函 館 近 郊〈 道 南 圏 〉
・札 幌 近 郊〈 道 央 圏 〉オートキャンプ 場

札 幌 近 郊〈 道 央 圏 〉オートキャンプ 場

函館エリアを中心とした道南方面には、海を感じながらも森で楽しむキャンプ場が点在する。

札幌市内はもちろん、近郊に車を走らせれば魅力的なキャンプ場があちこちにある。

道内の中では比較的温暖な気候でもあり、開設期間が長いところもある。数こそ多くはないが、個性豊かなキャンプ場でお気に入りサイトを見つけよう！
住所

高台の公園にある総合サイト

谷あいに開かれたキャンプ場

白石公園はこだてオートキャンプ場
道南杉に囲まれ、パークゴルフ場が隣にあるキャンプ場。

とい

函館市戸井ウォーターパークオートキャンプ場
平坦な芝 生のオートサイト18区画に火山灰 敷きの林間

電話番号

アクセス

海・川辺・湖・森・公園とあらゆるフィールドにキャンプ場が点在する。週末ともなれば、ところ狭しとテントが乱立する人気の施設も。
営業 期間

ペット同伴

料金

住所

電話番号

アクセス

営業 期間

ペット同伴

ダム下園地で設備が整う

道央圏にあるコンパクトな快適サイト

道 内 屈 指 、５ つ 星 の オ ー ト サ イ ト

老舗の高規格サイト

鶉ダムオートキャンプ場ハチャムの森

マオイオートランド

オートリゾート苫小牧アルテン

グリーンステイ洞爺湖

うずら

函館から江差に向かうその中間あたりにあり、
鶉
（うずら）
ダ

とまこまい

ながぬま温泉に隣接し、
敷地はコンパクトながらゆるやか

料金

とうやこ

日本オートキャンプ協会から最高の５つ星として認定さ

洞爺湖の温泉街からは車で５分ほど。
平成の始めにオープン

広々とした白石公園内にサイトがつくられ、開放的なキャン

フリーサイト、ライダー専用サイトがあり、谷あいにS字に

ム下の園地につくられたキャンプ場。
キャンピングカーサイト

な起伏と木立がいい雰囲気をつくりだしている。
ファミリー

れる。
ゴルフのクラブハウスを思わせるセンターハウスは機

した道内の高規格オートキャンプ場第１号。
サイトは電源付き

る。いろいろなイベントも開催され、縁日やゲーム・抽選会な

内には天然温 泉「ふれあい湯 遊 館」もある。建 築 家がデザ

棟。
センターハウスにはシャワーやコインランドリーもあり便

のキャンピングカーがいたり。
それぞれのスタイルで楽しむ

ト」のほか、3つのエリアがある。敷地内にある天然温泉「ゆ

トがメイン。
デッキのあるバンガローとキャンピングカーを改

プができる。４人 用・６人 用のキャビンもあわせて10 棟あ
どもある。なんと「森の図書館」では本が借りられる。
函館市白石町208

101

0120 - 54 - 6145

函館市 街から湯の川温 泉・函館空港を超え約17㎞

４月下旬〜10月31日

一部サイト、キャビンは可

フリーテントサイト１泊2,50 0円、ほか

広がるキャンプ場。入り口のモダンな建物が管 理 棟。敷地
インしたおしゃれなコテージも人気。
函館市原木町285 -1

102

0138 - 82-20 0 0

国道 278号を函館市内から恵山方面へ

４月下旬〜10月31日

やスタンダードカーサイト、
フリーサイトがある。
コテージも５
利。
周囲を山に囲まれているためか、
どこか落ち着いた雰囲気。
厚沢部町字木間内60 -1

0139 - 65 - 6886

フリーサイト１泊１張 2,625円、ほか

ことができる。
長沼町の市街地にも近いので買い物も便利。
長 沼町 東７線 北４

203

0123 - 88 - 070 0

入場料大人1,040円、
フリーテントサイト１泊１張520円、
ほか

オートサイト１区画4,20 0円（冬季は半 額）、ほか

設備充実、外国人にも人気サイト

オートリゾート八雲

オートリゾート滝野

道民の森一番川オートキャンプ場

洞爺水辺の里 財田キャンプ場

いちばんがわ

日本オートキャンプ協会から5つ星の認定を受け、
四季折々

たからだ

深い森の中にあり、一番川のせせらぎを聞きながらキャ

る。
噴火湾のパノラマがすばらしい。
カーサイトやフリーサイト

の景色が楽しめる広大な国営公園の中にあるキャンプ場。車

ンプができる。背の高い木々がある中に、オートサイト50区

実。
大型遊具がたくさんある
「まきばの冒険ひろば」
や、
パノラマ

れずに自由にキャンプを楽しめるテントサイト、山小屋風の

ナチュラルな雰囲気を生み出している。川は浅く、釣りや川

に加え、
ロッジやツリーハウス、
五右衛門風呂などの施設も充
館の室内キッズアリーナなど遊びのメニューも盛りだくさん。
八雲町浜 松368 -1

0120 - 415 - 992

104

国道５号を八雲から森方面へ３㎞ほどで案内看板あり
一部サイト可
4月初旬〜11月中旬

入場料中学生以上1,100円、
フリーテントサイト平日1,100円、
ほか

が横付けでき電源が使える便利なカーサイト、区画に制限さ

キャビンなどなど。
多機能な管理塔では売店なども充実。
札幌市南区滝野247（国営滝野すずらん丘陵 公園内）

011- 594 -2121

札幌市内から支笏湖方面へ

４月20日〜10月31日

201
一部可だが 事前問合 せを

施設 利用料大 人870円、フリーテントサイト1,60 0円、ほか

204

014 4 - 67-2222

フリーテントサイト１泊１張1,50 0円、ほか

一部可

森の中で川のせせらぎと

八雲町の郊外にある道立公園
「噴火湾パノラマパーク」
にあ

苫小 牧 市 樽前421- 4
国道36号、錦岡の看板から約３㎞

4月25日〜11月1日

施設も遊びも充実フィールド
たきの

のみの湯」
にも歩いていける。
ネット予約OK。

長 沼町中心部から案内板に沿って約２㎞

NG（閑散 期など一部時期、一部サイトでは可）

噴火湾を一望できる
やくも

能も充実。オートサイトは電源・水道完備の「からまつサイ

七飯の道の駅から国道227号で約31㎞、
厚沢部市街から約17㎞

5月〜９月下旬

一部可

103

が多いが、
本を片手にソロキャンパーがいたり、
道外ナンバー

通年

きちっと区分けされたサイトのほか、
２家族やグループで

豊浦町高岡オートキャンプ場

いわないリゾートパーク オートキャンプ場マリンビュー

サイトの目の前は海。
噴火湾を眺めながらキャンプができる。

サイトは芝生で快適。
すぐ下は遊泳禁止ながら砂浜が広がる。
波

しゃれなカフェもある充実のセンターハウスもすばらしい。

に分かれ、
キャンピングカーサイトは放射状に区画が広がる。

当別市 街から約33㎞

5月下旬〜9月30日
（融雪状況により変 更あり）

202

NG

オートサイト１区画4,0 0 0円

洞爺 湖町財田６

206

0142- 82- 5777

道の駅とうや湖から約８㎞
4月下旬〜10月下旬

可（ケビン以外）

入場料大 人１泊1,0 0 0円・小学生50 0円、
フリーサイト１泊80 0円、ほか

可

夜景が見えるキャンプ場

遊びが楽しめる。
ハイシーズンの週末は予約は早めに。
0133 -22-3911

205

ずっと海を眺めていたい

の音を聞きながら夕日が沈むマジックアワーは感動タイム。
敷地

※掲載情報(データ)は2020年3月現在の情報です。料金や時間は変更になる場合もありますので、ご利用の際には、必ず事前に施設にお問い合わせのうえご利用ください。

内は管理棟を真ん中に、
フリーサイトとキャンピングカーサイト
豊浦町字高岡海浜地

207

0142- 83 -1234

豊浦市 街 地から西へ約1.5㎞

４月下旬〜10月31日

可

フリーテントサイト１泊大 人60 0円、
キャンピングカーサイト1台3,0 0 0円、ほか

ニセコいわない国際スキー場の方へぐんぐん坂を上った先

にある見晴らし抜群のキャンプ場。
眺めがいいのは上の方の
サイト。
夜は岩内平野の夜景が輝く。
センターハウスは充実の
施設。
シャワー室やランドリーコーナーの他、
展望台や図書室

もある。
風対策をしっかりとして眺望をぞんぶんに楽しもう。
岩内町野束350 - 8

0135 - 61-220 0

208

岩内市 街 地から道 道8 4 0号へ約６㎞
可（コテージはNG）

４月下旬〜10月中旬

入場料中学生以 上1,0 0 0円、小学生50 0円、
フリーテントサイト１泊１サイト1,0 0 0円、ほか

※掲載情報(データ)は2020年3月現在の情報です。料金や時間は変更になる場合もありますので、ご利用の際には、必ず事前に施設にお問い合わせのうえご利用ください。

GO OUTSIDE.

01

4月25日〜10月31日

られ５つのサイトがある。
100張りは可能な広いフリーサイト

当別町字青山奥一番川

洞爺 湖町月浦56

0142-75 -3377

カーサイト１台4,0 0 0円〜

画がゆったりと配置。サイトはアスファルトと砂利と草地が

は周りに車を停められるセミオート感覚で利用ができる。
お

造したキャビンがある。
管理棟は充実、
フリーサイトはない。

洞爺 湖温 泉街から約５㎞

可（要問合 せ）

とようら

利用できるサイトなど多彩な利用が可能。
場内は大きく分け

のキャンピングカーサイトと、
ナチュラルな雰囲気のカーサイ

02

