
市内及び近隣市町の類似施設（大型遊具のある公園）

名称 住所 電話番号 設備

焼山公園 呉市焼山町地内 0823-34-1200 大型遊具，多目的グランド

広公園 呉市広大新開１丁目地内 0823-74-0909 大型遊具，多目的グランド

呉ポートピアパーク 呉市天応大浜3丁目2-3 0823-38-0560 
大型遊具，じゃぶじゃぶ池，芝生広場，イベント広場，
ふわふわドーム，シンボルドーム，こども館，野外ス
テージ

龍王山総合公園 東広島市黒瀬町丸山 0823-82-2016 大型遊具，多目的グランド，芝生広場，散策道

憩いの森公園 東広島市西条町寺家941-17 082-422-0005
子ども広場，多目的広場，研修施設，デイキャンプ
場，キャンプ場，オートキャンプ場，展望台



近隣市町の類似施設（道の駅・直売所）

名称 区分 住所 電話番号 設備 備考

湖畔の里福富 道の駅 東広島市福富町久芳1506 082-435-2110
レストラン（ビュッフェスタイル），カフェ，ベー
カリー，売店（農産物直売所），大型遊具，デ
イキャンプ場，多目的グランド

指定管理
ひがしひろしま有限責任事業
組合

西条　のん太の酒蔵 道の駅 東広島市西条町寺家
フードコート，直売所
子ども向け屋内遊び場

2022年7月15日開業予定

道の駅　たけはら 道の駅 竹原市本町１丁目１-１ 0846-23-5100
レストラン，売店，観光情報コーナー，地域
交流スペース

町並み保存地区への観光ガ
イド申込みができる

まるごと元気市
となりの農家店

産直市 東広島市西条町寺家7957-1 082-437-5831 直売所
全農広島とJA広島中央の共
同経営

おいしい旬館 となりの農家
黒瀬店

産直市 東広島市黒瀬町南方829-1 0823-83-2700 直売所 JA広島中央が経営



市内の公共宿泊施設

住所 電話番号 定員 宿泊施設の状況 宿泊料金

呉市郷原野路の里2丁目3-1 0823-77-1025 72名
研修施設
洋室8室×8名，和室2室×4名
4人以上から利用可能

素泊まり
3歳～18歳　550円
大人　　　  2,030円

呉市二河町１－８ 0823-22-1264 92名
研修施設
洋室10室×8名，和室2室×6名
5人以上のグループでの合宿利用

素泊まり
高校生以下　720円
一般　　　　 2,160円

輝きの館 88名 洋室 4 部屋×2名 ，和室 16 室×5名
素泊まり和室1名
小学生　3,080円～
大人 　　4,400円～

コテージかまがり 35名
10人用コテージ×2棟
5人用コテージ×3棟

1泊
5人用　18,000円
（ひとり3,600円）

ドーム型
コテージ蒲刈

10名
4人用ドームハウス×2棟
2人用ドームハウス×1棟

1泊
4人用　16,000円
（ひとり4,000円）

呉市下蒲刈町下島10839番地の16 0823-70-8151 24名 コテージ×4棟（最大6名まで）

1泊
4名まで　17,300円
6名まで追加料金2,400円
（6名の場合ひとり3,683円）

呉市川尻町板休5502番53 0823-87-2390 80名 洋室 4 部屋×2名 ，和室 18 室×4名
素泊まり和室1名
小学生　3,730円～
大人 　　4,170円～

呉市安浦町三津口326-48 0823-84-0262 172名

洋ツイン11部屋，洋室トリプル12部屋
和室8畳23部屋×4名
和室10畳3部屋×5名
バリアフリー1部屋×2名
和洋室1部屋×2名

素泊まり洋室1名
小学生　4,400円～
大人 　　9,900円～

呉市中通1-1-2 0823-20-0660 104名

洋室シングル20部屋，洋ツイン9部屋
和室6畳2部屋×3名
和室8畳12部屋×4名
和室12畳2部屋×6名

素泊まり和室1名
大人 　　3,400円～
（小人も同様料金）

グリーンヒル郷原

 0823-66-1177県民の浜

名称

スポーツ会館

ビューポート呉

野呂高原ロッジ

グリーンピアせとうち

呉市蒲刈町大浦7605

コテージ梶ヶ浜



国内類似施設（農業体験のできる道の駅）

名称 区分 住所 電話番号 設備 農業体験の内容

道の駅　アグリパークゆめ
すぎさと

道の駅
埼玉県北葛飾郡杉戸町才
羽823-2

0480-38-4189

農業体験，貸し農園，農産物直売所，食堂，
花屋，フリーマーケット，バーベキュー広場，
芝生広場，ふわふわドーム，遊具，木工教
室

収穫体験
作物があるとき予約不要，随時
例：ほうれん草収穫：15本 100円
　　小松菜収穫：15本 100円
　　大根：1本 100円
　　白菜：1個 300円
イチゴ狩り（1～5月の土日）

道の駅やちよ（やちよ農業
交流センター）

道の駅 千葉県八千代市島田2076 047-406-4778

農業体験，農産物直売所，花屋，特産品売
店，食堂，レストラン，アイスクリームショッ
プ，調理実習室，料理教室等講座開催，
バーベキュー広場，レンタサイクル

収穫体験
予約制
そらまめ，えだまめ，落花生，さつまい
も
稲作体験（田植え，稲刈り）
イチゴ狩り（1～5月：近隣の農家）
ブルーベリー狩り（7～8月：近隣農家）
農業ボランティア育成講座

道の駅 つくで手作り村 道の駅
愛知県新城市作手清岳字
ナガラミ10-2

0536-37-2772
農業体験，農産物直売所，特産品売店，食
堂，ミニチュア電車，農産加工施設，手作り
体験施設，バーベキュー施設

収穫体験
トウモロコシ
木工教室等，工芸品づくり教室



国内類似施設（農業公園）

グリーンヒル郷原
おかやまファーマーズ

マーケットノースビレッジ
松坂農業公園ベルファーム サンテパルクたはら 足立区都市農業公園 埼玉県農林公園

開園時期 平成５年４月 平成９年４月 平成１６年４月 平成７年４月 昭和５９年１０月 昭和６３年

施設規模面積 約１７ha 約２０ha 約２３ha 約１２ha 約７.７ha 約１５.９ha

年間入園者数
R3　約　6万5千人
R2　約　7万2千人

R3　約18万人
R2　約31万人

R3　約53万人
R2　約52万人

R3　約31万人
R2　約27万人

R3　約37万人
R2　約28万人

R3　約47万人
R2　約45万人

入園料 無料 無料 無料 無料 無料 無料

駐車場料金 無料 無料 無料 無料 有料　（30分100円） 無料

駐車場保有可能台数
普通車　200台
大型バス　4台

普通車　600台
普通車　700台
大型バス　10台

普通車　420台
大型バス　7台

普通車　155台
大型バス　6台

普通車　380台

宿泊施設 あり
あり（ログハウス調の宿泊

施設　全５棟）
なし なし なし なし

芝生広場 あり（ひょうたん池） あり（噴水池） なし あり（あひる池）

あり
荒川河川敷にひろがる大きな花壇
には季節ごとにチューリップ・コ
スモスの花が楽しめる

あり
野外ステージあり（地元の伝
統祭り等）

レストラン

　ご宿泊のお客様の夕食・朝食
と，一般のお客様に昼食を提供
「季節の和定食」は日替わりメ
ニュー　（100名収容可能）

 自然のめぐみを生かした洋食
和食メニュー
 地元で狩獲された鹿などのジ
ビエ料理
　　　　（60名収容可能）

野菜ソムリエ考案の身体にや
さしい食事
　　　　（80名収容可能）

喫茶室　ファーストフード
　　　　（65名収容可能）
レストランは廃止

１階　軽食（10名収容可能）
２階　レストラン
　　　　　（55名収容可能）
公園の畑で育てた野菜を料理

手打ちうどん（地元で採れた
野菜の天ぷら）
　　　　（30名収容可能）

バーベキュ－ハウス あり（コンロ19台） あり（コンロ10台） なし なし なし なし

市民農園 あり（100区画） なし なし あり（90区画） なし なし

農業体験（収穫）
タマネギ・ジャガイモ
サツマイモ等

イチゴ・ブドウ狩り・サツマ
イモ等

イチゴ・ブドウ狩り・サツマ
イモ等

イチゴ・狩り・サツマイモ等 サツマイモ・人参等
ホウレンソウ・イチゴ狩り
サツマイモ等（３９種類）

遊具 滑り台
アスレチック・ゴーカート室
内にキッズパークあり

スイング遊具・ターザンロー
プ・ブランコ

ターザンロープ・ローラ滑り
台・野菜をかたどった遊具
（ナスの滑り台）

大型滑り台
ミニSL・バッテリーカー
滑り台

ペットの入園 禁止 禁止 禁止
施設内は禁止

他はOK
禁止 禁止

売店（直売所）
地元の新鮮野菜や花，手作り
お菓子や小物，地域の特産物
などを販売

ロードサイドマーケット
地元の農家の皆さんが丹精込
めて作られた野菜・花を販売

ベルファーム農家市場
新鮮な野菜・果物・三重特産
の海産物・松坂茶などを販売

地元の旬な農畜産物やお土産
を販売

とれたてマルシェ
公園で作られた野菜を販売
キャッシュレス決済可

 地元でとれた果実・野菜を
使ったオリジナルジェラード
などを販売

キャンプ場 なし あり なし なし なし なし

多目的グランド あり なし あり（グランドゴルフ場） なし なし なし

住所
〒737-0163
呉市郷原野路の里2丁目3-1

〒709-4311
岡山県勝田郡勝央町岡1100番
地

〒515-0845
三重県松阪市伊勢寺町551-3

〒441-3432
愛知県田原氏野田町芦ケ池8

〒123-0864
東京都足立区鹿浜2-44-1

〒369-1105
埼玉県深谷市本田5768-1

電話番号 0823-77-1025 0868-38-1234 0598-63-0050 0531-25-1234 03-3853-4114 048-583-2301

管理運営者 岳心コーポレーション 有限会社　アライス 松坂協働ファーム 田原市農業公園管理事務所
体験型有機農業パーク
マネジメント

公益社団法人埼玉県
農林公社


