
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 URL http://kitabiwako.jp/tetsudou/ 

所在地 〒526-0057 滋賀県長浜市北船町 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(12/29～1/3) 

入館料 大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-63-4091 FAX 0749-63-4011 

300 円 

（20 名以上 240 円） 

大人同額 小人同額 150 円 

（20 名以上 120 円） 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 100 名 長浜市内の小中学生は入館無料 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 

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。鉄道文化館にある今の長浜駅の様子を作ったジオラマは本物そっくりです。また、実際に北陸線を走

った SL や電車も展示されています。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

①  



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 URL https://www.city.nagahama.lg.jp/section/rekihaku/ 

所在地 〒526-0065 滋賀県長浜市公園町 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(12/27～1/2) 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 FAX 0749-63-4613 

410 円 

(20 名以上 330 円) 

大人同額 小人同額 200 円 

（20 名以上 160 円） 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

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) 

長浜市内・米原市内の 

小中学生は入館無料 

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 

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(1983 年)に再興されました。城内は歴史博物館になっており、湖北・長

浜の歴史紹介や、秀吉と長浜の関わりを紹介しています。また、常設展とは別に企画展も実施されています。最上階は展望台になっ

ており、長浜市内、びわ湖を見下ろす絶景が眼下に広がります。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

② 



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 URL https://nagahama-hikiyama.or.jp/ 

所在地 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町 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(12/29～1/3)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 FAX 0749-65-3440 

600 円 

(20 名以上 480 円) 

大人同額 小人同額 300 円 

（20 名以上 240 円） 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 １００名 長浜市内・米原市内の 

小中学生は入館無料 

案内人 要予約 

駐車場 御旅所乗降場 (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 

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。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

③ 



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 URL http://www.kitabiwako.jp/keiunkan/ 

所在地 〒526-0067 滋賀県長浜市港町 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 FAX 0749-62-0748 

300 円 

(20 名以上 240 円) 

大人同額 小人同額 150 円 

（20 名以上 120 円） 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 １００名 長浜市内小中学生は入館無料 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 

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

われてきました。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、別途お問い合わせください。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

④ 



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 URL http://noubukan.web.fc2.com/ 

所在地 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町 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 FAX 0749-50-1272 

500 円 

(20 名以上 300 円) 

200 円 

(10 名以上 100 円) 

高校生と同額 無料 ※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 2０名 案内人 なし 

駐車場 御旅所乗降場 (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 

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。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

 

⑤ 



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 URL http://www.nagamachi.co.jp/house-ando/ 

所在地 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町 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 FAX 0749-65-3940 

450 円 350 円 350 円 無料 ※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 3０名 案内人 なし 

駐車場 御旅所乗降場 (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 

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。 

写真１ 写真２ 写真３ 

 

  

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

 

 

⑥ 



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 URL http://www.daitsuji.or.jp/daitsuji 

所在地 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町 32-9 

営業時間 9 時 00 分～16 時 30 分【最終入館 16 時 00 分】 休館日 年末年始(12/29～1/4) 

入館料 大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-62-0054 FAX 0749-65-0116 

500 円 

(20 名以上 450 円) 

大人同額 100 円 

(団体割引なし) 

無料 ※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 200 名 案内人 要予約 

駐車場 御旅所乗降場 (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 

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 写真② 写真③ 

 

  

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

⑦ 



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 URL https://www.yanmar.com/jp/museum/ 

所在地 〒526-0055 滋賀県長浜市三和町 6-50 

営業時間 10 時 00 分～18 時 00 分【入館受付 9 時 45 分～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 FAX 0749-62-8780 

600 円 大人同額 小人同額 300 円 ※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 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 

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。2019 年 10 月にリニューアルオープンしました。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、ボート操縦シミュレーターなど

本物の商品を使った体験ができます。 

※館内のチャレンジ体験を安全かつ安心してご利用いただくために、「事前予約優先制」としております。つきましては、ご予約して

来館いただくお客様の入館を優先いたしますので、事前のご予約をオススメいたします。 

※高校生のスクールパスポート利用での入館はできません。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

⑧ 



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 国友鉄砲ミュージアム URL https://www.kunitomo-teppo.jp/ 

所在地 〒526-0001 滋賀県長浜市国友町５３４ 

営業時間 9 時 00 分～17 時 00 分 休館日 年末年始(12/28～1/3) 

入館料 大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-62-1250 FAX 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) 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 80 名 長浜市内小中学生は入館無料 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 

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。「関ケ原合戦」や 

「大坂冬の陣」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 50 丁の火縄銃を展示しています。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

 

⑨ 



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 URL https://www.city.nagahama.lg.jp/section/azairekimin/ 

所在地 〒526-0251 滋賀県長浜市大依町 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 FAX 0749-74-0101 

300 円 

(２０名以上２5０円) 

大人同額 小人同額 150 円 

(２０名以上１3０円) 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 100 名 長浜市内小中学生は入館無料 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 

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資料館のほか、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。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

⑩ 



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 URL http://www.zd.ztv.ne.jp/gosenken/ 

所在地 〒526-0272 滋賀県長浜市北野町 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・祝日の翌日、年末年始、 

入館料 大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-74-0560 FAX 0749-74-0910 

300 円 

(２０名以上２5０円) 

大人同額 小人同額 150 円 

(２０名以上１3０円) 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 50 名 長浜市内小中学生は入館無料 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 

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。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

 

⑪ 



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 URL https://www.eonet.ne.jp/~odanijou-s/ 

所在地 〒526-0272 滋賀県長浜市小谷郡上町 139 

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、(12/28～1/4) 

入館料 大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-78-2320 FAX 0749-78-2320 

300 円 

(２０名以上２5０円) 

大人同額 小人同額 150 円 

(２０名以上１3０円) 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 60 名(順路に従って見学) 長浜市内小中学生は入館無料 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 

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中心に、浅井三代と

小谷城について紹介しています。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

 

⑫ 



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 URL https://www.city.nagahama.lg.jp/section/takatsukirekimin/ 

所在地 〒529-0233 滋賀県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、祝日の翌日、年末年始、(12/29～1/4) 

入館料 大人 高校生 中学生 小学生 TEL 0749-85-2273 FAX 0749-85-2273 

300 円 

(２０名以上２5０円) 

大人同額 小人同額 150 円 

(２０名以上１3０円) 

※障がい者の方の入館については、施設へお問合せください。 

同時受入可能人数 120 名 長浜市内小中学生は入館無料 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 

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の他、江戸時代に日朝善

隣外交に尽力した雨森芳洲の関係資料(ユネスコ世界の記憶に登録)等の文化財を展示しております。 

写真１ 写真２ 写真３ 

   

資料作成 2020 年 4 月現在 

 

⑬ 


