
 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 長浜鉄道スクエア 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/tetsudou/】 

所在地 〒526-0057   長浜市北船町 1-41 

営業時間 9 時 30 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-63-4091 

300円（20 名以上 240 円） 大人同額 小人同額 150円（20 名以上 120 円） FAX 0749-63-4091 

同時受入可能人数 100名 案内人 なし 

駐車場 豊公園大駐車場利用（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 2 小 4 / 女性：個室 3 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要）  ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。  

展示内容 

現存する日本一古い駅舎の初代長浜駅舎と北陸線電化記念館、長浜鉄道文化館の 3施設をとおして日本の鉄道の歴史を見て、ふれて、知ることが

できる鉄道の博物館です。鉄道文化館には今の長浜駅の様子を作ったジオラマは本物そっくりで、長浜駅から電車が走り抜ける姿は迫力が満点で

す。また、実際の SLや電車も展示されています。 

外観 館内➀ 館内② 

   

                                                        資料作成：２０１８年３月１５日現在 

A 

http://kitabiwako.jp/tetsudou/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 長浜城歴史博物館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_1732/】 

所在地 〒526-0065    長浜市公園町 10-10 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 年末年始、展示入替の臨時休館あり 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-63-4611 

400円（20名以上 320円） 大人同額 小人同額 200円（20 名以上 160 円） FAX 0749-63-4613 

同時受入可能人数 200名（研修室の利用は 40名まで。飲食不可） 案内人 要予約： 

駐車場 豊公園大駐車場利用（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 2 小 3 / 女性：個室 4 / 多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要）  ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。  

展示内容 

秀吉築城の長浜城は廃城となり、現在の長浜城は昭和 58年の再建です。城内は歴史博物館になっており、湖北・長浜の歴史紹介や、秀吉と長浜の

関連を紹介しています。また、常設展とは別に企画展も実施されています。最上階は望楼になっており、長浜市内、びわ湖を見下ろす絶景が広がり

ます。 

外観 館内➀ 館内② 

   

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 

B 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_1732/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_2326/】 

所在地 〒526-0059  長浜市元浜町 8-22 

営業時間 10 時 00 分～17 時 00 分【夏期は 18 時 00 分】 

 

休館日 不定休 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-68-1680 

800円（15 名以上 720 円） 大人同額 小人同額 500円（15 名以上 450 円） FAX 0749-64-2312 

受入可能人数 100名 

 

 

案内人 要予約 

駐車場 御旅所乗降場を利用。（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 1 小 1 / 女性：個室 2 多目的/有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方半額（必ず手帳必要）  ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

誰もが一度は見たことのある恐竜、動物、人気アニメキャラクターなどお菓子のオマケサイズから等身大まで、海洋堂のフィギュアを一同に展示。精巧

なフィギュアで再現されたジオラマ（情景模型）の世界をお楽しみいただけます。 

外観 館内 館内 

   

                                                        資料作成：２０１８年３月１５日現在 

C 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_2326/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 曳山博物館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_1727/】 

所在地 〒526-0059  長浜市元浜町 14-8 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 年末年始及び悪天候による臨時休館あり 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-65-3300 

600円（20 名以上 480 円） 大人同額 300円 300円（20 名以上 240 円） FAX 0749-65-3440 

受入可能人数 100名 案内人 要予約 

駐車場 御旅所乗降場を利用。（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 4 小 7 / 女性：個室 8 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要）/車いすにて見学可  ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。  

展示内容 

長浜を代表する伝統文化「長浜曳山まつり」を体感できる博物館。実物の曳山を常時２基公開し、動く美術館と称される優れた彫刻や豪華な装飾品

をご覧いただけます。また、映像等で祭の様子を紹介します。 

外観   

 

  

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 

D 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_1727/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 慶雲館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_1703/】 

所在地 〒526-0067  長浜市港町 2-5 

営業時間 9 時 30 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 期間内（3月下旬～12月上旬）無休 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-62-0740 

300円（20 名以上 240 円） 大人同額 小人同額 150円（20 名以上 240 円） FAX 0749-62-0748 

受入可能人数 120名 案内人 要予約 

駐車場 豊公園大駐車場利用（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 1 小 3 / 女性：個室 3 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要）  ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。  

展示内容 

明治２０年に明治天皇皇后の行在所として長浜の商人浅見又蔵が私財を投じて建築。総檜造りの秀麗な建物は長浜の迎賓館として使われて来まし

た。近代日本庭園の先覚者として知られる七代目小川治兵衛により造園された庭園は、国の名勝に指定されています。１月～３月の長浜盆梅展期間

の入場については、別途お問い合わせ下さい。 

外観 入口 館内 

   

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 

E 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_1703/


びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 今重屋敷 能舞館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_2333/】 

所在地 〒526-0059  長浜市元浜町 23-17 

営業時間 10 時 00 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 水曜日、年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-50-1272 

500円（10 名以上 300 円） 200円（10 名以上 100 円） 高校生と同額 不要 FAX 0749-50-1272 

受入可能人数 20名 案内人 なし 

駐車場 御旅所乗降場を利用。（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 1 小 1 / 女性：個室 1 /多目的：無 

バリアフリー情報 障がい者割引：無 /車いすでの見学：1階のみ可/スロープ無・入口に 20cmの段差有  ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。  

展示内容 

造り酒屋を営んでいた町屋を修復再生させた能舞館は平成２３年にオープンしました。２分の１スケールの能舞台を設置し、能面、能装束、能楽器な

どを展示しています。 

館内① 館内② 館内③ 

   

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 

Ｆ 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_2333/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 北国街道安藤家 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_3649/】 

所在地 〒526-0059  長浜市元浜町 8-24 

営業時間 9 時 30 分～17 時 00 分 休館日 年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-65-3935 

400 円 300 円 300 円 不要 FAX 0749-65-3940 

受入可能人数 30名 案内人 なし 

駐車場 御旅所乗降場を利用。（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 1 小 1 / 女性：個室 1 /多目的：無 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方無料（必ず手帳必要）/施設内段差あり/二階への階段のみ手すり有 ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

明治末期に１０年の歳月をかけて建てられた、長浜を代表する近代和風建築です。植栽と巨石を用いた庭園や、北大路魯山人の手掛けた装飾美な

どが見どころです。 

外観 庭園  

   

                                                        資料作成：２０１８年３月１５日現在 

Ｇ

M 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_3649/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 長浜別院大通寺 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_151/】 

所在地 〒526-0059  長浜市元浜町 32-9 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-62-0054 

500円（20 名以上 450 円） 大人同額 100円（団体割引なし） 不要 FAX 0749-62-0116 

受入可能人数 200名 案内人 要予約 

駐車場 御旅所乗降場を利用。（バス 1 台 2,000 円） 化粧室 男性：個室 1 小 2 / 女性：個室 3 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方無料（必ず手帳必要）     ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

大通寺は「御坊（ごぼう）さん」の名で親しまれている、真宗大谷派の別院です。本堂や大広間は伏見城の遺構と伝えられています。障壁画、襖絵や国

の名勝に指定されている庭園が見どころで、桃山文化を色濃く残しています。 

外観   

 

 

 

                                                        資料作成：２０１８年３月１５日現在 

Ｈ 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_151/


  びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 ヤンマーミュージアム 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_2332/】 

所在地 〒526-0055  長浜市三和町 6-50     ※2018年 9月～2019年 9月末までリニューアル工事の為休館 

営業時間 10 時 00 分～18 時 00 分【最終入館 17 時 00 分】 休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-62-8887 

600円 （有料入館者数 20
名以上 500 円） 

大人同額 小人同額 300円（有料入館者数20名
以上 200円） FAX 0749-62-8780 

受入可能人数 200名 案内人 なし 

駐車場 豊公園大駐車場利用（バス 1 台 2,000 円）   ※施設前での乗降可 化粧室 男性：個室 3 小 4 / 女性：個室 5 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名 一般 300円／中・小学生 100円 /車いすでの見学：可/展望室へは階段のみ   ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。  

展示内容 

ヤンマー創立 100周年を記念してオープンした体験型ミュージアム。農業、まちづくり、漁業など暮らしに密接に関わってきたヤンマーの技術を紹介

します。ショベルカー操作体験、ボート操縦シュミレーターなど本物の商品を使った体験ができます。 

外観 館内① 館内② 

   

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 

Ｉ 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_2332/


びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 国友鉄砲の里資料館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_1723/】 

所在地 〒526-0001  長浜市国友町 534 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分 休館日 年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-62-1250 

300円（20 名以上 240 円） 大人同額 小人同額 150円（20 名以上 120 円） FAX 0749-62-1250 

受入可能人数 80名 案内人 要予約 

駐車場 大型バス４台（無料） 化粧室 男性：個室 1 小 2 / 女性：個室 2 /多目的：無 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方無料（必ず手帳必要）/車いすでの見学：1階のみ可/トイレ段差有 ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

種子島に伝来した鉄砲を基に足利将軍の命で製造を始めた国友は、信長、秀吉、家康らの天下人と共に発展。「関ヶ原合戦」や「大阪冬の陣」でも

国友製の大筒が使用された。資料館では鍛冶場を再現し、約６０丁の火縄銃を展示しています。 

外観 館内① 館内② 

   

                                                       資料作成：２０１７年４月１日現在 
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http://kitabiwako.jp/spot/spot_1723/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 浅井歴史民俗資料館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_2263/】 

所在地 〒526-0251 長浜市大依町 528 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始、祝日の翌日 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-74-0101 

300円（20 名以上 240 円） 大人同額 小人同額 150円（20 名以上 120 円） FAX 0749-74-0101 

受入可能人数 100名 案内人  

駐車場 大型バス 20台（無料） 化粧室 男性：個室 2、小 3 /女性：個室 3 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要）    ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

戦国大名・浅井三代の歴史を、ゆかりある武具や資料、人形ジオラマなどで分かりやすく展示している郷土史料館のほか、江戸時代後期から明治時

代における浅井の庄屋・養蚕農家・鍛冶屋などを再現しています。そして、浅井の伝統的な暮らしや道具、モノづくりの技を保存伝承し、展示や体験

を通して歴史や文化を学ぶことを目的とする資料館です。 

外観 郷土学習館 館内 七りん館 

   

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 

Ｋ 

http://kitabiwako.jp/spot/spot_2263/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 五先賢の館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_2272/】 

所在地 〒526-0272 長浜市北野町 1386 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 水曜日(祝日の場合は翌平日)、祝日の翌日、年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-74-0560 

300円（20 名以上 240 円） 大人同額 小人同額 150円（20 名以上 120 円） FAX 0749-74-0910 

受入可能人数 50名 案内人 要予約 

駐車場 大型バス４台（無料） 化粧室 男性：個室 2 小 3 / 女性：個室 3 多目的/無 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要）/車いすでの見学：展示室のみ可 ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

長浜市ゆかりの５人の先人（相応和尚、海北友松、小堀遠州、片桐且元、小野湖山）の偉業を遺品の資料を展示、映像を使い分かりやすく紹介しま

す。 

外観 館内 大広間 

 

  

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 
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http://kitabiwako.jp/spot/spot_2272/


 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 小谷城戦国歴史資料館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_718/】 

所在地 〒529-0312 長浜市小谷郡上町 139 

営業時間 9 時 30 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】※４月１日以降は 9 時開館 休館日 火曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-78-2320 

300円（20 名以上 240 円） 大人同額 小人同額 150円（20 名以上 120 円） FAX 0749-78-2320 

受入可能人数 60名（順路に従って見学） 案内人 要予約 

駐車場 大型バス６台（無料） 化粧室 男性：個室 1小 3 / 女性：個室 3 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要） ※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

小谷城は戦国時代に北近江を治めた浅井家三代の居城で、浅井三姉妹の生まれ故郷です。城跡からの出土品などを中心に、浅井三代と小谷城に

ついて紹介しています。 

外観 館内① 館内② 

   

                                                       資料作成：２０１８年３月１５日現在 
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 びわ湖・長浜スクールパスポート参画施設情報タリフ 

施設名 高月観音の里歴史民俗資料館 北びわこ観光 ▲検索 ※スクールパスポートで検索【http://kitabiwako.jp/spot/spot_720/】 

所在地 〒529-0233 長浜市高月町渡岸寺 229 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分【最終入館 16 時 30 分】 休館日 火曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 

入館料 

大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-85-2273 

300円（20 名以上 240 円） 大人同額 小人同額 150円（20 名以上 120 円） FAX 0749-85-2273 

受入可能人数 120名 案内人 要予約 

駐車場 大型バス４台（無料） 化粧室 男性：個室 1 小 2 / 女性：個室 2 /多目的：有 

バリアフリー情報 障がい者割引：手帳をお持ちの方と介助者 1名無料（必ず手帳必要）/スロープ有/車いすでの見学：可※その他詳細は施設へお問合せ下さい。 

展示内容 

「観音の里」と呼ばれる湖北地方の歴史、文化を紹介する資料館です。観音像を始めとする仏像や神像など、多数の文化財を展示しております。 

外観   
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