
ごあいさつ

奥尻島は北海道本土の南西部、江差追分の町「江差町」より61km、漁業・農業の盛んな

町「せたな町」より日本海上43kmに浮かぶ周囲84kmの島です。奥尻島は四方を海に囲まれ

た大自然に恵まれていることから、島全体に自然美が溢れており、植物や動物、魚介類が

豊富で美しい環境が多くあります。

自然の宝庫奥尻島には素朴で人情厚い人々が暮らしています。美しい海と豊かな森とと

もに、たくましく生きる島人の暮らしは自然と共存する知恵に満ち溢れた魅力的なものです。奥

尻島では島の暮らしや自然を隅々まで体験して頂けるようなプログラムをご用意しております。

是非、商品造成の際にはご活用頂きますようお願い申し上げます。

奥尻島観光協会

会長 制野 征男



◆水産加工体験

島はウニ、アワビ、イカ、ホッケをはじめとした海の幸が豊富です。

いつも美味しく頂いている水産加工品の裏側を体験。加工品の種

類によるさばき方の違いなど様々な工夫がされています。さらに、

試食も出来き、流通と付加価値の重要性を学びます。
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島の基幹産業の漁業を支えている「あわび」が減少傾向にあり、「あわび資源」回復の為、一定海域

への「稚貝放流管理」と「あわび短期養殖」漁業への種苗供給を円滑にし、島周辺海域での「あわび

漁業」の振興を図る為に平成11年に建設しました。現在は「あわび」以外に中国において需要が高い、
「ナマコ」養殖を行っており、奥尻島のつくり・育てる漁業の拠点となっております。ここでは、あわびの

生育・中間育成の仕組み、あわびの流通及び新たな試みのナマコ養殖の仕組みを学びます。

自分自分自分自分のののの手手手手でででで作作作作るるるる水産加工水産加工水産加工水産加工でででで加工技術加工技術加工技術加工技術やややや流通流通流通流通とととと「「「「旬旬旬旬とはとはとはとは何何何何かかかか」」」」をををを体験体験体験体験！！！！

■受入期間４月～１０月 ■営業時間９時～１７時 ■定員１０名～４０名

■体験時間 ６０分 ■料金 １，０００円～ ■申込期限 ７日前

■４０名以上の団体受入可能（要相談）

◆あわび種苗育成センター見学

■受入期間 ４月～１０月 ■営業時間 ９時～１７時 ■定員 １０名～４０名 ■見学時間 ２０分

■定休日 土・休日 ■料金 無料 ■申込期限 ７日前

温泉熱温泉熱温泉熱温泉熱をををを利用利用利用利用しししし「「「「あわびあわびあわびあわび」」」」とととと海海海海ののののダイヤダイヤダイヤダイヤ「「「「ナマコナマコナマコナマコ」」」」のののの養殖養殖養殖養殖をををを見学見学見学見学

奥尻町・海

Information

Information



◆さかな釣り体験

奥尻町・海

森森森森がががが豊豊豊豊かなかなかなかな島島島島はははは魚魚魚魚がががが豊富豊富豊富豊富、、、、漁師体験漁師体験漁師体験漁師体験でででで島島島島のののの魚魚魚魚ををををゲットゲットゲットゲット。。。。

島の基幹産業は漁業。イカやホッケ漁、あわび・うにの磯根漁業など時期により取れる魚介は変わ

ります。その漁業と自然の恵みの大切さを知っていただくために、島の漁港でさかな釣りを行うこと

ができます。釣れる魚は子サバや小アジ等。また、自給自足の観点から釣った魚を食事のメニュー

として提供するプランもご用意しております。さらに、人数・規模に応じてもっと専門的なイカ・タラ釣り

などの漁業体験も可能となります。(要相談・天候次第で中止の場合もあります。)

■受入期間 要相談 ■営業時間 ９時～１５時 ■定員 １０名～３０名 ■体験時間 ６０分

■料金 ５００円～～～～（竿・仕掛け・餌代含む）子サバ・小アジ等 ■申込期限 ７日前

■イカ・タラ釣りは要相談

Information
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◆奥尻ワイナリー工場見学・体験

新新新新たなたなたなたな観光観光観光観光ブランドブランドブランドブランドづくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組むむむむワイナリーワイナリーワイナリーワイナリーをををを見学見学見学見学とととと収穫体験収穫体験収穫体験収穫体験！！！！

島の新しい産業として平成21年にデビューした奥尻ワイン。平成11年から島でのワインづくりに
夢を抱くとともに公共事業が減り続ける中で熱意ある建設会社社長が異業種参入により島の雇

用確保を維持することへの挑戦から始まりました。島の荒地を開墾した畑に11種類のブドウを自
社栽培して土壌には鉄分や各種ミネラルが豊富に含まれているので、かすかな塩味で海を感じ

るワインになると言われており、島育ちのブドウを収穫さらにはジュース作りが体験可能です。

■受入期間 要相談 ■営業時間 ９時～１７時 ■定員 １０名～４０名 ■体験時間 ６０分～１２０分

■料金 要相談 ■申込期限 事前申込 ※工場見学は４月～１０月まで可能（事前申込）

Information

奥尻町・山



3

◆２１世紀 復興の森・植樹体験 ブナブナブナブナのののの原生林原生林原生林原生林をををを歩歩歩歩ききききブナブナブナブナのふかふかのふかふかのふかふかのふかふか感感感感をををを体験体験体験体験！！！！

復興の森は1995年2月22日「法人の森」として北海道森林管理局と分収育林契約(みどりのオーナー)
を結び、1993年7月12日に発生した北海道南西沖地震災害の復興を祈念し町民に開放している森林で
す。この森林は島の北部勝澗山の中腹に位置し21ヘクタール(東京ドーム4.5個分)を40年間契約したも
のですが、林内にはブナを中心にシラカバ、ミズナラなどたくさんの大木が群生しています。特にブナは

離島最北とあって保護区域にも指定されています。また、復興の森実行委員会では毎年計画的に遊歩

道の整備などを行い気軽に親しんでもらえる森林にしていこうとボランティアが合間を見ながら整備を進

めています。さらに、グリーンインストラクターによる森林の生態系・多様性・機能を題材の森林環境教

育もここで学ぶことができます。

題材例 森林の機能 ①水と土を守るはたらき ②人と暮らしを守るはたらき ③野生の生き物のすみ

かとしてのはたらき ④人の心を豊かにし、文化をはぐくむはたらき 等

その他希望により、植樹体験・キノコ菌植体験も出来ます。

■受入期間 ４月～１０月 ■営業時間 ９時～１６時 ■定員 １０名～ ４０名 ■体験時間 ６０分～

■料金 ５００円～(体験メニューにより別途要相談) ■申込期限 １４日前

Information

◆サイクリング体験
都会都会都会都会ではではではでは体験体験体験体験できないできないできないできない爽快感爽快感爽快感爽快感、、、、島島島島のののの自然自然自然自然ををををサイクリングサイクリングサイクリングサイクリングでででで体験体験体験体験！！！！

Information

都会では体験できない自然の山道をサイクリングで楽しむ体験。砂利道や森林トンネルをくぐり、

島を感じさせない牧草地や牛、そして海。ピクニック気分でお弁当を食べたり、牧草地に寝転が

ったり、牧草を裸足で歩いてみたり。自然と島時間に身を預けて心と体をリフレッシュして下さい。

■受入期間 ４月～１０月 ■営業時間 ９時～１５時 ■定員 １０名～３０名■体験時間 ６０分～

■料金 １，０００円（レンタサイクル代） ■申込期限 １４日前

■体験は時間により要相談。ガイド同行・自転車の移動手配・ヘルメット安全装具貸出等の安全対策

を対応します。

奥尻町・山



◆奥尻フットパス

フットパスとは自然のありのままの道を歩くことです。島の自然・歴史・暮らしなど、離島の魅力を歩

いて感じ・学んで下さい。
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島島島島のののの絶景絶景絶景絶景とととと町並町並町並町並みみみみ、、、、そしてそしてそしてそして歴史歴史歴史歴史とととと自然自然自然自然をををを歩歩歩歩いていていていて学学学学ぶぶぶぶ！！！！

■受入期間 ４月～１０月 ■営業時間９時～１６時 ■定員１０名～

■体験時間 ６０分～１８０分 ■料金（地元ガイド付） ５００円～ ■申込期限 １４日前

奥尻町・フットパス

Information

B 青苗岬青苗岬青苗岬青苗岬めぐりめぐりめぐりめぐりコースコースコースコース 【【【【3.5km 5,800歩歩歩歩 2時間時間時間時間】】】】

C 奥尻奥尻奥尻奥尻のののの森森森森とととと街街街街コースコースコースコース 【【【【5km 8,000歩歩歩歩 2時間時間時間時間30分分分分】】】】

A 空港空港空港空港・・・・大寺屋敷大寺屋敷大寺屋敷大寺屋敷コースコースコースコース 【【【【6km 10,260歩歩歩歩 3時間時間時間時間】】】】

奥尻空港の周囲をぐるりと一周するコース。

旧滑走路の歩行、海岸線の絶景、牛の放牧、初夏

には、草花が見ごろです。時間帯によって変化する

海の色も見どころです。

奥尻空港の周囲をぐるりと一周するコース。

旧滑走路の歩行、海岸線の絶景、牛の放牧、初夏

には、草花が見ごろです。時間帯によって変化する

海の色も見どころです。

平成5年7月に震災で大きな被害を受けた青苗岬
をめぐります。いそ船が並ぶ海岸とイカ釣り漁船が

停泊する漁港、朝陽も夕陽も楽しめる南端の岬が

見どころ。津波館に立ち寄れば、震災当時と復興

の新旧市街地を見比べることができます。

平成5年7月に震災で大きな被害を受けた青苗岬
をめぐります。いそ船が並ぶ海岸とイカ釣り漁船が

停泊する漁港、朝陽も夕陽も楽しめる南端の岬が

見どころ。津波館に立ち寄れば、震災当時と復興

の新旧市街地を見比べることができます。

島の玄関口であるフェリーターミナルを出発し、海

岸線にせまる深い森を抜けて、島の中心市街地を

歩くルート。シンボル的な奇岩「鍋釣岩」を間近に

見ることができます。また、樹齢200年を越える巨
木と出会いも。

島の玄関口であるフェリーターミナルを出発し、海

岸線にせまる深い森を抜けて、島の中心市街地を

歩くルート。シンボル的な奇岩「鍋釣岩」を間近に

見ることができます。また、樹齢200年を越える巨
木と出会いも。



◆New フットパスコース
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島島島島のののの絶景絶景絶景絶景とととと町並町並町並町並みみみみ、、、、そしてそしてそしてそして歴史歴史歴史歴史とととと自然自然自然自然をををを歩歩歩歩いていていていて学学学学ぶぶぶぶ！！！！

D芸術芸術芸術芸術とととと癒癒癒癒しのしのしのしの温泉温泉温泉温泉コースコースコースコース 【【【【3.6km 6,080歩歩歩歩 2時間時間時間時間】】】】

昭和21年、国後島から280名が入
植した歴史を持つ島の西部、神威

脇地区をめぐる北海道最西端、島

の最西端のフットパス。

世界的彫刻家流政之氏の島に思い

を込めた作品が点在する彫刻がま

るで野外美術館のようでその北追

岬公園を抜け、神威脇地区の町へ

足を向けると温泉・足湯、町を見下

ろす絶景があります。

昭和21年、国後島から280名が入
植した歴史を持つ島の西部、神威

脇地区をめぐる北海道最西端、島

の最西端のフットパス。

世界的彫刻家流政之氏の島に思い

を込めた作品が点在する彫刻がま

るで野外美術館のようでその北追

岬公園を抜け、神威脇地区の町へ

足を向けると温泉・足湯、町を見下

ろす絶景があります。

2012年デビュー予定

時間をたっぷりと使って温泉・ワイナリーへ寄り

道をするのがおススメ

屏風立岩

ルー
トに

は観
光ポ

イン
トが
盛り

沢山

北追岬公園内の彫刻群 彫刻は全部で8つ

夕日の見える足湯

北追岬

北追岬公園内のクズレ岬 海岸線の絶景

奥尻ワイナリー



◆稲穂ふれあい研修センター
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島島島島のののの歴史歴史歴史歴史とととと昔昔昔昔のくらしがわかりますのくらしがわかりますのくらしがわかりますのくらしがわかります！！！！

奥尻町・歴史

奥尻島の遺跡から発掘された土器や石器、動植物や鉱物などの標本、近現代の古民具などを展示。島

の学芸員の説明を聞きながら出土した本物の土器を実際に触れられる貴重な研修施設です。

■受入期間 ５月～１０月 ■営業時間９時３０分～１６時３０分 ■定員１０名～４０名 ■見学時間 ４０分

■入館料 無料 ■申込期限 ７日前 ※一般開放は木曜日・土曜日のみ

Information

時空翔

津波館

◆勾玉作り体験 翡翠翡翠翡翠翡翠のののの玉玉玉玉にににに込込込込められためられためられためられた謎謎謎謎。。。。今悠久今悠久今悠久今悠久のののの時時時時をををを超超超超えてえてえてえて

青苗地区の高台から出土した巨大な勾玉。この勾玉の材料の翡

翠（ヒスイ）は新潟県糸魚川産で、3～6世紀に近畿地方で加工さ

れ、6世紀以降に奥尻にもたらされたと考えられます。古代ヤマト

文化の影響が考えられ、奥尻島が南北文化の交差点だったこと

が明確になりました。

そんな島の学芸員の歴史話を聞きながら、勾玉作りはいかがで

すか？

■勾玉作り体験 ９０分 ■体験人員 １０名～４０名

■体験料 ５００円 ■申込期限 １４日前

■受入期間 ４月～１１月

■営業時間９時３０分～１６時３０分

Information
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平成５年７月１２日午後１０時１７分。奥尻島に大きな被害をもたらした北海道南西沖地震が発生いたし

ました。災害の記憶と教訓、全国から寄せられた復興支援への感謝。それらを後世に伝える施設です。

専門ガイドがご案内いたします。なお、すぐそばには、犠牲となった方の慰霊碑(時空翔)があります。

■受入期間 ４月中旬～１１月：期間中無休 ■入館時間 ９時～１７時１５分 ■見学時間 ６０分

■料金 大人６００円 小人２００円 団体１０名以上１０％割引

Information

◆奥尻島津波館 北海道南西沖地震北海道南西沖地震北海道南西沖地震北海道南西沖地震のののの災害災害災害災害のののの記憶記憶記憶記憶とととと教訓教訓教訓教訓をををを伝伝伝伝えるえるえるえる施設施設施設施設

時空翔

◆奥尻島津波館・慰霊碑「時空翔」
北海道南西沖地震北海道南西沖地震北海道南西沖地震北海道南西沖地震でででで犠牲犠牲犠牲犠牲となったとなったとなったとなった方方方方々々々々のののの慰霊碑慰霊碑慰霊碑慰霊碑

高さ6ｍの直径30ｍの地盤の上に、高さ3ｍ、幅10ｍ、奥行3ｍの中国の黒御影石を使い製作。中央
のくぼみは震源となった南西沖を向き、震災のあった7月12日にくぼみに太陽が沈む。「心と海と翼」
を表現しており、下部の傷は波しぶきを表現しています。壁には犠牲となった198名の名前が刻まれ、
天皇陛下の御製碑と奥尻島出身の詩人麻生直子氏の詩が刻まれた石版もあります。

この大変悲しい出来事を教訓として島人はこの慰霊碑とともにいつまでも語り継いでいきます。

Information

奥尻町・歴史



奥尻町・郷土料理体験

◆三平汁作り体験 奥尻名物奥尻名物奥尻名物奥尻名物 ほっけのほっけのほっけのほっけの三平汁三平汁三平汁三平汁 郷土料理体験郷土料理体験郷土料理体験郷土料理体験！！！！

三平汁の由来は諸説ありますが、発祥の地は奥尻島であるとい

う説があります。奥尻島の三平汁のルーツは千年前年の薩文時

代。島のこの時代の貝塚から煮炊きに使った土器に混ざって各

種魚の骨が出てきています。やがてこの料理はアイヌの人達の

伝統料理、そして渡来した知人がもたらした味付け方法に受け継

がれ、古代から文明のクロスロードとして繁栄した奥尻島ならで

はの料理といえます。

後に三平汁は南部藩の家臣斉藤三平によって、開拓事業従事に

蝦夷地に渡った際に広められいまでも北海道の庶民の味として

食されている。所説を研究する為に「奥尻島元祖三平汁研究会」

発足。地元食材にこだわった味を元祖として人気メニューを研究、

いくつかの飲食店・宿泊施設で提供しています。

この体験では郷土料理「三平汁」を食することで旬を知り、地元の

方達と交流を通じて「食」への関心を高めることができます。

■受入期間 ４月～１０月 ■体験時間 １２０分 ■料金 １，０００円～■定

員 ４０名～

◆佐藤義則野球展示室
奥尻町出身奥尻町出身奥尻町出身奥尻町出身のののの元元元元プロプロプロプロ野球投手野球投手野球投手野球投手・・・・佐藤義則氏佐藤義則氏佐藤義則氏佐藤義則氏！！！！
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奥尻町・展示室

Information

島では野球が最も盛んなスポーツ。その秘密はこの施設が答えてくれます。島民に「島の一番の

有名人」とその答えは「佐藤義則」。ここでは佐藤義則氏の強勒な体が奥尻島の環境でどう養わ

れたか、奥尻島で泳いだり船をこいだりして遊んでいるうちに自然と鍛えられたとの本人談も知る

ことができます。佐藤義則氏(現東北楽天ゴールデンイーグルス一軍投手コーチ)の新人王の獲
得や40歳でのノーヒットノーラン達成など数々の活躍と記録を集めた展示室は、うにまる公園内
にあります。(通算165勝137敗47S)
現在でもダルビッシュ有・田中将大といった球界を代表する投手を育成するなど日本屈指の名コ

ーチとして活躍をしております。

■受入期間 ４月～１０月 ■営業時間 ９時～１７時 ■料金 無料 ■休館日 毎週火曜日

Information



奥尻町・島人との交流フォト

・・・・色色色色々々々々なななな体験体験体験体験もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、島島島島のののの最大最大最大最大のののの魅力魅力魅力魅力はははは素朴素朴素朴素朴だけれどもやさしいだけれどもやさしいだけれどもやさしいだけれどもやさしい島島島島のののの人達人達人達人達。。。。

・・・・そこにはそこにはそこにはそこには、、、、現代社会現代社会現代社会現代社会にににに希薄希薄希薄希薄になったふれあいがになったふれあいがになったふれあいがになったふれあいが多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。

・・・・そしてそしてそしてそして、、、、新新新新たなたなたなたな発見発見発見発見がそこにはありますがそこにはありますがそこにはありますがそこにはあります。。。。
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フェリーターミナルでの歓迎式 うにまる公園での記念撮影

島人とのふれあい(島人の紹介) 島人とのふれあい

島人とのふれあい フェリーターミナルでのお別れ

ご予約・お問合せ先 奥尻島観光協会

〒043−1401
北海道奥尻郡奥尻町字奥尻

TEL   01397−2−3456
FAX 01397−2−3450
MAIL  unimaru@hakodate.or.jp


