
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

新　潟

当間高原リゾート
ベルナティオ

十日町市珠川 自然学校事業部
0257-58-2752
FAX  58-4158

南魚沼地域振興局農林
振興部
025-772-8263

十日町市観光交流課リ
ゾート交流係
0257-57-3000

申込みの
都度

施設へ直接 可 ２ヶ月程度前 ゴールデンウィー
ク、夏休み、年末年
始

新　潟

新潟県立こども自然王国 柏崎市高柳町高尾30-
33

0257-41-3355
FAX  41-3515

長岡地域振興局農林振
興部林業振興課地域振
興担当
0258-38-2573

柏崎市高柳町事務所地
域振興課
0257-41-2235

定期応談 施設へ直接 可 １年前より 休館日

新　潟

中ノ沢渓谷森林公園（五頭
県民の森：中ノ沢渓谷森林
公園管理組合）

阿賀町中ノ沢 0254-99-3710
FAX　同上

津川地区振興事務所林
業振興課地域振興担当
0254-92-0958

阿賀町三川支所振興係
0254-99-1021

応談 施設へ直接 可 随時 森林公園は冬季(12
～3月)閉鎖

バンガローあり http://www.town.aga.niiga
ta.jp/kankou/shizen/naka
nosawa/index.html

新　潟

たきがしら湿原ふれあいの
森体験交流施設

阿賀町七名乙 阿賀町上川支所振興係
0254-95-2211
FAX  95-2383

津川地区振興事務所林
業振興課地域振興担当
0254-92-0958

阿賀町上川支所振興係
0254-95-2211

応談 自治体へ 否 随時 たきがしら湿原は冬
季閉鎖

ふれあいの森にバンガロー７
棟あり

新　潟

あすなろ森林公園（現在休
園中）

阿賀町広谷 阿賀町上川支所振興係
0254-95-2211
FAX  95-2383

津川地区振興事務所林
業振興課地域振興担当
0254-92-0958

阿賀町上川支所振興係
0254-95-2211

新　潟

新潟県立浅草山麗エコ・
ミュージアム（現在休園中）

魚沼市大白川 025-798-4141
FAX 796-2767

南魚沼地域振興局農林
振興部
025-772-8263

魚沼市生涯学習課
025-794-6073

応談 施設へ直接 可 随時 11月中旬から5月上
旬（積雪状況等によ
り変動）

http://www6.ocn.ne.jp/~e
-museum/

新　潟

銀山平森林公園 魚沼市下折立 02579-5-2611
FAX　同上

南魚沼地域振興局農林
振興部
025-772-8263

魚沼市観光企画宣伝係
025-792-9754

随時 市町村担当者
へ

可 随時 森林公園は冬季(1
～3月)閉鎖

平成14年4月13日から営業
開始

新　潟

五頭連峰少年自然の家 阿賀野市畑江23 0250-62-0120
FAX　62-1670

教育庁生涯学習推進課
025-280-5616

阿賀野市教育委員会生
涯学習課
0250-62-4141

応談 施設へ直接 可 月曜日～金曜日
の午前8時30分
～午後5時15分
（ただし、祝日・
休日・12月29日
～1月3日までを
除く）

沢登り、登山、野外炊飯、オ
リエンテーリング、ウオークラ
リー、キャンプファイヤー、ナ
イトハイク、テント泊など

http://www.city.agano.niig
ata.jp/sssisetu/s-ie.html
http://gozu.agano.ed.jp/

新　潟

くわどり市民の森 上越市大字西谷内 090-5775-1208 新潟県農林水産部林政
課
025-280-5322

上越市農林水産部農林
水産整備課林業係
025-526-5111

応談 施設へ直接 否 随時 11月15日～4月28
日
月曜日及び祝日の
翌日

http://kuwadorishiminnom
ori.web.fc2.com/

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）

富　山

県民公園頼成の森
森林科学館

砺波市頼成156 0763-37-1540
FAX　37-1450

生活環境文化部
自然保護課自然環境係
076-444-3396

応談 施設へ直接 否 随時 火曜日、祝日祭日
の翌日、年末年始

http://www.bgtym.org/ra
njyounomori/forest/forest
_a.html

富　山

自然博物園ねいの里 富山市婦中町吉住1-1 076-469-5252
FAX 469-5865

生活環境文化部
自然保護課自然環境係
076-444-3396

応談 施設へ直接 否 随時 火曜日、祝日祭日
の翌日、年末年始
等

富　山

富山県２１世紀の森
(指定管理者：NPO法人大
長谷村づくり協議会）

富山市八尾町杉ヶ平 076-458-1352 農林水産部森林政策課
森づくり推進班
076-444-3389

富山市八尾総合行政セン
ター農林商工課
076-454-3117

応談 施設へ直接 可 木曜日、12月～4月 宿泊はキャンプ場又はコ
テージ(５棟)
・炭焼体験、昆虫観察、山
菜・キノコ観察

富　山

三千坊の森 高岡市山川 0766-20-1316
FAX  20-1663

農林水産部森林政策課
森づくり推進班
076-444-3385

高岡市産業振興部
農地林務課
0766-20-1316

応談 市町村担当へ 可 随時 １月～３月 無料 宿泊はキャンプ場（テント持
参）

富　山

とやま・ふくおか家族旅行
村

高岡市福岡町五位字中
野口57-2

0766-65-1177
FAX  65-1426

農林水産部森林政策課
森づくり推進班
076-444-3385

高岡市福岡総合行政セン
ター経済振興課
0766-64-1426

応談 施設へ直接 可 ３日前 月曜日、祝日祭日
の翌日、年末年始

応談 宿泊施設：
ロッジ山ぼうし（和室6室、洋
室1室　定員42名）、ケビン（6
人棟1棟、4人棟2棟）

http://www.yama-
boushi.jp/

富　山

桂湖ビジターセンター
(上平観光開発(株))

南砺市桂 0763-67-3120
FAX  67-3711

生活環境文化部
自然保護課自然公園係
076-444-3398

南砺市産業経済部観光
課観光係
0763-23-2019

応談 施設へ直接 可 ３週間前 11月中旬～４月下
旬

宿泊施設
コテージ３棟（１棟定員８
名）、オートキャンプ場２１サ
イト
4月～10月

http://www2.tst.ne.jp/tak
anbo/

富　山

とやま健康の森
（ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ吉峰､(財)立山
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ）

立山町吉峰野開12 076-483-2828
FAX 483-3255

農林水産部森林政策課
森づくり推進班
076-444-3385

立山町農林課農地林務
係
076-462-9974

夏季
１シーズン

施設へ直接 可
（但し、要予
約）

利用予定の１年
前から予約受付

毎週火曜日定休・
年末年始

ひょうたん絵付け
630円/1個、木工
加工：なべ敷き
320円、タオルハ
ンガー 500円、状
さし 900円、ミニ
イス 1,000円、ク
ロスボックス
1,000円、貯金箱
（乗り物）1,400円

宿泊施設：
よしみねハイツ新館(和室10
室 1室5名･･･定員50名)
コテージ(10棟･･･定員42名､
4月～11月頃)
オートキャンプ場(20ｻｲﾄ･･･
定員100名､4月～11月頃)

http://www.yoshimine.or.j
p

富　山

有峰森林文化村 富山市有峰 076-482-1420
FAX 同上

農林水産部森林政策課
みどり企画係
076-444-3384

応談 施設へ直接 可 随時 11月中旬～5月末
まで

http://www.arimine.net/

富　山

割山森林公園　天湖森 富山市割山９－１ 076-485-2777
FAX 485-2888

農林水産部森林政策課
森づくり推進班
076-444-3385

富山市細入総合行政セン
ター産業建設課
076-485-9002

応談 施設へ直接 可 応談 応談 http://tenkomori.info/

富　山

立山自然ふれあい館 富山県中新川郡立山町
四谷尾177

076-462-8555
FAX 462-8556

農林水産部森林政策課
森づくり推進班
076-444-3385

立山町農林課農地林務
係
076-462-9974

１回 施設へ直接 否 (1)4/29～5/6
(2)5/4

(1)しいたけ原木
菌打ち体験600
円～（しいたけ原
木1本お土産付）
(2)たけのこ堀り
体験1,000円（た
けのこ2本お土産
付）

http://www.konchu.jp

富　山

国立立山青少年自然の家 富山県中新川郡立山町
芦峅寺字前谷１

076-481-1321
FAX 481-1430

農林水産部農林政策課
森づくり推進班
076-444-3385

立山町農林課農地林務
係
076-462-9974

ほぼ毎日
可

施設へ直接 可 応談 年末年始、その他
施設の整備を行う
日として別に定める
日

ホームページを
参照下さい

●宿泊定員：本館300名、常
設テント240名（30張）※５月
中旬～１０月中旬、
移動テント180名（45張）
●活動用具、炊飯用具、移
動テント、シュラフ等の貸出
可
●指導員を希望される場合
は要相談

http://tateyama.niye.go.jp
/
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http://www.yoshimine.or.jp/
http://www.yoshimine.or.jp/
http://www.arimine.net/
http://tenkomori.info/
http://www.konchu.jp/
http://tateyama.niye.go.jp/
http://tateyama.niye.go.jp/
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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）

石　川

石川県森林公園 津幡町字鳥越ハ2-2 076-288-1214
FAX 288-1215

観光交流局交流政策課
企画管理グループ
076-225-1126
FAX 225-1129

応談 施設へ直接 可 １～２月前まで 12月29日～1月3日 内容による（応
談）

http://www.justmystage.c
om/home/fpishikawa/

石　川

石川県県民の森 加賀市山中温泉杉水町 0761-78-3883
FAX  同上

観光交流局交流政策課
企画管理グループ
076-225-1126
FAX 225-1129

応談 施設へ直接 可 １～２月前まで キャンプ場は11月1
日～4月28日

内容による（応
談）

http://www.pref.ishikawa.j
p/sizen/satoyama/osusu
me/05kenminnomori/inde
x.html

石　川

石川県健康の森 輪島市三井町中長谷１
２

0768-26-1413
FAX  26-1513

観光交流局交流政策課
企画管理グループ
076-225-1126
FAX 225-1129

応談 施設へ直接 可 １～２月前まで 年末年始
（キャンプ場は11月
1日～3月31日）

内容による（応
談）

http://noto-kenkou-no-
mori.cocolog-
nifty.com/blog/cat352921
25/index.html

石　川

医王の里オートキャンプ場 金沢市大菱池町ニ　　34 キャンプ場
076-229-1312
FAX 229-1382
金沢市森林組合
076-229-1131

県央農林総合事務所森
林部
076-204-2103

応談 施設へ直接 可 毎年３月頃から 11月中旬～4月中
旬

内容による（応
談）

http://www.iouzen.com/in
dex.html

石　川

キゴ山ふれあいの里 金沢市小豆沢町ヲ4 076-229-0583
FAX 229-3489

県央農林総合事務所森
林部
076-204-2103

金沢市教育委員会生涯
学習課
076-220-2441
金沢市教育委員会青少
年課
076-220-2536

応談 施設へ直接 可 １年前から 毎週月曜日及び12
月29日～1月3日

内容による（応
談）

http://www4.city.kanazaw
a.lg.jp/39026/sisetsu/fure
ai/fureai.html

石　川

石川県林業試験場
樹木公園

白山市三宮町ホ1 076-272-0673
FAX 272-0812

石川県林業試験場
076-272-0673
FAX 272-0812

応談 施設へ直接 否 １～２月前まで 展示館は11月～3
月

内容による（応
談）

http://www.pref.ishikawa.l
g.jp/ringyo/about/park.ht
ml

石　川

娚杉少年の森 金沢市娚杉町ロ２番地３ 管理事務所
076-229-1627
金沢市生涯学習課
076-220-2441
FAX 220-2488

県央農林総合事務所森
林部
076-204-2103

金沢市教育委員会生涯
学習課
076-220-2441
金沢市農林部森林再生
課
076-220-2217

応談 市担当へ 可 12月1日～3月31日 無料 金沢市内の子供のみ
原則、金沢市在住の１５名以
上の下記の団体
・児童、生徒及び指導者
・各種青少年団体及び指導
者
・その他教育委員会が適当
と認めた団体

http://www4.city.kanazaw
a.lg.jp/39026/sisetsu/syo
nen/syonen.jsp

石　川

夕日寺健民自然園 金沢市夕日寺町、東長
江町

076-251-7554
FAX 251-7554

環境部自然環境課自然
公園・鳥獣グループ
076-225-1477

応談 施設へ直接 否 利用日の3ヶ月
前～

園内施設は毎週火
曜日及び年末年始

無料 園は年中終日開放、園内施
設（ふれあいセンター、里山
ふるさと館、体験工房）は火
曜日及び12月29日～1月3日
休館しております。

http://www.pref.ishikawa.l
g.jp/sizen/siz2.html
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福　井

もりの学び舎 越前町笈松44-3 悠久ロマンの杜管理セン
ター
0778-36-2050

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

越前町農林水産課
0778-34-1234
0778-34-8704（直通）

施設へ直接 否 随時 火曜日（夏休み期
間は除く）、12月～3
月

近くに宿泊施設あり
（悠久ロマンの杜）

福　井

リズムの森 福井市西中町20-23 0776-96-4411 県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

福井市林業水産課
0776-20-5430

１～２回 施設へ直接 可 随時 火曜日（7月21日～
8月31日は除く）11
月1日～4月19日

各施設毎にホー
ムページに掲載

http://www.city.fukui.lg.jp
/d145/m-
sangyo/sisetu3.html

福　井

越前市八ツ杉森林学習セ
ンター

越前市別印町19-1-1 0778-42-3800
FAX  42-3801
12/1～3/31は0778-42-
2700

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

越前市農林整備課
0778-22-3008

施設へ直接 可 ６ヶ月前～１週間 火曜日、第3日曜日
（7～8月は除く）
１２月～３月（冬期
閉館）

宿泊施設利用は５月～１０月 http://www.yatsusugi.jp/

福　井

ＳＳＴランド 福井市笹谷町115 0776-98-2752 県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

福井市林業水産課
0776-20-5430

施設へ直接 可 随時 火曜日及び12月1
日～3月31日

各施設毎にホー
ムページに掲載

http://www.lapause.jp/sst
/

福　井

敦賀市立少年自然の家
（野坂いこいの森）

敦賀市野坂80-15 0770-24-0052
FAX  同上

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

敦賀市林務水産課振興
係
0770-22-8132

定めない 施設へ直接 可 １０日前 月曜日、年末年始 http://www.city.tsuruga.lg
.jp/sypher/www/service/
detail.jsp?id=5137

福　井

きのこの森 おおい町鹿野42-27 0770-78-1713
FAX  78-1715

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

おおい町産業振興課
0770-77-1111

５回 施設へ直接 否 １ヶ月前まで 月曜日 http://www.wakasa-
ohi.co.jp/kinoko_01.htm

福　井

八ヶ峰家族旅行村 おおい町名田庄染ヶ谷 0770-67-2844
FAX  67-3434

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

おおい町産業振興課
0770-77-1111

１０回 施設へ直接 可 12月～3月

福　井

福井県自然保護センター 大野市南六呂師169-
11-2

0779-67-1655
FAX  67-1656

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

施設へ直接 否 ７ヶ月 月曜日（祝日を除
く）祝日の翌日　年
末年始

福　井

森と暮らすどんぐり倶楽部 三方郡美浜町新庄182-
1-1

0770-32-3330
FAX  32-3330

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

美浜町農林水産課
0770-32-6706

300回 施設へ直接 可 １週間前 水曜日（夏休みを除
く・団体除く）

宿泊はキャンプのみ http://www1.kl.mmnet-
ai.ne.jp/~donguri-club/

福　井

頭巾山青少年旅行村 おおい町名田庄納田終
109-6-1

村営ホテル「流星館」
0770-67-3000
FAX  67-3399

県産材活用課緑化・技術
指導グループ
0776-20-0698

おおい町産業振興課
0770-77-1111

要相談 施設へ直接 可 毎週水曜日定休日 ・植林等の森づくり活動
・森林の役割等に関する学
習
・動植物等の自然観察

http://www.town.ohi.fukui.
jp/sypher/www/section/
detail.jsp?id=26

福　井

福井市少年自然の家 福井市脇三ヶ町66-2-
10

0776-41-3660
FAX  41-3661

福井市教育委員会青少
年課
0776-20-5418

３回 施設へ直接 可 年中 月曜日、第３日曜
日、祝日(年末年始
を含む)

宿泊料金は別紙

その他体験等は
実費

間伐体験、薪割り、丸太伐
り、ネイチャークラフト、ザ・
ダークネス、昆虫トラップ、ト
ランシーバーバグゲット

http://www.city.fukui.lg.jp
/d620/camp/

福　井

福井市国見岳森林公園 福井県福井市国見元町 電話0776-83-0509 福井市　林業水産課　連
絡先（0776）20－5430

施設へ直接 可 １ヶ月前まで 植林・下刈り作業等の森林
づくり活動・動植物などの自
然観察
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