4,800 

ピュアジップラインツアー 18 4,500 

真狩村

羊蹄山自然公園 虻田郡真狩村字社 0136-45-2955 8:45～17:30 月曜日（※7月下旬～8月は
休まず営業）

テニス 1,100 
キャンプ 600 

真狩焚き火キャンプ場 真狩村字社86番地1 0136-55-6400 ＨＰにて確認 無
キャンプ 13,200 
虫取り体験、自然散策 要問い合わせ
スノーモービル 要問い合わせ

留寿都村 ルスツリゾート 虻田郡留寿都村
字泉川13 0136-46-3111 8:00～17:00 無

乗馬（ロングコース） 9,900 
スノーモービル（スタンダードコース） 7,300 
ラフティング 6,600 
カヌーツーリング 6,600 
ネイチャーツアー（羊蹄山周辺トレッキング） 5,500 
マウンテンバイク（ダイナミックコース） 5,500 
ファンカヤック 5,500 
乗馬（スタンダードコース） 4,950 
フィッシング渓流えさ釣り（ビギナーコース） 4,400 
犬ぞり 3,850 
マウンテンバイクサイクリング 3,300 
熱気球（係留）フライト体験 2,500 
スノーラフティング 2,200 
オリエンテーリング（プチ体験コース） 1,100 
乗馬（引き馬コース）場内1周 1,100 

喜茂別町 喜茂別旧双葉小学校
史料館「雪月花廊」 喜茂別町字中里392 0136-33-6067 カフェレストラン

11:00～15:00 不定休 キャンプ 30 800 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

後志 倶知安町

ニセコHANAZONO
リゾート

虻田郡倶知安町字岩尾
別328-36

0136-21-3333
（サマｰアクティ
ビティ）
0136-21-6688

（スキｰスクｰル・
ウィン タ ｰ アク
ティビティ）

8:00～18:00
（季節により若干変動有）  年中無休

eバイクツアー 4 28000
スノーラフティング 5 20000
スキー＆スノーボードスクール 6 60000
ゴルフカートツアー 4 10000
スノーモービルツアー 16 12000
シーカヤック 8 13200
キャニオニング 20 6800
ラフティング 200 5900
ダッキー 20 5900
サイクリングツアー 5700
スノーシューツアー 8 4000
スノーチュービング 2500
スキー＆スノーボードスクール 6 60,000
スキー＆スノーボードスクール 6 35,000
スキー＆スノーボードスクール 6 30,000
スキー＆スノーボードスクール 6 90,000
スノーモービルツアー 8 8,500
ツリートレッキング 4,500
ツリーウォーク 0
ハイキングツアー 9 7,150
ハイキングツアー 9 11,000
乗馬体験 4 5,500
乗馬体験 4 6,000
オーシャンフィッシングツアー 8 20,000
キッズラフティング 4,500
リバーフィッシングツアー 22,000
バックカントリーガイドツアー 4 62,000
バックカントリーガイドツアー 4 68,000
バックカントリーガイドツアー 4 192,000
ニセコワイスCATツアー 12 480,000

ＮＯＡＳＣ
（（株）ノーアスク）

虻田郡倶知安町字山田
20-6

（ノｰアスク ニセコ本社）
虻田郡倶知安町字山田
170-258

（ノｰアスク ひらふ営業所）
※冬期受付場所

0136-23-1688 9:00～17:00 不定休

スノーシュー 5500
バックカントリー 18000
スキー・スノーボードレッスン 6 25000
キャニオニング（定山渓） 7300
ラフティング（定山渓） 6200
ラフティング（ニセコ） 5900
キャニオニング（ニセコ） 5900
スキー・スノーボードレッスン 6 46500
スキー・スノーボードレッスン 6 58500
ダッキー 12000
ダッキー 6700
ハイキング 5 30000
ハイキング 5 30000
マウンテンボードスクール 4900
マウンテンバイクツアー 5000
E-MTBツアー 2 16000
アブセーリング 6500
バックカントリー 19500
スノーモービルツアー 12000
ウインターラフティング 8 35000

自然生活体験センター
「冒険家族」

虻田郡倶知安町
字比羅夫145-2 0136-22-3759 9:00～18:00 通年営業

かまくらキャンプ 14300
自給自足体験 6300
イカダ下り 4500
泥温泉体験 4500
渓流釣り 4500
かんじきハイキング 4650
山菜採り 4000
薫製作り 2800
五右衛門風呂 2300
冒険の森キャンプ場 1200

GOOD SPORTS
 （グッドスポーツ）  

虻田郡倶知安町山田
70-1 0136-23-4560 季節によって変動あり 不定休

スキー・スノーボードレンタル 5000
ラフティング　 6000
キッズ川遊びツアー 8 20000

ＮＡＣ（ニセコ・アドベン
チャー・センター） 

虻田郡倶知安町字山田
179-53 0136-23-2093

8:00～21:00
（カフェ 夏: 9:00～21:00
冬: 11:00～22:00）

無

スノーシュー 12 24000
スキー、スノーボード、レッスン 30 10000
ニセコ半日ラフティング 280 6300
リバーサップ 6 6300
ダッキー 48 6300
カヤック 10 6300
シーカヤック 10 6300
キャニオニング 6300
マウンテンバイク 10 6300
ファミリーラフティング 35 5300
トレッキング 4200
サマーナイトトレッキング 4000
ツリートレッキング 5000

「White Isle」 虻田郡倶知安町字旭
431-3 0136-22-2500 9:00～16:00 冬期間（11月下旬～4月下

旬）営業

スノーモビルツアー 5000
スノーカイト 10000
ウォーターカイト体験（銭函ヨットハーバーにて) 16500
ウィンドサーフィン体験（銭函ヨットハーバーにて) 13200
ディンギーヨット体験（銭函ヨットハーバーにて) 13200
SUP体験（銭函ヨットハーバーにて) 7700
e-bikeツアー 6000
e-bikeレンタル 4500

自然情報室エコル 虻田郡倶知安町山田
204 0136-22-0109  9:00～16:00 悪天候等で休止の場合有り。

お問い合わせください。
ネイチャーウォッチング６０分コース 10 2000
ネイチャーウォッチング３０分コース 10 1000

マウンテンガイド・
コヨーテ

虻田郡倶知安町北4条
東8丁目21-5 0136-23-4555 8:30～17:00 なし

北海道登山・オーダーメイド登山 23300
ニセコ連峰縦走 18000
羊蹄山登山 20000
バックカントリーツアー 18000
パウダーガイド 18000
ニセコ登山 15000
ニセコ軽登山 13000
テレマークスキーレッスン 10000
半日トレッキング 7000
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

後志

倶知安町

ニセコカントリー
ファーム 虻田郡倶知安町高砂 0136-55-5564 10:00～16:00 なし 体験乗馬チャレンジコース 4 5500

ニセコウッカ 虻田郡倶知安町字琴平
603-19 0136-22-1484 8:00～ なし

ニセコダッキーツアー 5 6000
ニセコキッズキャニオニングツアー 6 6000
ニセコスノーハイクツアー 4 5000
ニセコラフティングツアー 14 6000

ニセコマウンテンバイク
スクール&ガイディング

虻田郡倶知安町字山田
204 .Base内 080-5770-4464 9:00～16:00 月曜日

（月曜が祝日の場合火曜日）
マウンテンバイク・フロートレイル体験ツアー 4 8500
サイクリングツアー 4 9000

Ｈ2Ｏアドベンチャー 虻田郡倶知安町字比羅
夫145-2 冒険家族内 080-8291-9843 8:00～18:00 不定休

川・海体験カヤック 14 7000
お散歩川下りカヤック 14 7000
お散歩海ツアーカヤック 14 7000
シー・リバーカヤックレッスン 14 7000
お散歩ＳＵＰツアー 14 6000
お散歩ラフティング　 14 6000
ラフティング 14 7500
パウダーツアー 14 10000
ＢCツアー 14 12000
スノーシューツアー 14 6000

ペイントボールフィールド
ニセコ

北海道虻田郡倶知安町
山田72-1 0136-23-2111 9:30～16:30 不定休 ペイントボール 40 6050

Niseko Green Farm 北海道虻田郡倶知安町
比羅夫258-3 0136-22-2868 10:00～17:00

（平日）
石窯ピザづくり体験 20 3500
ファーム体験 250 2000

北海道
アウトドアカンパニー 
BIG FUN

北海道虻田郡倶知安町
字八幡599-2 0136-23-4676 8:30 ～17:00 不定休

ラフティング 80 5,500
スキー・スノーボードレッスン 6 32,000
スキー・スノーボードレッスン 6 24,000
スキー・スノーボードレッスン 6 53,000
スキー・スノーボードレッスン 6 88,000

Rhythm Japan 北海道虻田郡倶知安町
字山田183-39 0136-23-0164

2021年11月27日開店
ナイター開始前　　　　　　　

（8:00-18:00) 
ナイター開始後　　　　　　

（8:00-20:00)

なし

パンプトラック 0
スキー・スノーボードレッスン 6 80,000
ガイドツアー 5 80,000
バックカントリーガイドツアー 5 80,000

Adventure Smile 北海道虻田郡倶知安町
字高砂84-2 090-1995-2395 8:30～17:00 なし

ラフティング 21 6,000
スノービューラフティング 12 9,000
スノーシューツアー 10 6,000

仁木町

さくらんぼ山観光農園 余市郡仁木町南町
9-138 0135-32-2285 不定 不定休

さくらんぼの収穫 3000 1,050 
ぶどうの摘芽 500 840 
ぶどうの岐穂摘除 500 840 
ぶどうの摘房 500 840 
ぶどうの樹の皮むき 500 840 
りんごの摘花 500 840 
りんごの摘果 500 840 
ぶどうの収穫 1000 735 
プルーン収穫 300 735 
プラムの収穫 300 630 
りんごの収穫 500 630 
餅つき 300 525 

観光農園大野園 余市郡仁木町東町8-5 0135-32-2137 9:00～16:00 不定休
さくらんぼの収穫 100 840 
ぶどうの収穫 100 630 

くだもの公園山田園 余市郡仁木町東町
12-38 0135-32-2131 不定 不定休

さくらんぼの収穫 100 1,000 
プルーン収穫 100 600 
ぶどうの収穫 100 600 
ブルーベリーの収穫 200 500 

ベリーベリーファーム
上田  

余市郡仁木町東町15-41
（事務所・工場）
余市郡仁木町東町12-145

（施設）

0135-32-3090
0120-191-541 不定 不定休 ブルーベリーの収穫 200 600 

さくらんぼの村 余市郡仁木町西町8丁目
41番地 0135-32-3665 不定 不定休 さくらんぼの収穫 50 1,000 

にきや 余市郡仁木町南町
10丁目105-4 0135-31-3777 10:00～16:00 不定休

さくらんぼの収穫 要問い合わせ
ぶどうの収穫 要問い合わせ
プルーンの収穫 要問い合わせ
プラムの収穫 要問い合わせ
ブルーベリーの収穫 要問い合わせ

農村公園フルーツパーク
にき

余市郡仁木町東町
16丁目121 0135-32-3500 9:00～18:00 冬期休業 キャンプ 要問い合わせ

余市町 ニッカウヰスキー
北海道工場

余市郡余市町黒川町
7丁目6 0135-23-3131 9:00～17:00 年末年始以外年中無休 工場見学 0 

赤井川村

AKAIGAWA TOMO 
PLAYPARK  Fishing 
pond & Camping 
ground

余市郡赤井川村字明治
56 0135-34-7575 8:30～17:00（土日祝日と4

～9月は18:00まで）
月曜日（天候により不定休
有）・雪が降った時点から4月
上旬までクロｰズ

フライ・ルアー（1日） 4,000 
フライ・ルアー（半日） 3,000 
フライ・ルアー（2時間） 2,000 

キロロリゾートホール
ディングス株式会社

余市郡赤井川村字常盤
128-1 0135-34-7111 24時間対応 無

滝見アドベンチャーツアー 5 6,000 
カヤック体験 10 4,800 
湖面スタンドアップパドル 4,800 
セグウェイ（ツアー） 4,500 
バギー（ツアー） 4,500 
雪上車＆スノーシューで行く「ダブル体験ツアー」 8 3,800 
渓流滝見散策ツアー 8 3,000 
雪上車で行く「絆の森パノラマツアー」 8 3,000 
セグウェイ（体験） 2,500 
バギー（体験） 2,500 
スノーシューで行く「絆の森散策ツアー」 8 2,500 
マウンテンバイク 1,200 
スノーセグウェイ 1 1,200 
ユーロバブル 1,000 
スノーバギー 1 1,000 
ミニスノーモービル 1 1,000 

パラライフ北海道 余市郡赤井川村字日ノ出
58-1 090-9740-1124 6:30～17:00 月曜日

パラグライダータンデムフライト体験（インストラク
タ付き） 10,800 

パラグライダー（ふれあい体験） 5,800 

胆振 室蘭市
スターマリン株式会社 室蘭市祝津町1丁目

127番地12 0143-27-2870 9:00～18:00（受付）
室蘭イルカ・クジラウォッチング 40 6,000 
室蘭地球岬遊覧 40 4,000 
室蘭夜景ナイトクルージング 40 3,000 

室蘭観光推進連絡会議 室蘭市幸町1-2 0143-25-3320 8:45～17:15 土日祝 室蘭de手ぶらフィッシング 10 13,200 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

胆振

苫小牧市

ウトナイサンクチュアリ　
ネイチャーセンター

苫小牧市植苗150-3
（公財）日本野鳥の会
ウトナイ湖サンクチュアリ 
ネイチャーセンター

0144-58-2505
土・日曜日および祝日9:30～
16:30（平日休館）、有料プロ
グラム利用の団体は水～金
曜日も対応可（要相談）

バードウォッチング 10 18,000 
ウォークラリー（2時間） 80 15,000 
オーダーメイドプログラム 10,000 
ウォークラリー（1時間） 30 9,000 
ネイチャービンゴ 20 6,000 
ミニ野外ガイド 15 3,000 
施設概要・季節の見所紹介 30 0 

ノーザンホースパーク   苫小牧市美沢114-7 0144-58-2116
4/15～11/5
9:00～17:00
11/6～4/9
10:00～16:00

4月10日～4月14日

スノーラフティング 600 
観光馬車 600 
パークゴルフ 500 
サイクリング 600 
ホーストレッキング 2 7,400 
観光ひき馬 900 

オートリゾート
苫小牧アルテン  　 苫小牧市字樽前421-4 0144-67-2222 8:00～18:00（4～10月）

9:00～17:00（11～3月）
無
(温泉は原則毎月第3水曜日)

パークゴルフ 400 
体験乗馬（トレッキング） 15,000 
体験乗馬 3,500 
体験カヌー 10 2,600 
体験乗馬（引き馬） 5 1,000 
わかさぎ釣り 20 要問い合わせ

勇払マリーナ　 苫小牧市字勇払376 0144-56-4771 9:00～17:00
（時期によって変動有り） 火、水曜日 体験乗船 4 4,000 

登別市

のぼりべつクマ牧場 北海道登別市
登別温泉町224番地 0143-84-2225 8:30～16:30

（7月～8月は17:00まで）

ロｰプウェイの法定点検によ
り運休についてはHPにて。
※悪天候による急な運休の

可能性もございます。
飼育係によるエゾヒグマのレクチャー（講話） 50 0 

登別マリンパークニクス 登別市登別東町1丁目
22 0143-83-3800 9:00～17:00 無（4月に5日間ほど保守休

館あり）
アシカ、アザラシのレクチャー 200 5,500 
イルカのレクチャー　 200 5,500 

登別オフロードパーク　　登別市札内町230-1 0143-88-3066 夏期　10:00～18:00
冬季　10:00～16:00　 年中無休（要電話）

森林外乗コース 8,000 
馬場内レッスン（ロングレッスン） 8,000 
体験乗馬コース 4,500 
馬場内レッスン（ショートレッスン） 4,500 
引き馬体験（お散歩コース） 2,200 
引き馬体験（馬場内コース） 1,200 

登別ゲートウェイ
センター

登別市登別温泉町26番地 
道南バス登別温泉ターミ
ナル内

0143-84-2200 8:30～18:00 12月31日～1月2日

スノーシュー樹氷ウォッチング 8,000 
スノーシュー泉源ウォッチング 5,000 
泉源ウォッチング 5,000 
遡上する鮭のいる川へ　 5,000 
ガイドと歩く登別温泉地獄めぐり（地獄谷コース） 2,000 
ガイドと歩く登別温泉地獄めぐり

（森の天然足湯コース）　 2,000 

～暗闇地獄ウォーク～ナイトアドベンチャー 2,000 

伊達市

史跡北黄金貝塚公園 伊達市北黄金町75 0142-24-2122 9:00～17:00 12月1日～3月31日
黒曜石のナイフづくり 45 500 
模擬発掘（団体） 45 300 

OOA　大滝アウトドアア
ドベンチャーズ　

伊達市大滝区本町17-3
（事務所） 0142-68-5180 9:00～17:00 無休 にょろにょろを見に行くスノーシューツアー 25 7,000 

ＵＳＵマリンアスレチック　
アトゥイ 伊達市向有珠町33 070-2825-1630

080-8130-9932
開設期間: 
7月上旬～8月下旬

アクティビティ利用 150 2,000 
バーベキューブース利用 150 3,000 

豊浦町

ベリーファームとようら 虻田郡豊浦町字豊泉町
豊泉136-1 070-2689-7324

ベリｰ摘み
※土日祝　10時～16時
カフェ
※土日祝　11時～16時
手ぶらBBQ
※毎日 　11時～16時

要問合せ ベリーの収穫 1,800 

一般社団法人
噴火湾とようら観光協会

虻田郡豊浦町字旭町
21番地2 JR豊浦駅2階 0142-83-2222 8:45～17:30 土日祝

※体験自体は休日も予約可

あなたの知らないホタテの世界 9,900 
お手軽♪セリ見学ツアー 1,000 
噴火湾ピカムイツアー（クルーズ） 99,000 
お手軽♪小幌駅周辺散策ツアー 6,300 
サケ遡上見学＆イクラづくり体験 24,860 

洞爺湖町

エゾップランド柴田屋              虻田郡洞爺湖町
洞爺湖温泉町45 0142-75-2275 8:00～21:00

（冬期8:30～20:00） 無

無人島トレッキング 60 2,160 
科学館見学と被災現場見学ツアー 60 6,000 
洞爺湖乗馬教室（雨天代案可） 30 5,400 
洞爺湖カヌー 60 5,400 
尻別川下り 100 5,400 
洞爺湖フィッシング教室 50 1,620 

レイク・トーヤ・ランチ 虻田郡洞爺湖町月浦44 0142-73-2455 9:30～16:30 4-10月無休、11-3月火曜

引き馬子供トレッキング 3 1,080 
レイクヒルトレッキング 3 12,100 
winterアドベンチャートレッキング 3 12,100 
レイクトレッキング 6 6,050 
winterレイクトレッキング 6 6,050 
ファミリートレッキング 3 6,050 
winterファミリートレッキング 6 6,050 
団体メニュー 40 6,050 

洞爺ガイドセンター 虻田郡洞爺湖町洞爺町
193-8 0142-82-5002

巨木の森探検 8 7,000 
洞爺湖カヌー　ショートツーリング 4 6,000 
冬の洞爺・絶景をめぐる 4 9,000 
中島探検 20 5,500 
洞爺湖スノーシューツアー 4 7,000 

佐伯農園 虻田郡洞爺湖町洞爺町 0142-82-5474 7月上旬～7月末 無 サクランボ・ミニトマト狩り 100 1,000 
洞爺財田
自然体験ハウス

虻田郡洞爺湖町財田
3番地 0142-82-5999 9:00～17:00 毎週月曜（祝祭日の場合は翌

日）、年末年始
ガイドウォーク 40 5,000 
ネイチャーゲーム 40 200 

レークヒル・ファーム   虻田郡洞爺湖町花和
127 0120-83-3376 夏期  9:00～18:00

冬季　9:00～17:00 無 酪農体験 40 1,320 

ハーバルランチ 北海道虻田郡洞爺湖町
月浦44 090-1529-0438 10:00～15:30（6～10月） 毎週火曜

ハーブティ作り 40 700 
ハーブウォーター抽出 20 3,000 
ダッチオーブン体験 20 3,000 

洞爺トイボックス 虻田郡洞爺湖町洞爺町
224 0142-87-2355

8:30～18:00
※ツアｰ中や体験メニュｰを

中止している場合は、店舗
を閉めています

木曜日
冬季休業期間: 
11月～4月中旬

モーニングカヌー 4 6,600 
お気軽プチ☆カヌー 10 5,500 
スイーツカヌー 6 11,000 

壮瞥町

森と木の里センター 有珠郡壮瞥町字東湖畔
3-1

0142-66-2121
（壮瞥町役場総
務課）

13:00～17:30（原則） 月曜日 天体観測 20 要問い合わせ

農業体験学習　壮瞥町
字滝之町の果樹園

（全部） 
有珠郡壮瞥町字滝之町
の果樹園（全部）

（代表）
0142-66-2333 果樹園により異なる 果樹園により異なる 農業体験学習 150 1,080 

オロフレキャンプ場・
スキー場

有珠郡壮瞥町字弁景
204－5 0142-65-2323 9:00～16:00 バナナボート 6 1,000 

白老町 白老体験協会
「コロポックル」 白老郡白老町東町2-5-5 0144-82-2366 9:00～18:00

帆掛け船 92 2,805 
筏乗り 120 2,805 
渓流魚つかみ取り 300 1,760 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

胆振 白老町 白老キャンプフィールド
「ASOBUBA」 白老郡白老町森野98-1 080-1899-5151 チェックイン　12:30

チェックアウト　11:00 不定休

キャンプ 400 2,000 
山菜狩り 400 0 
自然観察 400 0 
バードウォッチング 400 0 
天体観測 400 0 
スノーモービル（予定） 10 要問い合わせ
かまくら作り 10 要問い合わせ

日高

日高町

国立日高
青少年自然の家 沙流郡日高町字富岡 01457-6-2311 8:30～17:15 12月28日～1月4日

キャンプファイヤー 280 5,700 
火おこし 100 1,520 
たき火 200 650 
薪割り 650 
Ｓｕｎ太ビンゴ 0 
歩数計ウォークラリー 40 0 
ワイルドウォーク 40 0 
ひだからハンター 40 0 
デジカメフォトラリー 0 
野外炊事 100 500 
星座観察 0 
ナイトハイク 0 
傘でキラキラキャンドル 100 0 
キャンドルファイヤー 470 
キャンプ 200 0 
ハイキング 40 0 
フライングディスクゴルフ 40 0 
サイクリング 40 0 
パークゴルフ 20 0 
ラフティング 80 0 
ボディラフティング 80 0 
沢登り 80 0 
スノーラフティング 40 0 
ゲレンデスキー 0 
スノーシューハイク 40 0 
そり・チューブすべり 10 0 
イグルー作り 40 0 
雪合戦 40 0 
雪像づくり 40 0 
スノーキャンドルづくり 0 
歩くスキー 0 

ＨＯＡ北海道アウトドア
アドベンチャーズ

沙流郡日高町字千栄
132 01457-6-2668 8:30～19:30 4月末～10月末

シｰズン中は無休

ラフティング 100 6,600 
ブリッジスイング 15 6,600 
キャニオニング 15 6,600 
カヤック 8 6,500 
ジップライン 30 5,500 
SUP 15 6,600 

アラビラン
ホースプランテーション

沙流郡日高町字富岡
452番地の1 01457-6-2182 9:00～17:00 不定休

体験乗馬（上級者） 6 120,000 
体験乗馬（団体） 6 20,000 
体験乗馬（個人） 6 12,000 
牧場見学及び馬とのふれあい体験 1,500 

日高地域活性化協議会 沙流郡日高町本町
東3丁目299番地の1 01457-6-2008 9:00～18:00 年末・年始 ひだからエコウォーク（冬期間はスノーシュー） 20 2,000 

自然考房
Nature Designing

沙流郡日高町字日高
197-2 090-6137-0958 9:00～17:00 毎週水曜日

オーダーメイドプログラム（日帰り/宿泊） 6 要問い合わせ
滝めぐりガイドウォーク 6 4,500 
手ぶらで本格アウトドア料理 6 6,000 
朝の雲海ウォッチング 6 2,000 
夜の動物ウォッチング 6 2,000 
渓流ルアーフィッシング 5 7,500 
シャワークライミング 6 5,000 
スノーシュー体験 6 3,500 
氷瀑スノーシュートレッキング 6 5,000 
馬とふれあうスノーシューハイク 6 6,000 
スノーピクニック 6 4,500 
スノースクート体験 5 3,000 

新冠町

にいかっぷホロシリ乗馬
クラブ

新冠郡新冠町字西泊津
26番地 0146-47-3351 9:00～17:00 年末年始

（12月26日～1月7日）

オーシャントレイル 21,000 
駈歩ロングコース 15,500 
速歩ロングコース 12,500 
林間駈歩コース 10,500 
常歩ロングコース 10,500 
林間速歩コース 8,500 
体験トレッキング 7,500 
林間常歩コース 7,500 
乗馬レッスン 4,000 
曳き馬 1,500 

遊馬ランド
グラスホッパー

新冠郡新冠町字古岸
111-1 0146-49-5511 日の出～日没 無

エドウィンダンエンデュランスコース 30,000 
新冠飛行場大展望コース 6 28,000 
ゆったり半日スローコース 6 23,000 
憧れの静内浜プチ旅コース 6 23,000 
初心者トレッキング 6 17,000 
河原・森林浴コース 6 17,000 
曳き馬 2 6,000 

新ひだか町

ライディングヒルズ静内 日高郡新ひだか町静内
真歌7-1 0146-42-1131

火曜日～土曜日
10:00～17:00まで　
日曜・祝日10:00～16:30

（乗馬受付は営業時間の30
分前まで）

月曜日（但し月曜日が祝日の
場合は翌日）
12月30日～翌年の1月6日

乗馬指導（トレッキング） 3,160 
乗馬指導（初心者） 2,370 
乗馬指導（経験者） 1,580 
体験乗馬 660 
ポニー乗馬（3歳～小学3年生まで） 310 

三石海浜公園
ふれあいビーチ

日高郡新ひだか町三石
鳧舞132ｰ2 0146-34-2588 7月1日～8月31日

8:45～17:00 無
昆布採り体験 500 
デイキャンプ（日帰り） 1,230 
キャンプ 3,140 

三石海浜公園
オートキャンプ場

日高郡新ひだか町三石
鳧舞161-2 0146-34-2333 4月第4土曜日～9月30日　

8:45～17:00 無
オートキャンプ 6,410 
バンガロー 8 13,220 

浦河町

うらかわ優駿ビレッジ
「ＡＥＲＵ」

浦河郡浦河町西舎
141-40 0146-28-2111 9:00～15:30 無 ホーストレッキング 45,000 

Richez Hill's 浦河郡浦河町上杵臼46 0146-28-1666 5:30～（搾乳体験）ほか 無
搾乳体験 50 2,500 
牛の飼養管理体験 50 500 
カヌー 4 0 

浦河観光協会 浦河郡浦河町大通2丁目
27番地 0146-22-3200 9:00～18:00 不定休 オオワシ・オジロワシウォッチング 6 5,500 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

日高

浦河町 GUEST HOUSE まさご 浦河郡浦河町堺町
東1丁目11-1 0146-22-2645

併設するラｰメン店
11:30～21:30

（銭湯は15:00～22:00）
不定休

渓流釣り 5 10,000 
野鳥観察 要問い合わせ
山菜採り 要問い合わせ

様似町

アポイ山麓ファミリー
パークキャンプ場

様似郡様似町字平宇
479-7 0146-36-2119 受付時間 

9:00～17:00 なし

アポイ岳登山 15 8,000 
様似山道フットパス 15 6,000 
様似八景フットパス 15 5,000 
町あるき 15 4,000 
アポイ岳森林浴 15 4,000 

親子岩ふれ愛ビーチ海
水浴場・キャンプ場 様似郡様似町西町 0146-36-2119 遊泳可能時間

10:00～16:00 なし キャンプ 600 

えりも町

短角王国　高橋ファーム 幌泉郡えりも町
字えりも岬406-1 01466-3-1129 9:00～17:00（レストラン） 日曜日、月曜日（レストラン） 牛舎・牧草地見学 10 0 

襟裳岬「風の館」 幌泉郡えりも町字東洋
366-3 01466-3-1133

5～8月　9:00～18:00
9・10・11・3・4月 9:00～
17:00

12、1、2月は冬期休館（但し、
元旦の5:00～8:00は開館）

えりも風体験 30 要問い合わせ

ゼニガタアザラシウォッチング 20 要問い合わせ

クリフカヤックス
（クリフハウス・柳田旅館）

幌泉郡えりも町
字えりも岬 01466-3-1088 8:00～16:00 特に無

ウミボーズコース 14 10,500 
歴舟ツアー 10 10,500 
まる秘リバー 10 10,500 
ビギナーな川 10 10,500 
トッカリコース 14 8,400 
パップコース 14 5,250 

渡島

函館市

函館市
青少年研修センター
ふるる函館

函館市谷地頭町5-14 0138-23-5961 9:00～21:00
月曜（月曜が祝日の場合は
その翌日も）、祝日、年末年始

（12月29日～1月3日）

創作プログラム、ニュースポーツプログラム、科学
実験プログラム、妙心寺座禅体験、函館公園ウォー
クラリーなど

要問い合わせ

はこだてみらい館 函館市若松町20-1
キラリス函館3階 0138-26-6000 10:00～20:00 毎月第2水曜日

巨大高精細ディスプレイによる各種体験コンテン
ツ，円筒状のスクリーンによる観光スポットめぐり，
各種プログラミングワークショップ，最先端の機材
を使ったデジタル工作，様々な地球環境データをリ
アルタイムで確認できるインタラクティブ地球儀

30 300 

福島町  岩部クルーズ
松前郡福島町字岩部65
番地1

（岩部地区交流センタｰ）

0139-46-7822
（一般社団法人
福島町まちづく
り工房）

8:00～17:00  10月中旬～4月中旬 岩部クルーズ 11 3,000 

木古内町 木古内まちづくり体験
観光推進協議会 

上磯郡木古内町字本町
525 01392-6-7357

地引き網体験 80 3,000 
BBQ体験（ジンギスカン、ホタテ飯、イカ焼き） 60 3,000 
カキ・ホタテ養殖体験 60 2,000 
搾乳体験・家畜世話体験 80 2,000 

七飯町

大沼合同遊船株式会社 亀田郡七飯町字大沼町
1023-1 0138-67-2229

8:00～17:00 （7月～8月
は8:00～18:00）、（冬期間
8:30～16:30）

なし

モーターボート 4,800 
氷上わかさぎ釣り 1,600 
ボートオリエンテーリング 150 1,500 
手漕ぎボート 3 1,500 
ペダルボート 6 1,500 
氷上スノーモービル 1,500 
島めぐりそりツアー 1,500 
遊覧船 1,100 

イクサンダー
大沼カヌーハウス

亀田郡七飯町字大沼町
22-4 0138-67-3419 8:30～18:00 なし

「ヒゲさん」と遊ぼう！ 6 20,000 
「ヒゲさん」貸し切り 20,000 
クロスカントリースキーツアー・テレマークスキーツ
アー・スノーシューツアー（5時間） 8 8,000 

駒ヶ岳登山 8 5,000 
カヌーツアー（個人向け） 20 4,000 
クロスカントリースキーツアー・テレマークスキーツ
アー・スノーシューツアー（2時間） 10 4,000 

カヌー体験（団体向け） 20 2,500 
駒ヶ岳登山（団体） 40 1,500 

農業生産法人石井農場 亀田郡七飯町字鳴川
5丁目349-5 0138-65-2880 4～10月　10:00～17:00  

11～3月　10:00～16:00
月・火曜（4～10月期は祝祭
日の場合営業します。） ブドウ収穫体験 1,080 

ペンション風 亀田郡七飯町字大沼町
215 0138-67-3933 9:00～日没 なし 大沼ネイチャーガイドツアー 3,500 

築城果樹園 亀田郡七飯町鳴川4丁目
297 0138-65-4763 9:00～17:00 不定休

（収穫シｰズンは無休）

さくらんぼ狩り 1,000 
いちご狩り 800 
ブルーベリー・プラム狩り 800 
もも狩り 800 
プルーン・りんご狩り 600 

清香園 亀田郡七飯町鳴川1丁目
4－10 0138-65-2458 9:00～18:00 7月～3月まで無休。

りんご・ぶどう・プルーン狩り 1,000 
さくらんぼ狩り 1,000 

東大沼キャンプ場 亀田郡七飯町字東大沼
0138-47-9439
渡島総合振興局
環境生活課

24時間 なし キャンプ場 0 

函館七飯スノーパーク 北海道亀田郡七飯町
東大沼666 0138-67-3355 09:00～16:00

スノーマウント 10 4,800 
スノーシュー 10 8,000 
ピークツアー 10 4,800 

カヌーイースト大沼 七飯町字大沼816-20 090-6218-6013 相談に応じる。 無し
カナディアンカヌー　　昼 120 2,300 
カナディアンカヌー　　夜 7,500 
10人乗りカヌー 10 2,300 

函館スカイパーク
はやぶさ

七飯町東大沼666
函館七飯ゴンドラ
ゲレンデ内

メｰルにて連絡し
た後、電話番号
の連絡あり。

午前の部
9:30～11:30
午後の部
13:00～15:00

不定休
雨、強風などの天候の悪い日
はレッスン、その他中止にな
る可能性あり。

パラグライダー 4 10,000 

大沼国際交流プラザ 七飯町大沼町85-15 0138-67-2170 8:30～17:30 年末年始 ネイチャーガイド 8 2,000 

鹿部町

しかべ間歇泉公園 茅部郡鹿部町字鹿部
18-1 01372-7-5655

3月20日-11月30日まで
【月～木】09:00～17:00
【金～日・祝】08:30～18:00
12月1日-3月19日まで

【月～木】10:00～15:00
【金～日・祝】09:00～18:00

3月20日-11月30日無休
12月1日-3月19日毎週水曜日 
年末年始の休館はHPをご確
認下さい  

しかべ間歇泉わくわくサンデー！! 300 

鹿部温泉観光協会 茅部郡鹿部町字鹿部
18-1 01372-7-3500 9:00～17:30

手ぶら漁港釣り体験 40 3,000 
駒ヶ岳山麓リゾート森あるき 20 3,000 
鹿部漁港案内 40 1,000 
船釣り体験 20 10,000 
ほたて漁業体験 20 3,000 
刺網 漁業体験 20 8,000 
昆布漁業体験 20 3,000 
鮭の遡上見学 40 1,000 
秋味釣り体験 20 10,000 
ごっこ漁業体験 20 8,000 
昆布漁業体験（船上） 20 10,000 

八雲町 熊石青少年旅行村 二海郡八雲町熊石平町
145 01398-2-3716

シｰズン営業
4月下旬～9月末
チェックイン　14:00
チェックアウト翌日　10:00

無 キャンプ 要問い合わせ

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

渡島

八雲町

噴火湾パノラマパーク
ＰＦＩ株式会社
オートリゾート八雲

二海郡八雲町浜松
368-1 0120-415-992 9:00～17:00 （要相談） 開設期間である4月中旬～

11月上旬は、無休

ピザ作り 50 2,000 
ダッチオープン 50 1,500 
星空観察 30 300 

Yakumo Village 北海道二海郡八雲町
末広町30 0137-66-5526 8:30～20:00 無休

軟白ネギの収穫体験＆BBQ 10 3,500 
ホタテの耳吊り体験 8 3,500 
八雲名所巡りツアー 10 3,000 

長万部町 長万部町観光地域づくり
協議会

山越郡長万部町字
長万部453番地1
長万部町役場内（事務局）

01377-2-2455 8:30～17:15 土・日・祝日、12/31～1/5

着物の着付け体験　着付けをしたあとに、町内名所
で写真撮影ができます。 3 13,000 

酪農家の暮らしぶり体験　子牛への授乳や餌やりの
ほか、広大な牧草地でゆったり体験などができます。 5 6,000 

釣り体験 5 5,000 
雪遊び体験　秘密の場所でそり遊びを中心に新雪
を楽しみます。 5 5,000 

野菜収穫体験 5 5,000 
地域のイベント参加も斡旋いたします。 要問い合わせ

檜山

上ノ国町
探鳥小屋 檜山郡上ノ国町字大留 0139-55-3585 午前9時～午後5時 無 野鳥観察体験 40 0 
天の川ふれあい広場
パークゴルフ場

檜山郡上ノ国町字大留
（探鳥小屋に隣接） 0139-55-3585 午前9時～午後5時 無 パークゴルフ 40 200 

厚沢部町

厚沢部町
農業活性化センター

檜山郡厚沢部町鶉町
853 0139-65-6061 午前9時～午後3時 土・日曜日・祝日 いもほり 1,000 

レクの森
土橋自然観察教育林 檜山郡厚沢部町緑町 0139-64-3312 無 自然観察 要問い合わせ

レクの森キャンプ場 檜山郡厚沢部町緑町
18-1 0139-64-3312 8:30～17:00 無

キャンプ（日帰り） 1,200 
キャンプ（宿泊） 2,400 

鶉ダムオートキャンプ場　
ハチャムの森

檜山郡厚沢部町字木間
内60-1 0139-65-6886 9:00～20:00 無

キャンプ（日帰り） 要問い合わせ
キャンプ（宿泊） 要問い合わせ

乙部町 元和台海浜公園
「海のプール」

爾志郡乙部町
字元和地区 0139-62-2871 午前9時～午後4時半 無（荒天時は閉鎖）

ウニ、ツブ、ホタテ手づかみ体験 100 100 
ホタテ磨き体験 10 3,000 
ホタテ磨き体験 20 500 

奥尻町

奥尻島観光協会
奥尻郡奥尻町字奥尻
309-2
奥尻港フェリｰタｰミナル内

01397-2-3456 9:00～17:00 ※ 奥尻街歩きガイド（フットパス奥尻コース） 9 2,500 

奥尻ゲストハウス～
imacoco～

奥尻郡奥尻町字湯浜
100 090-3237-8988 宿泊施設のため特に定め無し 無休

テントサウナ 6 27,000 
SUP・Kayak体験 7 10,000 
ブナ林原生林ガイドツアー 7 5,000 
ファットバイク 3 5,000 

Old River 奥尻郡奥尻町字奥尻
752 090-9085-1882 9:00～18:00

（ご予約・お問い合わせ時間） 不定休 シーカヤック＆クリアカヤック・
シュノーケリング体験ツアー 4 5,000 

民宿木村さん家 奥尻郡奥尻町字球浦
143 01397-2-2552 宿泊施設のため特に定め無し 無休

磯釣りガイド 3,000 
奥尻島夜景ガイド 7 1,500 
奥尻の海遊び体験 6,000 

せたな町

北檜山グリーンパーク・
バークゴルフ場

久遠郡せたな町
北檜山区豊岡 0137-86-0530 午前8時30分～

午後5時00分 無 パークゴルフ 1 310 

せたな青少年旅行村 久遠郡せたな町瀬棚区
西大里11 0137-87-3819

チェックイン　13時～
チェックアウト　10時まで
管理棟営業時間
午前8時30分～
午後5時00分

無 キャンプ 1,260 

真駒内ダム公園
キャンプ場

久遠郡せたな町北檜山区
松岡158ｰ1 0137-84-5111 チェックイン　13時～

チェックアウト　10時まで 無 キャンプ 730 

上川

旭川市

果実の森 南果樹園 旭川市東旭川町倉沼
155 0166-36-3860 10:00～16:00 くだもの狩りシｰズンは無休

サクランボ狩り体験 1,000 
ぶどう狩り体験 1,000 

河田果樹園 旭川市神居町富沢4
（観音台） 0166-62-6233 9:00～17:00 無休 さくらんぼ狩り体験 50 1,000 

株式会社 谷口農場 旭川市東旭川町共栄
255番地 0166-38-6336

6月～8月　9:00～17:00　
その他の期間
10:00～16:00

不定休 トマト収穫体験 464 

ちびっこスキー場 旭川市花咲町3丁目　
（スタルヒン球場内） 0166-52-1934

10:00～16:00
（悪天候の場合は休館するこ
とがあります。）

12月31日～1月1日
タイヤチューブ滑り 0 

雪の迷路 0 

カムイスキーリンクス 旭川市神居町西丘112 0166-72-2311 9:00～17:00
※ナイタｰ営業はなし シｰズン中は無休 スキー、スノーボード、スノースクート、ボブスレー 3,100 

旭川サンタプレゼント
パークマロースゲレンデ

旭川市神居町富岡
555番地の2 0166-63-3232

9:00～21:00
※天候その他の状況により

変更する場合有）
無休 スキー、スノーボード、ソリ（レンタル有） 要問い合わせ

カムイの杜公園
キャンプ場

旭川市神居町富沢125
番地 0166-63-4045 9:00～17:00 無休

キャンプ（宿泊） 300 
キャンプ（日帰り） 200 

春光台公園キャンプ場 旭川市字近文6線3号 0166-52-0694 9:00～17:00 無休
キャンプ（宿泊） 300 
キャンプ（日帰り） 200 

西神楽公園キャンプ場 旭川市西神楽南1条
1丁目 0166-75-3669 9:00～17:00 無休 キャンプ（宿泊・日帰り） 0 

神楽岡公園
少年キャンプ村 旭川市神楽岡公園 0166-65-5553 9:00～17:00 無休 キャンプ（宿泊・日帰り） 0 

士別市

世界のめん羊館 士別市西士別町5351　 0165-23-1582 4～9月　9:00～17:00
10～3月　10:00～16:00 12月31日～1月4日 羊の毛刈り 0 

スノーモビルランドイン
士別（ゴルフ場コース）

士別市東8条15丁目　
士別同友会カントリｰクラブ 0165-23-1281 1月中旬～3月上旬の 

10:00～16:00
毎週土・日及び祝祭日のみ営
業（平日の団体受入可:詳細
打合せ）

スノーモビルの乗車 3,000 

岩尾内湖白樺キャンプ場 士別市朝日町岩尾内
0165-28-2880

午後4時まで
対応

5月1日～9月30日
管理人駐在時間　
9:00～16:00

（7、8月は9:00～17:00）
キャンプ 0 

天塩岳 士別市朝日町茂志利 6月～10月中旬 登山,トレッキング、山菜採り 0 

焚き火キャンプ場ペコラ 士別市東4条21丁目
473-103 080-5152-3619

夏季営業
4月末～10月末
冬季営業
12月中旬～3月中
チェックイン: 
14:00～17:00
チェックアウト: 11:00

キャンプ 2,800 

名寄市

名寄市北国博物館 名寄市字緑丘222 01654-3-2575 9:00～17:00
（入館は16:30まで） 毎週月曜日、年末年始

自然観察 30 0 
カンジキ体験 30 0 

なよろ市立天文台
きたすばる 名寄市字日進157-1 01654-2-3956

13:00～21:30
（4月～10 月）
13:00～20:00

（11  月～3月）

毎週月曜日、祝日の翌日（日曜
日および土曜日を除く）、年末
年始（12月30日～1月6日）

天体観望会 410 

デジタルプラネタリウム 50 410 

名寄ピヤシリスキー場 名寄市日進 01654-2-1180 9:00～16:30(ナイタｰ営業
時: 9:00～20:30)

毎週、日、月、火、水ナイタｰの
み運休、12月31～1月2日ナ
イタｰのみ運休

スキー体験 3,000 

森の休暇村
オートキャンプ場 名寄市日進 01654-3-9555 8:00～17:00 年末年始 キャンプ(森の休暇村) 20,000 

サンピラー交流館 名寄市日進147-2 01654-3-9826 10:00～22:00 12月29日～1月1日 カーリング(サンピラー交流館) 1,400 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

上川

名寄市 NPO法人　なよろ観光
まちづくり協会

名寄市東1条南7丁目
1-10 01654-9-6711 9:00～17:30　平日

9:00～17:00　土日祝 年中無休（年末年始は除く）

もち米農家のもちつき＆もちパーティー 10 12,000 
エコモビリティ体験
(日本第4位の長大河天塩川カヌー&サイクリング) 5 10,000 

パウダースノーサファリ
(ガイド付スノーモービル体験) 10 12,000 

雪遊びと寒締めホウレンソウ収穫体験 2,000 
ミニトマト収穫体験 20 1,500 
サバイバルゲーム体験（半日） 20 2,000 
サバイバルゲーム体験（終日） 20 10,000 
農園で収穫体験＆ピザ作り 10 3,500 

富良野市

富良野ネイチャークラブ 富良野市北の峰町
10-22 0167-22-1311 9:00～18:00 特に無

熱気球フリーフライト体験 2,700 
シーソラプチラフティング 2 4,300 
のんびりプライベートラフティング 7 30,000 
パックラフト(のんびりパック) 8,000 
渓流釣り＆バーベキュー 6,500 

レジャーガイド遊び屋 
富良野市新富町3-113

（本社）
富良野市学田三区

（ツアーオフィス）
0167-22-0534 8:00～20:00 期間中無休

熱気球係留フライト 20 2,750 
熱気球フリーフライト 20 19,000 
パレセーリング 1 5,000 
ラフィティング 8 7,100 
ファミリーラフティング 5,500 
ダッキー(2人乗り) 7,100 
フィッシング 80 5,500 
キャニオニング 80 7,100 
わかさぎ釣り 40 5,500 
ウィンターラフィティング 8,500 
化石採取ツアー 50 4,950 
サバイバル体験ツアー 5,500 
火おこし＆カートンドック 2,500 
MTBサイクリング 5,500 
電動自転車ガイドツアー 7,560 
四輪バギー 2,400 
北の国からツアー(石の家でキャンドル作り) 5,500 
ナイトウォッチング 2,750 
昆虫採取ツアー 4,950 
テントサウナ 18,000 
スノーモービル 5 32,000 
3ｋｍ周回コース 3,500 
バナナボート 100 2,600 
スノーラフィティング 100 2,600 
チュービング 50 1,300 
kidsモービル＆kidsバギー 1,500 
スノーシュートレッキング 5,500 
ナイトウォッチング 2,750 

星人の宿ペンション和田 富良野市麓郷別天地 0167-29-2468  宿泊: チェックイン15:30～
チェックアウト9:30 不定

グリーンアスパラ収穫体験 10 500 
羊ふれあい体験 20 0 
季節の野菜収穫体験 5 0 

フライングドルフィンズ 富良野市清水山 0167-23-1421 9:00～21:00 不定休

空知川ラフィティング 60 6,500 
ファミリーラフィティング 20 6,000 
ダッキー 10 8,500 
キャニオニング 50 6,800 
カナディアンカヌー半日 6,000 

フラノトレッキング
サポート遊馬 富良野市中御料4線 0167-23-5110 夏季　8:30～17:00

冬季　9:00～15:00 無休（雨天休業）
乗馬（引き馬） 5 3,000 
乗馬（林道トレッキングコース） 15,000 
犬ぞり 4,000 

山部＠まるごと体験村 富良野市山部南町6番
27号 080-5725-2843 9:00～17:00 年中無休 自然観察 1,500 

富良野自然塾 富良野市下御料 0167-22-4019 9:00～17:00 年中無休
森の散策 20 2,500 
スノーシューツアー 10 3,000 

鷹栖町 ムーンライトレディース 上川郡鷹栖町19線16号
1番地

0166-87-3999
（村上）

090-2051-3874
9:30～16:00　（おおよそ） 基本冬季間のみ営業

不定休
犬ぞり体験、スノーシュー散歩
ファットバイク（雪上で走行可能な自転車） 4 6,300 

東神楽町
ひがしかぐら森林公園 

【ひがしかぐら森林公園
スリードーム屋内パーク
ゴルフ場】

上川郡東神楽町25号
  　　　　　 0166-83-7789

8:30～17:00
（11月上旬～4月中旬）
（4月中旬～11月上旬の雨天日
一部コｰス開放）

年末年始
4月中旬～11月上旬 フィールドレジャー 1,000 

当麻町 当麻鍾乳洞 上川郡当麻町開明4区 0166-84-3719 9:00～17:00 10月下旬～4月休館 1日1組限定貸し切りツアー 5 要問い合わせ

比布町

比布町いちご狩り連絡会 比布町北町1丁目2-1 0166-85-2111 8:00～日没
（一部6:00から営業） 無休 いちご狩り 1,000 

良佳村内ぴっぷスキー場 比布町北7線17号 0166-85-3056 9:00～21:00（ナイタｰ営業
は、12月中旬～2月末） 無休

テニス 600 
パークゴルフ 300 
キャンプ場 200 
スキー 3,200 
バギー体験 50 1,500 
バナナボート（モービルで牽引） 50 1,500 
気球 80 3,500 

愛別町

カートランド ＡＲＫ 上川郡愛別町字金富 090-4877-2653
090-1384-6755

10:00～17:00 （土日祝祭
日は9:00～17:00）

毎週月曜日（祝祭日の場合
は、火曜日）、木・金曜日は要
予約

レーシングカート 2,000 

きのこの里あいべつ
オートキャンプ場 上川郡愛別町字愛山 01658-7-2800

チェックイン
13:00～19:00
チェックアウト
7:00～11:00

無（冬期間利用不可） キャンプ 要問い合わせ

きのこの里
パークゴルフ場 上川郡愛別町字中央 080-5585-2827 8:00～17:00 無（冬期間利用不可） パークゴルフ 200 300 

あいべつ体験農園 上川郡愛別町字北町 01658-6-5111 常時開放（要問合せ） 無（冬期間利用不可） 農業体験 3,000 

上川町

層雲峡ビジターセンター 北海道上川郡上川町
字層雲峡 01658-9-4400 8:00～17:30

(冬季9:00～17:00)
6月～10月:無休
11月～5月:毎週月曜日休館 自然観察会 7 0 

層雲峡オートキャンプ場 北海道上川郡上川町字
清川

01658-5-
3368、営業日
以外01658-2-

1811

管理人常駐
（9時から12時の間は清掃作
業中につき管理棟不在）

サマｰシｰズン（5月～10月）:
無休
ウインタｰシｰズン（12月上旬
～3月下旬）月～木曜日が休
み

キャンプ 500 

層雲峡パークゴルフ場 北海道上川郡上川町
字清川 01658-5-3824 8:00～17:00 無休

（11月中旬～4月は冬期休業）パークゴルフ 500 

ALPINE RIVER 
GUIDES

北海道上川郡上川町
字日東439-8 01658-2-1253 9:00～17:00 無休

（11月～4月は冬季休業） ラフティング 7,000 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

上川

東川町

（有)アグリテック 上川郡東川町西町2丁目
2-17 0166-82-0800 9:00～18:00 日曜・祝日(事務所)

マチなかガイド 10 3,000 
ネイチャーガイド 8 30,000 
インバウンド向け体験（日本文化体験） 10 2,000 
国際交流体験 10 2,000 
カヌー体験 8 6,000 
農業体験 100 4,000 
ファームステイ体験 300 15,000 
SDGｓテーマ別体験 300 5,000 
森林体験 10 3,000 
写真撮影（写真現像体験） 5 5,000 
水育ツアー 100 3,000 
乗馬体験 5 6,000 
電動キックボードガイドツアー 4 5,000 
サイクリングガイドツアー 4 5,000 
スノーシュー体験ガイドツアー 10 10,000 
スキｰ体験ガイドツアー 4 15,000 
スノースクートガイドツアー 4 5,000 
電動キックボードレンタル 5 3,000 
レンタサイクル 4 3,000 
スキーレンタル 10 4,000 
スノースクートレンタル 20 1,000 
スノーシューレンタル 20 1,000 
防寒ウェア等レンタル 20 2,000 

キャンモア
スキービレッジ

上川郡東川町西5号北
44番地 0166-82-5001 9:00～20:30

(ナイタｰ営業:16:30～) スキー・スノーボード・各種レンタル 8,000 

Natures 上川郡東川町東町2丁目 050-1485-4613
090-1528-1037

夏山ガイド(日帰り) 12 48,000 
夏山ガイド(山旅) 4 18,000 
SUP(スタンドアップパドル)ツアー 4 6,000 
スノーボード＆スキー　ライディングガイド 4 10,000 
スノーシュートレッキング 7 15,000 

旭岳青少年野営場 上川郡東川町勇駒別 0166-97-2544 キャンプ 500 
キトウシ森林公園
家族旅行村

上川郡東川町西5号
北44番地 0166-82-2632

パークゴルフ 1,000 
キャンプ 300 

NPO法人大雪山
自然学校

上川郡東川町西4号
北46番地 0166-82-6500 原則【月～金】

9:30～16:00 原則土日祝日

旭岳姿見の池トレッキング 20,000 
スノーシュートレッキング 要問い合わせ
ナキウサギ観察ツアー 3 35,000 
フクロウの棲む森バードウォッチング 3 35,000 
キトウシの森散策 2,500 
教育(修学旅行)・研修プログラム 要問い合わせ
幼児・小学生自然体験 要問い合わせ

美瑛町

BURAハウス 上川郡美瑛町上宇莫別
拓殖 0166-92-7045 10:00～16:00 不定休 農業体験 10 要問い合わせ

ぜるぶの丘 上川郡美瑛町大三 0166-92-3160 8:30～17:00 不定休 バギー体験 50 500 
ペンションウィズユー＆
四季彩の丘 上川郡美瑛町字新星第1 0166-95-2758 無休

スノーモービル 35 1,200 
スノーラフティング（一周通常コース） 800 

辻さくらんぼ園 上川郡美瑛町大久保
協生 0166-92-4482 9:00～16:00 要問い合わせ さくらんぼ狩り 800 

ガイドの山小屋 上川郡美瑛町美馬牛
南1丁目5-52 0166-95-2277 8:00～18:00 雨天休業 十勝岳ダウンヒル－十勝岳～美瑛の丘 5 6,000 

国設白金野営場 上川郡美瑛町字白金
【6月～9月】

0166-94-3209
【10月～5月】
0166-92-4321

9:00～19:00 開設期間中無休
キャンプ（日帰り） 300 300 

キャンプ（宿泊） 300 400 

上富良野町

ガーデンカフェ＆
ペンション
ウッディ・ライフ

空知郡上富良野町西9線
北34号 0167-45-6810 11:00～18:00 （7月・8月は

11:00～15:00）

ペンションゲストハウス・
観光施設ピラミッド（無休）
ガｰデンカフェ

（7月・8月休み）
バーベキュー体験 10 2,500 

Café YAMAICHI 空知郡上富良野町西9線
北34号（深山峠） 0167-45-3157 10:00～17:00（4月・10月）

10:00～17:30（5月～9月）
水曜日
※11月～3月はカフェ休業

サイクリングツアー（1日） 8,580 
サイクリングツアー（半日） 6,380 
アスパラ収穫体験 2,300 
収穫体験付き朝ごはん 8 2,300 

中富良野町 ファームイン富夢 空知郡中富良野町東4線
北14号  0167-44-3770

12:00～13:00、18:30～
21:00に電話又はFAXで連
絡下さい

不定休
子牛の哺乳・牛の飼育 12 0 

季節野菜の収穫等農業体験 12 0 

南富良野町

北海道アドベンチャーツ
アーズ（hat!）

空知郡南富良野町
字北落合308-6 0167-39-7810  8:00～20:00 無

Dog-Sled adventure 4 15,000 
シーソラプチ川ダッキー 8 6,300 
空知川ラフティング 50 5,250 
かなやま湖カヌー体験 30 3,150 

NPO法人
どんころ野外学校 空知郡南富良野町落合 0167-53-2171 9:00～20:00 無（元旦は休み）

空知川カヌーツアー 6 10,000 
トレッキング 20 8,000 
犬ぞりツアー 4 8,000 
スキー登山 10 8,000 
空知川ラフティングツアー 40 5,500 
スノーシューツアー 20 4,000 
カーリング 16 4,000 

ノース・リバー・アドベン
チャーズ（ＮＲＡ）

空知郡南富良野町
字落合155 0167-38-4150 8:00～19:00 無

キャオニング（中級コース） 30 8,000 
リバーブギ 14 7,000 
キャオニング（初級コース） 30 6,000 
ラフティング（空知川上流郡） 70 4,000 

岩永農場
（ふれあいファーム）

空知郡南富良野町
字北落合 0167-52-3220 9:00～18:00 無 芋掘り体験 100 要問い合わせ

リトル・トリー
（Little Tree） 

空知郡南富良野町
字金山400-1 0167-38-3373 8:00～20:00 不定休

プライベートキャンプ 6 38,000 
空知川川下りピクニック（ランチ付き 18 9,450 
ネイチャーラフティング 20 5,300 
ツリーラフティング 6 4,200 
おはようカヌーイング 10 3,150 
夕焼けカヌーイング 10 3,150 

みんなのアソビバ！おち
あい楽渓社

北海道空知郡
南富良野町落合178 090-6444-7572  8:00～17:00 不定休 ラフティング 14 5,000 

NPO法人グリーンス
テージ

空知郡南富良野町
字下金山1779番地 090-8903-3079 無 結びの森ツアー 10 6,500 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

上川

占冠村

星野リゾート　トマム 勇払郡占冠村字中トマム 0167-58-1111
（代表） エリアは24時間 定休日4月・11月に

休業期間有り

プレミアムエクスペリエンス 6 55,000 
デイスノーキャンピング 4 25,500 
ナイトスノーキャンピング 4 25,500 
とかち5スター1dayプログラム 12 21,500 
秋空の焚き火キャンプ 4 20,500 
イージースノーハイキング！！ 5 18,000 
とかちファミリー1dayプログラム 20 16,500 
秋の1dayフォレストツアー～マウンテンバイク＆カ
ヌー～ 16,000 

トマムポンドカヌー体験 3 10,500 
ワイルドキャニオニング 8 9,500 
サファリカートツアー 8 9,500 
モーモーカートで行くファーム体験ツアー 9,500 
十勝川ラフティング＆カヌー 8,000 
十勝でレイクＳＵＰチャレンジ！ 8 8,000 

「十勝ガールズ農場」まるごと食農体験ツアー 9 8,000 
鮭の燻製体験 6 8,000 
空知川ラフティング 21 7,500 
十勝川 kids スプラッシュ・クルージング 7,500 
焚火ウッドクラフト「ククサ」 10 8,000 
十勝川ラフティング 7,000 
2歳からできる川遊び優しいラフティング 6 7,000 
家族みんなでソラプチ川たんけん 14 7,000 
ファミリーリバーエクスペリエンス 20 7,000 
のんびりMTB 秋の落ち葉がり 6 7,000 
アウトドアクッキング 7,000 
のんびりカヌー 12 6,500 
秋萌のカヌーピクニック 6,500 
癒し系パワースポットでカヌー ～アイヌの口琴

（ムックリ）体験付～ 30 6,500 

ファミリーラフティング 6,000 
キッズラフティング 21 6,500 
家族みんなで森たんけん 6,000 
スノーシューハイキング＆森カフェ 6,000 
レイクピクニック アイスフィッシング 20 6,000 
わかさぎ釣り体験 15 6,000 
トマムポンドアイスフィッシング 24 4,000 
焚火ウッドクラフト「白樺のスプーン」 10 5,500 
モーニング・グローリー 12 5,000 
乗馬体験 3,500 
ツリーイング 3,500 
白銀の乗馬体験 3,500 
カートドライブ 5 3,000 
トマムスノーカート4200 30 3,000 
早朝熱気球フライト 100 2,500 
テニス 2,500 
フィッシングポンド 2,000 
トマムピクニック レギュラー 2,000 
キッズスノーモービル 1,700 
スレッジキャビン 1,700 
スポーツ放題セット 1,500 
雪原ソリパーク 1,500 
ストライダー 1,000 
トマム山 雲海登山 0 
雲海ガイド 0 
モーモーカートで行くランチピクニック 要問い合わせ
とまちゃり（マウンテンバイクレンタル） 要問い合わせ
とまちゃり（電動アシスト付き自転車） 要問い合わせ
大雪原スノーモービル 8,500 
バナナボート 要問い合わせ
スノーラフティング 要問い合わせ
トマムスノーカート4200 要問い合わせ
スノーモービルオフピステツアー 10 要問い合わせ
初めてのフライフィッシング&アウトドアコーヒー 3 15,500 
モッツァレラチーズ&ピザ作り体験 6 3,500 

株式会社　FUN 勇払郡占冠村字上トマム 0167-57-3535 アクティビティにより変動 無

スノーモービル（通常コース） 5,500 
渓流フィッシング 4,800 
ワカサギ釣り 4,500 
ラフティング（空知川コース・鵡川コース） 100 要問い合わせ

和寒町 南丘森林公園　 上川郡和寒町字南丘

0165-32-4151
（管理棟）

0165-32-2423
（和寒町役場商
工観光労政係）

5月上旬～10月下旬　　
キャンプ場: 
5月上旬～9月下旬

無休
（11月～4月は冬期休業）

カヌー、釣り 0 

キャンプ 要問い合わせ

剣淵町

けんぶち絵本の里
家族旅行村 上川郡剣淵町東町

0165-34-3535
（7月中旬から8
月・キャンプ場管
理棟）
0165-34-2121

（剣淵町役場町
づくり観光課）
0165-34-3100

（（株）レｰクサイ
ド桜岡）

無休

桜岡パークゴルフ場湖畔コース 100 
ワカサギ釣り 要問い合わせ
カヌー、カヤック 0 

キャンプ場 要問い合わせ

VIVAアルパカ牧場
（（株）ビバカンパニー）

上川郡剣淵町東町
3733番地 0165-34-3911

9:00～17:00（4月～10月）
（10:00～16:00（11月～3
月）

なし

スノーラクティング 4 500 
ラフティング 8 6,500 
エアボード 30 要問い合わせ
アルパカ飼育ミニ体験 7 要問い合わせ

下川町
NPO法人森の生活 上川郡下川町南町477 01655-4-2606

（体験申込先） 月～木10:00～17:00 毎週金曜日
祝祭日

ムーンウォーク（スノーシューイング） 15 1,000 
もりさんぽ 20 1,000 

NPO法人
しもかわ観光協会 上川郡下川町共栄町1-1 01655-4-2718

（体験申込先） 通年 なし
スノーシューイング、雪板体験 8,500 
リバーウォーク 5 8,000 

美深町
トロッコ王国   中川郡美深町字仁宇布 01656-2-1065

8:30～16:00
（7/13～8/25
8:30～17:00）

期間中は毎日運行 トロッコ体験 30 1,500 

コスモスカヌー企画 中川郡美深町東1条
北3丁目 01656-2-2608  9:00～17:00

不定休 体験ラフティング 6,000 
体験カヌーツーリング 30 5,000 

音威子府村 エコミュージアム
おさしまセンター

中川郡音威子府村
字物満内55 01656-5-3980 4月26日～10月31日　

9:30～16:30
月曜日（ただし月曜が祝日の
時は翌日） 森林ガイド 10 1,500 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

上川

中川町

ナポートパーク 中川郡中川町字中川 01656-7-2680 9:00～18:00
10月8日から翌年5月31日 カヌー体験試乗 20 500 

カヌーツーリング 20 要問い合わせ

中川町エコミュージアム
センター「エコールなか
がわ」

中川町字安川28-9 01656-8-5133 9:30～16:30
毎週月曜日（祝日の場合は火
曜日）、年末年始
11月中旬から4月中旬まで
は土日

森の学校 20 20,000 
森の学校ジュニア版 30 15,000 
地層観察及び化石クリーニング 40 500 

幌加内町

ふれあいの家 「まどか」 雨竜郡幌加内町字朱鞠内 0165-38-2266 9:00～18:00 不定休

冬のわくわく体験
（ワカサギ釣り・竿作り・雪遊び・イグルー作り） 60 1,100 

ピザ作り 60 600 
自然観察 20 100 
山菜採り 20 100 
源流体験 20 100 
真っ暗闇体験 20 100 
オリエンテーリング 60 100 

朱鞠内湖
淡水漁業協同組合

雨竜郡幌加内町
字朱鞠内 0165-38-2470

12月11日～1月9日
4月11日～4月30日

（遊漁禁止期間） 

釣り 1,100 

ワカサギ釣り 1,100 

留萌

増毛町 リバーサイドパーク 増毛郡増毛町別苅
459番地外 0164-53-1385

【センタｰハウス】
10:00～17:00

（4月下旬～10月中旬）
【センタｰハウス食堂】
毎週月曜日 キャンプ 100 12,000 

小平町

小平町　陶芸登窯施設
（陶工房「おびら」）

留萌郡小平町字小平町
465-1

0164-59-1144
（陶工房）

9:00～12:00
13:00～16:00
9:00～17:00

月曜 登り窯 5,000 

小平町B&G
海洋センター

留萌郡小平町字小平町
458-3 0164-59-1216

体育館　9:00～21:00
艇庫（海洋スポｰツ）
9:00～17:00

（6月下旬～8月下旬）
不定休 カヌー、ヨット、ローボート等 200 

谷口ファーム 留萌郡小平町
字鬼鹿田代

0164-57-1954
090-4875-2620 9:00～17:00（7～9月） 不定休 ミニトマト・ブルーベリーの摘み取り 20 要問い合わせ

望洋台キャンプ場 留萌郡小平町
字小平町花岡 0164-59-1950 入村ゲ トー開放　7:00

閉鎖　21:00 期間中無休

オートサイト 2,500 
オートサイト（電源付き） 3,000 
バンガロー 7 2,500 
バンガロー（駐車場・電源付き） 5 4,500 
バンガロー（駐車場・電源・流し台付き） 6 5,000 
フリーサイト 6 5,000 

苫前町
上平ウィンドファーム 苫前郡苫前町字上平 0164-64-2315

（苫前町役場） 9:00～17:00 土曜、日曜、祝日 風力発電施設見学 50 300 

三毛別羆事件復元地 苫前郡苫前町字三渓 0164-64-2212
（苫前町役場） 要問合せ 冬季閉鎖 苫前町の今昔を学ぶ 20 0 

羽幌町

北海道海鳥センター 苫前郡羽幌町北6条
1丁目 0164-69-2080 4月～10月　9:00～17:00

11月～3月　9:00～16:00 月曜、祝日の翌日、年末年始 海鳥の生態学習 0 

ウトウ帰巣ナイトガイド 苫前郡羽幌町大字天売
字弁天40番

01648-3-9001
（ネイチャｰライヴ）
090-1520-1489

（予約専用）
19時～20時 期間中無休 バードウォッチング 1,800 

漁船クルーズ民宿・
観光船栄丸 苫前郡羽幌町大字天売 090-8425-9859

（観光船栄丸） 要問合せ 不定休 漁船クルーズ 12 3,000 

天売島シーカヤック 苫前郡羽幌町大字天売
字弁天40番1

01648-3-5515
（天売島おらが島
活性化会議）

要問合せ 不定休 シーカヤック体験 7 4,000 

天売島ウニ採り体験 苫前郡羽幌町大字天売
字弁天40番1

01648-3-5515
（天売島おらが島
活性化会議）

要問合せ 不定休 ウニ採り体験 10 2,000 

天売島星空満喫ナイト 苫前郡羽幌町大字天売
字弁天40番1

01648-3-5515
（天売島おらが
島活性化会議）

要問合せ 不定休 天体観測 10 2,000 

天売島ガイドウォーク 苫前郡羽幌町大字天売
字弁天96番

090-1097-0500
（ゲストハウス天
字礼）

要問合せ 不定休 ウォーキング及び自然観察体験 5 1,500 

初山別村 しょさんべつ天文台 苫前郡初山別村字豊岬
130-1 0164-67-2539

4～9月　10:00～21:00
10～3月　10:00～19:00
但し年間を通じ水曜日は
17:00まで

毎週火曜及び
12月1日～2月末日 天体観測体験 200 

遠別町 移住交流支援センター
「ぴーぷる」

天塩郡遠別町字本町
2丁目94-1 01632-9-7151 通年

お問い合わせは祝日を除く
月曜日から金曜日までの9時
から17時まで

「羊とのふれあい体験in遠別農業高校」　「フラ
ワー・トレッキング」「フォト・トリップ」「フィッシング」 5 0 

天塩町 天塩町鏡沼
海浜公園キャンプ場

天塩郡天塩町
字サラキシ7476番地

01632-2-1830
(5月～10月)

01632-2-1729
(左記開設期間外)

時間:8:00～21:00
(11月～4月冬期間閉鎖) 営業期間内無し キャンプ 要問い合わせ

宗谷

浜頓別町
何もない静かな山奥の
ファームイン
ぶんちゃんの里

枝幸郡浜頓別町
字豊寒別 01634-2-4563 日曜日のみ

10:00～15:30
6月中旬から7月中旬まで
採草作業のため休み

ピザ焼き体験 3,600 
ファームイン 3,500 
酪農体験 1,000 

中頓別町

ペーチャン川砂金掘
体験場  枝幸郡中頓別町字兵安

01634-7-8510
（ なかとん べ つ
観光まちづくり
ビューロー）

9:00～16:00 8月26日～翌年7月19日 砂金掘り体験 50 500 

そうや自然学校 枝幸郡中頓別町
字敏音知191 01634-8-3611 8:30～17:15（受付業務） 12月30日～1月4日

川釣りカヌー体験 4 20,000 
キャニオニング 4 15,000 
砂金堀りツアーライト 6 2,500 
砂金堀りツアー 6 30,000 
バードコール作り＆トレッキング 3,500 

利尻町 神居海岸パーク 利尻町沓形字神居 0163-84-3622
（利尻町観光協会） 9:00～16:00 10月1日～翌年5月31日 うにとり体験 1,500 

礼文町

久種湖畔キャンプ場 礼文郡礼文町大字船泊村
字ウエンナイホ

0163-87-3110
0163-86-1001

（期間外）
10月1日～4月30日 キャンプ 要問い合わせ

緑ヶ丘公園キャンプ場 礼文郡礼文町大字香深村
字カフカイ

0163-85-7131

0163-86-1001
（期間外）

11月1日～4月30日 キャンプ 要問い合わせ

高山植物園 礼文郡礼文町
大字船泊村 0163-87-2941 9:00～17:00 10月～4月、

9月（日曜休） 礼文島の花を見る 310 

オホーツク 北見市

ＮＰＯ法人
常呂川自然学校 北見市東陵町183-50 0157-26-0900

090-5955-6663 9:00～18:00 不定休 あなたも発掘隊員！！「小川魚類リサーチャー体験」 7 3,500 

北見市端野町
森と木の里  

北見市端野町忠志
318-8 0157-56-4500 9:00～

16:30 　　　　 キャンプ 10 要問い合わせ

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

オホーツク

北見市

北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル北見  　

北見市常呂町字栄浦
365-1 0152-54-2584  8:30～17:30

野外炊飯 10 要問い合わせ
原始火起こし体験 0 
ハイキング 0 
ウォークラリー 0 
サイクリング 38 0 
釣り、原始釣り 0 
カヌー体験 40 0 
いかだ体験 50 0 
歩くスキー 50 0 
スノーシュー散策 60 0 
雪像・かまくらづくり 0 

サロマ湖ワッカ
ネイチャーセンター

北見市常呂町字栄浦
242番地（サロマ湖畔）

0152-54-3434
（開設期間中）、
0152-54-2140
（常呂総合支所）

4月29日～10月第2月曜日
8:00～17:00

（※6～8月は、8:00～18:00）
サイクリング（レンタサイクル 150 要問い合わせ

網走市

ファーム・イン
アニマの里

網走市湖の口
（字大曲47） 0152-43-6806 24時間（受付時間）

歩くスキーレンタル 0 
羊毛刈り・ジャガイモ掘り等 要問い合わせ
バードウォッチング 要問い合わせ
サクランボ狩り 要問い合わせ
モコト山登山 3,000 
流氷大冒険クロカン 3,000 
芝桜ツアー 1,800 
ワカサギ釣りツアー 1,600 
さんご草ツアー 1,500 

網走原生牧場
観光センター 網走市字藻琴225 0152-46-2121 レストラン  11:00～20:00 乗馬 要問い合わせ

網走カヌーセンター 網走市呼人網走湖畔 080-5580-
6304 6:00～16:00 不定休 網走湖カヌー体験＆探鳥ツアー 10 3,000 

北海道立オホーツク公園
オートキャンプ場
てんとらんど

網走市字潮見297-2
（センタｰハウス）
網走市字八坂1番地

（オ トーキャンプ場）
0152-45-2277

通年営業（センタｰハウス）　
4月下旬～10月中旬

（オ トーキャンプ場）
期間中は無 ぼうけんの森（屋外遊具広場） 0 

網走観光フルーツ園　 網走市天都山52-46 0152-43-4560 9:00～17:00 期間中は無 フルーツ狩り 600 

オホーツク自然堂 網走市中園267-14 0152-46-2777 8:00～20:00

オホーツク網走・冬の半日ツアー 14 7,500 
知床五湖ガイドウォーク 20 5,000 
網走湖・わかさぎ釣り体験天ぷらつき 20 4,500 
ワシわしウォッチング～アザラシやキタキツネも探
そう！～ 20 3,500 

サロマ湖・ワッカ原生花園ガイドウォーク 14 3,000 
小清水原生花園ガイドウォーク 20 3,000 
網走・早朝雪上さんぽ 14 3,000 
オホーツク網走・冬の1日満喫ツアー 14 12,000 
網走湖畔・花と鳥の小径ウォーク 14 10,000 
氷の滝スノーアドベンチャー 20 5,000 
知床1日満喫ツアー 要問い合わせ

網走観光協会
ガイド事業部

網走市南3条東4丁目5番
（道の駅流氷街道網走内） 0152-44-5849 9:00～18:00

あばしり湖わかさぎ釣り 150 800 
あばしりネイチャークルーズ　クジラ･イルカ･ウミ
ドリウォッチング 20 8,000 

アスパラ収穫体験 300 

大曲湖畔園地 網走市三眺25 0152-44-5849
（網走市観光協会）9:00～17:00 開園期間中（5月上旬～10月

下旬）は無休 農業体験 要問い合わせ

紋別市

氷海展望塔
オホーツクタワー

紋別市海洋公園1番地
地先　公有水面 0158-24-8000

通常10:00～17:00
但し、各種イベント等に合わ
せ早朝・夜間営業もございま
すので、詳しくはお問い合わ
せください。

年末年始休館日（12月27日
～31日、1月2日～3日）機器
点検整備による休館（12月
第4月曜日～年末）

海底の魚観測 要問い合わせ

海のプランクトン観測 要問い合わせ

北海道立オホーツク
流氷科学センター 紋別市元紋別11-6 0158-23-5400 9:00～17:00

（入館は16:30まで）
月曜日・祝祭日の翌日・年末
年始（12/29～1/3） 流氷プロジェクションマッピング 要問い合わせ

ガリンコⅡ
釣り体験クルーズ 紋別市海洋公園1 0158-24-8000

6月1日～9月30日の間 
7:00～（4時間）
12:30～（3時間）

ガリンコ号Ⅱ釣り体験クルーズ 35 4,800 

オホーツク
とっかりセンター 紋別市海洋公園2番地

0158-24-7563
（とっかりセンター）
0158-24-8000

（オホｰツク・ガリン
コタワｰ株式会社）

10:00～17:00 年末年始休館日
（12月29日～1月3日） アザラシふれあい体験 要問い合わせ

津別町 つべつグレステン
スキー場

網走郡津別町字共和
130

0152-76-2713
（津別町役場、

社会教育係）

5月第1土曜日から10月最
終日曜日までの毎週土曜・
日曜・祝日、7月20日から8
月20日までの毎日（気象状
況により前後する）10:00～
18:00。短縮営業の場合あり

（要確認）

平日（7月20日から8月20日
までは無休） グレステンスキー 50 800 

斜里町

シンラ（知床自然ガイド
ツアー株式会社）

斜里郡斜里町ウトロ西
187-8 0152-22-5522 9:00～19:00 年中無休

絶景！原始の森けもの道スノーシューイング 6,500 
冬の知床五湖スノーシューイング 6,500 
知床五湖ガイドウォーク 5,100 
絶景！原始の森けもの道ガイドウォーク 5,100 
フレペの滝スノーシューイング 5,100 
フレペの滝ガイドウォーク 3,100 
ナイトサファリ知床 3,100 
サケの遡上ウォッチング 3,100 
ロケーションガイド 3,100 
野生動物ウォッチング 3,100 
知床の森と海をゆく1日満喫ツアー 14,800 
冬の1日満喫ツアー 13,100 
流氷ウォークⓇ 6,000 

星の時間 斜里郡斜里町ウトロ高原
56番地A104 090-9750-6187 7:00～19:00 不定休

天体観測 10 4,000 
知床五湖　全周散策 10 5,000 
原生林と断崖トレッキング 10 5,000 
スノートレッキング3時間コース 10 5,000 
スノートレッキング2時間コース 10 4,000 
オオワシ・オジロワシの観察2時間コース 10 4,000 
フレぺの滝と知床開拓の歴史ツアー 10 4,000 
オオワシ・オジロワシの観察1時間コース 10 3,000 
サケをめぐる生き物ウォッチング 10 3,000 
一二湖散策 10 3,000 

ゴジラ岩観光（ウトロ） 斜里郡斜里町ウトロ東
51 0152-24-3060 7:30～17:30

（4月下旬～10月下旬まで） 期間中は無休
早朝流氷遊ウォーク 40 5,000 
流氷遊ウォーク 40 5,000 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

オホーツク

斜里町

知床アルパ・
ウトロデスク

斜里郡斜里町ウトロ西
170　 050-3196-4505 9:00～18:00 無

（常駐スタッフはおりません）

知床五湖ガイドウォーク 5,000 
半島眺望ガイドウォーク 5,000 
斜里川あそび 4,000 
流氷ウォークと冬のカヤックorSUP 8,000 
羅臼岳登山ガイド 28,000 

知床ネイチャーオフィス　 斜里郡斜里町ウトロ東
365 0152-22-5041 8:00～19:30

冬9:00～17:00 無（年末年始）

原生林スノーシュートレッキング 8 5,000 
フレぺの滝スノーシューハイキング 9 5,000 
知床五湖一周ツアー 9 5,000 
夜の動物ウォッチング 8 3,000 
夜空の星たちを見に行こう！ 9 3,000 
フレぺの滝ネイチャーウォッチング 9 3,000 
知床自然体験1日コース 9 10,000 
羅臼湖トレッキング 8 7,000 
冬の知床五湖ツアー 9 6,000 
冬の動物ウォッチング 8 3,000 
冬の知床自然体験1日コース 8 12,000 
雪あかりハイキング 9 3,500 

清里町

清里イーハトーヴホステル 
（知床ツーリスト）

斜里郡清里町向陽
282番地 0152-25-3995 8:00～22:00 不定休

知床五湖ガイドハイキングツアー 10 5,300 
知床五湖/知床の森1Dayガイドハイキングツアー 10 13,000 
裏摩周・神の子池MTBダウンヒルツーリング 4 4,600 
宇宙展望台・いっぽんの道MTBサイクリング 4 1,800 
神の子池スノーシューガイドハイキングツアー 7 5,500 
裏摩周スノーシューガイドハイキングツアー 7 8,800 
オホーツク・流氷熱気球フリーフライト 5 20,350 
熱気気球フライト/スノーシューガイドハイキング
1Dayツアー 5 25,300 

東オホーツクガイド協会
斜里郡清里町羽衣町62
番地　情報交流施設「き
よ～る」内ＮＰＯ法人きよ
さと観光協会

0152-25-4111 夏9:00～18:00
冬10:00～17:00 不定休

神の子池スノーシューハイキング 6,000 
裏摩周ダウンヒルサイクリング 4 5,000 
斜里岳登山（6～10名） 10 35,000 
羅臼岳登山（6～10名） 10 35,000 
斜里岳登山（2～5名） 5 30,000 
羅臼岳登山（2～5名） 5 30,000 
江南ダウンヒルサイクリング 4 5,000 
斜里岳登山（1名） 1 25,000 
羅臼岳登山（1名） 1 25,000 
斜里岳山麓原生林ハイキング 5 12,000 

小清水町

M's Plan
小清水はなことりの里

斜里郡小清水町
字浜小清水137-4 0152-63-4500 9:00～17:00 予約制

（12月30日～1月3日閉館）
濤沸湖散策 5,000 
ワシウォッチングツアー 3,000 

（有）シナジーこしみず
（スノーモービルランド
こしみずリリーパーク） 

斜里郡小清水町元町2丁
目643番2号（ゆりの郷こ
しみずリリｰパｰク会場）

0152-62-2903
（予約専用090-
5070-8757）

10:00～16:00 予約制につき不定休 スノーモービル体験 6,000 

遠軽町

遠軽町白滝ジオパーク
交流センター

紋別郡遠軽町白滝
138番地1 0158-48-2020 9:00～17:00

（入館は16:30分まで） ジオツアー 3,000 

Outrider犬ぞりツアー
日帰り＆キャンプ

紋別郡遠軽町白滝上支
湧別235番地 0158-48-2911 12月中旬～3月下旬

10:00～16:00　 ※営業期間中は無休
ウィンター・サファリ 49,800 
1DAYアドベンチャー 19,980 

道の駅
遠軽 森のオホーツク 遠軽町野上150番地1 0158-42-4536 9:00～18:00 無休（施設メンテナンス等に

よる臨時休業あり）

ツリートレッキング 2,800 
インモーション 500 
バンジートランポリン 1,000 

滝上町

滝上渓谷「錦仙峡」 紋別郡滝上町旭町　　　　　　　　　　　　
紋別郡滝上町元町 0158-29-2111 不定 冬期間通行不可 自然観察・バードウォッチング 30 1,000 

自然風観光公園
「陽殖園」

紋別郡滝上町あけぼの町
（道の駅香りの里たきの
うえ裏山付近）

0158-29-2391
4月29日～9月最終日曜日
10:00～17:00
(最終入場:14:30)

毎週火・水・木曜日定休日　
冬期間閉鎖 自然観察・花 20 2,000 

興部町 ファームイン冨田 紋別郡興部町字宇津
99-8 0158-88-2611 不定 無休

釣り（川・海） 2 
ミルクやり体験 500 
搾乳体験 500 
スノーシュー 2 500 
スキー・スノーボード 500 
農作業体験 要問い合わせ
山や川などの自然探索 要問い合わせ

西興部村 西興部村体験農園 紋別郡西興部村
字西興部24

0158-87-2114
役場住民課 野菜などの栽培 1,500 

雄武町 夢の郷育村
（きょういくむら）

雄武町中雄武
328番地の5 0158-84-3834

野菜収穫体験 要問い合わせ
動物餌やり体験 要問い合わせ
天体観測 要問い合わせ

十勝

帯広市
十勝農学校（トカチのう
がっこう）by 広瀬牧場　
ウエモンズハート

帯広市西23条南6丁目
13番地 0155-33-6064

10:00～18:00
（4月～10月）
10:00～17:00

（3、11、12月）

1～2月は全体、3月、11月、
12月は水曜日定休日（実施
日はウエモンズハｰトの営業
日に準じます。）

オール体験（酪農についてのお話、牧場見学、
アイスクリーム作り体験） 2,000 

牧場見学 800 
酪農についてのお話 800 
出前授業 要問い合わせ

音更町

十勝ネイチャーセンター 河東郡音更町十勝川温泉
南12丁目1-12 0155-32-6116 9:00～18:00 （予約受付） 無

早朝熱気球体験（係留）、十勝川カヌーツアー、十勝
川ネイチャーツアー、サーモンウォッチングツアー、
ワシ観察クルーズ、冬のネイチャーツアー、SUP（ス
タンドアップパドル）ツアー、マウンテンバイクツ
アー、スノーモービル体験、スノーラフティング、雪
上バナナボート、スノーシュートレッキング

要問い合わせ

道立公園
十勝エコロジーパーク

河東郡音更町十勝川温
泉南18丁目1 0155-32-6780 9:00～17:00

(ビジタｰセンタｰ） 12月29日～1月3日

スノーラフティング 600 
貸し自転車（2人乗り） 500 
歩くスキー 300 
スノーチューブ貸し出し 300 
貸し自転車（1人乗り） 200 
フワフワドーム 0 
水と霧の遊び場 0 
魚道観察施設 0 

士幌町 士幌高原ヌプカの里 河東郡士幌町字上音更
21-173 01564-5-4274 10:00～16:00

毎週火曜日（祝日、ＧＷ期間、
7月第3週～8月除く）
12/1～3/31

マウンテンバイク 50 100 

天体観測 6 0 

上士幌町

ＮＰＯ
ひがしガイドセンター

河東郡上士幌町
字ぬかびら源泉郷
糠平文化ホｰル内

01564-4-2261 9:00～18:00 不定休（原則、元旦のみ休み）
湖上横断　冬のタウシュベツ橋スノーシューツアー 7 3,700 
旧国鉄アーチ橋見学ツアー 14 3,150 
わかさぎ釣り（氷上） 7 2,700 

ひがし大雪アーチ橋
友の会

河東郡上士幌町
ぬかびら温泉郷 01564-4-2041 9:30～16:00 月～木 旧士幌線鉄道トロッコ 800 

ひがし大雪自然館 河東郡上士幌町
ぬかびら温泉郷48番地2 01564-4-2323 9:00～17:00　7月・8月は

開館時間延長あり
毎週水曜日(祝日の場合は翌
日)、年末年始 むしむしＷＥＥＫ 要問い合わせ

鹿追町 鹿追町
ライディングパーク 

河東郡鹿追町瓜幕西
3丁目 0156-67-2345 9:00～17:00

（冬季は9:00～16:00）

乗馬:年末年始（各コｰスによ
り休み有り）、平日（7月・8月
を除く）、団体は平日も利用
可能（要予約）。 パｰクゴルフ:
営業4月下旬～11月上旬 月
曜日定休 

乗馬レッスン 3 2,620 
体験乗馬 90 630 

パークゴルフ 320 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

十勝

鹿追町

然別湖
ネイチャーセンター 河東郡鹿追町然別湖畔 0156-69-8181 9:00～18:00

（事務所兼受付） 年末年始のみ

シーカヤック 20 6,500 
エアトリップ 40 6,000 
カナディアンカヌー 50 5,000 
リバーウォッチング 15 4,500 
苔の森ウォーク 50 4,500 
原生林ウォーク 50 3,500 
ナイトウォッチング 50 3,000 

カントリーファーマーズ
藤田牧場 

河東郡鹿追町瓜幕
西28線26-5 0156-67-2316 9:30～16:00 不定休

牧場見学＋乳しぼり体験＋バター作り体験 200 3,500 
牧場見学＋乳しぼり体験 200 2,500 
トラクター試乗 2,000 

新得町

萌和農場 上川郡新得町屈足基線
78 0156-65-2062 不特定 不定休

ジャガイモの掘り取り体験 要問い合わせ
大根の収穫体験 要問い合わせ

ＴＡＣとかち
アドベンチャークラブ

上川郡新得町字屈足
539-21 0156-65-2727 9:00～18:00（受付時間） 無

バックカントリーツアー 12,800 
エアボード体験 5,940 
ラフティング、カヌー 5,400 
スノーシューダウンヒル、 5,400 

十勝アウトドアメイツ
（ＴＯＭ） 

上川郡新得町字屈足
基線240 0156-65-2411  8:00～19:00 無

ラフティング（激流下りコース） 5,400 
カヌー体験 4,320 
渓流釣り体験半日コース 4,320 

YORKSHIRE  FARM 上川郡新得町字新得
基線115番地7 0156-64-4948 9:00～17:00 レストランのみ火曜日 羊飼い体験 1,080 

ヴィレッジ432 上川郡新得町北新得98 0156-64-4320 9:00～17:00 火曜日
乗馬 9,720 
果実摘み 20 500 

十勝サホロリゾート 上川郡新得町狩勝高原 0156-64-7111 8:00～17:00
（7・8月は18:00） 無

ラフティング 5,400 
カヌー 3,780 
フィッシング 2,160 
テニス 1,620 
マウンテンバイク 1,080 
パークゴルフ 540 

清水町
十勝千年の森 上川郡清水町字羽帯南

10線103

セグウェイ・ガイ
ドツアー
0156-63-3311
十勝ナチュラルチー
ズ作り体験工房
0156-63-3000

セグウェイ・ガイドツアー（要予約） 9,800 

とかちしみずフルーツ
ガーデン 上川郡清水町字熊牛11 0156-62-5838 9:00～17:00 開園期間

7月上旬～10月下旬
フルール狩り

（さくらんぼ、りんご、ハスカップ、プルーン） 1,600 

芽室町 畑の宿モクモク十勝 河西郡芽室町上芽室
南1線5-14 0155-62-7779 10時～18時（9月オｰプン） 無

ジャガイモ掘り体験 15 2,000 
農業体験 15 1,000 

中札内村

日高山脈山岳センター 河西郡中札内村南札内
713 0155-69-4378 4月末～11月初旬

10:00～17:00 期間中無休

バードウォッチング 要問い合わせ
自然観察 要問い合わせ
キャンプ 要問い合わせ
登山 要問い合わせ
燻製づくり 要問い合わせ

グランピングリゾート
フェーリエンドルフ

北海道河西郡中札内村
南常盤東4線 0155-68-3301 14:00～17:00

（チェックイン11:00～） 無休

グランピング 要問い合わせ
自転車 要問い合わせ
スノーモービル 要問い合わせ
犬ぞり 要問い合わせ

更別村 アクティビティセンター　
アンドア

河西郡更別村字更別
南2線92-10 0155-66-5894 8:30～17:30　※ご予約お

問合せ9:00～17:00 土・日・祝日は完全予約制
レンタサイクル　ロードバイク 要問い合わせ
レンタサイクル　クロスバイク 要問い合わせ
レンタサイクル　マウンテンバイク 要問い合わせ

大樹町

カムイコタンキャンプ場 広尾郡大樹町尾田
217番地3先 01558-6-2114 6月上旬～9月末 キャンプ 600 

砂金掘体験 
広尾郡大樹町字尾田217
番地3地先カムイコタン
公園キャンプ場砂金掘体
験地

01558-6-2114
6月～9月中

（気候の変化により期間の延
長をする場合有り）

砂金堀体験 100 要問い合わせ

広尾町 ファームイン望風林 広尾郡広尾町字香福 090-9524-3044 不定 無

農作業見学 5 1,100 
自然観察 5 1,100 
川遊び 5 1,100 
野菜収穫 5 550 

幕別町

十勝ヒルズ 中川郡幕別町字日新
13-5 0155-56-1111 9:00～18:00

ガイドツアー 40 3,000 
ガーデン散歩 1,000 

まくべついちご園 中川郡幕別町字相川
326-2 0155-55-3315 10:00～16:00

（受付は15:00まで） 毎週火曜 いちご狩り 50 924 

i-ファーム（岩谷牧場） 中川郡幕別町忠類公親
236 01558-8-2027 10時～15時（酪農体験最終

開始時間13時） 不定休 酪農体験 30 6,000 

幕別町パークゴルフ協会 0155-54-6606 8時45分～17時30分 土・日・祝日 パークゴルフガイド付き体験 4 2,000 

池田町 NPO法人自然体験学校　
とかち校 中川郡池田町昭栄51-5 050-1415-0691 9:00～18:00 土日祝日、年末年始

プロジェクト・ワイルド（環境教育プログラム） 100 1,100 
プロジェクト・ウェット（環境教育プログラム） 100 1,100 
プロジェクト・ラーニングツリー（環境教育プログラ
ム） 100 1,100 

本別町 森と川の舎 中川郡本別町東町56 0156-22-5317 日曜日のみ9:00～15:00
(その他の曜日は要相談) 月～土曜日（要相談）

本別公園と神居山の本別町の歴史的句碑の散策体
験 20 0 

化石採取体験 20 0 
本別公園内の散策体験 20 0 

足寄町

ファーム・インときわ 足寄郡足寄町常盤23-2 0156-25-5258 無
いも掘り 500 
とうきびもぎ 50 

北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル足寄

足寄郡足寄町常盤3 0156-25-6111 8:45～17:30 12月29日～1月3日

薫製づくり 8 2,500 
野外炊飯 8 2,200 
キャンプファイヤー 1,000 
ウォークラリー 要問い合わせ
サイクリング 80 要問い合わせ
歩くスキー 80 要問い合わせ
スノーシュートレッキング 40 要問い合わせ
スノーラフティング 要問い合わせ
オンネト-ハイキング 要問い合わせ

陸別町

りくべつ宇宙地球科学館
（愛称:銀河の森天文台） 足寄郡陸別町ウエンベツ 0156-27-8100 4～9月　14:00～22:30　

10～3月　13:00～21:30

月･火曜日（5月3～5日、8月
14～16日除く）
5月第3週月曜日～
第4週金曜日
12月30日～1月5日まで

天体観測 50 300 

ふるさと銀河線
りくべつ鉄道

足寄郡陸別町字陸
別原野期線69-1　　　　　　　　　　　　　　　　

（オｰロラタウン93りく
べつ内）

0156-27-2244 9:00～16:00
(4月下旬～10月下旬）

火曜日
（7月以降は無休）

分線コース（駅構外5.7kmの運転体験） 1 60,000 
新銀河コース（駅構外2.8kmの運転体験） 1 35,000 
銀河コース（駅構外1.6kmを2往復する運転体験） 1 30,000 
Lコース（駅構内の運転体験） 1 20,000 
Ｓコース（駅構内の往復運転） 1 2,000 
往復走行 50 300 
トロッコ乗車体験 4 300 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

釧路

釧路市

山花公園
釧路市ふれあい
ホースパーク

釧路市山花10-1 0154-56-2566 9:30～16:30
（冬季15:30まで）

毎週水曜日(祝祭日の場合
は、翌木曜日）※当面の間火
曜日も臨時休場

ホーストレッキング 3 5,500 
ホーストレッキング 3 4,400 
初心者指導乗馬 2,200 
フリー乗馬（馬貸し出し） 2,200 
体験乗馬（引き馬） 540 
馬車 440 
フリー乗馬（馬持ち込み） 220 

カヌープロ 釧路市興津2丁目38-8 0154-91-9838 9:00～17:00 釧路湿原川下り体験カヌー 3 18,000 
釧路湿原やちの会 釧路市白樺台4丁目8-8 0154-91-1644 5月～10月　9:00～17:00 毎週火曜日、雨天の場合 釧路湿原自然観察 3,500 

阿寒アイヌ工芸協同組合 釧路市阿寒町阿寒湖温泉
4丁目7-19 0154-67-2727 11月～4月 9:00～21:00 

5月～10月 9:00～21:30 不定休
湖の時間（森歩きロングコース+ムックリ製作） 10 10,000 
森の時間（森歩きショートコース） 10 7,000 

釧路市音別町体験学習
センター（こころみ）

釧路市音別町音別原野
基線138-46 01547-6-9000 9:00～17:00 毎週月曜日と年末年始

渓流釣り 10 520 
カーリング体験 20 210 
星空探検 20 100 

ガイドのお店　イ・モシリ 釧路市阿寒町阿寒湖温泉
4丁目7-23 090-3310-1267 8:00～22:00 不定休

氷々たるツアー 5 9,900 
登山ガイド 5 20,000 

鶴雅アドベンチャーベース
［SIRI（シリ）］

釧路市阿寒町阿寒湖温泉
4丁目6-10 0154-65-6276 8:00～20:00 不定休

雌阿寒岳登山（阿寒湖半～阿寒富士～オンネトー） 4 77,000 
阿寒湖・阿寒川フィッシング 3 33,000 
不思議の森（光の森）へご招待 8 9,240 
神秘の秘湖トレッキング 5 7,700 
モーニングカフェツアー 10 3,300 
ボッケ(泥火山)の森スノーウォーク 5 7,700 
阿寒湖上トレッキング 10 22,000 

阿寒アドベンチャー
ツーリズム

釧路市阿寒町阿寒湖温泉
2丁目6-20 0154-65-7121 9:00～18:00 不定休 阿寒湖の森ナイトウォーク「カムイルミナ」 600 3,000 

釧路町

（株）釧路
マーシュ＆リバー

釧路郡釧路町
字トリトウシ88-5 0154-23-7116  8:00～19:00 年末年始、その他不定

釧路湿原ネイチャーウォッチング 80 45,000 
釧路湿原ウィンターカヌー＆湿原ウォッチング 20 10,500 
釧路湿原カヌーツーリング 40 9,500 
冬の釧路湿原カヌー 20 6,500 
冬の釧路湿原カヌー&塘路湖氷上ネイチャー体験 20 9,000 

達古武オートキャンプ場 釧路郡釧路町字達古武
65-2 0154-40-4448 5月1日～10月31日

9:00～17:00 期間中無休
達古武湖内カヌー 50 1,000 
サイクリング 640 

厚岸町

厚岸水鳥観察館 厚岸郡厚岸町サンヌシ
66番地 0153-52-5988 8:45～17:00

月曜日(祝祭日と重なる場合
は開館、翌日火曜日が閉館）、
祝祭日の翌日、年末年始

ラムサール条約と水鳥との関わりについて等のプ
ログラム
※当館敷地内に限る

30 要問い合わせ

北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル厚岸

厚岸郡厚岸町愛冠6番地 0153-52-1151 通年　9:00～17:00（受付） 不定休 七宝焼 要問い合わせ

厚岸味覚ターミナル・
コンキリエ

厚岸郡厚岸町住の江
2丁目2番地 0153-52-4139

4月～9月　9:00～20:00
10月～12月
10:00～19:00
1月～3月
10:00～18:00

月曜日（祝祭日の場合、火曜
日）、12月28日～1月2日（年
末年始休業）
※7月、8月は定休日なし

別寒辺牛湿原カヌーツーリング 13,000 
別寒辺牛湿原カヌーツーリング
ショートコースタンチョウ湿原プラン 9,000 

別寒辺牛湿原カヌーツーリング
湿原夕どきカヌー 9,000 

原生花園あやめヶ原バードウォッチングコース 5 9,000 
冬のネイチャーウォッチング
厚岸湖展望コース 5 8,000 

ワカサギ釣り体験ツアー 10 4,500 
あさり掘り体験ツアー 1,700 

浜中町

霧多布湿原センター 厚岸郡浜中町四番沢20 0153-65-2779 通年9:00～17:30
10月～4月: 火曜日休館（祝
祭日と重なる日はその翌日）
1月2日～31日: 冬期休暇

冬のウニツアー（ウニの殻剥き＆ウニ丼づくり体験） 5 7,000 
浜中ネイチャーツアー 5 3,600 
湿原トレッキング 5 3,600 
木道散策 50 1,700 
冬のウニツアー（ウニの殻剥き＆ウニ丼づくり体験
＋オプションツアー） 5 10,000 

ペンションポーチ 厚岸郡浜中町仲の浜
122 0153-62-2772 9:00～20:00 不定休 無人島探検ツアー 9 8,800 

北太平洋
シーサイドライン
乗馬クラブ（安藤牧場）

厚岸郡浜中町恵茶人
12番地 0153-68-6458

4月～10月
10:30～15:00
11月～3月
10:30～14:00

ランチ付きチャレンジコース 5 60,000 
ビーチ・丘まんきつコース 4 13,000 
ビーチトレッキング体験コース 4 5,500 

浜中町中山間活性化施設
MO-TTOかぜて 厚岸郡浜中町東6線66 0153-64-3000 9:00～17:00 日・月・祝祭日 キャンプ 200 330 

標茶町

レイクサイドとうろ
（元村ハウスぱる）

川上郡標茶町塘路北8線
57 015-487-2172 9:00～17:00 年末年始

地引き網 100 40,000 
釧路川リバーツーリング 7,000 
ウインターカヌー 6,000 
塘路湖レイクツアー 4,500 
氷上ワカサギ釣り体験 2,500 

塘路湖エコミュージアム
センター「あるこっと」 川上郡標茶町塘路原野 015-487-3003 10:00～17:00（4～10月）

10:00～16:00（11～3月）
毎週水曜日（7月～8月の水
曜日は開館予定）

自然観察やネイチャークラフトなどの自然ふれあい
行事（※要申込み）　　 要問い合わせ

塘路ネイチャーセンター 川上郡標茶町塘路北7線
86-17 015-487-3100 9:00～18:00 年中無休

スノーシューツアー 22,000 
冬の湿原満喫1日コース 22,000 
レギュラーコース 22 15,500 
カヌーツアー 11,500 
ヤマセミコース 22 10,000 
ネイチャーウォッチング 9,500 
釧路湿原リバーウォッチングツアー（ドリフトボード） 9,200 
ドリフトボードツアー 9,200 
ネイチャーウォッチング 5,250 

ロッジ シラルトロ 川上郡標茶町
シラルトロ湖温泉 015-487-2325

無休（冬期休業あり）
季節休業: 
11月1日～1月14日

（4ｈコース）塘路湖～細岡～岩保木（18ｋｍ） 16 13,500 

（2ｈコース）塘路湖～細岡（10ｋｍ）　 16 8,500 

ファーム・イン・ビバーク 川上郡標茶町虹別
432-7 015-488-2043 年中無休

搾乳体験 5 要問い合わせ
哺乳体験 5 要問い合わせ
トラクター乗り体験 5 要問い合わせ
犬ぞり体験 5 要問い合わせ

虹別オートキャンプ場 川上郡標茶町虹別
690-32 015-488-2550 開設期間（5月1日～10月31

日）中無休

酪農ふれあい体験（搾乳ラインの見学/子牛への哺
乳体験） 15 700 

キャンプ（日帰り） 110 
キャンプ（宿泊、コテージ） 8 6,600 
キャンプ（宿泊、個別サイト） 3,300 
キャンプ（宿泊、バンガロー） 3,300 
キャンプ（宿泊、パワーサイト） 4,400 
キャンプ（宿泊、パーティサイト） 6,600 
キャンプ（宿泊、フリーサイト） 380 

ファミリーカヌーとうろ 川上郡標茶町塘路 015-487-2888 9:00～19:00 シｰズン中無休

釧路湿原川下り体験（塘路～細岡～岩保木） 40 15,000 
釧路湿原川下り体験（塘路～細岡） 40 10,000 
釧路湿原川下り体験（コッタロ～塘路） 40 10,000 
湿原ウォッチング 100 8,000 

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

釧路

弟子屈町

渡辺体験牧場 川上郡弟子屈町
字弟子屈原野646-4 015-482-5184 9:30～15:30

（オｰダｰストップ） 不定休

酪農教育ファーム1日牧場体験コース 8,640 
酪農教育ファーム半日牧場体験コース 5,400 
乳搾り体験とバター作り体験コース 300 2,900 
乳搾り体験とトラクターで草原周遊コース 300 1,620 
単品メニュー（13コース） 1,296 

川湯エコミュージアム
センター

川上郡弟子屈町
川湯温泉2丁目2-6 015-483-4100 4月～10月　8:00～17:00

11月～3月　9:00～16:00
11月～4月　水曜休館
年末年始
12月29日～1月3日

ふれあい体験行事 15 300 

ガイドウォーク 0 

メジェールファーム 川上郡弟子屈町
字屈斜路420-1 015-484-2282 9:00～17:00 冬季不定休

乗馬体験（7コース） 8,500 
自然散策ツアー（2コース） 3,500 
カヌーツアー（5コース） 要問い合わせ

川湯パーク牧場 川上郡弟子屈町川湯
硫黄山入口 015-483-2723 5月～10月  7:00～17:00 11月～4月

摩周湖ホーストレッキング 10 21,000 
大草原コース 15 10,500 
1kmコース 50 2,100 
400ｍコース 50 1,050 

900草原パークゴルフ場 川上郡弟子屈町
字弟子屈418-66 015-482-5009 10:00～16:00 12月～4月下旬 パークゴルフ（36ホール） 0 

JFACTORY
釧路川カヌー&
ネイチャーツアー

川上郡弟子屈町
字屈斜路221-3 015-484-3239 9:00～20:00 期間中無休

釧路湿原カヌー&ネイチャーツアー（全6コース） 6 23,000 
釧路川湧水源流カヌー&和琴半島ネイチャーツアー

（6コース） 6 23,000 

冬期体験ツアー（3コース） 10,000 

ぢぢカヌー 川上郡弟子屈町コタン 015-484-2808
6:00～日没（6月～9月）
喫茶: 10:00～17:00

（冬季休業）
水曜日

カヌーツアー（全5コース） 5 40,000 
ウインターカヌーツアー（全4コース） 2 20,000 
歩くスキー 8,000 

株式会社ツーリズム
てしかが

川上郡弟子屈町
川湯温泉2丁目3-16 015-483-2101 9:00～18:00 無休

摩周湖絶景トレッキング 8 5,000 
摩周湖星紀行 40 2,700 
藻琴山雲海ガイドツアー 8 2,700 
摩周湖季行・屈斜路湖季行 8 2,500 

屈斜路原野
ユースゲストハウス

川上郡弟子屈町
屈斜路原野443-1 015-484-2609 無休

美幌峠ダウンヒルツアー 3,000 
屈斜路湖雲海ツアー 1,000 
露天風呂ツアー 15 0 

リバーガイドカンパニー　
ナヌーク

川上郡弟子屈町
字美留和514-10 015-484-2766 無休

カヌーツアー（全13コース） 6 65,000 
1DAYネイチャーツアー（全4コース） 5 22,000 
スノーシューハイク（全4コース） 4 18,000 
ネイチャーカヌーツアー 2 7,000 

SOMOKUYA 川上郡弟子屈町屈斜路
198-28 015-484-3765 9:00～16:30 不定休

釧路湿原カヌーツアー（3コース） 6 40,000 
釧路川源流ツアー（4コース） 6 28,000 
屈斜路湖レイクツアー（2コース） 6 17,000 
屈斜路湖ツアー（5コース） 6 15,000 
摩周湖ツアー（5コース） 6 15,000 
藻琴山ツアー（3コース） 6 15,000 
オーダーツアー 要問い合わせ
KAWATABI 要問い合わせ
オーダープラン 要問い合わせ

屈斜路ecoツアーズ 川上郡弟子屈町
字屈斜路420-1 015-483-3987 冬季不定休

レイク&リバーロングツアー 6 10,000 
ミドルツアー 6 8,000 
釧路川源流カヌーショートツアー 7 6,000 
屈斜路湖ネイチャーボート＆カナディアンカヌーツ
アー 8 5,000 

雪の森歩きスノーシューツアー 10 5,000 
冬のお散歩ツアー 10 3,500 
ネイチャーフォトツアー・バードウォッチングツアー・
フィッシングツアー 10 3,000 

1dayオーダーツアー 要問い合わせ

鶴居村

鶴居どさんこ牧場 阿寒郡鶴居村字久著呂
71-1 0154-64-2931 9:00～16:00 年中無休（正月休みあり）

乗馬トレッキング 11 4,500 
体験乗馬（引き馬） 1,100 

R［アール］ 阿寒郡鶴居村下幌呂 0154-65-4100 8:00～20:00 不定休

オンネトー1ＤＡＹスノーハイキング（無） 11,000 
釧路湿原1DAYコース（無） 9,000 
のんびり湿原1周コース（無） 9,000 
釧路湿原半日コース（無） 6,000 

つるい村民の森
オートキャンプ場

阿寒郡鶴居村字雪裡
69番地

0154-64-2114
（鶴居村役場産業
振興課林政係）

15:00～翌12:00 キャンプ 500 

白糠町

白糠フィッシングクラブ 白糠郡白糠町刺牛3丁目 01547-2-2190
（事務局寺澤浩） 随時 釣船体験 10,000 

白糠町青少年旅行村 白糠郡白糠町上茶路
西1線67 01547-2-7122 日帰り　午前9時～午後4時　5月～10月　期間中無休 ブルーベリー狩り 1,000 

しらぬかパークゴルフ
インチャロ

01547-9-3555
（パｰクゴルフ場）
01547-2-5345

（白糠町総合体
育館）

8:00～19:00
（5月中旬～11月中旬）
日没の場合は日没まで

無　※ただし雨天時休業 パークゴルフ体験 520 

根室

根室市

根室ネイチャーセンター 根室市川口10-1 0153-27-1434 要予約 不定休
ガイド一日チャーターツアー 6 55,000 
カヌー 8 28,000 
バードウォッチング 40 10,000 

明郷　伊藤☆牧場 根室市明郷101 0153-26-2181 9:00～18:00 毎月第1・第3水曜日
酪農家体験 3,960 
酪農体験（乳しぼり、エサやり、バター作り） 2,090 
乳しぼり体験 1,100 

根室乗馬クラブ 根室市東和田454 0153-23-5489 10:00～16:00 月曜日（祝日を除く） 乗馬 20 12,000 

落石ネイチャークルーズ
協議会 根室市落石西112 0153-27-2772

通年（平日毎日運航日）
1. 9:00～11:30
2. 13:00～15:30
2は11月～3月末まで12:30
～15:00の冬ダイヤになり
ます。
※漁の状況により、営業時間が

前後する場合もあります。

12/29～1/5 ネイチャークルーズ 11 8,000 

歯舞漁業協同組合指導部・
遊覧船係

根室市歯舞4丁目
120番地1先埋立地 0153-28-2124 11月1日～4月30日 歯舞パノラマクルーズ 12 5,000 

別海町

別海町観光船 野付郡別海町
尾岱沼港町232 0153-86-2533 5月中旬～10月

8:30～16:30 無休　

伝馬船アサヒ号 5 15,000 
野付半島沖合ウォッチングコース 46 7,000 
国後ネイチャーウォッチングコース 46 6,000 
トドワラ往復コース 92 3,200 
アラハマ潮干狩りコース 46 3,000 
アザラシウォッチングコース 80 1,800 

野付半島
ネイチャーセンター  

野付郡別海町野付63　
（株）別海町観光開発公社 0153-82-1270

4月～9月　9:00～17:00
10月～3月　9:00～
16:00(天候により変更あり)

施設:年末年始及び荒天時

野付半島満喫コース 4 10,000 
飛び出せ！とりっこコース 4 6,000 
トドワラ氷平線コース 4,000 
夏のトドワラ往復コース 3,800 

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

体
験
メ
ニュ
ー（
屋
外
）

Hokkaido Educational Travel Guide Book Hokkaido Educational Travel Guide Book

Choice! 北海道　4th Stage ― データ編（資料編） Choice! 北海道　4th Stage ― データ編（資料編）

96 97



※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 内　　容 受入人数 料　　金

根室

中標津町 道立ゆめの森公園 標津郡中標津町北中2-5 0153-72-0471

ビジタｰセンタｰ:
9:00～17:00
公園（5月～11月）:
6:00～19:00
公園（12月～4月）:
8:00～18:00

年末年始 パークゴルフ場 310 

標津町

南知床標津町観光協会 標津郡標津町北2条
西1丁目1-3

0153-85-7246
（標津町役場内） 8:45～17:15 土・日・祝日

クジラウォッチング 6,000 
標津海の公園投げ釣り 4,500 
スノーシュー体験 20 4,500 
忠類川サーモンフィッシング 7,000 
渓流釣り体験 20 4,500 
酪農体験 3,300 
ポー川史跡自然公園自然散策と歴史の旅 2,800 
野付半島感動ツアー 1,500 
荷揚げ見学 100 1,500 

標津町ポー川史跡
自然公園 郡標津町字伊茶仁2784 0153-82-3674 4月29日～11月23日:

9:00～17:00 開園中無休

カヌー体験 20 4,000 
土器焼き 20 2,000 
土器を使ったいも煮体験 20 800 
ミュージアムガイド 20 要問い合わせ
スノーシューウォーキング 20 要問い合わせ
森をめぐるガイドウォーク 20 要問い合わせ

羅臼町

知床アルラン 羅臼町八木浜町24 0153-87-4477 9:00～17:00（2～10月） 無休（荒天時は欠航）

観光船アルランⅢ世
流氷バードウォッチング 47 9,900 

観光船アルランⅢ世
ホエールウォッチングクルーズ 65 8,800 

（有）知床ダイビング企画 羅臼町麻布町 0153-88-2909 9:00～17:00 不定休

スキューバダイビング（上級者） 15 18,900 
スキューバダイビング（初級者） 5 18,900 
スキューバダイビング（上級者） 15 11,550 
スキューバダイビング（初級者） 5 11,550 

知床国立公園知床羅臼
ビジターセンター

目梨郡羅臼町湯ノ沢町
6-27 0153-87-2828 5月～10月　9:00～17:00

11月～4月 10:00～16:00 月曜日、年末年始 朝の自然観察会など 要問い合わせ

知床ネイチャークルーズ 目梨郡羅臼町本町27-1 0153-87-4001 7:00～20:00 不定休
クジラ・イルカ・バードウォッチング 50 8,800 
流氷＆バードウォッチングＢ（写真撮影など） 35 8,000 
流氷＆バードウォッチングA 50 4,000 

ゴジラ岩観光（羅臼） 目梨郡羅臼町本町30-2 0153-85-7575 8:00～17:00

流氷クルーズ（写真撮影コース）（一眼レフカメラ使
用者）） 60 10,000 

クジラ・イルカ・バードウォッチングコース 60 8,000 
流氷クルーズ（バードウォッチングコース） 60 7,000 
流氷コース（観光コース） 60 4,000 

観光船はまなす 目梨郡羅臼町礼文町 0153-87-3830
090-4876-6132 ホエールウォッチング 60 5,000 

朝枝Ⅱ（ともえ・ツー） 目梨郡羅臼町松法町21 0153-88-2026

釣り（知床岬コース）ほか 12 10,000 
流氷＆バードウォッチングコース 12 9,000 
クジラ・イルカウォッチングコース 12 8,000 
知床岬コース 12 8,000 
釣り（前浜コース）ほか 12 7,000 

NPO法人
しれとこラ・ウシ 目梨郡羅臼町八木浜町 0153-87-4477 熊越の滝トレッキング 11,000 

知床羅臼
丸魚濱田商店

目梨郡羅臼町礼文町
365-1 0153-87-3311

食堂　10:30～15:30
店舗　10:30～16:00
事務所　9:00～16:00

不定期 ウニの殻割体験 要問い合わせ

■産業見学施設
振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 受入人数

空知

岩見沢市 本田農機工業(株) 岩見沢市栗沢町北本町74 0126-45-2211 4月～10月
見学　10:00～15:00 5～15名

美唄市
ハピーオール(株) 美唄市東6条北7丁目1-19 0126-63-3900 平日（要確認） 土日祝日 5～10名

日本理化学工業(株)美唄工場 美唄市東明2条3丁目2-10 0126-63-4241 平日（要確認）
見学　10:00～12:00、14:00～16:00 土日祝日 1～40名程度

赤平市
（株）植松電機 赤平市共和町230番地50 0125-34-4133

平日（稼働日）
学校　10:00～14:00
一般　8:30～16:30

土日祝日 最大350名

エースラゲージ(株)
北海道赤平工場 赤平市茂尻旭町2丁目13 0125-32-4245 平日

見学　9:00～16:00 土日祝日 5～30名

砂川市 北海道電力(株)砂川発電所 砂川市豊沼町53 0125-52-3196 平日
見学　9:00～17:00 土日祝日 5～30名程度

最大40名程度

長沼町 (株)長沼あいす 長沼町西11線南6番地 0123-82-5533 団体は要問い合わせ 11月～2月：水曜日
元旦 2~5名

栗山町 小林酒造(株) 栗山町錦3丁目109 0123-72-1001
通年
見学　10:00～16:00

（夏場は17:00まで）
12月31日～1月3日 10名以上

石狩

札幌市

(株)ホクリヨウ札幌農場 北広島市南の里161-1 011-372-3016 平日
見学　10:00～、13:30～ 土日祝日 5～40名

※40名超の場合要相談
白い恋人パーク 札幌市西区宮の沢2-2-11-36 011-666-1481 10:00～17:00 学校行事の場合は要連絡

(株)坂口製粉所米里工場 札幌市白石区米里5条2丁目
2-10 011-873-4157 団体は要問い合わせ 5～20名

福山醸造(株) 札幌市東区苗穂町2丁目4-1
0120-120-280

（ 土 日 祝 を 除く
9:00～17:00）

平日
見学　9:00～12:00、13:00～15:00

土日祝日、ゴールデンウィーク、お盆
年末年始

約5～60名
※60名超の場合要相談

(株)かね彦 札幌市白石区東札幌6条1丁目
2-26 011-823-1181 平日（水曜日除く）

9:00～10:30 水曜日、土日祝日 10～50名

日糧製パン(株) 札幌市豊平区月寒東1条
18丁目5-1

011-851-8139
（平日 9 :00～
17:00）

※施設内工事に伴い現在見学休止中
4月下旬～11月
10:00～11:30、13:30～15:00

土日祝日、お盆（8/13～14） 10名以上

雪印メグミルク(株)札幌工場 札幌市東区苗穂6-1-1

011-704-2329
（土日祝・年末年
始を除く9:00～
11:30、13:00～
17:00）

団体
平日9:00、10:00、11:00、13:00、
14:00、15:00

土日祝日、年末年始 1回1～30名程度

アサヒビール(株)北海道工場 札幌市白石区南郷通4丁目
南1-1

011-863-3515
（ 休 業 日を 除く
9:00～17:00）

9:30～15:00 年末年始、不定休 2名以上

北海道コカ・コーラボトリング
(株)札幌工場 

札幌市清田区清田1条1丁目
2-1

011-888-2100
（平日 9 :00～
17:30）

一般：10:00、10:30、13:30、14:00、
15:00
※団体は要問い合わせ

年末年始、不定休 2～140名

寿産業(株)発寒工場 札幌市西区発寒13条12丁目
2-13 011-667-2788 10:00～17:00 土日祝日、年末年始、繁忙期 1～20名

※高校生以上

サツラク農業協同組合 札幌市東区苗穂町3-3-7
011-785-0201

（ 土 日 祝 を 除く
9:00～17:00）

4月下旬～11月上旬
9:30～16:00
※土日祝日は自由見学のみ

団体10名以上

江別市
米澤煉瓦(株) 江別市元野幌227番地 011-382-2801 8:00～17:00 土日祝日（土曜日不定休） 最大20名
ヤンマーアグリジャパン(株)アグ
リソリューションセンター北海道 江別市工栄町10ｰ6 011-381-2300 9:00～17:00 土日祝日、お盆、年末年始 最大40名

千歳市

北海道キッコーマン(株) 千歳市泉沢1007-53
0123-28-3888

（ 休 館 日を 除く
9:00～16:00）

9:20、10:45、12:45、14:10 土日祝日、ゴールデンウィーク、お盆
年末年始

2～80名
※80名超の場合要相談

カルビー(株)生産カンパニー東
日本生産部 北海道工場 千歳市北信濃779番4 0123-26-3822【Zoomによるオンライン見学】

月・水・木曜日　9:30 火・金・土・日・祝日、会社行事等（不定期）
1名～
※学校の団体は要相談（30名以上）貸切の
場合あり

キリンビール(株)千歳工場 千歳市上長都949-1
0123-24-5606

（ 休 館 日を 除く
9:30~16:30）

10:10、11:10、13：10、14:10、15:10
（土日祝は11:40、13:40追加）

月・火（祝日の場合は営業）
設備点検日・年末年始 1～9名

(株)ダイヘン千歳工場 千歳市北信濃770-7 0123-23-5171 平日（前もって連絡の上、要調整）
10:00～15:00 土日祝日 10～50名

※高校生以上

恵庭市 サッポロビール(株)北海道工場 恵庭市戸磯542-1 0123-32-5802
（9:50～17:00）

水～日
10:00、11:00、13:00、15:00

月・火曜日（祝日の場合は翌日・翌々日）、年
末年始、臨時休館日 2～40名

北広島市
(株)道新総合印刷 本社工場 北広島市大曲工業団地8丁目

2-1
011-370-3737

（見学者ホール
「フムフム館」）

平日
11:00、13:00（時間は応相談） 土日祝日、年末年始

1～200名
（120名以上は2グループに分け同時案内。
各グループにスタッフ同行）

旭イノベックス(株)北広島工場 北広島市共栄542番地 011-372-2211 平日
9:30～16:00 土日祝日、年末年始、繁忙期 10～40名

後志

小樽市

(株)かま栄 小樽市堺町3-7 0134-25-6181
9:00～12:30、13:30～15:00頃

（製造量による）
※一番作業の多い時間帯は概ね
　10:00～11:30頃

工場休業日（不定期） 1回50名程度
※学校団体は要相談

北海道ワイン(株) 小樽市朝里川温泉1丁目
130番地

0134-34-2187
（年末年始を除く
9:00～17:00）

通年
9:00～17:00 年末年始 1～60名

※無料受け入れ時

黒松内町 黒松内町特産物手づくり加工
センター (愛称:トワ・ヴェール) 黒松内町字目名152-4 0136-72-4416 4月～10月　10:00～18:00

11月～3月　10:00～17:00
月曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始
※加工室は日曜・祝日も休業

30名

余市町

ニッカウヰスキー北海道工場 余市郡余市町黒川町7丁目6 0135-23-3131 9:00～12:00、13:00～15:00 12月25日～1月7日 ※10名超の団体受入停止中

余市ワイナリー 余市郡余市町黒川町
1318番地 0135-23-2184 10:00～16:30

1月～4月末　火・水曜日
11月～12月・5月～6月　火曜日
※変更の可能性あり

※要相談

胆振

苫小牧市

王子製紙(株)苫小牧工場 苫小牧市王子町2-1-1 0144-32-0451 平日
9:00～16:00 土日祝日、年末年始、工場休転期間 1～80名程度（バス2台程度）

※現在最大40名程度

トヨタ自動車北海道(株) 苫小牧市字勇払145番1 0144-57-2121 月～金曜日（平日・祝日）
9:00、10:00、13:00、14:00、15:00

土日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期
連休 50名（バス2台）

北海道エコリサイクル
システムズ(株) 苫小牧市字柏原6-269 0144-53-9307 月～木曜日の営業日

10:00～11:30、13:30～15:30 金～日曜日、不定休 10～30名

伊達市 北海道電力(株)伊達発電所 伊達市長和町163-1 0142-23-4055 平日
10:00、13:00

5月1日、年末年始
※ソーラー発電所については冬季間
　（12月～3月）

原則5名以上
最大72名

厚真町 北海道電力(株)苫東厚真発電所 厚真町字浜厚真615 0145-28-2121  平日
10:00～15:00 5月1日、年末年始 1団体50名まで

日高 新ひだか
町

北海道電力(株)
静内水力センター 

新ひだか町静内中野町
1-10-15 0146-42-0429 5月～11月

10:00～16:00
土日祝日、ゴールデンウィーク等の連休、
当社指定日 1～50名

渡島

函館市
(株)竹田食品 函館市浅野町3番10号 0138-43-1110

平日午前9:30～11:30、午後1:30～3:00
繁忙期（GW前、お盆前後、12月～年末年
始）は受け入れをお断りさせて頂きます。
なお、事前に左記電話番号での問い合わ
せが必要です。

土・日・祝日、先繁忙期期間中は受け入れを
お断りさせていただきます。

新型コロナウィルス対策期間中のため1回
当りの工場見学での受け入れ人数は5～30
名まで。
収束していた場合、人数は最大50名位まで

（要相談）
北海道ガス(株)生産技術部
函館みなと工場 函館市港町3丁目19番8号 0138-62-7770 平日

9:30～12:00、13:00～17:00 土日祝日、年末年始 5～30名
※30名超の場合要相談

北斗市 トナミ食品工業(株) 北斗市追分4丁目6-8 0138-48-2468
（直売店）

平日
※業務の都合場、一部見学できない時間
　もあります。

土日祝日 1～30名

森町 北海道電力(株)森発電所 森町濁川3-91 01374-7-3377 平日
9:00～16:00

土日祝日、年末年始、5月1日
発電所定期点検期間 最大40名程度

上川 旭川市 男山酒造り資料館 旭川市永山2条7 0166-47-7080 9:00～17:00
酒蔵開放（2月第2日曜日）10:00～15:00 年末年始（12月31日～1月3日） 団体10名以上
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

振興局 市町村 名　前 住　所 電話番号 期間・営業時間 休　　日 受入人数

上川

旭川市

(株)ササキ工芸 旭川市永山14条3丁目4-10 0166-25-2288 平日
10:00～16:00 土日祝日 10名まで

(株)道新総合印刷旭川工場 旭川市工業団地五条3丁目4-5 0166-36-5801
平日
11:15、13:15
※冬期間（12月中旬～３月中旬）は
　15分繰り上げ

土日祝日、年末年始 1～70名
※小学生の場合は100名程度まで可能

東芝ホクト電子(株) 旭川市南5条通23丁目
1975番地 0166-31-4721 10:00～15:00 10～20名程度

富良野市 富良野チーズ工房・
富良野手作り体験工房 富良野市中五区 0167-23-1156

4月～10月　9:00～17:00
11月～3月　9:00～16:00

【ピッツァ工房】10:30～16:00
年末年始（12月31日～1月3日） 100名

留萌
増毛町 国稀酒造(株) 増毛町稲葉町1丁目17 0164-53-9355 9:00～16:30 年末年始 ※10名超の場合要相談

苫前町 北るもい漁業協同組合
水産鮮度保持施設 苫前郡苫前町字苫前417番地 0164-64-2446 10:00～15:00 土日祝日 団体　15～30名

学校教育　15～30名

宗谷
稚内市

丸ヱ寺江食品(株) 稚内市恵比須1丁目3-10 0162-23-3670 要相談 5～100名

中央水産(株) 稚内市末広2丁目6-25 0162-22-9607 平日
9:00～17:00 土日祝日、年末年始 5～20名

浜頓別町 よつ葉乳業(株)宗谷工場 浜頓別町智福2丁目4 01634-2-2332 平日
9:00～12:00、13:00～17:00 土日祝日、お盆、年末年始 要問合せ

オホーツク

北見市 野村興産(株)イトムカ鉱業所 北見市留辺蘂町富士見
217番地1 0157-45-2911 事業所の営業日

9:00～15:30 ※4名超の場合要相談

網走市 ジオ(株)流氷硝子館 網走市南4条東6丁目2の1 0152-43-3480 10:00～11:30、13:00～16:00 水曜日、不定休 ※要相談
清里町 清里焼酎醸造所 清里町羽衣町62-1 0152-25-2227 8:30～12:00、13:00～17:00 年末年始 ※要相談

遠軽町 北見木材(株) 遠軽町丸瀬布元町41番地 01584-7-2336 平日
10:00～15:00

土日祝日、年末年始、夏季休暇
工場点検期間 ※要相談

大空町 (一財)めまんべつ産業開発公社 　
ひがしもこと乳酪館 網走郡大空町東藻琴409-1 0152-66-3953

5月～10月　火～日曜日
11月～4月　水～日曜日
9:00～15:00

5～10月は月曜日
11月～4月は月曜日～火曜日 50名

十勝

音更町 柳月スイートピア・ガーデン 河東郡音更町下音更北9線
西18-2

0155-32-3366
体験工房専用

0155-32-5577
（10:00～16:00、
元日を除く）

工場見学　9:00～16:00
体験工房　10:00～15:00
　　　　　（コースによる）

体験工房　60名
※コースによる

帯広市 パナソニックスイッチング
テクノロジーズ(株) 帯広市西25条北1丁目2-1 0155-37-4111 平日

9:00～16:00 土日祝日、年末年始 5～40名

大樹町 雪印メグミルク(株)大樹工場 大樹町緑町35
01558-6-2121

（ 平 日 9 : 0 0 ～
12:00、13:00～
17:00）

平日
10:00～15:00 土日祝日、年末年始 1回20名

池田町 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所
(十勝ワイン) 池田町清見83 015-572-2467 9:00～17:00 年末年始 1名～

足寄町 日農機製工(株) 足寄町郊南1-13 0156-25-2188
見学推奨期間
7月10日～9月30日
1月10日～4月10日
※時間応相談

土日祝日 5～50名

釧路 釧路市 (株)道新総合印刷釧路工場 釧路市鳥取南3丁目8-2 0154-55-1830 平日
11:15、13:15 土日祝日、年末年始 1～70名

※小学生の場合は120名程度まで可能

根室

別海町 (株)べつかい乳業興社 別海町別海132-2
0153-75-2256
※毎月第2水曜

日に3か月先
の月の予約

平日
10:00～16:00 土日祝日、年末年始、不定休 10名以下

※10名超の場合要相談

中標津町 雪印メグミルク(株)
なかしべつ工場 中標津町丸山2丁目9番地

0153-72-3281
（ 平 日 9 : 0 0 ～
12:00、13:00～
17:00）

平日（1～7日を除く）
10:00、14:00 毎月1～7日、土日祝日、年末年始 5～30名

■道の駅 
振興局 市　町　村 名　　　　　　前 住　　　　　　所 電　話　番　号

空 知

夕 張 市 夕張メロード 夕張市紅葉山526-19 0123-53-8111
芦 別 市 スタープラザ芦別 芦別市北4条東1丁目1番地 0124-23-1437
三 笠 市 三笠 三笠市岡山1056番地1 01267-2-5775
滝 川 市 たきかわ 滝川市江部乙町東11丁目13-3 0125-26-5500
深 川 市 ライスランドふかがわ 深川市音江町広里59-7 0164-26-3636
歌 志 内 市 うたしないチロルの湯 歌志内市字中村72番地2 0125-42-5566
奈 井 江 町 ハウスヤルビ奈井江 空知郡奈井江町字奈井江28番地1 0125-65-4601
長 沼 町 マオイの丘公園 夕張郡長沼町東10線南7番地 0123-84-2120
浦 臼 町 つるぬま 樺戸郡浦臼町字キナウスナイ188 0125-68-2626
秩 父 別 町 鐘のなるまち・ちっぷべつ 雨竜郡秩父別町2085番地 0164-33-3902
雨 竜 町 田園の里うりゅう 雨竜郡雨竜町字満寿28番地3 0125-79-2100
北 竜 町 サンフラワー北竜 雨竜郡北竜町字板谷163番地2 0164-34-3321

石 狩

千 歳 市 サーモンパーク千歳 千歳市花園2丁目4番2号 0123-29-3972
恵 庭 市 花ロードえにわ 恵庭市南島松817番地18 0123-37-8787
石 狩 市 石狩「あいろーど厚田」 石狩市厚田区厚田98番地2 0133-78-2300
当 別 町 北欧の風　道の駅とうべつ 石狩郡当別町当別太774番地11 0133-27-5260
新 篠 津 村 しんしのつ 石狩郡新篠津村第45線北2番地 0126-58-3166

後 志

島 牧 村 よってけ！島牧 島牧郡島牧村字千走11-1 0136-74-5183
寿 都 町 みなとま～れ寿都 寿都郡寿都町字大磯町29-1 0136-62-2550
黒 松 内 町 くろまつない 寿都郡黒松内町字白井川8番地10 0136-71-2222

蘭 越 町
らんこし・ふるさとの丘 磯谷郡蘭越町字相生969 0136-55-3251
シェルプラザ・港 磯谷郡蘭越町港町1402番地1 0136-56-2700

ニ セ コ 町 ニセコビュープラザ 虻田郡ニセコ町字元町77番地10 0136-43-2051
真 狩 村 真狩フラワーセンター 虻田郡真狩村字光8番地３ 0136-48-2007
留 寿 都 村 230ルスツ 虻田郡留寿都村字留寿都127番地191 0136-47-2068
喜 茂 別 町 望羊中山 虻田郡喜茂別町字川上345番地 0136-33-2671
京 極 町 名水の郷きょうごく 虻田郡京極町字川西45番地 0136-42-2292
岩 内 町 いわない 岩内郡岩内町万代47-4 0135-63-1155
神 恵 内 村 オスコイ！かもえない 古宇郡神恵内村大字赤石村大森292番地1 0135-76-5800
余 市 町 スペース・アップルよいち 余市郡余市町黒川町6-4-1 0135-22-1515
赤 井 川 村 あかいがわ 余市郡赤井川村字都190番地16 0135-34-6699

胆 振

室 蘭 市 みたら室蘭 室蘭市祝津町4丁目16番地15 0143-26-2030
苫 小 牧 市 ウトナイ湖 苫小牧市字植苗156-30 0144-58-4137

伊 達 市
フォーレスト276大滝 伊達市大滝区三階滝町637-5 0142-68-6041
だて歴史の杜 伊達市松ヶ枝町34番地1 0142-25-5567

豊 浦 町 とようら 虻田郡豊浦町字旭町65-8 0142-83-1010
壮 瞥 町 そうべつ情報館i（アイ） 有珠郡壮瞥町字滝之町384番地1 0142-66-2750

洞 爺 湖 町
あぷた 虻田郡洞爺湖町入江84-2 0142-76-5501
とうや湖 虻田郡洞爺湖町香川9番地1 0142-87-2200

安 平 町 あびらD51(デゴイチ)ステーション 勇払郡安平町追分柏が丘49-1 0145-29-7751
む か わ 町 むかわ四季の館 勇払郡むかわ町美幸3丁目3番地1 0145-42-4171

振興局 市　町　村 名　　　　　　前 住　　　　　　所 電　話　番　号

日 高
日 高 町 樹海ロード日高 沙流郡日高町本町東1丁目298番地の１ 01457-6-2008
新 冠 町 サラブレッドロード新冠 新冠郡新冠町字中央町1番地の20 0146-45-7070
新 ひ だ か 町 みついし 日高郡新ひだか町三石鳧舞161-2 0146-34-2333

渡 島

函 館 市
なとわ・えさん 函館市日ノ浜町31番地2 0138-85-4010
縄文ロマン　南かやべ 函館市臼尻町551番地1 0138-25-2030

松 前 町 北前船 松前 松前郡松前町字唐津379番地 0139-46-2211
福 島 町 横綱の里ふくしま 松前郡福島町字福島143-1 0139-47-4072
知 内 町 しりうち 上磯郡知内町字湯ノ里48番地13 01392-6-2270
木 古 内 町 みそぎの郷　きこない 上磯郡木古内町字本町338-14 01392-2-3161
七 飯 町 なないろ・ななえ 亀田郡七飯町字峠下380-2 0138-86-5195
鹿 部 町 しかべ間歇泉公園 茅部郡鹿部町字鹿部18-1 01372-7-5655

森 町
YOU・遊・もり 茅部郡森町字上台町326番地18 01374-2-4886
つど～る・プラザ・さわら 茅部郡森町字砂原2丁目358-1 01374-8-2828

檜 山

江 差 町 江差 檜山郡江差町字尾山町1番地 0139-52-1177
上 ノ 国 町 上ノ国もんじゅ 檜山郡上ノ国町字原歌３ 0139-55-3955
厚 沢 部 町 あっさぶ 檜山郡厚沢部町緑町72-1 0139-64-3738
乙 部 町 ルート229元和台 爾志郡乙部町字元和169 0139-62-3009
せ た な 町 てっくいランド大成 久遠郡せたな町大成区平浜378番地 01398-4-6561

上 川

旭 川 市 あさひかわ 旭川市神楽4条6丁目1番12号 0166-61-2283
士 別 市 羊のまち 侍・しべつ 士別市大通東５丁目440番地23 0165-26-7353
名 寄 市 もち米の里☆なよろ 名寄市風連町西町334番地1 01655-7-8686
当 麻 町 とうま 上川郡当麻町宇園別2区 0166-58-8639
東 川 町 ひがしかわ「道草館」 上川郡東川町東町1丁目1-15 0166-68-4777

美 瑛 町
びえい「丘のくら」 上川郡美瑛町本町1丁目9番21号 0166-92-0920
びえい「白金ビルケ」 上川郡美瑛町字白金 0166-94-3355

南 富 良 野 町 南ふらの 空知郡南富良野町字幾寅687番地 0167-52-2100
占 冠 村 自然体感しむかっぷ 勇払郡占冠村字中央 0167-39-8010
剣 淵 町 絵本の里けんぶち 上川郡剣淵町東町2420番地 0165-34-3811
美 深 町 びふか 中川郡美深町字大手307番地1 01656-2-1000
音 威 子 府 村 おといねっぷ 中川郡音威子府村字音威子府155番地 01656-5-3111
中 川 町 なかがわ 中川郡中川町字誉498-1 01656-7-2683
幌 加 内 町 森と湖の里ほろかない 雨竜郡幌加内町字政和第一 0165-37-2070

留 萌

留 萌 市 るもい 留萌市船場町2丁目114 0164-43-1501
小 平 町 おびら鰊番屋 留萌郡小平町字鬼鹿広富 0164-56-1828
苫 前 町 風Ｗとままえ 苫前郡苫前町字苫前119番地の１ 0164-64-2810
羽 幌 町 ほっと・はぼろ 苫前郡羽幌町北3条1丁目29番地 0164-62-3800
初 山 別 村 ☆ロマン街道しょさんべつ 苫前郡初山別村字豊岬153-1 0164-67-2525
遠 別 町 えんべつ富士見 天塩郡遠別町字富士見46番地21 01632-9-7555
天 塩 町 てしお 天塩郡天塩町新開通4-7227-2 01632-9-2155

宗 谷

稚 内 市 わっかない 稚内市開運 0162-29-0277
猿 払 村 さるふつ公園 宗谷郡猿払村浜鬼志別214番地7 01635-2-2311
浜 頓 別 町 北オホーツクはまとんべつ 枝幸郡浜頓別町中央北21番地1 01634-8-7887
中 頓 別 町 ピンネシリ 枝幸郡中頓別町字敏音知72-7 01634-7-8510
枝 幸 町 マリーンアイランド岡島 枝幸郡枝幸町岡島1978番地13 0163-62-2860

オホーツク

北 見 市 おんねゆ温泉 北見市留辺蘂町松山1番地4 0157-45-3373
網 走 市 流氷街道網走 網走市南3条東4丁目5-1 0152-67-5007
紋 別 市 オホーツク紋別 紋別市元紋別11番 0158-23-5400
美 幌 町 ぐるっとパノラマ美幌峠 網走郡美幌町字古梅 0152-75-0700
津 別 町 あいおい 網走郡津別町字相生83番地1 0152-75-9101

斜 里 町
うとろ・シリエトク 斜里郡斜里町ウトロ西186-8 0152-22-5000
しゃり 斜里郡斜里町本町37番地 0152-26-8888

清 里 町 パパスランドさっつる 斜里郡清里町字神威1071番地 0152-26-2288
小 清 水 町 はなやか(葉菜野花) 小清水 斜里郡小清水町字浜小清水474-7 0152-67-7752

オホーツク

佐 呂 間 町 サロマ湖 常呂郡佐呂間町字浪速121-3 01587-5-2828

遠 軽 町
まるせっぷ 紋別郡遠軽町丸瀬布元町42-2 0158-47-2010
しらたき 紋別郡遠軽町奥白滝 0158-48-2175
遠軽 森のオホーツク 紋別郡遠軽町野上150番地1 0158-42-4536

湧 別 町
かみゆうべつ温泉 チューリップの湯 紋別郡湧別町中湧別中町3020-1 01586-4-1126
愛ランド湧別 紋別郡湧別町志撫子6-2 01586-8-2455

滝 上 町 香りの里たきのうえ 紋別郡滝上町旭町 0158-29-3300
興 部 町 おこっぺ 紋別郡興部町字興部1322-21 0158-82-2385
西 興 部 村 にしおこっぺ花夢 紋別郡西興部村字上興部37番地 0158-87-2333
雄 武 町 おうむ 紋別郡雄武町字雄武1885番地14 0158-84-2403

大 空 町
メルヘンの丘めまんべつ 網走郡大空町女満別昭和96番地の1 0152-75-6160
ノンキーランド　ひがしもこと 網走郡大空町東藻琴100番地 0152-66-3600

十 勝

音 更 町
おとふけ 河東郡音更町木野大通西19丁目5番地 0155-31-8511
ガーデンスパ十勝川温泉 河東郡音更町十勝川温泉北14丁目1番地 0155-46-2447

士 幌 町
ピア21しほろ 河東郡士幌町字士幌西2線134番地1 01564-5‐3940
しほろ温泉 河東郡士幌町字下居辺西2線134番地 01564-5-3630

上 士 幌 町 かみしほろ 河東郡上士幌町字上士幌東3線227番地1 01564-7-7722

鹿 追 町
しかおい 河東郡鹿追町東町3丁目2  0156-66-1125
うりまく 河東郡鹿追町瓜幕西3丁目 0156-67-2626

中 札 内 村 なかさつない 河西郡中札内村大通南7丁目14番地 0155-67-2811
更 別 村 さらべつ 河西郡更別村字弘和464番地1 0155-53-3663
大 樹 町 コスモール大樹 広尾郡大樹町西本通98番地 01558-6-5220
幕 別 町 忠類 中川郡幕別町忠類白銀町384番地12 01558-8-3236
本 別 町 ステラ★ほんべつ 中川郡本別町北3丁目1番地1 0156-22-5819
足 寄 町 足寄湖 足寄郡足寄町中矢673-4 0156-25-7002

陸 別 町
オーロラタウン93りくべつ 足寄郡陸別町大通 0156-27-2012
あしょろ銀河ホール21 足寄郡足寄町北1条1丁目3番地 0156-25-6131

浦 幌 町 うらほろ 十勝郡浦幌町字北町16-3 015-576-5678

釧 路

釧 路 市 阿寒丹頂の里 釧路市阿寒町上阿寒２３線３６番地１ 0154-66-2969
厚 岸 町 厚岸グルメパーク 厚岸郡厚岸町住の江２丁目２番地 0153-52-4139
弟 子 屈 町 摩周温泉 川上郡弟子屈町湯の島3丁目5番5号 015-482-2500
白 糠 町 しらぬか恋問 白糠郡白糠町恋問3丁目3番地1 01547-5-3317

根 室
根 室 市 スワン44ねむろ 根室市酪陽1番地 0153-25-3055
別 海 町 おだいとう 野付郡別海町尾岱沼5-27 0153-86-2449
羅 臼 町 知床・らうす 目梨郡羅臼町本町361-1 0153-87-3330
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※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。

■スキー場 
振興局 市町村 名前 住所 電話 期間・営業時間 休日 施設機能 スキー学校 医療

石狩 札幌市

札幌国際スキー場 札幌市南区定山渓
937番地先 011-598-4511

初滑り期間
2021年11月19日～11月30日
全日9:00～15:20
通常期間
2021年12月1日～2022年3月31日
平日9:00～17:00／
土・日・祝 8:30～17:00
スプリング期間
2022年4月1日～2022年クローズ迄
全日9:00～16:30

無休 スカイキャビン1基(8人乗り)
リフト3基(2人乗り1基、4人乗り2基)

札 幌 国 際 ス キ ー スク ー ル
（SAJ）
札幌国際スノーボードスクール

（JSBA）

パトロール隊常勤
5～10名
病院（スキー場提
携病院あり）

さっぽろばんけい
スキー場 札幌市中央区盤渓410　 011-641-0071 2021年12月上旬～

　2022年3月下旬　9:00～22:00 無休 リフト6基 ばんけいスキー学校（SAJ）
パトロール隊常勤
5名
病院（車で5分）

サッポロテイネ 札幌市手稲区手稲本町
593 011-682-6000

■ハイランドゾーン
通常営業：
2021年11月20日～2022年4月3日
特別春スキー営業：
2022年4月9日～5月5日の土日祝日
のみ9:00～17:00
ナイター特別営業期間：
2022年4月1日～3日、9日、10日、
16日、17日（予定）16:00～21:00
■オリンピアゾーン
2021年12月4日～
　2022年3月27日　9:00～21:00

無休

■施設機能
ハイランドゾーン
　リフト4基
　（2人乗り3基、4人乗り1基）
オリンピアゾーン
　ゴンドラ1基（8人乗り）
　リフト4基（2人乗り3基
　　　　　  3人乗り1基）
　スノーエスカレーター1基
■ハイランドスキーセンター
　（ハイランドゾーン）
　レストラン座席数　650席　
　他、団体用の個室完備
■オリンピアスキーセンター
　（オリンピアゾーン）
　団体専用休憩室席数　1,200席

テイネオリンピアスキー学校
（SAJ）

パトロール
センター3か所
常勤７名～10名

総合病院
手稲渓仁会病院　
車20分
ていね整形外科
リハビリクリニック　
車15分
わたなべクリニッ
ク( 内 科・消 化 器
科）車15分

後志

小樽市

スノークルーズオーンズ 小樽市春香町357番地 0134-62-2228
2021年11月20日～
2022年3月27日
9:00～23:00

（時期により異なります）
無休 リフト2基（2人乗り1基、4人乗り1基）

オ ー ン ズ ス キ ー スク ー ル
（SAJ）
オーンズスノーボードスクール

（JSBA)

パトロールスタッフ
（随時巡回）
2~3名
札樽病院

（車で15分）
太田整形外科

（車で10分）

朝里川温泉スキー場 小樽市朝里川温泉1丁目
394 0134-54-0101

2021年12月18日～
　2022年4月上旬
平日9:00～17:00
土日祝8:00～17:30

無休 リフト4基
スノーエスカレーター1基 朝里スキースクール（SAJ） パトロール隊常勤

病院（車で5分）

ニセコ町

ニセコモイワ
スキーリゾート

虻田郡ニセコ町字ニセコ
448 0136-59-2511

2021年12月4日～2022年4月3日
8:00～16:00
※毎年12月第１週の土曜日から
　4月第１週の日曜日まで

無休 リフト3基（2人乗り2基、4人乗り1基） ニセコモイワスキースクール
パトロール隊　常
勤2名
倶知安厚生病院

（車で30分）

ニセコビレッジスキーリ
ゾート

虻田郡ニセコ町
東山温泉 0136-44-2211

12月上旬～4月上旬
8：30～21：00
(ナイター16:30～21：00）
※ナイター営業時間は期間により
　異なります

無休
ゴンドラ4基

（6人乗り2基、8人乗り2基）
リフト5基

（1人乗り1基、2人乗り4基）

ニセコビレッジスノースクール
（NVSS)

パトロール隊
常勤5～10名
俱知安厚生病院
orニセコ医院

ニセコアンヌプリ
国際スキー場

虻田郡ニセコ町字ニセコ
485 0136-58-2080

11月下旬～5月上旬
8：30～21：00
(ナイター16:30～21：00）

無休 ゴンドラ1基（6人乗り）
リフト5基（2人乗り3基、4人乗り2基）

ニセコアンヌプリ スキー＆
スノーボードスクール

（SIA・SAJ・JSBA）
パトロール隊常勤
病院（車で15分）

留寿都村 ルスツリゾートスキー場 虻田郡留寿都村字泉川
13番地 0136-46-3331 

2021年11月27日～
　2022年4月3日　9:00～20:00
※シーズン始めとシーズン終わりは、
　9:00～17:00

無休

ゴンドラ4基
クワッド7基
リフト7基
■利用料金
　高校生1日（宿泊者）
　2,000円（日帰り）2,700円

ルスツリゾートスキースクール
（SAJ）

パトロール隊常勤
17名
診療所

（車で10分）

倶知安町 ニセコ東急グラン・ヒラ
フ

虻田郡倶知安町字山田
204 0136-22-0109

2021年12月4日～
　2022年5月5日　8:30～16:30
ナイター営業
　2021年12月19日～
　2022年3月20日　16:30～19:00

無休
ゴンドラ2基
クワッド6基
リフト7基
スインギングモンキー

ニセコグラン・ヒラフスノース
クール（SAJ）

パトロール隊常勤
病院（車で20分）

岩内町 IWANAI RESORT 岩内郡岩内町字野束
350-4 0135-62-4622 2021年12月25日～

　2022年3月13日　8:30～15:30 不定期 リフト1基（2人乗り）
キャットスキー（要予約） 岩内スキー学校

パトロール隊　5
名～10名（土日祝
のみ）
病院（車で10分）

赤井川村 キロロスノーワールド 余市郡赤井川村常盤
128番地1 0135-34-7111

初滑りシーズン
2021年12月4日～12月17日
レギュラーシーズン
2021年12月18日～2022年4月3日
8:30（土・日・祝 8:00）～16:00
ナイター営業～19:00
金・土・祝前日と12月24日～1月3日

無休
ゴンドラ2基

（6人乗り1基、8人乗り1基）
リフト9基

（2人乗り4基、4人乗り5基）

キロロスキー＆スノーボード
アカデミー（SAJ・JSBA）
アニーキッズ
スキーアカデミー
インターナショナル スキー&
スノーボードアカデミー

パトロール隊常勤
病院（車で25分）

胆振 登別市 カルルス温泉サンライバ
スキー場 登別市カルルス町27 0143-84-2872 2021年12月18日～

　2022年3月下旬　9:00～16:00 無休 リフト3基（1基休止） サンライバスキースクール
（SAJ）

パトロール隊常勤
病院（車で20分）

渡島 七飯町 函館七飯スノーパーク 北海道亀田郡七飯町
東大沼666 0138-67-3355

2021年12月11日～
　2022年4月3日　9:00～17:00
ナイター営業
　2021年12月18日～
　2022年3月13日　17:00～21:00
　（金・土・祝前日 7:00～22:00）

無休 ゴンドラ1基（6人乗り）
リフト2基（2人乗り1基、4人乗り1基）

函館大沼スキー･スノーボード
スクール（SAJ）
七飯スキー学校（SAJ）
Let’s Ski School（SAJ）

パトロール隊常勤
病院（車で25分）

上川

旭川市

カムイスキーリンクス 旭川市神居町西丘112 0166-72-2311 2021年12月19日～
　2022年3月下旬　9:00～17:00 無休 ゴンドラ1基

リフト5基（2人乗り）

旭川カムイスキー学校（SAJ）
深川スキースクール（SAJ）
y2カムイスキーリンクス
プロスキースクール（SIA）
三浦雄一郎＆スノードルフィン
スキースクール カムイ校
カムイスノーボードスクール

（JSBA）

パトロール隊常勤
病院（車で20分）

サンタプレゼントパーク　
マロースゲレンデ

旭川市神居町富岡
555番地の2 0166-63-3232

2021年12月23日～
　2022年3月27日（予定）
　9:00～21:00
2021年12月31日　9:00～16:00
2022年1月1日　11:00～21:00

無休 リフト3基 サンタプレゼントパーク
スキースクール（SAJ）

パトロール隊常勤
病院（車で5分）

名寄市 名寄ピヤシリスキー場 名寄市日進 01654-2-1180

2021年12月11日～
　2022年3月27日　9:00～16:30
ナイター営業
　2月26日までの木金土曜日
　（年末年始を除く）
　16:30～20:30

無休 リフト3基（2人乗り） 名寄スキー学校（SAJ） パトロール隊常勤
病院（車で15分）

富良野市 富良野スキー場 富良野市中御料 0167-22-1111

2021年11月27日～
　2022年3月21日　8:30～16:30
ナイター営業
　2021年12月25日～
　2022年3月20日　16:30～19:30
春スキー期間
　2022年3月22日～
　5月8日　9:00～16:00

無休
ロープウェー1基（101人乗り）
ゴンドラ1基（6人乗り）
リフト7基（2人乗り5基、4人乗り2基）
スノーエスカレーター2基

富良野　木村公宣
スキースクール（SAJ）
富良野スキー学校（SAJ）
富良野パンダルマン
キッズスクール
王子滑雪學校

パトロール隊常勤
病院（車で10分）

比布町 ぴっぷスキー場 比布町北7線17号 0166-85-3056

2021年12月23日～
　2022年3月21日　9:00～21:00
ナイター営業
2021年12月25日～
　2022年2月28日　16:00～21:00

無休 リフト4基
ロープリフト1基

比布スキー学校（SAJ）
ぴっぷスキー場コブ専門ス
キースクール

パトロール隊常勤
病院（車で15分）

振興局 市町村 名前 住所 電話 期間・営業時間 休日 施設機能 スキー学校 医療

上川 占冠村 星野リゾート
トマムスキー場 勇払郡占冠村字中トマム 0167-58-1111

2021年12月1日～
2022年4月4日　9:00～16:00
ナイター営業
2021年12月26日～
2022年3月31日　16:00～18:00

無休
※4月1日～4月

4日はタワーエ
キスプレス・ニ
ポチェア の み
の営業

ゴンドラ1基
リフト5基（2人乗り2基、4人乗り3基） GAOスノーアカデミー パトロール隊常勤

病院（車で5分）

十勝 新得町 サホロリゾートスキー場 上川郡新得町狩勝高原 0156-64-4121

2021年12月17日～12月24日
2022年3月21日～
3月31日　9:00～16:00
2021年12月25日～
2022年3月20日　9:00～18:00

無休 ゴンドラ1基
リフト7基

サホロスキー＆スノーボード
スクール（SAJ・JSBA）

パトロール隊常勤
病院（車で20分）

釧路 釧路市 国設阿寒湖畔スキー場 釧路市阿寒町
シュリコマベツ4-4

0154-67-2881
(営業期間内：12
月初旬～クロー
ズまで)
0154-67-3200

(営業期間外)

2021年12月31日～4月3日
9:00～16:00 無休 リフト1基（2人乗り）

ロープトゥ1基 阿寒湖畔スキー学校（SAJ） パトロール隊常駐
診療所（車で5分）

※利用料金とスキーレンタルに関しては直接お問い合わせください。
※掲載されている情報が変更になる場合がありますので、事前に各担当窓口へお問い合わせ願います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部内容が変更となる場合がございます。
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