
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

滋　賀

県立近江富士花緑公園 野洲市三上519 077-586-1930
FAX 586-4084

琵琶湖環境部森林政策
課森林経営・交流推進担
当
077-528-3918

施設へ直接 可 随時 月曜日、年末年始 http://www.ohmitetudo.c
o.jp/karyoku/index.html

滋　賀

みなくち子どもの森 甲賀市水口町北内貴10 0748-63-6712
FAX　63-0466

甲賀森林整備事務所
0748-63-6116

施設直接 施設へ直接 否 随時 月曜日、祝日の翌
日

滋　賀

こんぜの里　森遊館 栗東市観音寺537-1 077-558-0600
FAX 558-0610

西部・南部森林整備事務
所
077-567-5444

栗東市農林課
077-551-0125

施設へ直接 可 要相談 水曜日

滋　賀

滋賀県立朽木いきものふ
れあいの里

高島市朽木村柏341-3 0740-38-3110
FAX　38-3212

琵琶湖環境部自然環境
保全課
077-528-3485

施設へ直接 否 要相談 月曜日、火曜日 http://www.biwa.ne.jp/~k
-fureai/

滋　賀

河辺いきものの森 東近江市建部北町531 0748-20-5211
FAX　20-5210

東近江市生活環境部花と
緑の推進室
0748-20-5211

施設へ直接 否 要望に応じたプ
ログラムを作成
可能

月曜日、祝日の翌
日、年末年始

http://www.bcap.co.jp/iki
mono/yurin/

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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京　都

山村都市交流の森 京都市左京区花脊八桝
町

(財)花脊森林文化財団
075-746-0439
FAX 746-0134

農林水産部モデルフォレ
スト推進課
075-414-5005

京都市産業観光局農林
部林業振興課森林施設
係
075-222-3346

随時 施設へ直接 可 ２週間前 火曜日

京　都

府民の森ひよし 南丹市日吉町天若 日吉ふるさと(株)府民の
森管理課
0771-72-1339
FAX　72-0861

農林水産部モデルフォレ
スト推進課
075-414-5005

随時 施設へ直接 可 ６ヶ月前 水曜日、年末年始

京　都

日吉山の家「こもれびの
宿」（日吉山の家運営委員
会）

南丹市日吉町生畑 0771-72-0510 南丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0771-22-1017

南丹市日吉支所産業建
設課
0771-68-0034

随時 施設へ直接 可 １週間前 木曜日(原則)
12/30～1/2は休業

http://www.hiyoshi-
yamanoie.com/

京　都

山村都市交流の森 京都市左京区花脊八桝
町

(財)京都市森林文化協会
075-746-0439
FAX 746-0134

農林水産部モデルフォレ
スト推進課
075-414-5005

京都市産業観光局農林
振興室林業振興課
075-222-3346

随時 施設へ直接 可 ２週間前 火曜日 http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/hanase-
k/index.htm

京　都

府民の森ひよし 南丹市日吉町天若 日吉ふるさと(株)府民の
森管理課
0771-72-1339
FAX　72-0861

農林水産部モデルフォレ
スト推進課
075-414-5005

随時 施設へ直接 可 ６ヶ月前 水曜日、年末年始

京　都

日吉山の家「こもれびの
宿」（日吉山の家運営委員
会）

南丹市日吉町生畑 0771-72-0510 南丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0771-22-1017

南丹市日吉支所産業建
設課
0771-68-0034

随時 施設へ直接 可 １週間前 木曜日(原則)
12/30～1/2は休業

http://www.hiyoshi-
yamanoie.com/

京　都

(財)美山町自然文化村河
鹿荘

南丹市美山町中 0771-77-0014
FAX  77-0020

南丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0771-22-1017

南丹市美山支所
0771-68-0042

随時 施設へ直接 可 １ヶ月前

京　都

南丹市美山芦生山の家 南丹市美山町芦生 0771-77-0290
FAX  77-0236

南丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0771-22-1017

南丹市美山支所
0771-68-0042

随時 施設へ直接 可 １ヶ月前

京　都

ウッディ・パルわち
(ウッディ・パルわち管理委
員会)

京丹波町下粟野 0771-84-2113
FAX  同上

南丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0771-22-1017

京丹波町産業振興課
0771-82-3808

随時 施設へ直接 可 １ヶ月前

京　都

わち山野草の森
（和知振興センター）

京丹波町坂原 0771-84-2041
FAX  84-2045

南丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0771-22-1017

京丹波町産業振興課
0771-82-3808

随時 施設へ直接 否 １ヶ月前 火曜日(祝日は営
業、翌日が休業日
となる。夏休み中は
無休）

京　都

山城町森林公園 木津川市山城町大字神
童子小字三上山1

0774-86-4507
FAX　86-4507

山城広域振興局農林商
工部林業振興担当
0774-21-3450

木津川市建設部農政課
0774-75-1220

５回 施設へ直接 可 ３ヶ月前

京　都

緑の里交流センター 福知山市夜久野町字板
生今西

0773-38-1006
FAX　同上

中丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0773-62-2586

福知山市夜久野支所農
林係
0773-37-1101

要相談 自治体へ 可 要相談 要相談

京　都

スイス村体験交流宿泊施
設「風のがっこう京都」
(株）スイス村管理組合

京丹後市弥栄町野中小
字住山329-1

0772-66-0036
FAX　66-0246

丹後広域振興局農林商
工部森づくり推進室林業
振興担当
0772-62-4306

京丹後市農林水産環境
部農林整備課
0772-69-0430

要相談 施設へ直接 可 ・３日前　　　・多
人数の団体は１
週間前

要相談 http://www.swissmura-
homepage.mints.ne.jp/swi
ss/

京　都

亀岡市交流会館 亀岡市宮前町神前長野
15

地球環境子ども村課
0771-26-6100
FAX  26-5002

南丹広域振興局農林商
工部森林管理担当
0771-22-0426

亀岡市企画管理部地球
環境子ども村課
0771-26-6100

施設へ直接 否 木工教室、炭焼き等を実施
可能

http://www.city.kameoka.
kyoto.jp/

京　都

京都府立るり渓少年自然
の家
(財)京都府少年教育振興
会

南丹市園部町大河内 0772-65-0190
FAX　65-0191

南丹広域振興局農林商
工部林業振興担当
0771-22-1017

南丹市農林商工課林業
係
0771-68-0050

随時 施設へ直接 １ヶ月前 月曜日、年末年始 環境教育、天体観望、自然
体験、ネイチャーゲーム、動
植物観察

rurikei@d4.dion.ne.jp

京　都

宇治市総合野外活動セン
ター
「アクトパル宇治」

宇治市西笠取辻出川西
１番地

075-575-3501
FAX 575-3511

山城広域振興局農林商
工部林業振興担当
0774-21-3450

宇治市生涯学習課
0774-21-3141

随時 施設へ直接 可 １週間前 要相談 自然観察、天体観察、木工
他各種クラフト

http://www.actpal-
uji.com/

京　都

京都府立南山城少年自然
の家

京都府相楽郡南山城村
田山ツルギ５５－２

0743-94-0302
FAX　94-0303

随時 施設へ直接 可 ９月以降１ケ月
前までに

要相談 小、中学生300
円・高校生500
円・大学生、一般
1,000円　（食費
別）
冷暖房費は実費

詳細については電話にて問
い合わせを

http://www.d2.dion.ne.jp/
~myss/
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大　阪

府民の森くろんど園地 交野市私部他 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 可 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無（一部有料の
施設あり）

http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/kuro
ndo.html

大　阪

府民の森ほしだ園地 交野市星田 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 否 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無 http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/hosh
ida.html

大　阪

緑の文化園
府民の森むろいけ園地

四條畷市逢阪他 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 可 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無 http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/mur
oike.html

大　阪

府民の森くさか園地 東大阪市善根寺町他 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 否 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無 http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/chu
bu.html

大　阪

府民の森ぬかた園地 東大阪市山手町他 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 否 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無 http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/chu
bu.html

大　阪

府民の森なるかわ園地 東大阪市東豊浦町他 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 否 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無 http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/chu
bu.html

大　阪

府民の森みずのみ園地 八尾市楽音寺他 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 否 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無 http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/chu
bu.html

大　阪

府民の森ほりご園地
（里山の自然学校　紀泉わ
いわい村）

泉南市信達葛畑 里山の自然学校
紀泉わいわい村
072-485-0661
FAX 485-0662

みどり・都市環境室自然
みどり課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 可 要相談 要相談 無（施設の利用
は有料）

http://www.osakaymca.or
.jp/shisetsu/kisenwaiwai
mura/index.html

大　阪

府民の森ちはや園地 千早赤阪村千早 (財)大阪府みどり公社森
林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり・都市環境室みどり
推進課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 可 要相談 火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始

無（一部有料の
施設あり）

http://www.osaka-
midori.jp/mori/enchi/chih
aya.html

大　阪

岩湧の森（四季彩館） 河内長野市加賀田
3822-1

四季彩館
0721-63-5986
FAX　同上

みどり・都市環境室みどり
推進課
06-6941-0351(内2755)

要相談 施設へ直接 否 要相談 月曜日、年末年始 無 http://www.city.kawachin
agano.lg.jp/shikisaikan/ind
ex.html
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兵　庫

友政城山の里 丹波市市島町中竹田字
友政

市島公民館
0795-85-3030
FAX  85-2598

柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

丹波市農林振興課
0795-74-0221

要相談 市町村担当へ 否

兵　庫

山の家　神池寺会館
鴨庄地区自治振興会

丹波市市島町多利
2609-1

鴨庄地区自治会
0795-85-0325

柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

丹波市新産業創造課
0795-74-0221

要相談 施設へ直接 可 木曜日、年末年始

兵　庫

エルムいちじま 丹波市市島町与戸字長
尾52-1

0795-85-2501 柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

丹波市農林振興課
0795-74-0221

要相談 施設へ直接 可 木曜日

兵　庫

姫路市自然観察の森 姫路市太子中915-6 0792-69-1260
FAX　69-1270

姫路農林水産振興事務
所森林林業課
0792-81-3001(内301)

姫路市建設局公園管理
課
0792-21-2417

未定 施設へ直接 否 ２週間前まで 月曜日ほか

兵　庫

山崎アウトドアランド 宍粟市山崎町小茅野
538-37

0790-62-2000
FAX  62-9739

龍野農林振興事務所森
林林業課
0791-63-3711

宍粟市山崎市民局地域
振興部産業課商工観光
係
0790-62-2000

２回 市町村担当へ 否 ３ヶ月前 11月1日～4月20日

兵　庫

たつの市菖蒲谷森林公園 たつの市揖西町菖蒲谷 0791-64-3157
FAX  63-2594

龍野農林振興事務所森
林林業課
0791-63-3711

たつの市産業部農林水産
課産業振興係
0791-64-3157

未定 市町村担当へ 否 １１月上旬

兵　庫

一宮町民の森 宍粟市一宮町東市場 スポニックパーク一宮
0790-72-1331
FAX  72-2310

龍野農林振興事務所森
林林業課
0791-63-3711

宍粟市一宮市民局教育
委員会事務局
スポニック一宮
0790-72-1331

未定 市町村担当へ 可

兵　庫

こうべ森の小学校
（神戸市森林整備事務所）

神戸市北区山田町下谷
上中一里山4-1
再度公園内

078-371-5937
FAX 371-1087

神戸農林水産振興事務
所林業課
078-361-8553

神戸市建設局公園砂防
部森林整備事務所
078-371-5937

10回程度 施設へ直接 否 開催日の１週間
前まで

定員に達した場合 神戸市在住者又は通勤者

兵　庫

兵庫県立三木山森林公園 三木市福井字三木山
2465-1

総務課
0794-83-6100
FAX　83-6779

農林水産部農林水産局
林務課構造改善係
078-341-7711

随時 施設へ直接 否 利用する月の1
年前の月の第1
日曜日午前9時
30分に抽選それ
以降は随時受付
(9時～17時)

水曜日（祝日の場
合翌日）
12/28～1/4

兵　庫

加古川市立少年自然の家 加古川市東神吉町天下
原715-5

079-432-5177
FAX 432-5178

加古川農林水産振興事
務所林業課
079-421-1101(代)

加古川市地域振興部農
林水産課
0794-24-2000

要相談 施設へ直接 可 ３ヶ月前から 休所日（毎週月曜
日他）

受入にあたり下限設定あり http://www.city.kakogawa
.lg.jp/18,0,173,930.html

兵　庫

赤穂ふれあいの森
（赤穂ふれあいの森管理運
営組合）

赤穂市周世、有年横尾 赤穂市地域整備部農林
水産課
0791-43-6840
FAX　43-6892

上郡農林水産振興事務
所森林林業課
0791-58-2198

赤穂市地域整備部農林
水産課
0791-43-6840

２回 自治体へ 否

兵　庫

兵庫県立丹波の森公苑 丹波市柏原町柏原5600 森づくり担当
0795-72-2127
FAX　72-0899

柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

要相談 施設へ直接 否 １年～３ヶ月前か
ら

12/28～1/4、月曜
日他
要確認

http://www.tanba-
mori.or.jp/

兵　庫

青垣いきものふれあいの里 丹波市青垣町山垣字滝
谷115-6

0795-88-0888
FAX　88-0887

柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

丹波市教育委員会
0795-74-0221

２回 施設へ直接 否 ２ヶ月前から 月曜日、年末年始

兵　庫

東芦田「ごりんかん」 丹波市青垣町東芦田和
田垣406

0795-87-0388
0795-87-0185(窓口)
FAX　87-1076

柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

丹波市新産業創造課
0795-74-0221

要相談 施設へ直接 可 要相談 要相談

兵　庫

神戸市立自然の家 神戸市灘区六甲山町中
一里山1-1

神戸市教育委員会
078-891-0001
FAX 891-0002

神戸農林水産振興事務
所林業課
078-361-8554

神戸市教育委員会スポー
ツ体育課学校体育係
078-322-5804

要相談 施設へ直接 可 利用日の１ヶ月
前

月曜日（５月から８
月までの月曜日を
除く）

カヌー、アーチェリー、キャン
プファイヤー、クラフト等

http://www.kobe-
sizennoie.com/

兵　庫

ささやまの森公園 篠山市川原八幡谷511-
1

ささやまの森公園運営協
議会
079-557-0045
FAX 557-0201

柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

要相談 施設へ直接 否 要相談 要相談
12/29～1/3
月曜日

食堂等なし http://www.sasayamanom
ori.jp/

http://www.city.kakogawa.lg.jp/18,0,173,930.html
http://www.city.kakogawa.lg.jp/18,0,173,930.html
http://www.tanba-mori.or.jp/
http://www.tanba-mori.or.jp/
http://www.kobe-sizennoie.com/
http://www.kobe-sizennoie.com/
http://www.sasayamanomori.jp/
http://www.sasayamanomori.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）

兵　庫

上郡森林体験の森 赤穂郡上郡町山野里 0791-52-1116
FAX　52-6015

上郡農林水産振興事務
所森林林業課
0791-58-2198

上郡町産業振興課
0791-52-1116

２回 自治体へ 否 ６ヶ月前から 周辺に宿泊施設あり

兵　庫

さんとうアウトドアビレッジ 朝来市山東町粟鹿 朝来市山東支所山東公
民館
079-670-7300
FAX 670-7012

朝来市山東支所山東公
民館
079-670-7300
FAX 670-7012

自治体へ 可 利用日の６ヶ月
前から

年末年始 http://www.city.asago.hyo
go.jp/outdoor/index.html

兵　庫

ゆめさきの森公園 姫路市夢前町寺2160-2 07933-7-3220
FAX 　7-3221

姫路農林水産振興事務
所森林林業課
0792-81-9289

姫路市農林整備課
079-221-2484

年中 施設へ直接 否 利用日の１ヶ月
前

月曜日
12/29～1/3

森林整備体験、木工クラフ
ト、自然観察等

http://www11.ocn.ne.jp/~
csr-yume/

兵　庫

新田ふるさと村 神崎郡神河町新田340-
1

0790-33-0870
FAX  33-0871

姫路農林水産振興事務
所森林林業課
0792-81-9289

神河町農林業課
0790-34-0960

年中 施設へ直接 可 いつでも可 年始
1/1～1/5

こんにゃく作り、昆虫採集、
星空観察

http://www.shindenfurusa
to.jp/

兵　庫

神崎町木工芸センター
かんざきピノキオ館

神崎郡神河町山田30-1 0790-32-1796
FAX  32-1796

姫路農林水産振興事務
所森林林業課
0792-81-9289

神河町農林業課
0790-34-0960

施設へ直接 否 休館日(月)
12/28～1/5

木工体験

兵　庫

リフレッシュパーク市川 神崎郡市川町下牛尾
2557-1

0790-27-0313
FAX  27-0404

姫路農林水産振興事務
所森林林業課
0792-81-9289

市川町産業振興課
0790-26-1010

施設へ直接 年末年始 木工教室、昆虫採集、炭焼
き体験

兵　庫

竹野スノーケルセンタービ
ジターセンター

豊岡市竹野町切浜大浦
1218

0796-47-1932
FAX  47-1932

施設へ直接 可 里山保全活動、キノコ観察
会

http://www.takeno-
scvc.jp/

兵　庫

財団法人尼崎市スポーツ
振興事業団尼崎美方高原
自然の家

美方郡香美町小代区新
屋1432-35

0796-97-3600
FAX  97-3602

尼崎市教育委員会
06-6429-3020

施設へ直接 １ヶ月前 間伐、自然観察、木工、炭焼
き

http://www.obs-
mikata.org/

兵　庫

家原教育のもり公園
(エバエラキョウイクノモリコ
ウエン)

宍粟市一宮町三方 0790-74-0001
FAX  74-1955

宍粟市三方町出張所
0790-74-0001

要相談 自治体へ 炭焼き、木工、竹細工、カブ
トムシ採り、森林教室（遊歩
道、野鳥観察施設）カブトム
シ観察　7/10頃～8/10頃

http://www.city.shiso.lg.jp
/

兵　庫

ろくろしの森 宍粟市一宮町公文 ボーイスカウト宍粟第３団
0790-72-0805

宍粟市一宮市民局地域
振興部
産業課振興係
0790-72-1000

要相談 施設へ直接 可 森林教室（遊歩道、四阿、展
望台）、キャンプ（要持込）

兵　庫

しそう森林王国いちのみや
拠点施設

宍粟市一宮町千町 0790-72-1000
FAX  72-1166

宍粟市一宮市民局地域
振興部産業課商工観光
係

要相談 自治体へ 可 一週間前までに 冬季(12月～3月）積
雪のため閉鎖

森林教室、森林作業体験、
ハイキング等　１人１泊500
円、日帰り250円

兵　庫

いちのみや森のゼロエミッ
ション倶楽部

0790-63-3068
FAX  63-3060

宍粟市産業部産業振興
課森のゼロエミッション係

要相談 自治体へ 否 森林教室、森林作業体験、
炭焼、薫製教室等

兵　庫

なか・やちよの森公園 多可郡多可町中区糀谷
677-10

0795-30-0050
FAX  30-0052

社農林振興事務所森林
林業課
0795-42-9424

要相談 施設へ直接 否 要相談 休園日(月曜日、年
末年始)

食堂、自動販売機はなし
拠点施設、トイレ、炊事棟、
炭焼き窯、駐車場

http://www11.ocn.ne.jp/~
nanohana/

兵　庫

やしろの森公園 加東市上久米1081-3 0795-44-1510
FAX  44-1512

社農林振興事務所森林
林業課
0795-42-9424

要相談 施設へ直接 否 要相談 休園日(月曜日、年
末年始)

食堂、自動販売機はなし
拠点施設(340㎡)、田んぼ、ト
イレ、炭焼き窯、駐車場

http://www.ddknet.ne.jp/
~satoyama/

兵　庫

篠山チルドレンズミュージ
アム

篠山市小田中572 篠山チルドレンズミュージ
アム事務所
079-554-6000
FAX 554-6001

柏原農林振興事務所森
林林業課
0795-72-0500

篠山市篠山チルドレンズ
ミュージアム事務所
079-554-6000

要相談 施設へ直接 否 要相談 12/28～1/4、
月、火曜日

定期的にワークショップを開
催。内容、期間、募集人数な
どホームページで公開。
団体での来館については事
前に連絡すること。(実施時
期や人数により対応できな
い場合があるので必ず相談
すること)
里山林を利用したメニュー有
り（要相談）
当施設への入館に対して別
途入館料が必要です。
(詳細はホームページで確
認)

http://www.chilmu.jp/

http://www.city.asago.hyogo.jp/outdoor/index.html
http://www.city.asago.hyogo.jp/outdoor/index.html
http://www11.ocn.ne.jp/~csr-yume/
http://www11.ocn.ne.jp/~csr-yume/
http://www.shindenfurusato.jp/
http://www.shindenfurusato.jp/
http://www.takeno-scvc.jp/
http://www.takeno-scvc.jp/
http://www.obs-mikata.org/
http://www.obs-mikata.org/
http://www.city.shiso.lg.jp/
http://www.city.shiso.lg.jp/
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/
http://www.ddknet.ne.jp/~satoyama/
http://www.ddknet.ne.jp/~satoyama/
http://www.chilmu.jp/
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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
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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）

兵　庫

国見の森公園 宍粟市山崎町上比地
374

国見の森公園内（財）宍
粟森林王国協会
0790-64-0923
FAX  64-5011

龍野農林振興事務所森
林林業課
0791-63-3711

宍粟市役所産業部林業
振興課　0790-63-3000

要相談 施設へ直接 否 要相談 12/28～1/4、
月曜日

森林軌道（ミニモノレール）、
交流館、学習館、展望台、ト
イレ等

http://www.kuniminomori.jp/co
ntents/facility_01.html

http://www.kuniminomori.jp/contents/facility_01.html
http://www.kuniminomori.jp/contents/facility_01.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）

奈　良
奈良市
青少年野外活動センター

奈良市阪原町25-1
0742-93-0029
FAX  同上

農林部林業振興課
0742-27-7471

奈良市文化・スポーツ振
興課
奈良市青少年野外活動
センター
0742-93-0029

２～３回 施設へ直接 可 ３ヶ月前
月曜日、祝日（11月
～3月）

http://www.city.nara.nara.jp/ici
ty/browser?ActionCode=conte
nt&ContentID=1147755818249
&SiteID=0

奈　良
大和郡山市立
少年自然の家

大和郡山市矢田町574
0743-53-7290
FAX  同上

農林部林業振興課
0742-27-7471

大和郡山市教育委員会
市立少年自然の家
0743-53-7290

施設へ直接 可 ７日前
月曜日、年末年始、
祝祭日の翌日

http://www.city.yamatokoriyam
a.nara.jp/kosodate/education/y
outh/000656.html

奈　良
矢田山遊びの森
子ども交流館

大和郡山市矢田町2070
0743-53-5819
FAX　同上

景観・環境局自然環境課
0742-27-7479

要相談 施設へ直接 否 要相談 月曜日、年末年始
http://www.pref.nara.jp/dd_asp
x_itemid-3055.htm

奈　良
フォレストパーク神野山（神
野山観光協会）

山添村伏拝888-1
0743-87-0285
FAX  87-0548

農林部林業振興課
0742-27-7471

山添村地域振興課
0743-85-0047

１回 施設へ直接 可 ２週間前 水曜日 http://www.vill.yamazoe.nara.jp

奈　良
奈良県立
野外活動センター

奈良市都祁吐山町2040
0743-82-0508
FAX  82-2026

くらし創造部
青少年・生涯学習課
0742-22-1101(代)

　 施設へ直接 可 要相談
http://www12.ocn.ne.jp/~cente
r/

奈　良
森と水の源流館
公益財団法人吉野川紀の
川源流物語

吉野郡川上村宮の平
0746-52-0888
FAX  52-0388

農林部林業振興課
0742-27-7471

川上村水源地の村づくり
課
0746-52-0111

要相談 施設へ直接 否 随時

・既に設定されたイ
ベント開催日
・水曜日（祝日の場
合は翌日）
・年末年始

村内にホテル、民宿、オート
キャンプ場あり

http://www.genryuu.or.jp/

http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1147755818249&SiteID=0
http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1147755818249&SiteID=0
http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1147755818249&SiteID=0
http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1147755818249&SiteID=0
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kosodate/education/youth/000656.html
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kosodate/education/youth/000656.html
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kosodate/education/youth/000656.html
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-3055.htm
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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
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）

和歌山

鷲の川の滝
（遊歩道及び林間広場）

日高郡日高川町大字田
尻

0738-54-0338
FAX　54-0174

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

日高川町農林業課
（日高川交流ｾﾝﾀｰ内）
0738-54-0338

随時 市町村担当へ 否 1週間前まで 周辺宿泊施設あり

和歌山

中津平成の森 日高郡日高川町大字船
津

0738-54-0338
FAX　54-0174

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

日高川町農林業課
（日高川交流ｾﾝﾀｰ内）
0738-54-0338

随時 市町村担当へ 否 随時 周辺宿泊施設あり

和歌山

高野山森林公園 伊都郡高野町高野山 0736-56-2468
FAX  56-2481

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

高野町企画課観光情報
センター
0736-56-2468

随時 観光情報セン
ターへ

可 1ヶ月前まで 1ヶ月前までに要相
談

周辺宿泊施設あり http://www.town.koya.wa
kayama.jp/sports/taiken.h
tml

和歌山

ゆめ倶楽部２１ 日高郡日高川町大字高
津尾718-3

0738-54-0338
FAX　54-0174

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

日高川町まちみらい課
（日高川交流ｾﾝﾀｰ内）
0738-54-0338

随時 団体へ直接 可 基本的には１週
間前までに

なし 3000円 森林観察、間伐体験、木工
体験、山野草料理体験、か
ずら工芸品づくり、竹づくし体
験、他約30種の体験。
(株)日本旅行のトムソーヤク
ラブ村日高川ツアー。
「いつでも」、「どこでも」、「何
でも」、「何人からでも」お客
様の要望にお応えします。

http://www.town.hidakaga
wa.lg.jp/yumeclub/index.h
tml

和歌山

和歌山県立森林公園
根来山げんきの森

岩出市根来 0736-61-7233
FAX  同上

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

30回 施設へ直接 否 開催日前日まで 1～2月の平日は閉
鎖(受入れは応相
談)

・入園無料
・体験は200円～
1,000円

・森づくり(草刈り、間伐、植
樹)、炭焼き、クラフト、自然
観察、プレーパーク、ツリー
クライミング（いずれも有
料）。
・申込みはメール(forest-
o@ares.eonet.ne.jp)でも受付
け可能。
・体験等のリクエストも可能
(ただし5名以上の団体に限
る)。
・公共交通機関はありません
ので、自家用車でお越しくだ
さい。
・この公園はボランティアが
管理運営する森林公園で
す。森づくりやイベント実施
に御協力頂けるボランティア

http://genkinomori.web.in
foseek.co.jp/
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