施設概要
① 開館（利用）時間

② 休日

③ 入場料（観覧料）

④ ホームページＵＲＬ

実施している体験学習プログラム・事業など
(1) プログラム名

(2) 時期

(3) 場所

(4) 対象人数

(5) 料金

(6) 備考

羅 臼 町

羅臼ビジターセンター
〒086-1822

目梨郡羅臼町湯の沢 388

TEL：0153-87-2828 FAX：0153-87-2876

E-mail：rausuvc@aurens.or.jp

①5 月～10 月 9:00～17:00、11 月～4 月 10:00～16:00 ②月曜日、年末年始 ③入館無料
④http://rausu-vc.jp/
※詳細については、現在、移転新築中のため未定

羅臼町教育委員会社会教育課
TEL：0153-87-2004 FAX：0153-87-2256
(1)ふるさと少年探検隊
※ふるさとの自然に親しみ豊かな心を養い、郷土愛、忍耐力、協調心を育てる。
(2)７月下旬～８月上旬（５泊６日）(3)羅臼町相泊～モイレウシ湾・知床岬
(4)３４名（町内小学４年生～中学生）(5)参加費 3,000 円（傷害保険料）
(6)わんぱくコース

モイレウシ湾をベースに様々な自然体験活動を行う。

チャレンジコース

洞窟泊をしながら知床岬までの海岸線を歩いて踏破する。

羅臼町教育委員会郷土資料室
〒086-1823 目梨郡羅臼町栄町 102
TEL：0153-87-2004 FAX：0153-87-2256

E-mail：wakusaka.syuichi@rausu-town.jp

①10:00～17:00 ②土日、
祝祭日、年末年始 ③入場無料 ④http://www.rausu-town.jp/20060222024.html
(1)親と子のオジロ・オオワシ観察会
※観察を通して知床の生態系、天然記念物などに対する理解を深める。
(2)２月下旬(3)羅臼港から洋上（根室海峡）(4)４０名（一般町民、親子）(5)無料(6)防寒着、双眼鏡
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羅臼町公民館
〒086-1823 目梨郡羅臼町栄町 102
TEL：0153-87-2004 FAX：0153-87-2256
①平日 9:00～21:00

E-mail：fukuda.hideki@rausu-town.jp

日曜日 9:00～17:00 ②年末年始 ④http://www.rausu-town.jp/20060222023.html

(1)ふるさと体験教室（知床 KIDS）
※らうすの自然を楽しみながら学習し、郷土の文化を愛する心を育てる。
(2)５月～２月（計８回）(3)羅臼町公民館他 (4)４０名（町内小学４年生～中学生）
(5)参加費 3,000 円（傷害保険料）その他、プログラムによる実費（入場料、材料費）
(6)毎年テーマを設定し開催。（H16「虫」、H17「世界自然遺産」、H18「魚」）

斜 里 町

知床自然センター
〒099-4356

斜里郡斜里町字岩宇別 531

TEL：0152-24-2114 FAX：0152-24-2115

E-mail：taiken@shiretoko.or.jp

①4 月 20 日～10 月 20 日 8:00～17:40、10 月 21 日～4 月 19 日 9:00～16:00 ②12 月 31 日
③入場無料（ﾀﾞｲﾅﾋﾞｼﾞｮﾝ観覧は大人 500 円、小中学生 200 円）④http://www.shiretoko.or.jp/
１
(1)知床フィールド講座(2)通年（月に１回程度実施）(3)斜里町・羅臼町周辺 (4)２～８名程度
(5)12,000 円程度 (6)日程・プログラム内容などの詳細はホームページをご覧下さい。

２
(1)100 平方メートル運動の森体験 (2)通年（月に１～２回程度実施）
(3)知床 100 平方メートル運動地内及びその周辺 (4)２～８名程度 (5)お問い合わせください。
(6)日程・プログラム内容などの詳細はホームページをご覧下さい。

斜里町立知床博物館
〒099-4113 斜里郡斜里町本町 49
TEL：0152-23-1256 FAX：0152-23-1257

E-mail：shiretoko-m@sea.plala.or.jp

①9:00～17:00
②4～8 月 月曜日（祝日・振休日は開館）、9～3 月 月曜日、祝日、祝日の翌日の火曜日、年末年始
③一般（高校生以上）300 円、15 名以上の団体料金 250 円、小・中学生 無料
④http://shir-etok.myftp.org/

- 40 -

北海道森林管理局

知床森林センター

〒099-4113 斜里郡斜里町本町 11
TEL：0152-23-3009 FAX：0152-23-3160

E-mail：shiretoko@cocoa.ocn.ne.jp

①平日 8:30～17:00 ②土日、祝祭日、年末年始 ④http://www.shiretoko.go.jp/
１
(1)森林レクリエーションｉｎ知床 (2)通年（年間計画に基づき実施、約７回／年）
(3)主に知床国有林 (4)２３名 (5)大人 2,500 円、小人（中学生以下）1,500 円
(6)内容は主に森林観察会。北見より貸切バスを手配。

２
(1)森とのふれあい (2)通年（年間計画に基づき実施、約５回／年）
(3)知床森林センター又は知床国有林 (4)２３名又は３０名
(5)200 円～2,500 円（イベント内容による）(6)内容は主にネイチャークラフトや炭焼き等
※上記とは別に環境教育として教育機関から申し出があれば別途対応は可能です。

羅臼町・斜里町観光協会

知床羅臼町観光協会
〒086-1833

目梨郡羅臼町本町 361-1

TEL：0153-87-3360 FAX：0153-87-3360
ホームページ URL http://www.aurens.or.jp/~rausukan/

知床斜里町観光協会
〒099-4192 斜里郡斜里町本町 12 番地 斜里町役場内
TEL：0152-22-2125 FAX：0152-23-6226

E-mail：siretoko@alto.ocn.ne.jp

ホームページ URL http://www.town.shari.hokkaido.jp/shiretoko/

ガイド協議会

知床ガイド協議会

事務局

TEL：0153-87-3473 FAX：0153-87-3473

E-mail：webmaster@shiretoko-guide.net

ホームページ URL http://www.shiretoko-guide.net/
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根 室 市

根室ネイチャーセンター
〒086-0072

根室市川口 10-1

TEL：0153-26-2550 FAX：0153-26-2552

E-mail：naturecenter@canoecraft.net

①夜明けから夜中まで ②なし ③入場無料 ④http://www.canoecraft.net/naturecenter/
１
(1)バードウォッチング (2)１年中催行可能 (3)根室管内（知床・野付半島・根室半島全域）
(4)１名から４０名前後 (5)5,000 円より
(6)その季節に一番いい場所にご案内してバードウォッチングを楽しみます。
また、当センターは、エコツアーの総合ガイドをしております。各種体験やツアーについて独自の
メニューを設定しております。
オーダーによるツアーを作成しておりますので、お問い合わせの上御相談いただければ幸いです。

２
(1)フットパストレッキング (2)１年中催行可能 (3)別当賀・厚床・明郷周辺 (4)１名から４０名前後
(5)5,000 円より (6)大自然の恩恵を体で感じながら、トレッキングします。サンドイッチの昼食つき
です。

３
(1)カヌーツアー (2)５月から１１月 (3)風連湖・風連湖周辺の河川 (4)１名から１０名前後
(5)7,500 円より
(6)カヌーでタンチョウウォッチング、サーモンウォッチング、オジロワシウォッチングなど各種特別
メニューあり

４
(1)ラフトボートツアー・ドリフトボートツアー (2)５月から１１月 (3)風連湖・風連湖周辺の河川
(4)１名から１０名前後 (5)7,500 円より（一艇チャーターの場合 35,000 円）
(6)少人数対象（ファミリー），家族で根室の大自然を満喫

５
(1)ネイチャーウォッチング (2)１年中催行可能 (3)知床半島・野付半島・根室半島および道東全域
(4)１名から４０名前後
(5)7,500 円より（ガイド一日チャーターあり 35,000 円）
(6)根室管内を中心とし道東全域のネイチャーウォッチングをガイドできます。ガイドを一日チャータ
ーして道東をご案内するツアーもあります。

６
(1)乗馬体験 (2)１年中催行可能 (3)根室半島 (4)１名から４０名前後 (5)7,500 円より
(6)乗馬体験は、引馬で乗せてもらうものではありません。あくまでご自分で馬を扱うことができるよ
うになるのが目的のツアーです。
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７
(1)酪農体験 (2)１年中催行可能 (3)明郷周辺施設 (4)１名から４０名前後 (5)3,500 円より
(6)搾乳体験や牧場見学・牧場の作業体験など１日のツアーから各種短時間の体験などいろいろメニュ
ーあり

８
(1)氷上オオワシウォッチングツアー (2)１月から３月中旬 (3)風連湖 (4)１名から４０名前後
(5)7,500 円より
(6)風連湖に集まるオオワシの群れを凍った湖を歩いて観察に行きます。どちらも非常に興味深い体験
となるに違いありません。

根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター
〒086-0074 根室市東梅 103 番地
TEL：0153-25-3047 FAX：0153-25-8570

E-mail：nemu_nc@marimo.or.jp

①9:00～17:00（10～3 月 9:00～16:30）
②毎週水曜日、祝日の翌日、年末年始（12 月 30 日～1 月 5 日）
※

水曜祝日の場合、水曜を開館し金曜休館

③無料 ④http://www.marimo.or.jp/~nemu_nc/workn/index.html
１
(1)「タンチョウ・ティーチャーズ・ガイド」プログラム (2)通年
(3)ネイチャーセンター内、風蓮湖周辺 (4)１０名～５０名程度まで

応相談 (5)無料

(6)・事前の予約が必要です。
・「タンチョウ・ティーチャーズ・ガイド」プログラムは、（財）日本野鳥の会が開発した、タンチ
ョウについて体験的に学ぶプログラムです。

２
(1)「ガンカモ・ティーチャーズ・ガイド」プログラム (2)通年
(3)ネイチャーセンター内、風蓮湖周辺 (4)１０名～５０名程度まで

応相談 (5)無料

(6)・事前の予約が必要です。
・「ガンカモ・ティーチャーズ・ガイド」プログラムは、（財）日本野鳥の会が開発した、ガンやカ
モの仲間について体験的に学ぶプログラムです。
３
(1)「ネイチャービンゴ」プログラム (2)通年 (3)ネイチャーセンター内、風蓮湖周辺
(4)１０名～５０名程度まで

応相談 (5)無料

(6)・事前の予約が必要です。
・風蓮湖周辺の自然のものをビンゴのネタにしたネイチャービンゴです。自然のものを良く見るき
っかけを作ることなどができます。
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根室市歴史と自然の資料館
〒087-0032

根室市花咲港 209

TEL：0153-25-3661 FAX：0153-25-3661
E-mail：kyo_rekishi_kanri@city.nemuro.hokkaido.jp
kyo_rekishi_gakugei@city.nemuro.hokkaido.jp
①9:30～16:30 ②月曜日、国民の祝祭日、年末年始（12 月 31 日～1 月 5 日）③無料
④http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/section/rekishi/frame.html
１
(1)自然観察会 (2)６月・９月 (3)落石岬サカイツツジ自生地・温根別川河口 (4)特に制限なし
(5)無料 (6)雨天中止

２
(1)史跡見学会 (2)６月 (3)市内遺跡群 (4)２５名 (5)無料 (6)雨天中止

別 海 町

別海町野付半島ネイチャーセンター
〒086-1645 野付郡別海町野付 63 番地
TEL：0153-82-1270 FAX：0153-82-1296

E-mail：notsukenc@aurens.or.jp

①4 月～10 月 9:00～17:00、11 月～3 月 10:00～16:00 ②年末年始 ③無料
④http://www.aurens.or.jp/~todowara/index.html
１
(1)野付半島ネイチャーツアー(2)５月～１０月
(3)Ⓐ トドワラ・フラワーコース（片道／往復）Ⓑ 半日＆１日コース(4) ⒶⒷ２名から
(5)Ⓐ 片道（９０分）

２名から

大人 2,000 円、団体１５名から

大人 1,000 円

往復（１００分）２名から

大人 3,000 円、団体１５名から

大人 1,500 円

Ⓑ 半日（４時間）
(6)ⅰ）要予約を原則

２名から

大人 5,500 円

ⅱ）料金・時間等で相談に応じる

２
(1)野付半島冬の体験ツアー (2)１１月～４月 (3)ネイチャーセンター周辺 (4)２名から
(5)１時間半～２時間
(6) ⅰ）要予約を原則

大人 3,000 円～
ⅱ）料金・時間・コース等で相談に応じる
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別海町郷土資料館
〒086-0201

野付郡別海町別海宮舞町 30

TEL：0153-75-0802 FAX：0153-75-0802

E-mail：kyoudo@betsukai.gr.jp

①9:00～17:00（入館は 16:30 まで）
②第 2・第 4 月曜日、第 1・3・5 土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12 月 29 日から 1 月 6 日）
③一般：個人 300 円、団体（10 名以上）240 円、高校生以下無料
④http://www.betsukai.gr.jp/homepage/yakuba/510_kyoudo/
(1)ふるさと講座（自然系-四季の野鳥観察会）(2)６月下旬～２月中旬(3)町内(4)２０名程度
(6)観察地は年度毎に変更（H18-①タンチョウ・アオサギ・アカアシシギ観察会（野付半島）
②コウモリ観察会（奥行臼駅逓）
③カモなど渡り鳥観察会（野付半島）
④オジロワシ・オオワシ観察会（風蓮湖）

中 標 津 町

中標津町郷土館（本館）
〒086-1164 標津郡中標津町丸山 2 丁目 15 番地
TEL：0153-72-2190
①4～10 月、3 月 10:00～17:00、11 月～2 月 10:00～16:00
②月曜日、年末年始、祝日の翌日※土、日、月曜日にあたる時は直近の火曜日から順次あてる
③無料 ④http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm

標 津 町

標津サーモン科学館（標津サーモンパーク内）
〒086-1631

標津郡標津町北 1 条西 6 丁目 1-1-1

TEL：0153-82-1141 FAX：0153-82-1112

E-mail：salmon@poplar.ocn.ne.jp

①9:30～17:00（入館は 16:30 まで）
②【開館期間】2 月 1 日～11 月 30 日(5～10 月は無休)
2、3、4、11 月は水曜日休館。ただし水曜が祝日の場合は翌日休館。
③一般：個人 610 円、団体（20 人以上）480 円、年間パスポート 2,000 円
シルバー（70 歳以上）：個人 500 円、団体（20 人以上）400 円、年間パスポート 1,500 円
高校生：個人 400 円、団体（20 人以上）320 円、年間パスポート 1,000 円
小中学生：個人 200 円、団体（20 人以上）160 円、年間パスポート 500 円
④http://www.shibetsu-salmon.org/
１
(1)館内見学 (2)２～１１月 (3)標津サーモン科学館 (4)５～４０名 (5)入館料に含む
(6)学芸員もしくは案内係によるレクチャー。事前予約必要

- 45 -

２
(1)シロザケ稚魚の放流体験 (2)４月中旬～６月中旬 (3)標津サーモン科学館 (4)５～１００名
(5)入館料に含む (6)事前予約必要

３
(1)シロザケ、カラフトマスの人工授精体験学習 (2)９月下旬～１１月 (3)標津サーモン科学館
(4)５～４０名 (5)入館料に含む (6)事前予約必要

４
(1)シロザケ、カラフトマスの産卵行動観察会 (2)９月下旬～１１月 (3)標津サーモン科学館、忠類川
(4)５～４０名 (5)入館料に含む (6)事前予約必要

５
(1)シロザケ、カラフトマスの解剖見学実習 (2)７月下旬～１１月 (3)標津サーモン科学館
(4)５～４０名(5)入館料に含む(6)事前予約必要
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