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カテゴリー 市町村 施設名 所在地 電話番号 施設概要 参考ＨＰ
函館市縄文文化交流センター 函館市臼尻町551-1 0138-25-2030 北海道初の国宝「中空土偶」を展示する博物館。ミニチュア縄文土器づくり体験等もできる。 HP
大船遺跡埋蔵文化財展示館 函館市大船町575-1 0138-25-2030 世界遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つ。 HP
五稜郭公園（五稜郭タワー） 函館市五稜郭町43-9 0138-51-4785 日本に二つしかない星形要塞の一つ。戊辰戦争最期の舞台。 HP
箱館奉行所 函館市五稜郭町44-3 0138-51-2864 日本の北辺防備の拠点として設置された江戸幕府の役所。2010年に140年ぶりに復元された。 HP
青函連絡船記念館摩周丸 函館市若松町12先 0138-27-2500 青函トンネルができるまで、本州と北海道間の輸送に重要な役割を担った連絡船。 HP
旧イギリス領事館（開港記念館） 函館市元町33−14 0138-27-8159 1859年の函館港開港とともに開設されたイギリスの領事館。 HP
函館市北方民族資料館 函館市末広町21-7 0138-22-4128 アイヌ民族をはじめとする北方民族資料を収蔵・展示 HP
市立函館博物館 函館市青柳町17−1 0138-23-5480 ペリー来航・箱館戦争・函館大火などに関する歴史価値の高い資料を展示。 HP
函館市北洋資料館 函館市五稜郭町37-8 0138-55-3455 かつて函館の主要産業であった「北洋漁業」に関する資料を展示。 HP
箱館高田屋嘉兵衛資料館 函館市末広町13−22 0138-27-5226 「箱館発展の恩人」と称される豪商高田屋嘉兵衛の生涯を通じた関連資料を展示。 HP
函館市文学館 函館市末広町22-5 0138-22-9014 石川啄木等、函館ゆかりの作家の自筆資料や作品を展示。 HP
北海道立函館美術館 函館市五稜郭町37-6 0138-56-6311 「道南の美術」「東洋美術と書」「文字記号に関わる現代美術」をテーマとして作品を収集・展示。 HP
横綱千代の山・千代の富士記念館 福島町字福島190 0139-47-4527 館内には本場九重部屋と同じ稽古土俵があり、相撲合宿も可能。 HP
福島町青函トンネル記念館 福島町字三岳32-2 0139-47-3020 世界最長の海底トンネルの計画から開通までの歴史を学ぶことができる。 HP
松前城資料館 松前町字松城 0139-42-2216 蠣崎波響の「桜下美人図」をはじめとする真筆や北前船の資料等を展示 HP
松前藩屋敷 松前町字西館68 0139-43-2439 江戸時代の町人や商人の生活を学べるテーマパーク。松前漬造り体験もあり。 HP

森町 鷲ノ木遺跡 森町字鷲ノ木町 01374-2-2186 縄文時代後期（約4,000年前）の北海道最大規模の環状列石（ストーンサークル）のある遺跡。 HP
八雲町 八雲町郷土資料館・八雲町木彫り熊資料館 八雲町末広町154 0137-63-3131 木彫り熊資料館では北海道第一号の木彫り熊を展示。 HP

函館元町ガラス工房　（ガラス工芸体験） 函館市大町1-33 0138-27-8836 明治42年に建築され、伝統的建造物にも指定されている店舗でガラス工芸体験ができる。 HP
はこだて明治館　（サンドブラスト体験） 函館市豊川町11-17 0138-27-7070 ガラスに研磨材（砂）を吹きかけ、表面をスリガラスに削る｢サンドブラスト｣を体験。 HP
はこだて明治館　（オルゴール製作体験） 函館市豊川町11-17 0138-27-7070 約30曲ある中から好きな曲を選び、絵の具やオーナメントを使って自由にオルゴールを製作 HP
NATURAS 函館市美原2-9-20 0120-979-212 イカの調理体験や、クラフト体験など、人数・目的により様々な体験メニューを提供。 HP
谷観光農場　（農作物収穫） 北斗市向野144-5 0138-77-6843 5ヘクタールの広大な敷地に展開する観光農園。新幹線駅から15分。 HP
六輪村　体験工房ろくりん　（農作物収穫） 北斗市大工川48 0138-73-6998 そば・豆腐・餅菓子などの加工体験ができる。農業情報の発信基地。 HP
トトロの里　冨原観光果樹園　　（農作物収穫） 七飯町大中山6-510-1 0138-64-2008 りんごの収穫体験ができる。「りんごの木オーナー制度」もあり。 HP
マルサン宮田果樹園　　（農作物収穫） 七飯町鳴川1-4－7 0138-65-2927 「いちご」「さくらんぼ」「プルーン」「ぶどう」の収穫体験ができる。 HP
ヤマゼン観光果樹園　　（農作物収穫） 七飯町鳴川4-288 　090-1302-5989 「プルーン」「りんご」の収穫体験ができる。 HP

鹿部町 道の駅 しかべ間歇泉公園　（漁業体験） 鹿部町字鹿部18-1 01372-7-5293 鹿部で水揚げされる新鮮な魚介類を使って、鹿部ならではの家庭料理づくり等を体験します。 HP
八雲町 ファームメイド遊楽部1号館　（加工体験） 八雲町立岩359-13 0137-63-4911 地元特産品のバター、チーズ、ソーセージ作りなどが体験できる。 HP

就業体験 函館市 函館朝市 函館市若松町9-19 0138-22-7981 朝市での労働体験を通して、 責任感の醸成やマナー・社会性を身につける。 HP
大沼合同遊船 七飯町大沼1023-1 0138-67-2229 大沼に浮かぶ小島等のチェックポイントをボートで巡る、｢ボートオリエンテーリング｣等が体験できる。 HP
体験工房＆レストラン ポロト館 七飯町大沼町185-5 0138-67-2536 大沼公園周辺を舞台に30種類以上もの豊富なインドア・アウトドア体験メニューを揃える。 HP
フレンドリー・ベア 七飯町字大沼町215　 0138-67-2194 美しい自然や、野生動物を観察しながら大沼周辺をサイクリング。 HP
イクサンダー大沼カヌーハウス 七飯町大沼町22-4 0138-67-3419 夏は大沼でのカヌー、冬はスノーハイキングなど多様なアクティビティを提供。 HP
パド・ミュゼ 七飯町東大沼294–1 0138-67-3339 単なる乗馬でなく、馬との暮らし体験やホースセラピー、馬搬、健康乗馬などを体験できる。 HP

森町 シャロレー牧場 森町字駒ケ岳469 080-6065-3331 100万坪の広大な敷地の中で、ホーストレッキングを体験することができる。 HP
竹田食品 函館市浅野町3-10 0138-43-1110 いかの塩辛等の水産加工品の製造工程を見学。 HP
道南食品 函館市千代台町14-32 0138-51-7187 株式会社明治のグループ会社。キャラメル、チョコレート等の製造工程を見学。 HP
北海道ガス函館みなと工場 函館市港町3-19-8 0138-62-7770 受入桟橋やLNGタンクから都市ガス送出までの製造施設の見学。 HP
ＮＨＫ函館放送局 函館市千歳町13-1 0138-27-0111 NHK函館放送局のスタジオ等を見学。 HP
函館カール・レイモン 函館市鈴蘭丘町3-92 0120-39-4186 函館の人気ソーセージ｢カール・レイモン｣の製造工場を見学。 HP
布目 函館市浅野町4-17 0138-43-9101 ｢社長のいか塩辛｣で有名な布目の工場見学。 HP
美鈴商事 函館市上湯川町1-1 0138-57-2233 北海道の老舗珈琲店｢美鈴｣の焙煎工場を見学。 HP
函館酪農公社 函館市中野町118－17 0138-58-4460 ｢函館牛乳｣を製造する函館酪農公社の牛乳・乳製品の製造ラインを見学。 HP
マルナマ食品 函館市日乃出町12-10 0138-55-0070 いかめし、いかさし、塩辛などの水産加工品の製造風景を見学。 HP
山栄食品工業　函館工場 函館市追分町1-12 0138-45-1251 さきいか、チーズ鱈などの製造工程を見学 HP

北斗市 道新総合印刷 北斗市萩野33-69 0138-84-5194 新聞印刷の様子を見学。 HP
木古内町 北島製パン 木古内町字木古内192-4 01392-2-2200 道南の名菓「箱館塩かすてら」の製造者。パン作りを見学できる。 HP

北海道電力　知内火力発電所 知内町字元町28-13 01392-5-6613 発電所内のボイラー・タービン・発電機・中央操作室等を見学。 HP
三洋食品　知内工場 知内町字元町9-3 01392-5-6666 スモークサーモンの製造工場を見学。 HP
はこだてわいん 七飯町字上藤城11 0138-65-8170 近代的な醸造設備でワインが製造される過程を見学。 HP
北海道昆布館 七飯町字峠下32‐１ 0138-66-2000 とろろ、おぼろ昆布の製造工程を見学 HP
北海道電力（株）　森地熱発電所 茅部郡森町字濁川3-91 01374-7-3377 カルデラ盆地に設置された世界的にも珍しい地熱発電所を見学。 HP
ニチレイフーズ 森工場 森町字港町34 01374-2-2018 コロッケの製造ラインを見学。-20℃の低温庫で瞬間冷凍体験もできる。 HP

八雲町 服部醸造 八雲町東雲町27 0137-62-2108 味噌や醤油の製造工程を見学 HP
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