
『北海道・千歳』

教育旅行



北海道・千歳の教育旅行コンセプト

日本の国土面積は、37万7974㎢です。北海道はそのうち8万3423㎢を占め、国土の約22％、5分の1以上が北

海道になります。（※北海道は九州の約2個分の広さ）

豊かな自然に恵まれ、大切に守られてきだ森や湖、また広大な大地に営まれる農業、酪農と、みなさんが普段

生活している環境とは異なる「北海道」。吹き渡る風や気候の違い、その土地に根付く風土、文化など、北海道

に暮らす人々とのコミュニケーションの中から、自然王国「北海道」、酪農業王国「北海道」を”目“で”肌“で感じて

ください。

そんな北海道で新千歳空港を有する「千歳」は、限られた日程の中でも様々なメニューを体感できる「体験と研

修の街」。

国立公園「支笏湖」や清流「千歳川」をはじめとする豊かな自然では、カヌーやラフティング、スキューバダイビング

などのアクティブなアウトドア体験や国立公園として守られてきた雄大な自然の中を探勝する自然研修。ー方、

広々としだ酪農業地域では、牛のお世話や搾乳、種植や収護などの酪農業体験。更にはビール工場やお菓子

製造工場、サケの生態観察ができるミュージアムなど産業見学も豊富。

高速道路や鉄道など、交通の便も大変恵まれており、北海道ならではの体験・学びに溢れています。

体験と研修の街“千 歳”



農業体験内容

ファームステイ・ファームビジット（農業体験）

■内 容：種まき・苗植え・除草作業・選別・パッキング、収穫体験、加工体験、食事づくり

などが体験できる。

■場 所：千歳及び周辺エリア

■料 金：宿泊（1泊3食） １人13,000円（税別） ※現在民泊は受け入れしてません。

【24時間滞在が基本（時間が短くても値引き不可）】

日帰り半日2時間5,000円（税別）、1日5時間8,000円（税別）

食事代別途 昼食800円（税別）、夕食1,500円（税別）

■時 期：4月・7～8月・10～3月（5～6月、9月は農繁期で受入れが困難）

■受入人数：１団体30〜40名まで

＜宿泊＞１農家３〜４名が基本 ※現在民泊は受け入れしてません。

＜日帰り＞最大２００名までであれば受入れ可。

クラス単位(30〜40名)で分散して複数農家での受入も可能です。

■アクセス：集合場所（受入式の会場）まで新千歳空港から車で60分以内

■問い合わせ：一般社団法人千歳観光連盟 電話：0123-24-8818

メール：t-tsutsumi@1000sai-chitose.or.jp

農家に宿泊もしくは滞在し、農業を体験したり、自然に触れたり、さらには、農家のお父さん、お母さんたちの人柄に触れることができます。

★おすすめ★

当エリアでは、新千歳空港を核として、長沼町、深川市など周辺の市町村と連携して、広域

で受入を行っております。広域での受入により学年単位での受入が可能となり、空港を中心に2から

3時間以内の移動時間で農業体験ができます。

mailto:t-tsutsumi@1000sai-chitose.or.jp


タイムテーブル（例）

■1日目

14:00 各農家に到着。注意事項、アレルギー確認、安全等の説明確認

1泊2日のモデルプラン ※集合場所からすべて送迎付き

13:30

15:00 農業体験

18:00 夕食準備、夕食

19:30 風呂・団らん・就寝（22:00）

06:00 起床、朝食準備、朝食

■2日目

08:00 農業体験（休憩10:00）

12:00 昼食準備、昼食

13:30 集合場所へ移動

14:00 解散式終了後、生徒出発をお見送り

集合場所到着。約3〜4名毎のグループに分かれて農家へ移動

ファームステイ（農業体験）

★受入までの流れ

①受入人数確定後、受入農家数を決定します。

②当方から受入農家リストを提出します。
③生徒様のアレルギーなどプロフィール表をご提出いただきます。

※作業内容は、受入農家により異なりますのでご了承ください。

※食事内容は農家により異なりますのでご了承ください。繁忙期は、弁当となる
場合がございます。



北海道といえば農業体験。農家さんに宿泊、または日帰りの農業

体験を通じて命や食の大切さを学ぶことができます。また、国立公園

の支笏湖をフィールドに北海道の大自然の中でアクティビティを楽しむ

ことができます。

プランの紹介

行程案

時間 施設 内容 地域

１日目 AM
新千歳空港 IN 千歳市

PM
ファームステイ 農業体験 千歳市

２日目 AM
ファームステイ 農業体験 千歳市

PM
小樽運河見学 自由散策 小樽市

ホテル（ANAクラウンプラザホテル） 宿泊 千歳市

３日目 AM
支笏湖のアウトドアフィールド アウトドア体験 千歳市

PM
サケのふるさと千歳水族館 見学 千歳市

ホテルホテル（ANAクラウンプラザホテル） 宿泊 千歳市

４日目 AM
札幌市内 シティリサーチ 札幌市

PM
新千歳空港 OUT 千歳市

モデルルート 夏のアウトドア体験とファームステイ！

モデルルートのポイント
ポイント①

ファームステイで農業体験ができます。米や野菜など生産者から直接学べる貴重な機会です。

ポイント②

北海道の大自然の中でアウトドア体験ができます。

ポイント③

札幌市内のシティリサーチでは自ら予定を立て、自分たちで移動します。自ら考え、チームで動くとい

う自主性を身につけることができます。

グリーン
シーズン

千歳市 (新千歳空港)

札幌市
シティリサーチ

小樽市
小樽運河

境町通り

ファームステイ
サケのふるさと千歳水族館
支笏湖アクティビティ



北海道らいしい広大な牧場で搾乳体験やチーズ、バターづくり体験

や支笏湖でのアクティビティ体験などコース別体験学習、航空自衛隊

見学など盛り沢山。先住民族アイヌの歴史や文化も学ぶことができま

す。

プランの紹介

行程案

時間 施設 内容 地域

１日目 AM 新千歳空港 IN 千歳市

PM 民族共生象徴空間（ウポポイ） アイヌ文化学習 白老町

ホテル（ANAクラウンプラザホテル千歳） 宿泊 千歳市

２日目 AM サケのふるさと千歳水族館・
航空自衛隊千歳基地

施設見学 千歳市

千歳市内体験で体験学習（A班） コース別体験学習 千歳市

PM サケのふるさと千歳水族館・
航空自衛隊千歳基地

施設見学 千歳市

千歳市内体験で体験学習（B班） コース別体験学習 千歳市

ホテル（ANAクラウンプラザホテル千歳） 宿泊 千歳市

３日目 AM 洞爺湖有珠山ジオパーク 防災学習 洞爺湖町

PM 登別伊達時代村 施設見学 登別市

ホテル（ANAクラウンプラザホテル千歳） 宿泊 登別市

６日目 AM 小樽運河見学 自由散策 小樽市

PM 新千歳空港 OUT 千歳市

モデルルート コース別体験学習と北海道の歴史文化を学ぼう！

ポイント①

普段は立ち入ることができない航空自衛隊や北海道の大自然の中で、カヌーやカヤック、牧場体験など北海
道のアクティビティを満喫できます。

ポイント①

有珠山ジオパークや登別伊達時代村など、北海道の防災・歴史を学ぶことができます。

ポイント②

民族共生象徴空間ではアイヌ文化を学ぶことができます。

モデルルートのポイント

グリーン
シーズン

洞爺湖町
洞爺湖有珠山ジオパーク

登別市
登別伊達時代村／登別地獄谷

千歳市(新千歳空港)

サケのふるさと千歳水族館

航空自衛隊千歳基地

コース別体験学習

白老町
民族共生象徴空間（ウポポイ）

札幌市
シティリサーチ

小樽市
小樽運河

境町通り



体 験プログラム

え こりん村

淡水では日本最大級の水槽を有する水族館で、館内ではサケや北方圏の様々な淡水魚の生態を観察する

ことができます。サケの一生を紹介するサーモンムービーが上映されているほか、千歳川の水中を直接見ることが

できる日本初の施設「水中観察室」があり、四季折々の千歳川の生き物たちを観察することができます。

サ ケのふるさと千歳水族館

■場 所：千歳市花園2丁目312

■定 休 日：年末年始

■時 間：9:00～17:00

■料 金：大人:800円／高校生:500円／

小・中学生：300円

※大人:600円／高校生:400円／

小・中学生：200円

（10名以上団体料金）

■アクセス：新千歳空港から車で約10分

■問 合 せ：0123-42-3001

■URL https://chitose-aq.jp

■場 所：恵庭市牧場277-4

■時 期：通年営業

■料 金：高校生(団体) 1,000円、小中学生550円
教育旅行プログラムも入場料金に含まれます。
①エコ学習 ②牧羊犬ショー見学
③ファームツアー体験
④庭園＆牧場の自由散策
※⑤クラフト体験は別途費用が必要です。

■定 休 日：施設季節により異なります。11月1日〜4月下旬まで

「銀河庭園＆みどりの牧場」・「森のレストランTen-Man」・

「ガーデンテラス花のまきば」は冬季休業

■アクセス：新千歳空港ICから車で約20分

■問 合 せ：0123-39-3305

■URL：http ://www.ecor inv i l l age .com

子牛へのエサやり体験や乳絞り体験、新鮮な牛乳を使ったバ

ターやアイスクリーム作り体験など、酪農の一連の作業を体験す

ることができます。 また、牧場内ではバーベキューや特製ランチを

味わうこともできます。

む らかみ牧場

■料 金：酪農体験 2,000円/人、アイスクリーム作り体験2,000円/1 グループ（5人まで）

トラクターワゴン体験 300円/人、どうぶつ広場入場料 100円/人

バーベキュー酪農体験+1,000円/人

特製ランチ酪農体験+600～700円/人

■時 期： 4月～11月

■受入人数：最大100名 ※団体利用は前日まで要予約

■アクセス：恵庭ICから車で約15分、新千歳空港から車で約20分

■問 合 せ：080-6061-9966

■URL：https://www.murakami-farm.com

航空自衛隊千歳基地は、空の安全を守る｢第2航空団｣や新
千歳空港の離発着を管制している「管制隊」、レスキュー最

後の砦として知られる｢救難隊｣など、さまざまな部隊で構成

されています。見学では、航空機見学などを通じて自衛隊

の活動を学ぶことができます。

■料 金：無料

■定 休 日： 平日のみ（火・水・木）

■内 容：基地の概要説明、航空機見学（F-15，救難機等）

■受入人数：最大300名

■アクセス：新千歳空港から車で約10分

■問 合 せ：一般社団法人千歳観光連盟

0123-24-8818

■URL：https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/second/kitikengaku.html

北海道の玄関口・新千歳空港からアクセス良好な恵庭市にある「びっくりドンキー」を運営する株
式会社アレフのエコロジーテーマガーデン・えこりん村では、楽しみながら食と農業、環境のつながりを
学ぶことができます。

航 空自衛隊千歳基地

https://chitose-aq.jp/
http://www.ecorinvillage.com/
https://www.murakami-farm.com/
https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/second/kitikengaku.html


幾度となく「水質日本一の湖」と認定されてきた支笏洞爺国立

公園内に位置する支笏湖。

そんなフィールドにて「野外活動の多様な可能性を創造し、持

続可能な世界の構築に寄与する」ことを目的に「環境保全活

動」と「アウトドアツアー」を実施しております。

支笏ガイドハウスかのあ

■場 所：千歳市支笏湖

■時 期：通年

■受入人数：50名

■料 金：7500円

■アクセス：新千歳空港から

車で約40分

カ ヌー体験

北海道箱根牧場

■場 所：千歳市東丘1201

■時 期：通年

■受入人数：100名

■料 金：900～1,500円

①搾乳体験、②講話、③手作り体験など

■アクセス：道東自動車道「追分IC」～国道234号経由

追分ICより 約5km/10分

北 海道箱根牧場(牧場体験）

日本海へそそぐ千歳川はカワセミやヤマセミなどの鳥たちや 大小

さまざまな魚が泳ぐ姿を見ることが出来る道内屈指の美しい川でラ

フティングボートを使った川下りが楽しめます。

北海道ライオンアドベンチャー

■場 所：千歳市（千歳川）

■時 期：4月〜10月

■受入人数：40名

■料 金：5,170円

■アクセス：新千歳空港から車で約20分

千歳川清流下り

支笏湖畔園地～休暇村園地ガイドツアー
■場 所：千歳市支笏湖温泉

■時 期：5-10月

■受入人数：50名

■料 金：2,000円

■アクセス：新千歳空港から車で約40分

■時 期：通年

■受入人数：60名

■料 金：5,500円

■時 期：4～10月

■受入人数：16名

■料 金：6,000円

支 笏湖シュノーケリングツアー

■時 期：通年

■受入人数：10名

■料 金：5,500円

牧場産の新鮮な牛乳や肉を使い生キャラメルやソーセージ、チー

ズ作りが体験できる他、牧場で採れた新鮮食材で昼食も楽しめま

す。その他馬や羊など小動物とも触れあえます。

支 笏湖

ファット
バイク体験

支 笏湖

クリア
カヤック

オーシャンデイズ

■場 所：千歳市支笏湖

■アクセス：新千歳空港から

車で約40分

体 験プログラム

支 笏湖ガイドツアー

手つかずの自然が残る国立
公園支笏湖周辺の野鳥や
植物を専門スタッフのガイド付きで観察し、自然環境を学びます。



体 験プログラム

「千歳・支笏湖氷濤まつり」は、厳寒の支笏湖の風土を活かした北海道の冬を代表する氷

の祭典です。これまで20回水質日本一に輝くなど日本有数の透明度を誇る支笏湖の湖水

を、スプリンクラーで骨組みに吹きかけ、大小さまざまな氷のオブジェを創りあげます。昼はナチュ

ラルブルーに輝き、夜は色とりどりのライトに照らされ、幻想的な世界を演出します。

■料 金：高校生以上 500円/名

■時 期：1月下旬〜2月中旬

■受入人数：応相談 ※ガイドツアーは入場料込み1,100円

■アクセス：新千歳空港から車で約40分

■問 合 せ：支笏湖まつり実行委員会 0123-23-8288

■URL： https://hyoutou-special.asia/

千 歳・支笏湖氷濤まつり

★おすすめ★

氷濤まつり開催前には、氷濤まつり制作フタッフによるガイドツアーも行っております。

氷濤まつりの歴史や氷像の作り方、支笏湖ブルーと呼ばれる氷像の青さの秘密など通

常の見学ではわからない氷濤まつりの裏側を見ることができます。

※見学場所は冷え込みますので防寒対策と滑りづらい靴でご来場ください。

ノ ース・スノーランド in 千歳

ザ・ノースカントリーゴルフクラブは北海道千歳市にある、トーナメントコースの名門ゴルフ場

です。毎年夏には、セガサミーカップのトーナメント も開催されています。そんなゴルフ場は

冬の間、幻想的な雪景色に囲まれ たバラエティあふれるスノーレジャーランドに替わります。

冬の北海道で、「雪と遊ぶ」楽しいひと時をお過ごしいただけます。

千歳空港からわずか15分圏内のスノーレジャーをお楽しみください。

ノース・スノーランドin千歳

■場 所：千歳市蘭越26 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ内

■時 期：1月上旬-3月上旬

■受入人数：300名

■料 金：入場料大人600円（12歳以上）、小人400円（６～11歳）、5歳以下無料
＊その他、各アクティビティはオプション（追加料金）
＊アクティビティオプション（チューブスライダー、4輪バギー、歩くスキー、スノーラフティ
ング、 ミニスノーモービル、他）

■アクセス：新千歳空港から車で約20分

■問合せ：ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 0123-27-2121

ウインター

シーズン

★おすすめ★

ノーススノーランドのクラブハウス内レストランは、60名から最大100名様まで対応が可能。

食事内容は、カフェやソフトドリンクから、カレーやお弁当まで幅広いラインナップ。

食事のみでもご利用可能です。

https://hyoutou-special.asia/


最高 最低

年平均：12.9℃／ 5.3℃

春：10.9℃／ 2.8℃

夏：24.2℃／16.4℃

秋：15.7℃／ 7.6℃

冬： 0.5℃／-5.9℃

季節ごとの特色（気温、景色等）

札幌 旭川

世界有数の豪雪地帯に、約200万人が暮らす札幌は世界でも稀

な都市です。日本海側気候により冬は雪深いほか、夏は気温も湿

度も高くならず爽やかな日が続きます。

海に囲まれ対馬暖流の影響を受ける函館は、海洋性気候のおか

げで、比較的穏やかな気候です。冬は北海道としては雪が少なく、

夏も30℃を越える日はわずかです。

帯広は大陸性気候で、昼夜の寒暖差が大きいです。風が弱く、湿

度は低いほか、冬は寒くて雪は少なく、日照時間の長さは日本有数。

夏は日中に真夏日となり、夜は20℃を超えません。

周りを山で囲まれた盆地気候

の旭川は、夏はフェーン現象によ

り真夏日が続き、冬は厳冬にな

ります。雪深いのも特徴。激しい

年間寒暖差は北海道屈指です。

帯広

函館

最高 最低

年平均：11.9℃／ 2.0℃

春：10.6℃／ -0.3℃

夏：25.0℃／ 14.7℃  

秋：14.0℃／ 4.3℃  

冬：-2.1℃／-10.9℃

最高 最低

年平均：12.2℃／ 1.8℃

春：11.1℃／ 0.1℃

夏：23.1℃／ 13.7℃

秋：15.0℃／ 5.1℃

冬：-0.4℃／-11.7℃

最高 最低

年平均：13.1℃／ 5.2℃

春：11.2℃／ 2.5℃  

夏：23.0℃／15.8℃ 

秋：16.4℃／ 7.6℃ 

冬： 1.8℃／-5.2℃

日本で最も春夏秋冬の特徴がはっきりしていて、全体的に雨が少なく台風も少ない北海道は、エリアによって気温や天候がかなり違っています。

釧路

「釧路湿原」「阿寒摩周」の

二つの国立公園をはじめとする

雄大な自然に恵まれた釧路は、

東北海道の中核・拠点都市と

して社会、経済、文化の中心

的な機能を担っています。夏で

も最高気温が20度前後と涼し

く快適なまちです。

最高 最低

年平均：10.2℃／ 2.3℃

春： 7.4℃ ／ 0.1℃

夏：18.3℃／ 12.4℃  

秋：14.4℃／ 5.6℃  

冬： 0.5℃／ -9.1℃



広大な面積を誇る北海道ですが、便利な高速道路網が
整備されており、移動もスムーズです。

高速を使って

札幌から道内主要都市へ

小 樽まで 約50分

千 歳まで 約55分

苫小牧まで 約70分

室 蘭まで 約115分

函 館まで 約265分

帯 広まで 約180分

釧 路まで 約245分

えりもまで 約220分

根 室まで 約370分

北 見まで 約270分

網 走まで 約300分

富良野まで 約120分

旭 川まで 約120分

稚 内まで 約320分

士 別まで 約160分

名 寄まで 約180分

主要都市間からのアクセス （車で移動した場合）

（約180分）

241km

170km
（約180分）

170km
（約175分）

124km
（約125分）

139km
（約155分）

117km
（約120分）

192km
（約165分）

313km
（約335分）

58km
（約80分）

149km
（約170分）

（約335分）

109km
（約95分）

255km

195km

196km
（約170分）

網走

北見

根室

釧路
帯広

富良野

旭川

稚内

苫小牧

千歳

札幌

小樽

室蘭

函館

195km
（約240分）

44km
（約55分）

30km
（約30分）

75km
（約70分）

58km
（約75分）

（約255分）

362km

（約220分）

121km
（約120分）

114km
（約125分）

39km
（約50分）

234km
（約245分）

士別

名寄

172km
（約141分）

56km
（約80分）

23km
（約30分）

174km
（約180分）

深川

29km
（約40分）

えりも

189km
（約205分）

129km
（約140分）

地図凡例

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）

士別剣淵

和寒 丸瀬布

旭川北

旭川鷹栖
深川

留萌大和田
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新型コロナウイルス感染症対策ウェブページ

下記
QRコードから
アクセス！

新北海道スタイル
道内の宿泊・観光施設では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、北海道が

推奨する「新北海道スタイル」や業界別ガイドラインに沿った取組を行っています。

新型コロナウイルス感染症への対策

感染対策の取り組み内容（実施例）

観光施設＜ウポポイ（民族共生象徴空間）／白老町＞

スタッフの対応・お客様へのお願い

従業員・スタッフのマスクやフェイスシールドの着

用、手洗い、手指の消毒／毎日の検温、健康

管理チェックリストに基づくの健康管理の徹底／お

客様へのマスク着用、手指の消毒のお願い

検温・消毒対応

ホテル入口及びレストラン入口に非接触型検

温器の設置、手指用消毒液の設置／複数の人

の手が触れる場所の定期的な消毒/お部屋の消

毒清掃

換気対応

定期的な施設内の換気

密集対策

大型団体については、一般のお客様と分け、特

設カウンター（ツアーデスク）の設置/お客様同士
の距離を意識した整列・誘導/エレベーターのご

利用人数制限

フロント・カウンター対応

アクリル板などによる飛沫感染対策/消毒液、

検温器の設置

食事対応

ビュッフェによるご提供時はマスクの着用、使い捨

て手袋を配布するなどの対策の実施/座席数を

減らし間隔を広く設置/食事前後のテーブルの消

毒/宴会場の利用時は人数の制限（最大収容人

数の50％までを基準とする。）

取組のお知らせ

施設の取組内容のお知らせ「（新北海道スタイル

」安心宣言の掲示等）

スタッフの対応・お客様へのお願い

従業員・スタッフのマスクやフェイスシールドの着

用、手洗い、手指の消毒／定期的な検温や健

康管理の徹底／お客様へのマスク着用、手洗い

、手指の消毒のお願い

消毒対応

手指用消毒用アルコールの設置

複数の人の手が触れる場所の定期的な消毒

換気対応

定期的な施設内の換気

密集対策

混雑を避け、事前（予約時など）に受入客数

を制限

フロント・カウンター対応

ビニールカーテンやアクリル板を設置チェックインま

たは入場時の検温

食事対応

食事前後のテーブルの消毒

取組のお知らせ

施設の取組内容のお知らせ「( 新北海道スタイ

ル」安心宣言の掲示等）／「北海道コロナ通知シ

ステム」の導入とお客様へのお知らせ／「接触確

認アプリ(COCOA)」のお客様へのお知らせ

宿泊施設＜ANAクラウンプラザホテル千歳＞




