
まつり・イベントまつり・イベントまつり・イベントまつり・イベント    

    

◇◇◇◇洞爺湖ロングラン花火大会洞爺湖ロングラン花火大会洞爺湖ロングラン花火大会洞爺湖ロングラン花火大会    

毎夜 20:45 から約 20 分程度、洞爺湖の夜空を 

花火が埋め尽くします。 

この花火大会は 4 月 28 日から 10 月 31 日まで、 

半年間にわたって行われます。 

花火は移動しながら打ち上げられるので、洞爺湖温 

泉街のどこからでも観て楽しむことが出来ます。 

 

             ◇洞爺湖マラソン◇洞爺湖マラソン◇洞爺湖マラソン◇洞爺湖マラソン    

                 春の（5 月第 3 日曜日）洞爺湖畔を駆け抜けるマラ

ソン大会です。 

42.195km のフルマラソンから 2km の親子ペア

まで多数の種目があり、ダブルエントリーも可能です。 

マラソン後は、洞爺湖温泉で汗を流すこともで 

き、全国的にも人気のある大会です。 

 

◇◇◇◇洞爺産業まつり洞爺産業まつり洞爺産業まつり洞爺産業まつり 

とうや湖和牛をその場で焼いて食べられるﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 

が目玉の洞爺湖町名物のお祭りです。（６月下旬開催） 

他にも、洞爺産の新鮮な野菜の即売や、特産品を 

販売するコーナーがあり、 洞爺の食を存分に堪能す 

ることができます。 

また、最近人気のカヌー体験や、洞爺地区の郷土 

芸能である獅子舞やYOSAKOIソーランなど、楽し 

いアトラクションも盛りだくさんです。 

お祭りのフィナーレには、湖に浮かべられたカヌーから野菜をまき、それを膝ま

で湖に浸りながら取り合う「野菜まき」も行われます。 

 

◇◇◇◇TOYAKOTOYAKOTOYAKOTOYAKOマンガ・アニメフェスタマンガ・アニメフェスタマンガ・アニメフェスタマンガ・アニメフェスタ 

 2010 年の洞爺湖温泉誕生 100 年を記念し開催 

された TOYAKO マンガ・アニメフェスタは毎年 

6 月第 4 土・日に開催されるイベントで、洞爺湖温 

泉丸ごとコスプレ会場として多くのファンが集まる 

洞爺湖温泉最大のイベントに成長しました。 

毎年、内容は少しずつ変わりますが洞爺湖文化セ 

ンターを主会場として、コスプレダンパや声優ライ 

ブトークショ 、作品展、キーワードラリーなど楽 

しい企画が目白押しです。 



◇洞爺湖温泉夏まつり◇洞爺湖温泉夏まつり◇洞爺湖温泉夏まつり◇洞爺湖温泉夏まつり         

７月下旬から８月下旬の真夏に行われるお祭りで 

す。 

期間中は主会場にて毎夜盆踊りや縁日広場がオー 

プンします。 

また、各ホテルでは浴衣の貸出も行っております。 

    

◇洞爺夏まつり◇洞爺夏まつり◇洞爺夏まつり◇洞爺夏まつり    

洞爺・水の駅を中心に開催される洞爺夏まつり 

は毎年７月下旬に聖徳太子祭式典と同時開催して 

おり、可愛らしいお稚児行列が見物客を和ませま 

す。 

沢山の露店・縁日の他、地元よさこいチームに 

よる演舞、ライブ演奏、また姉妹都市香川県より 

寄贈された太鼓台（ちょうさ）、山車パレードが 

まつりを盛り上げてくれます。 

 

◇北海道ツーデーマーチ◇北海道ツーデーマーチ◇北海道ツーデーマーチ◇北海道ツーデーマーチ    

洞爺湖周辺の大自然を２日間（９月第３土曜日 

～日曜日）かけてゆっくりと楽しむ歩け歩け大会 

です。 

発見と感動の連続で、疲れは温泉が癒してくれ 

ます。 

参加者との会話や洞爺湖周辺の自然とのふれあ 

いが魅力のウォーキングの祭典です。 

    

    ◇◇◇◇洞爺湖温泉イルミネーションストリート洞爺湖温泉イルミネーションストリート洞爺湖温泉イルミネーションストリート洞爺湖温泉イルミネーションストリート    

                                                            冬の間（11月 1日～3月 31日）は洞爺湖温泉の

夜をイルミネーションで飾り、メルヘンの世界を創

造します。 

  また、11月中旬～２月中旬までは LED電球で照

らされるイルミネーショントンネルが現れます。    

                                                                    

    

◇洞爺湖温泉冬まつり◇洞爺湖温泉冬まつり◇洞爺湖温泉冬まつり◇洞爺湖温泉冬まつり    

 札幌雪まつりの期間に合わせて開催さ 

れる冬まつりです。 

（2 月上旬の 7 日間） 

毎夜、８：３０より花火が打ち上り、 

様々なイベントと手湯・足湯も楽しめ、 

心もからだも癒されるイベントです。 



歴史・文化・学習 

 

◆入江・高砂貝塚館◆入江・高砂貝塚館◆入江・高砂貝塚館◆入江・高砂貝塚館    

入江貝塚公園は、住宅街に立地する遺跡でありながら、噴火湾と有珠山を一望で

きる高台にあります。 

天気の良い日には対岸の駒ケ岳を望むこともできます。公園には実際の発掘調査

の成果をもとに復元された竪穴住居や貝塚を露出展示した「貝塚トンネル」などが

あります。 

是非一度足を運んでいただき、縄文人がみた風景、縄文人のくらしを体感してみ

ませんか。 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆虻田郷土資料館◆虻田郷土資料館◆虻田郷土資料館◆虻田郷土資料館    

昔懐かしの道具たち…。郷土資料館では、町民の方から寄贈された郷土資料など

を展示しています。 

洞爺湖町の発展にかかわった道具から、町の歴史を振り返ることができ、また当

時の庶民の生活がわかる展示です。 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

●開園・開館期間 / 4 月～11 月末（冬期間閉鎖） 

●開園・開館時間 / 9：00～17：00 

●休館日 / 毎週月曜日、祝日の翌日（日・祝日は開館） 

●料 金 / 大人（150 円）、小中高生（100 円） 

※団体割引あり 

※町内の方は無料※町内の方は無料※町内の方は無料※町内の方は無料    

※入江・高砂貝塚館と郷土資料館共通。 

この料金でどちらも見学可能です。 

所 在 地：洞爺湖町高砂町４４番地 

お問い合せ：☎76-5802 

●開館時間、休館日等は入江・高砂貝塚館と郷土資料館

共通です。 

所 在 地：洞爺湖町高砂町４４番地 

お問い合せ：☎76-5802 



自然環境学習 

 

◆火山科学館火山科学館火山科学館火山科学館 

 火山科学館では、1977 年噴火、2000 年 3 月の噴火を中心に、これまでいく

たびか噴火を繰り返してきた有珠山の火山活動を映像や解説、体感装置などで紹介

しています。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

◆ 洞爺湖芸術館 

洞爺湖芸術館は洞爺湖畔にあり、彫刻家・砂澤ビッキの作品をはじめ、洞爺村 

国際彫刻ビエンナーレの小彫刻、写真家・並河萬里が写した洞爺湖、そして大正・

昭和の文学作品を展示しております。 

 

●開館期間／４月～１１月末（冬期間休館） 

●                       ●開館時間／９：００～１７：００ 

●                       ●休館日 ／毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

●                       ●料 金 ／一般（300円） 高校生（200円） 

●                             小中学生（100円） 

※団体割引あり 

※町内の方は無料 

所  在  地：洞爺湖町洞爺町９６番地 

お問い合わせ ：８７－２５２５ 

 

◆火山に関する見どころ◆火山に関する見どころ◆火山に関する見どころ◆火山に関する見どころ    

    

金比羅火口災害遺構金比羅火口災害遺構金比羅火口災害遺構金比羅火口災害遺構（散策路）（散策路）（散策路）（散策路）    

2000 年噴火による泥流によっておし流され 

た木の実橋や被害を受けた町営温泉浴場「やす 

らぎの家」が、当時のすがたのまま保存されて 

います。（冬期間立ち入り禁止）    

    

    

開館時間 ／ 9：00〜17：00 

休 館 日 ／ １2 月 31 日〜1 月３日 

入館料（協力金） ／ 大人 600 円、小人 300 円 

(団体 15 名様以上 10%引き) 

所 在 地：洞爺湖町洞爺湖温泉 142 番 5 

お問い合せ：☎75-2555 

 



    

    

                                                            西山西山西山西山山麓山麓山麓山麓火口散策路火口散策路火口散策路火口散策路    

                                                        2000 年の有珠山噴火によって多くの火口ができた場所。

地面の隆起によって傾いた家や工場、階段のようになって

しまった道路など散策路周辺では自然のエネギーを身近

に体感することができます。 

（冬期間立ち入り要許可） 

◆◆◆◆洞爺湖有珠山ジオパーク洞爺湖有珠山ジオパーク洞爺湖有珠山ジオパーク洞爺湖有珠山ジオパーク    

 洞爺湖・有珠山周辺は火山の活動により形成された地域です。約 11 万年前には洞爺湖、約 5

万年前には中島ができ、その後、約 2 万年前に有珠山が誕生しました。明治 43 年の噴火では洞

爺湖温泉の源泉が湧き、豊かな恵みをもたらしています。ジオパークとは、地球の活動が感じられ、

そこに暮らす動植物や人間の歴史を学び楽しむ地域のこと。伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町の

全域が「洞爺湖有珠山ジオパーク」として『ユネスコ世界ジオパーク』に認定されています。散策

路やガイドツアー、学習施設を巡って大地の物語をお楽しみ下さい。 

    

◆ 洞爺財田自然体験ハウス洞爺財田自然体験ハウス洞爺財田自然体験ハウス洞爺財田自然体験ハウス    

    自然エネルギーを活用した環境型モデル施 

設であり、施設内には、財田周辺の自然や動 

物を紹介するパネル等が展示されています。 

財田地区を中心に自然体験するための施設 

でもあり、周辺の湖と森、川、山などを舞台 

に、さまざまな自然体験メニューがあります。    

    

◆月浦森林自然◆月浦森林自然◆月浦森林自然◆月浦森林自然公園公園公園公園（（（（旧加藤子爵別邸跡地）旧加藤子爵別邸跡地）旧加藤子爵別邸跡地）旧加藤子爵別邸跡地）    

 道内最古のカラマツなどが現存する月浦森林自然公園。 

散策者や地域住民憩いの施設として純和風の「お屋敷跡休憩所」を整備しました。  

 道産材のトドマツを使用した約４５平方メートルの木造平屋建てで、８畳の和室

と水洗トイレ付き。 

明治２５年、月浦地区に農場を開いた伊 

予国（愛媛県）大洲藩の第１３代藩主・加 

藤泰秋子爵の別邸をイメージして建物跡地 

に設けました。 

 別邸は２０００年噴火ごろまで残ってい 

ましたが、老朽化により解体・撤去してお 

ります。 

 



スポーツ・アウトドア体験 

    

                                ◆フィッシング◆フィッシング◆フィッシング◆フィッシング    

                                    洞爺湖では、コイ、フナ、ニジマス、ヒメマス、ヤマベ、ワカサギなどが、

ソウベツ川では主にヤマベが釣れます。釣り人にとっては、収穫物もさるこ

とながら、まわりの緑滴る景色や澄んだ空気もごちそうです。    

                                    

    

    

    

    

    

◆ グリーンステイ洞爺湖（キャンプ）グリーンステイ洞爺湖（キャンプ）グリーンステイ洞爺湖（キャンプ）グリーンステイ洞爺湖（キャンプ）    

水のきれいな洞爺湖。 

その湖畔に緑豊かなテントサイトが広がる。 

設備も充実、中央の芝生広場では子供たちが思い切 

り遊べる。 

毎夜行われる湖上花火は必見。 

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆洞爺水辺の里財田キャンプ場洞爺水辺の里財田キャンプ場洞爺水辺の里財田キャンプ場洞爺水辺の里財田キャンプ場    

    湖畔に位置する財田キャンプ場は、水に親しみ緑を 

満喫するためのベース基地。シャワー室やコインラン 

ドリーを備えたセンターハウスをはじめ、ランニング 

トラックやサッカー場を有する多目的スポーツ広場な 

ど、レジャーばかりでなくスポーツ合宿も利用できる 

のが魅力です。 

 

 

 

 

 

 

洞爺湖の遊漁期間 

船  釣： 6 月 1 日～6 月 30 日、12 月 1 日～翌年 3 月 31 日 

陸  釣： 6 月 1 日～8 月 31 日、12 月 1 日～翌年 3 月 31 日 

お問合せ： 洞爺湖漁協 （☎66-2312 ） 

期  間 ： 4 月～10 月 

料  金 ：料金は、下記へお問い合わせください。 

所 在 地 ： 洞爺湖町月浦 56 

お問合せ ： 管理棟（☎75-3377） 

期  間 ： 4 月下旬～10 月下旬 

料  金 ： 料金は、下記へお問い合わせください。 

所 在 地 ： 洞爺湖町財田 6 

お問合せ ： 管理棟（☎82-5777） 

 



◆ 洞爺湖畔キャンプ場洞爺湖畔キャンプ場洞爺湖畔キャンプ場洞爺湖畔キャンプ場    

    側湖畔のキャンプができる公園。対岸の夜景がきれいです。    

キャンプ可能な公園は中央公園、小公園、曙公園です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 洞爺ガイドセンター洞爺ガイドセンター洞爺ガイドセンター洞爺ガイドセンター    

    カヌー体験、ウォーキング、中島探検やスノートレッキングなど自然を満喫することができます。 

修学旅行や企業のレクリエーションにもいかがですか。 

    

    

    

    

    

◆◆◆◆ホーストレッキングホーストレッキングホーストレッキングホーストレッキング    

    馬に乗って自然に触れるツアーです。 

    

    

    

    

期  間 ： ４月下旬～10 月下旬 

料  金 ：料金は、下記へお問い合わせください。 

      ※個人キャンプの予約は受け付けておりません。 

所 在 地 ： 洞爺湖町洞爺町 

お問合せ ： NPO 法人洞爺まちづくり観光協会（☎82-5277） 

所 在 地 ： 洞爺湖町洞爺町 193-8 

お問合せ ： 洞爺ガイドセンター（☎82-5002） 

所 在 地 ： 洞爺湖町月浦４４ 

お問合せ ： レイクトーヤランチ（☎73-2455） 



公園など 

 

◆ とうや湖ぐるっと彫刻公園とうや湖ぐるっと彫刻公園とうや湖ぐるっと彫刻公園とうや湖ぐるっと彫刻公園    

    洞爺湖を囲むように構成される洞爺湖町と壮瞥町が「人と自然がふれあう野外彫刻公園」とし

て、生の賛歌をテーマとした全 58 基の彫刻を配しています。 

彫刻をめぐって自然と彫刻アートとの調和をお楽しみください。    

作家と自然の対峙が湖畔に瑞々しい魅力と感動の空間をつくりました。 

    

    

    

    

    

    

    

    

◆ 有珠山噴火記念公園有珠山噴火記念公園有珠山噴火記念公園有珠山噴火記念公園    

温泉街の西、珍小島に近く、1977～78年の    

有珠山噴火で洞爺湖温泉に降った軽石 

や火山灰を撤去して造った埋立地。 

現在は、芝生の広場、駐車場、トイレが 

整備されており、撮影スポットとしても 

有名です。 

    

    

    

                                                                        ◆◆◆◆    噴水広場噴水広場噴水広場噴水広場    

                                                                        噴水広場は、洞爺協会病院跡地につくられた公園です。 

                                                                        札幌の紅粉和子さんが、洞爺湖の風光をこよなく愛して    

                                                                        おられたご子息光弘さんの死を悼み、故人の洞爺湖への    

                                                                        思いを湖畔に残したいと、魂慎めの詩を添えて町に寄託    

                                                                    された善意をもとにしてつくられました。 

    

                                                                        

◆◆◆◆親水公園親水公園親水公園親水公園    

    財田キャンプ場から約 2km ソウベツ川沿の        

河川遊歩道の終点にあり池や小川と親しむこと 

ができ、産卵時期にはサクラマスなどの遡上を 

観察することができます。 

    

    



◆ 夕日が見える渚公園夕日が見える渚公園夕日が見える渚公園夕日が見える渚公園    

ここから眺める夕日が美しいことから名づけ 

られた駐車公園。ここを起点に湖畔に沿って財 

田方面に役１．８km の散歩コースが整備され 

ている。 

 散歩コース途中には野鳥観察小屋やキャンプ場 

がある。 

    

    

◆浮◆浮◆浮◆浮見見見見堂堂堂堂公園公園公園公園    

                                                                    

    

    浮見堂には聖徳太子の像が祀られております。 

この像は、昔、ある資産家に宿を乞った僧侶が肌身

離さず持っていた聖徳太子の像を「大事に祀ったらこの

土地は豊かな村になる。」と贈ったものといわれており

ます。 

 

 

 

◆◆◆◆手湯・足湯手湯・足湯手湯・足湯手湯・足湯    

洞龍（トウロン）の足湯洞龍（トウロン）の足湯洞龍（トウロン）の足湯洞龍（トウロン）の足湯    

 平成 15 年 12 月に洞爺湖畔（歩道沿い）にできた源泉 

100％の足湯。足湯に浸かりながら、洞爺湖の四季の眺め 

を堪能できます。 

また、オリジナルタオルの販売機も設置されているため、 

気軽に足湯を体験できます。 

 

 

◆◆◆◆薬師の湯（足湯ポケットパーク）薬師の湯（足湯ポケットパーク）薬師の湯（足湯ポケットパーク）薬師の湯（足湯ポケットパーク）    

平成 16 年 11 月に洞爺湖温泉街に足湯や 

手湯などを配した公園がオープン。 

気軽に温泉気分を味わってもらおうと作ら 

れたこの公園は、足湯「薬師の湯」（100％ 

源泉で傘をイメージしたおしゃれな造り。 

タオルの販売機も設置）や薬師如来堂横に 

は、おみくじも設置されています。 

 

 



洞爺湖町の野菜洞爺湖町の野菜洞爺湖町の野菜洞爺湖町の野菜    

    

【【【【雪蔵じゃがいも雪蔵じゃがいも雪蔵じゃがいも雪蔵じゃがいも】】】】    

    ●男爵 

                 北海道のじゃがいもを代表する品種です。丸くてごつ

い姿が特徴です。 

肉質は白系・粉質で粉ふきいもやポテトフライ等の揚

げ物、ポテトサラダなどに適しています。 

 

●十勝こがね 

北海道の新しい品種です。 

卵型で芽が浅いため非常に調理のしやすいじゃがい

もです。 

肉質は淡黄系・貯蔵性に優れ、しっかりした粘りがあ

り煮物やポテトサラダに最適です。 

熟成されたその味は、まるでサツマイモを食べている

ような食感です。 

出荷時期：9 月上旬～11 月頃 

 

 

 

【グリーンアスパラガス】【グリーンアスパラガス】【グリーンアスパラガス】【グリーンアスパラガス】    

洞爺湖の気候が育んだグリーンアスパラガスです。 

太くてまっすぐ伸びた大地の優等生は、北海道の味覚

の代表です。 

                出荷時期：5 月下旬～7 月上旬 

 

【湖コーン】【湖コーン】【湖コーン】【湖コーン】    

黄色と白の粒がおいしさのしるし、甘味たっぷり粒皮

がやわらかく口にカスが残らない品質の良さが特徴で

す。 

出荷時期：8 月中旬～9 月下旬 

 

【セルリー】【セルリー】【セルリー】【セルリー】    

カロチンとビタミン A・C がたっぷり、全道一の生産

量を誇るセルリーは体内の新陳代謝を促進します。 

食物繊維は整腸やコレステロールの低下に有効です。 

出荷時期：5 月中旬～10 月下旬 

 

 【赤しそ】【赤しそ】【赤しそ】【赤しそ】    

                                  北海道シェア No,1。 

食生活に不足していると言われる鉄分がたっぷりの

健康野菜です。 

出荷時期：3 月下旬～11 月上旬

雪倉で野菜を貯蔵すると・・・雪倉で野菜を貯蔵すると・・・雪倉で野菜を貯蔵すると・・・雪倉で野菜を貯蔵すると・・・    

作物の細胞は温度が0℃近くに下がる

と、細胞内のデンプンを糖に変えて細

胞内の細胞液を濃くして凍結を防ぐ

「自己保存機能」が働きます。これを

「低温順化」といい、作物が甘くなる

（糖化する）理由とされています。ま

た、溶け出した雪水が貯蔵庫内の湿度

を一定に保ってくれるため、作物の表

面の乾燥を防ぎ品質を保ちます。 



文化団体（サークル）・スポーツ団体・スポーツ少年団 

 

○文化団体（洞爺湖町文化団体協議会加盟団体）○文化団体（洞爺湖町文化団体協議会加盟団体）○文化団体（洞爺湖町文化団体協議会加盟団体）○文化団体（洞爺湖町文化団体協議会加盟団体）（とうや文化協会団体）（とうや文化協会団体）（とうや文化協会団体）（とうや文化協会団体）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スポーツ団体・スポーツ少年団（洞爺湖町体育協会加盟団体）○スポーツ団体・スポーツ少年団（洞爺湖町体育協会加盟団体）○スポーツ団体・スポーツ少年団（洞爺湖町体育協会加盟団体）○スポーツ団体・スポーツ少年団（洞爺湖町体育協会加盟団体）    

◇スポーツ団体◇スポーツ団体◇スポーツ団体◇スポーツ団体    

洞爺湖剣道連盟 洞爺湖町ゲートボール協会  

空手道連盟 洞爺湖スポンジテニス協会 

洞爺湖町陸上競技協会 洞爺湖スキー連盟 

とうや湖水泳協会 洞爺湖町スポーツ少年団本部 

洞爺湖町野球連盟 洞爺湖町ミニバレー協会 

洞爺湖バトミントン協会 洞爺湖町パークゴルフ協会 

洞爺湖町ソフトテニス連盟 洞爺湖町卓球同好会 

洞爺湖町バレーボール協会      洞爺湖太極拳同好会         

 

◇スポーツ◇スポーツ◇スポーツ◇スポーツ少年団少年団少年団少年団    

虻田Ｊｒオーシャンスポーツ少年団 （野球）   洞爺湖水泳スポーツ少年団 

洞爺野球スポーツ少年団 洞爺柔道スポーツ少年団 

洞爺湖スキースポーツ少年団  

虻田剣道スポーツ少年団  

 

参加方法・活動内容・代表者については、下記までお問い合わせく参加方法・活動内容・代表者については、下記までお問い合わせく参加方法・活動内容・代表者については、下記までお問い合わせく参加方法・活動内容・代表者については、下記までお問い合わせください。ださい。ださい。ださい。 

 

 

問い合せ先 

教育委員会社会教育課社会教育グループ 

電話 ７４－３０１０ ＦＡＸ ７６－３２１６ 

アートフラワー コスモス会 舞踏サークル藤の会 

花柳流十紫彬衛会 華道小原流 

民謡 千鳥会 西舘歌謡教室 

洞爺湖町カラオケ愛好会 あじさいの会 

聖月流日本吟剣詩舞道会 けっぱれ会 

座・タウズ やまびこ会 

嘉門純樹会 とうや湖踊る社中 

洞爺湖どんべの会 フラワービーンズ 

白扇流白扇会 タイムリミット 

洞爺湖町菊花同好会 華道小原流 

洞爺湖町老人クラブ連合会 絵手紙サークル 

虻田吹奏楽団 写真集団洞爺 

阪東流友扇会 洞爺文化振興課 

静心会 邦楽の会小路社中 

洞爺湖小唄音頭保存会 音楽振興課 

とうやこ町囲碁連盟  



公共施設の紹介 

区  分 名  称 住  所 電話番号 

庁舎等 

洞爺湖町役場 栄町５８番地 76-2121 

洞爺総合支所 洞爺町１３２番地 82-5111 

洞爺湖温泉支所 洞爺湖温泉１４２番地１４０ 75-2281 

西胆振行政事務組合消防本部 伊達市松ヶ枝町１３－１ 21-5000 

西胆振行政事務組合伊達消防署洞爺湖支署 栄町５８番地 76-2119 

西胆振行政事務組合伊達消防署洞爺出張所 洞爺町４８番地 87-2119 

集会施設 

とうや湖コミュ二ティセンター 洞爺湖温泉１４２番地１５５ 75-2329 

花和集会所 花和１６９番地２ 83-3367 

月浦集会所 月浦４４番地４０ 75-4407 

高砂集会所 高砂町９８番地２９ 76-5185 

入江集会所 入江１７５番地２１ 76-4618 

泉集会所 入江２２４番地 76-2980 

洞爺湖温泉中央集会所 洞爺湖温泉１３２番地１ 75-2259 

赤川集会所 高砂町１８番地１２ 76-2953 

青葉集会所 青葉町５番地１１ 76-2996 

本町３区集会所 本町１６番地１ 76-3106 

入江４区集会所 入江１９０番地３２ 76-5082 

清水集会所 清水６０番地 76-2792 

あぶたコミュティセンター 高砂町３７番地 76-5188 

泉公園通り集会所 泉２３番地 76-2718 

コスモス団地集会所 高砂町１０９番地１ 76-1267 

のぞみ団地集会所 洞爺湖温泉１９０番地７ 75-2398 

ひまわり団地集会所 高砂町４４番地２ 76-1277 

本町生活館 本町１番地 76-2794 

曙会館 洞爺町２０５番地２ 82-5716 

財田集会所 財田４３番地３ 87-2800 

香川コミュ二ティセンター 香川１００番地１１ 82-5820 

大原ふるさと会館（大原地区センター） 大原１０３番地３ 82-5830 

なるか愛郷の家（成香農作業準備休憩施設） 成香２８５番地１１ 82-5810 

富丘集会所 富丘５６－１３ - 

保健福祉施設 

健康福祉センター「さわやか」 栄町６３番地１ 76-4006 

地域交流センター 栄町６３番地１ 76-2995 

洞爺ふれ愛センター 洞爺町１３２番地２ 87-2727 

洞爺いきがい交流センター 洞爺町４１６番地５ 87-2233 

洞爺ふるさと交流センター 洞爺町１３２番地２ - 

 



区  分 名  称 住  所 電話番号 

環境衛生施設 

虻田火葬場 清水２３４番地６ 83-3181 

三豊霊園 三豊１０番地 - 

洞爺湖温泉霊園 洞爺湖温泉１９７番地 - 

観湖台霊園 香川２５番地 - 

洞爺共同墓地 洞爺町４６２番地 - 

成香共同墓地 旭浦９５番地 - 

香川共同墓地 洞爺町３６３番地 - 

岩屋共同墓地 岩屋１４番地 - 

リサイクルセンター花美館 花和２５５番地３ 83-1153 

公園等施設 

たかさご公園 高砂町３７番地８６ - 

中央公園 洞爺湖温泉１３１番地１ - 

有珠山噴火記念公園 洞爺湖温泉２１７番地 - 

みんなの森公園 栄町６３番地１ - 

歴史公園 入江１０３番地 - 

清水公園 清水１３番地１ - 

西山火口風致公園 泉３３６番地１ - 

１区小公園 本町１２４番地１ - 

２区小公園 本町１５０番地２ - 

足湯ポケットパーク 洞爺湖温泉９１番地９ - 

桜公園 泉３６７番地１ - 

月浦森林自然公園 月浦４４番地２１ - 

洞爺湖温泉公園 洞爺湖温泉１４２番地２ - 

噴水広場 洞爺湖温泉１４４番地９０ - 

イベント広場 洞爺湖温泉３６番地５ - 

にぎわい広場 洞爺湖温泉７０番地８ - 

洞爺湖水広場 洞爺町９６番地 - 

洞爺地区商店街交流広場 洞爺町１２８番地４ - 

財田親水公園 財田１３１番地１ - 

夕日が見える渚公園 洞爺町４番地１ - 

望洋台広場 大原８６番地４ - 

入江・高砂貝塚公園 入江１９０番地 - 

高砂チビッ子広場 高砂町３７番地８５ - 

青葉台チビッ子広場 青葉町９４番地４７ - 

でんでんチビッ子広場 本町２０４番地 - 

洞爺高校メモリアル公園 洞爺町５８番地３ - 

 

 



 

区  分 名  称 住  所 電話番号 

観光等施設 

洞爺湖文化センター 洞爺湖温泉１４２番地１３０ 75-4400 

洞爺湖森林博物館 壮瞥町字中島 - 

歴史公園夕日ヶ丘パークゴルフ場 入江１０５番地２ 76-2422 

洞爺水の駅 洞爺町１００番地 89-3108 

駅交流センター 旭町１９番１１ - 

洞爺湖カヌー体験ハウス 洞爺町１５２番地１ 82-5111 

洞爺ふれあいパーク（パークゴルフ場） 洞爺町４００番地１２ 82-5111 

洞爺水辺の里財田キャンプ場 財田６番地 82-5777 

洞爺いこいの家 洞爺町１９９番地 82-5177 

温泉スタンド（洞爺地区温泉給湯施設） 洞爺町５９番地４ 82-5111 

地場産品直売センター「あぷた」（道の駅「あぷた」） 入江８４番地２ 76-5501 

地場産品直売センター「とれた」（道の駅「とうや湖」） 香川９番地１ 87-2200 

洞爺湖ビジターセンター・火山科学館 洞爺湖温泉１４２番地５ 75-2555 

観光情報センター・サミット記念館 洞爺湖温泉１４４番地１４０ 75-4400 

試験施設 洞爺ブランド加工研究センター 洞爺町５９番地４ 82-5957 

学校教育施設 

虻田小学校 栄町５９番地１ 76-2015 

洞爺湖温泉小学校 月浦４４番地４０ 75-2476 

とうや小学校 洞爺町５９番地７ 82-5051 

虻田中学校 入江１９０番地８ 76-2051 

洞爺中学校 洞爺町４０１番地１４ 82-5052 

虻田給食センター 泉５２番地２ 76-2672 

洞爺給食センター 洞爺町４１６番地５ 82-5563 

体育施設 

あぶた体育館 高砂町１８番地 76-4641 

虻田テニスコート 高砂町４４番地２ - 

洞爺湖町プール 栄町６３番地４ 76-5020 

 

 

社会教育施設 

あぶた読書の家 栄町６３番地 76-2100 

みずうみ読書の家 洞爺湖温泉１４０番地１４０ 75-4702 

あぶた母と子の館 高砂町４４番地２ 76-2937 

 

虻田ふれ合いセンター 本町５８番地３ 76-2046 

文化交流会館 本町１番地１ 76-1330 

洞爺総合センター 洞爺町１３２番地 82-5111 

洞爺湖芸術館 洞爺町９６番地３ 87-2525 



◇ 町内の医療機関 ◇ 

医療機関名 住   所 電話番号 受付時間 

洞爺協会病院 高砂町126 番地 74-2555 8:30 ～ 11:30 

洞爺温泉病院 洞爺町54 番地41 87-2311 
9:00 ～ 11:45 

13:30 ～ 16:30 

石田内科胃腸科 本町195 76-3838 
8:30 ～ 11:30 

13:30 ～ 18:30 

峰村内科クリニック 入江51 番地17 76-1515 

8:00 ～ 12:00 
13:30 ～ 17:30 

水曜日13:30～18:00 
木曜日午後休診 

ひじり在宅クリニック 高砂町30 番地19 76-4838 9:00 ～ 12:00 

洞爺ファミリークリニック 泉43 番地12 76-3239 
8:30 ～ 12:30 

14:30 ～ 18:00 

洞爺湖温泉診療所 洞爺湖温泉69-1 73-2220 月～金曜日13：00～15：00 
 

※ 受付時間につきましては、直接医療機関へご確認して受診するようお願いいたします。 
 
◇ 救急対応医療機関 ◇ 

区  分 名  称 住  所 電話番号 

農業施設 
アグリ館とれた（洞爺湖町農業研修センター） 香川９番地１ 89-3000 

成香牧場 成香４００番地 - 

文化財施設 
入江・高砂貝塚館 高砂町４４番地 76-5802 

虻田郷土資料館 高砂町４４番地 76-5801 

保育施設 

本町保育所 本町４２番地 76-2673 

桜ヶ丘保育所 洞爺湖温泉１９０番地 75-2088 

入江保育所 入江１９０番地３１ 76-4317 

洞爺保育所 洞爺町５８番地１３ 82-5559 

子育て支援センター（本町保育所内併設） 本町４２番地 76-2008 

上水道施設 月浦浄水場 月浦４４番地 82-5088 

下水道施設 
虻田下水終末処理場 入江１５９番地 76-5006 

とうやクリーナップセンター 洞爺町４００番地１２ 82-5012 

医療機関名 住   所 電話番号 診療時間 

洞爺協会病院 高砂町126 番地 74-2555 24 時間 

胆振西部救急センター 
伊達市末永町 81 番
地 

23-2211 
月～金曜日19:00 ～ 22:00 

土・日・祝日・年末年始 
9:00 ～ 20:00 

救急センターは夜間や休日に急病になり緊急処置が必要な患者さんのために開設しています。 
時間外に通常の診療を行う医療機関ではなく、あくまでも急病の方々のためのものです。 

日中から症状のある方や軽症の方は、通常の診療時間にかかりつけ医などの医療機関をご利用下さい。 
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