
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

鳥　取

森林公園「とっとり出合い
の森」

鳥取市桂見293 0857-31-3930
FAX  同上

農林水産部森林・林業総
室森林づくり推進室
0857-26-7304

応談 施設へ直接 否 随時 12月29日～1月3日 http://www.deainomori.jp
/

鳥　取

氷ノ山自然ふれあい館「響
の森」

若桜町春米 0858-82-1620
FAX  82-1612

生活環境部公園自然課
0857-26-7209

応談 施設へ直接 否 応談 応談、4～9月の月
曜日(ただし夏休み
は受入可)、10～11
月の月・火曜日
12～３月の月～水
曜日
年末年始

http://www.hibikinomori.g
r.jp/

鳥　取

鳥取県立２１世紀の森 鳥取市河原町稲常１１３ 0858-85-2511
FAX  85-2512

鳥取県農林総合研究所
林業試験場
0858-85-2511

応談 施設へ直接 否 応談 応談 無料 http://www.pref.tottori.lg.j
p/dd.aspx?menuid=71422

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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島　根

県民の森 飯南町小田 0854-76-3119
FAX  同上

農林水産部林業課
0852-22-5170

月１回 施設へ直接 不可
宿泊施設譲
渡のため

12月1日～4月19日 http://www.pref.shimane.l
g.jp/chusankan/mori/

島　根

ふるさと森林公園 松江市宍道町大字佐々
布3353-2

0852-66-2500
FAX　66-2575

農林水産部林業課
0852-22-5170

月１回 施設へ直接 可 http://www.forestpark.or.j
p/

島　根

島根県立少年自然の家 江津市松川町太田610 0855-52-0716
FAX　52-0707

島根県教育庁生涯学習
課指導課長
0852-22-5429

月１回 施設へ直接 可 １ヶ月前まで 12月28日～1月3日 http://www.pref.shimane.l
g.jp/shonenshizen/

島　根

島根県立青少年の家 出雲市平田町1991-2 0853-69-1396
FAX　69-1016

島根県教育庁生涯学習
課指導課長
0852-22-5429

数10回／
年

施設へ直接 可 １ヶ月前まで 月曜日、祝日　　12
月28日～1月3日

http://www.pref.shimane.l
g.jp/seishonennoie/

http://www.pref.shimane.lg.jp/chusankan/mori/
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岡　山

操山公園
里山センター

岡山市中区沢田649-2 086-270-3308
FAX 270-8353

備前県民局森林企画課
086-233-9833

岡山市都市整備局
公園緑地課
086-803-1392

随時 施設へ直接 否 ２週間前まで 火曜日、年末年始 http://www.city.okayama.j
p/museum/misaoyama-
guide/

岡　山

長船美しい森 瀬戸内市長船町磯上
3076-1

0869-26-5090 備前県民局森林企画課
086-233-9833

瀬戸内市産業振興課
0869-22-3934

随時 市町村担当へ 可 ２週間前まで 年末年始

岡　山

和気美しい森 和気町木倉 0869-92-0670
FAX　同上

備前県民局
東備地域事務所
地域森林課
0869-93-1111

和気町産業振興課
0869-93-1121

随時 自治体へ 可 １ヶ月程度前まで 応談

岡　山

石蓮寺みんなの森 赤磐市石蓮町743 赤磐市役所熊山支所産
業建設課
08699-5-1217
FAX　 5-2309

備前県民局
東備地域事務所
地域森林課
0869-93-1111

赤磐市熊山支所
産業建設課
08699-5-1217

随時 自治体へ 否 火・水曜日

岡　山

真備美しい森 倉敷市真備町市場 0866-97-0660
FAX  同上

備中県民局森林企画課
086-434-7051

倉敷市真備支所
産業課
0866-98-8113

随時 市町村担当へ 可

岡　山

倉敷美しい森 倉敷市曽原 倉敷美しい森ビジターセ
ンター
086-485-5444
FAX 同上

備中県民局森林企画課
086-434-7051

倉敷市児島支所
産業課
086-473-1115

随時 市町村担当へ 否

岡　山

里庄美しい森 里庄町里見 0865-67-7904
里庄美しい森ビジターセ
ンター

備中県民局
井笠地域森林課
0865-69-1631

里庄町農林建設課
0865-64-7214

随時 市町村担当へ 可 10日前まで

岡　山

高梁美しい森 高梁市松山楢井 0866-23-0010
FAX　同上

備中県民局
高梁地域森林課
0866-21-2847

高梁市農林課
0866-21-0225

３～４回 NPO法人ﾌｫﾚ
ｽﾄﾌｫｰﾋﾟｰﾌﾟﾙ
岡山
0866-22-
1000

可 http://fs-takahashi.org/

岡　山

森林公園牛丸大仙 新見市金谷315-2 新見市経済部
0867-72-6134
FAX　72-6181

備中県民局
新見地域事務所
地域森林課
0867-72-9169

新見市経済部
農林課林業振興係
0867-72-6134

随時 自治体へ 否

岡　山

新見美しい森 新見市千屋花見1565-
13

0867-72-6134
FAX　72-6181

備中県民局
新見地域森林課
0867-72-9169

新見市経済部
農林課林業振興係
0867-72-6134

随時 自治体へ 可 12月～３月

岡　山

勝山美しい森 真庭市菅谷 真庭市勝山支局
総務振興課
0867-44-2927
FAX  44-4569

美作県民局
真庭地域事務所
地域森林課
0867-44-7566

真庭市勝山支局
総務振興課
0867-44-2927
FAX 086-44-4569

随時 市町村担当へ 可 １週間前まで 12月1日～3月19日 http://www.city.maniwa.lg
.jp/html/katsuyama/mori
/mori.htm

岡　山

クリエイト菅谷 真庭市美甘 クリエイト菅谷センターハ
ウス
0867-56-2044
FAX  56-2033

美作県民局
真庭地域事務所
地域森林課
0867-44-7566

真庭市美甘支局
総務振興課
0867-56-2612

随時 施設へ直接 可 １０日前まで http://www.sugedani.com
/index.php

岡　山

みやまの里 真庭市三阪 真庭市農林振興課
0867-42-1031
FAX　42-3907

美作県民局
真庭地域事務所
地域森林課
0867-44-7566

真庭市
農林振興課
0867-44-1031
FAX 086-44-3907

随時 市町村担当へ 否 １週間前まで

岡　山

津黒いきもの
ふれあいの里

真庭市蒜山下和 津黒いきものふれあいの
里ネイチャーセンターささ
ゆり館
0867-67-7011
FAX　67-7012

美作県民局
真庭地域事務所
地域森林課
0867-44-7566

真庭市蒜山振興局
地域振興室
0867-66-2511

随時 施設へ直接 否 ２週間前 12月中旬～３月中
旬

http://plus.harenet.ne.jp/
~tsuguro/

岡　山

富のとろ原
キャンプ場

鏡野町富西谷2091-10 0867-57-2102 美作県民局森林課
0868-23-2311

鏡野町富振興センター地
域振興課
0867-57-2111

随時 施設へ直接 可 随時 10月～4月 http://www.mirakuru.ne.jp
/n-camp/

http://www.city.okayama.jp/museum/misaoyama-guide/
http://www.city.okayama.jp/museum/misaoyama-guide/
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岡　山

国民宿舎あわくら荘
（（財）西粟倉村森の村振
興公社）

西粟倉村影石1220 0868－79－2241 土日休日 施設へ直接 可 プログラム内容
による。

体験ツアーの実施は、宿泊
前提のこと。

http://ns.vill.nishiawakura.
okayama.jp/kousha/index.
html

http://ns.vill.nishiawakura.okayama.jp/kousha/index.html
http://ns.vill.nishiawakura.okayama.jp/kousha/index.html
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広　島

広島県緑化センター 広島市東区福田町166-
2

082-899-2811
FAX 899-2843

農林水産局農林整備部
森林保全課森づくり推進
グループ
082-513-3694(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

随時 施設へ直接 否 要相談（イベント開
催日）

http://ryokka-c.jp/

広　島

広島県立中央森林公園 三原市本郷町大字上北
方1315

0848-86-9101
FAX  86-9103

環境県民局自然環境課
自然公園グループ
082-513-2932（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ）

随時 施設へ直接 否 要相談（イベント開
催日）

http://www.chuo-shinrin-
koen.or.jp/

広　島

広島県立県民の森 庄原市西城町油木156-
14

0824-84-2011
FAX  84-2013

環境県民局自然環境課
自然公園グループ
082-513-2933（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ）

随時 施設へ直接 可 要相談（イベント開
催日）

http://www.kenmori.jp

広　島

広島県立もみのき森林公
園

廿日市市吉和
1593-75

0829-77-2011
FAX  77-2012

環境県民局自然環境課
自然公園グループ
082-513-2934（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ）

随時 施設へ直接 可 要相談（イベント開
催日）

http://www.mominoki.or.jp
/

広　島

神之瀬峡県立自然公園
（神之瀬峡森林環境インス
トラクター協会）

三次市君田町東入君 0824-53-2039 北部事務所林務第一課
0824-72-2151

三次市君田支所
0824-53-2111

随時 施設へ直接 可
君田温泉
森の泉

応相談 冬期 自然観察会（植物、鳥類）

広　島

憩いの森公園 東広島市西条町寺家
941-17

082-422-0005
FAX 同上

東広島農林事務所林務
課
082-422-6911

東広島市都市部都市整
備課公園係
082-420-0955

随時 施設へ直接 可 有料施設は３ヶ
月前から可能

毎週水曜日
水曜祝日の場合は
次の平日

自然観察、森林整備活動、
キャンプ

広　島

高原の家　七塚
（NPO法人七塚原自然体験
活動研究センター）

広島県庄原市七塚町５
８０

0824-75-2033
FAX　74-0827

教育委員会生涯学習課
管理係
082-513-5011

３回 施設へ直接 可 ４月，１０月，１１
月，２月，３月

小学生4,000円
大人5,000円

http://www15.ocn.ne.jp/~
nanatuka/

http://ryokka-c.jp/
http://www.chuo-shinrin-koen.or.jp/
http://www.chuo-shinrin-koen.or.jp/
http://www.kenmori.jp/
http://www.mominoki.or.jp/
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徳　島

徳島県立神山森林公園 名西郡神山町阿野字大
地

088-678-0114
FAX 678-1415

農林水産部林業戦略課
公有林化担当
088-621-2463

神山町産業建設課
088-676-1514

何回でも可 施設へ直接 否 ２週間以上前 年末年始
施設以外は年中入
場可能

資材費の必要な
教室以外は無料

定期的に森林林業に関する
行事を開催

http://central-
forest.jp/park/

徳　島

三好市健康とふれあいの
森

三好市三野町太刀野山 0883-77-4320 西部総合県民局（三好）
林業振興担当
0883-76-0675

三好市三野総合支所産
業建設課
0883-77-4803

何回でも可 施設へ直接 可 できるだけ早め
に

年末年始 宿泊施設１棟
8,000円・10,000
円

三好市ＨＰよりインターネット
予約も可

http://shikoku-
net.co.jp/tokushima/kank
ou/miyoshishi/miyoshishi
kankou.htm

徳　島

加茂農村公園 東みよし町加茂 0883-79-5339 西部総合県民局（三好）
林業振興担当
0883-76-0675

東みよし町商工観光課
0883-79-5345

何回でも可 市町村担当へ 否 できるだけ早め
に

年末年始 作業所１日2,000
円
　　　半日1,000
円

近くにキャンプ場あり http://www.town.higashim
iyoshi.lg.jp/

徳　島

徳島県立高丸山千年の森
（千年の森ふれあい館）

勝浦郡上勝町大字旭
（字中村66-1）

08854-4-6680 農林水産部林業戦略課
公有林化担当
088-621-2463

上勝町産業課
0885-46-0111

何回でも 施設へ直接 否
同じ敷地内
に「自然の宿
あさひ」有り

できるだけ早め
に

水曜日，年末年始 資材費、参加費
の必要な教室以
外は無料

定期的に森林林業に関する
行事を開催
(炭焼き、草木染め、森林散
策、植樹体験、高丸山ハイク
など)

http://www.1000nen.biz-
awa.jp/

http://central-forest.jp/park/
http://central-forest.jp/park/
http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/
http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/
http://www.1000nen.biz-awa.jp/
http://www.1000nen.biz-awa.jp/
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香　川

ドングリランド 高松市西植田町 ドングリランド
087-840-4072

環境森林部みどり整備課
森づくりグループ
087-832-3460

随時 ドングリランド
へ

否 随時 年末年始 http://donguri-
net.com/land/index.shtml

香　川

五色台の森 坂出市大屋冨町 休暇村讃岐五色台
0877-47-0231

環境森林部みどり整備課
森づくりグループ
087-832-3460

12回 休暇村讃岐五
色台

可 ２ヶ月前 年末年始 http://www.pref.kagawa.jp
/midoriseibi/donguri/field
/go/index.htm

香　川

「善通寺五岳の里」市民集
いの丘公園

善通寺市吉原町 「善通寺五岳の里」市民
集いの丘公園
0877-63-8753

善通寺市農林水道部農
政課
0877-63-6316

ほぼ毎日
可

「善通寺五岳
の里」市民集
いの丘公園へ

否 特に無し 予約状況により判
断する

研修室2,100円～
エントランスホー
ル1,200円～

研修室等の詳細な利用料金
については、お問い合わせく
ださい。

http://www.city.zentsuji.k
agawa.jp/gogaku/

http://donguri-net.com/land/index.shtml
http://donguri-net.com/land/index.shtml
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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）

愛　媛

えひめ森林公園 伊予市上三谷 089-983-3069
FAX 同上

農林水産部森林局森林
整備課
089-912-2597

５～６回 施設へ直接 否 １ヶ月前まで 年末年始 http://www.aimori.jp/park
/

愛　媛

森林公園「ゆらぎの森」 新居浜市別子山甲122 0897-64-2252
FAX  同上

農林水産部森林局森林
整備課
089-912-2597

新居浜市運輸観光課
0897-65-1261

５～６回 施設へ直接 可 １ヶ月前まで 水曜日 http://besshiyama.com/y
uragi/

愛　媛

ＯＤＡの木協会 内子町中川小田深山 0892-52-2026
FAX  同上

農林水産部森林局森林
整備課
089-912-2597

内子町小田支所
0892-52-3111

10～15回 施設へ直接 可 １ヶ月前まで 小田深山千年の森公園 http://www3.ocn.ne.jp/~o
danoki/

愛　媛

愛媛県森の交流センター 東温市田窪743 089-990-7017
FAX 990-7073

農林水産部森林局森林
整備課
089-912-2597

５～６回 施設へ直接 否 １ヶ月前まで 月曜日
（月曜日が祝日の
時は翌日）年末年
始

http://www.pref.ehime.jp/
060nourinsuisan/090shinri
n/00006366050511/koury
ucenter/index.htm

http://www.aimori.jp/park/
http://www.aimori.jp/park/
http://besshiyama.com/yuragi/
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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）

高　知

高知県立甫喜ヶ峰森林公
園

高知県香美市土佐山田
町平山

0887-57-9007
FAX  同上

林業振興・環境部林業環
境政策課
088-821-4586

随時 施設へ直接 否 随時 年末年始 http://www.kochi-
sanrin.jp/hoki/

高　知

高知県立森林研修センター
情報交流館

高知県香美市土佐山田
町大平80番地

0887-52-0087
FAX  52-0097

林業振興・環境部林業環
境政策課
088-821-4586

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日（月曜日が
休日の場合はその
翌日）、休日の翌日
（その日が日曜日ま
たは休日に当たる
ときは除く）、年末年
始

内容によっては、
利用料金徴収
（研修室、木工
室、企画展示
室、シアター）
又、材料費等必
要な場合あり

http://www5.ocn.ne.jp/~k
ouryuu/

高　知

(社）西土佐環境・文化セン
ター四万十学舎

高知県四万十市西土佐
中半４０８－１

0880-54-1230
FAX  31-9788

林業振興・環境部林業環
境政策課
088-821-4586

随時 施設へ直接 可 随時 水曜日
12月28日～1月4日
（7～9月は無休）

ホームページ参
照

要予約 http://www.gakusya.info/
gakusya/si_wan_shi_le_ofis
harupeji.html
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