所在
都道府県

会員市
非会員

No.

所在

公開物件名

市町村
1 帯広市

十勝鉄道蒸気機関車4号及び客車コハ23号

指定／登録

通常／特別

公開日・期間
10月9日(土)～10月9日(土)まで

市指定

公開時間
10時～15時

公開物件住所
帯広市西7条南20丁目

交通
帯広駅北口から十勝バス「大空団地線」で「イオン帯広店前」下車、徒歩３分

事前予約

料金

問合せ先

注意事項

TEL

公開事業に係るWebサイト

無料

不要

普段から公開

北見市教育委員会文化財課文化財・博物係

0157-23-6742

http://www.npo-pieason.ong/

無料

不要

普段から公開

北見市教育委員会文化財課文化財・博物係

0157-23-6742

http://www.kitamihakka.jp

無料

不要

普段から公開

無料

不要

野外展示（冬季は雪の関係上見えなくなる可能性あり）

無料

不要

下記休館日以外は上記時間にて公開
毎週月曜日・国民の祝日の翌日（月曜が祝日の場
非会員

2 北見市

ピアソン記念館

市指定

合は開館しその翌日が休館日）（金・土曜日が祝 9:30～16:30

北海道北見市幸町７丁目４番28号

日の場合は開館し、翌日も開館します。年末年始

ＪＲ北見駅から徒歩20分
駐車場有（乗用車約７台分）、大型バスは事前相談

１２月３０日～１月６日
11月1日～４月30日までは9時30分～16時30分
に開館時間が変わります。
非会員

3 北見市

北見ハッカ記念館

下記休館日以外は上記時間にて公開

市指定

毎週月曜日・国民の祝日の翌日（月曜が祝日の場
合は開館しその翌日が休館日）（金・土曜日が祝

9:00～17:00（11月1日～4月30
日までは9:30～16:30に開館時

北海道北見市南仲町１丁目７番28号

間が変更）

ＪＲ北見駅から徒歩約10分
駐車場有（乗用車約10台分）

北見市教育委員会留辺蕊教育事務所生涯学習課社会
教育係

0157-42-2723

日の場合は開館し、翌日も開館します。年末年始
下記休館日以外は上記時間にて公開
・月曜日及び火曜日
非会員

4 北見市

北見市留辺蘂町武華駅逓（令和3年4月1日に改称）

市指定

・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178

9:00～17:00

北海道北見市留辺蕊町滝の湯127番地

号9に規定する休日

ＪＲ留辺蘂駅から車で約40分
駐車場有（乗用車約10台分）

北見市教育委員会留辺蕊教育事務所生涯学習課社会
教育係

0157-42-2723

・12月1日から翌年の3月31日まで

非会員

5 北見市

野外展示

温根湯発電所跡（石碑と発電施設コンクリート遺構若干残存）

冬季のみ雪の関係上見えなくなる可能性あり

常時公開

北海道北見市留辺蕊町温根湯温泉

ＪＲ留辺蕊駅から車で約30分、バス停「温根湯」より徒歩で約10分（双方ともに本数

213-4

が少ない）

見学前に受付が必要
入館にあたっては、新型コロナウィルス感染症防止対策として、マスク
の着用、手指のアルコール消毒、三密の回避にご協力下さい。

国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾
事務所

0134-22-6131

国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部HP
https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/tikkou/vu2tjq0000001lau.html

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.bo
j.or.jp%2Fotaru-m%2F&amp;data=04%7C01%7Cyamato平日のみ開館
6 小樽市

小樽港湾事務所

みなとの資料コーナー

休館日:土日祝日

di%40city.otaru.lg.jp%7C64490cbb593843d97dec08d9767e07e2%7C180aa1c074
9:00～16:30 ※12:00～13:00

北海道小樽市築港2丁目2番（小樽開

を除く

発建設部小樽港湾事務所内）

ＪＲ小樽築港駅より徒歩10分

無料

20名以上の団体は電話
予約

普段から公開

日本銀行札幌支店

011-241-5315

c342afa6d01975da80d359%7C1%7C0%7C637671105945194013%7CUnknown%
7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwi
LCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=cMhFMOqL%2BxVT9OCp8tZiIQem%2

小樽市

北海道

BLE7osYs6WcEYQceAwM%3D&amp;reserved=0
7 小樽市

日本銀行旧小樽支店金融資料館

市指定

8 小樽市

ＪＲ小樽駅本屋・プラットホーム

国登録

休館日：水曜日（休日除く、12月29日～１月５
日、臨時休館あり）

夏期（4月～11月）9:30～
17:00（最終入館16:30）

北海道小樽市色内1丁目11番16号

JR小樽駅より徒歩10分

北海道小樽市稲穂2丁目22番15号

JR小樽駅

ホームに入るためには切符が
必要

冬期（12月～3月）10:00～

駅舎として使用中

不要

業務関連箇所への立ち入り不可

一般400円
高校生200円

総合博物館の屋外施設（旧手宮鉄道施設含む）は11月4日から冬期のた

不要

め見学不可（11月3日は「文化の日」につき入館無料）

中学生以下無料
9 小樽市

旧手宮鉄道施設（小樽市総合博物館・本館構内ほか）

11月3日(火祝)まで

重要文化財

休館日:火曜日（祝日除く）

9:30～17:00

北海道小樽市手宮1丁目3番6号（小樽
市総合博物館本館構内）

ＪＲ小樽駅

0134-22-0771

小樽市総合博物館

0134-33-2523

ＪＲ小樽駅前より高島3丁目行乗車。「総合博物館」下車徒歩3分
現在はコロナ禍による

非会員

10 函館市

五島軒本店旧館

10月1日(金)～11月30日(火)まで
11:30~15:00(備考)現時点での計画となります。 北海道函館市末広町4番5号
国登録

市電十字街電停から徒歩5分、函館バ
ス十字街バス停から徒歩3分

無料

不要

影響で時間短縮営業を

株式会社五島軒監理部

0138-23-1100

http://rotoken1879.jp

旧函館区公会堂(指定管理者)

0138-22-1001

https://hakodate-kokaido.jp/

部の一部修理を行って 都市計画部まちづくり景観課

0138-21-3388

keikan@city.hakodate.hokkaido.jp

函館市教育委員会生涯学習部文化財課

0138-21-3456

bunkazai@city.hakodate.hokkaido.jp

一般財団法人函館YWCA総幹事

0138-51-5262

hakodate@ywca.or.jp

函館公園「こどものくに」

0138-22-5039

設けておりますが10月
以降は未定です。今後

10月1日(金)～11月
30日(火)まで
[10月1日～10月31
日]火～金：午前9
非会員

11 函館市

時～午後6時、土～

旧函館区公会堂

月：午前9時～午後

写真の掲載の際、「撮
左記のとおり

北海道函館市元町11番13号
函館駅より車で10分、市電「末広町電停」から徒歩7分、函館バス「公会堂前バス停」から徒歩3分
有料(一般：300円、学生・生徒・児童：150円)

不要

7時

影：及川雅夫」とクレ
ジットを入れてくださ
い。

[11月1日～11月30
日]午前9時～午後5
重要文化財

時
建物外観のみの公開で

非会員

12 函館市

す。11月以降は内・外

10月1日(金)～11月

旧北海道庁函館支庁庁舎

北海道函館市元町12番18号

30日(火)まで

函館市電「末広町電停」から徒歩8分、函館バス「公会堂前バス停」から徒歩4分
無料

不要

いる場合があります(時

道指定
非会員

13 函館市

旧開拓使函館支庁書籍庫

道指定

非会員

14 函館市

函館YWCA会館

国登録

期未定)
10月1日(金)～11月
30日(火)まで

10月23日(土)

11:00~15:00(現時点での計画となります)

北海道函館市元町12番18号

函館市電「末広町電停」から徒歩7分 無料

不要

北海道函館市松陰町1-12

市電杉並町電停から徒歩250ｍ

不要

無料

建物外観のみの公開で
す。

観覧車は遊園地内にあ
非会員

15 函館市

函館公園こどものくに空中観覧車

国登録

10月1日(金)～11月下旬
[土日祝]10:00~17:00、[平日]11:00~16:00

北海道函館市青柳町17-4(函館公園「こどものくに」内)
市電青柳町電停から徒歩3分

有料(300円)

不要

非会員

16 弘前市

旧弘前市立図書館

都道府県指定

通常

9:00～17:00

青森県弘前市大字下白銀町２番地１

JR弘前駅からバスで「市役所前」まで20分

無料

非会員

17 弘前市

弘前大学

国登録

通常

10:00～18:00

青森県弘前市大字文京町１番地

JR弘前駅から徒歩で約20分、バスで約15分、タクシーで約５分

無料

10月１日(金)～11月30日(火)

るため、開園状況を確
認してからご来園くだ

さい(外観見学の見は無
不要
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

kids-park@sea.plala.lor.jp

弘前市教育委員会文化財課文化財保護係

0172-82-1642

国立大学法人弘前大学施設環境部整備計画課

0172-39-3074

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/shisetsu/kyuutosyo.html

建物をカフェとして活用し、平成28年から営業中。
旧制弘前高等学校外国人教師館

10月１日(金)～11月30日(火)
休館日：月曜日

不要

一般の方も利用可能ですが、駐車場が限られているので公共交通機関を
ご利用ください。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

非会員

18 弘前市

旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）

重要文化財

通常

非会員

19 弘前市

旧東奥義塾外人教師館

都道府県指定

通常

非会員

20 弘前市

旧藤田家住宅（太宰治まなびの家）

市町村指定

非会員

21 弘前市

弘前学院外人宣教師館

重要文化財

10月１日(金)～11月30日(火)

9:30～16:30

青森県弘前市大字元長町26番地

10月１日(金)～11月30日(火)

9:00～18:00

青森県弘前市大字下白銀町２番地１

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

10:00～16:00

青森県弘前市大字御幸町９番地35

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

休館日：火曜日

9:00～11:30
土曜は9:00～12:00まで

青森県弘前市大字稔町13番地１

月曜、日曜、祝日を除く

JR弘前駅から徒歩20分
弘南バス「土手町循環100円バス」ほか本町下車、徒歩３分

JR弘前駅からバスで20分、「市役所前」下車、徒歩２分

JR弘前駅から徒歩20分
弘南バス「小栗山線」ほか弘前大学前下車、徒歩10分

JR弘前駅から車で15分
弘南鉄道大鰐線弘前学院大前駅から徒歩３分

200円

不要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

弘前市教育委員会文化財課文化財保護係

0172-82-1642

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/shisetsu/manabinoie.html

無料

不要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

弘前市観光課観光企画係

0172-35-1128

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/details.html?id=API00100000227

無料

不要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

弘前市教育委員会文化財課文化財保護係

0172-82-1642

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/shisetsu/manabinoie.html

無料

不要

学校法人弘前学院法人本部総務課

0172-36-5224

無料

不要

三上ビル所有者

0172-34-1518

弘前市都市整備部公園緑地課管理係

0172-33-8739

http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/index.html

弘前市観光部文化振興課

0172-40-7015

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/tenjikan/index.html

木村産業研究所

0172-32-0595

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

019-639-9067

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

019-639-9067

現在新型コロナウイルス感染予防対策のため休館中。状況が好転し次第
開館予定。

青森県
テナントビルであるため、公開
非会員

22 弘前市

三上ビル（旧弘前無尽社屋）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

日、時間共に各店舗の営業日時

複数の店舗が営業していることから、見学できる部分について、各店舗
青森県弘前市大字元寺町９番地

JR弘前駅から「下土手町」バス停まで10分、バス停から徒歩３分

に限られる。

非会員

23 弘前市

弘前市藤田記念庭園（旧藤田家別邸）

国登録

通常

非会員

24 弘前市

弘前市立百石町展示館（旧青森銀行津軽支店）

市町村指定

通常

非会員

25 弘前市

木村産業研究所

国登録

通常

26 盛岡市

旧第九十銀行本店本館（もりおか啄木・賢治青春館）

重要文化財

通常

27 盛岡市
盛岡市

岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館（岩手銀行赤レンガ館）

重要文化財

通常

10月１日(金)～11月23日(火)

10月１日(金)～11月30日(火)

10月１日(金)～11月30日(火)
休館日：土曜日

10月６日(水)～10月８日(金)

10月６日(水)～10月８日(金)

9:00～17:00
入館券発売は9:00～16:30まで

に問い合わせ願います。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

東北自動車道
青森県弘前市大字下白銀町８番地１

大鰐弘前ICから車で30分

JR弘前駅からバスで15分、藤代営業所行「市役所公園入口」下車
※100円循環バスも利用できます。

青森県弘前市大字百石町３番地２

市内循環100円バス「下土手町」下車

10:00～16:00

青森県弘前市大字在府町61番地

JR弘前駅からバスで「大学病院前」から徒歩10分、「茂森町」から徒歩５分

徒歩３分

10:00～18:00（入館は17:30ま 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目１番25

JR盛岡駅からバス約10分→「盛岡バスセンター」下車→徒歩３分

で）

JR盛岡駅から車で10分

10:00～17:00（入館は16:30ま 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目２番20

JR盛岡駅からバス約10分→「盛岡バスセンター」下車→徒歩１分

で）

JR盛岡駅から車で10分

号

小中学生100円
団体割引（10人以上）大人

指定管理者は一般財団法人弘前市みどりの協会
不要

11月24から３月31日までは冬季閉園（高台部と洋館のみ）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

250円 小中学生80円

9:00～20:00

号

大人320円

無料

不要

無料

不要

無料

不要

展示室は観覧料がかかる場合があります。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

入り口事務所にあいさつし、ノートに来訪者を記入する。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

備え付けの駐車場がないので，自家用車の方はお近くの民営駐車場を御
利用ください。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

一部有料
一般300円
小中学生100円

備え付けの駐車場がないので，自家用車の方はお近くの民営駐車場を御
不要

利用ください。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

http://www.odette.or.jp/seishunkan/

盛岡市

28 盛岡市

岩手県公会堂

国登録

通常

10月６日(水)～10月８日(金)

29 盛岡市

旧南部家別邸主屋

国登録

通常

10月６日(水)～10月８日(金)

9:00～17:00

10:00～16:00
（８日は15:00まで）

岩手県盛岡市内丸11番２号

岩手県盛岡市愛宕町14番１号

JR盛岡駅からバス10分→「県庁・市役所前」下車
JR盛岡駅から車で10分

鉄道

JR盛岡駅から

車

東北自動車道盛岡ICから

バス

盛岡駅発松園山岸線中央公民館前下車

物館・文学の蔵・ビール工場）
世嬉の一酒造場

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

9:00～18:00（酒の直売所）
11:00～15:00（レストランせき

無料

不要

施設内のホール･会議室等は有料貸出のため見学のみは不可
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

019-639-9067

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

019-639-9067

http://www.iwate-kokaido.jp/

一般向けに和室等の貸し出しを行っているため，使用中の部屋は見学不
車で約15分
徒歩１分

大人300円

東北自動車道一関ICから車で約15分

こども200円

平泉中尊寺(金色堂)から車で約30分

登録有形文化財７棟のうち、６棟が博物館、文学の蔵、レストラン、売
店試飲コーナー、ビール醸造棟、イベントホールとなっています。四季
不要

折々の行事が催され、レストランウェディング、各種コンサートなどの 一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

http://www.sekinoichi.co.jp

会場にもお貸ししています。

団体割引あり

のいち）火・水曜日定休

可
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

＜酒の民俗文化博物館＞

JR一ノ関駅から徒歩12分
岩手県一関市田村町５番42号

不要

徒歩30分

9:00～17:00（酒の民俗文化博
30 一関市

無料

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

岩手県
内部は原則非公開。
毎週日曜日は、午前10時20分から礼拝を行っており、出席は自由。ま

JR一ノ関駅から徒歩12分
31 一関市

日本基督教団一関教会

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

外面の公開のみ

岩手県一関市田村町２番14号

東北自動車道一関ICから車で約15分

無料

不要

平泉中尊寺(金色堂)から車で約30分

た、土曜日は清掃・整頓の日であり、会堂内立ち入りは可能だが、事前
の予約（日本基督教団一関教会：0191-23-5285）が必要。

一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

千厩まちづくり株式会社

0191-53-2070

一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

一関市教育委員会

0191-47-3655

普段、職員がいる場合のみ内部の立ち入りは可能。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

岩手県一関市厳美町字滝ノ上地内
一関市

32 一関市

長者滝橋

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

常時公開

（国指定名勝天然記念物「厳美渓」
内）

33 一関市

千厩酒のくら交流施設（佐藤家住宅・横屋酒造）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）

10:00～16:00

10月１日(金)～11月30日(火)
34 一関市

せんまや街角資料館（旧専売局千厩葉煙草専売所）

国登録

通常

休館日：月曜日(祝日の場合は翌日)、毎月最終金 9:00～16:30
曜日

岩手県一関市千厩町千厩字北方134番
地ほか

岩手県一関市千厩町千厩字北方129番
地１

JR一ノ関駅から岩手県交通バス20分「厳美渓」バス停下車
東北自動車道一関ICから車で８分

無料

不要

一般開放と施設貸出により時間に制約があります。

JR大船渡線千厩駅から徒歩20分
岩手県交通バス気仙沼千厩線

市役所千厩支所入口または本町から徒歩５分

無料

不要

特急バス舘山下から徒歩10分

専用駐車場までの道路幅が狭いため、自家用車等でお越しのお客様は、
市役所千厩支所駐車場を御利用ください。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。
一般開放と施設貸出により時間に制約があります。

JR大船渡線千厩駅から徒歩20分
岩手県交通バス気仙沼千厩線

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

市役所千厩支所入口または本町から徒歩５分

無料

不要

特急バス舘山下から徒歩10分

専用駐車場がありませんので、自家用車等でお越しのお客様は、資料館
向かいの千厩図書館駐車場を御利用ください。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。
事前予約の必要はありません。石と賢治のミュージアム「太陽と風の
家」受付でチケットをお求めください。駐車場は石と賢治のミュージア

大人300円
35 一関市

旧東北砕石工場

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

10:00～17:00

岩手県一関市東山町松川字滝ノ沢平

毎週月曜日、祝日の翌日休館

117番地１ ほか

JR大船渡線陸中松川駅下車

徒歩３分

東北自動車道一関ICから18㎞

一ノ関駅から岩手県交通バスで35分

ム「太陽と風の家」の施設脇駐車場か、付近の「陸中松川駅前駐車場」

高校生・大学生200円

車で約30分

団体割引（20人以上）大人

滝の沢平下車

徒歩10分

不要

240円 高校生・大学生160

を御利用ください。
混雑する場合がありますので、団体利用の際は事前にお問い合わせくだ

石と賢治のミュージアム

さい。

円

新型コロナウイルスの状況によっては、施設の利用を市民に限らせてい
ただく場合があります。

高速バス：JR盛岡駅西口から青森駅前行「あすなろ号」～小坂高校前下車、徒歩約25
36 小坂町

天使館（旧聖母マリア館）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

9:00～17:00

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古舘

分

35番地６

タクシー：高速バス小坂高校前から約３分

部屋の貸出も行っております。お問い合わせは0186-29-5522までお願
無料

不要

10:00～15:00
37 小坂町

旧小坂鉱山工作課原動室

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

喫茶店として営業。軽食・飲物
等が購入できます。

高速バス：JR盛岡駅西口から青森駅前行「あすなろ号」～小坂高校前下車、徒歩約25
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川

分

34番５

タクシー：高速バス小坂高校前から約３分

旧小坂鉱山鉄道小坂駅機関車庫

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

9:00～17:00

不要

39 小坂町

旧小坂鉱山鉄道小坂駅本屋及びプラットホーム

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

9:00～17:00

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川

分

明治百年通り３館共通券（康

20番９他

タクシー：高速バス小坂高校前から約３分

楽館・小坂鉱山事務所・小坂

車：東北自動車道小坂ICから車で約４分

鉄道レールパーク）あり

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川

分

明治百年通り３館共通券（康

20番９他

タクシー：高速バス小坂高校前から約３分

楽館・小坂鉱山事務所・小坂

車：東北自動車道小坂ICから車で約４分

鉄道レールパーク）あり

秋田県
9:00～17:00
40 小坂町

康楽館

重要文化財

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

常打芝居
12:30

午前の部10:30～

午後の部14:00～16:00

0186-29-2069

ては0186-25-8225までお願いします。

小坂町教育委員会学習振興班

0186-29-2069

http://kosaka-mco.com/publics/index/235/

小坂町教育委員会学習振興班

0186-29-2069

http://kosaka-rp.com/

小坂町教育委員会学習振興班

0186-29-2069

http://kosaka-rp.com/

小坂町教育委員会学習振興班

0186-29-2069

http://kosaka-mco.com/

小坂町教育委員会学習振興班

0186-29-2069

http://kosaka-mco.com/publics/index/46/

http://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanrenshisetsu/1003617/index.html

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

車：東北自動車道小坂ICから車で約４分

休館日：毎週火曜日・水曜日
不要

料金等に係る問合せ：小坂鉄道レールパーク（0186-25-8890）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

高速バス：JR盛岡駅西口から青森駅前行「あすなろ号」～小坂高校前下車、徒歩約25 有料
小坂町

小坂町教育委員会学習振興班

要予約・要相談ですが、小宴会等も承ります。お時間、ご予算等につい
無料

高速バス：JR盛岡駅西口から青森駅前行「あすなろ号」～小坂高校前下車、徒歩約25 有料
38 小坂町

いします。
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

車：東北自動車道小坂ICから車で約４分

休館日：毎週火曜日・水曜日
不要

料金等に係る問合せ：小坂鉄道レールパーク（0186-25-8890）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

高速バス：JR盛岡駅西口から青森駅前行「あすなろ号」～小坂高校前下車、徒歩約25 有料
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ

分

明治百年通り３館共通券（康

下２番地

タクシー：高速バス小坂高校前から約３分

楽館・小坂鉱山事務所・小坂

車：東北自動車道小坂ICから車で約４分

鉄道レールパーク）あり

不要

料金等に係る問合せ：康楽館（0186-29-3732）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

有料
・明治百年通り3館共通券
（康楽館・小坂鉱山事務所・
高速バス：JR盛岡駅西口から青森駅前行「あすなろ号」～小坂高校前下車、徒歩約25 小坂鉄道レールパーク）あり
41 小坂町

旧小坂鉱山事務所

重要文化財

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

9:00～17:00

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館

分

・ガイド付き見学（別料金

48-2

タクシー：高速バス小坂高校前から約３分

200円）

車：東北自動車道小坂ICから車で約４分

・モダン衣裳室（1,050円

不要

料金等に係る問合せ：小坂鉱山事務所（0186-29-5522）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

（単館入館料込）、三館共通
券利用の場合は720円、最終
受付16:30）
9:30～16:30
42 秋田市

旧秋田銀行本店本館（秋田市立赤れんが郷土館）

重要文化財

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

10/18（月）～22（金）の展示

秋田県秋田市大町三丁目３番21号

JR秋田駅から中央交通バス／川反入口下車徒歩２分

秋田県秋田市山内字上台および字大

バス：「仁別リゾート公園線」JR秋田駅西口

畑

車

宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-7

JR仙石線榴ヶ岡駅下車徒歩７分

替え期間中は公開しない。

一般210円
高校生以下無料

不要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

秋田市立赤れんが郷土館

018-864-6851

不要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

秋田市上下水道局総務課

018-823-8434

仙台市歴史民俗資料館

022-295-3956

東北大学史料館

022-217-5040

東北大学史料館

022-217-5040

東北大学史料館

022-217-5040

東北大学史料館

022-217-5040

東北大学史料館

022-217-5040

秋田市

非会員

43 秋田市

藤倉水源地水道施設

重要文化財

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

44 仙台市

旧陸軍第二師団歩兵第四連隊兵舎（仙台市歴史民俗資料館）

市町村指定

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

藤倉記念公園内で常時公開

9:00～16:45
入館は16:15まで

釣りセンター前下車、徒歩10分

：JR秋田駅から約25分

無料

一般240円
高校生180円

期間中の休館日
不要

小中学生120円

45 仙台市

旧仙台医学専門学校博物・理化学教室（東北大学本部棟３）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩５分

建造物内部は、旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学史料館）の
無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

46 仙台市

旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅の階段教室）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩５分

建造物内部は、旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学史料館）の
無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

47 仙台市

旧第二高等学校書庫（東北大学文化財収蔵庫）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩５分

1階閲覧室のみ普段から公開
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
非会員

1階閲覧室のみ普段から公開
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
非会員

建造物内部は、旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学史料館）の
無料

https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/index.html

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
非会員

10/4・18・25・28、11/1・4・8・15・22・24・

25・29

不要

※公共交通機関でお越しください。

1階閲覧室のみ普段から公開
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館

http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館

http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館

http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

10:00～17:00（1階閲覧室のみ
公開、12:00～13:00は閲覧室休
非会員

48 仙台市

旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学史料館）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

み）

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

開館日：月～金曜日（祝日、夏

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩５分

建造物内部は、旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学史料館）の
無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

1階閲覧室のみ普段から公開
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館

http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

季休業日、年末年始除く）

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
非会員

49 仙台市

旧東北帝国大学理学部科学教室棟（東北大学本部棟１）

国登録

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩５分
※公共交通機関でお越しください。

宮城県

建造物内部は、旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学史料館）の
無料

不要

1階閲覧室のみ普段から公開
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館

http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

10月１日(金)～11月30日(火)
非会員

50 仙台市

青下第一ダム

国登録

通常

休館日：月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・

9:30～16:00

日曜、祝日を除く)

10月１日(金)～11月30日(火)

宮城県
非会員

51 仙台市

青下第一取水塔

国登録

通常

休館日：月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・

9:30～16:00

日曜、祝日を除く)

10月１日(金)～11月30日(火)
非会員

52 仙台市

青下ダム旧管理事務所

国登録

通常

休館日：月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・

9:30～16:00

日曜、祝日を除く)

10月１日(金)～11月30日(火)
非会員

53 仙台市

青下ダム記念碑

国登録

通常

休館日：月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・

9:30～16:00

日曜、祝日を除く)

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道
地内

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道
地内

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道
地内

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道
地内

11:30～15:00
非会員

54 仙台市

旧伊達伯爵邸

鐘景閣

市町村指定

通常

10月１日(金)～11月30日(火)

上記はレストランの通常営業時

宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西

間。施設見学のみの際は、施設

143-3

側と要調整。

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩８分
JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩８分
JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分
車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩８分
JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分
車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩８分
JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分
車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

自動車：東北自動車道仙台南ICから約５分
公共交通機関：仙台市営地下鉄・JR「仙台」駅又は「長町」駅下車、宮城交通バス
「茂庭荘入口」バス停～徒歩15分

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

施設℡：022-245-6665
※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

仙台市水道局営業課

022-304-0017

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/05-kouhou/05-102.html

仙台市水道局営業課

022-304-0017

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/05-kouhou/05-102.html

仙台市水道局営業課

022-304-0017

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/05-kouhou/05-102.html

仙台市水道局営業課

022-304-0017

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/05-kouhou/05-102.html

仙台市市民局生活安全安心部市民生活課

022-214-6148

https://shoukeikaku.jp/

非会員

55 気仙沼市

角星店舗

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市魚町２-117

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

56 気仙沼市

男山本店店舗

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市魚町２-２-14

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

57 気仙沼市

武山米店店舗及び主屋

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市魚町１-１-13

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

58 気仙沼市

小野健商店土蔵

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市南町１-３-14

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

59 気仙沼市

三事堂ささ木店舗・土蔵

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市八日町２-３-27

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

60 気仙沼市

千田家住宅

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市南町２-122-１

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

61 気仙沼市

男山本店客座敷

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市入沢174他

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

62 気仙沼市

旧平野本店店舗

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市三日町

JR気仙沼駅下車、徒歩15分

無料

一部要

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

非会員

63 気仙沼市

旧月立小学校校舎

国登録

通常

11月１日(月)～11月30日(火)

各文化財により異なります。

宮城県気仙沼市塚沢65

JR気仙沼駅下車、タクシー15分

無料

一部要

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

野木町教育委員会事務局生涯学習課

0280-33-6667

〒329-0114
栃木県

無料

車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

野木町

64 野木町

野木町煉瓦窯(旧下野煉化製造会社煉瓦窯)

国指定重要文化財

普段から公開

10月1日（金）~11月30日（火）

9時0分から17時0分

栃木県下都賀郡野木町大字野木

有料

10:30～16:00
染色、織物体験（有料）は
ＪＲ両毛線桐生駅
徒歩約24分・車約8分
〒376-0031
12：00～13：00の間は対
東武桐生線新桐生駅
徒歩約46分・車約14分
群馬県桐生市本町１－３－９
応できません。
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約19分・車約5分

桐生市

天然染色研究所〔森家住宅石蔵（旧穀蔵）〕

重伝建地区（日本遺産・ぐ
通常公開
んま絹遺産）、国登録

11月20日（土）～11月28日（日）

66

桐生市

森合資会社

重伝建地区（日本遺産・ぐ
特別公開
んま絹遺産）、国登録

11月20日（土）

9:00～16：00

駐車場無し
ＪR両毛線桐生駅
徒歩約28分・車約9分
群馬県桐生市本町１－３－１ 東武桐生線新桐生駅 徒歩約46分・車約14分
１
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約19分・車約5分

67

桐生市

伝健まちなか交流館（曽我織物事務所）

重伝建地区（日本遺産・ぐ
通常公開
んま絹遺産）

11月20日（土）～11月28日（日）
休館日 月曜日、祝日、年末年始

9:00～17:00

〒376-0031
群馬県桐生市本町1-7-7

無料駐車場有
JR両毛線桐生駅
徒歩約22分・車約8分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約44分・車約14分
電気鉄道西桐生駅 徒歩約18分・車約5分

桐生市有鄰館（旧矢野蔵群）

重伝建地区（日本遺産・ぐ
通常公開
んま絹遺産）、 市指定

11月20日（土）～11月28日（日）
休館日 月曜日、祝日の翌日、年末年 9:00～17:00
始

〒376-0031
群馬県桐生市本町2-6-32

無料駐車場有
JR両毛線桐生駅
徒歩約19分・車約8分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約42分・車約14分
電気鉄道西桐生駅 徒歩約16分・車約5分

〒376-0031
群馬県桐生市本町2-6-30

無料駐車場有
JR両毛線桐生駅
徒歩約18分・車約7分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約41分・車約15分
電気鉄道西桐生駅 徒歩約15分・車約6分

無料
染色体験等は有料

不要

無料

不要

68

桐生市

桐生市

矢野本店店舗及び店蔵（矢野園）

重伝建地区（日本遺産・ぐ
通常公開
んま絹遺産）、 市指定

70

桐生市

ＫＩＮＡＲＩ（金善ビル）

国登録、ぐんま絹遺産

71

桐生市

四辻の齋嘉（旧斎藤織物工場）

69

72

桐生市

ベーカリーカフェ・レンガ（旧株式会社金芳織物工場）

国登録 ぐんま絹遺産

11月20日（土）～11月28日（日）
店内に矢野園喫茶有鄰 月曜日定休
9:30～18:30
（祝日の場合は営業）

無料駐車場有
JR両毛線桐生駅
東武桐生線新桐生駅

通常公開

11月20日（土）～11月27日（土）
公開日 11/20、22、25～27
ＫＩＮＡＲＩ店舗 １階 水曜定休日、日
曜・祝日不定休
地階・２・３・４屋上は非公開

11:00～18:00

〒376-0031
群馬県桐生市本町5-345

特別公開

11月20日（土）～11月28日（日）

9:00～15:00

無料駐車場有
〒376-0031
JR両毛線桐生駅
徒歩約26分・車約10分
群馬県桐生市東久方町2-1- 東武桐生線新桐生駅
徒歩約49分・車約13分
45
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約22分・車約7分
ＭＡＹＵバス（無料運行）始点

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）
飲食スペースあり、年末30．31日休業
営業時間：平日8:00～18:00 土日祝日 7:00～18:00
7:00～18:00
金谷家住宅ほか見学可能

10:00～17:00

〒376-0044
群馬県桐生市永楽町6-6

7:00～19:00

駐車場なし
〒376-0046
JR両毛線桐生駅
徒歩約6分・車約9分
群馬県桐生市宮前町2-1-33
東武桐生線新桐生駅 徒歩約39分・車約11分

73

桐生市

桐生織物記念館（桐生織物会館旧館）

国登録、日本遺産、ぐん
ま絹遺産

通常公開

11月20日（土）～11月26日（金）
休業日 毎月最終週の土・日曜日、8
月13～16日、年末年始
営業時間 10時～17時

74

桐生市

上毛電気鉄道西桐生駅

国登録

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）

無料駐車場あり
JR両毛線桐生駅

上毛

上毛

無料

無料

不要

不要

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

0277-46-1111
（内線622）

www.pref.gunma.jp › 01 › g35g_00077
https://jajp.facebook.com/pages/category/Community/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%9F%
93%E8%89%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-196162083823538/

外観のみ公開
通常は保険会社として営業しているため、見学者等の
受け入れは無し

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1001999.html

電話番号 0277-22-1122
伝建地区の案内所。
12:00～13:00は不在の場合があります。

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1002005.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/bunka/1002919.html

0277-46-1111
（内線622）

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/bunka/yuurinkan/1002114.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/shishitei/yuukei/1002916.html

0277-46-1111
（内線622）

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/shishitei/yuukei/1002916.html

https://kinari.shop/
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1010101.html

電話番号 0277-46-4144
第２駐車場入り口に面する道路は一方通行路のため注
意
桐生市教育委員会事務局文化財保護
催し物開催時は第２駐車場のみ使用可
課
矢野園に隣接
館内に「からくり人形芝居館」

無料

不要

無料

不要

電話番号 0277-47-6977
内部見学は１階店舗のみ。
ＫＩＮＡＲＩ（金善ビル） きなり（かなぜんびる）
「Life & Gift KINARI」 1階店舗、2階工房

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

無料

不要

四辻の齋嘉（旧斎藤織物工場） よつじのさいか（きゅう
さいとうおりものこうじょう）
桐生市教育委員会事務局文化財保護
（株）桐生再生 きりゅうさいせい
課
電話番号 0277-46-6916
低速電動コミニュテイバスＭＡＹＵ始発場所（株）

0277-46-1111
（内線622）

徒歩約27分・車約8分
無料

不要

東武桐生線新桐生駅
徒歩約52分・車約12分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約22分・車約7分
無料駐車場あり
JR両毛線桐生駅
徒歩約9分・車約4分
桐生線新桐生駅
徒歩約46分・車約11分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約5分・車約1分

外観見学のみ

矢野園（矢野本店店舗及び店蔵）電話番号 0277-452925 店舗内にて物品販売や喫茶店「矢野園喫茶有
鄰」
古民家を利用したレストラン「近江屋喜兵衛」、民間によ 桐生市教育委員会事務局文化財保護
る資料館「桐生歴史文化資料館」が隣接
課
ホームページ http://www.kkyano.co.jp/yanoen/
公式アカウント
https://www.instagram.com/kiryu_yanoen/

徒歩約10分・車約4分
徒歩約40分・車約9分

〒376-0053
群馬県桐生市東久方1-1-55

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

所長のみで対応しています。駐車場については確認願
います。
桐生市教育委員会事務局文化財保護
森合資会社の（旧穀蔵）を利用しています。
課
電話番号 0277-43-1089

〒376-0031

上毛

外観見学のみ

新型コロナウイルスの影響により、公開できない場合があります。

円、中学生以下無料
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※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

・月曜休館(月曜が祝日の場合は開館し、翌平日が休館)

一般団体（15人以上）80

3324-1

※新型コロナウイルスの影響により変更になる場合あり。

・隣接する「野木ホフマン館」で見学チケットをお求めください

一般個人100円

JR宇都宮線野木駅・古河駅から自動車で約10分

外観見学のみ

旧株式会社金芳織物工場の鋸屋根工場はベーカリーカ
フェ・レンガ、他に事務所・染色場、金谷家の住宅が公
開されています。
レース工場の絹遊塾 工房 風花（かざはな）では手織 桐生市教育委員会事務局文化財保護
り体験等できます。ベーカリ－カフェ レンガ（旧株式会 課
社金芳織物工場）

0277-46-1111
（内線622）

http://www.saisei.kiryu.jp

https://www.kiryu-renga.jp
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1001996.html

電話番号 0277-32-5553・メール
東武

無料

不要

電話番号 0277-43-7272（織物記念館売店）
1階に桐生織物販売場、２階に織物資料展示室

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

無料

不要

電話番号 0277-22-3201（上毛電気鉄道西桐生駅）
駅敷地内は上毛電気鉄道利用者用のため駐車不可
駅舎内のみ見学可

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

http://www.kiryuorimono.or.jp › kinenkan
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1001995.html

www.jomorailway.com
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1001998.html

75

桐生市

水道山記念館（旧配水事務所）

国登録

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）
休館日 月曜日・火曜日、12月29日～
9:00～17:00
1月3日
臨時休館日 11月25日

11月20日（土）～11月28日（日）
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
9:00～17:00
祝日の翌日及び年末年始（12月28日
から1月4日）

駐車場あり
JR両毛線桐生駅

徒歩約19分・車約7分

〒376-0042
群馬県桐生市堤町1-5-7 公
園緑地
東武桐生線新桐生駅
〒376-0021
群馬県桐生市巴町二丁目
1832-13

不要

電話番号 0277-44-5257 （水道山記念館管理人室）

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

高校生以上150
小中学生50円

不要

電話番号 0277-44-2399
１階は常設展示、２階は企画展示。

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/bunka/1002921.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1002015.html

徒歩約11分・車約3分

無料駐車場あり
JR両毛線桐生駅
徒歩約3分・車約2分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約35分・車約10分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約10分・車約4分

76

桐生市

桐生市近代化遺産絹撚記念館（旧模範工場桐生撚糸 市指定、日本遺産、ぐん
合資会社事務所棟）
ま絹遺産

通常公開

77

桐生市

ショコラ・ノア（旧堀家住宅主屋）

国登録

通常公開

78 桐生市

後藤織物工場

国登録 日本遺産 ぐん
ま絹遺産

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）

10:00～15:00

〒376-0034
群馬県桐生市東1-11-35

JR両毛線桐生駅
徒歩17分・車5分
東武桐生線新桐生駅 徒歩41分・車9分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩15分・車5分

79

桐生市

織物参考館“紫”（森秀織物工場ほか）

国登録、日本遺産、ぐん
ま絹遺産

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）
休館日 月曜日
染色体験ほか可能（有料）
ミュージアムショップあり

10:00～16:00

〒376-0034
群馬県桐生市東4-2-24

無料駐車場あり（施設利用者用）大型バス対応
JR両毛線桐生駅
徒歩約16分・車約7分
東武鉄道新桐生駅
徒歩約42分・車約13分
電気鉄道西桐生駅 徒歩約17分・車約7分

80

桐生市

パティスリー・ウチヤマ（旧コバヤシ絹撚）

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）
洋菓子店として営業中。飲食スペース
あり
10:00～18:00
定休日 火曜・第4月曜日
若宮豆腐店西側に隣接

〒376-0034
群馬県桐生市東5-4-31

11月20日（土）～11月28日（日）
定休日 ：毎週月曜日、第２火曜日
ランチタイム：11：30～14：00、ディナー 11:30～14:00
タイム：18：00～LO20：30
18:00～20:30

無料

駐車場あり（レストラン使用者用）
〒376-0021
JR両毛線桐生駅
徒歩約5分・車約2分
群馬県桐生市巴町1-1117-1 桐生線新桐生駅
徒歩約29分・車約9分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約10分・車約4分

東武

無料

要予約

電話番号 0277-44-5553
レストランとして営業しています。
桐生市教育委員会事務局文化財保護
レストラン利用以外の方は、ランチ及びディナータイムは 課
駐車場の使用も含めご配慮願います。

0277-46-1111
（内線622）

500円

要予約

電話番号 0277-45-2406

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/shishitei/yuukei/1002044.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/bunka/1009277/1006244.html

https://chocolatnoix.wixsite.com/website
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1013391.html

桐生市

群馬県

非会員

富岡市

11月20日（土）～11月26日（金）
豆腐等販売店
販売8：00～16：00 水曜・木曜・金曜
のみ営業（11月20日（土）は営業）
パティスリー・ウチヤマ東側に隣接

大人700円、大学600
円、高校500円、小学
400円
期間中上記（通常）入
館料より50円引き

不要

無料駐車場あり（店舗利用者用）
JR両毛線桐生駅
徒歩約22分・車約9分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約46分・車約11分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約22分・車約8分

無料

不要

電話番号 0277-43-6852

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

〒376-0034
群馬県桐生市東5-4-31

無料駐車場あり（店舗利用者用）
JR両毛線桐生駅
徒歩約22分・車約9分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約46分・車約11分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約22分・車約8分

無料

不要

電話番号 0277-43-0578（若宮とうふ）

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1012348/1012405/1012412/nokogiri/1002632.html

〒376-0034
群馬県桐生市東5-4-9

無料駐車場あり（店舗利用者用）
JR両毛線桐生駅
徒歩約21分・車約6分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約44分・車約10分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約21分・車約6分

無料

平日は要予約

電話番号 080-5389-2750（アトリエショップCharrm）ジャ 桐生市教育委員会事務局文化財保護
カードおりものを使ったバッグや服などを展示販売
課

0277-46-1111
（内線622）

https://shop.charrm.jp
https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1012348/1012405/1012412/nokogiri/1002631.html

無料

不要

電話番号 0277-45-2120

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

無料

不要

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

無料

不要

土田産業工場内は、工場施設であるため見学不可（外
観のみ見学可）。
土田産業 電話番号 0277-45-2820
桐生市教育委員会事務局文化財保護
mimimo shop 電話番号 0277-43-8720
課

0277-46-1111
（内線622）

上毛

81

桐生市

若宮（旧コバヤシ絹撚）

通常公開

82

桐生市

須裁織物（Charrm（チャーム））

通常公開

83

桐生市

上州菓匠 青柳 ノコギリ屋根工場店（旧東洋紡織織
物工場）

通常公開

84

桐生市

朝倉染布株式会社

通常公開

11月22日（月）～11月26日（金）

85

桐生市

mimimo shop（株式会社土田産業）

通常公開

11月20日（土）～11月27日（土）
mimimo shop 営業時間 平日12：00 平日12：00～17：30、土曜 〒376-0006
～17：30、土曜日11：00～18：00 （日・ 日11：00～18：00
群馬県桐生市新宿2-2-21
月曜日、お盆・年末年始定休）

86

桐生市

ＯＬＮ（有限会社 井清織物）

通常公開

11月20日（土）～11月27日（土）
ＯＬＮ(おるん)ショップ 土・日・祝祭日
定休
営業時間13：00～17：00（第１土曜日
のみ10：00～16：00営業）

87

桐生市

INOJIN工芸倶楽部 （旧井甚織物工場）

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）
工芸教室・ギャラリー・喫茶室・和装店
蕎麦カフェ 営業時間 11時半～午後 11:00～15:00
2時
定休日 火・水曜日

無料駐車場あり
〒376-0002
JR両毛線桐生駅 徒歩約55分・車約13分、小俣駅（足利市） 徒歩
群馬県桐生市境野町5-337- 約31分・車約10分
無料
2
東武桐生線新桐生駅
徒歩約53約・車約12分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約54分・車約13分

88

桐生市

彦部家住宅 （元工場・医務所）

11月20日（土）～11月28日（日）
見学対応 10：00～16：00（平日は要
予約）

10:00～16:00

〒376-0013
群馬県桐生市広沢町6-877

89

桐生市

株式会社 笠森（000 トリプル・オゥ）

通常公開

11月20日（土）

10:00～17:00

無料駐車場あり
〒376-0005
ＪＲ両毛線桐生駅
徒歩約20分・車約7分
群馬県桐生市三吉町一丁目
東武桐生線新桐生駅
徒歩約22分・車約6分
3－3
両毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約24分・車約9分

90

桐生市

桐生明治館(旧群馬県衛生所）

重要文化財

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）
休館日 毎週月曜日（祝日を除く）
9:00～17:00
祝日の翌日・年末年始（12月28日から
翌年1月4日まで）など 喫茶室も同じ

無料駐車場あり
〒376-0011
ＪＲ両毛線桐生駅
徒歩約39分・車約8分
群馬県桐生市相生町2-414東武桐生線相老駅
徒歩約34分・車約8分
6
電気鉄道天王宿駅 徒歩約7分・車約2分

91 桐生市

後藤織物工場

国登録 日本遺産 ぐん
ま絹遺産

通常公開

11月20日（土）～11月28日（日）

10:00～15:00

〒376-0034
群馬県桐生市東1-11-35

92 前橋市

赤城山頂駅記念館 サントリービア・バーベキューホー
ル
国登録
（旧赤城山鋼索鉄道赤城山頂駅駅舎及びプラットホー
ム）

11月20日（土）～11月28日（日）
営業時間 土日祝9:00～17:00
平日10:00～16:30

土日祝9:00～17:00
平日10:00～16:30

〒371-0101
ＪＲ両毛線桐生駅
車約70分
群馬県前橋市富士見町赤城 東武桐生線相老駅
車約70分
山鳥井峠
電気鉄道天王宿駅 車約70分

93 富岡市

旧富岡製糸場

世界遺産 史跡 国宝
重要文化財 ぐんま絹遺 通常公開
産

10月1日（金）～11月30日（火）

94 富岡市

富岡市社会教育館

国登録

11月23日（火）

重要文化財、ぐんま絹遺
通常公開
産

通常公開

通常公開

8:00～16:00

11月20日（土）～11月28日（日）
アトリエショップCharrm 営業時間13:00
13:00～18:00
～18:00 土曜・日曜日のみ営業 平日
要予約
11月20日（土）～11月28日（日）
菓子店として営業中、営業時間9：00～
18：00
9:00～18:00
休業日 元日を除き年中無休

9:00～16:00

10:00～17:00

〒376-0034
群馬県桐生市東7-3-62

無料駐車場あり（店舗利用者用）
JR両毛線桐生駅
徒歩約21分・車約10分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約40分・車約11分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約23分・車約9分

〒376-0007
群馬県桐生市浜松町1-1324

無料駐車場あり
JR両毛線桐生駅
徒歩約18分・車約6分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約28分・車約5分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約23分・車約8分

〒376-0002
群馬県桐生市境野町6-344

9:00～17:00(入場は16:30 〒370-2316 群馬県富岡市
まで)
富岡1-1

10：00～15：00

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1007533.html

〒370-2452 群馬県富岡市
一ノ宮1465-1

http://www.morihide.co.jp/yukariNEW/indexYK.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1002000.html

http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1012348/1012405/1012412/nokogiri/1002633.html

https://aoyagi.gunma.jp/index.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1012348/1012405/1012412/nokogiri/1002634.htm

http://www.asakura-senpu.co.jp/company/

無料駐車場あり
JR両毛線桐生駅
徒歩約21分・車約7分
東武桐生線新桐生駅
徒歩約29分・車約6分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約26分・車約8分

無料駐車場あり
JR両毛線桐生駅 徒歩約54分・車約13分、小俣駅（足利市） 徒歩
約31分・車約10分
見学無料
東武桐生線新桐生駅
徒歩約52約・車約12分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩約53分・車約13分

無料駐車場あり
ＪＲ両毛線桐生駅
徒歩約70分・車約15分、小俣駅徒歩約39 大人500円、小人300円
分・車約8分
20名以上の団体１割引
東武桐生線新桐生駅
徒歩約48分・車約10分
き
上毛電位鉄道西桐生駅 徒歩約75分・車約16分

JR両毛線桐生駅
徒歩17分・車5分
東武桐生線新桐生駅 徒歩41分・車9分
上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩15分・車5分

電話番号 （織物参考館”紫”）0277-45-3111

上毛

工場見学は
要事前連絡

不要

平日は要予約

電話番号 0277-44-3171

OLN（おるん）
有限会社 井清織物（いのきよおりもの）
電話番号 0277-44-3568
工場の営業時間 8：00～12：00 13：00～17：00
工場見学は要事前連絡

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

https://oln2014.jp/

蕎麦カフェ
営業時間 11時半～午後2時
電話番号 0277-46-1251

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

https://www.inojin.com
http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1012348/1012405/1012412/nokogiri/1002643.html

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

http://www.hikobeke.jp/
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunishitei/1001985.html

http://www.kasamori.co.jp

定休日 火・水曜日

彦部家住宅（ひこべけじゅうたく）
電話番号 0277-52-6596

無料

不要

ファクトリーショップ000
ニットのようなレース状のネックレスやブレスレット、ピア
桐生市教育委員会事務局文化財保護
ス。糸で織り込まれたアクセサリーの製造販売
課
電話番号 0277-44-3358
メールアドレス contact@000-triple.com

0277-46-1111
（内線622）

高校生以上150
小中学生50円

不要

電話番号 0277-52-3445
館内に喫茶室（有料）あり。

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

500円

不要

電話番号 0277-45-2406

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

不要

電話番号 027-287-8444
営業期間 4月から11月（11月28日まで営業）

桐生市教育委員会事務局文化財保護
課

0277-46-1111
（内線622）

上毛 無料

http://www.tsuchida-net.co.jp/
https://shikisoukan.com/

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/bunka/meijikan/1005113.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunishitei/1001982.html

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1007533.html

https://www.oonumasansougroup.com
https://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bunkazai/1010700/kunitouroku/1013412.html

上信電鉄上州富岡駅から徒歩15分

大人1,000円、高校・大
学生250円、小・中学生
150円

不要

20名以上の団体での見学は完全予約制。
予約先…富岡製糸場団体予約センターTEL0274-670088

富岡市教育委員会文化財保護課

0274‐62‐1511（内
http://www.tomioka-silk.jp/tomioka-silk-mill/
線2133）

上信電鉄上州一ノ宮駅から徒歩15分

無料

不要

新型コロナウィルス感染症対策として外観のみ公開

富岡市教育委員会文化財保護課

0274‐62‐1511（内
線2133）

富岡市

95 富岡市

北甘変電所

国登録

特別公開

11月23日（火）

10：00～15：00

〒370-2452 群馬県富岡市
一ノ宮422

上信電鉄上州一ノ宮駅から徒歩15分

無料

不要

新型コロナウィルス感染症対策として外観のみ公開

富岡市教育委員会文化財保護課

0274‐62‐1511（内
線2133）

96 富岡市

旧一ノ宮町役場

国登録

通常公開

11月23日（火）

10：00～15：00

〒370-2452 群馬県富岡市
一ノ宮1353-1

上信電鉄上州一ノ宮駅から徒歩15分

無料

不要

外観のみ公開
通常は（公社）富岡市シルバー人材センターとして利用 富岡市教育委員会文化財保護課
されているため、見学者等の受け入れは無し

0274‐62‐1511（内
線2133）

97 富岡市

デキ型電気機関車２号機

市指定重要文化財

通常公開

11月23日（火）

10：00～15：00

〒370-2344 群馬県富岡市
黒川351-1 （富岡市立美術
上信電鉄上州富岡駅からタクシーで10分
博物館・福沢一郎記念美術
館そば）

無料

不要

富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館の休館日
および開館時間外は見学不可

富岡市教育委員会文化財保護課

0274‐62‐1511（内
線2133）

入間市教育委員会

博物館

０４-２９３４-７７１１

入間市教育委員会

博物館

04-2934-7711

10時00分から16時00分
入館は15時45分までです。
非会員

98 入間市

旧石川組製糸西洋館

国登録有形文化財（建造物）

普段から公開

１０月９日（土）、１０日(日)、２３日(土)、２
４日(日)、１１月４日(木)～８日(月)

10時15分～、13時15分～、14
時45分～の3回、スタッフによる
館内の見どころガイドを行いま

〒３５８－０００８

埼玉県入間市

河原町１３－１３

西武池袋線入間市駅（北口）から徒歩7分
西武バス入間黒須団地バス停から徒歩3分

※要予約。先着５名。 駐車場は西洋館裏に約１０台分ございます。満車の場合は駅周辺の有料
有料200円

公開日の10日前より予 駐車場をご利用ください。
約開始。

緊急事態宣言の発出に伴い、中止・変更となる場合がございます。

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/index.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/event/event_info/seiyoukan_koukai.html

す（所要時間約30分）。

非会員

埼玉県

非会員

99 入間市

100 熊谷市

旧黒須銀行

市指定有形文化財

坂田医院旧診療所

国登録有形文化財

特別公開

特別公開

10月９日（土）、10日（日）、11月5日
（金）、6日（土）

11月14日（日）

10時00分から16時00分

10時00分から15時00分

施設にはトイレ・駐車場がありません。お車でお越しの方は駅周辺の有

〒３５８－０００５

西武池袋線入間市駅（北口）から徒歩12分

埼玉県入間市宮前町５－３３

無料

料駐車場をご利用ください。

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/index.html

緊急事態宣言の発出に伴い、中止・変更となる場合がございます。

JR/秩父鉄道

熊谷市妻沼1420

熊谷駅から国際十王バス及び朝日バス利用約２５分、妻沼下町バス停

下車

無料

熊谷市立江南文化財センター

048-536-5062

入間市教育委員会

博物館

０４２-９３４-７７１１

入間市教育委員会

博物館

04-2934-7711

10時00分から16時00分
入館は15時45分までです。
非会員

101 入間市

旧石川組製糸西洋館

国登録有形文化財（建造物）

普段から公開

１０月９日（土）、１０日(日)、２３日(土)、２
４日(日)、１１月４日(木)～８日(月)

10時15分～、13時15分～、14
時45分～の3回、スタッフによる
館内の見どころガイドを行いま

〒３５８－０００８

西武池袋線入間市駅（北口）から徒歩7分

埼玉県入間市河原町１３－１３

西武バス入間黒須団地バス停から徒歩3分

※要予約。先着５名。 駐車場は西洋館裏に約１０台分ございます。満車の場合は駅周辺の有料
有料200円

公開日の10日前より予 駐車場をご利用ください。
約開始。

緊急事態宣言の発出に伴い、中止・変更となる場合がございます。

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/index.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/event/event_info/seiyoukan_koukai.html

す（所要時間約30分）。

非会員

102 入間市

旧黒須銀行

市指定有形文化財

特別公開

10月９日（土）、10日（日）、11月5日
（金）、6日（土）

10時00分から16時00分

10月1日(金)～11月30日(火)
103

新潟市

燕喜館

国登録

通常公開

休館日:第1・3月曜日（その日が休日に当たる場

9:00～ 17:00

合はその翌日）

10月1日(金)～11月30日(火)
104 新潟市

旧小澤家住宅

市指定

通常公開

休館日:10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、 9:30～ 17:00
11/4、11/8、11/15、11/22、11/24、11/29

施設にはトイレ・駐車場がありません。お車でお越しの方は駅周辺の有

〒３５８－０００５

西武池袋線入間市駅（北口）から徒歩12分

埼玉県入間市宮前町５－３３

旧新潟税関庁舎

重要文化財

通常公開

毎週月曜日・11/24（水）は休館

9:30～ 17:00

新潟県新潟市中央区一番掘通町1-2
白山公園内

新潟県新潟市中央区上大川前通12番
町2733

10月1日(金)～11月30日(火)
旧第四銀行住吉町支店

国登録

通常公開

毎週月曜日・11/24（水）は休館

9:30～ 17:00

（11/22（月）は開館）

新潟県

新潟駅よりバスで新潟市役所で下車徒歩2分

ＪＲ新潟駅下車
観光循環バス「旧小澤家住宅入口」バス停下車、徒歩1分。
C6八千代橋線「東堀通12番町」バス停下車、徒歩3分。

ＪＲ新潟駅万代口バスターミナル2番線から観光循環バスに乗車約40分「歴史博物館

新潟県新潟市中央区緑町3437-8

前」下車すぐ。

（11/22（月）は開館）

106 新潟市

新潟県新潟市中央区柳島町2-10

料駐車場をご利用ください。

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/index.html

緊急事態宣言の発出に伴い、中止・変更となる場合がございます。

10月1日(金)～11月30日(火)
105 新潟市

無料

新

潟市歴史博物館内

新潟市

ＪＲ新潟駅万代口バスターミナル2番線から観光循環バスに乗車約40分「歴史博物館
前」下車すぐ。

無料

一般200円

不要

部屋の貸し出し等で見学が出来ない場合があります。
事前に確認をお願い致します。

燕喜館

０２５－２２４－６０８１

025-222-0300

http://www.nchm.jp/ozawake/

企画普及課

025-225-6111

新潟市歴史博物館ホームページ

企画普及課

025-225-6111

新潟市歴史博物館ホームページ

新潟市南区役所建設課

０２５－３７２－６４７０

https://www.city.niigata.lg.jp/minami/shisetsu/yoka/bunka/chiso_s20181227.html

新潟市旧齋藤家別邸

025-210-8350

http://saitouke.jp/

新潟県教育委員会

025-280-5619

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bunkagyosei/1196612167437.html

不要

新潟市文化財

無料

不要

新潟市歴史博物館

無料

不要

新潟市歴史博物館

無料

不要

小中学生100円

旧小澤家住宅

http://www.nchm.jp

http://www.nchm.jp

【電車】JR信越本線「矢代田駅」よりタクシーで約２０分
107 新潟市

旧白根配水塔

国登録

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

外観については常時公開

新潟市南区上下諏訪木１０－１

【バス】

区バスまちなか循環ルート

ぐるりん号

配水塔内部は公開していません。

バス停「一の町」下車徒歩約５分

10月1日(金)～11月30日(火)
休館日:月曜日(その日が休日に当たる場合はその
108 新潟市

旧齋藤氏別邸庭園（新潟市旧齋藤家別邸）

国名勝

通常公開

翌日)、
休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たる

9:30～ 17:00

新潟県新潟市中央区西大畑町576

9:00～ 16:30

新潟県新潟市中央区一番堀通町3-3

ＪＲ新潟駅下車。万代口バスターミナルより新潟市観光循環バス「北方文化博物館新

一般300円

潟分館前(入口)」下車、徒歩1分。または、新潟交通バス「西大畑」下車、徒歩5分。 小中学生100円

不要

場合は火曜日)、
年末年始(12月28日～1月3日)
10月1日（金）～11月30日（火）
109 新潟市

新潟県議会旧議事堂

(新潟県政記念館)

重要文化財

通常公開

休館日：毎週月曜日、国民の祝日、年末年始（１
２月２８日～１月４日）
※１月、２月は毎週火曜日も休館

110 新潟市

新潟大学旭町学術資料展示館

国登録

通常公開

10月1日（金）～11月28日（日）
毎週月曜・火曜日休館

施設の管理運営については、指定管理者（新潟県政記念館運営グルー

バス：新潟駅万代口バスターミナルから新潟交通バスS2系統鳥屋野線または新潟市

観光循環バス「白山公園前」下車徒歩１分
電車：白山駅から徒歩10分

無料

不要

プ）に問い合わせください。
電話：025-228-3607

文化行政課文化係

URL：https://niigata-bs.sakura.ne.jp/si/kensei/index.html

10：00～16：30
開館時間：10：00～12：00

新潟市中央区旭町通二番町746

JR新潟駅下車。万代口バスターミナルより新潟交通バス「東中通」下車，徒歩5分

無料

不要

無料

不要

新潟大学学術情報部学術情報サービス課資料公開係 025-262-6220

https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/

秋葉区役所地域総務課

https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/rekishi/bunkazai/niituyuden.html

13：00～16：30

里山ビジターセンター（近隣施設）
〒956-0845
111 新潟市

新津油田金津鉱場跡

国指定史跡

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

常時公開

新潟市秋葉区金津１１９３番地

新潟県新潟市秋葉区金津字居村５９
９番1

外

JR信越本線「新津駅」よりバスで20分
磐越自動車道「新津IC」より車で20分
JR信越本線「矢代田駅」より徒歩で20分

問合せ先は文化財担当部署となっております。問合せ内容によっては他
部署に繋がせていただきますので予めご了承ください。

0250-25-5671

112 新潟市

白山公園

国指定名勝

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

公園の為、常時開園

新潟市中央区一番堀通町地先

【鉄道】

ＪＲ越後線「白山」駅下車徒歩２０分

【バス】

新潟交通バス停「市役所前」下車徒歩３分
「新潟市観光循環バス」白山公園先回り

石川県

岐阜

非会員

大垣市

113 新潟市

萬代橋

重要文化財

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

114 白山市

旧北陸鉄道石川線加賀一の宮駅駅舎

国登録

通常公開

10月１日（金）～11月30日（火）

115

大垣市

現役の道路橋として供用、常時

新潟県新潟市中央区万代から同下大

ＪＲ新潟駅下車、徒歩15分。または、新潟駅万代口バスターミナルよりＢＲＴ萬代橋

公開

川前通・川端町間

ライン「新潟駅前」乗車、「万代シティ」下車。

白山市白山町レ６０番１

北陸鉄道石川線鶴来駅から徒歩２５分

８時30分～17時
火・木曜日は閉館

旧揖斐川橋梁

国指定重要文化財

通常

10月1日(金)～11月30日(火)

-

静岡市役所本館

国登録

通常公開

10月１日（金）～11月30日（火）

外観のみ常時公開

無料

不要

新潟市中央区役所建設課

０２５-２２３-７４０３

無料

不要

国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所

025-244-2159

白山市観光文化スポーツ部文化財保護課

076-274-9579

大垣市建設部道路課

0584-81-4111

静岡市役所

054-254-2111

静岡県清水港管理局

054-353-2201

所要時間約１０分

新型コロナウィルス感染症対策によっては期間中閉館となる可能性があ
無料

ります（現在石川県では「まん延防止等重点措置」が９月１２日(日）
まで適用されているものの、当該施設は開館中）

岐阜県大垣市新開町～岐阜県
安八郡安八町西結

樽見鉄道

東大垣駅

約1.1㎞

徒歩15分

無料

不要

無料

不要

JR静岡駅下車 徒歩10分
116 静岡市

静岡市葵区追手町５番１号

静鉄電車「新静岡駅」下車 徒歩５分

ml

fumihito_mizuno@city.ogaki.lg.jp

開庁時間

8:30~17:15

閉庁日

土日祝休日及び12月29日~翌年１月３日

静岡市

117 静岡市

非会員

三重

https://www.city.hakusan.lg.jp/kankoubunkasportbu/sisetukanri/kagaitinomiyaekiopen.ht

一階のみ一部公開しております。

しずてつジャストラインバス「県庁・静岡市役所葵区役所」下車

静岡

歩行者・自転車道として供用中

調査課
httｐ://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/bandaibridge/index.html

非会員

118

三重郡朝
日町

清水港テルファー

国登録

通常公開

10月１日（金）～11月30日（火）

常時公開

静岡市清水区新港町７番地７
（清水マリンパーク内）

静鉄電車「新清水駅」下車 徒歩11分
しずてつジャストラインバス 三保山の手線「波止場」下車

無料

不要

無料

不要

東名高速道路 清水ICより 10分

〒510-8102
朝日町資料館

国登録有形文化財

通常

10月1日(金)～11月30日(火)

10：00～16：00

水曜日・土曜日のみ開館

三重県三重郡朝日町小向873 近鉄名古屋本線「伊勢朝日駅」下車徒歩8分
番地
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伊勢市

旧賓日館

120

桑名市

諸戸氏庭園

本館、大広間棟、土蔵

国指定重要文化財

通常

10月1日(金)～11月29日(月)

9：00～17：00

国指定重要文化財

特別公開

11月6日(土)～12月5日(日)

10:00～17：00

新型コロナウイルス感染症の状況次第では臨時休館する 朝日町教育委員会

文化課

059－377-6111

bunka@town.asahi.mie.jp

文化政策課

0596-22-7884

bunka@city.ise.mie.jp

ブランド推進課

0594-24-1361

brandm@city.kuwana.lg.jp

六華苑

0594-24-4466

https://www.rokkaen.com/

アマポーラフェス実行委員会

090-9441-6364
0766-67-6402

こともあります。

三重県伊勢市二見町茶屋

JR二見浦駅から徒歩12分

566-2

伊勢二見鳥羽ライン二見JCTから車で４分

三重県桑名市太一丸１８

近鉄・ＪＲ桑名駅から徒歩１５分

有料

不要

最終入館は16時30分

伊勢市情報戦略局

不要

入苑は16時まで

桑名市市長公室

有料
小学生

以下200円

3歳以下

無料）

桑名市

121

非会員

（大人500円

桑名市

122 小矢部市

六華苑（旧諸戸氏庭園）

国指定重要文化財

通常

10月1日(金)～11月30日(火)

9：00～17：00

旧宮島村役場

登録有形文化財

特別公開

10月９日（土）～10月10日（日）

10時~17時

三重県桑名市大字桑名663-5 近鉄・ＪＲ桑名駅から徒歩20分

〒932-0033
富山県小矢部市芹川963-１

富山県

あいの風とやま鉄道

石動（イスルギ）駅より東に3.3km

有料（一般460円、中

不要

学生150円）

無料

但し、入苑は16時まで。
休苑日：毎週月曜日、月曜日が国民の祝日の場合は翌日

期間中事前予約は不要

【ホームページ】

https://www.amapolafes.com/

【Ｆａｃｅｂｏｏｋ】

http://www.facebook.com/amapolafes

北陸本線高岡駅から城端線で50分。終点の城端駅から車で５分。
または、高岡駅から世界遺産バスで城端駅下車。車で５分。
非会員

123 南砺市

旧大鋸屋小学校体育館（奉安所）

国登録

通常公開

10時～17時

南砺市大鋸屋123

1929(昭和４)年完成の体育館は、希少な戦前の木造学校建築で、1990(平成２)年か
らは地域のスポーツセンターとして活用されています。その中に県内でも珍しい昭和

資料代・維持協力費

事前連絡

500円

必要

公開は交流センター開館時に限る。それ以外は要予約。
休館日については要相談。

大鋸屋地域づくり協議会

0763-62-2321

https://ogaya-kc.7104.info/

075-366-0033

https://www.kac.or.jp/

天皇・皇后の御真影や教育勅語を収めて復元したかつての奉安所があり、そこも合わ
せてPＲしたいと考えています。

10:00～22:00
ギャラリー・情報コー
京都市

124

京都市

京都芸術センター

国登録

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

ナー・談話室・図書室
20:00まで

京都市中央区室町通蛸薬師
下る山伏山町546-2

阪急京都線「烏丸駅」下車、徒歩5分
京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車、徒歩5分

ギャラリー公開期間
無料

不要

京都市バス「四条烏丸停留所」下車、徒歩5分

･10月5日（金）17:00～20:00
･10月6日（土）～11月18日（日）10:00～20:00

京都市文化市民局
進室

文化芸術都市推

カフェ21:30まで

125 舞鶴市

赤れんが1号棟（舞鶴市立赤れんが博物館）

重要文化財

126 舞鶴市

赤れんが2号棟（舞鶴市政記念館）

重要文化財

10月1日(金)～ 11
月30日(火)

10:00～17:00

京都府舞鶴市字浜2011番地

JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所

大人300円

方面へ徒歩約15分

学生150円

なし

赤れんが博物館

0773-66-1095

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

http://akarenga-park.com

館が他の目的（貸し館
10月1日(金)～ 11
月30日(火)

9:00～17:00

京都府舞鶴市字北吸1039番地の JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所
2

方面へ徒歩約15分

無料

なし

であるため）で使用さ
れている場合、公開は
外観のみとなります。

127 舞鶴市

赤れんが3号棟（まいづる智恵蔵）

重要文化財

128 舞鶴市

赤れんが4号棟（赤れんが工房）

重要文化財

10月1日(金)～ 11
月30日(火)

9:00～17:00

京都府舞鶴市字北吸1039番地の JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所
2

方面へ徒歩約15分

無料

なし

無料

なし

館が他の目的（貸し館
10月1日(金)～ 11
月30日(火)

9:00～17:00

京都府舞鶴市字北吸1039番地の JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所
2

方面へ徒歩約15分

であるため）で使用さ
れている場合、公開は
外観のみとなります。
館が他の目的（貸し館

129 舞鶴市

京都府

赤れんが5号棟（赤れんがイベントホール）

重要文化財

10月1日(金)～ 11
月30日(火)

9:00～17:00

京都府舞鶴市字北吸1039番地の JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所
2

方面へ徒歩約15分

無料

なし

であるため）で使用さ
れている場合、公開は
外観のみとなります。

130 舞鶴市

舞鶴市

赤れんが倉庫群（舞鶴海軍需品庫）と赤れんがロード

重要文化財

10月1日(金)～ 11
月30日(火)

常時

京都府舞鶴市字北吸1039番地の JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所
2

方面へ徒歩約15分

無料

なし

外観のみ

京都府

舞鶴市

131 舞鶴市

旧北吸浄水場第1・第2配水池（舞鶴旧鎮守府水道施設）

重要文化財

132 舞鶴市

北吸トンネル （旧軍港引込線北吸隧道）

国登録

133 舞鶴市

JR小浜線松尾寺駅旧本屋

国登録

134 舞鶴市

海上自衛隊舞鶴地方総監部会議所（東郷邸）

10月1日(金)～ 11

外観のみ

月30日(火)

10月1日(金)～ 11
月30日(火)

10月1日(金)～ 11
月30日(火)

JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通
京都府舞鶴市字北吸509

西舞鶴行きバスで10分「自衛隊桟橋

無料

なし

無料

外観のみ

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

なし

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

無料

なし

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

無料

なし

舞鶴地方総監部

広報係

0773-62-2250

http://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/index.html

舞鶴地方総監部

広報係

0773-62-2250

http://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/index.html

前」下車、徒歩5分

常時

常時

京都府舞鶴市字北吸

京都府舞鶴市字吉坂小字谷ノ中
113-4他

JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所
方面へ徒歩約10分

JR小浜線「松尾寺」下車すぐ

急遽、見学が出来ない
JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通
日本遺産

毎月、第一日曜日

構成文化財

※注意事項参照

10:00～15:00

京都府舞鶴市字余部下1200

西舞鶴行きバスで10分「ジャパンマ
リンユナイテッド造船前」下車、徒

ことがあります。ま
た、入場できないこと
がありますので詳細は

歩5分

ＨＰにてご確認くださ
い。
急遽、見学が出来ない

JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通
135 舞鶴市

海軍記念館

日本遺産

土・日・祝 ※注意

構成文化財

事項参照

10:00～15:00

京都府舞鶴市字余部下1190

西舞鶴行きバスで10分「ジャパンマ
リンユナイテッド造船前」下車、徒

ことがあります。ま
無料

た、入場できないこと

なし

がありますので詳細は

歩3分

ＨＰにてご確認くださ
い。

136 大阪市

久金属工業

137 大阪市

鴻池組旧本店

国登録

11月6日（土）

10:00～16:15

11月27日（土）

10:00～15:45

〒557-0061 大阪府大阪市西成

南海電車汐見橋線「木津川」駅下車

区北津守3-8-31

南へ徒歩５分

〒554-0002 大阪府大阪市此花

阪神なんば線「伝法」駅下車

区伝法4-3-55

徒歩５分

東へ

無料

必要

無料

必要

無料

不要

無料

不要

無料

必要

大阪市教育員会文化財保護課 櫻井
his-sakurai@city.osaka.lg.jp

大阪市教育員会文化財保護課 櫻井
his-sakurai@city.osaka.lg.jp

06-6208-9166

準備中

06-6208-9166

準備中

大阪市
大江橋
138 大阪市

大江橋及び淀屋橋

重要文化財

北区西天満2丁目・北区

中之島1丁目間

普段から公開

淀屋橋

大阪メトロ御堂筋筋線「淀屋橋駅」

北区中之島1丁目・中央 からすぐ

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000008880.html

区北浜3丁目間

大阪府

田尻町

139 大阪市

淀川旧分流施設

毛馬第一閘門

140 田尻町

田尻歴史館（保存修理工事現場公開）

重要文化財

普段から公開

府指定

11月6日（土）

大阪市北区長柄東三丁目

10:00～16:00

大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋
筋六丁目駅」から徒歩15分

〒598-0092 大阪府泉南郡田尻

南海本線「吉見ノ里」駅下車、西へ

町吉見1101番地1

徒歩5分

淀川河川公園 毛馬地区

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000009191.html

として毎日公開

田尻町教育委員会社会教育課

中野

shakyo@town.tajiri.osaka.jp

http://www.town.tajiri.osaka.jp/kakuka/kyoikuiinkai/shakaikyouikuka/new_sise

072-466-5029

tsu/tajiri_rekishikan/

近鉄大阪線「安堂」西へ徒歩2分
築留二番樋（つきどめ にばんひ）

141

国登録

普段から公開

〒582-0007 大阪府柏原市上市

近鉄道明寺線「柏原南口」東へ徒歩3

2-320

分

無料

不要

柏原市教育委員会教育部文化財課

072-976-3430

無料

不要

柏原市教育委員会教育部文化財課

072-976-3430

不要

ボランティアガイド希望の場合は要予約

㈱シルバー生野

079-679-2010

無料

不要

平日見学希望の場合は要予約

ムーセハウス写真館

079-677-1717

無料

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

甲社宅ろまん社中

079-670-5005

http://asago-net.jp/users/kousyataku/

無料

不要

井筒屋運営委員会

079-679-4448

http://sasayuri-net.jp/users/izutsu-ya/

無料

不要

南の浅田邸管理委員会

079-670-5006

JR関西本線「柏原」南へ徒歩10分
柏原市

柏原市
〒582-0029 大阪府柏原市石川
玉手橋

142

国登録

普段から公開

町・玉手町～藤井寺市道明寺3丁
目

近鉄南大阪線｢道明寺｣から東へ徒歩2
分

柏原市

143

朝来市

生野鉱山正門門柱、金香瀬坑口

市指定

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

播但連絡道路生野ランプから約10分
10月/9:30～17:3011月/9:00～17:00
朝来市生野町小野33-5
(入場は閉館の40分前まで)
ＪＲ播但線「生野駅」下車、タクシーで約10分

144

朝来市

旧神子畑鉱山事務舎（ムーセ旧居）

県指定

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

10:00～17:00

朝来市佐嚢1826-1

145

朝来市

神子畑鋳鉄橋

重要文化財

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

常時見学可能

朝来市佐嚢

146

朝来市

神子畑選鉱場跡

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

常時見学可能

朝来市佐嚢

147

朝来市

神子畑鋳鉄橋

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

常時見学可能

朝来市羽渕

148

朝来市

羽淵鋳鉄橋

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

常時見学可能

朝来市生野町口銀谷

県指定

播但連絡道路朝来ランプから約15分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約15分
播但連絡道路朝来ランプから約10分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約10分
播但連絡道路朝来ランプから約15分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約15分

播但連絡道路朝来ランプから約5分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約5分

大人

900円

中高生

600円

小学生

400円

朝来市教育委員会
文化財課
朝来市教育委員会
文化財課

朝来市教育委員会
文化財課

http://www.ikuno-ginzan.co.jp

079-672-4937

079-672-4937

079-672-4937

播但連絡道路生野ランプから約5分
兵庫県

朝来市

(姫路方面から)
播但連絡道路生野北第1ランプから約7分(和田山方面から)

朝来市教育委員会
文化財課

079-672-4937

JR播但線生野駅下車、徒歩約12分

播但連絡道路生野ランプから約5分
149

朝来市

朝来市旧生野鉱山職員宿舎(甲社宅)、志村喬記念館 市指定

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

9:00～17:00
（入館は16:30まで）

(姫路方面から)
朝来市生野町口銀谷697番地1
播但連絡道路生野北第1ランプから約7分(和田山方面から)
JR播但線「野駅」下車、徒歩約12分

播但連絡道路生野ランプから約5分
150

朝来市

生野まちづくり工房井筒屋（旧吉川家住宅）

国登録

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

9:00～17:00

(姫路方面から)
朝来市生野町口銀谷640番地
播但連絡道路生野北第1ランプから約7分(和田山方面から)
JR播但線「生野駅」下車、徒歩約10分

播但連絡道路生野ランプから約5分
151

朝来市

口銀谷銀山町ミュージアムセンター(旧浅田家・旧
吉川家)

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

9:00～17:00

(姫路方面から)
朝来市生野町口銀谷619番地2
播但連絡道路生野北第1ランプから約7分(和田山方面から)
JR播但線「生野駅」下車、徒歩約10分

旧別子鉱山鉄道

端出場鉄橋・端出場隧道

国登録
マイントピア別子の営業時間中
通年（マイントピア

152 新居浜市

別子の休館日を除
く）

マイントピア別子の営業日
休館日：2月第３週の月曜日から７日間

春休み～11月→ 9:00～
17:00(最終受付は15:50)、12
月～春休み→10:00～17:00(最

JR新居浜駅からタクシー約20分

新型コロナウィルス感染状況によって臨時休館の場合もありますので、

自動車で松山自動車道

HPでご確認ください。

新居浜ICから約15分

新居浜市立川町707-3（マイントピ

電車を利用した鉱山観光

ア別子

人1300円

端出場ゾーン内）

大

不要

https://besshi.com/

マイントピア別子

0897-43-1801

終受付は15:50)
旧端出場水力発電所

国登録

JR新居浜駅からタクシー約20分
自動車で松山自動車道

通常（建物耐震工事
153 新居浜市

中のため外観のみ見 常時外観見学可能

常時外観見学可能

建物非公開（耐震補強工事中）

無

新居浜ICから約15分

新居浜市立川町594

無料

不要

新居浜市企画部別子銅山文化遺産課

0897-65-1236

学）

山根競技場観覧席

国登録

JR新居浜駅からタクシー約15分
自動車で松山自動車道

154 新居浜市

通常公開

旧山根製錬所煙突

常時見学可能（ただし10月の地方祭期間中は見学
可能だが混雑の場合あり）

常時可能

無

新居浜ICから約８分、西条ICから約25分

新居浜市角野新田町三丁目2822番9

国登録

無料

不要

新居浜市建設部都市計画課、新居浜市教育委員会事 0897-65-1270、089765-1554
務局文化振興課

不要

新居浜市建設部都市計画課、新居浜市教育委員会事 0897-65-1270、089765-1554
務局文化振興課

JR新居浜駅からタクシー約15分
自動車で松山自動車道

新居浜市
155 新居浜市

通常公開

常時見学可能（ただし10月の地方祭期間中は見学
可能だが混雑の場合あり）

常時可能

無

新居浜ICから約８分、西条ICから約25分

新居浜市角野新田町三丁目2822番１

無料

愛媛県

東平貯鉱庫・選鉱場・索道停車場跡

未登録

156 新居浜市

月進入道路通行止

県道47号（新居浜別子山線）か
常時見学可能（12月～2月を除く）

め）

旧東平配電所（マイン工房）

らの東平入口が入場可能な時の
み

県道47号（新居浜別子山線）から入り東平に至るまでの区間は、道幅が狭いため、マ
新居浜市立川町（マイントピア別子

イクロバスまでしか通行できません。車高2.8ｍ、車幅2.1ｍ、車長7.1ｍ以上の車は

東平ゾーン内）

通行困難です。なお、繁忙期には同区間の通行規制実施有り。

未登録

無料

不要

新居浜ICから約18ｋｍ、車で40分。
通常公開（12月～2

157 新居浜市

月進入道路通行止
め）
住友山田社宅（旧住友鉱業㈱別子鉱業所長社宅、旧住友化学工業㈱幹

https://besshi.com/

新居浜ICから約18ｋｍ、車で40分。
通常公開（12月～2

常時見学可能（12月～2月を除く）、マイン工房
10時～17時

県道47号（新居浜別子山線）か
らの東平入口が入場可能な時の
み

新居浜市立川町（マイントピア別子
東平ゾーン内）

イクロバスまでしか通行できません。車高2.8ｍ、車幅2.1ｍ、車長7.1ｍ以上の車は

無料（マイン工房の銅細工体

毎週水曜・日曜日のみ公開 （10月17日臨時休
館）

自動車で松山自動車道
９:30～11:30

新居浜市星越町18-6、星越町19-8

９:00～17:00

宇和島市住吉町２丁目4-36

マイントピア別子

0897-43-1801

新居浜市企画部別子銅山文化遺産課

0897-65-1236

宇和島市教育委員会

0895-24-1111 (内線)
2732

https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/siryoukan/

砥部町教育委員会

089-962-5952

https://baizangama.jp

高原水車友の会

0877-33-4601

https://besshi.com/

験は有料、事前問合せ）

HPでご確認ください。
不要

JR新居浜駅からタクシー約10分
通常公開

0897-43-1801

新型コロナウィルス感染状況によって臨時休館の場合もありますので、

県道47号（新居浜別子山線）から入り東平に至るまでの区間は、道幅が狭いため、マ
通行困難です。なお、繁忙期には同区間の通行規制実施有り。

国登録

部社宅）
158 新居浜市

マイントピア別子

https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/dozan/sumitomoyamadashatakunitouwogenteikouk

団体など多人数の場合は事前にお問い合わせください。また、新型コロ

新居浜ICから約20分、西条ICから約20分
無料

ナウィルス感染状況によって入場制限や臨時休館の場合もありますの

不要

で、HPでご確認ください。

aisiteimasu.html

宇和島市立歴史資料館
休館日
非会員

159 宇和島市

国登録

通常公開

火曜日（祝日または振替休日の場合はそ

の翌日） および年末年始（12月29日～１月３

ＪＲ宇和島駅から／宇和島市内バス大浦・赤松行きで６分、
バス停／住吉町下車、徒歩2分

日）

梅山大登り窯
非会員

160 砥部町

非会員

161 高松市

無料

不要

無料

不要

無料

不要

文化・スポーツ課

松山市内より約16km車で30分、松山ＩＣより約9km車で20分、（駐車場バス５台・
町指定

讃岐六条の水車（高原水車）

通常公開

国登録有形民俗文化財
（讃岐六条の水車及び関連用具）

休業は月曜日ほか

8:00～17:00

伊予郡砥部町大南１４４１

梅山窯

（株式会社梅野精陶所）内

11月27日（土）

砥部線「砥部焼伝統産業会館前」下車、徒歩

15分（砥部焼伝統産業会館で電動自転車の貸出あり）

公開日は、梅山窯の営業時間内でお願いします。ホームページでご確認
ください。

【バス】Jことでんバスサンメッセ・川島・西植田線「古川橋」徒歩３分、ことでんバ

10月30日（土）
通常公開

乗用車20台／駐車無料）,伊予鉄バス

10:00～15:00

香川県高松市六条町６７２

※毎月最終の土曜日（12月を除く）

ス

太田駅サンメッセ線「サンメッセ東」徒歩５分

【車】高松自動車道高松中央インターから車で５分

新型コロナウイルス感染防止のため、団体での入場はご遠慮下さい。

【電車】ことでん電車「元山駅」から徒歩２２分
【車】高松自動車道「高松中央IC」より約15分、

重要有形民俗文化財
非会員

162 高松市

砂糖しめ小屋・釜屋

(讃岐及び周辺地域の砂糖製造用

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

具)

8:30～18:00(10月)
8:30～17:30(11月)

高松市屋島中町91（四国村内）

「JR高松駅」より約20分

無料（ただし四国村への入園

【電車】JR高徳線「屋島駅」より徒歩10分、

料が必要）

公益財団法人

不要

四国民家博物館

琴平電鉄志度線「琴電屋島駅」より徒歩5分

087-843-3111

https://www.shikokumura.or.jp/

087-839-2660

http://www.takamatsujyo.com/

【バス】ことでんバス屋島山上シャトルバス「四国村」より下車すぐ
【電車】「JR高松駅」より徒歩約3分、琴平電鉄「高松築港駅」より徒歩すぐ【車】
高松自動車道「高松中央IC」より約15分【バス】ことでんバス「高松駅」より徒歩約

【西門】6：00～17：30(10
非会員

163 高松市

披雲閣（旧松平家高松別邸）

重要文化財

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

月)6：30～17：00(11月)【東

高松市玉藻町2-1（玉藻公園内）

3分

無料（玉藻公園入園料が必
要）

門】8：30～17：00

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、披雲閣が所在する玉藻公園が

不要

休園になる場合があります

高松市文化財課

香川県
高松港～男木港：約40分
10月1日(金)～11月30日(火)まで
非会員

164 高松市

男木島灯台および関連施設

国登録

通常公開

男木島資料館については原則日曜日と祝日のみ開 9:00～16:30
館

非会員

165 善通寺市

旧善通寺偕行社

重要文化財

通常公開

非会員

166 善通寺市

旧すし傳店舗（善通寺市観光交流センター）

市指定

通常公開

非会員

167 三豊市

鳥取家住宅

国登録

通常公開

10月1日(金)～11月30日(火)

毎週火曜休館（火曜が祝日の時は翌平日休館）
12月29日から翌年の1月3日まで休館

高松市男木町字洲鼻1062番地1、

高松海上保安部：087-

男木港～男木島灯台資料館・灯台：徒歩約40分
無料

1062番地3

10月22日（金）～24日（日）
11月12日（金）～14日（日）

高松海上保安部

・

高松市観光交流課

821-7012

https://www.my-kagawa.jp/point/2463/

高松市観光交流課：

https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/takamatsu/e

087-839-2416

10：00～16：00

善通寺市文京町2-1-1

9:00～19:00

善通寺市善通寺町二丁目8番23号

10:00～17:00

三豊市豊中町笠田笠岡1764-1

ＪＲ善通寺駅から徒歩5分
自家用車の場合：善通寺市役所に駐車して徒歩5分

ＪＲ善通寺駅から徒歩20分
駐車場有り

無料

不要

無料

不要

さぬき豊中ICから車で3分
新座敷・風呂場棟

不要

善通寺市教育委員会

(0877)63-6328

https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/50/kaikousya.html

善通寺市産業振興部商工観光課

(0877)63-6315

https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/50/digi-m-index-category.html

三豊市教育委員会事務局生涯学習課

0875-73-3135

生涯学習課

ゲストハウス「花鳥
苑」を運営しているた
無料

め、見学希望は事前に
電話予約、電話0908285-7040（鳥取）

①自動車

大牟田駅から約10分(約2.8km)

②バス
168 大牟田市

三池炭鉱跡

三川坑跡

未指定

通常

11月3日（祝）

10：00～16：00

〒836-0062
福岡県大牟田市西港町2丁目4ほか

大牟田駅東口；『大牟田駅前』バス停から荒尾駅前行、『三川町1丁目』バ

ス停下車徒歩3分
③レンタサイクル

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタルしています◎電動自

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更となる可能性
無料

不要

がございます。また、来場の際には、マスクの着用、ソーシャルディス 大牟田市世界遺産・文化財室

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

タンスの確保など、感染防止対策にご協力をお願いいたします。

転車もあります。
大牟田観光協会(0944-52-2212)

169 大牟田市

三井三池炭鉱跡

旧長崎税関三池税関支署

国指定

史跡及び県指定有形文化

財（建造物）

通常

11月3日（祝）

10：00～16：00

〒836-0061
福岡県大牟田市新港町1番地324

①自動車

大牟田駅から約12分(約3.0km)

②レンタサイクル

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタサイクルあります◎電

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更となる可能性
無料

不要

動自転車もあります。☆大牟田観光協会(0944-52-2212)

がございます。また、来場の際には、マスクの着用、ソーシャルディス 大牟田市世界遺産・文化財室
タンスの確保など、感染防止対策にご協力をお願いいたします。

大牟田市
①自動車
〒836-0061

福岡県

170 大牟田市

三池港（展望所）

未指定

通常

11月3日（祝）

10：00～16：00

福岡県大牟田市新港町1番地

大牟田駅から約10分(約2.8km)

②バス

大牟田駅東口；『大牟田駅前』バス停から荒尾駅前行、『三川町1丁目』バ

ス停下車徒歩約10分

※細かい地番なし（有明海沿岸道路

③レンタサイクル

脇、三池港展望所）

転車もあります。

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタルしています◎電動自

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更となる可能性
無料

不要

がございます。また、来場の際には、マスクの着用、ソーシャルディス 大牟田市世界遺産・文化財室
タンスの確保など、感染防止対策にご協力をお願いいたします。

大牟田観光協会(0944-52-2212)

①自動車
②バス
171 大牟田市

旧三井港倶楽部

市指定有形文化財（建造物）

通常

11月3日（祝）

10：00～16：00

〒836-0062
福岡県大牟田市西港町2丁目6番

大牟田駅から約10分(約2.8km)
大牟田駅東口；『大牟田駅前』バス停から荒尾駅前行、『三川町1丁目』バ

ス停下車徒歩3分
③レンタサイクル

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタルしています◎電動自

転車もあります。
大牟田観光協会(0944-52-2212)

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更となる可能性
無料

不要

がございます。また、来場の際には、マスクの着用、ソーシャルディス 大牟田市世界遺産・文化財室
タンスの確保など、感染防止対策にご協力をお願いいたします。

（事前予約等）定員３０名、９・６申込開始、１０・８申込締切
志免町

172 志免町

旧志免鉱業所竪坑櫓

国指定重要文化財

特別

11月3日（祝）

9:30～12：00

志免町大字志免495－3

空港循環線（３番）
西鉄バス志免東公園台2丁目バス停下車徒歩２分

事前予約必要

無料

定員３０名

※募集定員に達したため応募締め切りました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いいたし 志免町教育委員会

社会教育課

092-935-7100

ます。
現場内部の撮影は、SNS等での拡散を防ぐため、お断りします。

【車】
•大分自動車道別府ICから亀川方面へ約15分
【バス】
亀の井バス
JR別府駅西口

乗車⇒「亀川新川」、「亀川駅」

下車

•6番別府駅西口・石垣線
173 別府市

浜田温泉資料館

登録有形文化財

通常

10月1日（金）～11月30日（火）

9:00～17:00

別府市亀川浜田町３番２１号

JR別府駅東口

乗車⇒「亀川新川」、「亀川駅」

無料

下車

別府市教育部社会教育課

不要

０９７７－２１－１５８７

•23番石垣線

https://www.city.beppu.oita.jp/sisetu/bunka_komyuniti/01bunka_0103hamada.html

•26番外廻り循環線

別府市

大分交通
JR別府駅東口

乗車（乗車時間約18分）⇒「亀川新川」

下車⇒徒歩約4分

•50番APU線

大分県
174 別府市

糸永家主家・離れ

登録有形文化財

特別公開

11月3日（水）のみ
特別公開

11：00～16：00

大分県別府市浜脇1-11-15

JR日豊本線東別府駅より徒歩約5分

500円

駐車場はありません。ユートピア浜脇の駐車場（有料）をご利用くださ

不要

い。

10：00～16：00

長崎市

175 長崎市

ながさき歴史の学校「文化財めぐり」
国指定重要文化財

旧長崎英国領事館

修理現場見学会

国指定

特別公開

11月13日（土）

11：00

（9：

45会場受付）
②13：00

～

14：00

【路面電車】
長崎県長崎市大浦町1番37号

～

1⃣番線

崇福寺行き

5⃣番線

石橋行き

→
→

新地中華街で乗り替え

大浦海岸通り

→

→

徒歩で現地まで

事前申込

※ヘルメット（貸与）を着用してください。

なし

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

常時

177 佐世保市

無窮洞

なし

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

9：00～17：00

178 佐世保市

梅ヶ枝酒造

登録有形文化財

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

無

※敷地内での飲食・喫煙は不可です。
※貴重品（現金、貴金属等）をお預かりすることはできません。

16：00

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止することがありま
す。

少雨決行、悪天候の場合は中止

旧陸軍佐世保要塞丸出山堡塁観測所跡

095-829-1193

※見学通路は工事用の足場を歩きます。
無料

（14：45会場受付）

176 佐世保市

長崎市文化財課

ひっかかる恐れがあるものは着用不可）

長崎駅前から

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190001/192001/p000590.html

（12：45会場受付）
③15：00

無

ン）・足元（運動靴かスニーカー）でお越しください。（ストールなど

募者多数の場合は抽選
～

0977-23-2804
（090-4772-7041）

※工事現場であるため、歩きやすく肌の露出がない服装（長袖、長ズボ

事前申し込みにより各20名※応
①10：00

ギャラリー桝屋

佐世保市俵ヶ浦町3115

〒859-3237
佐世保市城間町10番地2先

西肥バス「俵ヶ浦」下車徒歩30分

無料

不用

西肥バス「宮支所入口」下車

無料

不用

無料

要予約

徒歩5分

道路が狭く離合が困難なため、徒歩での見学を推奨します。

団体は事前予約必要。新型コロナウイルス感染症への対応のため、ガイ
ドなしの自由見学となることがあります。

佐世保市教育委員会

文化財課

0956-24-1111（内線
3128）

https://www.city.sasebo.lg.jp/kyouiku/bunzai/documents/tajimahouza.pdf

無窮洞顕彰保存会

0956-59-2003

梅ヶ枝酒造株式会社

0956-59-2311

http://umegae-shuzo.com/index.php

0956-24-1111

http://www.sasebo99.com/spot/661/

佐世保自治振興会

0956-25-8192

http://www.sasebo99.com/spot/62615/

針尾無線塔保存会

0956-58-2718

http://www.city.sasebo.lg.jp/kyouiku/syakai/kengaku.html

0956-56-2299

http://kyoukaigun.jp/visit/detail.php?id=7

※前日までに電話予約お願い致します。
10：00～12：00
13：00～16：00

〒859-3237
佐世保市城間町317

西肥バス「城間町」下車

徒歩5分

※製造工程説明は、10名以上よりご案内させて頂きます。
※作業都合にてお断りする場合もございます
※試飲もできますが、お車の方はご遠慮ください。

179 佐世保市

長崎県

旧松浦炭坑事務所（世知原炭鉱資料館）

県指定有形文化財

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

9：00～17：00

〒859-6408
佐世保市世知原町栗迎85－3

平日、土曜日は正面入口は閉鎖しています。建物右側入口からの入館に
西肥バス「世知原」下車

徒歩5分

無料

不用

なります。建物が閉まっているときは隣接する社会福祉協議会世知原支 佐世保市教育委員会

文化財課

所（0956-76-2279 ）にお尋ねください。

佐世保市

180 佐世保市

旧佐世保鎮守府凱旋記念館（佐世保市民文化ホール）

登録有形文化財

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）
毎週火曜日、年末年始は休館

9：00～22：00

181 佐世保市

旧佐世保無線電信所（針尾送信所）施設

重要文化財

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

9：00～16：00

182 佐世保市

黒島天主堂

重要文化財

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

9：00～16：00

〒857-0056
佐世保市平瀬町2

〒859-3452
佐世保市針尾中町382

※2階ギャラリーおよび資料室にて近代佐世保に関する常設展示を行っ
西肥バス「佐世保市総合医療センター入口」下車

すぐ

無料

不用

ています。
※ホールの使用状況によって内部の見学ができないことがあります。

西肥バス「高畑」下車

徒歩20分

無料

不用

無料

要予約

新型コロナウイルス感染症対応ため、ガイドなしの自由見学となること
があります。

※見学には事前予約が必要です
〒857-3271
佐世保市黒島町３３３３

黒島港より徒歩15分
アクセス詳細は下記URLを参照

※現在耐震補強工事中。令和2年3月までの予定。見学台からの限定的公 長崎の教会群ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、NPO法人黒島観光協
開を実施。

会

※敷地内の黒島教会資料室は通常どおり見学可能です。

183 佐世保市

旧佐世保海軍警備隊田島岳高射砲台跡

なし

通常公開

10月1日（金）～11月30日（火）

184 川棚町

片島魚雷発射試験場跡

なし

通常公開

10月1日（金）～10月31日（日）

常時

佐世保市小野町弓張公園内（砲台跡
広場）

西肥バス「弓張岳展望台」下車徒歩2分

0956-24-1111（内線
3128）

無料

不用

佐世保市教育委員会

無料

不用

川棚町教育委員会

社会教育係

０９５６－８２－２０６４

無料

不用

坑口や遺構の柵がある部分には入らないようにお願いします。

西海市教育委員会

社会教育課

0959-37-0079

マスク着用の方のみ入場可

荒尾市文化企画課

文化財課

https://www.city.sasebo.lg.jp/kyouiku/bunzai/documents/tajimahouza.pdf

常時
時間の指定はありませんが、照
非会員

明施設がありませんので、日中
以外の見学等はご遠慮くださ

長崎県東彼杵郡川棚町三越郷１５１

バス：川棚バスセンター（佐世保方面）大崎公園入口下車（徒歩２０分）

－１

車：川棚駅から（佐世保方面）８分

い。

非会員

185 西海市

松島炭鉱第4坑跡

県指定史跡

通常公開

通年

常時

荒尾市

186 荒尾市

三池炭鉱

国重文

通常

11月3日

9:30～17:00

長崎県西海市大瀬戸町松島外郷634番 瀬戸港から松島港まで船で10分。松島港のバス停「釜浦桟橋前」からバス停「太田」
地１ほか

までさいかい交通バスで13分

荒尾市原万田250番地5他

産交バス

団体の場合は事前に万
万田坑

JR荒尾駅より乗車（倉掛線（助丸経由））「万田坑前」下車すぐ

無料

田坑ステーションへご
連絡ください。

0968-63-1274

https://www.city.arao.lg.jp/q/list/385.html

（0968-57-9155）

・八代市郡築三番町三番割169-1地

熊本県
八代市

187 八代市

旧郡築新地甲号樋門

附・潮受堤防、郡築二番町樋門

国指定・国登録

通常

10月1日(金)～11月30日（火）

常時公開

先
・八代市郡築二番町二番割194-1地

九州産交バス「郡築四番町」下車徒歩30分

無料

不要

くま川鉄道

無料

不用

八代市経済文化交流部

文化振興課

0965-33-4533

https://www.city.yatsushiro.lg.jp/bunka/kiji003524/index.html
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kankou/kiji003525/index.html

先

自由に見学できますが、私有地・鉄道敷には入らず見学してください。
人吉市

188 人吉市

くま川鉄道

橋梁、駅舎

国登録

通常公開

通年

常時

熊本県人吉市城本町ほか

人吉温泉駅ほか

令和２年７月豪雨災害で被災している施設もあります（球磨川第４橋
梁：流失、川村駅：被災）。

くま川鉄道株式会社

企画営業課

０９６６－２３－５０１１

https://www.kumagawa-rail.com/

JR鹿児島中央駅から南国交通バス（伊敷団地線、緑ヶ丘団地線、本城線）で約３０
189 鹿児島市

鹿児島県

関吉の疎水溝

国史跡

通常公開

通年

常時

鹿児島県鹿児島市下田町１２６３先

分、関吉の疎水溝入口下車、徒歩約８分
JR鹿児島中央駅から10km、車で約30分

無料

不用

鹿児島市教育委員会管理部

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/sekaiisan/sekaiisann_kag
（０９９）２２７－１９４０

鹿児島空港から31km、車で約30分

oshimaeria.html

鹿児島市

鹿児島県

190 鹿児島市

旧鹿児島紡績所技師館（異人館）

国指定

通常公開

通年

8：30～17：30

鹿児島県鹿児島市吉野町９６８５－
１５

JR鹿児島中央駅からかごしまシティビューで約50分、「仙巌園前」下車徒歩2分
JR鹿児島中央駅から6km、車で約20分
鹿児島空港から43km、車で約50分

200円

不用

鹿児島市教育委員会管理部

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kanri/bunkazai/shisetsu/kanko/048.ht
（０９９）２２７－１９４０
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