
 

鉄道研究部員が考える 
「特別給付金」で行く 2
泊 3 日の北海道旅行 
【作成した目的と経緯】 

新型コロナウィルスの感染拡大によりオリンピックをはじめ、さまざまな行事が延

期・または中止となり経済に深刻なダメージを与えることとなった異例の１年となり

ました。本学園の文化祭も中止となり、今年の本学園の文化祭に行くことを楽しみ

に待っておられた方々に何らかの形で楽しんで頂こうと部員一同で話し合った案

の１つであります。どうぞご覧ください。 

 

支給された 1人 10万

円の特別給付金を使っ

てコロナで疲れた日々

の生活から癒しをもと

めて 2泊 3日の満喫し

た北海道旅行へ出かけ

ませんか？ 

──── 

鉄道はもちろん、温泉に

水族館など様々な行程

が盛りだくさん！ 

──── 

函館名物塩ラーメン

に、北海道ならではの

海鮮丼やジンギスカン

が味わえる！ 

──── 

面倒な旅行計画も一切

不要！列車の時刻、料

金も記載済み！旅行に

必要な合計金額（税

込）も計算済み！ホテ

ルの予約サイトも、各

施設のホームページの

URLも記載してあるの

で今すぐ荷物をまとめ

て旅に出かけられる！ 

清風中学校・高等学校  

鉄道研究部 

2-六‐A 和田大慶 

 

※表紙写真…上段は小樽観光協会公式サイトより、下段は北海道旅客鉄道株式会社公式サイトより引用 



その 1 

Ⅰ【はじめに】 

 

〇旅の目的：国から支給された 1 人 10万円の定額給付金で避暑地へ行き、「コロナ疲れ」を癒すこと。 

 

〇旅の概要：北海道の各名所をなるべく鉄道で移動し、かつ 2泊 3 日で充分満喫できるような旅。 

 

〇特記事項：鉄道はＪＲのみ（※一部、路面電車）の利用とし、列車やバスの時刻は 3 日とも平日ダイヤです。

旅の始点・終点は共に本学校の最寄りのＪＲ駅である鶴橋駅とします。右側の料金は、大人 1 人当

たりの金額であり、あくまで目安としてご活用ください。 

 

★★重要事項★★（必ずお読みください） 

◎旅行の総額は 10 万円（特別給付金額）に合わせて、税込 10 万円以内にしています。 

◎ホテルの料金及び行程は 1 人旅をモデルとしているため、シングルルームの宿泊としています。

（※2 人以上の場合はさらに 1 人当たりの料金が安くなります。）  

◎行程の列車（バス）の時刻は全て平日のダイヤかつ行程と共に記載している料金は、あくまで目

安としてご活用ください。また、列車の到着・発車番線も記載しているものもありますのでご活用

ください。（※新幹線料金は閑散期） 

◎食事などの必要最低限の金額は加味していますが、お土産代などの料金は考慮していません。 

                                         

●行程表の見方●                ●写真の引用先●  

☆本行程における図の説明                  

          ➡在来線での移動（特急も含む）      ※1 一般社団法人小樽観光協会公式サイト より引用 

 

          ➡新幹線での移動             ※2 おたる水族館公式サイト より引用 

 

            ➡路面電車での移動 

 

           ➡バスでの移動 

 

        ➡徒歩での移動 

 



 その 2 

Ⅱ【行程表 詳細】 

                                【料金】（※金額は全て税込） 

    【行程】                 （※特急及び新幹線料金は、乗車券+（新幹線）特急券 

［1日目］                     の値段です。） 

鶴橋  7：00 （1 番線発）                                              

   ↓          大阪環状線 内回り                      

大阪  7：16 （1 番線着）                   220 円 

大阪  7：22 （7 番線発）                         

   ↓          快速 米原行                              

新大阪 7：25 （6 番線着）          

新大阪 7：57 （26番線発）                  （※閑散期） 

   ↓          （新幹線）のぞみ 90 号 東京行           新大阪～新函館北斗 新幹線料金 

東京 10：24 （15 番線着）                   ◦乗車券 16500 円 

  〔駅弁購入 新幹線車内で昼食〕  ★500円程度（昼食代）   ◦東海道新幹線自由席 4960 円  

東京  10：44 （21番線発）                   ◦北海道新幹線指定席 11130円 

      ↓          （新幹線）はやぶさ 19 号 新函館北斗行        計 32590 円 

新函館北斗 15：01（12番線着）                 

新函館北斗 15：14（乗車番線不明） 

      ↓          快速はこだてライナー 函館行         440 円 

函館    15：29（発車番線不明）   

      ↓        （徒歩）約 5 分 

函館駅前  15：35                        

      ↓           （函館市電）5 系統 湯の川行         250 円 

湯の川   16：07 

      ↓        （徒歩）約 2 分 

湯の川温泉ホテル雨宮館（温泉入浴+宿泊） 到着          

   源泉かけ流し＆サウナの温泉に入浴                          

 本ホテル 1階のラーメンしおいち にて夕食           980 円（夕食代） 

    ☆函館といえば塩ラーメン！          〇宿泊代 4500 円（税込／朝食付）～ 

       ↓                       （⇧シングルルーム利用の場合） 

    【1日目終了】                       ⇩参考サイト 

https://www.jalan.net/uw/uwp3200/uww3201init.do?stayYear=&stayMonth=&stayDay=&roomCount=1&date

Undecided=1&distCd=01&yadNo=377188&smlCd=011402&roomCrack=000000&screenId=UWW3101&planC

d=01155779&roomTypeCd=0082592&planListNumPlan=8_4_3&groupBookingFlg= 

 

〇湯の川温泉ホテル雨宮館 公式ホームページ https://www.amamiyakan.net/ 

 

〇函館湯の川温泉旅館協同組合ホームページ https://www.hakodate-yunokawa.jp/dayspa/ 

 

https://www.jalan.net/uw/uwp3200/uww3201init.do?stayYear=&stayMonth=&stayDay=&roomCount=1&dateUndecided=1&distCd=01&yadNo=377188&smlCd=011402&roomCrack=000000&screenId=UWW3101&planCd=01155779&roomTypeCd=0082592&planListNumPlan=8_4_3&groupBookingFlg=
https://www.jalan.net/uw/uwp3200/uww3201init.do?stayYear=&stayMonth=&stayDay=&roomCount=1&dateUndecided=1&distCd=01&yadNo=377188&smlCd=011402&roomCrack=000000&screenId=UWW3101&planCd=01155779&roomTypeCd=0082592&planListNumPlan=8_4_3&groupBookingFlg=
https://www.jalan.net/uw/uwp3200/uww3201init.do?stayYear=&stayMonth=&stayDay=&roomCount=1&dateUndecided=1&distCd=01&yadNo=377188&smlCd=011402&roomCrack=000000&screenId=UWW3101&planCd=01155779&roomTypeCd=0082592&planListNumPlan=8_4_3&groupBookingFlg=
https://www.amamiyakan.net/
https://www.hakodate-yunokawa.jp/dayspa/


                                           その 3 

 ★ 1 日目 合計 39480 円（税込）～  

 

 

【行程】                           【料金】（※金額は全て税込） 

［2日目］（ホテルで朝食）⇦無料提供 

（6：45 頃）湯の川温泉ホテル雨宮館 チェックアウト・出発 

      ↓        （徒歩）約 2 分  

湯の川温泉 6：54 

     ↓           （函館市電）2系統 谷地頭行                250 円 

函館駅前  7：24 

     ↓        （徒歩）約 5 分                                                    

函館   7：37（発車番線不明）                        

     ↓          （特急）北斗 3号 札幌行                   

札幌   10：28（5 番線着）                        9240 円（特急券+乗車券） 

札幌   11：48（3 番線発）                        （※函館～札幌は自由席） 

      ↓          快速エアポート 111 号 小樽行                  

小樽   12：22（到着番線不明） 

〔小樽市内散策（小樽運河／土産物店など）・昼食（海鮮丼など）〕1000 円（昼食代）／※お土産代は加算しない 

小樽駅前 14：20                             

    ↓           （北海道中央バス）祝津線（11）おたる水族館行         240 円 

おたる水族館 14：46 

  〔館内見学〕                       おたる水族館料金 1500 円（高校生以上） 

おたる水族館 16：50 

    ↓           （北海道中央バス）祝津線（11）小樽駅前行           240 円 

小樽駅前 17：16 

小樽  17：30（発車番線不明） 

    ↓          快速エアポート 182 号 新千歳空港行              750 円 

札幌  18：07（6 番線着） 

〔札幌駅周辺で夕食（ジンギスカンなど）〕                1000 円（夕食代） 

〔夜の札幌の街を散策〕                        ※お土産代等は加算しない 

    ↓        （徒歩）約 5分（札幌駅北口より） 

アパホテル〈TKP 札幌駅北口〉EXCELLENT チェックイン・宿泊    料金 3890 円（税込／食事なし）～  

    ↓                              （⇧シングルルーム宿泊の場合） 

 【2 日目終了】      〇該当する宿泊サイト https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/934 

 

 

 

 

 

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/934
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小樽運河（※1）   おたる水族館（※2） 

                   

★ 2 日目 合計 18110 円（税込） 

 

〇一般社団法人 小樽観光協会公式サイト https://otaru.gr.jp/buy 

                       

〇おたる水族館公式サイト https://otaru-aq.jp/ 

 

 

                                   小樽市内・中心地マップ（※1） 

 

☆スマホ・パソコンなどの通信機器をお使いの場合は、上の画像を拡大してご覧いただくことも可能ですが、

https://otaru.gr.jp/guide_map から PDF ダウンロード（3MB）していただくほうがプリントアウトもでき、よ

り便利です。 

 

https://otaru.gr.jp/buy
https://otaru-aq.jp/
https://otaru.gr.jp/guide_map
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  【行程】                           

［3日目］アパホテル〈TKP 札幌駅北口〉EXCELLENTチェックアウト・出発（6：20 頃） 

     ↓        （徒歩）約 5 分                 【料金】（※料金は全て税込）  

札幌 6：29（6 番線発） 

   ↓          快速エアポート 62 号 新千歳空港行 

恵庭 6：54（到着番線不明）                     札幌～新函館北斗 料金 

恵庭 7：00（発車番線不明）                     ◦乗車券（札幌～新函館北斗） 

   ↓          普通 東室蘭行                        6270 円 

 （苫小牧）                             ◦特急券（洞爺～新函館北斗） 

   ↓                                 1830 円（自由席） 

東室蘭 9：07（到着番線不明）                        

〔駅構内で朝食〕              ★500円程度（朝食代）    計 8100 円 

東室蘭 10：17（発車番線不明）                 

   ↓          普通 豊浦行                         

洞爺  11：02（到着番線不明）→「特急」に乗換            

洞爺  11：24（到着番線不明） ↵                   

   ↓         （特急）北斗 8 号 函館行                  

新函館北斗 13：06（到着番線不明） 

〔駅弁購入・車内で昼食〕                    ★500円程度（昼食代） 

新函館北斗 13：39（11番線発）                   新函館北斗～新大阪 新幹線料金                                      

    ↓          （新幹線）はやぶさ 32 号 東京行             ◦乗車券 16500 円 

東京 18：04（21番線着）                        ◦北海道新幹線指定席 

〔駅弁購入・車内で夕食〕          ★500円程度（夕食代）     11130円 

東京 18：12（19番線発）                         ◦東海道新幹線自由席 

   ↓          （新幹線）のぞみ 431 号 新大阪行                4960 円  

新大阪 20：39（22番線着）                         計 32590円 

新大阪 20：46（8 番線発） 

   ↓          快速 播州赤穂行 

大阪 20：50（5番線着）                       220 円 

大阪 20：56（2番線発） 

   ↓          普通 天王寺行（大阪環状線外回り） 

鶴橋 21：12（2番線着） 

   ↓                              

【全行程終了・帰宅】  

                                                

★ 3 日目合計 42410 円（税込）～ 

 

●総額 100000 円（税込）／人 ～（1 人旅の場合） 



                                              その 6 

※上の「総額」は 1 人で旅行する場合のおおよその値段です。（※複数人での参加や、GoTo トラベルキャ

ンペーン・各種割引きっぷの利用でさらに安くなります。） 

〇GoTo トラベルキャンペーンサイト（近畿ツーリスト）https://www.knt.co.jp/meito/sp/goto/hokkaido.html 

 

Ⅲ【この旅行で利用する JR 線と車両】 

① 鶴橋～大阪 ➡大阪環状線（323・223・225・221 系） 

② 大阪～新大阪 ➡JR京都線（221・223・225 系） 

③ 新大阪～東京 ➡東海道新幹線（N700 系（A・S）） 

④ 東京～新函館北斗 ➡東北・北海道新幹線（H5・E5 系） 

⑤ 新函館北斗～函館 ➡函館本線（733 系 1000 番台） 

⑥ 函館～札幌 ➡函館・室蘭・千歳線（キハ 281・261 系） 

⑦ 札幌～小樽 ➡函館本線（721・733 系） 

⑧ 札幌～東室蘭 ➡千歳・室蘭本線（721・731・733・735 系／キハ 40・143・150 形） 

⑨ 東室蘭～洞爺 ➡室蘭本線（キハ 40・143・150 形） 

⑩ 洞爺～新函館北斗 ➡室蘭・函館本線（キハ 281・261 系） 

以下行程は①～④に同じ  

 

 

        ⇅北海道旅客鉄道株式会社ホームページ（https://www.jrhokkaido.co.jp/index.html）より引用 

  

↑札幌・小樽・室蘭・函館周辺 路線図 

https://www.knt.co.jp/meito/sp/goto/hokkaido.html
https://www.jrhokkaido.co.jp/index.html
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        北海道旅客鉄道株式会社ホームページ（https://www.jrhokkaido.co.jp/index.html）より引用 

 

 

 

     函館市公式ホームページ（https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012100267/）より引用 

https://www.jrhokkaido.co.jp/index.html
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012100267/

