
黒松内町 
体験学習支援 活用ガイド 
各近隣市町村学校、各団体の皆さま 
 

黒松内町での体験学習実施をご検討いただき、誠にありがとうございます。 
黒松内町では、豊かな自然と充実した設備や道具を揃える各施設、 
地域の多様な人材を活かした黒松内町らしい体験学習を提案しています。 
 
 

＜黒松内町の体験学習の特徴＞ 
 

①豊かな自然を活かした活動 
 ブナ北限の里・黒松内を代表する天然記念物の歌才ブナ林、 
 生物相の豊富な寿都湾、それらをつなぐ大きな人工物のない清流・朱太川。 
 森・川・海の全てが身近に揃っているため、 
 多種多様な体験学習の活動を選択することが出来ます。 
 

②充実した施設、多様な人材 
 黒松内町には、豊かな自然を活かした体験学習を支援する施設が複数あります。 
 宿泊、食事、居心地の良い空間を提供する「歌才自然の家」や、 
 自然体験からものづくりまで様々な体験に活用できる「黒松内町ブナセンター」、 
 自然体験アクティビティを提供する「ぶなの森自然学校」など、 
 各施設には必要な設備や道具が充実しています。 
 さらに、地域内には多様な人材が揃っており、 
 総合的な学習や理科といった学校教科をベースとした、 
 テーマ性の高い有意義な体験学習を提供することができます。 
 

本資料では、黒松内町でどのような活動が可能なのか、 
食事や宿泊についての情報、ご依頼から当日までの流れなどをご紹介しています。 
 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 
                       黒松内町宿泊体験学習受け入れ窓口 
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 はじめに  
 
 ～体験学習の主催者は各団体様です～ 
 
  黒松内町での体験学習は、各団体様（引率者や担当者の方）が主催する活動に、 
  町内各団体が支援させていただくという形式をとっております。 
  各団体様の目的を達成するため、 
  可能な限り安全で、有意義な体験学習活動が行えるよう、 
  誠意をもって支援させていただきますが、 
  最終的な判断や行動決定については、主催者である各団体様にお願いいたします。 

 
 
 ●安全管理体制の確立のために 
 
 ①傷害保険の加入 
  受け入れ期間中は、 
  必ず各団体様側で事前に保険加入のお手続きをお願いいたします。 
 

 ②参加者の情報収集・共有 
  病気やアレルギー、怪我など、配慮が必要な参加者の情報については、 
  当日の欠席、疾病も含め、まずは引率者の方々で情報共有をお願いいたします。 
  食事、活動時に配慮が必要な場合は、必ず事前に各所までご連絡ください。 

 
 ③引率者の確保 
  安全確保に十分な人数の引率者のご同行をお願いいたします。 
  引率者の方におかれましては、すべての体験活動において、体験活動中も終始立ち合い、 
  参加者の安全管理にご配慮ください。 
 

 ④緊急用車両の確保 
  各団体様毎に必ず1台以上の緊急用車両をご用意ください。 
  緊急時の車両貸出や運送サービスは行っておりません。 
 

 ⑤体調管理の徹底 
  お持込みの食品や不十分な手洗い等による食中毒、 
  悪天候下でのスケジュール強行や団体活動でのストレス等による病的症状の集団発生は、 
  各団体様の負う責任となります。 
  各団体様におかれましては、参加者が自然の中で安全にゆとりあるスケジュール等に 
  ご配慮ください。 
 

 ⑥病気・ケガ発生時の対応 
 
 

  病人・けが人が発生した場合は、各団体様より 
 「黒松内ブナの森診療所」（0136－72－3301）にご連絡をお願いいたします。 
  この際、スタッフの付き添いは行いませんので、必ず引率者様がお付き添いください。 
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 ●ゴミの分別処理、持ち込み品の処分について 
 

   施設利用に伴うゴミは、各施設毎に分別処理を行っておりますので、 
   表示や指示に従って処理してください。 
   活動外で出たゴミなどは、各団体様でお持ち帰りください。 

 
 
 ●キャンセルについて 
   やむを得ない場合のキャンセルに関しましては、キャンセル料は基本頂きません。 
   直前（3日以内）での各団体様側のご都合によるキャンセルや変更に関しましては、 
   キャンセル料をご請求させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 
   また、活動内容の変更やスケジュールの変更があった場合は、事前にご連絡ください。 
   場合によっては変更への対応が難しい場合もございますので、予めご了承ください。 

 
 
 ●事前学習のすすめ ～有意義な体験学習を目指して～ 
   有意義な体験学習になるよう、参加者の意欲を高めるような 
   事前学習の実施をおすすめしております。 
   野外での活動であることを理解し、参加者自ら危険回避をすることはもちろん、 
  「学びの場」であることを意識することで、体験活動の効果を高めることが出来ます。 
   また、当日の活動をイメージし、用途を理解した上で必要な道具を準備し、 
   活動に臨むことも重要です。 
   事前学習への支援も行っておりますので、お気軽にご相談ください。 
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黒松内町 体験学習 実施までの流れ 

黒松内町 宿泊体験学習受入窓口   
黒松内ぶなの森自然学校 
  

町内各所の役割・関係図 

プログラムの事前指導・道具貸出担当 

黒松内町ブナセンター 
宿泊・食事手配担当 

黒松内町で宿泊体験学習を行う場合の流れ 
①黒松内町宿泊体験学習受入窓口への連絡 
＜日程調整、宿泊・食事予約、活動内容の相談、移動手段の確保・相談等＞ 
 黒松内町の宿泊体験学習受入窓口である黒松内ぶなの森自然学校（以下、受入窓口）にご連絡をお願い致し
ます。（連絡先はP11町内各所連絡先を参照ください） 

②事前打合せ、下見の実施 
 こちら資料に目を通していただき、必ず事前打合せの実施をお願いいたします。ブナセンターのプログラム
を採用された場合は、事前下見も必須となりますので、ブナセンターと日程の調整をお願いいたします。 
 

③交通手段やタイムスケジュールの決定 
 打合せや下見の内容を元に、当日のタイムスケジュールや交通手段をお決めください。 
  決定し次第、受入窓口までご連絡ください。 

⑨精算  
 自然の家での宿泊、食事に関する精算は全て自然の家で行ってください。 

 他プログラム、町内移動に関する精算は受入窓口が行います。体験学習実施前までに精算方法（領収書、請
求書の必要の有無、またその形式、振込か現金か、等）をご連絡ください。 

⑧体験学習の実施 ご引率者さまが体験活動の主催者です。体験活動中も始終立ち合い、参加者の安全

管理にご配慮ください。最終的なご判断と行動決定は主催者である団体様（引率者や担当の方）が行うようお
願いいたします。 

⑩振り返り、次年度に向けた動き等 

 自然の家での宿泊、食事に関する詳細のやり取りは直接自然の家にご連絡をお願い致します。 
 ブナセンターのご利用にまつわる事前指導の内容や道具の貸し借り等に関するやり取りは 
 直接ブナセンターにご連絡をお願い致します。それ以外の内容関しては受入窓口にご連絡、ご相談ください。 
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内容が決まりましたら、こちらで町内各所での調整・手配を行い、自然の家利用料以外の見積書を受入窓口で
作成致します。見積書作成以降に活動内容や人数を変更した場合は事前にご連絡ください。直前の変更には対
処できない場合がございますのて予めご了承ください。 

④見積りの送付 

⑤事前のやりとり 

⑥事前学習の実施や準備など 
 当日の体験学習活動を有意義なものにするために、体験学習実施前までに事前学習の実施をお勧めいたします。 

⑦直前の最終確認 
 実施3日前までに当日の最終確認のご連絡を受け入れ窓口担当者からさせていただきます。直前（3日以内）
での各団体様側のご都合によるキャンセルや変更に関しましては、キャンセル料をご請求させていただく場合
がございますので、予めご了承ください。 

：各団体様に 
 行っていただく事 

：受入窓口対応 



自然学校・ブナセンター 対応比較表  

自然学校  ブナセンター 

プログラム料金 有料 無料 

事前下見・打合対応 
 

（無料対応） 
施設の案内や当日の服装、
活動の流れなどを確認し
ます。 
ご希望があれば、活動場
所の下見を行うことも可
能です。 
 

（有料対応） 
学校にて事前学習を行う
ことも可能です。打合せ
の際に、内容を確認して
実施します。 

（すべて無料対応） 
・プログラム内容の提
案：   
普段の学校の授業内容を
踏まえ、引率者の方と相
談しながらプログラム内
容を決定します。 
・現地下見： 
引率者の方には事前に必
ず現地下見をしていただ
きます。その際には、ブ
ナセンターのスタッフが
同行し、当日の安全対策
や準備物、児童生徒への
指導内容等について、ご
案内させていただきます。 

当日スタッフ対応 

あり 
 

安全対策、当日の参加者
引率は自然学校スタッフ
がサポートさせていただ
きます。 
 
（引率者の皆さまにおか
れましては、活動に必ず
同行いただき、児童の健
康管理、人数把握等が役
割分担となります。） 

なし 
ブナセンターのスタッフ
は同行しません。当日の
参加者引率や安全対策、
児童生徒への指導等は、
すべて引率者の方に行っ
ていただきます。 
 
※天候によるプログラム
が実施できるかどうかの
判断は、ブナセンターの
スタッフが行います。 
 

道具の貸出 あり（有料） 

あり（一部有料） 
無料：貝化石採取道具、 

魚とり道具など 
有料：釣り竿、かんじきなど 

施設利用 可（一部有料） 

可（一部有料） 
無料：ブナセンター内見学、 
スタッフによる施設案内など 

有料：各種工房利用、材料費など 
共通事項 
 あくまで各団体様が主催の体験活動になりますので、判断材料となる提案はさせていただきますが、 
最終的な意思決定は各団体様が行ってください。 
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黒松内町では下記の二箇所の施設が体験活動の対応をさせていただいています。 



 黒松内ぶなの森自然学校 
 

 黒松内町にある子どもの自然体験活動や地域づくり、交流事業を行うNPOが管理する施設です。 
 川や海などでの体験活動を得意とします。当日の活動指導やサポート、道具の貸出等も行います。 
 ・無料：事前打合せ・下見対応、電話等での相談対応 
 ・有料：活動提供、車両の提供、スタッフの引率、道具の貸出 

【自然学校 プログラム一覧】※料金は全て1人あたりのものです。児童、教員ともにかかります。 

歌才ブナ林散策 川の生き物探し 

海の生き物探し 流木のスプーン作り 

黒松内を代表する天然記念物の 
北限のブナ林を散策します。 
五感を使いながら、森の中の 
様々なものを子ども達と 
発見していく引率やお手伝いをします。 
●所要時間：1時間半～2時間程度 
●人数：30名程度まで。グループに分けます。 
●雨天可（ただし合羽や長靴利用が望ましい） 
●自然学校から車で15分程度。 
●料金：1,000円 
●希望があればフィールドビンゴなどの実施や 
 森に入る前のネイチャーゲームの実施も可 
●引率スタッフ：1～2名同行（児童の人数のよる） 
●添別ブナ林散策も可 

黒松内の川にて網や箱メガネを 
使って生き物探しを行います。 
ウェットスーツや 
ライフジャケットを着用し、 
安全に活動することが出来ます。 
●所要時間：2時間～3時間程度 
●人数：20名程度まで 
（活動後に濡れるため自然学校の車にて移動、約5～10分） 
●雨天可、但し増水や洪水の影響を考慮し、 
 当日の実施を判断 
●自然学校にて着替えが必要となる 
●希望があれば、川をライフジャケットの浮力のみ 
で浮かんで流れるフローティング等も実施可能 
（但し、当日の川の状態による） 
●料金：体験料1,000円+水道具貸出料金1,000円 
●引率スタッフ：2～3名同行（児童の人数のよる） 
 

寿都の海にて網や箱メガネ、 
シュノーケルを使って 
生き物探しを行います。 
ウェットスーツやライフジャケットを 
着用し、安全に活動することが出来ます。 
●所要時間：2時間～3時間程度 
●人数：20名程度まで 
（活動後に濡れるため自然学校の車にて移動、約20分程
度） 
●雨天可、但し波や潮の影響を考慮し、当日の実施を判断 
●自然学校にて着替えが必要となる 
●希望があれば、堤防からの飛び込み等も実施可能 
（但し、当日の海の状態による） 
●料金：体験料1,000円+水道具貸出料金1,000円 
●引率スタッフ：2～3名同行（児童の人数のよる） 

川の河口にて流木を拾い集め、 
世界に一つだけのスプーン 
作りを行います。 
流木探しを通じて、 
海と川の繋がりを 
体験することができます。 
●所要時間：1時間半～2時間程度 
●人数：大人数でも可 
●雨天可（屋外では合羽の利用が望ましい） 
●自然学校からはバスにて移動（所要10分程度） 
●料金：体験料1,000円（材料費込み） 
●スプーン作りの作業は自然学校、希望があれば 
 ブナセンターにて実施も可能 
 （別途、木工房使用料が必要） 
●引率スタッフ：1～2名同行（児童の人数のよる） 

野外炊飯 

自分達で火起こし、材料の 
準備を行い、野外で 
カレーライス作りを行います。 
火起こしのデモンストレーションを 
スタッフが行うので、 
比較的簡単に火をおこすことが出来ます。 
●所要時間：3時間～3時間半程度 
●人数：30名程度まで。グループに分けます。 
●少雨可、大雨時は屋内にて調理 
●自然学校にて実施します。 
●夕食、昼食向けとして対応可能です。 
●料金：体験料1,500円（薪代、食材代込み） 
●希望があれば炊いたお米はこちらで用意します。 
●洗い物、片付けまで学校側にお願いします。 
●引率スタッフ：1～2名同行（児童の人数のよる） 

火起こし・棒パン作り 

油圧式の薪割り器を使った 
薪割りやのこぎりを使った 
薪の準備、火起こしを行い、 
木の枝に黒松内産の小麦を使用した 
パン生地を巻きつけた棒パンを焼いて食べます。 
木の利用や循環可能な資源利用 
について体験を通じて楽しく 
学ぶことが出来ます。 
●所要時間：2時間半～3時間程度 
●人数：30名程度まで。グループに分けます。 
●少雨可、大雨時は屋内にて調理もしくは別プログラム 
●自然学校にて実施します。 
●料金：体験料1,500円（薪代、食材代込み） 
●洗い物、片付けまで学校側にお願いします。 
●引率スタッフ：1～2名同行（児童の人数のよる） 

黒松内町 プログラム提供施設一覧① 

全ての時間は目安です。当日の状況によって変動する場合がございます。 
詳しい施設情報等は、自然学校のHP等をご覧ください。 
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黒松内町 プログラム提供施設一覧② 

【過去の対応例】 

  黒松内町ブナセンター 

K小学校のテーマ「地域の自然」 
 学校では身近な木の種類を調べる学習をしており、 
 黒松内町の自然との比較を全体のテーマとしたいとのこと。 

 天然記念物である「歌才ブナ林」は、
過去一度も人の手が入っていない原生林
です。K小学校のある町は開拓の町とし
て有名で、原生林のような手つかずの森
は残っていません。 
 そこで原生林と、開拓後に再生した森
の様子を比較してみるため、歌才ブナ林
散策をおこないました。 
●少雨決行可（雨具、長靴利用） 
●所要時間：2～3時間 
●自然の家から徒歩でアクセス可 
 （片道30分程度） 

 朱太川の支流である添別川。その支流をさらにさ
かのぼり、「添別ブナ林」で源流探し体験を行いま
した。この体験では、森林の水源涵養機能、水量調
整機能といった多面的機能について、実験を通じて
学ぶことができます。 
 この宿泊研修では、太陽光と水をエネルギー源と
する森林は、自然エネルギーを用いたほかの人工施
設と同等以上の働きを担っており、人の手いらずで
動くエコなシステムだということを学習しました。 
●少雨決行（雨具、長靴利用） 
●所要時間：1時間半～2時間程度 
●町内からバス移動（片道20分程度） 

※施設のご利用や物品の貸出し等についての詳細な情報は、黒松内町ブナセンターのHP
（http://bunacent.host.jp）をご覧ください。 

 

  普段、学校で行っている理科や総合学習等の内容をふまえ、黒松内町の豊かな自然素材を用いて、体験・学習で 
きるようなプログラムを提案しています。事前に必ず引率者の方には、打合せと現地での下見の実施をお願いして 
おり、安全対策、指導案内、参考資料の用意、事後のまとめ学習までご相談に応じております。すべて無料※で対 
応させていただいておりますが、当日の野外での体験にはスタッフは同行しません。当日は引率者の方に指導をし 
ていただきます。（※館内の工房のご利用、一部の道具貸出しについては有料。） 

歌才ブナ林散策 

     森林公園 
 葉っぱ集め 
 ウォーク 
   ラリー 

 葉っぱのシルエットシートを用いて、
自然の家からブナセンターまでの森林公
園に生えている木の葉っぱを集めました。 
 葉っぱの特徴をよく観察し、地元の町
に生えている木と比較してみました。 
●少雨決行可（雨具、長靴利用） 
●所要時間１時間程度 

S中学校のテーマ「環境」 
 宿泊体験学習中に風力発電所やバイオプラント等 
 自然エネルギー関連施設を巡検するとのこと。 

添別ブナ林源流探し 

O小学校のテーマ「大地と地層」 
 理科の授業で「地層」の授業をしており、 
 それに絡めた学習がしたいとのこと。 

添別川貝化石採取 
 添別川では、100万年前の貝化石が産出される瀬
棚層という地層が露出した場所があります。 
 ブナセンターの貝化石展示を見学し、貝化石ボラ
ンティアの方の解説を聞いた後、実際に貝化石を採
取しに行きました。 
 採取後は、ブナセンターの資料を用いて、化石の
同定をすることもできます。 
●雨天時は増水のため中止の可能性あり 
●所要時間：2時間～3時間程度 
 （加えてガイダンスは1時間程度） 
●町内からバス移動（片道20分程度） 
●貝化石採取道具は貸出し無料（最大25名分） 

ほかにも… 
・「地域資源と観光」というテーマで、ブナセンター内の見学やスタッフへの質疑応答、北限のブナ林について 
 のプレゼンテーション（全て施設内）などの対応を行いました。（すべて無料で対応。） 
・雨天時プログラムとして、ブナセンター内の木工房で枝を材料に箸づくりを行いました。 
 （この場合、工房利用料がかかります。10名以上のご利用から団体料金設定が適用されます。） 
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黒松内町 体験学習 宿泊施設一覧 

 歌才自然の家 
 

 黒松内町の自然を満喫することが出来る宿泊施設です。レストラン、内風呂も併設しており、食事提供も行って 
 います。レクレーションなどが行える研修室も隣接しています。 
 歌才ブナ林、黒松内温泉ぶなの森まで徒歩でもアクセス可能です。 

 添別ブナ林に隣接した森に囲まれた貸切コテージ型の宿泊施設です。共用のキッチンがあり、自炊可能です。  
（町内で食事、弁当を手配することも可能です） 野外炊飯、テント泊（有料にてテントの貸出も可）も可能です。 
 貝化石採取場所や川の源流場所、添別ブナ林には徒歩にて移動できます.。 

 ・収容人数：40名（40名以上の場合は応相談） 部屋タイプ：ツイン、4人部屋（シングルベッド、2段ベッド） 
 ・事前打合せ対応、電話等での相談対応可能   ・有料：宿泊、食事提供、研修室・和室の利用 
 ・利用料金は自然の家のHPをご覧いただくか、直接自然の家にお問い合わせください。 

添別ミニビジターセンター 

 ・収容人数：25名程度 ・部屋タイプ：4人部屋（シングルベッド）×２部屋、大部屋 
 ・無料：トイレ利用  ・有料：宿泊、施設利用（トイレ、シャワー、キッチン、研修室） 
 ・利用料金：部屋利用（1部屋7,380円 ベッド数４、4人まで利用可能+布団代830円/1名）2部屋利用可能 
                     大広間利用（ベッド利用なし。寝袋での宿泊。1,500円/1名）定員：10名程度まで 
       テント泊（貸しテント代+施設利用料。貸しテントは大きさに応じて1,000円～2,000円程度） 
  宿泊をご希望される場合は、受入窓口までご相談ください。 

黒松内ぶなの森自然学校 

 廃校になった小学校を利用した宿泊体験施設です。校舎や隣接するゲストハウスで宿泊することが出来ます。 
 川や海での活動の際の着替えを行うことが出来ます。雨天時には体育館も利用できます。野外炊飯やたき火、 
 テント泊（有料にてテントの貸出も可）も可能です。鶏のえさやりや薪割りなどを通じて持続可能な社会を意識した 
 生活を体験することができます。 
 ・利用料金：校舎泊 素泊り1,000円（教員）、600円（児童） 寝具代（寝袋+マットレス）、食事代別途 

  民泊 

 黒松内町内、もしくは近隣市町村の農家さん、漁師さん宅で民泊することが出来ます。各家庭ならではの体験 
 をすることが出来ます。地域の人達と触れ合うことが出来る貴重な機会です。 
 利用料金：1泊2食付（夕食、朝食込）4,000円/1名 ※通常は児童のみグループに分かれて民泊します。 
 宿泊をご希望される場合は、受入窓口までご相談ください。 
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黒松内町 体験学習 食事施設一覧 

黒松内ぶなの森自然学校 

 地元の野菜や魚等の新鮮な食材を使った食事を提供しています。冷凍食品やレトルトの使用はせず、 
 身体に優しい手作りの家庭料理をメインに提供します。 

 食事形態：自然学校内の食堂での食事、テイクアウト可能なおにぎり等、野外炊飯（カレーライスなど） 
 アレルギーの対応：可（小麦、そば、牛乳、卵、大豆、魚介類、ピーナッツ）、菜食への対応可 
    予  算：朝食600円、昼食600円、夕食1,000円 
  献 立 例  : 昼食（サラダ、ごはん、中華スープ、バンバンジー、ズッキーニの煮浸し） 
      夕食（季節の魚のお刺身（海の状況による）、ごはん、味噌汁、もやしのナムル、いんげん豆の炒め物） 
      昼食（ラーメン、デザート） 
      朝食（トースト、野菜たっぷりクリームシチュー、ハム、チーズ、ゆで卵、トマトやきゅうりのサラダ） 
 

 

 
 小間旅館 
 
 

  お弁当の注文をすることが出来ます。大きさや品数に応じて、お弁当の種類を選ぶことが出来ます。 
 子どもが好むメニューを選択できるなど、おかずの中身の相談も応じてくれます。 
 予  算：600円（税抜）以上 
 最低注文個数：10個以上 
 アレルギー対応：相談に応じて可 
 町内の配達可能。事前に場所をお知らせください。 

 

 
 及川旅館 
 
 

  お弁当の注文をすることが出来ます。大きさや品数に応じて、お弁当の種類を選ぶことが出来ます。 
 おにぎりや巻き寿司、いなり寿司なども予算に応じて注文することが出来ます。 
 予  算：500円（税抜）以上 
 最低注文個数：5個以上 
 アレルギー対応：相談に応じて可 
 町内の配達可能。事前に場所をお知らせください。 

 歌才自然の家 
 
 

  レストランにて食事をすることが出来ます。また、お弁当の注文、テイクアウトも可能です。 
 食事形態：レストランでの食事提供、弁当、野外でのBBQ 
 アレルギーの対応：可（小麦、そば、牛乳、卵、大豆、魚介類、ピーナッツ）、菜食への対応可 
 予  算：レストランでの食事提供：レストランメニューから選択（1,000円/1人前後）、朝食900円（税込） 
      弁当：おにぎり弁当（580円税込）、通常の弁当（870円税込） 
      BBQ：3,500円/1人（炭、食材、準備、片付け全部込み） 
 献 立 例  : 朝食（和食：白飯、味噌汁、卵焼き、納豆、旬の魚の塩焼き、サラダなど） 
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黒松内町 町内交通手段について 
 各学校から黒松内町までの移動は各自お手配をお願い致します。 
 
 町内の移動手段としては 

  原則的には自前でバスをご用意ください。 
 

  どうしても自前で交通手段が確保出来ない場合 
 
 ①黒松内町バス（貸切利用）を利用する 
  ・定員：25名まで 
  ・運転手への謝金（1時間1,500円程度、1日最低5,000円以上） 
   走行分のガソリン代（１ℓ140円で計算）をご負担いただきます。 
   （20名、2日間利用で12,000円程度 ※あくまで目安です。実際の値段と異なる場合がございます） 
  ・水のプログラム（濡れた状態）では利用できません。 
  ・別事業でバスを利用している等、使用できない場合もございます。 
   ご利用を検討される場合はお早めにご連絡ください。 
 
 

 ②自然学校の車両を利用する 
  ・定員：20名程度まで（車2～3台程度に分かれて移動） 
  ・水のプログラム（濡れた状態）でもご利用いただけます。 
  ・走行分の燃料代として、1日につき1人500円程度をご負担いただきます。 
   （20名、2日間利用で20,000円程度 ※あくまで目安です。実際の値段と異なる場合がございます） 
  ・別事業で車両を利用している等、使用できない場合もございます。 
   ご利用を検討される場合はお早めにご連絡ください。 
 
  以上の中から、移動手段をお選びください。ご不明な点がありましたらお気軽にご質問ください。 

●黒松内町宿泊体験学習受入窓口  
  

黒松内ぶなの森自然学校 担当：佐藤  
〒048-0127 北海道寿都郡黒松内町字南作開76    
TEL：0136－77－2012 FAX：0136－77－2020 e-mail：bunamori@buna-cross.org 
HP：http://www.buna-cross.org/ 
 

●黒松内町ブナセンターへのお問い合わせ 
 

黒松内町ブナセンター 担当：水本 
〒048-0101 北海道寿都郡黒松内町字黒松内512-1  
TEL：0136-72-4411 FAX：0136-72-4440 e-mail  : bunacent@host.or.jp 
HP：http://bunacent.host.jp/ 
 

●歌才自然の家へのお問い合わせ 
 

歌才自然の家  
〒048-0101 北海道寿都郡黒松内町字黒松内584   
TEL：0136-72-3010 FAX：0136-72-3202 
HP：http://www.kuromatsunai.com/kanko/stay/shizen_no_ie/ 
 
 

町内各所連絡先 

●お弁当の注文に関す
る問い合わせ 
及川旅館 
〒048-0101 北海道
寿都郡黒松内町字黒松
内226 
TEL：0136-72-3012 
 
小間旅館 
〒048-0101 北海道
寿都郡黒松内町字黒松
内253 
TEL：0136-72-3005 
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黒松内町宿泊体験学習 モデルプラン① 

 プラン① 黒松内の自然体験まんきつプラン（人数 児童12名+教員3名と仮定） 

あくまでプランの一つです。他にも 
様々な組み合わせが可能です。 

   

12 

場所 活動内容 対応 雨天時の対応 金額 

午前 

自然学校 

到着、開会式 

火起こし体験と 
棒パン作り 

・自然学校スタッフが説明、
 指導。 
・ご引率者様も活動に参加 
 いただき、安全管理を 
 行っていただく。 

小雨可。 
大雨の場合は室内
と屋根下にて活動
可能。 

体験料：1,500円×15名 

＝22,500円 

午後 

昼食（自然学校） 
昼食代：600円×15名 

＝9,000円 
着替え、準備 

（移動） 
・自然学校の車両を利用
（車で5分程度） 

車両使用料：500円×15名 

＝7,500円 

朱太川 川で生き物探し 

・自然学校スタッフが説明、
 指導。 
・ご引率者様も活動に参加 
 いただき、安全管理を 
 行っていただく。 

雨天可。 
増水時の場合は、
海の活動に変更、
もしくは場所を変
更。 

(水道具貸出料金：1,000円 
＋体験料：1,000円） 

×15名 

＝30,000円 

（移動） 
・自然学校の車両を利用 
（車で5分程度） 

（上記車両使用料に込み） 

自然学校 片付け、着替え 

（移動） 
・自然学校の車両を利用
（車で20分程度） 

車両使用料：400円×15名 

＝6,000円 

自然の家 
チェックイン 

夕食、温泉、就寝 

※1 自然の家の宿泊料金はあくまで目安です。部屋タイプによって金額 
  が変わります。また団体割引等もありますので、詳しくは自然の家 
  にお問い合わせください。 
※2 ブナセンターの木工房利用料は団体料金を適用した場合の料金です。 
  10名未満のご利用の場合は金額が変わりますので、ブナセンターに 
  お問合せください。また、実際に工作される方のみ工房利用料金が 
  発生しますので、ご引率者様が工作されない（指導のみの）場合は 
  一般料金は発生しません。 

1日目 

場所 活動内容 対応 雨天時の対応 金額 

午前 

自然の家 

朝食 

チェックアウト 

※１ 宿泊・食事料金： 
小学生 5,900円×12名 
＋ 一般 8,080円×3名 

＝95,040円 

(移動) ・徒歩で移動(30分程度) 

歌才ブナ林 
歌才ブナ林散策 
（1時間半程度） 

・事前にブナセンターと 
 場所の確認、下見。 
・当日引率スタッフなし。 

雨天可。 
大雨時はブナ 
センター見学に変
更。 

無料 

(移動) ・徒歩で移動(45分程度) 

午後 ブナセンター 

昼食 
（小間旅館の弁当） 

弁当代：600円×15名 

＝9,000円 

木のクラフト体験 
（バードコール： 

 1時間程度） 

・事前にブナセンター 
 と作り方の確認。 
・当日の指導はご引率者 
 様が行う。 

※２ 材料費：200円×15名 
＋工房利用料： 

子供 50円×12名 

＋一般 150円×3名 
＝4,050円 

閉会式 

計 183,090 円 

2日目 



黒松内町宿泊体験学習 モデルプラン② あくまでプランの一つです。他にも 
様々な組み合わせが可能です。 
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※1  町バスの利用料金はあくまで目安です。実際の距離や利用時間等で 
       金額が前後しますので、ご了承ください。 
※2  自然の家の宿泊料金はあくまで目安です。部屋タイプによって金額 
        が変わります。また団体割引等もありますので、詳しくは自然の家 
       にお問い合わせください。 

場所 活動内容 対応 雨天時の対応 金額 

午前 

自然の家 

朝食 

チェックアウト 

※2  宿泊・食事料金： 
小学生 5,900円×20 
＋ 一般 8,080円×3 

＝136,040円 

(移動) 
・自然学校の車両を利用
（車で15分程度） 

車両使用料：400円×23 

＝9,200円 

自然学校 着替え、準備 

(移動) 
・自然学校の車両を利用 
（車で20分程度） 

車両使用料：500円×23 

＝11,500円 

寿都・政泊港 
海の生き物探し 
（2時間程度） 

・自然学校スタッフが説 
 明、指導。 
・ご引率者様も活動に参 
 加いただき、安全管理 
 を行っていただく。 

雨天可。 
大雨の場合は流木
のスプーン作りに
変更。 

体験料1,000円＋水道具貸出
料金1,000円×23名 

＝46,000円 

(移動) 
・自然学校の車両を利用 
（車で20分程度） 

（上記車両使用料に込み） 

自然学校 

片付け、着替え 

午後 

昼食 
(自然学校) 

600円×23 

＝13,800円 

閉会式 

計 222,540円 

場所 活動内容 対応 雨天時の対応 金額 

午前 

ビジターセンター 到着、開会式 

添別ブナ林 
ブナ林散策 

（2時間程度） 

・事前にブナセンターと 
 場所の確認、下見。 
・当日引率スタッフなし。 

雨天可。 
大雨時はブナセン
ター見学に変更。 

無料 

午後 

ビジターセンター 昼食（弁当持参） 
（トイレ利用のみの場合） 

無料 

添別川 
貝化石採集 

（２時間程度） 

・事前にブナセンターと 
 場所の確認、下見。 
・道具の貸出が必要。 
・当日引率スタッフなし。 

増水時は中止の可
能性あり。 
その場合、添別ブ
ナ林で源流探し体
験に変更可能。 

無料 
（道具貸出料も無料） 

（移動） 
・黒松内町バスを利用 
（車で20分程度） 

 ※1  町バス利用料： 

6,000円程度(目安） 

ブナセンター 
貝化石のクリーニング、

同定作業など 
・館内でのスタッフ対応 
 可。 

無料 

（移動） 
・自然の家の送迎バス利用
（車で5分程度） 

（ブナC－自然の家 間） 
無料 

自然の家 
チェックイン 

夕食、温泉、就寝 

 プラン② 朱太川の森・川・海を体験するプラン（人数 児童20名+教員3名と仮定） 

1日目 

2日目 



黒松内町 

宿泊体験学習 
エリアマップ 


