普 段は非 公 開 の「 生 産 エリア」をガイドがご案 内 する特 別なツアープログラムです。

ガイド付きツアー

小岩井農場物語
大賞
優秀賞
第10 回
エコツーリズム大賞

第8 回
エコツーリズム大賞

個人型プラン

第
第10
7 回回
エコツーリ
エコツーリ
ズム大賞
ズム大賞

特別賞
大賞

第8回
産業観光
第8 回
まちづく
り大賞
エコツーリ
ズム大賞

観光庁
優秀賞
長官賞

2015年 環境省・NPO法人日本エ

第8回

コツーリズム協会主催［エコツーリ
産業観光
第7回

まちづくり大賞

エコツーリ
ズム大賞
ズム大賞
大賞］
、公益社団法人日

観光庁
長官賞
進協議会主催［観光まちづくり大賞

特別賞

本観光振興協会・全国産業観光推

小岩井農場 物語
ガイド派遣

主な
ガイド内容

開の本物の生産農場の現場を間近にご覧いただき、体感できる小岩井農場ならではのツ
アーです。

場物語」
でありたいと願っています。

岩手県 盛岡市 滝沢市 雫石町 雫石町教育委員会
公益財団法人岩手県観光協会 岩手県商工会議所連合会
岩手県空港利用促進協議会

所要時間 45分

貸切バスで非公開エリアや国の重要文化財の建造物をめぐります。農
場の歴史や酪農と林業のかかわりなどをガイドがわかりやすく解説。
間：4月中旬〜 11月上旬

■開始時刻：A ／ 酪農コース①9：30 ②11：30 ③14：30
B ／重要文化財コース①10：30 ②13：30 ③15：30
■料

金：中学生以上800円、５歳以上400円、全て自由席

※運行バス：
（株）
ヒノヤタクシー
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農場自然散策
通常版・特別版

通常版

通常版 所要時間 60 分

特別版
特別版 所要時間
所要時間120
60 分

間：4月中旬 〜11月上旬
特別版開催日を除く毎日開催

■開始時 刻 ：10：30（約60分）
■料

特別版

■期

2

金 ：中学生以上500円、小学生300円
（1）
スノーシュー
（昼）1/7〜9、1/15、2/19、2/26、3/5
間：
（2）
スノーシュー
（夜）2/17〜19、2/24〜26、3/3〜5
（3）
冬芽 3/18〜20 （ 4 ）
ザゼンソウ 3/25〜4/2
（5）
ミズバショウ 4/8〜4/16 （ 6 ）
春の妖精 4/22・23
（7）
サクラソウ 5/13・14、5/20・21
（8）
初夏の妖精 5/27・28 （ 9 ）
モリアオガエル 6/10・11
（10）
コケ 6/17・18
（11）
ホタル 6/24・25・30、7/1・2、7〜9、14〜17
（12）
サワガニ 9/2・3 （13）
狼森ウォーク 9/23
（14）
木の実 10/7・8 （15）
紅葉 11/3・4

トラクタートレインで行く、 所要時間
山林・自然満喫体験
40分、60分

トラクターがけん引する客車に乗り、非公開森林エリアをめぐるツアー。
頬に受ける風や香りを感じながら、小岩井農場の雄大な自然を感じら
れます。
■期

4

金：A：中学生以上800円、5歳以上400円、全て自由席
B：中学生以上1,000円、5歳以上500円、全て自由席

上丸牛舎の重要文化財
見学ウォーク
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1.非公開の生産現場や重要文化財をご紹介します。
2.小岩井農場120余年の歴史を解説します。
3.畜産と林業のかかわりなど、小岩井農場の“これまで”と
“これから”をご紹介します。

ツアーの
ポイント

バスの
乗り換え
なし！

■オプション 下記コースについて詳しくはお問い合わせください
環境との共生・生物多様性を生む林：混合林
循環型・持続型森林経営のモデル林：法正林
■申込締切／実施日の7日前

平成25年稼働の新搾乳施設

自然散策

所要時間 3時間、6時間

100年以上にわたり育み続けた山林で、林業
体験や山菜採り、隠れ家づくりを通してガイド
と森のめぐみに触れてみましょう。

金：大人：500円／小学生：300円／
未就学児：無料
車イスの方：無料

所要時間 60〜120 分

計画的な植林により作られた2,000ヘクタールに及ぶ山
林の中には、清らかな岩手山由来の伏流水や多様な生
態を育む自然環境が形成されております。季節ごとの
様々な植物や生物を専門ガイドがご案内し、楽しくエコ
ツーリズムを体験できます。

森林体験

間：4月中旬〜 11月上旬

バイオマスパワーしずくいし

100 年の森がっこう

所要時間 40 分

■開始時刻：①10：00 ②11：00 ③13：00 ④14：00
■料

希望の
コースを
承ります

2.「循環型農林畜産業」を実践現場で学べます。

小岩井農場酪農の発祥地・上丸牛舎で、国の重要文化財に指定された
牛舎やレンガサイロの他、約300頭の乳牛が暮らす様子をご案内します。
■期

バス1台に
1名のガイド
が乗車

■ツアーコース
〈 コースの例 〉
フルコース 1〜 7 60 〜 90分（車窓見学）
1. 農場開設のルーツ：旧網張街道（別名「賢治の小径」）
より） 環境・酪農コース 4 〜7 60 〜 90分（下車見学含）
2. 本部の気取った建物：農場本部事務所と下丸界隈（賢治の長編詩「小岩井農場」
3. 建築当初より電動エレベーター完備：四階倉庫
重要文化財コース 農場内21棟の重要文化財（P4〜5）をめぐる 60〜 90分
4. 乳牛のストレスを軽減する開放型牛舎：鶴ヶ台牛舎
オプション バター作り体験
（約30分）
を追加できます。
5. 家畜排せつ物等を活用したバイオマス発電施設：バイオマスパワーしずくいし
6. 電気を使わないエコ冷蔵施設：天然冷蔵庫
7. 重要文化財の現役牛舎群：上丸牛舎

■ガイド料／バス1台：15,000円
（教育旅行：10,000円）
バター作り材料費 1人あたり500円

■申込締切／実施日の7日前

■申込締切／実施日の7日前
■受付可能人数／最少10名／最大
120名
■ガイド料／ガイド1名（40名様まで
ガイド1名派遣）：15,000円（教育
旅行：10,000円）

■見どころ
1 〜 2月：スノーシューウォーク
（昼・夜）
3 〜 4月：冬芽・ザゼンソウ・ミズバショウ
5 〜 6月：春の妖精・サクラソウ
6 〜 7月：コケ・モリアオガエル・ゲンジボタル
（夜）
・
ヘイケボタル
（夜）
8 〜 9月：渓流と生物（カワシンジュガイ、サワガニ）
10 〜11月：木の実と紅葉

■受付可能人数／最少10名／最大50名
■ガイド料／ガイド1名：半日コース：1,000円
1日コース：1,500円
プログラムメニュー
1. 林業体験（間伐体験）
2. 山菜採り体験
3. 森で隠れ家つくり
4. 森の工作教室
5. 沢遊び、森遊び

■開始時 刻 ：10：30
（約120分）
※夜開催のウォークは時間が異なります。
■料

“環境との共生”に関心のある企業や各種団体、グループの皆様
にも是非おすすめします。

■受付可能人数／最少15名／最大160名

間： 4月中旬〜 11月上旬

■開始時刻 ： A ／100年杉林道コース40分 ①10：00
②13：00（土日祝限定）③14：00 ④15：00
B ／牧草地パノラマコース60分 ①11：00
■料

季節で変わる自然観察会。開催日限定の特別版も開催。
■期

団体型プラン

1.「環境」について、本物の生産現場で学べます。

※まきば園内、
「ガイド付きツアー小岩井農場物語」受付所にて当日受付も承っております。

■期

じていただくプログラムです。

小岩井農場めぐり団体版

奇蹟” と表現しました。このツアーを通して、お客様一人一人の思い出に残る「小岩井農

1

から始まる循環型酪農に代表される“本物の生産農場”を肌で感

小岩井農場の生産現場をバスでご案内

詩人で童話作家の宮沢賢治はこの地を度々訪れ、小岩井農場を “牧場の標本、
” “ 新鮮な

バスツアー
小岩井農場めぐり

その持続（サスティナビリティ）について学び、併せて“土づくり”

観光庁長官賞］を受賞致しました。

小岩井農場物語とは、一世紀あまりかけて創造した小岩井農場の自然や、普段は非公

後援

中学・高校生の皆様が生きたフィールドで“緑の環境の創造”と

ガイド付きツアー

金 ：中学生以上1,000円、小学生500円、
年間パスポート会員は中学生以上500円、小学生300円
※写真はすべてイメージです。詳しくはホームページをご覧ください。 小岩井農場

検索

トラクタートレインで巡る100年の森

所要時間 40〜60 分

100年余りの計画的林業が生み、育んだ“小岩井農場”
の緑の楽園をご覧いただけます。
■申込締切／実施日の7日前
■受付可能人数／最少10名／最大22名
■ガイド料／トラクタートレイン1台：15,000円
（教育旅行：10,000円）

※写真はすべてイメージです。詳しくはホームページをご覧ください。 小岩井農場

検索
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