
　幼少の頃から親の影響で鉄道が好きだったこともあり、中学校 1年生の時に当時流行っていた JR 全線完乗のキャンペーン「いい旅チャ
レンジ 20,000km」の踏破のため当時住んでいた関西から関東への一人旅がきっかけで旅にハマる。20 代の頃、初めて北海道に旅に来て
ユースホステルを泊まり歩き、「乗る」だけではなく、そこで知り合った仲間との交流・その土地の魅力へと旅のキーワードが変わる。
2005 年に安平町鉄道資料館を旅の道中訪れ、そこで会った方々にこの土地の魅力を感じ、安平への移住を決意。自身が若い頃から旅を
楽しんだので、今度は次の世代の旅人にも良い思い出を作ってもらうべく、2015 年秋に旅人宿を追分青葉１丁目に開業。宿名の「旅の轍」
は、車輪の跡という意から、宿の周辺の鉄道と石炭の歴史も見て欲しい・あなたの足跡をこの地に付けて欲しいという願いから。

鈴木智也　1974 年生まれ　奈良県出身　遊・民宿「旅の轍」宿主

室蘭線の旅モデルプラン第２弾は、「日本遺産炭鉄港の構成文化財に触れる」をテーマに、室蘭線沿線から少し足を延ばして、
楽しくて美味しい美唄・小樽への日帰り旅行をご紹介！宿泊の追加などアレンジ可能なワクワクいっぱいのプランです。

☎0145-22-2751（安平町早来大町 95 番地 役場総合庁舎内）発　行 安平町政策推進課政策推進グループ

遊・
民宿
「旅
の轍」

宿主 鈴木さん監修

【行程（土日祝ダイヤ）】

【魅力スポット】
小樽総合博物館で日本遺産炭鉄港の歴史に触
れられる
おたる水族館に寄るか、小樽運河を散策するか
お好みで選択できる

小樽駅前 15:19 着
小樽駅
南千歳駅

15:33 発
16:46 着
17:04 発

沼ノ端駅 17:16 着
17:22 発
17:30 着

早来駅
安平駅
追分駅

遠浅駅
17:36 着
17:43 着
17:51 着

空港行快速
乗換あり
苫小牧行普通
乗換あり
岩見沢行普通
（小樽から2,420 円）
（小樽から2,420 円）
（小樽から2,420 円）
（小樽から2,860 円）

遠浅駅 6:25 発（小樽まで 2,420 円）
早来駅 6:31 発（小樽まで 2,420 円）
安平駅 6:37 発（小樽まで 2,420 円） 
追分駅 6:45 着

6:58 発
乗換  千歳行普通
（小樽まで 2,100 円）
乗換あり
小樽行普通

中央バス（240 円）

南千歳駅 7:13 着
7:36 発

小樽駅 9:22 着
小樽駅前

おたる水族館

小樽市総合博物館

10:00 発

おたる水族館　

小樽市総合博物館

10:21 着

13:25 発　

13:36 着

15:07 発

中央バス（240 円）

通常大人 1,500 円、中学生以下 600 円
館内外に食堂あり

大人 400 円（冬期は300 円）、中学生以下無料
火曜休館

【行程（平日ダイヤ）】
遠浅駅 7:48 発（小樽まで 2,420 円）

早来駅 7:54 発（小樽まで 2,420 円）

安平駅 8:01 発（小樽まで 2,420 円）

追分駅 8:09 着 乗換  千歳行普通
（小樽まで 2,100 円）
乗換あり

8:14 発
南千歳駅 8:38 着

小樽行快速9:09 発

「炭鉄港」小樽プラン

炭鉄港ってなんだろう
たんてつこう

空知の炭鉱、室蘭の鉄鋼、小樽の港湾、それ
らをつなぐ鉄道を舞台とした産業革命の物語

掲載情報は令和５年４月１日現在。
最新のダイヤ・営業状況をご確認の上でご活用ください。

Profile

中央バス（240 円）
小樽駅 10:22 着
小樽駅前 10:40 発

「炭鉄港」美唄プラン
【魅力スポット】

【行程】

日本遺産炭鉄港構成文化財がある安田侃彫刻美術
館アルテピアッツァ美唄と美唄焼き鳥を堪能できる
オプションで洞窟露天風呂ピパの湯ゆ～りん館
の日帰り温泉・宿泊も

遠浅駅 8:54 発 （美唄まで 1,680 円）
早来駅 9:00 発 （美唄まで 1,490 円）
安平駅 9:06 発 （美唄まで 1,490 円） 
追分駅 9:14 発 （美唄まで 1,290 円）
岩見沢駅 10:01 着 乗換あり

旭川行特急
（特急自由席 320 円）

市民バス（230 円）

10:25 発

美唄駅 10:35 着

10:40 発

11:01 着

美唄駅 14:50 発

（美唄から1,680 円）

岩見沢駅 14:59 着 乗換あり
15:05 発 苫小牧行普通

追分駅 15:53 着 （美唄から1,290 円）
安平駅 16:01 着 （美唄から1,490 円）
早来駅 16:07 着 （美唄から1,490 円）
遠浅駅 16:13 着

13:58 発

アルテピアッツァ美唄　

アルテピアッツァ美唄　

14:13 着市立病院バス停　

やき鳥たつみ（他にもやき鳥店あり）

徒歩約 1分

市民バス（230 円）

徒歩約 5分

入館料無料（寄附制）、火曜休館
カフェあり
ガイドツアー／ 5,000 円（要予約）

営業時間 11:00 ～ 21:00（要確認）
火曜休業、
ランチタイム～ 14:30

札幌行特急

中央バス（240 円）

11:06 着 

安田侃彫刻美術館
アルテピアッツァ美唄
美唄市出身の彫刻家・安田侃
の作品等を展示した芸術広場。

やき鳥たつみ
（他にもやき鳥店あり）
一本の串にさまざまな部位の肉が
刺さった美唄やきとりが味わえる。

おたる水族館
冬期営業
休館期間

小樽市総合博物館
北海道を代表する50両もの
鉄道車両が保存・展示されて
います。

（ ）自由席
320円

！

12月16日～2月25日
11月27日～12月15日
3月1日～3月19日


