施設名

地域

所在地

URL

イコロの森

胆振

苫小牧市植苗565-1

http://www.ikor-no-mori.com

知床五湖フィールドハウス

網走

斜里郡斜里町岩宇別549

http://www.goko.go.jp/

札幌市環境プラザ

石狩

札幌市北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ公
http://www.kankyo.sl-plaza.jp
共4施設2階

富良野自然塾

上川

富良野市下御料

http://www.furano-shizenjuku.com/

十勝千年の森

十勝

上川郡清水町羽帯南10線

http://www.tmf.jp

旭川嵐山ビジターセンター「ぶっぽうそうの家」

上川

上川郡鷹栖町3366-23

http://www.h3.dion.ne.jp/~a.v.c.1/

さけの里ふれあい広場

石狩

千歳市蘭越9番

http://hnf.fra.affrc.go.jp/fureai

オホーツク流氷館

網走

網走市天都山245番地1

http://www.ryuhyokan.com/

丸瀬布昆虫生態館

網走

紋別郡遠軽町丸瀬布上武利68

http://engaru.jp/~insect/

紋別市オホーツクとっかりセンター

網走

紋別市海洋公園2番地

http://www.gomaland.com

北見ハッカ記念館

網走

北見市南仲町1丁目7番地28号

りくべつ宇宙地球科学館「銀河の森天文台」

十勝

足寄郡陸別町宇遠別

http://www.rikubetsu.jp/tenmon/

ひがし大雪自然館

十勝

河東郡上士幌町字ぬかびら温泉郷

http://www.ht-shizenkan.com/

忠類ナウマン象記念館

十勝

中川郡幕別町忠類白銀町383番地1

足寄動物化石博物館 フォストリーあしょろ

十勝

足寄郡足寄町郊南1丁目

国指定重要文化財「旧花田家番屋」

留萌

留萌郡小平町鬼鹿字広富35番地の2（連絡
先：留萌郡小平町字小平町356-2（小平文化 http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000248.html
交流センター））

札幌市北方自然教育園

石狩

札幌市南区白川1814番地

シラルトロ自然情報館

釧路

川上郡標茶町字コッタロ原野

昭和新山パークサービスセンター

胆振

有珠郡壮瞥町昭和新山188

http://www.bes.or.jp/showa/

留萌市海のふるさと館

留萌

留萌市大町2丁目3-1

http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/archives/branch/furusatokan/

日高山脈博物館

日高

沙流郡日高町本町東1丁目297-12

http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/site/hmc/

天売島ビジターセンター「海の宇宙館」

留萌

苫前郡羽幌町大字天売字弁天40-1

http://www.teuri.jp

沼田町ほたる学習館

空知

雨竜郡沼田町字幌新377番地

西興部村森の美術館「木夢（コム）」

網走

紋別郡西興部村字西興部276番地

http://www.museum.ashoro.hokkaido.jp/

http://www.syaa.jp/hoppou/

北海道立青少年体験活動支援施設「ネイパル足寄」 十勝

足寄郡足寄町常盤3番地

http://www.napal-ashoro.hokkaido.jp/

標津町ポー川史跡自然公園（ポー川公園）

根室

標津郡標津町字伊茶仁2784番地

http://www.shibetsutown.jp/pogawa/

洞爺湖町立火山科学館

胆振

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉町142番地5

http://www.toyako-vc.jp/volcano

けんぶち絵本の館

上川

上川郡剣淵町緑町15-3

http://ehon-yakata.com/

目梨郡羅臼町湯ノ沢町6-27

http://rausu-vc.jp

知床世界自然遺産 知床国立公園 羅臼ビジターセン
根室
ター

施設名

地域

所在地

URL

洞爺湖森林博物館

胆振

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142

阿寒国際ツルセンター［グルス］

釧路

釧路市阿寒町23線40番地

http://aicc.webcrow.jp/

野付半島ネイチャーセンター

根室

野付郡別海町野付63

http://notsuke.jp

稚内市青少年科学館

宗谷

稚内市ノシャップ2丁目2-6

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kagakukan/

札幌市水道記念館

石狩

札幌市中央区伏見4丁目

http://www.swsa.jp/museum/

宮島沼水鳥・湿地センター

空知

美唄市西美唄町大曲3区

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/miyajimanuma/

北海道PCB廃棄物処理施設 PCB処理情報センター 胆振

室蘭市仲町14-7

三笠市立博物館

空知

三笠市幾春別錦町1丁目212番地1

留萌市美・サイクル館

留萌

留萌市藤山町1714番地１

当麻世界の昆虫館「パピヨンシャトー」

上川

上川郡当麻町市街6区

リサイクルプラザ苫小牧

胆振

苫小牧市字沼ノ端2番地の25

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/group/group_54.html

えりも町交流促進センター襟裳岬「風の館」

日高

幌泉郡えりも町字東洋366-3

http://www.town.erimo.lg.jp/kaze/

滝川市こども科学館

空知

滝川市新町2丁目6番地1号

http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/260kyouiku/05bijyutsu/sizensi.
html

幌延ビジターセンター

宗谷

天塩郡幌延町字下沼

http://www.town.horonobe.hokkaido.jp

いしかり砂丘の風資料館

石狩

石狩市弁天町30-4

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/museum/

稚内公園新エネルギーサテライト

宗谷

稚内市中央1丁目 稚内公園ゲストハウス「氷
http://www.rera-vie.jp/
雪」内

洞爺財田自然体験ハウス

胆振

虻田郡洞爺湖町財田2-2

http://www.toyako-vc.jp/takarada/

釧路市こども遊学館

釧路

釧路市幸町10丁目2番地

http://kodomoyugakukan.jp

道の駅「田園の里うりゅう」雨竜沼自然館

空知

雨竜郡雨竜町字満寿28番地の3

http://michinoeki-uryu.com/shizenkan/index.html

旭川市科学館「サイパル」

上川

旭川市宮前1条3丁目3番32号

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/science/index.html

岩見沢郷土科学館

空知

岩見沢市志文町809番地

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/index.php/contents/item/15
06247

釧路市水産資料展示室「マリン・トポスくしろ」

釧路

釧路市浜町3番18号

http://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/suisan/kushiro_suisan/page00
032.html

川湯エコミュージアムセンター「もりのパレット」

釧路

川上郡弟子屈町川湯温泉2丁目2-6

http://www6.marimo.or.jp/k_emc/

釧路広域連合清掃工場

釧路

釧路市高山30番地

http://www.kushiro-kouikirengo.jp

平取町立二風谷アイヌ文化博物館

日高

沙流郡平取町二風谷55番地

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/nibutani/

クラークホースガーデン

上川

旭川市東旭川町桜岡160-4

http://clark-horse.sakura.ne.jp/

釧路市資源リサイクルセンター（市民工房）

釧路

釧路市鳥取南7丁目1番17号

くりりんプラザ

十勝

帯広市西24条北4丁目1-5

リサイクルプラザたいせつ

上川

上川郡美瑛町字下宇莫別第5

http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/museum/

http://www.tokachikankyou.or.jp

施設名

地域

所在地

URL

旭川市近文リサイクルプラザ

上川

旭川市近文町14丁目

函館市リサイクルセンター

渡島

函館市東山町151-6

クリンクルセンター

胆振

登別市幸町2丁目5番地

石狩市リサイクルプラザ

石狩

石狩市新港南1丁目22番地63

札幌市交通資料館

石狩

札幌市南区真駒内東町1丁目（連絡先：札幌
市中央区大通西5丁目 地下鉄大通駅西側コ http://www.stsp.or.jp/shiryokan/
ンコース内）

http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013022700078/

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物
石狩
園（北大植物園）

札幌市中央区北3条西8丁目

http://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/

道総研林業試験場「緑の情報館」

空知

美唄市光珠内町東山（庁舎敷地内）

https://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/about/johokan.htm

北海道原子力環境センター

後志

岩内郡共和町宮丘261番地１

http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-gensc/index.htm

札幌市農業体験交流施設「サッポロさとらんど」

石狩

札幌市東区丘珠町584番地2

http://www.satoland.com/

札幌市公文書館

石狩

札幌市中央区南8条西2丁目5-2

http://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/

小清水原生花園インフォメーションセンター「Hana」

網走

斜里郡小清水町字浜小清水

http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000181.ht
ml

サロベツ湿原センター

宗谷

天塩郡豊富町上サロベツ8662番地

http://www.sarobetsu.or.jp/center/

弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館

釧路

川上郡弟子屈町屈斜路市街1-11

沼田町化石館

空知

雨竜郡沼田町南1条2丁目7番49号

http://numata-kaseki.sakura.ne.jp/

天塩川歴史資料館

留萌

天塩郡天塩町新栄通6丁目

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=612

北網圏北見文化センター

網走

北見市公園町1番地

http://business4.plala.or.jp/bunsen21/

北見市緑のセンター

網走

北見市緑ヶ丘4丁目40-3

大沼バードハウス

宗谷

稚内市声問村声問原野

豊富町温泉自然観察館

宗谷

天塩郡豊富町字温泉

上士幌町鉄道資料館

十勝

河東郡上士幌町字糠平

ふれあいプラザ

空知

夕張郡栗山町桜丘2丁目38-5

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/shisetsu/fap.html

ファ-ブルの森・観察飼育舎

空知

夕張郡栗山町桜丘3丁目169

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/furusato/nature/field/fabre.h
tml

登別パークサービスセンター

胆振

登別市登別温泉町無番地

http://www.bes.or.jp/nobori/

利根別原生林ウォーキングセンター

空知

岩見沢市緑ヶ丘73番地2

白老ふるさと2000年ポロトの森キャンプ場

胆振

白老郡白老町ポロト自然休養林

レクの森・土橋自然観察教育林

檜山

檜山郡厚沢部町緑町16番地（連絡先：檜山郡
厚沢部町新町207番地）

旭岳ビジターセンター

上川

上川郡東川町旭岳温泉

http://www.welcome-higashikawa.jp/info/?c=16

日高山脈山岳センター

十勝

河西郡中札内村南札内713

http://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp

支笏湖ビジターセンター

石狩

千歳市支笏湖温泉番外地

http://www.shikotsukovc.sakura.ne.jp/

施設名

地域

所在地

URL

細岡ビジターズラウンジ

釧路

釧路郡釧路町字達古武22番地9

北海道立十勝エコロジーパーク（エコパ）

十勝

河東郡音更町十勝川温泉南18丁目1番地

http://www.tokachi-ecopark.jp

阿寒国際ツルセンター分館タンチョウ観察センター

釧路

釧路市阿寒町23線40番地

http://aicc.webcrow.jp/

旭川市旭山動物園

上川

旭川市東旭川町倉沼

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/

標津サーモン科学館

根室

標津郡標津町北1条西6丁目1-1-1

http://www.shibetsu-salmon.org

萱野茂二風谷アイヌ資料館

日高

沙流郡平取町二風谷79番地4

http://www.geocities.jp/kayano_museum/index.html

沙流川歴史館

日高

沙流郡平取町字二風谷227-2

鶴居村ふるさと情報館「みなくる」

釧路

阿寒郡鶴居村鶴居東5丁目3番地

利雪技術開発センター（雪の学校）

空知

雨竜郡沼田町南1条3丁目6-53

http://www.town.numata.hokkaido.jp/index.html

帯広百年記念館

十勝

帯広市緑ヶ丘2 緑ヶ丘公園内

http://www.octv.ne.jp/~hyakunen

鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

釧路

阿寒郡鶴居村字中雪裡南

http://park15.wakwak.com/~tancho/

釧路市丹頂鶴自然公園

釧路

釧路市鶴丘112番地

http://kushiro-tancho.jp

釧路湿原野生生物保護センター

釧路

釧路市北斗2-2101

塘路湖エコミュージアムセンター「あるこっと」

釧路

川上郡標茶町塘路原野

富良野市博物館

上川

富良野市山部東21線12番地

http://furano.sub.jp

鶴居どさんこ牧場

釧路

阿寒郡鶴居村字久著呂71-1

http://dosanko-farm.com/

温根内ビジターセンター

釧路

阿寒郡鶴居村字温根内

釧路市立博物館

釧路

釧路市春湖台1-7

http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

標茶町郷土館

釧路

川上郡標茶町字塘路1番地12

http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/~kyodokan/top1/

広尾町海洋博物館

十勝

広尾郡広尾町字野塚989番地

層雲峡ビジターセンター

上川

上川郡上川町字層雲峡

オホーツクミュージアムえさし

宗谷

枝幸郡枝幸町三笠町1614番地1

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター

胆振

苫小牧市植苗156-26

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/utonai/h
ogo_center.html

斜里町立知床博物館

網走

斜里郡斜里町本町49番地

http://shir-etok.myftp.org/

北海道立北方民族博物館

網走

網走市字潮見309-1（天都山・道立オホーツク
http://hoppohm.org/index2.htm
公園内）

知床自然センター

網走

斜里郡斜里町字岩字別531

サロマ湖ワッカネイチャーセンター

網走

北見市常呂町栄浦242番地1（閉館期間：北見
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011042100243/
市常呂町字常呂323番地）

函館山ふれあいセンター

渡島

函館市青柳町6-12

原子力PRセンター「とまりん館」

後志

古宇郡泊村大字堀株村字古川45番1

http://sounkyovc.net/

http://center.shiretoko.or.jp/

http://www.hepco.co.jp/corporate/csr/pr/tomarin/index.html

施設名

地域

所在地

URL

登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」

胆振

登別市鉱山町8-3

http://www.npo-momonga.org/

札幌市緑化植物園 豊平公園緑のセンター

石狩

札幌市豊平区豊平5条13丁目

http://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/

北海道大学総合博物館

石狩

札幌市北区北10条西8丁目

http://www.museum.hokudai.ac.jp/

札幌市博物館活動センター

石狩

札幌市豊平区平岸5条15丁目1-6

http://www.city.sapporo.jp/museum/

北海道立野幌森林公園 自然ふれあい交流館

石狩

江別市西野幌685-1

http://www.kaitaku.or.jp/nfpvc.htm

北海道立市民活動促進センター

石狩

札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動セン
タービル（かでる2･7）8階

http://www.do-shiminkatsudo.jp/

札幌市市民活動サポートセンター

石狩

札幌市北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ2
http://www.shimin.sl-plaza.jp
階

札幌市リサイクルプラザ宮の沢

石狩

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10 生涯学習
http://www.sapporo530.or.jp/
総合センター「ちえりあ」1階

国営滝野すずらん丘陵公園

石狩

札幌市南区滝野247番地

http://www.takinopark.com

ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター

胆振

苫小牧市植苗150-3

http://park15.wakwak.com/~wbsjsc/011/index.html

霧多布湿原センター

釧路

厚岸郡浜中町四番沢20

http://kiritappu.mond.jp/center/

札幌市下水道科学館

石狩

札幌市北区麻生町8丁目

http://www.sapporo-src.com/kagakukan/

札幌市定山渓自然の村

石狩

札幌市南区定山渓（豊平峡ダム下流国有林
http://www.sj-naturevillage.jp/
野）

根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター

根室

根室市東梅103番地

http://www.marimo.or.jp/~nemu_nc/workn/

札幌市豊平川さけ科学館

石狩

札幌市南区真駒内公園2番1号

http://www.sapporo-park.or.jp/sake/

釧路市音別町体験学習センター「こころみ」

釧路

釧路市音別町字音別原野基線138番46

http://www.city.kushiro.lg.jp/kyouiku/shougaigakushuu/bunkashiset
su/onbetsu_gakushuu/0001.html

北海道立道民の森

石狩

石狩郡当別町青山奥三番川

http://www.dominno-mori.org/

石狩浜海浜植物保護センター

石狩

石狩市弁天町48番1

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/kaihinsyokubutu/

札幌市青少年科学館

石狩

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20

http://www.ssc.slp.or.jp/

十勝川資料館 川のふれあいホール

十勝

中川郡池田町大通南1丁目

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kasen/forkids/museum/tokachi
gawa/main.html

名寄市北国博物館

上川

名寄市字緑丘222番地

http://www.city.nayoro.lg.jp/section/museum/

むかわ町穂別地球体験館

胆振

勇払郡むかわ町穂別79-5

http://taikenkan.web.fc2.com/

厚岸水鳥観察館

釧路

厚岸郡厚岸町サンヌシ66番地

http://www.akkeshi-bekanbeushi.com/

黒松内町ブナセンター

後志

寿都郡黒松内町字黒松内512番地

http://www.host.or.jp/user/bunacent/

北海道海鳥センター

留萌

苫前郡羽幌町北6条1丁目

http://www.seabird-center.jp

津別21世紀の森 森林学習展示館

網走

網走郡津別町字共和572番地2

http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/06kanko/20annnai/20071101-1148-2.html

三松正夫記念館

胆振

有珠郡壮瞥町昭和新山184-12

美幌博物館

網走

網走郡美幌町みどり253-4

http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/museum/index.html

オホーツク木のプラザ

網走

北見市泉町1丁目3-18

http://www.owp.or.jp/

施設名

地域

所在地

URL
http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/260kyouiku/05bijyutsu/sizensi.
html

滝川市美術自然史館

空知

滝川市新町2丁目5番30号

利尻町立博物館

宗谷

利尻郡利尻町仙法志字本町136

浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館

宗谷

枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔

http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/sightSeeingEvent/index_
mizudori.phtml

川と湖の学習館

網走

網走市能取港町1丁目1番地

https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/040shisetsu/090sangyou/660s
uisankagaku/

道総研林産試験場「木と暮らしの情報館・木路歩来
（コロポックル）」

上川

旭川市西神楽1線10号 道総研林産試験場内 http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/sugata/jouho.htm

しょさんべつ天文台

留萌

苫前郡初山別村字豊岬153-7

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?page_id=45

北海道開拓の村

石狩

札幌市厚別区厚別町小野幌50番地1

http://www.kaitaku.or.jp/

サケのふるさと 千歳水族館

石狩

千歳市花園2丁目312

http://chitose-aq.jp/

新ひだか町博物館

日高

日高郡新ひだか町静内山手町3-1-1

えりも町郷土資料館「ほろいずみ」

日高

幌泉郡えりも町字新浜207番地

滝川地区地域防災施設（川の科学館）

空知

滝川市西滝川1番地

北海道立オホーツク流氷科学センター「GIZA」

網走

紋別市元紋別11番6号

http://www.giza-ryuhyo.com/

アポイ岳ジオパークビジターセンター

日高

様似郡様似町平宇479

http://www.apoi-geopark.jp/

夕張市石炭博物館

空知

夕張市高松7番地1

http://www.yubari-resort.com/contents/facility/museum/

中川町エコミュージアムセンター

上川

中川郡中川町字安川28-9

http://city.hokkai.or.jp/~kubinaga/

北海道環境サポートセンター

石狩

札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤・加
http://www.heco-spc.or.jp
藤ビル4階

知床世界遺産センター

網走

斜里郡斜里町ウトロ西186-10

http://shiretoko-whc.jp

知床世界遺産ルサフィールドハウス

根室

目梨郡羅臼町北浜８番地

http://shiretoko-whc.jp/rfh/

濤沸湖水鳥・湿地センター

網走

網走市字北浜203番3地先

http://www.tofutsu-ko.jp/

おびひろ動物園

十勝

帯広市字緑ヶ丘2番地

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/zoo

北海道立青少年体験活動支援施設「ネイパル深川」 空知

深川市音江町2丁目7番1号

http://neiparufukagawa.ec-net.jp

札幌市消費者センター

札幌市北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ2
http://www.shohi.sl-plaza.jp/
階

石狩

http://www.town.erimo.lg.jp/horoizumi/

北海道立青少年体験活動支援施設「ネイパル北見」 網走

北見市常呂町栄浦365番地1

http://www.napal-kitami-hokkaido.jp

北広島市レクリエーションの森（レクの森）

石狩

北広島市西の里番外地

http://www.cs.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/

釧路市湿原展望台

釧路

釧路市北斗6-11

http://www.kushiro-kankou.or.jp/tenboudai

稚内市北方記念館

宗谷

稚内市ヤムワッカナイ

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kyoiku/kakusyushisetsu/hopp
okinenkan.html

士別市立博物館

上川

士別市西士別町2554番地

紋別市氷海展望塔オホーツクタワー

網走

紋別市海洋公園1番地

http://www.o-tower.jp

国立大雪青少年交流の家「ゆーすぴあ大雪」

上川

上川郡美瑛町字白金

http://taisetsu.niye.go.jp/

施設名

地域

所在地

URL

稚内市少年自然の家

宗谷

稚内市富士見4丁目

http://www.wakkanai-shizen.jp

札幌市リサイクルプラザ 発寒工房

石狩

札幌市西区発寒15条14丁目2-30

http://www.npolife.net

札幌市リサイクルプラザ リユースプラザ

石狩

札幌市厚別区厚別東3条1丁目1-10

http://www.reuseplaza.jp/

札幌市アイヌ文化交流センター「サッポロピリカコタ
ン」

石狩

札幌市南区小金湯27番地

http://www.city.sapporo.jp/shimin/pirka-kotan

洞爺ビジターセンター

胆振

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5

http://www.toyako-vc.jp/

サンピアザ水族館

石狩

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-5

http://www.sunpiazza-aquarium.com

倶知安風土館

後志

虻田郡倶知安町北6条東7丁目

http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/culture-sports/kucchanhuudokan/

春採湖ネイチャーセンター

釧路

釧路市春湖台1-38

大沼自然ふれあいセンター

渡島

亀田郡七飯町字大沼町1024-1

雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウス

空知

夕張郡栗山町雨煙別1番地4

http://uenbetsu.jp

ノシャップ寒流水族館

宗谷

稚内市ノシャップ2丁目2-17

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/suizokukan/

