
津波から復興した奥尻島が伝える

「心の島ヂカラ」

～島の経験を子供の未来へ～

奥尻町・奥尻島観光協会



奥尻町長挨拶奥尻町長挨拶奥尻町長挨拶奥尻町長挨拶

奥尻島奥尻島奥尻島奥尻島におけるにおけるにおけるにおける防災推進防災推進防災推進防災推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト実施実施実施実施にあたってにあたってにあたってにあたって

奥尻町は、人口約3,100人の漁業と観光が主産業で、離島北限のブナ林や新鮮な海の幸が多い自然に

恵まれた島です。

その島が平成5年7月12日午後10時17分、突然奥尻島を襲った「北海道南西沖地震」により壊滅的ともいえる

甚大な被害を受けました。

日本海側におけるかつてない地震に遭遇し、人的被害だけで死者172名、行方不明者26名・被害総額約664億円にも達す

る大惨事となり、当時、人口わずか4,000名半ばのこの島にあり、町の年間予算規模が約50億円というひ弱な財政基盤からし

て、震災復旧・復興対策が町の未来を描くうえで、大きな問題・課題になるということを震災の猛威から痛感させられました。

しかし、震災直後から膨大な救援物資・多額の義援金という全国からの暖かいご支援、国・北海道からのご理解ご助言により、

あの悪夢のような大震災からようやく立ち直ることができ、奥尻町は平成10年3月に完全復興宣言をしました。

私たちはこの支援への感謝と震災の教訓を後世に残す為に、以前から取り組んでいる防災教育の経験を最大限に活かし、

島の人・環境・施設が一体となり地震・津波防災への関心が高まっている現代社会に役立つ奥尻島防災教育プログラムを

推進して取り組むことが全国のご支援をいただいた皆様への唯一のご報恩と考えました。

そしてかつて被災した島からの取り組みが、平成23年3月11日に発生した未曾有の大災害である東日本大震災から復興に

向かって頑張っている東北地方の皆様への復興の未来像、そして次世代を担う子供たちへの防災意識高揚につながることを

祈っております。

平成２３年１２月７日

奥奥奥奥 尻尻尻尻 町町町町 長長長長

新新新新 村村村村 卓卓卓卓 実実実実
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●日 時：１９９３年７月１２日（月） 午後１０時１７分発生

●震源地：北緯４２度４７分、東経１３９度１２分

●深 さ：３４ｋｍ

●マグニチュード7.8

●震 度：6（推定）

※当時、奥尻島には震度計が設置されていなかったため震度は公表されず

4

一瞬にして奥尻の全てを変えてしまった北海道南西沖地震・・・

×

震源地

北海道

奥尻島
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地震により各地で地割れや建物の倒壊、液状化現象など物的被害が起こった

地震直後地震直後地震直後地震直後にににに崖地崩落崖地崩落崖地崩落崖地崩落もいたるところでもいたるところでもいたるところでもいたるところで発生発生発生発生

しししし、、、、奥尻港奥尻港奥尻港奥尻港フェリーターミナルフェリーターミナルフェリーターミナルフェリーターミナル前前前前、、、、観音山観音山観音山観音山のののの

崩落崩落崩落崩落ははははホテルホテルホテルホテルややややレストランレストランレストランレストランをををを飲飲飲飲みみみみ込込込込みみみみ、、、、29292929

名名名名のののの尊尊尊尊いいいい命命命命がががが犠牲犠牲犠牲犠牲となったとなったとなったとなった。。。。
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そして地震後に来襲した津波に島は飲み込まれ特に青苗地区は壊滅的な被害を受けた

奥尻島南部に位置する青苗地区は標高2～8mの平地と標高30mほどの高台で構成されています。被害の大きかった中心部は青苗漁港を中

心に人家が密集し、漁協や農協、診療所、郵便局、学校をはじめとする公共施設や宿泊施設・飲食店などが数多くあった地区です。
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震災前の青苗地区

震災直後の青苗地区
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地震発生後、数分で来襲した大津波

23.323.3ｍｍ

津波の到達点を示す標識

津波の被害

北海道南西沖地震の場合、津波の伝播速度は約時速

500kmであったと推測されており、そのため地震発生か

ら5分あまりで津波の第1波が来襲したものとみられてい

ます。

津波は浅瀬に差しかかると速度を急激に落とし、高さを

飛躍的に増す性質があり、島の周囲を取り囲む浅瀬によ

り高さが増幅され被害を大きくしたと考えられます。

特に北端部の稲穂地区、南端部の初松前地区、青苗地

区、西海岸の藻内地区の集落が壊滅的な状態になりま

した。

想定を超えた高さ・速さで襲ってきた津波の襲来で家や

集落が一瞬のうちに壊滅し、人的被害のほとんどが津波

によるものでした。

西海岸 藻内地区の津波襲来後の様子

その後、左記の藻内地区に

は津波の教訓を伝えるべく

到達点を示す標識が設置さ

れました。
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北海道南西沖地震復興対策の概要

基本指針「奥尻町災害復興基本計画」「奥尻町災害復興基本計画」の策定

地

域

振

興

生

活

再

建

防

災

ま

ち

づ

く

り

災害復興基本計画三大柱災害復興基本計画三大柱

基本復興方針

計画の策定には、国・道の素案や長崎県雲仙普賢岳の

災害対策を参考・重点的に取り入れ、これに住民アン

ケートの調査結果や奥尻町独自の対策も加え、 3つの

柱を最重要課題として練り上げたものとなっています。

生活再建

基幹産業である水産業、商業、観光など再建に向け関

連施設の整備を行なうと同時に、被災者が安心して日

常生活を送れるよう、生活の早期安定のため、きめこま

やかな支援を行なう。

防災まちづくり

今回の災害を教訓とし、各被災地の状況に応じて、高

台への移転などを行ない、安全な集落づくりを展開し、

災害に応じた適切な避難計画を定め、避難路や避難所

の整備も進めた。また、災害の発生に備えた防災活動

体制の強化を進めるため、通報体制や防災活動施設

の整備・改善を行なう。

地域振興

水産業においては「造る・育てる漁業」の推進や、甚大

な被害を被った漁場・漁業施設の整備を進める。また、

恵まれた自然を生かし観光振興を図るため、観光施設

の復旧や奥尻固有の文化の振興を推進する。将来に

向けた「人づくり」による人材育成、活力ある町づくりを

推進する。
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災害復興基金の設立災害復興基金の設立

全国からの義援金

約１９０億円約１９０億円

うち１４４億円を原資

●住宅再建・家財の購入資金の助成

●町民の生活支援に係る助成

●漁船や農機具の整備資金の助成

●中小零細企業への再開に伴う助成

●防災・避難対策の整備

●まちづくり・観光振興対策 など・・・

各分野別に計７３項目に及ぶ各分野別に計７３項目に及ぶ

復興支援を講じた復興支援を講じた
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全国の皆様から寄せて頂いた多数の義援金・救

援物資などの暖かいご支援により、震災発生から

5年目の平成10年3月、予定より2年早く「完全復

興」を宣言しました。

そして平成10年3月 完全復興を宣言
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津波対策として島内居住区を中心に整備された防潮堤

11.711.7ｍｍ

津波対策として建設された

大規模防潮堤。

津波痕跡高を基準に

11.7mを最高とする防潮堤

を島内居住区域を中心に

整備。総延長は約14kmに

渡る。
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津波水門

北海道南西沖地震の被害には、

津波が川を上り周辺地域に甚大

な被害をもたらしたことから、住宅

地に隣接する町内主要４河川に、

津波水門津波水門津波水門津波水門をををを整備整備整備整備しました。

これらの水門は、、、、震度震度震度震度４４４４以上以上以上以上の地

震を検知すると、約１分間の非常

放送後に自動的にゲートを降下

させる仕組みとなっているため、

津波の浸入を防ぐ迅速な対応が

可能となりました。

震度4以上の地震検知

自動的にゲートが降下

津波の侵入を防ぐ水門
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ピロティ構造を採用した小学校

空間部分空間部分空間部分空間部分をををを配置配置配置配置しししし、、、、津波津波津波津波をををを回避回避回避回避しやすいしやすいしやすいしやすい構造構造構造構造にににに

津波水門の整備と併せ

建築物にも津波対策が

取り入れられています。

水門の防御機能と建築

物に対する津波対策とし

て、、、、ピロティピロティピロティピロティ構造構造構造構造（（（（高床高床高床高床

式式式式））））の小学校が建設され

ました。

ピロティ構造では、２階と

３階部分が教室、通常の

建物の１階に相当する部

分が空間になっているこ

とから、津波の回避等に

効果的な対策となってい

ます。



16

避難路・避難所

地震による津波に対しては、１秒でも早く

高台へ避難することが鉄則です。

こうした当時の教訓から、奥尻町奥尻町奥尻町奥尻町ではではではでは、、、、

町内町内町内町内にににに計計計計４２４２４２４２箇所箇所箇所箇所のののの避難路避難路避難路避難路をををを整備整備整備整備しししし、地

震発生とともに、迅速に避難できる対策

を講じています。

また、避難路にはドーム式で内部にス

ロープを設置したタイプも整備され、降雨

時等でも支障なく避難が可能となってい

ます。

また、避難路の入り口には視認性の良い

看板を設置し、夜間には太陽電池で点滅

表示することから、住民の避難の際の目

印となっています。

奥尻町奥尻町奥尻町奥尻町ではではではでは、、、、町内町内町内町内にににに計計計計２０２０２０２０箇所箇所箇所箇所のののの指定避指定避指定避指定避

難所難所難所難所をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。各避難所には孤立

防止無線、非常用発電機、戸別受信機な

どが設置されています。また、避難所の

近くには案内板を設置し、避難所の把握

と確認ができるようになっています。
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【概要】

岸壁から高さ6.2ｍ・海面から高さ7.7ｍ

幅31.9ｍ・長さ163.5ｍ・面積4,650㎡

一人当たりの占有面積を約２㎡とすると、

２，３２５人の避難スペースを確保でき、

多目的機能を兼ね備えています。

また、１階の空間部は漁業従事者等の作

業スペースとして利用、防災機能と漁港

との親和性に配慮された施設です

緊急避難用高台 人工地盤「望海橋」（青苗地区）

高台高台高台高台へへへへ迅速迅速迅速迅速なななな避難避難避難避難がががが可能可能可能可能

津波で青苗地区が最大の被災地であったことから、有効対策として青苗漁港区域内に人工地盤を建設。

この施設は、漁業者等が作業に従事している際、地震による津波発生の際、即座に高台へ避難する機

能を兼ね合わせ、北海道開発局の設計・施工により、平成１２年１０月に完成しました

人工地盤
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復興した青苗地区

高台移転区（約標高30m）

盛り土した住宅地（約標高6m）

人工地盤

避難路
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北海道南西沖地震犠牲者の慰霊碑「時空翔」

壁には犠牲者１９８名の名前が刻まれている。

奥尻島奥尻島奥尻島奥尻島のののの経験経験経験経験をををを未来未来未来未来にににに生生生生かすかすかすかす体験体験体験体験プログラムプログラムプログラムプログラムのののの推進推進推進推進
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防災復興プログラムを中心に、島の産業・自然・歴史・の体験の中で、人と人とのふれ合いを通して、「学校」では教えてくれ

ない「何か」を見つけることができる島です。

コース 1泊2日コース 2泊3日コース

体験

宿泊

防災学習防災学習防災学習防災学習プログラムプログラムプログラムプログラム

・防災ロールプレイ ・防災フットパス

・救急救命訓練 ・奥尻島津波館

・炊き出し訓練 ・防潮堤視察

・震災体験談

島島島島のののの産業体験産業体験産業体験産業体験

・水産加工体験 ・奥尻ワイナリー

・あわび種苗センター ・郷土料理体験

・さかな釣り体験 ・行政施設見学

ホテル泊または民宿・旅館

1泊目 ホテル泊または民宿・旅館

島島島島のののの自然自然自然自然・・・・歴史体験歴史体験歴史体験歴史体験

・21世紀復興の森 ・歴史・遺跡探訪

・大自然サイクリング

・稲穂ふれあい研修センター

2泊目 ホテル泊

＋



●なぜ、18年前の出来事を今になって伝えることが必要か

近年、2004年のインド洋津波災害や2008年の中国四川大地震、そして2011.3．11の東日本大震災にあげられるように自然災害が増加しています。水害、

台風、竜巻、地震などの自然災害は「いつ」「どこ」で起こるかわかりません。

平成5年、北海道南西沖地震の際、奥尻島は壊滅的な被害を受けました。そこから復興を成し遂げ、災害に強い町となった奥尻島において被災した経験から

大津波の教訓を風化させずに現代の子ども達に伝え、災害に対する日頃の意識の大切さを学んで頂きたいという強い思いがあります。

また、奥尻島の経験を未来の東北地方の復興への希望として、また、元・被災地の復興モデルとして津波防災の拠点となるよう教訓を伝えていくことが必要

と考えました。

●奥尻島から学ぶこと

【防災ロールプレイ】緊急時に必要な冷静な状況判断、チームワークの重要性を学ぶ

【見る】

奥尻島津波館・慰霊碑での被災当時の映像・写真、そして復興した街並み

【体験メニュー】 奥尻島津波館見学、防災フットパス、島内防災施設見学

【聞く】

島人の語り部、津波体験、防災対策

【体験メニュー】 島人の講演（震災体験談、震災の教訓、復興へのプロセス等）

【話す】

島人とのふれ合い、島の生活・震災・歴史・文化等

【体験メニュー】 島人ディスカッション

【食す】

食べ物のありがたさ、食事を分け合う精神

【体験メニュー】 炊き出し体験

島ヂカラ体験 ～震災の教訓を「見る」「聞く」「話す」「食す」を通して学ぶ～

チームワーク

（絆）

優しい心 判断力

強い精神

島を復興させたエネルギー

「心の島ヂカラ」

21
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防災ロールプレイは復興を成し遂げ災害に強い町となった「青苗地区」において被災した経験から大津波の教訓を現代の

子ども達に伝え、津波防災に対する日頃の意識の大切さを学び、見知らぬ地域においても自ら命を守り、そして命を救う為

の強い人間力を養うプログラムとなっております。

「「「「判断判断判断判断」」」」⇒⇒⇒⇒「「「「行動行動行動行動」」」」⇒⇒⇒⇒「「「「解決解決解決解決」」」」をををを「「「「自分自分自分自分のののの体体体体」」」」でででで体感体感体感体感！！！！

そこでそこでそこでそこで命命命命をををを守守守守るるるる大切大切大切大切ささささ、、、、命命命命をををを助助助助けるけるけるける大切大切大切大切さをさをさをさを学学学学ぶぶぶぶ！！！！

人 施設環境

町役場、消防、警察、島の住民達の協力の

もとプログラムを実施することで本物の体

験を実施

防災行政無線（緊急サイレン）、津波から復興

した青苗地区、消防車、パトカー等の島の環

境を活用

日本でも有数の漁港緊急避難施設である「人

工地盤・望海橋」を活用したロールプレイ実施

津波から復興した青苗地区

防災行政無線

消防車

島人による講評

人工地盤望海橋

望海橋上部

災害対策本部前
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避難訓練 救難救護訓練地震発生(緊急サイレン)

公務員
公務員

消防団
消防団

連携

招集・指示

報告
報告

命を守る大切さ
命を守る大切さ

命を助ける大切さ
命を助ける大切さ

震災・大津波の教訓
震災・大津波の教訓

救急救命訓練
救急救命訓練

医療対策本部
医療対策本部

災害対策本部災害対策本部

情報整理

避難住民
避難住民

高台へ避難

救助活動

情報収集

避難人数確認

避難誘導

負傷者
負傷者

救助された負傷者

炊き出し
炊き出し

負傷者確認



○○○○災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部・・・・公務員公務員公務員公務員・・・・消防団消防団消防団消防団のののの状況状況状況状況

【役割】

災害対策本部は情報の整理及び適切な指示を、公務員は見落としのないよう情報収集を、消防団は迅速な救助をしなければならない。

【ポイント】

災害発生時、必ず起こりうる現場の混乱。

初動体制は最も重要視されるが、情報が錯綜し救助作業はスムーズに進まない。

対策本部のメンバー及び災害対策本部長は、的確に判断して物事の優先順位、また、公務員が収集してきた情報の整理を進めることが重要。

救助作業は、徐々に対策本部⇔公務員・消防団の連携が個人個人の行動に反映され、やがてチームワークという意識が磨かれる。

【最後に】

全員救出かと思われたその時、1名が未だ行方不明であることが判明。

再度、対策本部・公務員・消防団の全員が連携し、救出する。

災害対策本部 災害対策本部での情報整理 公務員が収集した情報の報告
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○○○○医療対策本部医療対策本部医療対策本部医療対策本部・・・・負傷者負傷者負傷者負傷者のののの状況状況状況状況

【ポイント】

避難途中で負傷してしまったケガ人は消防団の救助を待つことになるが本当に助かるのか不安な心境を感じる。

しかし、きっと救助に来てくれると信じる気持ちを強く持つ心と自分の周囲の状況を把握することが重要である。

また、医療対策本部も救出後のケガ人から周りの状況を的確に聞き取り判断する事が求められる。

25

医師による負傷者の確認

救助された負傷者

救急車で搬送される負傷者



○○○○避難者避難者避難者避難者のののの状況状況状況状況

【ポイント】

地震の発生を知らせる緊急サイレンが鳴り、一目散に高台へ走って避難しなければならない。

消防団は高台へ避難するよう誘導する。

しかし、途中で島の住民がケガをしている場面に遭遇。

生徒達はどのような判断をして高台へ避難するのか。

協力して高台へ避難することを選択。

高台では・・・公務員が避難人数を確認して対策本部へ連絡を入れる。

全員の避難確認後、地元消防の救急救命士による救護訓練で緊急蘇生法を学ぶ。

26

避難した高台にて避難人数確認



○○○○炊炊炊炊きききき出出出出しししし訓練訓練訓練訓練

【ポイント】

改めて無事に全員避難することができた安堵感、また訓練を振り返った時の反省点等さまざまな気持ちがわいてくる。

ここでは、同じ体験を共感し、食物を分け合う心、食のありがたさや人と人との絆や温かさが実感できます。

炊き出しを待つ列

温かいカレーの炊き出し
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島のフットパスコースの青苗岬を巡るBコースを世界で唯一の防災

フットパスとして活用。島人ガイドのもと、震災当時の状況・復興・防

災や、危険個所を見分け、命を守るためにはどのように避難すれば

良いかなどを体験談を交えながら学びます。

ガイド料金：1名500円～

所要時間：1時間～3時間 人数：10～40名

※ルート上にある奥尻島津波館では震災直後の青苗地区の様子や、津波の教

訓を学ぶことができます。

【コース概要】

もっとも津波による被害の大きかった青苗地区において港からの緊

急避難用高台「人工地盤 望海橋」、津波対策で盛り土された住宅

地、また、その住宅地から高台へと続く避難路など様々な防災対策

が施されています。

（復興後の島の姿・防災対策・人口地盤）【見る】日本で唯一の防災フットパス

フットパスマップもございますので、島人

ガイドのもと、より深い学習が可能です。
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島の様々な業種の方々に協力頂き、各分野ごとに生徒と島人が輪に

なってディスカッションし、島の生活、商業、水産、文化、歴史、観光な

どの生の声を聞くことで、「島」という小さな環境の中での問題点や、島

の生活感、苦労、時間の持ち方など「都会の普通」と「島の普通」の違

いを学びます。

※ご要望に応じて地元住民をマッチングなど柔軟に対応いたします。

（地元住民とのふれ合い・島の生活）【話す】島人ディスカッション
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避難後、避難場所での生活は大変過酷です。

私たちは普段当たり前に「一日三食」食べることができますが、避難生活ではそうはいき

ません。食べ物を分け合う精神や食事のありがたさ、食事を作ってくれる方への感謝の

心を炊き出し訓練を通して学びます。

北海道南西沖地震の際、実際に炊き出しに使用された大鍋を使用して炊き出しを行ない

ます。私たちはこの鍋を「復興鍋」と呼び、今でもイベントなどで使用している他、2011．

3.11の東日本大震災にて被災した岩手県山田町に炊き出しに行った際にも使用していま

す。

※写真メニューはカレー

（地元住民とのふれ合い・島の生活）【食す】炊き出し体験

ご要望に応じて地元住民をマッチングな

ど柔軟に対応いたします。

例：震災経験者の体験談、震災の教訓、

被災後の生活、復興へのプロセス、防

災の大切さ、島の生活に関することなど

様々なテーマに対応可能です。

【聞く】島の語り部隊 （振り返り・教訓・歴史）
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（防潮堤、水門、ピロティ構造、人工地盤、防災行政無線システム、耐震岸壁漁港、避難路）【見る】災害に強い島を巡る 青苗地区

防潮堤

総延長14kmにも及ぶ島の周りを囲む防潮堤を

見学し、津波の恐ろしさと防災意識の大切さを

学びます。

津波水門

震度4以上の地震が発生した際、川へ津波が逆

流しないよう自動で閉門する水門を見学し、その

仕組みについて学びます。

ピロティ構造

1階部分が空洞になっているピロティ構造（高床

式）の建築物。島では教育施設にも災害に強い

ハード整備をしています。

奥尻島津波館

悲しい島の記憶を忘れず、教訓を後世に語り継

ぐために建てられた施設です。被害状況、奥尻

を襲った津波のメカニズムなどを学び、防災意

識の大切さを学びます。

人工地盤・耐震岸壁

漁業者等が作業に従事している際、地震による

津波が発生した場合でも、即座に高台へ避難す

る機能を兼ね合わせ人工地盤。また、耐震岸壁

も整備され、この青苗地区はもっとも津波の被害

を受けた地区として津波対策がなされています。

防災行政無線システム

防災における中核的システムとして現在稼動し

ています。役場庁舎に設置の親局及び奥尻消防

署に設置の親局遠隔制御装置からの発信を中

継する中継局が町内８箇所に整備され、町内の

居住区全域を受信エリアとしています。

避難路

地震による津波に対しては、1秒でも早く高台へ

避難することが鉄則です。こうした当時の教訓

から、奥尻町では、町内に計42箇所の避難路

を整備し、地震発生とともに、迅速に避難できる

対策を講じています。

現代社会において、自然災害は多岐多様の形態となっています。台風や

土砂崩れ、川の氾濫、そして大地震による津波、ビルの倒壊など常に危

険と隣り合わせで生活を営んでおります。これらの危険から命や財産を

守るために大事な一つの事柄として児童・生徒のうちから「防災教育」が

必要です。防災訓練においても、より密度の濃い内容が必要です。

本町においての災害訓練は、「的確な判断ですばやく安全な場所へ－逃

げろ！」を基本としております。自分や家族、まわりの「命」を大事にする

こと。兎にも角にも「命」を考える人間形成を育みたいです。

奥尻町総務課長

竹田 彰 氏

町
の
防
災担
当
者よ
り
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生徒生徒生徒生徒のののの感想感想感想感想

・（ロールプレイの際）情報が混乱してしまい判断が冷静にできなかった。

訓練だから良いものの、本番のときはけが人になっているかもしれない。

しかし、どのような時も今回の訓練を役立てていきたい。防災訓練で誰

かを助けるという立場になることは非常に貴重な体験だった。

・駐在所の方の話によると、島の人はあえて家に鍵をかけていないそう

だ。島人同士の信頼感があるからこそ、このようなことができるのであり、

これは非常に驚かされた。今まで忘れていた信頼感の大切さについて、

改めて学ぶことができた。

・災害は発生するその時まで、何かが起こるかは誰しも想像できない。し

かし今回のロールプレイを通して、対応の柔軟性の大切さを改めて感じ

取ることができた。

先生先生先生先生のののの感想感想感想感想

・災害とは何かを知るには体で覚えるべきだと思う。そのためには、ロールプレ

イが一番良かった。今回のロールプレイではただの訓練ではなく、絆づくりのト

レーニングでもある。お互いの思いやりが大切であり、今回の訓練は十分な思

いやりが養われたのではないか。

・人間社会には複雑な問題がたくさん存在する。今回の研修を通して奥尻島と

いう小さな世界を見ることによって、そういった問題点を知ることができたろう。こ

れらは日本全体や世界全体へとつながっている。小さなものを見て全体を知る

ことへつながっていく流れの大切さについてよく学んでほしい。今回の研修旅行

はそのきっかけになるのではないかと思う。

・世界的に見ても災害が多発している。一人一人が自分勝手に行動するのでは

避難は成り立たない、協力性やチームワークが要求される。このような経験を大

事にしてほしい。

●奥尻島教育旅行の感想

※平成22年度函館ラサール高校1年研修旅行記録誌より抜粋

2005年10月 東京都立校 1校 240名

2007年8月 道内中学校 1校 102名

2010年5月 道内中学校 1校 53名

2010年10月 道内私立校 1校 186名

2011年6月 道内中学校 2校 214名

2011年10月 道内私立校 1校 161名

2012年5月 道内中学校 2校 165名

2012年10月 道内私立校 1校 183名

合計 6校 1,304名

0 0 0 0 名名名名

50 50 50 50 名名名名

100 100 100 100 名名名名

150 150 150 150 名名名名

200 200 200 200 名名名名

250 250 250 250 名名名名

300 300 300 300 名名名名

350 350 350 350 名名名名

400 400 400 400 名名名名

2005200520052005年年年年 2007200720072007年年年年 2009200920092009年年年年 2011201120112011年年年年

道内道内道内道内

道外道外道外道外

●教育旅行の受入実績



2015年北海道新幹線開通！東京－函館約４時間10分！

東京東京東京東京－－－－函館約函館約函館約函館約4時間時間時間時間10分分分分！！！！現行現行現行現行よりよりよりより1時間時間時間時間50分短縮分短縮分短縮分短縮にににに。。。。

※鉄道・運輸機構の試算による

約約約約2時間時間時間時間10分分分分

約約約約1時間時間時間時間35分分分分

松前松前松前松前－－－－江差江差江差江差1時間時間時間時間40分分分分

函館函館函館函館－－－－江差江差江差江差１１１１時間時間時間時間30分分分分

長万部長万部長万部長万部－－－－七飯七飯七飯七飯1時間時間時間時間40分分分分

長万部長万部長万部長万部－－－－千歳千歳千歳千歳 約約約約2時間時間時間時間59分分分分

函館函館函館函館

松前松前松前松前

江差江差江差江差

長万部長万部長万部長万部

せたなせたなせたなせたな

七飯町七飯町七飯町七飯町

函館函館函館函館－－－－木古内木古内木古内木古内50分分分分

長万部長万部長万部長万部－－－－せたなせたなせたなせたな50分分分分

ニセコニセコニセコニセコ－－－－長万部長万部長万部長万部 約約約約1時間時間時間時間30分分分分

新函館

松前松前松前松前－－－－木古内木古内木古内木古内１１１１時間時間時間時間10分分分分

＊検索ルートについては北海道・「北のナビ」より引用しております。URL: http://timeURL: http://timeURL: http://timeURL: http://time----nnnn----rd.jp/rd.jp/rd.jp/rd.jp/

江差江差江差江差－－－－木古内木古内木古内木古内120分分分分

木古内木古内木古内木古内

至千歳至千歳至千歳至千歳

至苫小牧至苫小牧至苫小牧至苫小牧

地域によって個性が光る道南エリアでは歴史的な文化も

残り、豊かな自然を活かした様々な魅力があります。

函館市函館市函館市函館市・・・和洋折衷の歴史的建造物や文化が残る町並

みが特徴。港町ならではの体験が豊富。

木古内町木古内町木古内町木古内町・・・総面積の90%が山林を占め、自然豊か

な町。新幹線開通に合わせ駅を中心にしたプラット

フォーム開発を進めている。

松前町松前町松前町松前町・・・北海道の最南端に位置する松前町では、最

北の城下町として栄え、松前城をはじめとした多数の史

跡が残っています。

江差町江差町江差町江差町・・・江戸期にはニシン漁や北前船貿易などで繁

栄した町。江差追分など北海道文化の発祥の地とも言わ

れています。

七飯町七飯町七飯町七飯町・・・新日本三景の大沼公園を擁し、駒ケ岳山麓

の自然も豊かでリゾート地として多くの観光客で賑わう

町。

長万部町長万部町長万部町長万部町・・・湯治で有名な二股ラジウム温泉があり、

また、駅弁「かにめし」は町を代表する名物。

せたなせたなせたなせたな町町町町・・・農業や酪農・漁業が盛んで、食肉のほか

乳製品も有名です。これらを活かした様々な産業体験が

できます。
航空機（北海道ｴｱｼｽﾃﾑ）

SAAB-340B型

座席数36席・ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ機

距離：奥尻～函館120km
時間：30分 １日/1便

大沼公園
大沼公園ICIC～森～森IC IC 平成平成2424年年1111月月1010日開通！

日開通！
大沼公園
大沼公園ICIC～江差まで

～江差まで11時間時間1010分！分！

大沼公園IC

33
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●1泊2日コース（5～9月）

日 基本スケジュール例(民宿泊） 基本スケジュール例（ホテル泊）

1日目

千歳市内9:30～支笏湖経由～長万部12:40～せたな港到着

13:20せたな発14:05～15:40奥尻港着～歓迎セレモニー～防

災学習～各民宿へ～入浴・夕食～語らい～就寝

千歳市内9:30～支笏湖経由～長万部12:40～せたな港到着13:20せた

な発14:05～15:40奥尻港着～歓迎セレモニー～防災学習～ホテル着

～入浴・夕食～島人とのふれ合い～就寝

2日目

7:00起床～朝食～防災学習～11:30離島式～12:05奥尻港発

～13:40せたな着～長万部14:50～千歳市内着16:00到着

7:00起床～朝食～防災学習～11:30離島式～12:05奥尻港発～13:40
せたな着～長万部14:50～千歳市内着16:00到着

防災学習防災学習防災学習防災学習
防災学習防災学習防災学習防災学習

民宿民宿民宿民宿
民宿民宿民宿民宿

ホテルホテルホテルホテル
ホテルホテルホテルホテル＋＋＋＋

またはまたはまたはまたは

日 基本スケジュール例（民宿泊） 基本スケジュール例（ホテル泊）

1日目

千歳市内9:30～支笏湖経由～長万部12:40～せたな港到着

13:20せたな発14:05～15:40奥尻港着～歓迎セレモニー～防

災学習～各民宿へ～入浴・夕食～語らい～就寝

千歳市内9:30～支笏湖経由～長万部12:40～せたな港到着13:20せた

な発14:05～15:40奥尻港着～歓迎セレモニー～防災学習～ホテル着

～入浴・夕食～島人とのふれ合い～就寝

2日目

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～炊き出し～

ホテル着～星空観賞～入浴～就寝

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～炊き出し～ホテル着

～星空観賞～入浴～就寝

3日目

7:00起床～朝食～産業体験or自然体験～11:30離島式～

12:05奥尻港発～13:40せたな着～長万部14:50～千歳市内

着16:00到着

7:00起床～朝食～産業体験or自然体験～11:30離島式～12:05奥尻港

発～13:40せたな着～長万部14:50～千歳市内着16:00到着

防災学習防災学習防災学習防災学習
防災学習防災学習防災学習防災学習 民宿民宿民宿民宿

民宿民宿民宿民宿
ホテルホテルホテルホテル
ホテルホテルホテルホテル＋＋＋＋

またはまたはまたはまたは

体験学習体験学習体験学習体験学習
体験学習体験学習体験学習体験学習 ＋＋＋＋

●2泊3日コース（5～9月）

《千歳 in》 《千歳 out》

《千歳 in》 《千歳 out》

＊所要時間ついては北海道・「北のナビ」より引用URL: http://time-n-rd.jp/
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●1泊2日コース（5～9月）

日 基本スケジュール例(民宿泊） 基本スケジュール例（ホテル泊）

1日目

函館発7:00～江差港着8:30江差港発9:30～11:40奥尻港着

～歓迎セレモニー～防災学習～各民宿へ～入浴・夕食～語ら

い～就寝

函館発7:00～江差港着8:30江差港発9:30～11:40奥尻港着～歓迎セレ

モニー～防災学習～ホテル着～入浴・夕食～島人とのふれ合い～就寝

2日目

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～15:30離島

式～16:05奥尻港発～18:15江差着～函館着19:45
7:00起床～朝食～防災学習～15:30離島式～16:05奥尻港発～18:15
江差着～函館着19:45

防災学習防災学習防災学習防災学習
防災学習防災学習防災学習防災学習

民宿民宿民宿民宿
民宿民宿民宿民宿

ホテルホテルホテルホテル
ホテルホテルホテルホテル＋＋＋＋

またはまたはまたはまたは

●2泊3日コース（5～9月）

日 基本スケジュール例（民宿泊） 基本スケジュール例（ホテル泊）

1日目

函館発7:00～江差港着8:30江差港発9:30～11:40奥尻港着

～歓迎セレモニー～防災学習～各民宿へ～入浴・夕食～語ら

い～就寝

函館発7:00～江差港着8:30江差港発9:30～11:40奥尻港着～歓迎セレ

モニー～防災学習～ホテル着～入浴・夕食～島人とのふれ合い～就寝

2日目

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～炊き出し～

ホテル着～星空観賞～入浴～就寝

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～炊き出し～ホテル着

～星空観賞～入浴～就寝

3日目

7:00起床～朝食～産業体験or自然体験～15:30離島式～

16:05奥尻港発18:15江差着～函館着19:45
7:00起床～朝食～産業体験or自然体験～15:30離島式～16:05奥尻港

発18:15江差着～函館着19:45

防災学習防災学習防災学習防災学習
防災学習防災学習防災学習防災学習 民宿民宿民宿民宿

民宿民宿民宿民宿
ホテルホテルホテルホテル
ホテルホテルホテルホテル＋＋＋＋

またはまたはまたはまたは

体験学習体験学習体験学習体験学習
体験学習体験学習体験学習体験学習 ＋＋＋＋

《函館 in》 《函館 out》

《函館 in》 《函館 out》

＊所要時間ついては北海道・「北のナビ」より引用URL: http://time-n-rd.jp/
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●1泊2日コース（10月）

日 基本スケジュール例(民宿泊） 基本スケジュール例（ホテル泊）

1日目

函館発7:50～江差着9:20江差港発10:25～12:45奥尻港着～

歓迎セレモニー～防災学習～各民宿へ～入浴・夕食～語らい

～就寝

函館発7:50～江差着9:20江差港発10:25～12:45奥尻港着～歓迎セレ

モニー～防災学習～ホテル着～入浴・夕食～島人とのふれ合い～就寝

2日目

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～12:30離島

式～13:10奥尻港発～江差港着15:35～函館着17:05
7:00起床～朝食～防災学習～12:30離島式～13:10奥尻港発～江差港

着15:35～函館着17:05

防災学習防災学習防災学習防災学習
防災学習防災学習防災学習防災学習

民宿民宿民宿民宿
民宿民宿民宿民宿

ホテルホテルホテルホテル
ホテルホテルホテルホテル＋＋＋＋

またはまたはまたはまたは

●2泊3日コース（10月）

日 基本スケジュール例（民宿泊） 基本スケジュール例（ホテル泊）

1日目

函館発7:50～江差着9:20江差港発10:25～12:45奥尻港着～

歓迎セレモニー～防災学習～各民宿へ～入浴・夕食～語らい

～就寝

函館発7:50～江差着9:20江差港発10:25～12:45奥尻港着～歓迎セレ

モニー～防災学習～ホテル着～入浴・夕食～島人とのふれ合い～就寝

2日目

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～炊き出し～

ホテル着～星空観賞～入浴～就寝

7:00起床～朝食～防災学習～防災ロールプレイ～炊き出し～ホテル着

～星空観賞～入浴～就寝

3日目

7:00起床～朝食～産業体験or自然体験～12:30離島式～

13:10奥尻港発～江差港着15:35～函館着17:05
7:00起床～朝食～産業体験or自然体験～12:30離島式～13:10奥尻港

発～江差港着15:35～函館着17:05

防災学習防災学習防災学習防災学習
防災学習防災学習防災学習防災学習 民民民民宿宿宿宿

民民民民宿宿宿宿ホテルホテルホテルホテル
ホテルホテルホテルホテル＋＋＋＋

またはまたはまたはまたは

体験学習体験学習体験学習体験学習
体験学習体験学習体験学習体験学習 ＋＋＋＋

《函館 in》 《函館 out》

《函館 in》 《函館 out》

＊所要時間ついては北海道・「北のナビ」より引用URL: http://time-n-rd.jp/



所在地区所在地区所在地区所在地区 区分区分区分区分 客室数客室数客室数客室数 収容人数収容人数収容人数収容人数 計計計計

稲穂地区 民宿 １１ ３０ ３０

宮津地区

民宿 １２ ３０

７０民宿 ５ １５

民宿 ８ ２５

奥尻地区

仏沢 民宿 ９ ２５

２３０

奥尻

民宿 １５ ３５

旅館 ８ ２５

旅館 １２ ３０

民宿 ８ ２５

民宿 ８ ２０

谷地

民宿 ７ ２０

民宿 １０ ３０

民宿 ９ ２０

青苗地区

民宿 １０ ３５

３４０

民宿 １０ ４５

旅館 ９ ４０

民宿 １５ ６０

旅館 １８ ７０

民宿 １０ ２０

米岡地区

旅館 １２ ４０

民宿 ８ ３０

神威脇地区

民宿 ５ ２５

２９５民宿 ９ ２０

ホテル ８５ ２５０

合計 ２４件 ３１３ ９６５

奥尻島

奥尻地区

宮津地区

稲穂地区

神威脇地区

青苗地区

米岡地区

NNNN

20分 20分

35分

5分

5分

奥尻空港

フェリーターミナル
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緊急時対応施設緊急時対応施設緊急時対応施設緊急時対応施設 連連連連 絡絡絡絡 先先先先 住住住住 所所所所

奥尻町国保病院奥尻町国保病院奥尻町国保病院奥尻町国保病院 01397-2-3151 奥尻町字奥尻

奥尻消防署奥尻消防署奥尻消防署奥尻消防署 01397-2-2047 奥尻町字奥尻

江差警察署奥尻駐在所江差警察署奥尻駐在所江差警察署奥尻駐在所江差警察署奥尻駐在所 01397-2-2016 奥尻町字奥尻

江差警察署青苗駐在所江差警察署青苗駐在所江差警察署青苗駐在所江差警察署青苗駐在所 01397-3-2350 奥尻町字青苗

江差保健所江差保健所江差保健所江差保健所 0139-52-2475 江差町字本町
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年度月別欠航表 （奥尻～江差～奥尻）

年度月別欠航表 （奥尻～せたな～奥尻） 単位：％

単位：％

＊ハートランドフェリー運航データより引用

年年年年＼＼＼＼月月月月 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 1111 2222 3333

19年 0 0 0 0 1.61 4.84 3.23 16.13 3.23 6.45 16.13 0

20年 0 1.61 0 0 0 6.45 6.45 19.35 11.29 6.45 16.13 19.35

21年 4.84 3.23 0 3.23 0 0 7.26 8.87 16.13 9.68 6.45 12.9

22年 4.84 0 0 0 0 0 3.23 17.74 12.90 16.13 6.45 6.45

23年 0 11.29 0 0 0 9.68 19.35 6.45 22.58 9.68 22.58 12.90

平均 1.94 3.23 0.00 0.65 0.32 4.19 7.90 13.71 13.23 9.68 13.55 10.32

年年年年＼＼＼＼月月月月 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 1111 2222 3333

19年 0 0 0 0 1.61 4.84

20年 0 1.63 0 0 0 6.45

21年 1.61 3.23 0 1.61 0 0

22年 0 0 0 0 0

23年 6.45 0 0 0 6.45

平均 0.32 2.26 0.00 0.32 0.32 3.55
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項目項目項目項目＼＼＼＼月月月月 1月月月月 2月月月月 3月月月月 4月月月月 5月月月月 6月月月月 7月月月月 8月月月月 9月月月月 10月月月月 11月月月月 12月月月月

最高気温 1.8 1.9 5.0 10.0 14.4 19.0 22.5 25.2 22.3 16.6 9.9 4.0

平均気温 -0.2 -0.3 2.7 7.3 11.5 16.0 19.6 22.3 19.7 14.3 7.5 1.8

最低気温 -2.3 -2.3 0.4 5.0 9.1 13.5 17.5 19.9 17.2 11.9 5.1 -0.4

降 水 量 34.4 36.5 40.8 63.8 78.8 67.8 111.0 133.6 106.4 87.2 75.0 53.6

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

最高気温（℃）

平均気温（℃）

最低気温（℃）

降水量（mm）

年平均気温 : 10.2℃

年降水量 : 859.2mm

統計期間 : 2000～2010

※気象庁の過去の気象データより抜粋

奥尻島奥尻島奥尻島奥尻島のののの気温気温気温気温とととと降水量降水量降水量降水量のののの平均値平均値平均値平均値ののののグラフグラフグラフグラフ（（（（雨温図雨温図雨温図雨温図））））



★★★★来島時来島時来島時来島時ににににフェリーフェリーフェリーフェリーがががが欠航欠航欠航欠航したしたしたした場合場合場合場合 ((((函館函館函館函館コンシュルジュセンターコンシュルジュセンターコンシュルジュセンターコンシュルジュセンターとのとのとのとの連携連携連携連携))))

宿泊施設の優先照会 函館大沼プリンスホテル(収容人員400名)を優先的に紹介・料金交渉が可能です。

宿泊施設の照会 函館地区宿泊施設は、函館ホテル旅館連盟加盟25施設を函館コンシュルジュセンターが窓

口となり空室状況を照会いたします。

夕食場所について 当日は大口の団体夕食は手配が難しいことから、各自フリーにて夕食を取ることをお勧め

いたします。なお、函館コンシュルジュセンター企画による、函館市内で使用できるクーポ

ンを(販売額1,500円～2,000円予定)、25年5月より販売する予定でございます。このクー

ポンが利用できる飲食施設も200店舗の予定でございますのでよろしくお願いいたします。

体験観光 函館近郊の体験観光を、函館コンシュルジュセンターが手配いたします。(別紙資料)

(なお、当日の手配は準備の都合上希望に添えないことがございます)

((((株株株株))))函館函館函館函館コンシュルジュセンターコンシュルジュセンターコンシュルジュセンターコンシュルジュセンター 代表取締役 遠藤 浩司 事業担当部長 小林 功

函館市東雲町15番15号 TEL 0138-26-0300  FAX 0138-26-5208

事業内容 着地型観光、観光総合企画開発案内サービス業、着地型旅行商品の企画

販売)

旅行業 北海道知事登録旅行業第2種

★★★★帰島時帰島時帰島時帰島時ににににフェリーフェリーフェリーフェリーがががが欠航欠航欠航欠航したしたしたした場合場合場合場合

観光協会が島内で体験できるプログラム等を提案させていただきます。
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キャンペーン詳細

助成期間：平成25年4月1日～平成26年3月31日

内 容：6m以上のバスごと島に乗り入れして頂き、

奥尻島内の宿泊施設を利用した場合にバスの

フェリー航送運賃が復路無料になります。

※ただしキャンプ及び日帰りは対象外

問合わせ：奥尻町地域政策課

TEL 01397－2－2351 FAX 01397-2-3445

奥尻～江差、奥尻～せたな

とっても便利な島にバスごと乗り入れ！！

江差町江差町江差町江差町

せたなせたなせたなせたな町町町町

区間

奥尻→江差 奥尻→せたな

車長

7m未満 25,500 17,900

8m未満 29,580 20,770

9m未満 33,660 23,650

10m未満 37,730 26,520

11m未満 41,810 29,390

12m未満 45,900 32,260

奥尻発のフェリー車両航

送運賃が無料に！
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