
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

茨　城

茨城県植物園
茨城県民の森

那珂市戸4589 茨城県植物園管理事務
所
029-295-2150
FAX 295-2149

農林水産部林政課指導
グループ
029-301-4026

５回 施設へ直接 否 １ヶ月前より 月曜日(月曜日が休
日の場合はその翌
日)、12月29日～1
月3日

下刈作業等森づくり活動
動植物などの自然観察
自然素材を使った物作り教
室

http://www.ibaraki-
shokubutuen.jp/

茨　城

茨城県奥久慈憩いの森 大子町大字高柴4164-3 奥久慈憩いの森管理事
務所
0295-76-0002
FAX　76-0015

農林水産部林政課指導
グループ
029-301-4026

３回 施設へ直接 可 １ヶ月前より 月曜日(月曜日が休
日の場合はその翌
日)、12月29日～1
月3日

同上 http://www5.ocn.ne.jp/~ik
oimori/

茨　城

茨城県水郷県民の森 潮来市島須3072-83 水郷県民の森管理事務
所
0299-64-6420
FAX　64-2085

農林水産部林政課指導
グループ
029-301-4026

５回 施設へ直接 否 １ヶ月前より 12月29日～1月3日 下刈り作業等の森づくり活動
動植物などの自然観察
木工・ドラム缶を使った炭焼
きなどのものづくり体験

http://www.ibaraki-
suigou.jp/

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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栃　木

佐野市こどもの国 佐野市堀米町579 こどもの国
0283-21-1515
FAX  21-1521

栃木県県南環境森林事
務所環境企画課
0283-23-1441

佐野市（こどもの国）
0283-21-1515

要相談 施設へ直接 否 要相談 要相談 http://www.kodomonokun
i.jp/

栃　木

栃木県県民の森 矢板市長井2927 0287-43-0479
FAX  44-1510

栃木県県民の森管理事
務所
TEL　同左

応談 施設へ直接 可(7月15日
～8月31日
キャンプ場)

要相談 年末年始(12月29日
～1月3日)

無料 林業体験・自然観察プログラ
ム

http://www.pref.tochigi.lg.
jp/d58/kenmori/shoukai.h
tml

栃　木

那珂川県立自然公園
長峰ビジターセンター

那須烏山市小原沢
1020-4

0287-82-0151
長峰ビジターセンター

栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

那須烏山市商工観光課
0287-83-1115

要相談 市町村担当へ 否 要相談 要相談 無料

栃　木

八溝県民休養公園（四季
の森）

那須烏山市上川井1299 栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

要相談 県事務所担当
へ

否 要相談 要相談

栃　木

那珂川町緑の交流空間施
設

那珂川町大那地561-2 0287-92-1113
FAX  92-3081
那珂川町農林振興課

栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

那珂川町農林振興課
0287-92-1113

要相談 市町村担当へ 可 １０日前まで

栃　木

那珂川町ふるさとの森公園
那珂川町ふるさと館

那珂川町小川3796 0298-96-4580
那珂川町ふるさと館

栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

那珂川町産業建設課
0287-96-2116

要相談 市町村担当へ 否 要相談 要相談

栃　木

キャンプランドなまずっこ 那珂川町大山田下郷
686

0287-93-0932
FAX  同上

栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

那珂川町農林振興課
0287-92-1113

要相談 施設へ直接 可 要相談 要相談 有料（無料のも
のもあり）

栃　木

那須烏山市自然休養村 那須烏山市藤田1990 0287-88-2531
那須烏山市自然休養村
管理センター

栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

那須烏山市商工観光課
0287-83-1115

要相談 施設へ直接 可 要相談 要相談 東日本大震災による大規模
な土砂崩れにより、立入禁
止になっているため、当面受
け入れは不可能。

栃　木

宇都宮市冒険活動センター 宇都宮市篠井町1885-1 028-669-2441
FAX 669-2240

栃木県県東環境森林事
務所環境企画課
0285-81-9001

宇都宮市教育委員会ス
ポーツ振興課
028-632－2753

要相談 施設へ直接 可 要相談 月曜休館
学校受け入れの日

有料 http://www.city.utsunomi
ya.tochigi.jp/sports/bouke
n/index.html

栃　木

星ふる学校「くまの木」 塩谷郡塩谷町大字熊ノ
木802

0287-45-0061
FAX　45-1666

栃木県矢板森林管理事
務所管理課
0287-43-0427

塩谷町産業振興課
0287-45-2211

４～５回 施設へ直接 可 実施日の１ヶ月
前まで

特になし 有料 http://kumanoki.or.jp/

栃　木

生きがいの森 鹿沼市栃窪1255．1260 栃木県県西環境森林事
務所環境企画課
0288-21-1178

栃木県県西環境森林事
務所環境企画課
0288-21-1178

要相談 自治体へ 否 要相談 要相談 ネイチャーゲーム、自然観察
等の森林教室　林業体験活
動　　隣接地に宿泊施設あり

栃　木

田舎ランド鴫内 那須塩原市鴫内725 0287-38-7006
FAX　38-7050

栃木県県北環境森林事
務所環境企画課
0287-23-6363

那須塩原市教育委員会
生涯学習課生涯学習係
0287-37-5364

要相談 施設へ直接 可 要相談 12月28日～1月4日 材料費が必要と
なる場合あり

http://www2.city.nasushi
obara.lg.jp/inakaland/

栃　木

鹿沼市自然体験交流セン
ター

鹿沼市板荷6130 0289-64-8760
FAX　64-8892

栃木県県西環境森林事
務所環境企画課
0288-21-1178

鹿沼市教育委員会
自然体験交流センター
0289-64-8760

施設へ直接 可 要相談 要相談 宿泊料(1泊　食
事無)：大人3,200
円　中学生以下
1,600円
その他利用施設
により別使用料
要

http://www.city.kanuma.t
ochigi.jp/12,0,137.html
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群　馬

赤城ふれあいの森（あかぎ
木の家）

富士見村大字赤城山 027-287-8806 緑化推進課
027-226-3277

６回 施設へ直接 可(7月～8月
のみ)

要予約 年末年始 http://www.gunmori.or.jp/
park/

群　馬

サンデンフォレスト 前橋市粕川町中之沢7 027-230-6500 緑化推進課
027-226-3272

随時受け
入れ

施設へ直接 不可 要予約 年末年始他（お問
い合わせください）

http://www.sandenforest.
com/

http://www.gunmori.or.jp/park/
http://www.gunmori.or.jp/park/
http://www.sandenforest.com/
http://www.sandenforest.com/
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埼　玉

埼玉県立小川げんきプラザ 小川町大字木呂子561 0493-72-2220
FAX  71-1043

埼玉県生涯学習文化財
課（社会教育担当）
048-830-6917

応談 施設へ直接 可 要相談 毎週月曜日及び年
末年始

http://ogawagenki.com/

埼　玉

埼玉県立名栗げんきプラザ 飯能市上名栗1289-2 042-979-1011
FAX 979-1013

埼玉県生涯学習文化財
課（社会教育担当）
048-830-6917

応談 施設へ直接 可 要相談 毎週月曜日※H24
年8月からH25年3
月までは改修工事
のため受入不可

http://www.naguri-
genki.com/

埼　玉

埼玉県県民の森 横瀬町大字芦ヶ久保字
丸山北平896

0494-23-8340 埼玉県秩父農林振興ｾﾝ
ﾀｰ林業部
0494-25-1312

応談 施設へ直接 否 要相談 12月～2月 http://www.chichibu.ne.jp
/~ssinrinp/kenmori-2.html

埼　玉

彩の国ふれあいの森 秩父市中津川447 0494-56-0026
FAX  56-0028

埼玉県秩父農林振興ｾﾝ
ﾀｰ林業部
0494-25-1312

応談 施設へ直接 可 要相談 年末年始
（宿泊は12～3月）

http://www.chichibu.ne.jp
/~furemori/

埼　玉

埼玉県みどりの村 小鹿野町飯田853 0494-75-3441 埼玉県秩父農林振興ｾﾝ
ﾀｰ林業部
0494-25-1312

応談 施設へ直接 可 要相談
（宿泊は6ヶ月前
から）

年末年始
（宿泊は12～3月）

http://www.chichibu.ne.jp
/~takahasi/index.htm

埼　玉

埼玉県立大滝げんきプラザ 秩父市大滝5944-2 0494-55-0014
FAX  55-0063

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ
0494-55-0014

応談 施設へ直接 可 要相談
（宿泊は3ヶ月前
の1日から）

休所日：毎週月曜
日および年末年始

http://www.genki.spec.ed.
jp/ootaki/

埼　玉

冬桜の宿　神泉 児玉郡神川町大字矢納
1431-1

0274-52-2100
FAX  52-6881

埼玉県農林部森づくり課
木材利用推進担当
048-830-4318

神川町神泉総合支所産
業観光課
0274-52-3271

応談 施設へ直接 可 要相談 要相談 http://www.town.kamikaw
a.saitama.jp/fuyuzakura/i
ndex.html

埼　玉

吉田元気村 秩父市上吉田4942-1 0494-78-1000
FAX  78-1006

埼玉県秩父農林振興ｾﾝ
ﾀｰ林業部
0494-25-1312

秩父市
0494-78-1000

応談 施設へ直接 可 要相談 7月20日～8月31日
以外の毎週火曜日 http://www.ryuseinomach

i.co.jp/camp/genkimura.ht
m
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http://www.naguri-genki.com/
http://www.chichibu.ne.jp/~ssinrinp/kenmori-2.html
http://www.chichibu.ne.jp/~ssinrinp/kenmori-2.html
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.chichibu.ne.jp/~takahasi/index.htm
http://www.chichibu.ne.jp/~takahasi/index.htm
http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/fuyuzakura/index.html
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/fuyuzakura/index.html
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/fuyuzakura/index.html
http://www.ryuseinomachi.co.jp/camp/genkimura.htm
http://www.ryuseinomachi.co.jp/camp/genkimura.htm
http://www.ryuseinomachi.co.jp/camp/genkimura.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）

千　葉

県立船橋県民の森 船橋市大神保町586-2 047-457-4094
FAX 047-457-3445

農林水産部森林課森林
づくり推進室
043-223-3630

随時 施設へ直接 否 特になし
(年中無休)

http://www.funabashi-
mori.jp/

千　葉

県立館山野鳥の森 館山市大神宮553 0470-28-0166
FAX  28-0187

農林水産部森林課森林
づくり推進室
043-223-3630

随時 施設へ直接 否 特になし
(年中無休)

http://www.chiba-
forest.jp/yachou/

千　葉

県立大多喜県民の森 大多喜町大多喜486-21 0470-82-3110
FAX  82-3117

農林水産部森林課森林
づくり推進室
043-223-3630

随時 施設へ直接 可 宿泊は３ヶ月前
から利用日の１
週間前まで

年末年始 http://www8.ocn.ne.jp/~o.
kenmin/

千　葉

県立清和県民の森 君津市豊英660 0439-38-2222
FAX  38-2229

農林水産部森林課森林
づくり推進室
043-223-3630

随時 施設へ直接 可 宿泊は６ヶ月前
の月の１日の午
前９時から

特になし
(年中無休)

http://www.chiba-
forest.jp/seiwa/

千　葉

県立内浦山県民の森 鴨川市内浦3228 04-7095-2821
FAX  95-2822

農林水産部森林課森林
づくり推進室
043-223-3630

随時 施設へ直接 可 宿泊は６ヶ月前
の月の１日の午
前９時から

特になし
(年中無休)

http://www.chiba-
forest.jp/uchiurayama/

千　葉

県立東庄県民の森 東庄町小南639 0478-87-0393
FAX  87-0818

農林水産部森林課森林
づくり推進室
043-223-3630

随時 施設へ直接 否 特になし
(年中無休)

http://tonosho-mori.jp/

http://www.funabashi-mori.jp/
http://www.funabashi-mori.jp/
http://www.chiba-forest.jp/yachou/
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東　京

檜原都民の森 西多摩郡檜原村7146 042-598-6006
FAX 598-6703

自然環境部緑環境課
03-5388-3551

随時 施設へ直接 否 要相談 年末年始、休業日
(月)ただし、ゴール
デンウイーク、夏休
み(7/20～8/31)、秋
季（10､11月）は無
休

http://www.hinohara-
mori.jp/

東　京

奥多摩体験の森 西多摩郡奥多摩町境
654

0428-83-3631
FAX  83-3633

自然環境部緑環境課
03-5388-3551

随時 施設へ直接 可 要相談 年末年始、休業日
(月)ただし、ゴール
デンウイーク、夏休
み(7/20～8/31)、秋
季（10､11月）は無
休

http://www.tomin-no-
mori.jp/

東　京

森づくりフォーラム 文京区本郷3-2-3斉藤
ビル3階

03-3868-9535
FAX3868-9536

自然環境部緑環境課
03-5388-3555

随時 団体へ直接 要相談 要相談 年末年始、休業日 http://www.moridukuri.jp/

http://www.hinohara-mori.jp/
http://www.hinohara-mori.jp/
http://www.tomin-no-mori.jp/
http://www.tomin-no-mori.jp/
http://www.moridukuri.jp/


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）

神奈川

県立２１世紀の森
指定管理者：（株）足柄グ
リーンサービス

南足柄市内山2870-5 管理事務所
0465-72-0404
FAX  72-2882

環境農政局水・緑部森林
再生課林業振興グループ
045-210-1111（内4344）

随時 施設へ直接 否 随時（早めに） 月曜日、年末年始
(12/28～1/4)
４月５月７月８月は
休館日なし

<入園料利用料>
無料
<木工体験>木工
ｷｯﾄ代100円～
<イベント>イベン
ト代別途

４月･５月･７月･８月は全日受
入可

団体の木工体験は要予約

http://www.k-
mask.jp/21/

神奈川

県立札掛森の家
指定管理者：企業組合 丹
沢ホーム

清川村煤ヶ谷5172-1 0463-75-4896
FAX  75-4897

神奈川県自然環境保全
センター管理課
046-248-0323

応談 施設へ直接
（電話のみ）

可 １ヶ月前まで 応談 <宿泊(1人1泊)>
小中学生510円
その他1,010円
<日帰り(1人1
回)>
小中学生250円
その他510円
 ※変更の可能
性あり

○食事は材料の持ち込みに
よる自炊
○自然体験・ものづくり体験
も対応可能

http://www.fudakake-
morinoie.jp

神奈川

足柄森林公園丸太の森 南足柄市広町1544 管理事務所
0465-74-4510

神奈川県県西地域県政
総合センター
0465-83-5111

南足柄市市民部市民活
動課スポーツ班
0465-73-8451（直通）

随時 施設へ直接 可　7/15～
9/30のみ

随時 応談 <入園料>
１人につき
大　人　400円
中学生　400円
小学生　300円
幼稚園児100円

<宿泊>
バンガローA
1日1棟10,000円
バンガローB
1日1棟15,000円
20人以上団体割
引有り
※詳細はHP参
照

宿泊は３月から先着順で受
付

http://k-mask.jp/maruta/

神奈川

小田原いこいの森 小田原市久野4294-1 0465-24-3785
FAX  24-3785

神奈川県県西地域県政
総合センター
0465-83-5111

小田原市農政課
0465-33-1491
小田原市森林組合
0465-35-2706

応談 自治体へ 可 随時 月、祝日の翌日、年
末年始

林間キャンプ場
5人用テント1,500
円・10人用テント
2,600円

宿泊は７月中旬～８月末日
毛布・シャワー有（有料）
木工芸体験室や林間運動広
場あり
※詳細はお問い合せくださ
い。

http://www.city.odawara.
kanagawa.jp/public-
i/e_f/wood/ikoinomori.ht
ml

http://www.k-mask.jp/21/
http://www.k-mask.jp/21/
http://www.fudakake-morinoie.jp/
http://www.fudakake-morinoie.jp/
http://k-mask.jp/maruta/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/e_f/wood/ikoinomori.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/e_f/wood/ikoinomori.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/e_f/wood/ikoinomori.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/e_f/wood/ikoinomori.html

