
都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

北海道

北海道立道民の森 石狩郡当別町、樺戸郡
月形町

【指定管理者】
(財)北海道森林整備公社
道民の森管理事務所
0133-22-3911
森林学習センター
0133-28-2001

石狩振興局森林室
道民の森課
0133-22-2151

要相談 施設へ直接 可 宿泊は２ヶ月前
から

イベント開催日（要
連絡）、11月1日～4
月30日

http://www.do-
sinrin.jp/dominno_mori/

北海道

北海道立羊蹄青少年の森 虻田郡真狩村字社 【指定管理者】
真狩村
0136-45-2121
森林学習展示館
0136-45-2955

後志総合振興局
産業振興部林務課
0136-23-1381

真狩村建設課
0136-45-2121

要相談 施設へ直接 否 随時 月曜日、11月1日～
4月30日

隣接施設（羊蹄山自然公園）
にキャンプ場あり

http://www.shiribeshi.pref
.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/sei
syounen.htm

北海道

北海道立津別２１世紀の森 網走郡津別町字共和 【指定管理者】
(株)津別町振興公社
0152-76-1283
森林学習展示館
0152-76-2100

オホーツク総合振興局産
業振興部林務課
0152-41-0652

要相談 施設へ直接 否 随時 月曜日（祝日の場
合は翌平日）、11月
1日～4月30日

隣接町営施設にキャンプ場
あり

http://www.okhotsk.pref.h
okkaido.lg.jp/ss/rnm/21/
21nomori.htm

北海道

北海道立旭川２１世紀の森 旭川市東旭川町瑞穂
741

【指定管理者】
旭川市森林組合
0166-36-4268
森林学習展示館
0166-76-2001

上川総合振興局産業振
興部林務課
0166-46-5958

要相談 施設へ直接 否、但しキャ
ンプ可

随時 月曜日、11月1日～
4月30日

隣接施設（旭川市２１世紀の
森）あり

http://www.kamikawa.pref
.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/mi
dori/midori_09.htm

北海道

北海道立トムテ文化の森 名寄市字日進 【指定管理者】
(株)名寄振興公社01654-
2-2131
もりの学び舎
01654-3-7400

上川総合振興局産業振
興部林務課
0166-46-5958

要相談 施設へ直接 否、但しキャ
ンプ可

随時 月曜日、11月1日～
4月30日

隣接施設（道立サンピラー
パーク、なよろ健康の森）あ
り

http://www.kamikawa.pref
.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/mi
dori/midori_10.htm

北海道

札幌ふれあいの森
ふれあいセンター

札幌市清田区有明386
番地

011-883-8931 札幌市環境局みどりの推
進部みどりの管理課
011-211-2536

要相談 施設へ直接 否 4/28～11/4 無料 事前に施設にご確認の上、
お申し込みください。
木工クラフト体験、自然観察
会

http://www.city.sapporo.j
p/ryokuka/midori/shizen/
shirahatayama/hureainom
ori/

北海道

帯広の森・はぐくーむ 帯広市南町南９線４９番
地１

0155-66-6200
FAX  47-3622

帯広市役所都市建設部
みどりの課
0155-65-4186

ほぼ毎日
可

施設へ直接 否 通年 休館日（月曜、祝日
の翌日、年末年始）

基本的に無料
（一部材料費、保
険料など）

http://haguku-mu.net/

北海道
雨煙別小学校コカ・コーラ環境
ハウス（特定非営利活動法人
雨煙別学校）

北海道夕張郡栗山町雨煙
別1番地4

電話 0123-72-1696
FAX  0123-72-1696

栗山町教育委員会連絡先（０
１２３）７２－１１１７

施設へ直接 

可

随時 無

料金：宿泊料金　幼
児 945円/小中学
生 2,310円/高校生
以上 2,625円/　税
込み

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）
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森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

青　森
県民の森梵珠山
「県立自然ふれあいセン
ター」

青森市浪岡大字大釈迦
字沢内沢1-1

0172-62-4527
FAX  62-8510

環境生活部自然保護課
自然公園グループ
017-722-1111(内6504)

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日、年末年始、
センター主催行事
実施日

http://www.jomon.ne.jp/~
bonjyu/

青　森

青森県白神山地ビジターセ
ンター

西目屋村大字田代字神
田61-1

0172-85-2810,2811
FAX　85-2833

環境生活部自然保護課
自然環境グループ
017-722-1111(内6507)

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日・木曜日（1
～3月）、第2月曜日
(4～12月)、年末年
始、センター主催行
事実施日

体験内容によっ
てメニューが異な
るため要相談

http://www.shirakami-
visitor.jp/

青　森

青森県十二湖エコ・ミュー
ジアムセンター湖郷館

深浦町大字松神字松神
山1-3

0173-77-3113
FAX  77-3114

環境生活部自然保護課
自然環境グループ
017-722-1111(内6507)

深浦町観光課
0173-77-3113

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日、年末年始、
センター主催行事
実施日、12月中旬
～4月中旬（冬季休
館）

体験内容によっ
てメニューが異な
るため要相談

青　森

合子沢記念公園 青森市大字合子沢字山
崎

0177-28-5875 農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

青森市農地林務課林務
チーム
0172-62-1146

１回 施設へ直接 否 応談 11月～4月(冬季閉
園)

青　森

浅虫温泉森林公園 青森市大字浅虫字馬場
山

0177-52-2628 農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

青森市農地林務課林務
チーム
0172-62-1146

１回 施設へ直接 否 応談 11月～4月(冬季閉
園)

青　森

月見野森林公園 青森市大字駒込字深沢 0177-43-5226 農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

青森市農地林務課林務
チーム
0172-62-1146

１回 施設へ直接 否 応談 11月～4月(冬季閉
園)

青　森

名川チェリリン村 南部町大字上名久井字
大渋民山

0178-76-2111
FAX  76-3904

農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

南部町商工観光課
0178-76-2111
FAX  76-3904

１回 市町村担当へ 可 随時 11月～4月中旬

青　森

中泊町森林公園ふれあい
センター

中泊町大字宮野沢字袴
腰山67-1

中泊町農政課
0173-57-2111

農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

中泊町農政課
0173-57-2111(29)

１回 市町村担当へ 可 随時

青　森

弘前市星と森のロマントピ
ア

弘前市大字水木在家字
桜井113-2

0172-84-2288
FAX  84-2255

農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

弘前市観光物産課
0172-35-1111

１回 施設へ直接 可 随時 11月～4月中旬 体験活動等は各団体で準備 http://romantopia.net/

青　森

平川市久吉温泉自然休暇
村「たけのこの里」

平川市碇ヶ関東碇ヶ関
山1-128

碇ヶ関開発(株)
0172-45-3131

農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

平川市碇ヶ関総合支所経
済建設課
0172-44-1111

１回 施設へ直接 可 随時 12月1日～4月中旬
～下旬（雪の状況
による）

青　森

森林体験館フォレストパー
ク

下北郡佐井村大字佐井
字大佐井川目83-1

0175-38-2929 農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

佐井村産業建設課
0175-38-2111

随時 施設へ直接 否 一週間前
少人数は当日可

毎週水曜日
年末年始

木工教室

青　森

ＮＰＯ法人白神自然学校一
ツ森校

西津軽郡鰺ヶ沢町大字
一ツ森町字上禿88-2

0173-82-7057 農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

鰺ヶ沢町企画係
0173-72-2111(内224)

３０回 施設へ直接、
インターネット

可 随時 年末年始及びお盆
時期

エコツアー、里山自然体験ほ
か

http://school.shirakami.gr.
jp/

青　森

青森県立種差少年自然の
家

八戸市大字鮫町字膳並
平2-26

0178-38-2131
FAX  38-2727

教育庁生涯学習課
017-734-9887

随時 施設へ直接 可 １ヶ月前までに 12月29日～1月4日
（休所日）

自然観察、キャンプ、クラフト
体験等

http://www.pref.aomori.lg.
jp/soshiki/kyoiku/e-
tanesashi/

青　森

山の楽校 八戸市南郷区島守字北
の畑6-2

0178-82-2222
FAX  82-2222

農林水産部林政課企画
グループ
017-734-9507

八戸市農業振興課
0178-43-2111

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日、12月29日
～1月3日

1,500円 炭焼き

青　森

むつ市下北自然の家 青森県むつ市大畑町佐
助川３９９

0175-34-6151
FAX　34-6152

下北地域県民局
連絡先0175-22-8581
内線244

むつ市教育委員会
連絡先0175-22-1111

ほぼ毎日
可

施設へ直接 可 １ヶ月前までに 年末年始 体験内容によっ
て料金が異なる
ため要相談
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森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

岩　手

岩手県県民の森 松尾村
八幡平市寄木１－５１５
－５

0195-78-2092
FAX  同上

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

１２回 施設へ直接 否 毎月一回定期的
行事は30日前か
ら7日目まで、当
日行うような行事
は当日で可

火曜日
年末年始

http://kenminnomori.com
/

岩　手

アストロロマン大東 一関市大東町大原字山
口地内

0191-72-2860 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

一関市大東支所産業経
済課商工観光係
0191-72-2111(内135)

２回 施設へ直接 可 ２週間前まで 12月～3月

岩　手

盛岡市都南つどいの森 盛岡市湯沢1地割88 019-638-2270 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

盛岡市農林部林政課
019-651-4111

８回 施設へ直接 可 ３０日前から 12/1～3/31の火曜
日､年末年始

4/1～11/30は無休
(森林創作実習館を除く)

http://park20.wakwak.co
m/~tudoi/

岩　手

盛岡市外山森林公園 盛岡市玉山区薮川字大
の平31-1

019-681-5132 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

盛岡市農林部林政課
019-651-4111

６回 施設へ直接 可 宿泊は7月～8月
のみで申込は5
月1日～前日ま
で、日帰りは5月
～11月15日で申
込は5月1日～当
日まで

火曜日、11月16日
～4月28日

7/1～9/1は無休 http://www.city.morioka.i
wate.jp/07sangyo/norin/f
acility/sotoyama.html

岩　手

花巻市胡四王の森 花巻市矢沢 花巻市畜産林務課
0198-24-2111(内6277)
FAX  23-1403

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市畜産林務課
0198-24-2111(内62773)

２回 市の担当へ 否 随時

岩　手

平塚・花巻交流の森 花巻市金矢 平塚花巻交流の森管理
組合
0198-27-5115

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市建設部都市整備
課
0198-24-2111(内258)

２回 市の担当へ 可 早めに 12月1日～3月31日

岩　手

田瀬湖ふれあいランド 花巻市東和町田瀬６区
89

田瀬湖施設管理組合
0198-44-5007
FAX  44-5209

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市東和総合支所地
域振興課
0198-42-2111(内410)

１回 施設へ直接 否 随時 11月1日～3月31日 モンゴルタワーの利用禁止

岩　手

東和町いこいの森 花巻市東和町田瀬13区
48

田瀬湖施設管理組合
0198-44-5846

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市東和総合支所地
域振興課
0198-42-2111(内410)

１回 施設へ直接 可 随時 11月1日～3月31日

岩　手

フレアイランド尾崎岬 大船渡市赤崎町字鳥沢
188-7

0192-27-4478 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

大船渡市農林水産部部
農林課林政係
0192-27-3111(内346)

随時 施設へ直接 可 ２ヶ月前まで

岩　手

田野畑自然大学校
0194-33-2866

田野畑村北山278-1 田野畑村森林組合
0194-33-2811
FAX　33-3144

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

田野畑村産業振興課
0194-34-2111

　 施設(連絡先)
へ直接

可 ２ヶ月前まで 12月1日～3月31日

岩　手

折爪岳森林公園
もりの学び舎

二戸市福岡字織詰26-2 0195-23-1005
FAX　同上

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

月１～２回 施設へ直接 否 随時 11月の第4日曜日
～4月の第4土曜日

岩　手

千貫石森林公園 金ヶ崎町西根字後千貫
石地内

もりの学び舎
0197-43-2002
水沢地方森林組合
0197-52-3103

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

金ヶ崎町建設課
0197-42-2111
（内線2226）

１回 施設へ直接 否 随時 12月～3月

岩　手

遠野市森林総合センター 遠野市青笹町中沢8-1-
8

0198-62-0631
FAX　62-0632

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

遠野市農林畜産部林業
振興課
0198-62-0631

施設へ直接 否 随時 日曜祝祭日、年末
年始、お盆

http://www.morinokuni.co
m/

http://kenminnomori.com/
http://kenminnomori.com/
http://park20.wakwak.com/~tudoi/
http://park20.wakwak.com/~tudoi/
http://www.city.morioka.iwate.jp/07sangyo/norin/facility/sotoyama.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/07sangyo/norin/facility/sotoyama.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/07sangyo/norin/facility/sotoyama.html
http://www.morinokuni.com/
http://www.morinokuni.com/


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

岩　手

コテージランドかしわぎ
（炭焼体験施設）

遠野市宮守町下鱒沢
88-125

0198-66-2626
FAX　66-2626

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

遠野市産業振興部商工
観光課
0198-62-2111

施設へ直接 可 随時 特になし 炭焼体験が可能

岩　手

北上市憩いの森 北上市稲瀬町岩脇24 0197-64-7447
FAX  同上

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

北上市農林部農地林務
課
0197-64-2111(5371)

随時 施設へ直接 可 早めに 月曜日ほか

岩　手

陸前高田市交流促進セン
ター
ホロタイの里炭の家

陸前高田市矢作町字清
水川8-3

0192-58-2141 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

陸前高田市産業振興部
農林課
0192-54-2111

随時 施設へ直接 可 特になし 特になし
（個別に判断）

炭焼き体験
（３日間コース、１０日間コー
ス、自由体験コース）
市の施設を地域（コミュニ
ティー）に委託して管理・運
営

http://www9.ocn.ne.jp/~oi
de/

岩　手

種山ヶ原森林公園 気仙郡住田町世田米字
子飼沢

0192-46-2111(内321)
FAX　46-3515

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

住田町産業振興課
0192-46-2111(内321)

随時 自治体へ 否 随時 個別に判断 散策、自然解説、草木染め、
森のアロマ、森のリース作り
など(要相談)
主なフィールドは種山ヶ原森
林公園であるが、要望によっ
ては、町有林等での受入も
可能である。

岩　手

宮古市かわい木の博物館 宮古市川井2－187－1 0193-76-2111
FAX  76-2042

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

宮古市川井総合事務所
産業振興課
0193－76－2165

随時 自治体へ 否 4月1日から11月
30日

毎週月曜日 案内料
1日　7,000円
（10,000円）
半日 4,000円
（8,000円）
（　）内は専門的
指導の場合

http://www9.ocn.ne.jp/~oide/
http://www9.ocn.ne.jp/~oide/


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

宮　城

宮城県こもれびの森
森林科学館

栗原市花山村草木沢角
間10

0228-56-2330 環境生活部自然保護課
みどり保全班
022-211-2676

随時 事前に指定管
理者に要請

否 随時 12月1日～3月31日 こもれびウッドランドクラブ等
については実費

http://mifi.main.jp/komor
ebi.htm

宮　城

宮城県県民の森（もりの学
び舎）

利府町神谷沢字菅野沢
41

022-255-7084
FAX  同上

環境生活部自然保護課
みどり保全班
022-211-2676

随時 事前に指定管
理者に要請

否 随時 年末年始 もりもり教室等については実
費

http://mifi.main.jp/kenmin
mori.htm

宮　城

宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター
（ことりはうす）

蔵王町遠刈田温泉字上
ノ原162-1

0224-34-1882
FAX  34-1871

環境生活部自然保護課
調整指導班
022-211-2671

随時 事前に指定管
理者に要請

否 随時 月曜日、年末年始、
祝祭日の翌日

各種イベントについては実費 http://mifi.main.jp/kotori.
htm

http://mifi.main.jp/komorebi.htm
http://mifi.main.jp/komorebi.htm
http://mifi.main.jp/kenminmori.htm
http://mifi.main.jp/kenminmori.htm
http://mifi.main.jp/kotori.htm
http://mifi.main.jp/kotori.htm


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

秋　田

秋田県森林学習交流館
「プラザ・クリプトン」

秋田市河辺町戸島字上
祭沢38-4

018-882-4811
FAX 882-4821

農林水産部森林整備課
水と緑の森づくり班
018-860-1741

相談による 施設へ直接 可 １０日前 必要に応じて徴
収

http://www.plaza-
cryton.jp/

秋　田

八森ぶなっこランド 八峰町八森字三十釜 0185-77-3086 農林水産部森林整備課
水と緑の森づくり班
018-860-1741

八峰町産業振興課
0185-77-2111

１０～２０回 市町村担当へ 否 ７～１０日前 水曜日 必要に応じて徴
収

宿泊は近隣施設を紹介

秋　田

秋田県環境と文化のむら 五城目町上樋口字山田
沢156-1

018-852-2202
FAX 852-2202

生活環境部自然保護課
調整・自然環境班
TEL：018-860-1616

・定期24
回。　　　・
他に随時
受け入れ。

施設へ直接 否 ７～１０日前 月曜日、年末年始 無料 キャンプ場あり http://www.kankyou-
bunka.jp/

秋　田

秋田県立大館少年自然の
家

大館市東字岩神沢31 0186-43-3174
FAX　43-3175

教育庁生涯学習課社会
教育班
018-860-5184

相談による 施設へ直接 可 随時(できれば
１ヶ月前までに連
絡)

主催事業実施日 登山や野外炊飯等野外活
動、創作活動　など

http://www.pref.akita.lg.jp
/oodate-sizen/

秋　田

秋田県立岩城少年自然の
家

由利本荘市岩城赤平字
長ヶ沢260-8

0184-74-2011
FAX　74-2012

教育庁生涯学習課社会
教育班
018-860-5184

相談による 施設へ直接 可 事前に問い合わ
せ随時（利用開
始の１ヶ月前まで
に連絡）

既に受け付け団体
がある日

自然物工作、ネイチャーゲー
ム等

http://www.pref.akita.jp/i
waki-sizen/

秋　田

秋田県立保呂羽山少年自
然の家

横手市大森町八沢木字
大木屋73

0182-26-6011
FAX　26-6012

教育庁生涯学習課社会
教育班
018-860-5184

相談による 施設へ直接 可 事前に電話で問
い合わせのうえ
利用開始の１ヶ
月前までに連絡

http://www.pref.akita.lg.jp
/horowa-sizen/

秋　田

秋田市太平山自然学習セ
ンター「まんたらめ」

秋田市仁別字マンタラメ
227-1

018-827-2171
FAX 827-2173

秋田市教育委員会
018-866-2242

相談による 施設へ直接 可 宿泊は３か月前
から２週間前ま
でに連絡
日帰りは２週間
前から連絡

第2･4月曜日
年末年始
学校利用日
主催事業実施日

宿泊利用
部屋代6,700円＋
使用料（市民一
般1,500円・小中
学生750円/市民
以外一般2,100
円・小中学生
1,050円）
日帰り利用
使用場所により
料金別
詳細は問い合わ
せを

自然観察、木工製作、太平
山登山

http://www.city.akita.akit
a.jp/city/ed/oo/default.ht
m

秋　田

あきた白神体験センター 八峰町八森字御所の台
53-1

0185-77-4455
FAX  77-4456

教育庁生涯学習課社会
教育班
018-860-5184

八峰町教育委員会
0185-77-2816

施設へ直接 可 随時 年末年始 ガイド１人当
4,000～8,000円
（１人のガイドに
対して１～８人の
グループが最
適）

白神山地二ツ森登山、ブナ
の天然林（留山）散策、御所
の台里山トレッキング、青森
県十二湖散策、かんじきハイ
ク（冬季）、アニマルトラッキ
ング（冬季）、ナイトハイク（冬
季）

http://www.town.happou.
akita.jp/taiken/

http://www.plaza-cryton.jp/
http://www.plaza-cryton.jp/
http://www.kankyou-bunka.jp/
http://www.kankyou-bunka.jp/
http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-sizen/
http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-sizen/
http://www.pref.akita.jp/iwaki-sizen/
http://www.pref.akita.jp/iwaki-sizen/
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm
http://www.town.happou.akita.jp/taiken/
http://www.town.happou.akita.jp/taiken/


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

山　形

県民の森 山辺町大字畑谷1933-
42

023-666-2116
FAX 666-2124

農林水産部森林課
林政企画担当
023-630-2518

１０数回 施設へ直接 否 随時 月曜日、12月1日～
4月28日

森林案内　無料
木工クラフト
　100円～500円
その他プログラ
ム
　無料～1,000円

http://www2.jan.ne.jp/%7
Ekenmori/

山　形

遊学の森 金山町大字有屋1761 0233-64-3305
FAX  35-3306

農林水産部森林課
林政企画担当
023-630-2518

１０数回 施設へ直接 否 随時 月曜日
年末年始

常設プログラム
　無料～実費
　（材料第・保険
料等）
主催プログラム
　無料～3,500円

http://www.town.kaneya
ma.yamagata.jp/yugaku/in
dex.htm

山　形

源流の森 飯豊町大字須郷669-3 0238-77-2077
FAX  77-2078

農林水産部森林課
林政企画担当
023-630-2518

１０回程度 施設へ直接 可(施設近隣
の旅館)

随時 月曜日、12月1日～
4月28日

常設プログラム
　無料～1,000円
主催プログラム
　無料～5,000円

宿泊予約
(0238)78-0010 白川荘

http://www2.jan.ne.jp/~ge
nryu/

山　形

眺海の森 酒田市土渕字甚治郎向
20-1

0234-62-3323
FAX  同上

農林水産部森林課
林政企画担当
023-630-2518

６回
(森林教室)
木工ｸﾗﾌﾄ、
森林案内
は毎週土
日祝日対
応可

施設へ直接 可 随時 月曜日、12月1日～
4月9日

木工クラフト
　50円～300円
森林教室
　1,000円
（昼食・入浴券込
み）

http://homepage3.nifty.co
m/chokainomori-
ao/mori.htm

山　形

ブナの実塾(ブナの実21) 舟形町堀内192 舟形町中央公民館
0233-32-2246
FAX  32-3326

生活環境部みどり自然課
みどり環境担当
023-630-2206

舟形町企画課商工観光
係
0233-32-2111
FAX　32-2117

６回以上可
能

施設へ直接 可 １ヶ月前 http://www.buna21.jp/

山　形

鮭川村エコパーク 鮭川村木の子の森 鮭川村エコパーク
0233-55-4455
FAX  55-4459

生活環境部みどり自然課
みどり環境担当
023-630-2206

鮭川村産業振興課
0233-55-2111

１０回程度 施設へ直接 可 随時 火曜日、年末年始 主催プログラム
　300円～

http://www3.ic-
net.or.jp/~eco-p/

山　形

健康の森　横根 小国町大字小国小坂町
759-3

0238-62-5584
FAX  62-5545

生活環境部みどり自然課
みどり環境担当
023-630-2206

小国町産業振興課観光
交流担当
0238-62-2416

４回
上限無し

施設へ直接
指定管理者へ

可 随時（宿泊は１ヶ
月前）

冬期間 8,400円～
（6名／1棟・バン
ガロー）

予約：おぐに白い森(株)
℡.0238－62－4518

http://www.siroimori.co.jp
/kenkounomori/index.html

山　形

樹草の森 米沢市大字関町448 0238-38-2935
FAX  同上

生活環境部みどり自然課
みどり環境担当
023-630-2206

米沢市農林課林務係
0238-22-5111(内5008)

４回 市町村担当へ 否 １ヶ月前 冬期間 無料

http://www2.jan.ne.jp/~kenmori/
http://www2.jan.ne.jp/~kenmori/
http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/yugaku/index.htm
http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/yugaku/index.htm
http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/yugaku/index.htm
http://www2.jan.ne.jp/~genryu/
http://www2.jan.ne.jp/~genryu/
http://homepage3.nifty.com/chokainomori-ao/mori.htm
http://homepage3.nifty.com/chokainomori-ao/mori.htm
http://homepage3.nifty.com/chokainomori-ao/mori.htm
http://www.buna21.jp/
http://www3.ic-net.or.jp/~eco-p/
http://www3.ic-net.or.jp/~eco-p/
http://www.siroimori.co.jp/kenkounomori/index.html
http://www.siroimori.co.jp/kenkounomori/index.html


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

福　島

ふくしま県民の森（フォレス
トパークあだたら）

大玉村玉井字長久保68 0243-48-2040
FAX  48-2060

森林整備課
024-521-7429

100回 施設へ直接 可 希望日の１ヶ月
前

ゴールデンウィー
ク、お盆、年末年
始、その他臨時休
館日

プログラムによっ
て料金が変わ
る。無料～500円

自然観察、林業体験、木の
枝クラフト、炭焼き体験、ネイ
チャーゲームなど

http://www.fpadatara.co
m/

福　島

ふれあい村民の森 大玉村玉井字前ヶ岳
194-1

大玉村農政課農政畜産
係
0243-48-3131
FAX　48-3137

県北農林事務所森林林
業部林業課
024-521-7708

安達郡大玉村農政課農
政畜産係
0243-48-3131(内261)

自治体へ 否 4月～11月まで

福　島

蓬田岳森林公園 平田村大字蓬田新田字
蓬田岳

平田村産業課
0247-55-3557
FAX　55-3513

県中農林事務所森林林
業部林業課
024-935-1367

石川郡平田村産業課事
業係
0247-55-3557

自治体へ 否 4月1日～11月30
日

福　島

羽鳥湖高原レジーナの森 天栄村大字羽鳥字高戸
屋39

羽鳥湖高原レジーナの森
0248-85-2525
FAX　85-2526

県中農林事務所森林林
業部林業課
024-935-1367

岩瀬郡天栄村産業振興
課農林振興グループ
0248-82-2117

施設へ直接 可 随時 原則11月～4月の
木曜（応相談）7月
20日～8月20日

http://www.reginaforest.c
om/index.html

福　島

ＮＰＯ遊歩自然倶楽部 福島市飯野町青木字
畑ヶ田21

024-562-3388
FAX　同上

県北農林事務所森林林
業部林業課
024-521-7708

福島市商工観光部観光
課
024-525-3722

施設へ直接 否 申し込み期日未
定

福　島

ばんげ教育の森 河沼郡会津坂下町大字
見明堤帰2115

0242-84-1505
FAX  83-4631

会津農林事務所森林林
業部林業課
0241-24-5734

会津坂下町産業部農林
振興班
0242-84-1505

自治体へ 否 随時
４月～11月

炭焼体験

福　島

大仏山ふれあいの森 喜多方市岩月町宮津字
大仏山地内

0241-24-5234
FAX  25-7073

会津農林事務所森林林
業部林業課
0241-24-5734

喜多方市産業部農林課
農山村振興室
0241-24-5234

随時 自治体へ 否 随時 年末年始 除伐、下刈森林環境学習、
きのこ鑑定等

http://www.city.kitakata.f
ukushima.jp/gyosei/27/10
11/001997.html

福　島

喜多方市林業総合センター 喜多方市上三宮町上三
宮字下2559-1

0241-24-5234
FAX  25-7073

会津農林事務所森林林
業部林業課
0241-24-5734

喜多方市産業部農林課
農山村振興室
0241-24-5234

随時 施設へ直接 否 随時 年末年始 除伐、下刈森林環境学習、
木工クラフト等

http://www.city.kitakata.f
ukushima.jp/gyosei/27/10
11/000988.html

福　島

グリーンパーク都路 田村市都路大字岩井沢
字北向185-1

0247-62-3002
FAX  同上

県中農林事務所森林林
業部林業課
024-935-1367

田村市都路行政局農林
商工課
0247-75-3550

随時 自治体 可 ４月１日～１０月
３１日

福島第一原発事故
の影響により閉鎖
中

森林ボランティア、体験農園
　福島第一原発屋内退避地
区内であり閉鎖中

http://www.city.tamura.lg.
jp/ta_miyakoji/greenpark/
ta_greenpark.jsp

福　島

市民と共生の森 会津若松市一箕町大字
金堀地内　外

0242-39-1254
FAX  39-1440

会津農林事務所森林林
業部林業課
0241-24-5734

会津若松市農政部農林
課林業グループ
0242-39-1254

随時 自治体 否 随時 12月１日～
４月30日

体験学習：林業体験、木工
工作、きのこ植菌体験など
自然観察：野鳥、昆虫、植物
など会津森林管理署との
「遊々の森」協定締結によ
り、国有林の一部についても
利用可能

福　島

遊々の森「大黒さん」 石川郡古殿町大字山上
字犬仏国有林

0247-53-4620
FAX  53-3154

県中農林事務所森林林
業部林業課
024-935-1367

古殿町産業振興課林政
係
0247-53-4620

随時 自治体 否 随時 特になし 林業体験、植生調査、森林
学習、森林での遊び（ネイ
チャーゲーム等）

福　島

中山地区森林公園 喜多方市 0241-24-5234
FAX  25-7073

会津農林事務所森林林
業部林業課
0241-24-5734

喜多方市産業部農林課
農山村振興室
0241-24-5234

随時 指定管理者 可 ４月～１０月 １１月～３月 宿泊の場合
市内に住所を有
する者：1区画
300円
市外に住所を有
する者：1区画
450円

自然観察、木工クラフト教室
等

http://www.city.kitakata.f
ukushima.jp/gyosei/27/10
11/001996.html

福　島

白鳳山公園 会津美里町字舟場 0242-56-3914(役場)
FAX  56-3062

会津農林事務所森林林
業部林業課
0241-24-5734

会津美里町農林課農林
土木係
0242-56-3914

随時 自治体 否 ４月～１１月 １２月～３月 http://www.town.aizumisa
to.fukushima.jp/9,567,69,6
8.html
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都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

福　島

蓋沼森林公園 会津美里町字八木沢字
七窪

0242-54-4793(公園）
0242-56-3914(役場)
FAX  56-3062

会津農林事務所森林林
業部林業課
0241-24-5734

会津美里町農林課農林
土木係
0242-56-3914

随時 施設へ直接 可 ４月～１１月 １２月～３月 蓋沼森林公園管理事務所
0242-54-4793

http://www.town.aizumisa
to.fukushima.jp/9,564,69,6
8.html
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