
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

北海道

札幌ふれあいの森
ふれあいセンター

札幌市清田区有明386
番地

011-883-8931 札幌市環境局みどりの推
進部みどりの管理課
011-211-2536

要相談 施設へ直接 否 4/29～11/3 無料 事前に施設にご確認の上、
お申し込みください。
木工クラフト体験、自然観察
会

http://www.city.sapporo.jp/ryok
uka/midori/shizen/shirahataya
ma/hureainomori/

北海道

帯広の森・はぐくーむ 帯広市南町南９線４９番
地１

電話 0155-66-6200
FAX  0155-47-3622

帯広市役所都市建設部み
どりの課
0155-65-4186

ほぼ毎日
可

施設へ直接 否 通年 休館日（月曜、祝日
の翌日、年末年始）

基本的に無料
（一部材料費、保
険料など）

事前に施設にお問い合わせ
ください

http://haguku-mu.net/

北海道
雨煙別小学校コカ・コーラ環
境ハウス（特定非営利活動
法人雨煙別学校）

北海道夕張郡栗山町雨
煙別1番地4

電話 0123-72-1696
FAX  0123-72-1696

栗山町教育委員会連絡先
（０１２３）７２－１１１７

施設へ直接 

可

随時 年始年末

料金：宿泊料金
幼児 900円/小中
学生 2,200円/高
校生以上 2,500
円/　税抜き

事前にお問い合わせ下さい。 http://uenbetsu.jp

北海道

水鳥観察館
（浜頓別町）

枝幸郡浜頓別町クッチャ
ロ湖畔

01634-2-2534 浜頓別町役場
産業振興課商工観光係
01634-2-2346

月１・２回程
度
（要相談）

施設へ直接 否 利用日の１ヶ月
前

月曜・祝日の翌日・
年末年始・イベント
の日

無料 駐車場…普通５２台、大型８
台（無料）

http://www.town.hamatonbetsu.
hokkaido.jp/sightSeeingEvent/in
dex_mizudori.phtml

北海道

北海道立道民の森 石狩郡当別町、樺戸郡
月形町

【指定管理者】
(一財)北海道森林整備公
社
道民の森管理事務所
0133-22-3911
森林学習センター

石狩振興局森林室
道民の森課
0133-22-2151

要相談 施設へ直接 可 宿泊は３ヶ月前
から

閉園期間（11月1日
～4月30日）

コテージ8,000円
(4人)～12,000円
(6人)等（但し学校
等事業の場合、
小中学生1人450
円、高校生1人

その他有料施設として、研修
室・体育館・学習室・キャンプ
場等がある。キャンプ道具等
の有料レンタル有り。

http://www.dominno-mori.org/

北海道

羊蹄青少年の森 虻田郡真狩村字社 森林学習展示館
0136-45-2955

真狩村建設課
0136-45-2121
真狩村総務企画課
0136-45-3613

要相談 施設へ直接 否 随時 月曜日、11月1日～
4月30日

隣接施設（羊蹄山自然公園）
にキャンプ場あり
※平成２６年度より真狩村に
管理を移管

北海道

津別２１世紀の森 網走郡津別町字共和 津別町役場産業振興課
商工・観光グループ
0152-76-2151

要相談 自治体へ 否 プログラム実施
日の１ヶ月程度
前

無料、但し資材
費負担有り

隣接町営施設にキャンプ場
あり
※平成２６年度より津別町に
管理を移管

北海道

旭川市２１世紀の森 旭川市東旭川町瑞穂
888番地

旭川市２１世紀の森運営
協議会
0166-76-2108

旭川市市民生活部スポー
ツ課スポーツ施設係
0166-23-1944

要相談 施設へ直接 可 随時 12月１日～4月30日
（積雪状況により変
更あり)※ログハウ
スは12月30日～1月
4日

ログハウス，バン
ガロー，タルハウ
スは有料，キャン
プ場は無料
詳細はHP参照

事前にお問い合わせ下さい。 http://www.asahikawashi21seiki
nomori.net/index.html

北海道

トムテ文化の森 名寄市字日進 【指定管理者】
(株)名寄振興公社
01654-2-2131
もりの学び舎
01654-3-7400

名寄市役所 風連庁舎
耕地林務課
01655-3-2511

要相談 施設へ直接 否、但しキャ
ンプ可

随時 月曜日、11月1日～
4月30日

隣接施設（道立サンピラー
パーク、なよろ健康の森）
※平成２６年度より名寄市に
管理を移管

http://www.nayoro.co.jp/t
omute/

青森県
県民の森梵珠山
「県立自然ふれあいセン
ター」

青森市浪岡大字大釈迦
字沢内沢1-1

0172-62-4527
FAX  62-8510

環境生活部自然保護課自
然公園グループ
017-722-1111(内6504)

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日、年末年始、
センター主催行事実
施日

http://www.jomon.ne.jp/~bonjyu
/

青森県

青森県白神山地ビジターセ
ンター

西目屋村大字田代字神
田61-1

0172-85-2810
FAX　85-2833

環境生活部自然保護課自
然環境グループ
017-722-1111(内6507)

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日・木曜日（1～
3月）、第2月曜日(4
～12月)、年末年
始、センター主催行
事実施日

体験内容によっ
てメニューが異な
るため要相談

http://www.shirakami-visitor.jp/

青森県

青森県十二湖エコ・ミュージ
アムセンター湖郷館

深浦町大字松神字松神
山1-3

0173-77-3113
FAX  77-3114

環境生活部自然保護課自
然環境グループ
017-722-1111(内6507)

深浦町観光課
0173-77-3113

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日、年末年始、
センター主催行事実
施日、12月中旬～4
月中旬（冬季休館）

体験内容によっ
てメニューが異な
るため要相談

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。
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子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

青森県
合子沢記念公園 青森市大字合子沢字山

崎
0177-28-5875 農林水産部林政課企画グ

ループ
017-734-9507

青森市農地林務課林務
チーム
0172-62-1146

１回 施設へ直接 否 応談 11月～4月(冬季閉
園)

青森県
浅虫温泉森林公園 青森市大字浅虫字馬場

山
0177-52-2628 農林水産部林政課企画グ

ループ
017-734-9507

青森市農地林務課林務
チーム
0172-62-1146

１回 施設へ直接 否 応談 11月～4月(冬季閉
園)

青森県
月見野森林公園 青森市大字駒込字深沢 0177-43-5226 農林水産部林政課企画グ

ループ
017-734-9507

青森市農地林務課林務
チーム
0172-62-1146

１回 施設へ直接 否 応談 11月～4月(冬季閉
園)

青森県
弘前市星と森のロマントピ
ア

弘前市大字水木在家字
桜井113-2

0172-84-2288
FAX  84-2255

農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

弘前市観光政策課
0172-35-1111

１回 施設へ直接 可 随時 11月～4月中旬 体験活動等は各団体で準備 http://romantopia.net/

青森県
平川市久吉温泉自然休暇
村「たけのこの里」

平川市碇ヶ関東碇ヶ関
山1-128

碇ヶ関開発(株)
0172-45-3131

農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

平川市碇ヶ関総合支所経
済建設課
0172-44-1111

１回 施設へ直接 可 随時 12月1日～4月中旬
～下旬（雪の状況に
よる）

青森県
中泊町森林公園ふれあい
センター

北津軽郡中泊町大字宮
野沢字袴腰山67-1

0173-57-2662 農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

中泊町農政課
0173-57-2111(29)

１回 市町村担当へ 可 随時 利用時間等に
よって料金が異
なるため、要相談

体験活動等は各団体で準備

青森県

ＮＰＯ法人白神自然学校一
ツ森校

西津軽郡鰺ヶ沢町大字
一ツ森町字上禿88-2

0173-82-7057
FAX  82-0015

農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

鰺ヶ沢町農林水産課
0173-72-2111(内224)

３０回 施設へ直接、
インターネット

可 随時 年末年始及びお盆
時期

1,500円～3,000
円

木工づくり体験、林業体験･
自然観察・植林体験・エコツ
アー・里山自然体験ほか

http://school.shirakami.gr.jp/

青森県

青森県立種差少年自然の
家

八戸市大字鮫町字膳並
平2-26

0178-38-2131
FAX  38-2727

教育庁生涯学習課
017-734-9887

随時 施設へ直接 可 １ヶ月前までに 12月29日～1月4日
（休所日）

体験内容によっ
て料金が異なる
ため要相談

自然観察、キャンプ、クラフト
体験等

http://www.tanesashi.jp/

青森県

八戸市青葉湖展望交流施
設　山の楽校

八戸市南郷大字島守字
北ノ畑6-2

0178-82-2222
FAX  82-2222

農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

八戸市南郷事務所
0178-82-2113

随時 施設へ直接 否 随時 月曜日（祝祭日の場
合は翌日）、12月29
日～1月3日

体験内容によっ
て料金が異なる
ため要相談

そば打ち体験、てんぽせんべ
い焼き体験ほか http://www.city.hachinoh

e.aomori.jp/index.cfm/10,
5158,88,html

青森県

市民の森不習岳（ならわず
だけ）

八戸市南郷区大字島守
外田山１９

0178-83-2146
FAX  83-2146

農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

八戸市農林畜産課
0178-43-2111（内4054）

随時 施設へ直接 可 １ヶ月前までに 11月～4月中旬 体験内容によっ
て料金が異なる
ため要相談

各種自然観察 http://www.city.hachinoh
e.aomori.jp/index.cfm/10,
92146,33,html

青森県
名川チェリリン村 南部町大字上名久井字

大渋民山
0178-76-2111
FAX  76-3904

農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

南部町商工観光課
0178-84-2111
FAX  0178-84-2592

１回 市町村担当へ 可 随時 11月～4月中旬 利用施設によっ
て料金が異なる
ため要相談

青森県
むつ市下北自然の家 むつ市大畑町佐助川３９

９
0175-34-6151
FAX　34-6152

農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

むつ市教育委員会
連絡先0175-22-1111

ほぼ毎日
可

施設へ直接 可 １ヶ月前までに 年末年始 体験内容によっ
て料金が異なる
ため要相談

青森県
森林体験館フォレストパー
ク

下北郡佐井村大字佐井
字大佐井川目83-1

0175-38-2929 農林水産部林政課企画グ
ループ
017-734-9507

佐井村産業建設課
0175-38-2111

随時 施設へ直接 否 一週間前
少人数は当日可

毎週水曜日
年末年始

木工教室

岩手県 盛岡市都南つどいの森 盛岡市湯沢1地割88 019-638-2270 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

盛岡市農林部林政課
019-651-4111

随時 施設へ直接 可 ３０日前から 火曜日､年末年始 http://www.city.morioka.iwate.jp
/kokyoshisetsu/taiken/003868.
html
http://park20.wakwak.com/~tud
oi/

岩手県 盛岡市外山森林公園 盛岡市薮川字大の平
31-1

019-681-5132 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

盛岡市農林部林政課
019-651-4111

随時 施設へ直接 可 宿泊は7/1～9/1
のみで申込は
5/1～前日まで。
日帰りは4/29～
11/16までで申込
は当日まで。

火曜日、11月16日
～4月28日

6/17～9/25キャンプ場
利用期間中は休園なし

http://www.city.morioka.iwate.jp
/kurashi/kokyoshisetsu/taiken/
1000894.html

岩手県 岩手県県民の森 松尾村
八幡平市寄木１－５１５
－５

0195-78-2092
FAX  同上

農林水産部
森林保全課
県有林担当
019-629-6618

随時 施設へ直接 否 随時 火曜日（火曜日が祝
日の場合は翌日）
年末年始

http://kenminnomori.com/
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岩手県

滝沢森林公園 滝沢市砂込1533－1 019-688-5522 農林水産部
森林保全課
県有林担当
019-629-6618

随時 施設へ直接 否 随時 火曜日（火曜日が祝
日の場合は翌日）
年末年始

http://www.koiwai.co.jp/sh
iteikanri/takizawa_fp/inde
x.html

岩手県 岩手県千貫石森林公園 金ヶ崎町西根字後千貫
石地内

もりの学び舎
0197-43-2002
有限会社小沢興業
0197-44-3682

農林水産部
森林保全課
県有林担当
019-629-5797

金ヶ崎町建設課
0197-42-2111
（内線2226）

１回 施設へ直接 否 随時 月曜日
12月1日～3月31日

http://www.ozawakougyo
u.co.jp/

岩手県 花巻市胡四王の森 花巻市矢沢 花巻市農村林務課
0198-24-2111(内6277)
FAX  23-1403

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市農村林務課
0198-24-2111(内62773)

２回 市の担当へ 否 随時

岩手県 平塚・花巻交流の森 花巻市金矢 平塚花巻交流の森管理組
合
0198-27-5115

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市市民生活部生活環
境課公園緑地係
0198-24-2111(内567)

２回 市の担当へ 可 早めに 12月1日～3月31日 https://www.city.hanamaki.iwat
e.jp/shimin/158/168/p006176.h
tml

岩手県 田瀬湖ふれあいランド 花巻市東和町田瀬６区
89

田瀬湖振興公社
0198-44-5007
FAX  44-5209

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市東和総合支所地域
振興課
0198-42-2111(内324)

１回 連絡先へ直接 否 随時 11月下旬～4月下旬 モンゴルタワーは解体

岩手県 東和いこいの森キャンプ場 花巻市東和町田瀬13区
48

田瀬湖交流センター
0198-44-5846

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

花巻市東和総合支所地域
振興課
0198-42-2111(内324)

１回 連絡先へ直接 可 随時 12月～3月

岩手県 北上市憩いの森 北上市稲瀬町岩脇24 0197-64-7447
FAX  同上

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

北上市農林部農林企画課
0197-72-8237

随時 施設へ直接 可 利用日の前日ま
で

月曜日（月曜日が祝
日の場合はその次
の日）

http://www.city.kitakami.iwate.j
p/docs/2014052900469/

岩手県 遠野市森林総合センター 遠野市青笹町中沢8-1-
8

0198-62-0631
FAX　62-0632

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

遠野市産業部農林課
0198-62-2111

施設へ直接 否 随時 日曜祝祭日、年末
年始、お盆

http://www.morinokuni.com/

岩手県 コテージランドかしわぎ
（炭焼体験施設）

遠野市宮守町下鱒沢
88-125

0198-66-2626
FAX　66-2626

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

遠野市産業部観光交流課
0198-62-2111

施設へ直接 可 随時 特になし 炭焼体験が可能

岩手県 アストロ・ロマン大東 一関市大東町大原字山
口地内

0191-72-2860 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

一関市大東支所産業経済
課商工観光係
0191-72-4080

随時 施設へ直接 可 ２週間前まで 12月～3月

岩手県

西行桜の森　木工芸館
「遊鵬」

西磐井郡平泉町長島字
深山95-741

木工芸館「遊鵬」
0191-46-5420

平泉町農林振興課
林務担当
0191-46-5564

随時 施設へ直接 否
ただし、近
くの大文字
キャンプ場
を利用可

随時
（木工体験の人
数が多い場合は
あらかじめ予約
が必要）

火曜日（火曜日が
祝日の場合はその
翌々日）
12月～3月は休館

木工体験内容に
より異なる

西行桜の森内の散策コース
は受入不可日はなく、随時
利用可能

http://www.town.hirai
zumi.iwate.jp/index.c
fm/24,1002,127,274,ht
ml

岩手県

盛岡市立区界高原少年自
然の家

岩手県宮古市区界2-
111

0193-77-2048 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

盛岡市農林部林政課
019-651-4111

随時 施設へ直接 可 宿泊，食堂およ
び施設設備利用
の場合，1カ月
前までに電話な
どで利用の予約
が必要。

休所日（原則月曜
日），年末年始

http://www.city.morio
ka.iwate.jp/kurashi/k
okyoshisetsu/taiken/k
uzakai/index.html

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/158/168/p006176.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/158/168/p006176.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/158/168/p006176.html
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2014052900469/
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2014052900469/
http://www.morinokuni.com/
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岩手県 宮古市かわい木の博物館 宮古市川井2－187－1 0193-76-2111
FAX  76-2042

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

宮古市川井総合事務所
0193－76－2165

随時 自治体へ 否 4月1日から11月
30日

毎週月曜日 案内料
1日　7,000円
（10,000円）
半日 4,000円
（8,000円）
（　）内は専門的岩手県 田野畑自然大学校

0194-33-2866
田野畑村北山278-1 田野畑村森林組合

0194-33-2811
FAX　33-3144

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

田野畑村産業振興課
0194-34-2111

　 施設(連絡先)
へ直接

可 ２ヶ月前まで 12月1日～3月31日

岩手県 フレアイランド尾崎岬 大船渡市赤崎町字鳥沢
188-7

0192-27-4478 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

大船渡市農林水産部部農
林課林業係
0192-27-3111(内7125)

随時 施設へ直接 可 ２ヶ月前まで http://www.city.ofunato.i
wate.jp/www/contents/1
341204103454/

岩手県 大窪山森林公園 大船渡市三陸町吉浜字
平根10-3

0192-44-3655 農林水産部
森林保全課
県有林担当
019-629-5796

大船渡農林振興センター
森林保全課
県有林管理チーム
0192-27-9914（内224）

随時 施設へ直接 否 随時 12月～4月休館 散策会（月1回、年7回）、木工
教室（本棚、巣箱、小物入れ
等）、その他催事（要相談）
県の施設を指定管理者（大
江田河内自治会）に委託して
管理・運営

http://www.pref.iwate.jp/ringyo
u/kenyuurin/shinrinkouen/0040
85.html

岩手県 陸前高田市交流促進セン
ター
ホロタイの里炭の家

陸前高田市矢作町字清
水川8-3

0192-58-2141 農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

陸前高田市農林水産部農
林課
0192-54-2111

随時 施設へ直接 可 特になし 特になし
（個別に判断）
【H28.4.1～休止中】

炭焼き体験
（３日間コース、１０日間コー
ス、自由体験コース）
市の施設を地域（コミュニ
ティー）に委託して管理・運営

https://oide-
community.jimdo.com/

岩手県 種山ヶ原森林公園 気仙郡住田町世田米字
子飼沢

0192-46-2111（内243）
FAX　46-3515

農林水産部
森林整備課
森林計画担当
019-629-5785

住田町林政課
0192-46-2111（内243）

随時 自治体へ 否 随時 個別に判断 森林体験を希望する場合
は、自治体に協議のこと

岩手県 折爪岳森林公園
もりの学び舎

二戸市福岡字織詰26-2 0195-23-1005
FAX　同上

農林水産部
森林保全課
県有林担当
019-629-5797

二戸市産業振興部
商工観光流通課
0195-23-7210

月１～２回
(実績8回）

施設へ直接 否 随時 11月の第4日曜日～
4月の第4土曜日

岩手県

県北青少年の家 二戸市仁左平字放森
61-35

0195-23-9511 年１回～
２回

施設へ直接 有 随時

宮城県 宮城県こもれびの森
森林科学館

栗原市花山字草木沢角
間10－７

0228-56-2330 環境生活部自然保護課み
どり保全班
022-211-2676

随時 事前に指定管
理者に要請

否 随時 12月1日～3月31日 こもれびウッドランドクラブ等
については実費

http://mifi.main.jp/komorebi.ht
m

宮城県 宮城県県民の森（もりの学
び舎）

利府町神谷沢字菅野沢
41

022-255-7084
FAX  同上

環境生活部自然保護課み
どり保全班
022-211-2676

随時 事前に指定管
理者に要請

否 随時 年末年始 もりもり教室等については実
費

http://mifi.main.jp/kenminmori.h
tm

宮城県 宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター
（ことりはうす）

蔵王町遠刈田温泉字上
ノ原162-1

0224-34-1882
FAX  34-1871

環境生活部自然保護課調
整指導班
022-211-2671

随時 事前に指定管
理者に要請

否 随時 月曜日、年末年始、
祝祭日の翌日

各種イベントについては実費 http://mifi.main.jp/kotori.htm

宮城県 昭和万葉の森 大衡村大衡字平林１１
７番地

TEL:022-345-4623 環境生活部自然保護課み
どり保全班
022-211-2676

随時 事前に指定管
理者に要請

否 随時 年末年始
冬季間

各種イベントについては実費 http://www.ohira-
manyo.co.jp/mori.html

http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1341204103454/
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1341204103454/
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1341204103454/
http://mifi.main.jp/komorebi.htm
http://mifi.main.jp/komorebi.htm
http://mifi.main.jp/kenminmori.htm
http://mifi.main.jp/kenminmori.htm
http://mifi.main.jp/kotori.htm
tel:022-345-4623
http://www.ohira-manyo.co.jp/mori.html
http://www.ohira-manyo.co.jp/mori.html
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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
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宮城県
（仙台市）

オーエンス泉岳自然ふれ
あい館
 （仙台市指定管理者）

仙台市泉区福岡字岳山
9-8

022-379-2151 仙台市（経済局農林部農
林土木課林務係）

o22-214-8264

随時 施設へ直接 可 施設へ直接 施設へ直接 「焼き板づくり
体験・150円～
各種」・「木工
クラフト体験・
100円～各種」

www.shizenfureaikan.jp

秋田県 秋田県森林学習交流館
「プラザ・クリプトン」

秋田市河辺町戸島字上
祭沢38-4

018-882-4811
FAX 882-4821

農林水産部森林整備課調
整・担い手班
018-860-1750

相談による 施設へ直接 可 １０日前 必要に応じて徴
収

http://www.plaza-crypton.jp/

秋田県 八森ぶなっこランド 八峰町八森字三十釜 0185-77-3086 農林水産部森林整備課調
整・担い手班
018-860-1741

八峰町産業振興課
0185-76-4605

相談による 施設へ直接 否 ７～１０日前 水曜日 必要に応じて徴
収

宿泊は近隣施設を紹介 なし

秋田県 秋田県環境と文化のむら 五城目町上樋口字山田
沢156-1

018-852-2202
FAX 852-2202

生活環境部自然保護課調
整・自然環境班
TEL：018-860-1614

・定期12
回。　　　・
他に随時
受け入れ。

施設へ直接 否 ７～１０日前 月曜日、年末年始 無料 キャンプ場あり http://www.kankyou-bunka.jp/

秋田県 秋田県立大館少年自然の
家

大館市東字岩神沢31 0186-43-3174
FAX　43-3175

教育庁生涯学習課社会教
育班
018-860-5184

相談による 施設へ直接 可 事前に問い合わ
せ随時(利用開始
の１ヶ月前までに
連絡)

既に受け付け団体
がある日

登山や野外炊飯等野外活
動、創作活動　など

https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/genre/oodate-sizen

秋田県 秋田県立岩城少年自然の
家

由利本荘市岩城赤平字
長ヶ沢260-8

0184-74-2011
FAX　74-2012

教育庁生涯学習課社会教
育班
018-860-5184

相談による 施設へ直接 可 事前に問い合わ
せ随時（利用開
始の１ヶ月前まで
に連絡）

既に受け付け団体
がある日

自然物工作、ネイチャーゲー
ム等

https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/genre/15634

秋田県 秋田市太平山自然学習セ
ンター「まんたらめ」

秋田市仁別字マンタラメ
227-1

018-827-2171
FAX 827-2173

秋田市教育委員会
秋田市太平山自然学習セ
ンター
018-827-2171

相談による 施設へ直接 可 宿泊：２月１日よ
り
　　　　利用日の２
週間前までに連
絡
日帰り：３ケ月前

第2･4月曜日
年末年始
学校利用日
主催事業実施日

宿泊利用
　小・中学生
1,080円
　一般　2,160円
　シーツクリーニ
ング代　160円

自然観察、木工製作、太平山
登山

http://www.city.akita.akita.jp/ku
rashi/shakai-
shogai/1008481/1ndex.html

秋田県 あきた白神体験センター 八峰町八森字御所の台
53-1

0185-77-4455
FAX  77-4456

教育庁生涯学習課社会教
育班
018-860-5184

八峰町教育委員会
0185-77-2816

相談による 施設へ直接 可 ３日前（ガイドが
必要な場合）

年末年始 ガイド１人当
4,000～8,000円
（１人のガイドに
対して１～８人の
グループが最適）

白神山地二ツ森登山、ブナ
の天然林（留山）散策、御所
の台里山トレッキング、青森
県十二湖散策、かんじきハイ
ク（冬季）、アニマルトラッキン
グ（冬季）、ナイトハイク（冬

http://www.town.happou.akita.jp
/taiken/

秋田県 秋田県立保呂羽山少年自
然の家

横手市八沢木字大木屋
73

0182-26-6011
FAX　26-6012

教育庁生涯学習課社会教
育班
018-860-5184

横手市商工観光部観光お
もてなし課
0182-32-2119

相談による 施設へ直接 可 事前に問い合わ
せ随時（利用開
始の１ヶ月前まで
に連絡）

既に受け付け団体
がある日

登山体験、天体観測、自然素
材工作、キャンプ等

http://www.pref.akita.lg.jp/page
s/genre/horowa-sizen

山形県 県民の森 山辺町大字畑谷1933-
42

023-666-2116
FAX 666-2124

農林水産部林業振興課
林政企画担当
023-630-2518

１０数回 施設へ直接 否 随時 月曜日、12月1日～
4月28日

森林案内　無料
木工クラフト
　100円～500円
その他プログラム
　無料～1,000円

http://www.ymidori.or.jp/kenmo
ri/

山形県 遊学の森 金山町大字有屋1761 0233-64-3305
FAX  35-3306

農林水産部林業振興課
林政企画担当
023-630-2518

１０数回 施設へ直接 否 随時 月曜日
年末年始

常設プログラム
　無料～実費
　（材料第・保険
料等）
主催プログラム
　無料～5,000円

http://www.town.kaneyama.yam
agata.jp/yugaku/index.htm

山形県 源流の森 飯豊町大字須郷669-3 0238-77-2077
FAX  77-2078

農林水産部林業振興課
林政企画担当
023-630-2518

１０回程度 施設へ直接 可(施設近隣
の旅館)

随時 月曜日(ただし、
7/20～8/31は受入
不可の日無し)、12
月1日～4月28日

常設プログラム
　無料～1,000円
主催プログラム
　無料～5,000円

宿泊予約
(0238)78-0010 ホテルフォレ
ストいいで
(0238)77-2124 白川荘

http://www.ymidori.or.jp/genryu
/

http://www.shizenfureaikan.jp/
http://www.plaza-cryton.jp/
http://www.kankyou-bunka.jp/
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm
http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm
http://www.town.happou.akita.jp/taiken/
http://www.town.happou.akita.jp/taiken/
http://www.ymidori.or.jp/kenmori/
http://www.ymidori.or.jp/kenmori/
http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/yugaku/index.htm
http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/yugaku/index.htm
http://www.ymidori.or.jp/genryu/
http://www.ymidori.or.jp/genryu/
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山形県 眺海の森 酒田市土渕字甚治郎向
20-1

0234-62-3323
FAX  同上

農林水産部林業振興課
林政企画担当
023-630-2518

６回
(森林教室)
木工ｸﾗﾌﾄ、
森林案内
は毎週土
日祝日対

施設へ直接 可(近隣の宿
泊施設)

随時 月曜日、4月1日～4
月7日,12月1日～3
月31日

木工クラフト
　50円～300円
森林教室
　1,000円
（昼食・入浴券込
み）

http://choukainomori.ec-
net.jp/index.html

山形県 鮭川村エコパーク 鮭川村木の子の森 鮭川村エコパーク
0233-55-4455
FAX  55-4459

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部みどり自然
課　みどり県民活動推進
担当
023-630-2206

鮭川村産業振興課
0233-55-2111

１０回程度 施設へ直接 可 随時 火曜日 主催プログラム
　300円～

http://yamagata-ecopark.com/

山形県 健康の森　横根 小国町大字小国小坂町
759-3

0238-62-5584
FAX  62-5545

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部みどり自然
課　みどり県民活動推進
担当
023-630-2206

小国町産業振興課観光交
流担当
0238-62-2416

４回
上限無し

施設へ直接
指定管理者へ

可 随時（宿泊は１ヶ
月前）

冬期間 交流センター
休憩（1室）：2,160
円～
休憩（2室）：3,240
円～
（小学生半額）

予約：おぐに白い森(株)
℡.0238－62－4518

http://www.siroimori.co.jp/kenk
ounomori/index.html

山形県 樹草の森 米沢市大字関町448 0238-38-2935
FAX  同上

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部みどり自然
課　みどり県民活動推進
担当
023-630-2206

米沢市農林課森林農村整
備担当
0238-22-5111(内5010)

４回 市町村担当へ 否 １ヶ月前 冬期間 無料

福島県 ふくしま県民の森フォレスト
パークあだたら

大玉村玉井字長久保68 0243-48-2040
FAX  48-2060

農林水産部森林保全課
024-521-7441

100回 施設へ直接 可 希望日の１ヶ月
前

ゴールデンウィー
ク、お盆、年末年
始、その他臨時休
館日

プログラムによっ
て料金が変わ
る。無料～500円

自然観察、林業体験、木の枝
クラフト、炭焼き体験、ネイ
チャーゲームなど

http://www.fpadatara.com/

福島県 エンゼルフォレスト那須白
河

天栄村大字羽鳥字高戸
屋39

エンゼルフォレスト那須白
河
0248-85-2525
FAX　85-2526

県中農林事務所森林林業
部林業課
024-935-1367

岩瀬郡天栄村産業課農林
振興係
0248-82-2117

施設へ直接 可 随時 冬季に休館週間あ
り。連休等、繁忙期
については（要相
談）

羽鳥湖高原レジーナの森より
名称変更

http://ang.-f-ns.com

福島県 大仏山ふれあいの森 喜多方市岩月町宮津字
大仏山地内

0241-24-5234
FAX  25-7073

会津農林事務所森林林業
部林業課
0241-24-5734

喜多方市産業部農山村振
興課
0241-24-5234

随時 自治体へ 否 随時 冬期間 森林環境学習、森林散策 https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/soshiki/nousanson/785.
html

福島県 喜多方市林業総合センター 喜多方市上三宮町上三
宮字下松原2559-1

0241-22-0912
FAX  22-0912

会津農林事務所森林林業
部林業課
0241-24-5734

喜多方市産業部農山村振
興課
0241-24-5234

随時 施設へ直接 否 随時 年末年始 森林環境学習、木工クラフト
等

https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/soshiki/nousanson/781.
html

福島県 グリーンパーク都路 田村市都路大字岩井沢
字北向185-1

0247-62-3002
FAX  同上

県中農林事務所森林林業
部林業課
024-935-1367

田村市都路行政局産業建
設課
0247-75-3550

随時 自治体 可
（キャンプサ
イトのみ）

４月１日～１１月
３０日（１週間前
に要予約）

毎週水曜、１２月１
日～３月３１日

震災後は屋外体験活動は
行っておらず、キャンプサイト
の提供にとどまっている。

http://www.city.tamura.lg.jp/sos
hiki/22/greenpark-top.html

福島県 市民と共生の森 会津若松市一箕町大字
金堀地内　外

0242-39-1254
FAX  39-1440

会津農林事務所森林林業
部林業課
0241-24-5734

会津若松市農政部農林課
森林林業グループ
0242-39-1254

随時 自治体 否 随時 12月１日～
４月30日

体験学習：林業体験、木工ク
ラフト、きのこ植菌体験など
自然観察：野鳥、昆虫、植物
など会津森林管理署との
「遊々の森」協定締結により、
国有林の一部についても利福島県 遊々の森「大黒さん」

H27年度廃止

石川郡古殿町大字山上
字犬仏国有林

0247-53-4613
FAX  53-3154

県中農林事務所森林林業
部林業課
024-935-1367

古殿町産業振興課林政係
0247-53-4613

随時 自治体 否 随時 特になし 林業体験、植生調査、森林学
習、森林での遊び（ネイ
チャーゲーム等）

福島県 中山森林公園 喜多方市岩月町大都字
中山地内

【施設利用申し込み先】
ふるさと振興(株)
0241-21-1139
FAX　21-1157

会津農林事務所森林林業
部林業課
0241-24-5734

喜多方市産業部農山村振
興課
0241-24-5234

随時 指定管理者 可 共用期間
４月１５日～１１
月１５日

共用期間以外 宿泊の場合
市内に住所を有
する者：1区画300
円
市外に住所を有
する者：1区画450

自然観察、木工クラフト教室
等

https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/soshiki/nousanson/782.
html
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http://www.pref.yamagata.jp/ou/norinsuisan/140023/kenmori/chokainomori.html
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http://www.siroimori.co.jp/kenkounomori/index.html
http://www.fpadatara.com/
http://www.reginaforest.com/index.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/nousanson/785.html
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https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/nousanson/785.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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

福島県 白鳳山公園 会津美里町字船場 0242-56-3914(役場)
FAX  56-3602

会津農林事務所森林林業
部林業課
0241-24-5734

会津美里町農林課農林土
木係
0242-56-3914

随時 自治体 否 ４月～１１月 １２月～３月

http://www.town.aizumisato.fuk
ushima.jp/90174.html

福島県 蓋沼森林公園 会津美里町字八木沢字
七窪

0242-54-4793(公園）
0242-56-3914(役場)
FAX  56-3602（役場）

会津農林事務所森林林業
部林業課
0241-24-5734

会津美里町農林課農林土
木係
0242-56-3914

随時 施設へ直接 可 ４月～１１月 １２月～３月 蓋沼森林公園管理事務所
0242-54-4793

http://www.town.aizumisato.fuk
ushima.jp/90172.html

福島県 猪苗代緑の村（一般財団法
人猪苗代町振興公社）

猪苗代町大字長田字東
中丸３４４７－４

0242－65－2841
FAX　0242-65-2643

会津農林事務所森林林業
部林業課
0241-24-5734

猪苗代町農林課農林整備
係
0242-62-2116

随時 施設へ直接 否 随時 プログラムにより
料金設定がある
ため、事前に確
認してください。

開催日等を事前に確認してく
ださい。

www.inawashiro.or.jp

福島県 福島市水林自然林 福島市荒井字地蔵原乙
１－５

024-593-2954 福島市農政部農林整備課
024-525-3729

随時 施設へ直接 可 周年 年末年始 材料費等が生じ
る場合有料

福島県 南湖森林公園 白河市菅生舘1-1 TEL(FAX)
0248-27-1101

白河市農林整備課農林整
備係
0248-22-1111

随時 施設へ直接 否 随時 １２月～２月 プログラムにより
料金がかかるた
め、要事前確認。

野鳥や山野草の観察、ネイ
チャーゲームやオリエンテー
リングなど、講師が必要な活
動の場合は要事前確認。

茨城県 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

要相談 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/

茨城県 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

農林水産部林政課指導グ
ループ
029-301-4026

3 施設へ直接 可 １ヶ月前より 12月29日～1月3日 宿泊は有料 同上 http://ikoimori.sakura.ne.jp/

茨城県 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

要相談 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
木工工作、凧作りなどの体験
教室

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

栃木県 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 無料（一部有料）

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

栃木県環境森林部自然環
境課
028-623-3211

応談 施設へ直接 可(キャンプ
場6/2～7/15
金土日祝、
7/15～8/31、
9/1～9/30金
土日祝)

要相談 年末年始(12月29日
～1月3日)

無料（一部有料） 林業体験・自然観察プログラ
ム

栃木県 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

要相談 県事務所担当
へ

否 要相談 要相談 無料

栃木県 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 無料

http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/90174.html
http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/90174.html
http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/90172.html
http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/90172.html
http://www.inawashiro.or.jp/
http://www.ibaraki-shokubutuen.jp/
http://www.ibaraki-shokubutuen.jp/
http://www.ibaraki-suigou.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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

栃木県 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

栃木県 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

那珂川町商工観光課
0287-92-1116

要相談 市町村担当へ 否 要相談 要相談

栃木県 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）

栃木県 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 要相談 有料（無料のもの
もあり）

栃木県 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

栃木県 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 隣接地に宿泊施設あり

栃木県 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

栃木県 鹿沼市自然体験交流セン
ター

鹿沼市板荷6130 0289-64-8760
FAX　64-8886

栃木県県西環境森林事務
所環境企画課
0288-21-1178

鹿沼市教育委員会生涯学
習課自然体験交流セン
ター
0289-64-8760

要相談 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

群馬県

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

随時 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/

群馬県

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 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/

群馬県

憩の森・森林学習セン
ター

渋川市伊香保町伊香保
637

TEL：0279-72-3220
FAX：0279-72-3045

緑化推進課
027-226-3272

随時 施設へ直接 不可 年末年始 https://www.pref.gunma.jp/01/e
6100001.html

群馬県

緑化センター 邑楽郡邑楽町中野
3924-1

TEL：0276-88-7188
FAX：0276-89-0782

緑化推進課
027-226-3272

年に数回
程度

施設へ直接 不可 年末年始 https://www.pref.gunma.jp/
01/e5510004.html

http://www.gunmori.or.jp/park/
http://www.sandenforest.com/
https://www.pref.gunma.jp/01/e6100001.html
https://www.pref.gunma.jp/01/e6100001.html
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埼　玉

埼玉県立小川げんきプラザ 比企郡小川町大字木呂
子561

0493-72-2220
FAX  71-1043

埼玉県生涯学習推進課
（社会教育施設企画調整
担当）
048-830-6917

応談 施設へ直接 可 要相談 休所日：毎週月曜日
および年末年始

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

埼玉県生涯学習推進課
（社会教育施設企画調整
担当）
048-830-6917

応談 施設へ直接 可 要相談 休所日：毎週月曜日
および年末年始

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

埼　玉

埼玉県県民の森 秩父郡横瀬町大字芦ヶ
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1日～2月末日 http://www.chichibu.ne.jp
/~ssinrinp/mysite2/kenm
ori-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 秩父郡小鹿野町飯田
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://midorino-
mura.com/

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

埼玉県生涯学習推進課
（社会教育施設企画調整
担当）
048-830-6917

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.j
p/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

神川町
経済観光課
0495-77-0703

応談 施設へ直接 可 要相談 要相談 平成24年11月から指定管理
者制度に移行

http://www.kamiizumi.jp/

埼　玉

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

秩父市吉田総合支所地域
振興課
0494-72-6083

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

千葉県

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
県有林班
043-223-2947

随時 施設へ直接 否 特になし
(年中無休)

入場無料 指定管理者：千葉県森林組
合連合会

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

千葉県

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
県有林班
043-223-2947

随時 施設へ直接 否 特になし
(年中無休)

入場無料 指定管理者：千葉県観光公
社

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

千葉県

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
県有林班
043-223-2947

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 入場無料 指定管理者：大多喜町 http://www.0-
kenmin.sakura.ne.jp/

千葉県

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
県有林班
043-223-2947

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)

入場無料 指定管理者：千葉県森林組
合

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

http://ogawagenki.com/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
http://www.kamiizumi.jp/
http://www.funabashi-mori.jp/
http://www.chiba-forest.jp/yachou/
http://www.chiba-forest.jp/yachou/
http://www.0-kenmin.sakura.ne.jp/
http://www.0-kenmin.sakura.ne.jp/
http://www.chiba-forest.jp/seiwa/
http://www.chiba-forest.jp/seiwa/
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千葉県

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
県有林班
043-223-2947

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)

入場無料 指定管理者：千葉県観光公
社

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

千葉県

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
県有林班
043-223-2947

随時 施設へ直接 否 特になし
(年中無休)

入場無料 指定管理者：千葉県森林組
合連合会

http://tonosho-mori.jp/

東京都

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(7/21～8/31)、秋
季（10､11月）は無休

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

東京都

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(7/21～8/31)、秋
季（10､11月）は無休

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

東京都

森づくりフォーラム 文京区本郷2-25-14　第
一ライトビル405号室

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/

神奈川県 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

環境農政局緑政部森林再
生課調整グループ
045-210-1111（内4338）

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>200
円/人木工ｷｯﾄ代
100円～
<イベント>イベン

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 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

南足柄市環境経済部産業
振興課農林振興班
0465-73-8053（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　440円
中学生 440円
小学生　330円
幼稚園児110円

宿泊は３月から先着順で受
付

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

神奈川県 小田原市いこいの森 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 施設へ直接 可 随時 月、祝日の翌日、年
末年始

林間キャンプ場
1泊につき
(テント１張)
5人用1,540円
10人用2,670円
(バンガロー１棟)

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://odawara-ikoi.com

神奈川県 相模川自然の村野外体験
教室

相模原市緑区大島３４
９７－１

TEL：042-760-5445
FAX：042-760-5215

相模原市教育委員会教育
局学校教育部
相模川自然の村野外体験
教室
042-760-5445

土日休日 施設へ直接 可 利用日の３か月
前の１日から

休所日（月１回の
指定日）
年末年始（12/28～
1/3）

１泊料金
…児童・生徒宿
泊室（定員10
名）8,000円、
引率者宿泊室
（定員5名）

http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/wakaayu/

神奈川県 ふるさと自然体験教室 相模原市緑区澤井９３６
－１

TEL：042-686-6025
FAX：042-687-5050

相模原市教育委員会教育
局学校教育部
相模川自然の村野外体験
教室
042-760-5445

土日休日 施設へ直接 可 利用日の３か月
前の１日から

休所日（月１回の指
定日）
年末年始（12/28～
1/3）

１泊料金・・・児
童・生徒宿泊室
（定員20名）6,300
円、引率者宿泊
室（定員５名）
3,200円

http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/yamasemi/

神奈川県 里山ふれあいセンター 秦野市羽根９８８ 0463-75-1961
※TEL・FAX共通

秦野市環境産業部森林づ
くり課
TEL：0463-82-9631

随時 施設へ直接 否 随時 ・毎週月曜日
※祭日の場合、火
曜日に振替
※7/20～8/31は、
休館日なし
・年末年始（12/29

施設利用料金
（研修室：１部
屋200円/30分・
木工実習室：1
人300円／日）

http://www.hadano-
shinrin.jp/itaku.html#4

新潟県 当間高原リゾート
ベルナティオ

十日町市珠川 あてま森と水辺の教室ポ
ポラ
025-758-4811
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 随時 ゴールデンウィー
ク、夏休み、年末年
始は応相談

http://www.popora.jp/

http://www.chiba-forest.jp/uchiurayama/
http://www.chiba-forest.jp/uchiurayama/
http://tonosho-mori.jp/
http://www.hinohara-mori.jp/
http://www.tomin-no-mori.jp/
http://www.moridukuri.jp/
http://www.k-mask.jp/21/
http://k-mask.jp/maruta/
http://odawara-ikoi.com/
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/wakaayu/
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/wakaayu/
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/yamasemi/
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/yamasemi/
http://www.hadano-shinrin.jp/itaku.html#4
http://www.hadano-shinrin.jp/itaku.html#4
http://www.belnatio.com/
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新潟県 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

新潟県福祉保健部児童家
庭課
025-280-5214

柏崎市高柳町事務所
0257-41-2241

定期応談 施設へ直接 可 １年前より 休館日 １，５００円 http://www.garuru-kururu.jp

新潟県 柏崎・夢の森公園 柏崎市大字軽井川4544 0257-23-5214
FAX  23-5113

長岡地域振興局農林振興
部
0258-38-2573

柏崎市農林水産課
0257-21-2300

随時 施設へ直接 可 入園料は無料。
プログラム内容
により料金は異
なる

http://www.yumenomori-
park.jp/

新潟県 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
振興課県産材担当
0254-92-4510

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

新潟県 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 阿賀町農林商工課林政係
0254-92-5764
FAX  92-5479

津川地区振興事務所林業
振興課県産材担当
0254-92-4510

阿賀町農林商工課林政係
0254-92-5764

応談 自治体へ 否 随時 たきがしら湿原は冬
季閉鎖

http://www.town.aga.niiga
ta.jp/kankou/shizen/takig
asira/index.html

新潟県 ふれあいの森バンガロー 阿賀町七名乙 上川温泉七福荘
0254-95-3550
FAX  95-3551

津川地区振興事務所林業
振興課県産材担当
0254-92-4510

阿賀町上川支所振興係
0254-95-2211

応談 施設へ直接 可 随時 冬季間閉鎖 バンガロー7棟 http://www.shichifukuso.c
om/

新潟県 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
振興課県産材担当
0254-92-4510

阿賀町上川支所振興係
0254-95-2211

新潟県 新潟県立浅草山麗エコ・
ミュージアム

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://www.eco-
museum.jp/

新潟県 銀山平森林公園 魚沼市下折立 025-795-2611
FAX　同上

南魚沼地域振興局農林振
興部
025-772-8263

魚沼市商工観光課
（湯之谷庁舎）
025-792-9754

応談 市町村担当者
へ

可 随時 森林公園は冬季(12
～3月)閉鎖

新潟県 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

阿賀野市生涯学習課
0250-62-5322

応談 （4-10月）施設
へ直接  (冬季
間10－3月は、
阿賀野市生涯
学習課へ）

可 火曜日～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）

冬季間11月から3月
は休館

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/

新潟県 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
産整備課林業水産係
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/

富山県 県民公園頼成の森森林科
学館(指定管理者：（公財）
花と緑の銀行）

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 応談 火曜日、祝日祭日
の翌日、年末年始

http://www.bgtym.org/ranjyoun
omori/

富山県 自然博物園ねいの里
(指定管理者：（公財）富山
県民福祉公園）

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

無料 http://www.toyamap.or.jp/shize
n/

http://www.garuru-kururu.jp/
http://www.yumenomori-park.jp/
http://www.yumenomori-park.jp/
http://www.town.aga.niigata.jp/kankou/shizen/nakanosawa/index.html
http://www.town.aga.niigata.jp/kankou/shizen/nakanosawa/index.html
http://www.town.aga.niigata.jp/kankou/shizen/nakanosawa/index.html
http://www.shichifukuso.com/
http://www.shichifukuso.com/
http://www.eco-museum.jp/
http://www.eco-museum.jp/
http://kuwadorishiminnomori.web.fc2.com/
http://kuwadorishiminnomori.web.fc2.com/
http://kuwadorishiminnomori.web.fc2.com/
http://kuwadorishiminnomori.web.fc2.com/
http://kuwadorishiminnomori.web.fc2.com/
http://www.bgtym.org/ranjyounomori/forest/forest_a.html
http://www.bgtym.org/ranjyounomori/forest/forest_a.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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

富山県 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

富山市農林水産部農林事
務所農地林務課
076-468-2171

応談（管理
者としては
不可、持ち
込み企画な
らば応談）

施設へ直接 可 応談 11月1日～4月30日 ホームページに
てご確認下さい。

宿泊はキャンプ場又はコテー
ジ(５棟)、バンガロ－４棟
・炭焼体験、昆虫観察、山菜・
キノコ観察

富山県 三千坊の森
（山川キャンプ場）

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）

富山県 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  65-1178

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
ター産業建設課
0766-64-1426

応談 施設へ直接 可 ３日前 火曜日、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/

富山県 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

南砺市ブランド戦略部交
流観光まちづくり課
0763-23-2019

応談 施設へ直接 可 応談 11月上旬～４月下
旬

ホームページに
てご確認下さい。

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
5月～10月

http://www.gokayama-
kankou.com/

富山県 とやま健康の森
（ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ吉峰､（株）たて
やま

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

立山町商工観光課商工
労働係　076-462-9970

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

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･･･

http://www.yoshimine.or.jp

富山県 有峰森林文化村 富山市有峰２６－１５ 076-481-1758
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

ホームページに
てご確認下さい。

宿泊施設：
冷夕谷キャンプ場、有峰ハウ
ス

キャンプ場
http://www.arimine.net/camp.ht
ml
有峰ハウス
http://www.arimine.net/lodging.
html富山県 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

富山市農林水産部農林事
務所農地林務課
076-468-2171

応談（管理
者としては
不可、持ち
込み企画な
らば応談）

施設へ直接 可 応談 12月29日から翌年
の1月3日

ホームページに
てご確認下さい。

コテ－ジ７棟、ログハウス３
棟、オ－トキャンプ２０サイト、
フリ－キャンプ８サイト、天体
観測棟

http://tenkomori.info/

富山県 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

立山町農林課農村環境係
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1,000
円～（しいたけ原
木1本お土産付）
(2)たけのこ堀り
体験1,500円（た

カブトムシ・クワガタ展（夏
季）、里山いきもの展

http://www.tateyamashizen.net
/

富山県 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

立山町農林課農村環境係
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

ホームページに
てご確認下さい。

●宿泊定員：本館300名、移
動テント240名（60張）※夏用
●活動用具、炊事用具、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/

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

観光戦略推進部観光企画
課管理グループ
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.shinrinpark-
ishikawa.jp/

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

観光戦略推進部観光企画
課管理グループ
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.lg.jp/k
ankou/kenmin_no_mori.html

石川県 石川県健康の森 輪島市三井町中長谷１２ 0768-26-1413
FAX  26-1513

観光戦略推進部観光企画
課管理グループ
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://www.ken-mori.com/

http://www.yama-boushi.jp/
http://www2.tst.ne.jp/takanbo/
http://www2.tst.ne.jp/takanbo/
http://www.yoshimine.or.jp/
http://www.arimine.net/
http://www.arimine.net/
http://www.arimine.net/
http://www.arimine.net/
http://www.arimine.net/
http://www.arimine.net/
http://tenkomori.info/
http://www.konchu.jp/
http://www.konchu.jp/
http://tateyama.niye.go.jp/
http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/
http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenmin_no_mori.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenmin_no_mori.html
http://www.ken-mori.com/
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石川県 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
FAX 229-1083

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://www4.city.kanazawa.lg.jp
/39056/index.html

石川県 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
習課キゴ山ふれあいの里
076-229-0583
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.kanazawa.lg.jp
/39056/index.html

石川県 石川県農林総合研究セン
ター
林業試験場　樹木公園

白山市三宮町ホ1 076-272-0673
FAX 272-0812

石川県農林総合研究セン
ター
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
の間休館

無料 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ri
ngyo/about/park.html

石川県 娚杉少年の森 金沢市娚杉町ロ２番地３ 管理棟（利用者滞在時の
み）
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 利用日の６ヶ月
前～１か月前ま
で

12月1日～3月31日 無料 金沢在住で以下のいずれか
の条件を満たす１５名以上の
団体
・小・中学校の児童、生徒並
びにその指導者
・青少年団体の構成員及び

http://www4.city.kanazawa.lg.jp
/39026/sisetsu/syonen/syonen
.html

石川県 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

生活環境部自然環境課自
然共生グループ
076-225-1476

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/satoyama_new/yu
hidera1.html

福井県 森の学舎 越前町笈松44-3 悠久ロマンの杜管理セン
ター
0778-36-2050

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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）

福井県 リズムの森 福井市西中町20-23 0776-96-4411 森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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/sigot
o/nourin/ringyou/sisetu3.html

福井県 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

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

越前市農林整備課
0778-22-3008

定めない 施設へ直接
メール・ＦＡＸ
可

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）

各施設毎にホー
ムページに掲載

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

福井県 ＳＳＴランド 福井市笹谷町115 0776-98-2752 森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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.sstland.jp/

福井県 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  20-4370

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

敦賀市農林水産振興課
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/sy
pher/www/service/detail.jsp?id
=5137

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

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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

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

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

おおい町産業振興課
0770-77-1111

１０回 施設へ直接 可 12月～3月

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39056/index.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39056/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/about/park.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/about/park.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39026/sisetsu/syonen/syonen.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39026/sisetsu/syonen/syonen.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39026/sisetsu/syonen/syonen.html
http://www.yatsusugi.jp/
http://www.yatsusugi.jp/
http://www.city.tsuruga.lg.jp/sypher/www/service/detail.jsp?id=5137
http://www.city.tsuruga.lg.jp/sypher/www/service/detail.jsp?id=5137
http://www.city.tsuruga.lg.jp/sypher/www/service/detail.jsp?id=5137
http://www.wakasa-ohi.co.jp/kinoko_01.htm
http://www.wakasa-ohi.co.jp/kinoko_01.htm
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福井県 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

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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

福井県 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

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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/

福井県 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

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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/sy
pher/www/section/detail.jsp?id
=26

福井県 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

森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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/

福井県 福井市国見岳森林公園 福井市国見元町 電話0776-83-0509 森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

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

http://www/city.fukui.lg.jp/sigot
o/nourin/ringyou/kunimitop.htm
l

福井県

福井市木ごころの森 福井市朝谷町第34号5
番地1

電話0776－20－5430 森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0443

福井市　林業水産課　連
絡先（0776）20－5430

福井市　林業
水産課　連絡
先（0776）20
－5430

否 使用日まで 12月16日から
 3月14日まで
（雪の状況によっ
て変わる場合があ
ります）

福井県

福井県芦原青年の家 あわら市北潟153-227 0776-79-1001 森づくり課森林資源活用
グループ
0776-20-0444

施設へ直接 可 通年 日程要確認 http://www.pref.fukui.jp/d
oc/awara-
seinen/index.html

福井県

福井県奥越高原青少年自
然の家

大野市南六呂師169-8 0779-67-1321 施設へ直接 可 通年 日程要確認

福井県

鯖江青年の家 鯖江市上野田町19-1 0778-62-1214 施設へ直接 可 通年 日程ＨＰで要確認 植物・昆虫採集、キノコ観
察、木こり体験、野鳥観察
等

山梨県 マウントピア黒平 甲府市黒平町623-1 055-287-2201 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/nanboku/shisetsu/recreation
/kurobera.html

山梨県 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　0551-20-4380

北杜市環境課
0551-42-1111

要相談 施設へ直接 否 要相談 要相談 http://oomurasaki.net/

山梨県 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　0551-36-2502

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）、１１
～４月：土日祝祭
日、年末年始

http://www.geocities.jp/yatsuga
take_garden/

http://www1.kl.mmnet-ai.ne.jp/~donguri-club/
http://www1.kl.mmnet-ai.ne.jp/~donguri-club/
http://www.town.ohi.fukui.jp/sypher/www/section/detail.jsp?id=26
http://www.town.ohi.fukui.jp/sypher/www/section/detail.jsp?id=26
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http://www.city.fukui.lg.jp/d620/camp/
http://www.city.fukui.lg.jp/d620/camp/
http://www.city.fukui.lg.jp/d620/camp/
http://www.city.fukui.lg.jp/d620/camp/
http://www.city.fukui.lg.jp/d620/camp/
http://www.pref.fukui.jp/doc/awara-seinen/index.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/awara-seinen/index.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/awara-seinen/index.html
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/nanboku/shisetsu/recreation/kurobera.html
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/nanboku/shisetsu/recreation/kurobera.html
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/nanboku/shisetsu/recreation/kurobera.html
http://oomurasaki.net/
http://www.geocities.jp/yatsugatake_garden/
http://www.geocities.jp/yatsugatake_garden/


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
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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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

山梨県 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 0554-45-5866
FAX　なし

都留市産業課
0554-43-1111
FAX　0554‐43－5049

要相談 施設へ直接 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、コテージ隣接 http://www.city.tsuru.yamanash
i.jp/forms/info/info.aspx?info_id
=10422

山梨県 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　0551-48-2307

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4月
30日～8月31日は無
休

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

山梨県 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　0556-42-3182

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

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

※平成28年4月1日をもって
廃止

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

山梨県 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　0554-67-2322

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://yamanashikenshizennosa
to.web.fc2.com/

山梨県 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　0555-72-4341

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、年末年始も可

一部材料費あり http://www.mfi.or.jp/sizen/

山梨県 山梨県立県民の森保健休
養施設
森林科学館

南アルプス市上市之瀬
1760

055-283-5718 県有林課森林利用担当
055-223-1656

南アルプス市観光商工課
観光担当
055-282-6294

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、保
険料あり

http://shinrin-kagaku.jp/

山梨県 山梨県立武田の杜保健休
養林

甲府市山宮町片山3371 055-251-8551 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、7月1日～8月31
日は開館

一部材料費、保
険料、有料施設、
有料貸出あり

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://y-zouen.jp/takeda/

山梨県 山梨県森林公園金川の森 笛吹市一宮町国分
1162-1

TEL 0553-47-2805
FAX 0553-39-9821

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、保
険料、有料施設、
有料貸出あり

自転車貸出、バーベキュー施
設有り

http://kanegawa-park.com/

山梨県 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　0556-22-8074

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/

山梨県 一般社団法人　護持の里た
まゆら増富の湯

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

北杜市観光・商工課
0551-42-1351

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

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

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/

山梨県 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

小菅村源流振興課
0428-87-0111

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

富士川町産業振興課
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

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・野外生活体験キャンプ・
標本作製講座

http://www.town.fujikawa.yaman
ashi.jp/map/furusato/index.html

山梨県 山梨県富士山科学研究所 山梨県富士吉田市上吉
田字剣丸尾5597-1

0555-72-6203
FAX  0555-72-6183

山梨県富士山学研究所
0555-72-6211

要相談 施設へ直接 否 県内:1年前
県外:6ヶ月前から

年末年始、館内点
検日、12月から3月
までの月曜日(祝日
は除く)

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

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

山梨県 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（月曜日が祝
祭日の場合はその
翌日）
12月1日～3月31日
（冬期閉鎖のため）

100円～300円程
度

林業体験・木工教室・フィー
ルドワーク
指定管理　峡北森林組合
0551-36-4200

長野県 戸隠森林植物園八十二森
のまなびや

長野市戸隠3510-35 026-254-2200
FAX 同上

長野県長野地方事務所林
務課林産係
026-234-9522

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/xtiho
u/nagano/rinmu/rinmu-
ka/manabiya/index.htm

長野県 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

林務部信州の木活用課
026-235-7267

 施設へ直接 否 月曜日、年末年始 http://www.pref.nagano.lg.jp/xri
nmu/ringyosen/index.htm

長野県 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 随時 施設へ直接 否 火曜日(祝祭日の場
合はその翌日）
積雪期

長野県 蓼の海公園（森林体験学習
館）
（諏訪市）

諏訪市大字上諏訪字角
間沢西12968

（公園）諏訪市都市計画課
公園緑地係
0266-52-4141
FAX  57-0660
（学習館）諏訪市教育委員
会生涯学習課生涯学習係
0266-52-4141（内線595）
FAX  53-6219
学習館電話番号/ＦＡＸ：
0266-53-9554

諏訪地方事務所林務課普
及林産係
0266-53-6000

（公園）諏訪市都市計画課
公園緑地係
0266-52-4141
FAX 57-0660
（学習館）諏訪市教育委員
会生涯学習課生涯学習係
0266-52-4141（内線595）
FAX  53-6219
学習館電話番号/ＦＡＸ：
0266-53-9554

随時 学習館は、諏
訪市教育委員
会生涯学習課
生涯学習係へ
利用の１週間
前までに申し
込み

可 学習館は使用日
の２か月前から
電話予約可能。

（公園）積雪期
（学習館）11月～3月

寝具代 ：1人180
円（宿泊時寝具
利用者）
光熱水費：1泊
500円（宿泊時 1
団体）

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

長野県 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　産業振興課
（農林係・商工観光係）
0264-55-3080

随時 市町村担当へ 可 随時 冬期間は不可
春や秋の閉園期間
中は要相談

http://www.vill.ookuwa.nagano.j
p/kankou/index.html

長野県 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
0263‐72‐2000

４回～５回 施設へ直接 可 随時 火曜定休　冬季閉
鎖
その他の日につい

要相談 指定管理者
穂高カントリー株式会社

http://www.anc-
tv.ne.jp/~nes/index.html

長野県 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

長野県 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

木島平村産業課商工観光
係
0269-82-3111

施設へ直接 可 11月～4月 http://www.kijimadaira.jp/modul
es/category/index.php/public_h
tml/kan_info/yamabiko.html

長野県 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

３回 施設へ直接 可 随時（17時まで） 11月24日～3月31日
毎週火曜(春の大型
連休、8月、秋の大
型連休を除く）

交流センター1階
木工室・調理室・
2階会議室
午前（9:00～
12:30）1,000円
午後（12:30～
17:00）1,000円
夜間（17:00～
22:00）2,000円
全日3,000円
コテージ1泊
12,000円

長野県 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

長野県長野地方事務所林
務課普及係
026-234-9523

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

http://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/map/furusato/index.html
http://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/map/furusato/index.html
http://www.mfri..pref.yamanashi.jp/
http://www.mfri..pref.yamanashi.jp/
http://www.pref.nagano.jp/xtihou/nagano/rinmu/rinmu-ka/manabiya/index.htm
http://www.pref.nagano.jp/xtihou/nagano/rinmu/rinmu-ka/manabiya/index.htm
http://www.pref.nagano.jp/xtihou/nagano/rinmu/rinmu-ka/manabiya/index.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xrinmu/ringyosen/index.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xrinmu/ringyosen/index.htm
http://www.city.suwa.lg.jp/
http://www.city.suwa.lg.jp/
http://www.anc-tv.ne.jp/~nes/index.html
http://www.anc-tv.ne.jp/~nes/index.html
http://www.kijimadaira.jp/modules/category/index.php/public_html/kan_info/yamabiko.html
http://www.kijimadaira.jp/modules/category/index.php/public_html/kan_info/yamabiko.html
http://www.kijimadaira.jp/modules/category/index.php/public_html/kan_info/yamabiko.html


都道府県名
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(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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

長野県 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

随時 施設へ直接 否 随時 森林整備、自然観察、トレッ
キング

http://madarao.tv/

長野県 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

http://www.nebamura.jp/

長野県 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/

長野県 公財)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

大町市八坂公民館
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、原木切
り出し、炭焼き、ネイチャート
レイルの散策と自然観察、木

http://www.sodateru.or.jp/profil
e/yasaka.html

長野県 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.nagano.jp/
kbn/031237/031237.html

長野県 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.nagano.j
p/

長野県 信州大芝高原皆の森
森利セラピーロード

長野県上伊那郡南箕輪
村
2358－5

0265－72－2176
ＦＡＸ　0265－73－9799

南箕輪村産業課耕地林務
係

施設へ直接 可 森林の多様な役割に関する
学習。ハイキング、ウォーキ
ング。

http://oshiba.jp/

長野県 大池総合案内所
（㈱森選組）
(千曲市農林課)

長野県千曲市八幡大池
2イ－379

026-272-5372

FAX 272-5372

長野県長野地方事務所林
務課普及係
026-234-9523

千曲市農林課森林整備係
026-275-1050

施設へ直接 可 随時 4月1日から10月31
日

http://ooike-chikuma.jp

長野県 フォレストアドベンチャー・松
川

長野県下伊那郡松川町
大島2805‐1

080-6936‐8632　(予約専
門)

長野県下伊那地方事務所
林務課
 0265-53－0425

松川町役場産業観光課ま
つかわの里係
 0265-49－ 8555

施設へ直接 可 随時 4月上旬～11月下旬 小人（4年生～17
才)　2,600円
大人（18才以上）
3,600円

http://www.seiryuen.jp/adventu
re.htm

長野県 茅野市青少年自然の森 長野県茅野市豊平4734
番地内

0266-76-5858
0266-76-2929

諏訪地方事務所林務課普
及林産係
0266-53-6000

茅野市尖石縄文考古館
考古館係小池岳史
0266-76-5858
0266-76-2929

施設へ直接 可 1ヶ月前までに仮
予約をし、仮予約
から10日以内に
申し込む

毎週月曜日、国民
の祝日の翌日（祝日
が日および月の場
合、月と火が連
休）、12月〜2月の
冬期期間

①大人1人1泊
1000円、日帰り1
人600円　②小・
中・高校生1人1
泊500円、日帰り
1人300円　寝具

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

岐阜県 森の文化博物館 揖斐川町春日美束
1902-183

0585-58-3111
FAX  57-2800

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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/

岐阜県 ２１世紀の森 関市板取2340-5 0581-57-2585 林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

白川町企画課商工観光係
0574-72-1311

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/

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

東白川村産業振興課林務
商工係
0574-78-3111(内270)

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://www.furusatokikaku.com
/
http://www.furusatokikaku.com

岐阜県 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 林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

岐阜県 すのまたふるさと学校 高山市清見町巣野俣 0577-68-2167 林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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 要相談 http://www.hidakiyomi.org/

http://madarao.tv/
http://www.nebamura.jp/
http://www.sodateru.or.jp/
http://www.sodateru.or.jp/profile/yasaka.html
http://www.sodateru.or.jp/profile/yasaka.html
http://www.vill.asahi.nagano.jp/kbn/031237/031237.html
http://www.vill.asahi.nagano.jp/kbn/031237/031237.html
http://www.city.nagano.nagano.jp/
http://www.city.nagano.nagano.jp/
http://ooike-chikuma.jp/
http://www.seiryuen.jp/adventure.htm
http://www.seiryuen.jp/adventure.htm
http://www.city.chino.lg.jp/
http://www.ibikogen.com/
http://e-900.com/
http://komorebinosato.seesaa.net/
http://komorebinosato.seesaa.net/
http://komorebinosato.seesaa.net/
http://www.hidakiyomi.org/
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岐阜県 森林公園大倉滝 高山市清見町坂下 0577-68-2230 林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

要相談 http://www.hidakiyomi.org/

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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 要相談（人数によ
り変動）

要望に応じたプログラムを実
施可

http://www.hidakiyomi.org/

岐阜県 古川町森林公園 飛騨市古川町信包733-
1

0577-75-2847 林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

飛騨市教育委員会生涯学
習課
0577-73-7495

随時 施設へ直接 否 １ヶ月前まで 12月～4月及び月曜
日

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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/

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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

木工教室など多様なプログラ
ムを用意

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

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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/shiset
su_10.html

岐阜県 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
(株)飛騨ゆい

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

飛騨市宮川振興事務所産
業振興係
0577-63-2312

随時 施設管理者へ
（指定管理者）

可 ３ヶ月前～１週間
前までに予約

12月～4月 棟数人数宿泊日
帰りで異なる

宿泊可能人数　70人

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

多治見市市民環境部文化
スポーツ課
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.tajimi-
bunka.or.jp/chikyu/

岐阜県 やまびこ館 飛騨市河合町稲越 0577-65-2080
FAX　65-2202
(株)飛騨ゆい

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

飛騨市河合振興事務所産
業振興係
0577-65-2383

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

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

飛騨市神岡振興事務所商
工観光係
0578-82-2253

随時 施設へ直接 可 要相談 要相談

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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る
ため、体育館、プール、研修

http://www.juann.jp

岐阜県 里人学校 高山市清見町夏厩918-
1

0577-67-3344
FAX　67-3417

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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
12月～2月

要相談（人数によ
り変動）

そば打ち体験や農業体験な
ど各種ふるさと体験他

http://kiyomi-
satobitogakko.sakuraweb.c
om/

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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（有料）

http://www.city.gero.lg.jp/gyous
ei/view.rbz?cd=789

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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

http://blog.canpan.info/koujibira
/

岐阜県 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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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/meih
o-taiken/

岐阜県 郡上八幡自然園（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

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
058-272-8472

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/

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.tajimi-bunka.or.jp/chikyu/
http://www.tajimi-bunka.or.jp/chikyu/
http://www.netkawai.co.jp/
http://www.juann.jp/
http://kiyomi-satobitogakko.sakuraweb.com/
http://kiyomi-satobitogakko.sakuraweb.com/
http://kiyomi-satobitogakko.sakuraweb.com/
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/
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岐阜県 ながら川ふれあいの森（生
活環境保全林）

岐阜県岐阜市三田洞２１
１(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）214－2079（直通）

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/3583.h
tm

岐阜県 トヨタ白川郷自然學校 岐阜県大野郡白川村馬
狩223

05769-6-1187
FAX 05769-6-1287

林政部恵みの森づくり推
進課恵みの森づくり係
（058）272－8472

白川村役場基盤整備課
(05769)6-1311

ほぼ毎日 施設へ直接 可 随時 ホームページに
記載

http://www.toyota.eco-inst.jp/

静岡県 沼津「市民の森」 沼津市西浦河内字堂山
506

市民の森管理事務所
055-942-3103
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
055-934-4795

要相談 市町村担当へ 可 要相談 11月～3月 宿泊については、1週間前ま
でに要事前予約。
（宿泊可能期間：4月～10月）

http://www.city.numazu.shizuok
a.jp/kurashi/shisetsu/shiminno
mori/

静岡県 三島市立箱根の里 三島市字北原菅4710-1 055-985-2131
FAX 985-2610

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

三島市教育委員会生涯学
習課
055-985-0881

要相談 施設へ直接 可 原則毎週月曜日 団体利用は10名以上から受
付。夏季は希望に添えない
可能性あり。

https://www.city.mishima.
shizuoka.jp/hakonenosato
/

静岡県 桃沢野外活動センター 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

長泉町健康増進課健康企
画チーム
055-989-5575

要相談 施設へ直接 可 要相談 原則毎週月曜日 条例による 団体利用は10名以上から受
付。夏季は希望に添えない
可能性あり。

http://www.momozawa.fun/

静岡県 高山・市民の森 静岡市葵区水見色 静岡市中山間地振興課
054-294-8807

くらし・環境部環境局環境
ふれあい課
054-221-2664

静岡市中山間地振興課
054-294-8807

随時 自治体へ 否 http://www.city.shizuoka.jp/dep
s/norin/soumu/takayama/index
.html

静岡県 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 http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

静岡県 静岡県県民の森 静岡市葵区岩崎 静岡県県民の森管理棟
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

随時 施設へ直接 可 要相談 原則毎週火曜日 宿泊可能期間：4月～9月
(H29,30のみ。通常は4月～11
月。)

http://www.kenmori.info

静岡県 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
政策課
054-221-2919

随時
20回程度/
年

施設へ 否 要相談 遊木の森のフィールドを利用
した森林環境教育プログラム
を実施。
プログラムは団体を対象。
水道施設なし。
携帯電話がつながりにくい場

http://www.pref.shizuoka.jp/kan
kyou/ka-
020/mori/yukinomori/nakanihon
daira.html

静岡県 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
政策課
054-221-2919

牧之原市農林水産課
0548-53-2618

随時
10回程度/
年

施設へ 否 要相談 榛原ふるさとの森のフィール
ドを利用した森林環境教育プ
ログラムを実施。
プログラムは団体を対象。
水道施設なし。

http://www.pref.shizuoka.jp/kan
kyou/ka-
080/haibara/index.html

愛知県

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://www.aichi-
park.or.jp/ryokka/

愛知県

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.aichi.jp/in
dex.cfm/9,0,94,431,html

http://www.toyota.eco-inst.jp/
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/shiminnomori/
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/shiminnomori/
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/shiminnomori/
http://www.momozawa.fun/
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
http://kenritsu-shinrinkouen.jp/
http://www.kenmori.info/
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020/mori/yukinomori/nakanihondaira.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/haibara/index.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/haibara/index.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/haibara/index.html
http://www.aichi-park.or.jp/ryokka/
http://www.aichi-park.or.jp/ryokka/
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/9,0,94,431,html
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/9,0,94,431,html
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愛知県

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/

愛知県

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://www.aichi-
park.or.jp/kenmin/

愛知県

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

岡崎市役所環境部環境保
全課
0564-23-6671

要相談 自治体へ 否 利用申請の提出
は、利用日の５日
前まで

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/

愛知県

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
12/29～1/3

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/kaisho/

愛知県 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

豊根村役場農林土木課
0536-85-1311

応談 施設へ直接 可 要相談 要相談 要相談 http://www.vill.toyone.aichi.jp/c
ms/?p=1322

愛知県 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

豊根村役場農林土木課
0536-85-1311

応談 施設へ直接 可 要相談 8/8～8/20（繁忙期） 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

http://www.qkamura.or.jp/chaus
u/

愛知県 グリーンステージ花の木 北設楽郡豊根村坂宇場
字御所平７０－１98

0536-87-2303
FAX　87-2210

豊根村役場農林土木課
0536-85-1311

応談 施設へ直接 否 要相談 要相談 要相談 http://www.toyonemura-
kanko.jp/main/

愛知県 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

犬山市生活環境部環境課
0568-44-0345

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
（12/28～1/3）

要相談 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.city.inuyama.aichi.jp
/kurashi/manabu/1000897/100
1519/index.html

愛知県 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 0568-92-8211
FAX 0568-91-1640

春日井市野外教育セン
ター
電話 0568-92-8211
FAX　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.lg.jp/shi
setsu/22034/ie/index.html

愛知県 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　 0562-83-9756

東浦町生活経済部環境課
連絡先（0562）83－3111

自治体へ 否 無償 ・  動植物などの自然観察、
小・中・高・大人

http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/soshiki/ka
nkyo/kankyohozen/gyom
u/mori/1452566830678.ht
ml愛知県 愛知県弥富野鳥園

（公益財団法人　愛知公園
協会）

愛知県弥富市上野町2-
10

0567-68-2338
0567-68-4820

愛知県環境部自然環境課
野生生物・鳥獣グループ
052-954-6230

当日 不可 野鳥観察会 http://www.aichi-
park.or.jp/yachou/

三重県

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 自然公園班
059-224-2627

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

http://www.toyota-kansatsu.com/
http://www.toyota-kansatsu.com/
http://www6.ocn.ne.jp/~kenmin/
http://www6.ocn.ne.jp/~kenmin/
http://www.sizentaiken.jp/
http://www.pref.aichi.jp/kaisho/
http://www.vill.toyone.aichi.jp/cms/?p=1322
http://www.vill.toyone.aichi.jp/cms/?p=1322
http://www.qkamura.or.jp/chausu/
http://www.qkamura.or.jp/chausu/
http://www.toyonemura-kanko.jp/main/
http://www.toyonemura-kanko.jp/main/
http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000897/1001519/index.html
http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000897/1001519/index.html
http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000897/1001519/index.html
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/22034/ie/index.html
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/22034/ie/index.html
http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/mori/1452566830678.html
http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/mori/1452566830678.html
http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/mori/1452566830678.html
http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/mori/1452566830678.html
http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/mori/1452566830678.html
http://www.aichi-park.or.jp/yachou/
http://www.aichi-park.or.jp/yachou/
http://www.e-net.or.jp/user/muenofp/
http://www.e-net.or.jp/user/muenofp/


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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

三重県

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 自然公園班
059-224-2627

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

三重県

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.kumanokodocenter.
com/

滋賀県 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
交流推進係
077-528-3918

ほぼ毎日
可能

施設へ直接 可 随時 月曜日、年末年始 内容に応じて決
定

実施プログラムの内容は、事
前に公園職員と要相談

http://www.ohmitetudo.co.jp/ka
ryoku/index.html

滋賀県 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

琵琶湖環境部森林政策課
交流推進係
077-528-3918

甲賀市建設部建設管理課
0748-65-0720

ほぼ毎日
可能

施設へ直接 否 随時 月曜日（除祝日）、
祝日の翌日（除土
日）、年末年始

自然館入館料
（大人200円、小
中学生100円）、
材料費等

http://www.city.koka.lg.jp/kodo
monomori

滋賀県 自然体験学習センター　森
の未来館

栗東市観音寺459-20 077-558-3797
FAX 558-3797

琵琶湖環境部森林政策課
交流推進係
077-528-3918

栗東市農林課
077-551-0125

ほぼ毎日
可能

施設へ直接 可 要相談 水曜日、年末年始 施設が行う体験活動はありま
せん。

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

琵琶湖環境部森林政策課
交流推進係
077-528-3918

東近江市市民環境部八日
市いきものふれあいの里

ほぼ毎日
可能

施設へ直接 否 周年 月曜日、祝日の翌
日

入館料無料 団体でのご利用の場合は2週
間前までにお電話でお申し込
みください

http://www.yurinkai.org/

滋賀県 大津市葛川少年自然の家 滋賀県大津市葛川坊村
町243

電話 077-599-2102
FAX  077-599-8003

琵琶湖環境部森林政策課
交流推進係
077-528-3918

大津市教育委員会
077-528-2630

ほぼ毎日
可能

施設へ直接 可 利用日の1ヶ月前
まで

ＨＰに随時掲載 大津市内在住：
500円
大津市外：1000

www.city.otsu.lg.jp/manabi/lifelo
ng/shizen_ie/index.html

滋賀県 彦根市荒神山自然の家 滋賀県彦根市日夏町４７
９４－１

鈴木　啓勝
電話：0749-28-1871
FAX：0749-28-1872

滋賀県森林政策課
交流推進係
077-528-3918

彦根市荒神山自然の家
0749-28-1871

ほぼ毎日
可

施設へ直接 可 通年 休所日および自主
活動実施日

ホームページに
記載

http://www.city.hikone.shi
ga.jp/category/5-10-21-
0-0.html

滋賀県 高山キャンプ場 長浜市高山町２３２４ 吉田　幸広
電話：0749-76-0076
FAX：0749-76-0176

滋賀県森林政策課
交流推進係
077-528-3918

長浜市役所森林整備課
0749-65-6526

４～１０月 施設に直接 可 体験希望日より１
週間前

毎週水曜日 1,500円／人（日
帰りコース）
 3,800円／人
（宿泊コース）

料金は森林体験学習「やま
のこ」の料金になります。

http://takayama-
camp.com/

滋賀県 高島市森林公園くつきの森
(指定管理者:ＮＰＯ法人麻
生里山センター)

滋賀県高島市新旭町北
畑５６５番地

参事　中川徳和
電話：0740-38-2527
FAX：0740-38-2527

滋賀県森林政策課
交流推進係
077-528-3918

高島市農林水産部森林水
産課
0740-25-8512

年に数回
程度

施設に直接 可 各プログラムの
開始の１週間前

毎週火曜日(定休
日)

施設に問い合わ
せ

http://takashimanomori.c
om

京都府

ひよしフォレストリゾート　山
の家

南丹市日吉町生畑 0771-72-3535 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)
年末年始

http://yamano-ie.jp/

京都府

山村都市交流の森 京都市左京区花脊八桝
町

(公財)京都市森林文化協
会
075-746-0439
FAX 746-0134

京都林務事務所
075-451-5724

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，年末年始
（12月28日～1月5
日）

http://dobanzy.com/

京都府

STIHLの森 京都 南丹市日吉町天若 （株）設計京北
0771-72-1339

農林水産部森づくり推進
課
075-414-5005

随時 施設へ直接 可 前日 水曜日、年末年始 http://forest-hiyoshi.jp/

京都府

(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 前日 http://miyama-
kajika.com/

http://mie-mori.jp/
http://www.kumanokodocenter.com/
http://www.kumanokodocenter.com/
http://www.ohmitetudo.co.jp/karyoku/index.html
http://www.ohmitetudo.co.jp/karyoku/index.html
http://www.yurinkai.org/
http://www.city.otsu.lg.jp/manabi/lifelong/shizen_ie/index.html
http://www.city.otsu.lg.jp/manabi/lifelong/shizen_ie/index.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/category/5-10-21-0-0.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/category/5-10-21-0-0.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/category/5-10-21-0-0.html
http://takayama-camp.com/
http://takayama-camp.com/
http://takashimanomori.com/
http://takashimanomori.com/
http://yamano-ie.jp/
http://dobanzy.com/
http://forest-hiyoshi.jp/
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子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

京都府

南丹市美山芦生山の家 南丹市美山町芦生 0771-77-0290
FAX  77-0368

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 http://www.cans.zaq.ne.jp
/asiuyamanoie/

京都府

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

京丹波町農林振興課
0771-82-3808

随時 施設へ直接 可 １ヶ月前

京都府

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

京丹波町農林振興課
0771-82-3808

随時 施設へ直接 否 １ヶ月前 火曜日(祝日の場合
は翌水曜日が休園）
年末年始
GWは無

http://www.ktb.zaq.ne.jp/
gfals309

京都府

山城町森林公園
「ﾚｽﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ山城」

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

木津川市マチオモイ部農
政課
0774-75-1220

５回 施設へ直接 可 ３ヶ月前 無休 メニューにより設
定

森林観察ほか

京都府

緑の里交流センター 福知山市夜久野町板生
360

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

福知山市農林商工部農林
管理課
0773-24-7041

要相談 自治体へ 可 要相談 要相談

京都府

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

京丹後市商工観光部観光
振興課長
0772-69-0450

要相談 施設へ直接 可 ・７日前 要相談 要相談 http://www.swissmura-
homepage.mints.ne.jp/swiss/

京都府

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
0771-25-5002
FAX  22-6372

南丹広域振興局農林商工
部林業振興担当
0771-22-1017

亀岡市生涯学習部市民力
推進課
0771-25-5002

随時 施設へ直接 可 年末年始 木工教室、炭焼き等を実施
可能

http://www.city.kameoka.kyoto.j
p/

京都府

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 0771-65-0190
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 可 ２か月前 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

http://www.kyoto-
rurikei.jp/

京都府

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
予約専用 575-3535

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
（原則月曜は休み
但し夏休み中は営
業）

メニューにより設定

自然観察、天体観察、木工他
各種クラフト

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

京都府

青葉山ろく公園
特定非営利活動法人　ガバ
ナンス舞鶴

舞鶴市字岡安無番地 0773-64-5454
FAX　0773－64-5455

京都府中丹広域振興局農
林商工部
森づくり推進室　林業振興
担当
0773－62－2586

舞鶴市建設部土木課
公園街路係
0773－66－1049

施設へ直接 可 キャンプ施設
利用日の３ヶ月
前

キャンプ施設開設期
間
3月1日～11月30日

キャンプファイヤー、陶芸体
験
キャンプファイヤーについて
は、事前に申し込みが必要に
なる。陶芸館にて、初心者で
もできる体験教室を月に数回

http://aoba36.go-m.org/

京都府

舞鶴自然文化公園
（公財）舞鶴市花と緑の公
社

舞鶴市字多祢寺24－12 0773-68-1187
FAX　0773－68-0845

京都府中丹広域振興局農
林商工部
森づくり推進室　林業振興
担当
0773－62－2586

舞鶴市建設部土木課
公園街路係
0773－66－1049

施設へ直接 否 12月29日～1月3日 花と緑の公社フェア（山野
草、ネイチャーゲーム、動物
との触れあい等）
植物の展示会

http://maizuru-
hanamidori.com/modules/info/i
ndex.php/shizenbunka/index.ht
ml

京都府

大浦森林公園
舞鶴市

舞鶴市字多祢寺24－12 京都府中丹広域振興局農
林商工部
森づくり推進室　林業振興
担当
0773－62－2586

舞鶴市産業振興部農林課
林業振興係
0773－66－1030

自治体へ 否

http://www.cans.zaq.ne.jp/asiuyamanoie/
http://www.cans.zaq.ne.jp/asiuyamanoie/
http://www.ktb.zaq.ne.jp/gfals309
http://www.ktb.zaq.ne.jp/gfals309
http://www.swissmura-homepage.mints.ne.jp/swiss/
http://www.swissmura-homepage.mints.ne.jp/swiss/
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/
http://www.kyoto-rurikei.jp/
http://www.kyoto-rurikei.jp/
http://www.actpal-uji.com/
http://aoba36.go-m.org/
http://maizuru-hanamidori.com/modules/info/index.php/shizenbunka/index.html
http://maizuru-hanamidori.com/modules/info/index.php/shizenbunka/index.html
http://maizuru-hanamidori.com/modules/info/index.php/shizenbunka/index.html
http://maizuru-hanamidori.com/modules/info/index.php/shizenbunka/index.html
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京都府

京都府立丹後海と星の見
える丘公園

宮津市字里波見無番地 TEL 0772-28-9111
FAX 0772-28-9025

京都府環境部自然環境保
全課

施設へ直接 可 １か月前 休園　年末～２月
休園日　３～６・
２０～１２月の木
曜日

１時間程度500
円、２時間程度
700円（３歳以
上から料金発
生）

http://www.eco-future-
park.jp/

京都府

丹後王国「食のみやこ」 京丹後市弥栄町鳥取
123

TEL 0772-65-4193
FAX 0772-65-4194

京都府農林水産部経営支
援・担い手育成課

施設へ直接 可 ２日前 定休日（毎週火曜
日）及び冬期（12
～3月）

講師2名　2時間
6,000円

園内で定期的に実施する
「山野草観察ツアー」への
参加は無料

https://tango-
kingdom.com/

大阪府

府民の森くろんど園地 交野市私部他 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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（一部有料の
施設あり）

http://osaka-
midori.jp/mori/kurondo/

大阪府

府民の森ほしだ園地 交野市星田 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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://osaka-
midori.jp/mori/hoshida/

大阪府

緑の文化園
府民の森むろいけ園地

四條畷市逢阪他 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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://osaka-
midori.jp/mori/muroike/

大阪府

府民の森くさか園地 東大阪市善根寺町他 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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://osaka-
midori.jp/mori/chubu/

大阪府

府民の森ぬかた園地 東大阪市山手町他 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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://osaka-
midori.jp/mori/chubu/

大阪府

府民の森なるかわ園地 東大阪市東豊浦町他 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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://osaka-
midori.jp/mori/chubu/

大阪府

府民の森みずのみ園地 八尾市楽音寺他 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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://osaka-
midori.jp/mori/chubu/

大阪府

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

みどり推進室みどり企画
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/shi
setsu/kisenwaiwaimura/index.ht
ml

大阪府

府民の森ちはや園地 千早赤阪村千早 (一財)大阪府みどり公社
森林緑地チーム
06-6266-1038
FAX6266-8665

みどり推進室みどり企画
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://osaka-
midori.jp/mori/chihaya/

大阪府

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

みどり推進室みどり企画
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.kawachinagano.l
g.jp/shikisaikan/

http://www.eco-future-park.jp/
http://www.eco-future-park.jp/
https://tango-kingdom.com/
https://tango-kingdom.com/


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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

兵庫県 森のひととき
株式会社 H&Rｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

丹波市市島町与戸字長
尾52-1

0795-78-9111 丹波農林振興事務所
森林課
0795-72-0500

丹波市農林整備課
0795-88-5029

要相談 施設へ直接 可 木曜日 総合リゾート施設

兵庫県 姫路市自然観察の森 姫路市太子中915-6 079-269-1260
FAX　269-1270

姫路農林水産振興事務所
森林課
079-281-9289

姫路市建設局公園部公園
緑地課
0792-21-2413

未定 施設へ直接 否 ２週間前まで 月曜日ほか

兵庫県 山崎アウトドアランド 宍粟市山崎町小茅野
538-37

0790-65-0666 光都農林振興事務所
森林第１課
0791-58-2198

宍粟市産業部商工観光課
0790-63-3127

未定 施設へ直接 否 ３ヶ月前 11月1日～3月31日

兵庫県 たつの市菖蒲谷森林公園 たつの市揖西町菖蒲谷 0791-64-3137
FAX  63-2594

光都農林振興事務所
森林第１課
0791-58-2348

たつの市産業部農林水産
課
0791-64-3157

未定 市町村担当へ 否 1ヶ月前(団体の
み)

兵庫県 こうべ森の小学校・森のよう
ちえん
（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

神戸農林振興事務所
森林課
078-361-8553

神戸市建設局公園部森林
整備事務所
078-371-5937

7回程度 施設へ直接 否 開催月の１～８日
まで

開催月の１０日抽選 無料 http://kobe-
mori.jp/morishou_hp

兵庫県 兵庫県立三木山森林公園 三木市福井字三木山
2465-1

兵庫県立三木山森林公園
管理事務所
0794-83-6100
FAX　83-6779

農政環境部農林水産局豊
かな森づくり課森づくり普
及班
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

無料（施設使用
は有料）

http://www.mikiyama.net/

兵庫県 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
所森林課
079-421-9347

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
(10名以上を受け入れる）

加古川市立少年自然の家 で検
索

兵庫県 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 赤穂市建設経済部産業観
光課
0791-43-6840
FAX　43-6892

光都農林振興事務所
森林第１課
0791-58-2348

赤穂市建設経済部産業観
光課
0791-43-6840

要相談 自治体へ 可 山荘利用料：無
料
かぶとむしドー
ム：200円（施設
協力金として）

宿泊可能な山荘あり
（要事前予約、入浴施設なし）
キャンプ可（要持込）

兵庫県 兵庫県立丹波の森公苑 丹波市柏原町柏原5600 森づくり課（現地事務所）
0795-72-2127
FAX　72-0899
公益財団法人
兵庫丹波の森協会
0795-73-0933

丹波農林振興事務所
森林課
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/

兵庫県 青垣いきものふれあいの里 丹波市青垣町山垣
2115-6

0795-88-0888
FAX　88-0887

丹波農林振興事務所
森林課
0795-72-0500

丹波市青垣支所
0795-87-1001

要相談 施設へ直接 否 ２ヶ月前から 月曜日、年末年始

兵庫県 東芦田「ごりんかん」 丹波市青垣町東芦田
1477

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

丹波農林振興事務所
森林課
0795-72-0500

丹波市農林整備課
0795-88-5029

要相談 施設へ直接 可 要相談 要相談

兵庫県 神戸市立自然の家 神戸市灘区六甲山町中
一里山1-1

078-891-0001
FAX 891-0002

神戸農林振興事務所
森林課
078-361-8553

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

原則年中無休 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/

http://kobe-mori.jmorishou_hpl/
http://kobe-mori.jmorishou_hpl/
http://www.tanba-mori.or.jp/
http://www.kobe-sizennoie.com/
http://www.kobe-sizennoie.com/


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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

兵庫県 兵庫県立ささやまの森公園 篠山市川原511-1 079-557-0045
FAX 557-0201

農政環境部農林水産局豊
かな森づくり課森づくり普
及班
078-341-7711

要相談 施設へ直接 否 要相談 12/29～1/3
月曜日

食堂、自動販売機はなし http://www.sasayamanomori.jp/

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

光都農林振興事務所
森林第１課
0791-58-2348

上郡町産業振興課
0791-52-1116

６回 要相談 否 ６ヶ月前から 周辺に宿泊施設あり

兵庫県 兵庫県立ゆめさきの森公園 姫路市夢前町寺2160-2 079-337-3220
FAX 337-3221

農政環境部農林水産局豊
かな森づくり課森づくり普
及班
078-341-7711

要相談 施設へ直接 否 要相談 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://www.yumesakinomori.ser
ver-shared.com

兵庫県 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
森林課
079-281-9289

神河町地域振興課
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.shindenfurusato.jp/

兵庫県 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
森林課
079-281-9289

神河町地域振興課
0790-34-0960

施設へ直接 否 休館日(月)
12/28～1/5

木工体験

兵庫県 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
森林課
079-281-9289

市川町地域振興課
0790-26-1010

施設へ直接 年末年始 木工教室、昆虫採集

兵庫県 公益財団法人日本アウト
ワード・バウンド協会尼崎市
美方高原自然の家「とちの
き村」

美方郡香美町小代区新
屋1432-35

0796-97-3600
FAX  97-3602

豊岡農林水産振興事務所
森林課
0796-26-3699

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

兵庫県 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)

宍粟市一宮町三方町
633

宍粟市歴史資料館
TEL：0790-74-8855
FAX：0794-74-8080

光都農林振興事務所
森林第１課
0791-58-2198

宍粟市教育委員会事務局
社会教育文化財課
TEL：0790-63-3117
FAX：0790-63-1063

家原教育の森(カブトムシ

要相談 自治体へ 否 休館日
毎週月曜日、国民
の祝日の翌日、年
末年始（12/28～
1/3）

体験内容により
異なる

木工・竹細工教室
カブトム販売
カブトムシ観察（7/10頃～
8/10頃）
森林教室（遊歩道、野鳥観察
施設）

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

兵庫県 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

光都農林振興事務所
森林第１課
0791-58-2198

要相談 施設へ直接 可 ６ヶ月前から 森林教室（遊歩道、四阿、展
望台）、キャンプ（要持込）

兵庫県 しそう森林王国いちのみや
拠点施設

宍粟市一宮町千町468-
2

産業部地域産業課一宮産
業振興係（一宮市民局内）
TEL：0790-72-1000
FAX：0790-72-1596

光都農林振興事務所
森林第１課
0791-58-2198

宍粟市産業部地域産業課
一宮産業振興係（一宮市
民局内）
0790-72-1000

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

兵庫県 兵庫県立なか・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

農政環境部農林水産局豊
かな森づくり課森づくり普
及班
078-341-7711

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/~nanoh
ana/

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

農政環境部農林水産局豊
かな森づくり課森づくり普
及班
078-341-7711

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/~satoy
ama/

http://www.sasayamanomori.jp/
http://www.yumesakinomori.server-shared.com/
http://www.yumesakinomori.server-shared.com/
http://www.shindenfurusato.jp/
http://www.obs-mikata.org/
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/


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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

兵庫県 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

丹波農林振興事務所
森林課
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 平日（夏休み除く）、
12月～翌年3月

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

http://www.chirumyu.jp/

兵庫県 兵庫県立国見の森公園 宍粟市山崎町上比地
374

国見の森公園内（公財）し
そう森林王国協会
0790-64-0923
FAX  64-5011

農政環境部農林水産局豊
かな森づくり課森づくり普
及班
078-341-7711

要相談 施設へ直接 否 要相談 月曜日（祝日の場合
はその翌日）年末年
始

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/con
tents/facility_01.html

兵庫県 兵庫県立宝塚西谷の森公
園

宝塚市境野字保与谷
14-1

宝塚西谷の森公園
0797-91-1630
FAX　0797-91-1631

農政環境部農林水産局豊
かな森づくり課森づくり普
及班
078-341-7711

月　１～
２回程度

施設へ直接 否 要相談 休園日
月曜日・年末年始

食堂は無し　木工クラフト
自然観察等

http://nishitaninomori.jp

兵庫県 宝塚市立宝塚自然の家 宝塚市大原野字松尾１ 0797-91-0314
0797-83-5020

阪神北県民局 阪神農林
振興事務所 里山・森林課
079-562-1392

宝塚市教育委員会　社会
教育課
0797-77-2029

施設へ直接 否 随時 毎水曜日、年始年
末

施設利用は無料 http://www.bbqgo.jp/spot
/id=784

兵庫県 兵庫県立奥猪名健康の郷 川辺郡猪名川町杉生字
奥山1-22

072-769-0485
072-769-0894

兵庫県教育委員会　体育
保健課
078-362-3969

施設へ直接 否 宿泊利用の場
合：10日前まで

年中無休 宿泊：820円
（本館棟）、
7,000円（ロッ
ジ棟）、野外炊
事場：210円
（半日）、その

http://www.okuina.com

兵庫県 兵庫県立人と自然の博物
館

三田市弥生が丘６丁目 079-559-2001
079-559-2007

兵庫県教育委員会　社会
教育課
078-362-3782

ほぼ毎日
可能

施設へ直接 否 団体利用：1週
間前まで

毎月曜日、年始年
末

観覧料：中学生
以下（無料）、
高校生（100
円）、大学生
（150円）、大
人（210円）

http://www.hitohaku.jp

兵庫県 三田市有馬富士自然学習
センター　キッピー山の
ラボ

三田市福島1091-2 079-569-7727
079-569-7737

阪神北県民局 阪神農林
振興事務所 里山・森林課
079-562-1392

三田市文化スポーツ課
079-559-5145

ほぼ毎日
可能

施設へ直接 否 できるだけ早く 毎月曜日（祝日の
場合はその翌
日）、年始年末

入館料は無料
環境学習体験は
要問合せ

http://kippv-
labo.wix.com/kippy-labo

兵庫県 西宮市立甲山自然環境セ
ンター・NPO法人こども環
境活動支援協会

1.甲山キャンプ場：西
宮市甲山町67
2.社家郷山ｷｬﾝﾌﾟ場：
西宮市越水字社家郷山
1-119

0798-75-6131
0798-72-0037

阪神北県民局 阪神農林
振興事務所 里山・森林課
079-562-1392

西宮市環境学習都市推進
課
0798-35-3039

施設へ直接 可 甲山自然の家：
６ヶ月前～２週
間前まで

甲山キャンプ場：
年始年末
社家郷山ｷｬﾝﾌﾟ場：
年始年末、祝日を
除く火～金曜日

【甲山自然の
家】宿泊料金：
18歳未満250円､
大人500円､【社
家郷山ｷｬﾝﾌﾟ
場】施設･用具

施設により、利用日、料金
などが異なる。

http://kabuto.leaf.or.jp/

兵庫県 兵庫県立一庫公園(公益財
団法人　兵庫県園芸・公
園協会)

川西市国崎字知明1-6 電話：072-794-4970
FAX：072-794-4971

阪神北県民局 阪神農林
振興事務所 里山・森林
課
079-562-1392

年数回程
度

施設へ直接 否 約1ヶ月前 土、日、祝日、公
園行事開催日、12
月29日～1月3日

森林活動体験参
加費100円(保険
代)、クラフト
参加費300～500
円

兵庫県 桜華園 神崎郡神河町東柏尾
146

0790-32-0971 兵庫県中播磨県民ｾﾝﾀｰ
姫路農林水産振興事務所
森林課
079-281-9289

神河町　地域振興課　商
工観光係
0790-34-0960

自治体 否 桜の開花期のみ
(3月中旬～4月
末）

毎年5月～翌年3月
中旬

施設利用料　子
供100円　大人
300円

兵庫県 兵庫県立丹波並木道中央
公園

兵庫県篠山市西古佐90 管理事務所
電話：079-594-0990
FAX：079-594-0991
公益財団法人
兵庫丹波の森協会
0795-73-0933

丹波土木事務所　公園砂
防課
0795-73-3849

施設へ直接 否 要相談 年末年始 木工クラフト体
験については1
人300円～500
円、その他は要
相談

http://www.hyogo-
park.or.jp/tanba/

兵庫県 淡路島公園 兵庫県淡路市楠本
2425-2

電話：0799-72-5377
FAX：0799-72-5378

兵庫県淡路県民局洲本土
木事務所管理第1課
0799-26-3227

施設へ直接 否 無料 http://www.hyogo-
park.or.jp/awajishima

http://www.chirumyu.jp/
http://www.kuniminomori.jp/contents/facility_01.html
http://www.kuniminomori.jp/contents/facility_01.html
http://www.bbqgo.jp/spot/id=784
http://www.bbqgo.jp/spot/id=784
http://www.okuina.com/
http://www.hitohaku.jp/
http://kippv-labo.wix.com/kippy-labo
http://kippv-labo.wix.com/kippy-labo
http://kabuto.leaf.or.jp/
http://www.hyogo-park.or.jp/tanba/
http://www.hyogo-park.or.jp/tanba/
http://www.hyogo-park.or.jp/awajishima
http://www.hyogo-park.or.jp/awajishima
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(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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子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

兵庫県 あわじ石の寝屋緑地 兵庫県淡路市楠本
2425-2

電話：0799-72-5377
FAX：0799-72-5378

兵庫県淡路県民局洲本土
木事務所管理第1課
0799-26-3227

施設へ直接 否 無料 http://www.hyogo-
park.or.jp/ishinoneyaconte
nts/access/index.html

兵庫県 灘山緑地
（(株)夢舞台）

兵庫県淡路市夢舞台2 電話：0799-74-1000
FAX：0799-74-1001

兵庫県淡路県民局洲本土
木事務所管理第1課
0799-26-3227

施設へ直接 可 無料 http://www.yumebutai.co.j
p

奈　良
奈良市
青少年野外活動センター

奈良市阪原町25-1
TEL　0742-93-0029
FAX  同上

農林部森林整備課
（当該調査担当課）
0742-27-7612

奈良市生涯学習課
0742-93-0029

2～3回 施設へ直接 可
3ヶ月前から
1週間前

月曜日（月曜日が祝
日の場合はその明
けの平日）
年末年始

宿泊 ： 26歳以上
1200円、19-25歳
1000円、3-18歳
800円
ロッジ ： 26歳以
上1000円、19-25

https://naracity-
outdooractivity.jimdo.com/

奈　良
大和郡山市立 里山の駅
「風とんぼ」

大和郡山市矢田町574
TEL　0743-53-7290
FAX  0743-53-7203

農林部森林整備課
（当該調査担当課）
0742-27-7612

大和郡山市生涯学習課
0743-53-1156

施設へ直接 可 ７日前
月曜日、年末年始、
祝祭日の翌日

1日利用　市民75
円　市外172円

http://kazetonbo.com

奈　良
矢田山遊びの森
子ども交流館

大和郡山市矢田町2070
TEL　0743-53-5819
FAX　同上

農林部森林整備課
（当該調査担当課）
0742-27-7612

要相談 施設へ直接 否 要相談 月曜日、年末年始
http://www.pref.nara.jp/item/30
55.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
TEL　0743-87-0285
FAX  87-0548

農林部森林整備課
（当該調査担当課）
0742-27-7612

山添村地域振興課
0743-85-0047

１回 施設へ直接 不可 ２週間前 水曜日 H28年度より活動停止。 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
TEL　0743-82-0508
FAX  82-2026

農林部森林整備課
（当該調査担当課）
0742-27-7612

　 施設へ直接 可 要相談

・年末年始（12／28
～1／4）
・9月～4月の月曜日
（祝日は開館）

・施設使用料無
料
・シーツ代210円

http://www.pref.nara.jp/31607.h
tm

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
TEL　0746-52-0888
FAX  52-0388

農林部森林整備課
（当該調査担当課）
0742-27-7612

川上村水源地課
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/

和歌山県 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　22-1767

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

日高川町企画政策課
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

和歌山県 中津平成の森 日高郡日高川町大字船
津

0738-54-0338
FAX　22-1767

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

日高川町企画政策課
0738-54-0338

随時 市町村担当へ 否 随時 周辺宿泊施設あり

和歌山県 高野山森林公園 伊都郡高野町高野山 0736-56-3000
FAX  56-4745

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

高野町産業観光課
0736-56-3443

随時 高野町産業観
光課
0736-56-3000

不可(現在施
設管理の都
合で宿泊不

2ヶ月前まで 2ヶ月前までに要相
談

周辺宿泊施設あり https://www.town.koya.wakaya
ma.jp/town/shisetsu/3854.html

和歌山県 ゆめ倶楽部２１ 日高郡日高川町大字土
生160

0738-54-0338
FAX　22-1767

農林水産部森林・林業局
森林整備課
073-441-2973

日高川町企画政策課
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 間伐体験、木工体験、竹細工
体験、備長炭の風鈴作り体
験、他約２０種の体験。

http://yumeclub21.hidakagawa.j
p/

http://www.hyogo-park.or.jp/ishinoneyacontents/access/index.html
http://www.hyogo-park.or.jp/ishinoneyacontents/access/index.html
http://www.hyogo-park.or.jp/ishinoneyacontents/access/index.html
http://www.yumebutai.co.jp/
http://www.yumebutai.co.jp/
https://www.town.koya.wakayama.jp/town/shisetsu/3854.html
https://www.town.koya.wakayama.jp/town/shisetsu/3854.html
http://yumeclub21.hidakagawa.jp/
http://yumeclub21.hidakagawa.jp/
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和歌山県 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
（１～２月は１
６時まで）

否 開催日前日まで なし ・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の

http://genkinomori.web.infoseek
.co.jp/

鳥取県 森林公園「とっとり出合いの
森」

鳥取市桂見293 0857-31-3930
FAX  31-3935

鳥取県農林水産部森林・
林業振興局林政企画課
0857-26-7301

鳥取市農林水産部林務水
産課
0857-20-3235

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

鳥取県 氷ノ山自然ふれあい館「響
の森」

若桜町つく米 0858-82-1620
FAX  82-1612

鳥取県生活環境部緑豊か
な自然課
0857-26-7978

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

http://www.hibikinomori.gr.jp/

鳥取県 鳥取県立２１世紀の森 鳥取市河原町稲常１１３ 0858-85-6221
FAX  85-6223

鳥取県農林水産部森林・
林業振興局林政企画課
0857-26-7301

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

島根県

島根県県民の森 飯南町小田 0854-76-3119
FAX  同上

農林水産部林業課
0852-22-6003

月１回 施設へ直接 可 http://www.pref.shimane.lg.jp/a
dmin/region/kikan/chusankan/
mori/

島根県

島根県立ふるさと森林公園 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
0852-22-6003

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

島根県

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

島根県教育庁社会教育課
生涯学習振興グループ
0852-22-6485

月１回 施設へ直接 可 １ヶ月前まで 12月29日～1月3日 http://www.pref.shimane.lg.jp/s
honenshizen/

島根県

島根県立青少年の家 出雲市小境町1991-2 0853-69-1316
FAX　69-1016

島根県教育庁社会教育課
生涯学習振興グループ
0852-22-6485

数10回／
年

施設へ直接 可 2週間前まで 月曜日、祝日　　12
月28日～1月4日

http://www.pref.shimane.lg.jp/s
eishonennoie/

岡山県 操山公園
里山センター

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

備前県民局
森林企画課
086-233-9833

岡山市都市整備局
庭園都市推進課
086-803-1392

随時 施設へ直接 否 １週間前まで 火曜日、年末年始 http://www.city.okayama.jp/mu
seum/misaoyama-
guide/index.htm

http://genkinomori.web.infoseek.co.jp/
http://genkinomori.web.infoseek.co.jp/
http://www.deainomori.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
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http://www.pref.shimane.lg.jp/chusankan/mori/
http://www.forestpark.or.jp/
http://www.pref.shimane.lg.jp/shonenshizen/
http://www.pref.shimane.lg.jp/shonenshizen/
http://www.pref.shimane.lg.jp/seishonennoie/
http://www.pref.shimane.lg.jp/seishonennoie/
http://www.city.okayama.jp/museum/misaoyama-guide/index.htm
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岡山県 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

瀬戸内市農林水産課
0869-22-3942

随時 施設へ直接 可 ２週間前まで 年末年始

岡山県 和気美しい森 和気町木倉 0869-92-0670
FAX　同上

備前県民局
東備地域森林課
0869-93-1137

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

岡山県 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
086-995-1217
FAX　086-995-2475

備前県民局
東備地域森林課
0869-93-1137

赤磐市熊山支所
産業建設課
086-995-1217

随時 自治体へ 否 火・水曜日

岡山県 真備美しい森 倉敷市真備町市場 真備美しい森ビジターセン
ター
086-697-0660
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
086-698-8113

随時 市町村担当へ 可 ３日前まで

岡山県 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

岡山県 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
0865-64-7215

随時 市町村担当へ 可 10日前まで H30.7月豪雨により、H30年度
中は閉鎖している。

岡山県 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
FAX 22-1741

可 http://fs-takahashi.org/

岡山県 森林公園牛丸大仙 新見市金谷315-2 新見市産業部
0867-72-6134
FAX　72-6181

備中県民局
新見地域森林課
0867-72-9169

新見市産業部
農林課林業振興係
0867-72-6134

随時 自治体へ 否

岡山県 勝山美しい森 真庭市菅谷 真庭市勝山振興局
地域振興課
0867-44-2927
FAX  44-4569

美作県民局
真庭地域森林課
0867-44-7566

真庭市勝山振興局
地域振興課
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/ht
ml/katsuyama/mori/mori.htm

岡山県 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
真庭地域森林課
0867-44-7566

真庭市美甘振興局
地域振興課
0867-56-2611

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

岡山県 みやまの里 真庭市三阪 真庭市
林業・バイオマス産業課
0867-42-5022
FAX　42-1037

美作県民局
真庭地域森林課
0867-44-7566

真庭市
林業・バイオマス産業課
0867-42-5022
FAX　42-1037

随時 市町村担当へ 否 １週間前まで

岡山県 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
真庭地域森林課
0867-44-7566

真庭市蒜山振興局
地域振興課
0867-66-2511

随時 施設へ直接 否 随時 12月中旬～３月中
旬

http://plus.harenet.ne.jp/~tsugu
ro/

http://fs-takahashi.org/
http://www.city.maniwa.lg.jp/html/katsuyama/mori/mori.htm
http://www.city.maniwa.lg.jp/html/katsuyama/mori/mori.htm
http://www.sugedani.com/index.php
http://www.sugedani.com/index.php
http://plus.harenet.ne.jp/~tsuguro/
http://plus.harenet.ne.jp/~tsuguro/
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岡山県 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
森林企画課
0868-23-1377

鏡野町富振興センター
0867-57-2111

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

岡山県 岡山県自然保護センター 和気郡和気町田賀730 0869-88-1190 岡山県
自然環境課
086-226-7308

随時 施設へ直接 否 １週間前まで 毎週火曜日及び祝
日の翌日、年末年
始

無料 原則20名以上での団体利用
の場合

http://okayama-
shizenhogo-c.jp/

岡山県 岡山県立森林公園 苫田郡鏡野町上齋原
332-8

0868-52-0928 岡山県
農林水産部林政課
086-226-7454

随時 施設へ直接 否 随時 12月～3月 要相談 http://www.ombara-
kogen.com/sinrin-hp/

広島県

広島県緑化センター 広島市東区福田町
10166-2

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/

広島県

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/

広島県

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
082-513-2932（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

広島県

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
082-513-2932（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/

広島県

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
12/28～1/3

自然観察、森林整備活動、
キャンプ

http://www.ikoinomoripark.com/

徳島県 徳島県立神山森林公園イ
ルローザの森

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
088-621-2459

神山町産業観光課
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/

徳島県 三好市健康とふれあいの森 三好市三野町芝生 0883-77-4320 西部総合県民局（三好）林
業振興担当
0883-76-0675

三好市観光課
0883-72-7620

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
バンガロー8,000
円・12,000円
和室3,000円

三好市ＨＰよりインターネット
予約も可

http://www.miyoshinavi.jp/03as
obu/detail.php?uid=SS000007&g
enr=102&area=3

徳島県 加茂農村公園 東みよし町加茂 0883-79-5345 西部総合県民局（三好）林
業振興担当
0883-76-0675

東みよし町産業課
0883-82-5339

何回でも可 市町村担当へ 否 できるだけ早めに 火曜日・年末年始 作業所
１日2,000円
半日1,000円

作業所内道具
使用料1日500円

近くにキャンプ場あり http://central-
forest.jp/park/

徳島県 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
088-621-2459

上勝町産業課
0885-46-0111

何回でも可 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

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

http://www.mirakuru.ne.jp/n-camp/
http://www.mirakuru.ne.jp/n-camp/
http://okayama-shizenhogo-c.jp/
http://okayama-shizenhogo-c.jp/
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/
http://central-forest.jp/park/
http://www.miyoshinavi.jp/03asobu/detail.php?uid=SS000007&genr=102&area=3
http://www.miyoshinavi.jp/03asobu/detail.php?uid=SS000007&genr=102&area=3
http://www.miyoshinavi.jp/03asobu/detail.php?uid=SS000007&genr=102&area=3
http://central-forest.jp/park/
http://central-forest.jp/park/
http://www.1000nen.biz-awa.jp/
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徳島県 相生森林文化公園あいあ
いらんど

那賀群那賀町横石字大
板

0884-62-3116 農林水産部林業戦略課
公有林化担当
088-621-2463

那賀町林業振興課
0884-62-1175

何回でも可 施設へ直接 可 できるだけ早めに 月曜日，年末年始 オートキャンプ
場
1区画3,000円

http://aiai-land.com/

香川県

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

香川県

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/mido
riseibi/donguri/field/go/index.ht
m

香川県

「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林
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2,160円～
エントランスホー
ル1,240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.kagawa.
jp/site/gogaku/

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 0897-64-2220
FAX  0897-64-2252

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
（水曜日が祝日の時
は翌日）

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/090shinr
in/00006366050511/kour
yucenter/index.htm

高知県 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 内容によっては
実費（材料費、講
師料など）

http://www.kochi-
sanrin.jp/hoki/

高知県 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

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

http://www.k-kouryu.net/

福岡県 福岡県立四王寺県民の森 宇美町大字四王寺字猫
坂

092-932-7373 農林水産部林業振興課
092-643-3536

随時 施設へ直接 否 できるだけ早めに 月曜日 無料 木工教室、農林水産業体験
ツアー、森林パトロール、キャ
ンプ等

http://shioujikenminnomori.com
/

福岡県 福岡県立夜須高原記念の
森

筑前町櫛木 0946-42-0590 農林水産部林業振興課
092-643-3536

随時 施設へ直接 否 できるだけ早めに 月曜日 無料 木工教室、農林水産業体験
ツアー、コンテナガーデンづく
り等

http://yasukogen.q-rin.co.jp/

http://aiai-land.com/
http://donguri-net.com/land/index.shtml
http://donguri-net.com/land/index.shtml
http://www.pref.kagawa.jp/midoriseibi/donguri/field/go/index.htm
http://www.pref.kagawa.jp/midoriseibi/donguri/field/go/index.htm
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子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

福岡県 油山市民の森・自然観察の
森

福岡市南区桧原855-4 092-871-2112 農林水産部林業振興課
092-643-3536

福岡市森林・林政課
092-711-4846

随時 施設へ直接 否 利用日（開催日）
の1か月前まで

月曜日（祝日の場合
は開館し、翌日の火
曜が休館）、年末年
始

要応諾 ハイキング、オリエンテェーリ
ング、野鳥観察会、きのこ観
察会など

http://www.shimi-mori.com/

福岡県 川崎町戸谷自然ふれあい
の森

田川郡川崎町大字安眞
木200番地

0947-72-3000 農林水産部林業振興課
092-643-3536

川崎町役場　農商観光課
商工観光係
0947-72-3000

随時 自治体へ 可 随時 なし テントデッキ4,000円
テントサイト500円
バンガロー7,000円
山荘15,000円

＊平成２７年度末に廃止

福岡県 くつろぎの森　グリーン
ピア八女

八女市黒木町木屋
10905

0943-42-2400 農林水産部林業振興課
092-643-3536

八女市役所黒木支所産業
経済課商工観光係
0943-42-1115

随時 施設へ直接 可 できるだけ早めに 年中無休 森林セラピー：小
人（4才～小学
生）500円/人、
大人（中学生以
上）1,000円/人

http://greenpia-yame.com/

福岡県 古処山キャンプ村　遊人
の杜

嘉麻市千手 0948-57-0621 産業振興課観光PR課
0948-57-3154

随時 施設へ直接 可 利用月の2か月
前から予約可能
(定休日を除く)

火曜日
7，8月は無休

利用案内参照 https://www.kamacamp.com/

佐賀県 佐賀県立２１世紀県民の森 佐賀市富士町大字藤瀬
724-4

0952-57-2341
FAX　57-2217

農林水産部森林整備課
0952-25-7136

随時 施設へ直接 否 １ヶ月前 年末年始 実費（材料費、講
師料など）

佐賀県 自然の館「ひらたに」 鹿島市大字山浦丙
3871-88

0954-64-2579
FAX  64-2577

鹿島市農林水産課
0954-63-3413

要相談 施設へ直接 可 随時 既に利用申し込み
がある日

高校生以上2,500
円
中学生以下1,500
円
研修室・展示室
2時間で1,000円

食事（前々日に予約）
朝食・昼食…各６４８円から
夕食…１，４０４円から

http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/372.html

佐賀県 平成こども記念の森
(佐賀県林業試験場)

佐賀市大和町大字池上
3408

0952-62-0054
FAX  51-2013

林業試験場普及指導担当
0952-62-0054

随時 施設へ直接 否 随時 年末年始 実施可能なプログラム：木工
や自然素材を利用した工作
体験、樹木園を利用した樹木
の学習、自然観察、樹木の身
体測定など。

http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00
319424/index.html

佐賀県 伊万里市木工芸センター
「ピノキオの家」

佐賀県伊万里市大川内
町丙668-1

0955-22-2822 農林水産部森林整備課
0952-25-7136

伊万里市農山漁村整備課
0955-23-2591

開館日（土
日祝日、春
休み、夏休
み）

施設へ直接 否 随時（閉館日は
市担当部局へ）

閉館日（ただし、要
相談）

工具使用料　100
円
教材費　  実費

木工芸品の製作 http://www.city.imari.saga.jp/

佐賀県 黒髪少年自然の家 佐賀県武雄市山内町宮
野1888-54

0954-45-2170
FAX　0954-45-2137

県民環境部まなび課
0952-25-7313

随時 施設へ直接 可 県内学校を優先
的に受け付ける
ため、その他の
団体は７月１日
から次年度申込
みを受け付けて

既に利用申し込み
がある日（年中無
休）

小中学生：100
円
高校性・学生：
210円
上記以外大人：
430円

食費（小学生以上）
　朝食：390円
　昼食：550円
　夕食：700円

http://www.kurokami-saga.jp/

佐賀県 北山少年自然の家 佐賀県佐賀市富士町大
字関屋514-1

0952-57-2321
FAX　0952-57-2647

県民環境部まなび課
0952-25-7313

随時 施設へ直接 可 県内学校を優先
的に受け付ける
ため、その他の
団体は７月１日
から次年度申込
みを受け付けて

既に利用申し込み
がある日（年中無
休）

小中学生：100
円
高校性・学生・
23歳未満青年：
210円
上記以外大人：

食費（小学生以上）
　朝食：390円
　昼食：550円
　夕食：700円

http://www.hokuzan-saga.jp/

佐賀県 トムソーヤの森
（吉野ヶ里町　商工観光
課）

佐賀県神埼郡吉野ヶ里
町三津777

電話　0952-37-0350
FAX0952-53-1106

吉野ヶ里町商工観光課
0952-37－0350

随時 自治体へ 可 ２日前まで 宿泊は７月～９月
のみ可能

料金：常設テント
一区画　町内
1,000円、町外
1,500円（一泊二
日）
常設テント一区画

利用についてはすべて予約
が必要。

http://www.town.yoshinogari.sa
ga.jp/

長崎県 長崎県民の森 長崎市神浦北大中尾町
693-2

0959-24-0181
FAX  24-1666
管理事務所

農林部林政課森林活用班
095-895-2988
FAX 895-2596

随時 施設へ直接 可 宿泊は３ヶ月前
から

年末年始 http://www16.ocn.ne.jp/~kenmi
n/

http://www.shimi-mori.com/
http://greenpia-yame.com/
http://www.city.kama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=4318
http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1075/ns-ringyou/rinshi/mori.html
http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1075/ns-ringyou/rinshi/mori.html
http://www.kurokami-saga.jp/
http://www.hokuzan-saga.jp/
http://www16.ocn.ne.jp/~kenmin/
http://www16.ocn.ne.jp/~kenmin/
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長崎県 長崎市民の森 長崎市茂木町1010-1 長崎市水産農林部水産農
林政策課総務係
095-820-6562（直通）

農林部林政課森林管理班
095-895-2984
FAX 895-2596

長崎市水産農林部水産農
林政策課総務係
095-820-6562（直通）

随時 施設へ直接 可 宿泊は６ヶ月前
の月初めから

宿泊不可能日：
1月2日～7日

http://taikenkan.net/

長崎県 佐世保市烏帽子岳散策の
森

佐世保市烏帽子町283-
1

0956-24-1111
(内線3043)
FAX　25-1710
佐世保市農林整備課

農林部林政課森林管理班
095-895-2984
FAX 895-2596

佐世保市
農林整備課農林改良係
0956-24-1111
(内線3043)

随時 自治体へ 否 利用の際は、事
前に相談のこと

森林体験館（建物）
は、平日（夏休み期
間を除く）、6月と1・2
月全日

周辺施設：長崎県立青少年
の天地（宿泊可）

http://www.city.sasebo.lg.j
p/nourinsuisan/nousei/eb
oshidake.html

長崎県 島原市有明農林漁業体験
実習施設舞岳山荘

島原市有明町大三東戊
5580-2

0957-68-1111･5888
FAX　68-2119

農林部林政課森林管理班
095-895-2984
FAX 895-2596

島原市産業部産業政策課
0957-68-1111

随時 自治体へ 可 ２ヶ月前から１週
間前まで

火曜日、年末年始 別添のとおり 併設施設：舞岳ふれあいロー
ド

長崎県 みずほの森公園 雲仙市瑞穂町西郷丁
1923-4

0957-77-2111
FAX　77-2116
雲仙市瑞穂総合支所
産業建設課

農林部林政課森林管理班
095-895-2984
FAX 895-2596

雲仙市産業部観光物産課
0957-38-3111

随時 自治体へ 可 7月20日～8月31
日まで（利用は夏
期のみ）

8月13日～8月15日 宿泊施設はテントで夏期のみ

長崎県 新上五島町つばき体験工
房

新上五島町小串郷
１０７１－２

0959-55-3219
FAX　電話と同じ
新上五島町振興公社

農林部林政課森林活用班
095-895-2988
FAX 895-2596

新上五島町農林課　林業
振興班
0959-53-1166
FAX 0959-53-1177

随時 施設へ直接 否 体験日の2日前 8月13日～8月16日
及び12月29日～1月
3日

搾油体験　高校
生以上、大人
1,540円　小学
生、中学生820円
（材料代別）
炭焼き　高校生、

H25年度　椿油研究試作施設
（見学のみ）

https://www.kamigoto-
tsubaki.com/

熊本県 ふれあいの森林 熊本市中央区貢町小萩 096-245-3157
（森林学習館）

森林保全課
096-333-2450

熊本市環境局環境共生課
096-328-2352

随時 施設へ直接 否 休館日
・月曜日（その日が
休日に当たるとき
は、その日以後にお
いてその日に最も近
い休日でない日）

無料 熊本市森林学習館は、森林
とのふれあいを通じて、緑化
及び自然保護に対する意識
の高揚を図るための学習・活
動の場として設置された施
設。

http://www.city.kumamoto.jp/h
pKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=
8678&class_set_id=2&class_id=2
61

熊本県 立田山憩い森
雁回山

熊本市中央区黒髪8ほ
か

096-383-1111(内5619)
FAX 383-7704

森林保全課
096-333-2450

【立田山憩の森】
　熊本市環境局環境共生
課
　096-328-2352
　ＦＡＸ 359-9945
【雁回山】

11回
４月を除く
毎月第２日
曜日に実
施
随時

不要
【立田山憩の
森】
施設へ直接
【雁回山】
不要

否

熊本県 植木三ノ岳の森公園 熊本市北区植木町岩野
238-1木留字大磯1432

096-245-5053
FAX 245-5606

森林保全課
096-333-2450

熊本市都市建設局北部土
木センター総務課
096-245-5053
FAX 245-5606

随時 自治体へ 否

熊本県 元気の森かじか 美里町払川1675 0964-46-3993
FAX  46-2045

森林保全課
096-333-2450

社会教育課
0964-46-2038

随時 施設へ直接 可 活動の２週間前
まで

無 ○指導料10,000
円(10人まで)
○追加指導料
5,000円(10人を越
える毎)

http://kajika.town-
misato.com/

熊本県 青葉の瀬 山都町大字緑川青葉の
瀬

0967-82-3511
FAX　82-3515

森林保全課
096-333-2450

山都町山の都創造課
0967-72-1158

随時 施設へ直接 可

熊本県 吉無田高原「緑の村」 熊本県上益城郡御船町
田代8405-24

電話096-285-2210 森林保全課
096-333-2450

御船町役場商工観光課連
絡先（ 096  ）282－1226

自治体へ 可 水曜日（祝日の場合
はその翌日）、年末
年始

16,000円（4名ま
で）

宿泊施設は最大6名まで宿泊
可能で5名以上は追加料金
が発生。
追加料金：別途大人1名4,000
円、小・中学生1名2,000円。

https://www.mifune-
kankou.jp/spot/935/

熊本県 きくちふるさと水源交流館 菊池原1600 0968-27-0102
FAX  27-0107

森林保全課
096-333-2450

菊池市企画振興課地域振
興係
0968-25-7250

施設へ直接 可 毎週水曜日は休館 農林業体験、加工体験、地域
散策

http://www.suigen.org/

http://taikenkan.net/
http://www.city.sasebo.lg.jp/nourinsuisan/nousei/eboshidake.html
http://www.city.sasebo.lg.jp/nourinsuisan/nousei/eboshidake.html
http://www.city.sasebo.lg.jp/nourinsuisan/nousei/eboshidake.html
https://www.kamigoto-tsubaki.com/
https://www.kamigoto-tsubaki.com/
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8678&class_set_id=2&class_id=261
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8678&class_set_id=2&class_id=261
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8678&class_set_id=2&class_id=261
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8678&class_set_id=2&class_id=261
http://kajika.town-misato.com/
http://kajika.town-misato.com/
https://www.mifune-kankou.jp/spot/935/
https://www.mifune-kankou.jp/spot/935/
http://www.suigen.org/
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熊本県 木の葉猿窯元 玉東町木葉60 0968-85-2052
FAX　同上

森林保全課
096-333-2450

玉東町産業振興課
0968-85-3113

随時 施設へ直接 否 随時 体験料
1,500円/人
※詳細はお問い
合せください。

熊本県 奥矢谷渓谷「きらり」
(奥矢谷渓谷公園管理運営
組合)

山鹿市菊鹿町矢谷 0968-48-9595
FAX　同上

森林保全課
096-333-2450

山鹿市役所　商工観光課
0968-43-1579

随時 施設へ直接 可 夏場の申込みは
３月１日から

11月～2月は申込み
がなければ月､水､
金が休み

熊本県 清流館 山都町 0967-82-3311
FAX　同上

森林保全課
096-333-2450

山都町山の都創造課
0967-72-1158

随時 施設へ直接 可

熊本県 なみの高原やすらぎ交流館 阿蘇市波野小地野663-
1

0967ｰ23-0555
FAX  23-0556

森林保全課
096-333-2450

阿蘇市経済部観光課観光
企画係
0967-22-3174

何回でも可 施設へ直接 可 周年 年末年始(12/28～１
／４）

3時間1,500円／
人（基本）
※詳細はお問い
合せください。

・枝打ち、間伐等の森づくり活
動
・森林の多様な役割に関する
学習
・動植物などの自然観察
・木工、炭焼きなどのものづく

http://www.aso-yasuragi.com/

熊本県 （財）学びやの里
木魂館（もっこんかん）

阿蘇郡小国町北里371-
1

0967-46-5560
FAX  46-5561

森林保全課
096-333-2450

小国町役場　産業課
0967-46-2112

事前予約
すればいつ
でも

施設へ直接 可 通年 年末年始
(12/28～1/4)

有料（別途ホーム
ページ等に金額
等掲載）

http://manabiyanosato.or.jp/

熊本県 五家荘自然塾 八代市泉町仁田尾25 0965-67-5530
FAX　同上

森林保全課
096-333-2450

八代市泉支所地域振興課
0965-67-2111

随時 施設へ直接 可 随時 11月20日～3月15日
（休館日）

有料（宿泊や食
事の有無により
違いますので詳
細は施設に問い
合わせてください

熊本県 立神峡公園 八代郡氷川町立神648-
4

0965-62-1543
FAX
0965-62-1546

森林保全課
096-333-2450

氷川町商工観光課
0965-62-2315

随時 施設へ直接 可 施設スタッフを要
請する場合：２ヶ
月～１週間前

12月30日～1月3日
施設スタッフを要請
する場合：7,8月を除
く毎週火曜日

自然観察会 http://tategami-camp.com/

熊本県 八竜山自然公園 熊本県八代市坂本町
中谷は335-2

0965-45-3453
FAX  45-3453

森林保全課
096-333-2450

八代市生涯学習課
0965-30-1110

数回 施設へ直接 可 ３ヶ月前から http://www.astro.city.yatsushiro
.kumamoto.jp/index.htm

熊本県 さかもと青少年センター 熊本県八代市坂本町
中谷い1270

0965-45-2275
FAX  45-2275

森林保全課
096-333-2450

八代市生涯学習課
0965-30-1110

 施設へ直接 可 ３ヶ月前から http://www.city.yatsushiro.kum
amoto.jp/list/list_view.phtml?ca
tid=120601&arid=35299

熊本県 「愛林館」
(久木野地域振興会)

水俣市久木野1071 0966-69-0485
FAX　同上

森林保全課
096-333-2450

水俣市農林水産課
0966-61-1634

６回 施設へ直接 可 年末年始 単価1,500円 e-mail:
airinkan@giga.ocn.ne.jp

熊本県 古石交流館みどりの里 葦北郡芦北町古石391-
2

0966-86-1835
FAX  同上

森林保全課
096-333-2450

芦北町教育委員会生涯学
習係
0966-87-1171

随時 施設へ直接 可 通年 ホームページ内の
お問い合わせペー
ジ参照

ホームページ内
の施設案内参照

・森林・山の手入れ(間伐、下
草刈りなど)
・各種体験活動(炭焼き、木
工、山村料理、そば打ち、う
どん打ち、石窯パン・ピザ焼
き体験、ハヤ釣り)

http://www.ashikita.com/midori
nosato/

熊本県 グリーンスポーツみなまた 水俣市袋西の浦2884 0966-63-9311
FAX  63-9333

森林保全課
096-333-2450

水俣市教育委員会生涯学
習課スポーツ推進係
0966-63-9311

随時 自治体へ 可
（4/1～
10/31）

随時 12/28～1/4

http://www.aso-yasuragi.com/
http://www.manabiyanosato.or.jp/
http://tategami-camp.com/
http://www.astro.city.yatsushiro.kumamoto.jp/index.htm
http://www.astro.city.yatsushiro.kumamoto.jp/index.htm
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/list/list_view.phtml?catid=120601&arid=35299
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/list/list_view.phtml?catid=120601&arid=35299
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/list/list_view.phtml?catid=120601&arid=35299
http://www.ashikita.com/midorinosato/
http://www.ashikita.com/midorinosato/


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

子どもたちの森林内での多様な体験活動の受け入れが可能な施設　※最新の情報については各都道府県林務部署へお問い合わせください。

熊本県 狸穴山荘
人吉・球磨自然保護協会

熊本県球磨郡あさぎり町
松尾国有林内
（事務所：人吉市大工町
20）

0966-22-3608
FAX  22-3608

森林保全課
096-333-2450

随時 施設へ直接 可 随時 冬期 家族で1,000円 自然教室、カヌー教室、ヤマ
メ釣り、キャンプ場設置、木登
り、育樹、クラフト工作、音楽
教室

工事中

熊本県 ＮＰＯ法人天草木場の杜自
然学校

天草郡苓北町都呂々
6118番地２

0969-36-0809
FAX  36-0860

森林保全課
096-333-2450

苓北町商工観光課
0969-35-1111

施設へ直接 可 随時 年末年始 有料（活動内容、
宿泊や食事の有
無により違います
ので、詳細は施
設に問い合わせ
てください）

http://www18.ocn.ne.jp/~npoko
ba/

熊本県 竜洞山みどりの村
（竜洞山みどりの村運営協
議会）

天草市新和町小宮地
11312

0969-46-2437
FAX  46-2437

森林保全課
096-333-2450

観光振興課
観光施設係
0969-23-1111

随時 施設へ直接 可 随時 随時 有料（活動内容
により、材料費・
保険料・宿泊費
等）

・森林・山の手入れ(植樹、下
草刈りなど)
・各種体験活動(炭焼き、木
工、石窯パン・ピザ焼き体
験、船釣り、・堤防釣り、フ
ルーツ狩りなど)

http://www.midorinomura.com/

熊本県 白嶽森林公園 上天草市姫戸町姫浦
5395-2

0969-56-0777
FAX　56-3370

自然保護課
096-333-2274

上天草市観光おもてなし
課
0964-26-5512

施設へ直接 可 随時 無 有料（詳細は施
設に問い合わせ
ください）

熊本県 龍ヶ岳山頂自然公園 上天草市龍ヶ岳町大道
3360-9

0969-63-0466 自然保護課
096-333-2274

上天草市観光おもてなし
課
0964-26-5512

施設へ直接 可 随時 無 有料（詳細は施
設に問い合わせ
ください）

http://ryugatake.net/wor
dpress/

大分県 大分県県民の森 大分市大字廻栖野 TEL：097-588-0656
FAX：588-0675

農林水産部森との共生推
進室　097-506-3873

随時 施設へ直接 可 随時 年末年始 電話にて要確認 http://www.oita-
kenminnomori.jp/

大分県 きりかぶ村　憩いの森キャ
ンプ場

玖珠郡玖珠町大字山田
3351

TEL：080-5802-1514 農林水産部森との共生推
進室
097-536-1111(内3872)

玖珠町まちづくり推進課
0973-72-9031

施設へ直接 可 随時 年中無休(年末年始
は要相談)

入場料は無料
（施設の利用は
有料）

http://www.town.kusu.oita.jp/29
9.html

大分県 祖母山麓体験交流施設
「あ祖母学舎」
（あそぼうがくしゃ）

竹田市大字神原13 TEL：0974-67-2121
FAX ：67-2181

竹田市教育委員会
生涯学習課
0974-63-4817

施設へ直接 可 随時
受付時間
午前8:30～午後
5:00

毎週水・木曜日
年末年始
お盆８月１３～１５日

宿泊料金につい
ては電話にて要
確認

◇チェックイン15:00～
◇チェックアウト10:00

http://www.city.taketa.oita.jp/a
sobogakusya/
ここ数年、更新されていないた
め利用不可能

大分県 森林公園「憩の森」 佐伯市直川大字赤木
1262

0972-58-2517
FAX0972-58-2518
メール：papiyon@saiki.tv

佐伯市直川振興局
地域振興課
0972-58-2111

月１回程度 施設へ直接 可 随時 木曜日
年末年始

入山料：300円
15名以上の場合
は250円/人

木工体験　炭焼き体験
体験公園　亀の甲なおかわ

http://naokawa-
kankou.capoo.jp/
現在利用不可能になっている

大分県 大分県立社会教育総合セ
ンター
九重青少年の家

玖珠郡九重町大字田野
204番地の47

TEL：0973-79-3114
FAX：0973-79-3115
メール：
a31513@pref.oita.lg.jp

大分県教育庁社会教育課
TEL:097－506-5526

随時 施設へ直接 可 随時
受付時間
午前8:30～午後
5:15

12月29日～1月3日 電話にて要確認 宿泊可能日　1年中 http://kyouiku.oita-
ed.jp/kokonoe/

大分県 大分県立社会教育総合セ
ンター
香々地青少年の家

豊後高田市香々地5151 TEL：0978-54-2096
FAX：0978-54-2152
メール：
a31512@pref.oita.lg.jp

大分県教育庁社会教育課
TEL:097-506-5526

随時 施設へ直接 可 随時
受付時間
午前8:30～午後
5:15

12月29日～1月3日 電話にて要確認 宿泊可能日　1年中 http://kyouiku.oita-
ed.jp/kakaji/index.html

宮崎県

宮崎県ひなもり台県民ふれ
あいの森

小林市大字細野字山中
之前5739-14

(公社)宮崎県森林林業協
会
0985-27-7682
ひなもりオートキャンプ場
0984-23-8102

環境森林部環境森林課み
やざきの森林づくり推進室
県営林担当
0985-26-7160

応談 施設へ直接 可 随時 http://www.hinamori.jp/

http://www18.ocn.ne.jp/~npokoba/
http://www18.ocn.ne.jp/~npokoba/
http://www.midorinomura.com/
http://ryugatake.net/wordpress/
http://ryugatake.net/wordpress/
http://www.city.taketa.oita.jp/asobogakusya/ここ数年、更新されていないため利用不可能
http://www.city.taketa.oita.jp/asobogakusya/ここ数年、更新されていないため利用不可能
http://www.city.taketa.oita.jp/asobogakusya/ここ数年、更新されていないため利用不可能
http://www.city.taketa.oita.jp/asobogakusya/ここ数年、更新されていないため利用不可能
http://naokawa-kankou.capoo.jp/現在利用不可能になっている
http://naokawa-kankou.capoo.jp/現在利用不可能になっている
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宮崎県

宮崎県諸県県有林共に学
ぶ森

宮崎市高岡町紙屋字赤
木9-1

(公社)宮崎県森林林業協
会
0985-27-7682

環境森林部環境森林課み
やざきの森林づくり推進室
県営林担当
0985-26-7160

応談 施設へ直接 否 随時

12月29日～1月3日

http://www.m-forest-
a.or.jp/manabu/

宮崎県

宮崎県林業技術センター
「森とのふれあい施設」

美郷町西郷田代1561-1 (公社)宮崎県森林林業協
会
0985-27-7682
森の科学館
0982-66-2004

環境森林部森林経営課林
業普及指導担当
0985-26-7154

応談 施設へ直接 可 随時

12月29日～1月3日

http://www.m-forest-a.or.jp/

宮崎県

宮崎県川南遊学の森 児湯郡川南町大字川南
字村上26,689番地

(公社)宮崎県緑化推進機
構
0985-31-7759

環境森林部環境森林課み
やざきの森林づくり推進室
豊かな森林づくり担当
0985-26-7153

１２回 施設へ直接 否 主催イベントは10
日前まで

12月29日～1月3日

無料 施設への直通電話は無く、申
し込みは指定管理者への連
絡となる。
イベント以外の散策等は、い
つでも利用可能。

http://www.miyazaki-
midori.org/

鹿児島県

鹿児島県県民の森 姶良市北山3464-119 県民の森管理事務所
0995-68-0557
FAX  68-0174

環境林務部森づくり推進
課緑化保護係
099-286-3394
FAX 286-5611

なし 随時 施設へ直接 可 随時 水曜日（祝日の場合
は翌日）、年末年
始、7～9月は無休

各施設毎にホー
ムページに掲載

http://www.kkmori.jp/

鹿児島県

鹿児島県照葉樹の森 肝属郡錦江町田代麓
5166-647

照葉樹の森管理事務所
080-6417-6518

環境林務部森づくり推進
課緑化保護係
099-286-3394
FAX 286-5611

なし 随時 施設へ直接 可（ただし，
キャンプの
み）

随時 12月29日～31日ま
で

無料 http://www.omega.ne.jp/shouyo
uju/

鹿児島県

さえずりの森
（姶良市公共施設）

姶良市加治木町西別府
3490

0995-62-6666
FAX  62-6666

環境林務部森づくり推進
課緑化保護係
099-286-3394
FAX 286-5611

姶良市 農林水産部 林務
水産課 林務水産係
0995-52-1211
（内線）231

特に制限な
し

施設へ直接 可 随時 毎週月曜日（7,8月
は毎日営業）

各施設毎にホー
ムページに掲載

http://www.saezurinomori.sakur
a.ne.jp/

沖縄県 やんばる学びの森 国頭村字安波1301-7 0980-41-7979
FAX  41-7980

農林水産部森林管理課資
源活用普及班
098-866-2295

国頭村役場企画商工観光
課観光係
0980-41-2101

365日/回 施設へ直接 可 周年可 特になし プログラム内容、
参加人数による
※詳細はホーム
ページ参照

自然体験、自然観察、環境教
育、カヌー体験、森・川遊び、
キャンプ体験、木工教室、森
林セラピー、その他

http://atabii.jp/

沖縄県 沖縄県県民の森 恩納村字安富祖2028 098-967-8092
FAX 967-8094

農林水産部森林管理課資
源活用普及班
098-866-2295

施設へ直接 可 周年可 月曜日（休園日） プログラム内容、
参加人数により
調整

自然観察、炭焼き体験、木工
教室、その他

http://kenminnomori.okin
awa/

沖縄県 国頭村森林公園 国頭村字辺土名1094-1 0980-50-1022
FAX  50-1022

農林水産部森林管理課資
源活用普及班
098-866-2295

国頭村役場経済課林務水
産係
0980-41-2122

365日/回 施設へ直接 可 周年可 特になし プログラム内容、
参加人数により
調整

自然観察、環境教育、炭焼き
体験、天体観察、森林セラ
ピー、その他

http://www.kunigami-forest-
park.org/

沖縄県 平和創造の森公園 糸満市山城４４９ 098-852-4033
FAX  852-4032

環境部環境再生課緑化推
進班
098-866-2064

施設へ直接 否 周年可 月曜日（休園日） プログラム内容、
参加人数により
調整

自然観察、環境教育、そば作
り体験、天体観察、その他

http://heiwasouzounomor
i.com/

沖縄県 石垣市民の森 石垣市字石垣1396-2 0980-82-4097
FAX　83-8228

石垣市農政経済課林務係
0980-82-1307

365日/回 施設へ直接 不可 周年可 特になし プログラム内
容、参加人数に
より調整

自然観察、環境教育、炭焼
き体験、天体観察、森林セ
ラピー、その他

https://yaeyamashinri
n.jimdo.com/
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