
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

山　梨

マウントピア黒平 甲府市黒平町623-1 055-287-2201 森林整備課森林計画担
当
055-223-1646

甲府市南北地域振興課
055-237-1173

要相談 施設へ直接 可 要相談 年末年始 http://www.city.kofu.yamanashi
.jp/contents/content/category
/38/321/237/

山　梨
北杜市オオムラサキセン
ター

北杜市長坂町富岡2812 0551-32-6648
FAX　20-4380

森林整備課森林計画担
当
055-223-1646

北杜市環境課 要相談 施設へ直接 否 要相談 要相談 http://oomurasaki.net/

山　梨

山梨県森林総合研究所
シミック八ヶ岳薬用植物園

北杜市小淵沢町上笹尾
3332-3

0551-36-4200
FAX　36-2502

山梨県森林総合研究所
0556-22-8001

要相談 施設へ直接 否 要相談 ５～１０月：月曜日
(月曜日が休日の場
合はその翌日）、１
１～４月：土日祝祭
日、年末年始

http://www.geocities.jp/yatsug
atake_garden/

山　梨

都留宝の山ふれあいの里
ネイチャーセンター

都留市大幡5108 0554-45-6222
FAX　45-5866

森林整備課森林計画担
当
055-223-1646

都留市産業観光課
0554-43-1111

要相談 施設へ直接 グリーンロッ
ジ5～10月
コテージ4～
11月

２週間前まで 月曜日、祝祭日の
翌日、12/28～1/4

学芸員常駐、グリーンロッ
ジ､コテージ隣接

http://www.city.tsuru.yamanas
hi.jp/forms/info/info.aspx?info_i
d=10422

山　梨

山梨県立八ヶ岳少年自然
の家

北杜市高根町清里3545 事業課
0551-48-2306
FAX　48-2307

教育庁社会教育課
055-223-1770
055-223-1771

要相談 施設へ直接 可 要相談 月曜日(月曜日が休
日の場合はその翌
日)、休日の翌日、
年末年始、但し5月
7日～8月27日は無
休　　　　　　臨時休
所日(12月11日・1月
16日)

http://www12.plala.or.jp/yatsug
atake/

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）

山　梨

山梨県立なかとみ青少年
自然の里

身延町平須306 0556-42-3181
FAX　42-3182

教育庁社会教育課
055-223-1770
055-223-1770

要相談 施設へ直接 可
テントサイト
は7～8月

１年前から1ヶ月
前まで

月曜日、祝祭日の
翌日、12月27日～1
月5日

http://www14.plala.or.jp/n-
sato/

山　梨

山梨県立ゆずりはら青少
年自然の里

上野原市棡原13880 0554-67-2333
FAX　67-2322

教育庁社会教育課
055-223-1770
055-223-1771

要相談 施設へ直接 可
テントサイト
は7～8月

県内:1年前
県外:9ヶ月前か
ら

月曜日、祝祭日の
翌日、12/27～1/5

一部材料費あり http://yamanashikenshizennos
ato.web.fc2.com/

山　梨

河口湖フィールドセンター 富士河口湖町船津6603 0555-72-4331
FAX　72-4341

森林整備課森林計画担
当
055-223-1646

富士河口湖町農林課
0555-72-1115

要相談 施設へ直接 否 随時 9月～5月の月曜
日、年末年始

一部材料費あり http://www.mfi.or.jp/sizen/

山　梨

山梨県立県民の森
森林科学館

南アルプス市上市之瀬
1760

055-283-5718
FAX 283-6313

県有林課森林利用担当
055-223-1656

要相談 施設へ直接 否 １ヶ月前まで 月曜日(月曜日が休
日の場合はその翌
日)、但し4月30日～
5月5日は無休12月
29日～1月3日

一部材料費あり http://blog.goo.ne.jp/kushigata
mori/

山　梨

山梨県立武田の杜 甲府市羽黒町片山1748 055-251-8551
FAX 同上

県有林課森林利用担当
055-223-1656

要相談 施設へ直接 テント、ログ
キャビン５～
10月

要相談 月曜日(月曜日が休
日の場合はその翌
日）、年末年始　※
但し4月30日～5月5
日は開館

一部材料費あり テントサイト１２箇所、ログ
キャビン１０人用１棟、５人用
２棟、バーベキュー施設有り

http://www.takedanomori.jp/

山　梨

山梨県森林公園金川の森 笛吹市一宮町国分
1162-1

0553-47-2805
FAX　同上

県有林課森林利用担当
055-223-1656

要相談 施設へ直接 否 １ヶ月前まで 年中無休 一部材料費あり バーベキュー施設有り http://www.morimori-
yamanashi.jp/index.html

山　梨

山梨県森林総合研究所附
属　森の教室

南巨摩郡富士川町最勝
寺2290-1

管理事務所
0556-22-8111
FAX　22-8074

山梨県森林総合研究所
0556-22-8001

要相談 施設へ直接 否 要相談 月曜日、祝祭日の
翌日、年末年始、(７
月から８月は無休)

http://www.pref.yamanashi.jp/s
hinsouken/

山　梨

財団法人　みずがき山ふる
さと振興財団

北杜市須玉町比志6438 0551-20-6500
FAX  20-6515

森林整備課森林計画担
当
055-223-1646

５回 施設へ直接 可 7月20日～8月20日 http://www.masutominoyu.com

山　梨

甲斐の国　大和自然学校 甲州市大和町田野116 0553-48-2779
FAX　48-2861

森林整備課森林計画担
当
055-223-1646

甲州市大和地域総合局
地域振興課農林業担当
0553-48-2111

要望があ
れば何回
でも

施設へ直接 可 プログラム実施
時期による

特になし 自然体験、林業体験 http://www.fitz-sc.com/yns/

山　梨

東部森林公園キャンプ場
[ほうれん坊]

北都留郡小菅村2402-2 0428-87-0435
FAX　同上

森林整備課森林計画担
当
055-223-1646

小菅村源流振興課 要相談 施設へ直接 可 2週間前まで 特になし 材料費等必要有 自然観察、林業体験、ウッド
デッキづくりなど

http://www.horenbo.com/

山　梨

増穂ふるさと自然塾 富士川町平林3337-11 0556-20-1080
FAX　20-1088

富士川町商工観光課
0556-22-7202

可能な限り 施設へ直接 可 ６ヶ月前の営業
日初日から

火曜日及び年末年
始(火曜日が祝祭日
の時はその翌日。
ただし、７～９月は
毎日営業）
※冬期閉鎖の場合
あり（１２月～３月）

自然観察（植物・鳥・小動物
「ムササビ・モリアオガエル
etc」）・森づくり体験・農業体
験・山野草料理教室・野外生
活体験キャンプ・標本作製講
座・山野草観察トレッキング

http://www.town.fujikawa.yama
nashi.jp/

山　梨

山梨県環境科学研究所 山梨県富士吉田市上吉
田字剣丸尾5597-1

0555-72-6203
FAX  72-6204

山梨県環境科学研究所
0555-72-6211

ほぼ毎日 施設へ直接 否 利用半年前の１
日から

年末年始、館内点
検日

無料 環境学習、自然観察、環境
関係図書が充実
・地球環境学習（映像）
・環境工作
・ネイチャーゲーム
・環境VTR･DVD上映
・出張講義　他
　＜時間は要相談＞

http://www.yies.pref.yamanashi
.jp/

山　梨

穂坂自然公園ふれあいセ
ンター（韮崎市）

山梨県韮崎市穂坂町三
ツ沢3507番地1

電話：0551-37-4362 山梨県韮崎市農林課農
林振興担当連絡先
（0551）22－1111

施設へ直接 否 月曜日 100円～300円程
度

林業体験・木工教室・フィー
ルドワーク
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長　野

戸隠森林植物園森林学習
館

長野市戸隠3510-35 026-254-2200
FAX 同上

長野地方事務所林務課
026-233-9522

長野市戸隠支所産業振
興担当
026-254-2326

３回 施設へ直接 否 １ヶ月前 休館日（要連絡） http://www.pref.nagano.jp
/xtihou/nagano/rinmu/rin
mu-
ka/manabiya/index.htm

長　野

長野県林業総合センター
（体験学習の森）

塩尻市片丘5739 指導部
0263-52-0600
FAX  51-1311

林務部信州の木振興課
026-235-7267

 施設へ直接 否 月曜日、年末年始 http://www.pref.nagano.lg
.jp/xrinmu/ringyosen/inde
x.htm

長　野

塩嶺御野立公園
（岡谷市）

岡谷市西山 岡谷市土木課公園担当
0266-23-4811
FAX  23-6448

諏訪地方事務所林務課
林務係
0266-53-6000

岡谷市土木課公園担当 １回 県担当へ 否 火曜日、日曜祝祭
日の翌日

長　野

蓼の海公園
（諏訪市）

諏訪市大字上諏訪字角
間沢西12968

諏訪市都市計画課公園
管理係
0266-52-4141
FAX  57-0660

諏訪地方事務所林務課
普及林産係
0266-53-6000

諏訪市都市計画課公園
管理係
0266-52-4141
FAX  57-0660

随時 施設へ直接 宿泊可（備考
参照）

積雪期 宿泊については制限あり。
要問合せ
0266-52-4141

http://www.city.suwa.lg.jp
/www/info/detail.jsp?id=5
87

長　野

のぞきど森林公園
（大桑村）

大桑村野尻2283 0264-55-3488
FAX  55-3500

木曽地方事務所林務課
0264-24-2211

大桑村役場経済課林務
係
0264-55-3080

３回 市町村担当へ 可 随時 4月26日～5月11日
7月14日～9月28日

長　野

長峰山森林体験交流セン
ター「天平の森」

安曇野市明科光2573-
35

0263-62-6235(施設)
FAX  62-6236

松本地方事務所林務課
0263-47-7800

安曇野市耕地林務課林
務係
0263‐77‐3111

４回～５回 市町村担当へ 可 随時 要相談 要相談 指定管理者
穂高カントリー株式会社

長　野

なべくら高原森の家
（一般社団法人 信州いい
やま観光局）

飯山市なべくら高原柄
山

0269-69-2888
FAX  69-2288

北信地方事務所林務課
0269-23-0216

飯山市商工観光課観光
係
0269-62-3111

施設へ直接 可

長　野

木島平やまびこの丘公園
(木島平観光(株))

木島平村池の平 0269-82-4664
FAX  82-4669

北信地方事務所林務課
0269-23-0216

木島平村産業振興課農
林係
0269-82-3111

施設へ直接 可 11月～4月 http://www.kijimadaira.jp/
modules/category/index.p
hp/public_html/kan_info/y
amabiko.html

長　野

生坂村高津屋森林公園 生坂村東広津19829 0263-69-3900
FAX　同上

松本地方事務所林務課
0263-47-7800

生坂村振興課
0263-69-3112

２回 施設へ直接 可 11月16日～3月31
日（8月除く）
火曜

長　野

奥裾花自然園 長野市鬼無里奥裾花 長野市鬼無里支所産業
振興担当
026-256-2211
FAX 256-2237

長野地方事務所林務課
026-233-5151

長野市鬼無里支所産業
振興担当026-256-2211

３回 市町村担当へ 可 随時 冬～春期

長　野

まだらお高原　山の家
（斑尾高原観光協会）

飯山市大字飯山
11492-70

0269-64-3222
FAX  64-3959

北信地方事務所林務課
0269-23-0216

飯山市農林課耕地林務
係
0269-62-3111

１２回 施設へ直接 否 随時 森林整備、自然観察、トレッ
キング

http://www.madarao.co.jp
/

長　野

根羽村振興課 下伊那郡根羽村1762 0265-49-2111
FAX  49-2277

下伊那地方事務所林務
課
0265-53-0425

根羽村振興課
0265-49-2111

約10回 自治体へ 可 村として個別事
業として随時受
け入れ予定

その都度確認 講師料、材料費
等必要な場合あ
り

　間伐、枝打ち、巣箱づくり、
すのこ作り、丸太の鉛筆立て
作り，木のペンダント作り、木
の表札作り、コースター作
り、リース作り、木の枝の透
かし織り、魚つかみ、かまくら
作り、スノーシュー体験、ハ
ンモック体験、ツリークライミ
ング体験、その他木にこだわ
らない手仕事体験。

http://www.nebamura.jp/

長　野

売木村農山村体験交流施
設

下伊那郡売木村45-551 0260-28-2116
FAX  同上

下伊那地方事務所林務
課
0265-53-0425

売木村産業課
0260-28-2311

１５回 施設へ直接 可 随時 その都度確認 きのこ駒打ちと栽培、竹細
工、炭焼き、木工、間伐体
験、森林環境学習等

http://www.sodateru.or.jp
/

長　野

(財)育てる会やまなみ山荘 大町市八坂8594-ロ 0261-26-2306
FAX  26-2839

北安曇地方事務所林務
課
0261-22-5111

大町市八坂支所教育課
0261-26-2380

１０回 施設へ直接 可 随時 その都度確認 きのこ駒打ちと栽培、竹細
工、炭焼き、ネイチャートレイ
ルの散策と自然観察、木工
等

http://www.sodateru.or.jp
/profile/yasaka.html

長　野

クラフト体験館 東筑摩郡朝日村314 0263-99-2804 松本地方事務所林務課
0263-47-7800

朝日村産業振興課観光
係
0263-99-2001

１０回 施設へ直接 否 １週間前 水曜日、年末年始 木工クラフト http://www.vill.asahi.naga
no.jp/kbn/031237/031237
.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）

長　野

長野市　体験の森
(長野市森林整備課)

長野県長野市大字上ヶ
屋麓原2471-37

026-224-5040
FAX 224-7818

長野県長野地方事務所
林務課普及係
026-234-9523

長野市農林部森林整備
課林務担当
026-224-5040

市町村担当へ 否 1ヶ月程度前 他行事との調整必
要
冬～春期

応談 http://www.city.nagano.n
agano.jp/

http://www.city.nagano.nagano.jp/
http://www.city.nagano.nagano.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）

岐　阜

森の文化博物館 揖斐川町春日美束
1902-183

0585-58-3111
FAX  57-2800

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

揖斐川町教育委員会文
化課
0585-23-0115

１回 施設へ直接 可 ２週間前まで 水曜日、12月28日
～3月20日

岐　阜

月夜谷ふれあいの里
（財）いびがわ

揖斐川町小津987-1 0585-54-2081
FAX  54-2171

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

揖斐川町久瀬振興事務
所振興課
0585-54-2111

随時 施設へ直接 可 3日前まで 1月～3月、毎週火
曜日（夏休みを除
く）

http://www.ibikogen.com/

岐　阜

２１世紀の森 関市板取2340-5 0581-57-2585 林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

関市板取事務所環境経
済係
0581-57-2111

随時 市町村担当へ 否 随時(木工教室
30日前)まで

12月～3月

岐　阜

美濃白川クオーレふれあい
の里

白川町和泉181-1 0574-72-2462
FAX  72-2819

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

白川町農林商工課林務
商工ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0574-72-1311(内273)

１回(11月
のみ)

施設へ直接 可 １ヶ月前まで 11月上旬から1ヶ月のみ対
応可

http://e-900.com/

岐　阜

こもれびの里（ふるさと企
画）

東白川村神土606 0574-78-3222
FAX  78-3224

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

東白川村産業振興課林
務商工係
0574-78-3111(内242)

随時 施設へ直接 可 １週間前まで 水曜日 1,200円～（希望
に応じて要相談）

多様なプログラムを用意。組
み合わせも可

http://komorebinosato.se
esaa.net/

岐　阜

飛弾小坂ふれあいの森
（指定管理者）
小坂町商工会

下呂市小坂町湯屋273-
1

0576-62-2910 林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

下呂市役所下呂庁舎観
光商工部観光課
0576-24-2222(内線157)

随時 施設へ直接 可 該当年の３月１
日～直前の場合
は施設と要確認

12月～3月 入場：無料
宿泊：有料

岐　阜

馬瀬村美輝の里心林公園 下呂市馬瀬西村 0576-47-2111
FAX  47-2621

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

下呂市馬瀬振興事務所
馬瀬市民生活課
0576-47-2111(内線213)

４回 市町村担当へ 可 要相談

岐　阜

パスカル清見 高山市清見町大原 0576-69-2323 林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市清見支所基盤産
業課
0577-68-2211

随時 施設へ直接 可 要相談 要相談 http://pascal.furusatokiyo
mi.jp/

岐　阜

すのまたふるさと学校 高山市清見町巣野俣 0577-68-2167 林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市清見支所基盤産
業課
0577-68-2211

随時 施設へ直接 可 要相談 要相談 http://www.hidakiyomi.org
/

岐　阜

森林公園大倉滝 高山市清見町坂下 0577-68-2230 林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市清見支所基盤産
業課
0577-68-2211

随時 施設へ直接 否 要相談 要相談
12月～3月

http://www.hidakiyomi.org
/

岐　阜

ひだきよみ自然館 高山市清見町牧ヶ洞
4444-3

0577-68-0266
FAX　68-0276

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市清見支所基盤産
業課
0577-68-2211

随時 施設へ直接 可 要相談 要相談 http://www.hidakiyomi.org
/

岐　阜

おっぱら自然体験センター 高山市清見町大原600 0576-69-2455
FAX　69-2455

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市清見支所基盤産
業課
0577-68-2211

随時 施設へ直接 可 要相談 要望に応じたプログラムを実
施可

http://www.hidakiyomi.org
/

岐　阜

古川町森林公園 飛騨市古川町信包733-
1

0577-75-2847 林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

飛騨市教育委員会教育
振興係
0577-73-7761

随時 施設へ直接 否 １ヶ月前まで

岐　阜
飛弾・北アルプス自然文化
センター

高山市奥飛騨温泉郷平
湯763-13

0578-89-2618
FAX  89-2618

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市上宝支所基盤産
業課
0578-86-2111

３０回 施設へ直接 否 随時 水曜日 http://www.hirayu-
vc.org/

岐　阜

エコミュージアム関ヶ原 関ヶ原町玉1565-3 0584-43-5724
FAX  同上

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

関ヶ原町地域振興課
0584-43-1111

随時 施設へ直接 否 随時 年末年始及び月曜
日

岐　阜

かみいしづ緑の村公園 大垣市上石津町上多良
前ヶ瀬1-1

かみいしづ緑の村公社
0584-45-2287
FAX  45-2863

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

大垣市都市施設課
0584-81-4111

随時 施設へ直接 可 随時 年末年始 体験内容により
異なる

自然観察会やクラフト教室な
ど多様なプログラムを用意

http://www.ogaki-
tv.ne.jp/~midorinomura/

岐　阜

位山交流促進センター 高山市一之宮町苅安
7846

0577-53-2421
FAX　53-2248

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市一之宮支所基盤
産業課
0577-53-2211

応相談 自治体へ 否 １ヶ月前まで 宿泊は体験民宿グループが
受入

http://www.takayama-
cci.or.jp/bureau/shisetsu
/shisetsu_10.html

岐　阜

ふるさと山荘
ナチュールみやがわ

飛騨市宮川町西忍 0577-63-2195
FAX　63-2196

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

飛騨市宮川振興事務所
産業基盤整備係
0577-63-2311

１～２回 自治体へ 可 ３ヶ月前～１週間
前までに予約

12月～4月

岐　阜

多治見市三の倉市民の里
地球村

多治見市三の倉町猪場
37

0572-24-3212
FAX　24-3213

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

多治見市市民環境部市
民文化課
0572-22-1111

応相談 施設へ直接 可 使用日の月初め
の３ヶ月前から３
日前まで

火曜日、年末年始 http://www.c-
5.ne.jp/~chikyu

http://www.ibikogen.com/
http://e-900.com/
http://komorebinosato.seesaa.net/
http://komorebinosato.seesaa.net/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.hidakiyomi.org/
http://www.ogaki-tv.ne.jp/~midorinomura/
http://www.ogaki-tv.ne.jp/~midorinomura/
http://www.takayama-cci.or.jp/bureau/shisetsu/shisetsu_10.html
http://www.takayama-cci.or.jp/bureau/shisetsu/shisetsu_10.html
http://www.takayama-cci.or.jp/bureau/shisetsu/shisetsu_10.html
http://www.c-5.ne.jp/~chikyu
http://www.c-5.ne.jp/~chikyu


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）

岐　阜

やまびこ館 飛騨市河合町稲越 0577-65-2080
FAX　65-2202
(株)ねっとかわい

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

飛騨市河合振興事務所
産業基盤整備係
0577-65-2221

随時 施設へ直接 可 営業期間中は随
時

要相談 収容人員　４０人 http://www.netkawai.co.jp

岐　阜

飛騨流葉教育の森 飛騨市神岡町西 0578-82-5010
流葉自然休養村管理セン
ター

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

飛騨市神岡振興事務所
産業基盤整備係
0578-82-2253

随時 施設へ直接 可 要相談 要相談

岐　阜

ラーニングアーバー横蔵 揖斐郡谷汲木曽屋180 0585-55-2236
FAX　55-2246

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

揖斐郡揖斐川町農林振
興課
0585-22-2111

随時 施設へ直接 可 ２週間前まで 12月28日～1月5日 森のハイキング、炭焼き体
験、木炭・竹炭工芸品づく
り、ふじつるカゴづくり、森の
クラフト、森の中で英語で遊
ぶプログラム(２泊３日)。廃校
になった小学校を利用してい

http://www.juann.jp

岐　阜

里人学校 高山市清見町夏厩918-
1

0577-67-3344
FAX　67-3417

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

高山市清見支所基盤産
業課
0577-68-2211

随時 施設へ直接 可 要相談 要相談 そば打ち体験や農業体験な
ど各種ふるさと体験他

http://www2.plala.or.jp/sa
tobitogakko/

岐　阜

下呂市皇樹の杜 下呂市萩原町四美字
西ヶ洞3265

0576-52-2000
FAX　52-2807

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

下呂市役所萩原庁舎　農
林部　林務課
0576-52–2000(内線425)

随時 自治体へ 要相談 1週間前まで 要相談 無料（南ひだ健
康道場を利用さ
れる場合は、有
料）

隣接する南ひだ健康道場に
体験メニュー有り

http://www.city.gero.lg.jp
/gyousei/view.rbz?cd=78
9

岐　阜

こうじびら山の家
（NPO法人こうじびら山の
家）

岐阜県郡上市明宝畑佐
137番地3の3

0575-87-3039
FAX:0575-87-3052

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

郡上市役所農林水産部
林務課
（ ０５７５ ）６７－２１２１

月に1～2
回程度

実施日から起算
して7日前まで

別事業実施日 1,500～5,000（材
料費、保険代含
む）

森ですごそう（雑木林にある
ものでヒミツ基地づくり）、ど
んぐり拾い、自作の竹弓矢で
的当て、森の生きものクイズ
ラリー、木や竹を使ったクラ
フト、焚き火料理、拾った
木っ端で火おこし

http://blog.canpan.info/k
oujibira/

岐　阜

めいほう高原自然体験セン
ター

郡上市明宝奥住水沢上
3447-1

0575-87-0030
FAX　　0575-87-2814

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

郡上市役所農林水産部
林務課
（ ０５７５ ）６７－２１２１

応談 施設へ直接 否 １ヶ月前 12月～3月
（スキー場の営業期
間

応談 間伐体験・動植物の自然観
察・植林・下刈りなどの森つく
り活動・間伐材を使ったクラ
フトつくり

http://www.meihoski.co.jp
/meiho-taiken/

岐　阜

特定非営利活動法人メタセ
コイアの森の仲間たち

岐阜県郡上市八幡町島
７５７

0575(65)3756
FAX0575(65)3818

林政部林政課緑化運動
担当
058-272-1111(内線3031)

郡上市役所農林水産部
林務課
（ ０５７５ ）６７－２１２１

ほぼ毎日
可

１ヶ月前 ４～８月までは難し
い

お見積りをさせて
いただきます

きこり体験・源流探検・木を
使ったクラフト体験（バード
コール作り・森の小人作り）・
森の健康診断など
※活動のねらいに応じてご
提案させていただきます。

http://www.metamori.org
/

岐　阜

ながら川ふれあいの森（生
活環境保全林）

岐阜県岐阜市三田洞２
１１(代表)

四季の森センター電
話:058-237-6677

岐阜県林政部治山課連
絡先（058）272－8496

岐阜市農林部農林園芸
課　林務係連絡先（058）
265－4141内線6205

自治体へ 否 １ヶ月前 無料 ・森林の多様な役割に関す
る学習　・植物の自然観察

http://www.city.gifu.lg.jp/c/070
20055/07020055.html

http://www.netkawai.co.jp/
http://www.juann.jp/
http://www2.plala.or.jp/satobitogakko/
http://www2.plala.or.jp/satobitogakko/
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?cd=789
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?cd=789
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?cd=789
http://blog.canpan.info/koujibira/
http://blog.canpan.info/koujibira/
http://www.meihoski.co.jp/meiho-taiken/
http://www.meihoski.co.jp/meiho-taiken/
http://www.metamori.org/
http://www.metamori.org/
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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
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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）

静　岡

ＮＰＯ法人土に還る木・森
づくりの会

御殿場市印野1382
富士山御胎内清宏園内
土に還る木制作工房

0550-88-3600
FAX  84-5400

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

随時 施設へ直接 否 要相談

静　岡

県立森林公園 浜松市尾野2597-7 バードピア浜北
053-583-0443
FAX 583-2700

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

随時 施設へ直接 可 要相談 原則毎水曜日

静　岡

静岡県県民の森 静岡市葵区岩崎 静岡県県民の森管理課
054-260-2214
FAX 同上

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

要相談 施設へ直接 可 要相談 原則毎週火曜日

静　岡

沼津「市民の森」 沼津市西浦河内字堂山
506

0559-42-3103
FAX　同上

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

沼津市都市計画部緑地
公園課緑化推進係
0559-34-2522

要相談 市町村担当へ 否 広報ぬまづ掲載
の指定期日まで

11月～3月

静　岡

桃沢少年自然の家 長泉町元長窪895-108 055-987-5100
FAX 987-5153

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

長泉町工事管理課
0559-89-5518

要相談 市町村担当へ 可 夏季は希望に添えない可能
性あり

静　岡

沼津市立少年自然の家 沼津市足高字尾の上
220-4

0559-22-1746
FAX　23-3685

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

要相談 施設へ直接 可

静　岡

龍山青少年旅行村 浜松市龍山町平沢
1371-1

0539-69-0152
FAX　同上

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

浜松市森林課
053-457-2332

随時 施設へ直接 可

静　岡

しずおか里山体験学習施
設「遊木の森」

静岡市駿河区古宿 静岡県中部農林事務所
森林整備課
054-286-9061
FAX 286-9279

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

随時 施設へ直接 否 ２週間前まで 遊木の森のフィールドを利用
した野外体験プログラム。
野外体験プログラムは団体
(１０人以上のグループ)を対
象。
園内には水道施設がありま
せんので各自持参願いま
す。
園内は携帯電話がつながり
にくい場所です。

http://www.pref.shizuoka.
jp/kankyou/ka-
080/mori/yukinomori/nak
anihondaira.html

静　岡

高山・市民の森 静岡市葵区水見色 静岡市役所農林総務課
054-221-1353

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

静岡市農林総務課
054-221-1353

随時 自治体へ 否 http://www.city.shizuoka.j
p/deps/norin/soumu/tak
ayama/index.html

静　岡

榛原ふるさとの森 牧之原市切山 志太榛原農林事務所森
林整備課
054-644-9243
FAX 644-9209

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

随時 自治体へ 否 ２週間前まで （予定）・里山の自然観察会
・環境学習、里山保全活動
リーダー養成講習
・谷津田、棚田での稲の栽培
・自然環境調査
・森林作業、里山整備体験

http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/norin/soumu/takayama/index.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/norin/soumu/takayama/index.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/norin/soumu/takayama/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）

愛　知

愛知県昭和の森
（緑化センター管理事務
所）

豊田市西中山町猿田
21-1

0565-76-2106
FAX  76-0140

農林水産部農林基盤担
当局森林保全課緑化グ
ループ
052-961-2111(内3768)
052-954-6453(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

要相談 施設へ直接 否 要相談 要相談 http://www10.ocn.ne.jp/~
ryokka/

愛　知

西尾いきものふれあいの里 西尾市家武町小草3 0563-52-0266
FAX　同上

西尾市環境部環境保全
課
0563-34-8111

要相談 施設へ直接 否 要相談 月曜日(祝祭日を除
く）、祝祭日の翌
日、年末年始

http://www.city.nishio.aic
hi.jp/index.cfm/9,0,94,431,
html

愛　知

豊田市自然観察の森 豊田市東山町４丁目１２
０６番地１

0565-88-1310
FAX  88-1311

豊田市環境部環境政策
課
0565-34-6650

要相談 施設へ直接 否 要相談 月曜日（祝祭日を除
く）、年末年始（12月
28日～1月4日）

http://www.toyota-
kansatsu.com/

愛　知

愛知県民の森 新城市門谷字鳳来寺7-
60

0536-32-1262
FAX　32-1273

農林水産部農林基盤担
当局林務課県有林ｸﾞﾙｰﾌﾟ
052-961-2111(内3751)
052-954-6446(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

応談 施設へ直接 可 要相談 要相談 大人200円
小人100円
キャンプ場使用
料

http://www6.ocn.ne.jp/~k
enmin/

愛　知

おかざき自然体験の森 岡崎市八ツ木町字池の
上10

0564-45-5544
FAX  45-5891

岡崎市役所環境部自然
共生課
0564-23-6671

要相談 自治体へ 否 実施月の２ヶ月
前の10日まで

月曜日及び
12/28～1/4

月曜日が祝日等の場合、そ
の翌日以降で休日にあたら
ない最初の日が休館日とな
ります。

http://www.sizentaiken.jp
/

愛　知

あいち海上の森センター 瀬戸市吉野町304-1 0561-86-0606
FAX  85-1841

あいち海上の森センター
0561-86-0606

施設へ直接 否 要相談 月曜日(祝祭日を除
く)及び
年末年始

月曜日が祝日等の場合、そ
の翌日以降で休日にあたら
ない最初の日が休館日とな
ります。

http://www.pref.aichi.jp/k
aisho/

愛　知

とみやま来富館（らいふか
ん）

北設楽郡豊根村富山字
湯野島２５－４

0536-89-2170
FAX　89-2176

農林水産部農林基盤担
当局
052-961-2111

豊根村役場産業課
0536-85-1311

応談 施設へ直接 可 要相談 要相談 要相談

愛　知

休暇村茶臼山高原 北設楽郡豊根村坂宇場
字御所平７０－１６３

0536-87-2334
FAX　87-2335

農林水産部農林基盤担
当局
052-961-2111

豊根村役場産業課
0536-85-1311

応談 施設へ直接 可 要相談 8/8～8/16 要相談 本館：オールシーズン
キャンプ場：7月1日～8月31
日

愛　知

犬山里山学センター 犬山市大字塔野地字大
畔364-2

0568-65-2121
FAX　同上

犬山市生活環境部公園
緑地課
0568-44-0345

土日休日
年に数回
程度

施設へ直接 否 要相談 月曜日　及び12/28
～1/3

要相談 http://www.city.inuyama.aichi.jp
/profile/shisetsu/satoyamagak
u/index.html

愛　知
春日井市野外教育センター
春日井市少年自然の家

愛知県春日井市廻間町
1102-1

電話 0568-92-8211FAX
0568-91-1640

施設へ直接 可
下草刈作業、自然観察、炭
焼き体験、　　　　　　　　ネイ
チャークラフト、里山文化の
学習等、幼児・小学生対象

http://www.city.kasugai.ig.jp/sh
isetsu/ie/

愛　知
東浦自然環境学習の森
（知多郡東浦町）

知多郡東浦町大字緒川
字大薮一区10番地

電話　0562-83-3111
FAX　 0562-84-6422 愛知県知多農林水産事

務所林務課連絡先（ 0569
）21－8111

東浦町建設部公園緑地
課連絡先（ 0562 ）83－
3111

自治体へ 否 有償、無償
・  動植物などの自然観察・
森林づくりのための保全活
動、小・中・高・大人

http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/18kouen/gakus
hunomori/index.html
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所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当
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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）

三　重

三重県上野森林公園 伊賀市下友生字松ヶ谷 0595-22-2150
FAX  22-2151

三重県農林水産部 みど
り共生推進課 みどり推進
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
059-224-2513

２０回 施設へ直接 否 要相談 要相談 http://www.e-
net.or.jp/user/muenofp/

三　重

三重県民の森 菰野町大字千草 059-394-2350
FAX 同上

三重県農林水産部 みど
り共生推進課 みどり推進
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
059-224-2513

１０回 施設へ直接 否 要相談 要相談 http://mie-mori.jp/

三　重

美杉ふるさと資料館 津市美杉町上多気 059-275-0240 津市教育委員会生涯学
習課
059-229-3248

要相談 施設へ直接 否 １～２週間前まで 要相談

三　重

スカイランドおおぼら 津市美杉町八知 059-272-8085 津市美杉総合支所産業
環境課
059-272-8085

要相談 施設へ直接 可 １～２週間前まで 要相談

三　重

語らいの里・噺野 大紀町大字滝原 0598-86-3061
0598-86-2502
FAX　86-3700

６回 施設へ直接 可 ３ヶ月前から 年末年始 http://www.ma.mctv.ne.jp
/~katarai/index.html

三　重

きのこ狩り体験施設
（キノコランド）

大紀町大字崎 藤原善一
0598-74-1817
FAX  同上

１２回 施設へ直接 否 １週間前まで 年末年始

三　重

森林公園オートキャンプ場
キャンプＩＮＮ海山

〒519-3408
紀北町海山区大字便之
山271

0597-33-0077
FAX  32-3800

紀北町産業振興課
0597-32-3905

１～２回 施設へ直接 可 要相談 連休、夏休み http://www.ztv.ne.jp/web
/campinnmiyama/

三　重

種まき権兵衛の里 紀北町海山区大字便之
山768

0597-32-3288 紀北町産業振興課
0597-32-3905

１～２回 市町村担当へ 否 要相談 要相談

三　重

かやの木園（かやのき会） 熊野市五郷町湯ノ谷 会長 尾中鋼治
0597-83-0122

４回 施設へ直接 可 要相談 要相談

三　重

名阪森林パーク 亀山市加太中在家8125 0595-98-0605
FAX　98-0648

４回 施設へ直接 可 要相談 要相談 鈴鹿森林組合
0595-98-0010

http://www.miesc.or.jp/mi
c/company/meihan/index
.htm

三　重

熊野古道センター 尾鷲市向井12-4 0597-25-2666
FAX  25-2667

三重県地域連携部東紀
州振興課地域振興グルー
プ
0597-23-3408

年数回 施設へ直接 否 要相談 要相談 開催の内容によ
り異なります。
（無料もしくは有
料）

http://www.kumanokodoc
enter.com/
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