北部
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夕日ヶ浦木津温泉

12

京丹後大宮

久美浜

レトロな魅力の舞鶴、情漂う伊根の舟屋の
里、美しい海岸風景が続く京丹後など、多

15

13

かぶと山

に面する丹後半島から、日本三景・天橋立、

彩な表情をもちます。

14

小天橋

海の京都は京都府の北部に位置し、日本海
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峰山
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与謝天橋立

与謝野

11

7

3

舞鶴西 IC

舞鶴市
1 大浦森林公園

舞鶴市三浜
0773-62-4621（京都府中丹広域振興局森づくり
振興課）
森林浴やバードウォッチングなどが楽しめる森
林公園。シデの大木がある「巨木の森」、カエデ
やサクラの木が多く植えられた「花と紅葉の森」
など 11 のゾーンからなり、ベンチ、テーブル、
案内板等も整備されて四季折々の自然が楽しめ
る。
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バス（小
橋行き）で「舞鶴自然文化園」下車◆舞鶴若狭
自動車道「舞鶴東」IC から 30 分
駐車場なし

2

4 京都府立青少年海洋セン
ター「マリーンピア」

宮津市田井 382
0772-22-0501
澄み渡った水と、空気、美しい景色に囲まれ、
海洋活動や研修をすることができる。
◆京都丹後鉄道「宮津」駅から丹海バス（田井線）
で「マリーンピア」下車※バスの運行本数が少
ないので要確認◆京都縦貫自動車道綾部宮津道
路「宮津天橋立」IC から車で 20 分
駐車場あり（30 台）

7

大内峠一字観公園

与謝郡与謝野町弓木 3211
0772-46-0052
天橋立が最も美しく見える場所として、文珠、栗田、
傘松峠と並んで天橋立四大観のひとつに数えられ
ている。峠一帯は「一字観公園」として整備され、
春は桜、秋は紅葉が見事。天橋立の展望台を中心に、
その道沿いには大観を詠んだ歌碑、句碑が建てら
れている。また、パノラマコテージ（5 棟）、テン
トサイト、炊事棟、シャワー棟、管理棟などが設
備され、老若男女問わず、自然を楽しむ施設である。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅から丹海バ
ス（天橋立ケーブル下方面行き）で 5 分「弓木」
下車、徒歩 40 分◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」
駅からタクシーで約 20 分◆山陰近畿自動車道宮
津与謝道路「与謝天橋立」IC から 15 分
駐車場あり（大型バス不可）

与謝郡与謝野町与謝 292-2
0772-43-1581
鬼退治伝説で有名な「大江山」の中腹にある標
高 500m の宿泊所。大江山連峰と加悦谷平野を
一望することができ、バンガローも併設。アウ
トドア派にはオートキャンプやテントキャンプ
場も充実しており、自然を満喫するには最適の
施設。大江山連峰の登山口にもなっている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシー
で約 40 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から国道 176 号で約 40 分
駐車場あり（無料）

中浜キャンプ場（夏季のみ）

22

19

23

宇川温泉

よし野の里

京丹後市丹後町久僧 1562
0772-76-1000
日本海を見渡せる温泉施設の敷地内にある、海
が見えるキャンプ場。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹後海陸
交通バス（経ヶ岬行き）で 70 分「宇川温泉よし
野の里」下車、徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野
田川大宮道路「京丹後大宮」IC から約 40 分

立岩・後ヶ浜キャンプ場
（夏季のみ）

京丹後市丹後町間人
0772-75-2525（株式会社テンキテンキ村）
丹後のシンボル「立岩」を望む海水浴場に隣接し、
近くには日帰り温泉がある。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹後海陸
交通バス（間人線）で 30 分「丹後庁舎前」下車、
徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から国道 312 号〜国道 482 号〜国
道 178 号

砂方キャンプ場（夏期のみ）

京丹後市丹後町砂方
0772-75-1500（京丹後市観光公社丹後町支部）
海水浴場に隣接。近くで魚釣りや磯遊びが楽し
める。夜は星と波音に癒される静かなキャンプ
場。最寄りの温泉施設まで車で約 5 分。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バス（間人行き）で約 20 分「砂方」下車、
徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道 312 号〜国
道 482 号〜国道 178 号で約 40 分

浜詰夕日ヶ浦キャンプ場

京丹後市網野町浜詰
0772-72-0900（京丹後市観光公社網野町支部）
夕日の名所で有名な海水浴場に隣接するキャン
プ場。
◆京都丹後鉄道宮豊線「夕日ヶ浦木津温泉」駅
から車で 5 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道
路「京丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道 312
号〜府道 17 号〜国道 178 号（約 35 分）

26

京都府全域

野外活動施設
ガイドマップ

葛野浜キャンプ場（夏期のみ）

京丹後市久美浜町湊宮
090-7359-2716（安川商事）
久美浜町にある小天橋・葛野浜（しょうてんきょ
うかずらのはま）海水浴場の葛野浜側にあるキャ
ンプ場。遠浅で透き通った海と白砂青松が美し
いロングビーチに併設。
◆京都丹後鉄道宮豊線「小天橋」駅下車、徒歩
25 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京丹
後大宮」IC から約 40 分

27

2022

かぶと山公園キャンプ場

京丹後市久美浜町向磯 6
0772-83-1457（かぶと山公園キャンプ場事務所）
かぶと山のふもとに位置し、目前に波穏やかな
久美浜湾が広がり、海と山を一度に満喫できる。
貸出備品（有料）を利用してバーベキューも楽
しめる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「かぶと山」駅下車、徒
歩 30 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から約 40 分
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京丹後市内のキャンプ場情報
（京丹後市観光公社 京丹後ナビ）

観光に関する問い合わせ先
南部エリア

観光スポットや交通機関の状況について
おでかけ前にお問い合わせください。

京都総合観光案内所（京なび）

TEL : 075-343-0548

向日市観光協会

TEL : 070-1765-5398

長岡京市観光案内所

TEL : 075-951-4500

向日市観光交流センター まちてらす MUKO TEL : 075-874-2031
長岡京市観光情報センター
長岡京 @ Navi

天橋立駅観光案内所
宮津市観光交流センター

TEL : 0772-22-8030

宇治市観光センター

TEL : 0774-23-3334

TEL : 0772-25-1382

天橋立観光情報ステーション TEL : 0772-27-0031
京丹後市観光公社
伊根町観光協会
与謝野町観光協会
まいづる観光ステーション
赤れんがパーク

TEL : 0772-32-0277
TEL : 0772-43-0155
TEL : 0773-75-8600
TEL : 0773-66-1096

TEL : 0773-42-9550

あやべ観光案内所

TEL : 0771-89-1717

京丹波町観光協会

TEL : 0772-72-6070

近鉄大久保駅観光案内所

TEL : 0773-22-2228

福知山観光案内所

TEL : 0771-68-0050

南丹市観光交流室

（一社）園部文化観光協会
八木町観光協会

TEL : 0771-62-0050

城陽市総合観光案内所

TEL : 0771-42-5850
TEL : 0771-72-0196

日吉町観光協会
（一社）南丹市美山観光まちづくり協会
JR 亀岡駅観光案内所
トロッコ亀岡駅観光案内所

TEL : 0771-75-1906
TEL : 0771-22-0691
TEL : 0771-24-6148

久御山町産業・環境政策課
石清水八幡宮駅前観光案内所
京田辺市駅ナカ案内所
井手町地域創生推進室
宇治田原町産業観光課

（一社）木津川市観光協会
（一社）笠置町観光協会
笠置町商工観光課
和束町観光案内所
精華町産業振興課
南山城村産業観光課

公益社団法人 京都府観光連盟

TEL : 075-963-5511
TEL : 075-956-2101（代）

京阪宇治駅前観光案内所

中部エリア

北部エリア

TEL : 075-958-4222

大山崎町企画財政課

JR 宇治駅前観光案内所

京丹後市
12 天女の里

京丹後市峰山町鱒留 1642
0772-62-7720
総合交流ターミナル施設や木造萱葺き風コテー
ジ、キャンプ場等があり、コテージではバーベ
キューも楽しむことができる。また、美味しい
水でつくるこんにゃくづくり、渓流釣り、もち
つきなど様々な田舎体験ができる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅からタクシー
で約 20 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路
「京丹後大宮」IC から 25 分
駐車場あり（約 30 台）

京都でアウトドアを楽しもう！

琴引浜掛津キャンプ場

京丹後市網野町掛津
0772-72-0900（京丹後市観光公社網野町支部）
鳴砂の海水浴場に隣接する松林の中にあるキャ
ンプ場。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バスで「琴引浜」下車、徒歩 10 分◆山陰近
畿自動車道野田川大宮道路「京丹後大宮」IC か
ら府道 651 号〜国道 312 号〜府道 17 号〜国道
178 号（約 30 分）

（夏季のみ）

京丹後市丹後町竹野
0772-75-2525（株式会社テンキテンキ村）
近くには海水浴場、日帰り温泉がある。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅、または京都
丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸交通バ
スで「てんきてんき村」下車◆山陰近畿自動車
道野田川大宮道路「京丹後大宮」IC から約 30
分

京丹後市丹後町中浜
0772-75-1500（京丹後市観光公社丹後町支部）
海水浴場・漁港に隣接し、エリア内にはオート
サイトもある。近くで釣りもでき、お子様連れ
で楽しめる。予約不可。最寄りの温泉施設まで
車で約 5 分。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バス（経ヶ岬行き）で 50 分「中浜海の家前」
下車、徒歩 3 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮
道路「京丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道
312 号〜国道 482 号〜国道 178 号

24

25

21 てんきてんき村
オートキャンプ場

お茶の京都

加悦双峰公園

18

高嶋キャンプ場

京丹後市丹後町上野
090-5887-6715（丹後町上野区）
海水浴場に隣接。エリア内にはオートサイトも
あり設備も充実。オートキャンプのみ HP から
の完全予約制。幹線道路から離れており、夜は
とても静か。最寄りの温泉施設まで車で約 5 分。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バス（経ヶ岬行き）で約 50 分「上野」下車、
徒歩 5 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道 312 号〜国
道 482 号〜国道 178 号

竹の里・乙訓

9

碇高原牧場

京丹後市丹後町碇
0772-76-1121
標高約 400m にある碇高原牧場では、日本海が
眼下に広がる放牧地に和牛を放牧している。ま
た、「ふれあい広場」ではヤギやヒツジとふれあ
うことができ、ステーキハウスで食事もできる。
◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京丹後大
宮」IC から約 50 分
駐車場あり

20

野田川森林公園

かや山の家

与謝郡与謝野町温江 1401
0772-43-0860
鬼退治伝説で有名な「大江山」の登り口にある
気軽な宿泊施設。ボリュームたっぷりの季節の
料理が楽しめる。ランチ利用のほか研修棟もあ
り合宿や研修会にも対応可能。
◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」
IC から国道 176 号で約 15 分
駐車場あり（無料）

17

森の京都

与謝郡与謝野町岩滝
0772-46-3030
天橋立を横一文字に見渡せるビューポイント。
食事や遊び、歴史や地域の文化に親しみ、まち
の魅力を五感で楽しめる観光レクリエーション
施設。観光拠点としてだけでなく、地域の人々
の憩いの場としても利用されている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」からタクシー
で約 10 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から約 5 分
駐車場あり（普通車 120 台）

8

京丹後森林公園スイス村

京丹後市弥栄町野中
0772-66-0036
バンガロー、キャンプ場、テニスコート、山の家、
コテージ、高原浴場等を備えた、四季を通じて
自然を満喫できる高原リゾート。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から車で 40 分
◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京丹後大
宮」IC から国道 312 号〜国道 482 号を経由（約
55 分）

森の京都

与謝野町
6 阿蘇シーサイドパーク

内山ブナ林

京丹後市大宮町五十河（内山）
0772-69-0712（京丹後市大宮市民局）
大宮町の北側、宮津市と弥栄町の境に接する高
尾山から鼓ヶ岳にかけての標高 600m 前後の低
標高でありながら北近畿最大級のブナ林で、300
種類もの植物が自生をしている。このブナ林内
には散策路が整備され、また高床式でログハウ
ス風の自然観察施設「ブナハウス内山（トイレ
有り）」も整備されており、森の憩いの場となっ
ている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「京丹後大宮」駅から車
で 30 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から約 15 分
駐車場あり（普通車、内山ブナハウス駐車場（5
台まで）、大型車、小町公園駐車場）

海の京都

宮津市里波見
0772-28-9111
自然環境に恵まれた、京都・丹後の里山にある
公園（入場無料）。日本海や宮津湾はもちろん、
晴れた日には遠く北陸の山々まで見渡せる素晴
らしい展望が広がる。公園では、森で採れた小
枝や松ぼっくりで作品を作る創作体験や、ガイ
ド付きの里山ウォーク、夜空の観察会など、子
どもから大人まで気軽に楽しめる様々な体験プ
ログラム（有料）がある。
◆京都丹後鉄道「宮津」駅、または京都丹後鉄
道宮豊線「天橋立」駅から丹海バス（経ヶ岬、
伊根方面行き）で「海と星の公園下」下車、徒
歩 20 分◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝
天橋立」IC から車で 30 分
駐車場あり（大型観光バス 2 台、乗用車約 200 台）

大江山

宮津市
0772-22-8030（天橋立観光協会）
大江山連峰は、鬼退治の伝説で全国にその名を
知られており、また広大な大自然に恵まれた大
レクリエーションゾーンでもある。新緑や紅葉
を眺めながらのハイキングが楽しめる。
大江山の登山口一帯は、酒呑童子の里として、
鬼にまつわる遺跡などが多数存在している。
◆京都丹後鉄道「宮津」駅から車で 20 分◆京都
縦貫自動車道綾部宮津道路「宮津天橋立」IC か
ら車で 15 分
駐車場なし

11

15

16

海の京都

宮津市
3 京都府立丹後海と星の見
える丘公園

5

大江山運動公園

与謝郡与謝野町滝 881-1
0772-43-9026（与謝野町教育委員会）
町民の総合運動公園として、京都国体を記念し
て整備された。園内には、町民体育館・町民グ
ラウンド・テニスコート場などがあり、昼夜と
もにスポーツやレクリエーションを存分に楽し
むことができる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシー
で約 15 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から 15 分
駐車場あり（無料）

京丹後市峰山総合公園

京丹後市峰山町荒山 248
0772-62-3656
野球場・テニスコート・遊歩道などを備えた総
合運動公園。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅下車、徒歩 15
分
駐車場あり（約 500 台）

与謝郡与謝野町三河内 28
0772-42-4411（野田川森林公園管理センター）
山の斜面を利用してつくられた、自然と一緒に
遊べるプレーゾーン。管理棟、16 ホールのグラ
ウンドゴルフコース、全天候型の屋内交流広場
があり、一日のんびり楽しめる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシー
で約 10 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から 10 分
駐車場あり（35 台）

青葉山ろく公園

舞鶴市岡安無番地
0773-64-5454
青葉山麓の緑豊かな山々を背に宿泊棟、キャン
プ場、パターゴルフ場、陶芸館など青空の下で
楽しめるレクリエーション設備が充実。豊かな
自然を身近に体験できる自然学習館もある。
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バスで「舞
鶴工専前」下車、徒歩 5 分◆舞鶴若狭自動車道「舞
鶴東」IC から 15 分
駐車場あり
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峰山途中ケ丘公園

京丹後市峰山町長岡 876
0772-62-7470（公園管理事務所（市公園緑化事
業団））
2020 年 10 月 1 日にリニューアルオープン。
本格的な陸上競技場をもつスポーツレクリエー
ション公園。グラウンドの外周には 600m のジョ
ギングコースがあり、特殊舗装のこのコースは
雨天時でも快適にジョギングが楽しめる。
また、公園南側には芝生広場があり、「パノラマ
ミルキーウェイ」と呼ばれる大型木製遊具が設
置してあり、芝コート 16 ホールのグラウンドゴ
ルフコースも設定できるようになっている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から車で約 10
分◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹後海
陸交通バス（峰山四辻線）で「途中ヶ丘運動公
園前」下車、徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野田
川大宮道路「京丹後大宮」IC から車で約 15 分
駐車場あり（約 270 台）

TEL : 0774-22-8783
TEL : 0774-66-7001
TEL : 0774-46-2171
TEL : 0774-56-4029
TEL : 075-631-9964
TEL : 075-981-1141
TEL : 0774-68-2810
TEL : 0774-82-6170
TEL : 0774-88-6638
TEL : 0774-39-8191
TEL : 0743-95-2011
TEL : 0743-95-2327
TEL : 0774-78-0300
TEL : 0774-95-1903
TEL : 0743-93-0105

https://www.kyoto-kankou.or.jp/

発行：2022.08

新型コロナウイルス感染症等への対応や悪天候・災害等のために、各施設の利用が制限される場合があります。
公的機関による最新の情報を参照のうえ、各施設管理者などの指示に従ってください。

京都

天得院

棚倉
祝園・
新祝園

12
上狛

宇治市西笠取辻出川西１番地
075-575-3501
「自然とのふれあい、自然のなかでの交流」をテー
マにした総合野外活動センター。宿泊施設、キャ
ンプ施設、天体観測室やグラウンド・ゴルフ場
などがあり、澄んだ空気の中で自然観察、農業
体験などの活動もできる。
◆京滋バイパス「笠取」IC から北へ約 3 分、ま
たは「南郷」IC から約 10 分
駐車場あり（普通車約 160 台、バス 3 台）

2 京都府立山城総合運動公園
府民ふれあいの森

宇治市広野町八軒屋谷１
0774-24-1313
府民ふれあいの森は、府民が緑にふれあい、四
季折々の自然を楽しみ、心身をリフレッシュす
る場を提供するとともに、緑化推進の啓発に資
することを目的に設置。
公式競技が行われる運動施設の他、キャンプ、
プール、アスレチックなどのレジャー施設もあ
り、季節のイベントなどの実施もある。
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇
治」駅から京都京阪バス（太陽が丘行き）で「終
点」下車◆近鉄京都線「大久保」駅から京都京
阪バス（太陽が丘行き）で「終点」、または京都
京阪バス（京阪宇治行き）で「太陽が丘西ゲート」
下車

城陽市
3 青少年野外活動総合センター
「友愛の丘」

城陽市寺田南中芝 80
0774-53-3566
宿泊室、研修室、集会場、プール、運動広場、ウォー
クラリーコース、雨天可能の大バーベキュー場
等を備えた野外活動施設。
◆JR 奈良線「長池」駅下車、北口より徒歩 15
分
※駅からマイクロバスの送迎可能（条件あり）
駐車場あり（40 台、有料）

海住山寺

岡田鴨神社

木津 IC

4 城陽市総合運動公園
（鴻ノ巣山運動公園）

レクリエーションゾーン（ロゴスランド）：城陽
市寺田大川原 24-4
0774-58-0010
スポーツゾーン：城陽市寺田奥山 1
0774-55-6222
レクリエーションゾーン（ロゴスランド）には、
室内テント泊が楽しめる 2 つの宿泊施設のほか、
BBQ スタジアム、ローラースライダー、ふわふ
わドームなどがあり、「外で、食べて、遊んで、
泊まる。」をコンセプトとする総合アウトドアレ
ジャー施設となっている。
◆近鉄京都線「寺田」駅、または JR 奈良線「城
陽」駅から京都京阪バスで「鴻ノ巣山公園」下
車すぐ◆JR 奈良線「城陽」駅下車、徒歩 20 分
駐車場あり（有料）

5 京都府立木津川運動公園
「城陽五里五里の丘」

城陽市富野北角 14-8
0774-66-6022
天然芝の大芝生広場をはじめ、京都府下最大級
のザイルクライミングのあるちびっこ広場や、
大きな屋根のあるサークル広場がある。草地や
水辺の生きものを観察することができる。
◆JR 奈良線「長池」駅北口から徒歩約 5 分◆近
鉄京都線「富野荘」駅から城陽さんさんバスで「長
池駅口」下車、徒歩約 10 分
駐車場あり（151 台、無料）

久御山町
6 京都府立府民スポーツ広場
「みどりが丘」

久世郡久御山町佐古梶石 1-2（久御山町飛地）
0774-20-8881
府立山城総合運動公園と併せて、府南部地域の
スポーツ・レクリエーション活動の拠点となる
多目的運動施設。
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇
治」駅から京都京阪バス（180、182、184、186
系統）で「みどりが丘」下車
駐車場あり（約 170 台、無料）
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宇治市
1 宇治市総合野外活動センター
「アクトパル宇治」
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どの森の恵みが溢れます。

笠置町
13 笠置カヌースクール

八幡市
7 男山レクリエーションセンター

八幡市八幡大谷 85-21
075-983-1611
ロッジ、キャビン、テニス場、フットサル場の他、
令和 4 年春にはスケートボードパークがオープン。
◆京阪本線「石清水八幡宮」駅から参道ケーブ
ルに乗り換え「ケーブル八幡宮口」駅〜「ケー
ブル八幡宮山上」駅下車、徒歩 10 分◆京阪本線
「石清水八幡宮」駅下車、徒歩 30 分
駐車場あり（60 台、無料）

京田辺市
8 京田辺市野外活動センター
（竜王こどもの王国）

京田辺市大住竜王谷 9-1
0774-62-2816
恵まれた自然環境の中での体験学習や心身の育成を
図り、人との協調を大切にして活動する教育施設。
◆近鉄京都線「新田辺」駅から京阪バスで「大住ヶ
丘西」下車、徒歩 10 分
駐車場あり（約 30 台、無料）

井手町
9 大正池グリーンパーク

綴喜郡井手町多賀一ノ谷 20-1
0774-99-4733
バンガローや日帰りバーベキュー場、キャンプ
場ありメインハウスには団体利用者向けの研修
室、シャワー室完備。大正池を利用したカヤッ
クツアーも提供している
◆JR 奈良線「玉水」駅から車で 20 分（約 6km）
駐車場あり

綴喜郡宇治田原町郷之口末山 3
0774-88-3895（管理事務所）
キャンプ場、ハートの展望台などの施設がある。
また、自然遊歩道もあり、「全国森林浴の森 100
選」に選ばれた、豊かな緑を楽しめる。
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇
治」駅から京都京阪バス（維中前、緑苑坂、工
業団地行き）で「くつわ池」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（普通車、100 台、有料）

木津川市
11 山城町森林公園
（レストヴィレッジ山城）

木津川市山城町神童子三上山 1 番地
0774-86-4507
渓流沿いにある野外活動施設。バンガロー（5 棟）、
ログハウス（4 棟）、休養施設、キャンプ場（テ
ントサイト 8 ヵ所）のほか、森林浴歩道、炊事
施設、シャワー施設、総合案内施設がある。
◆JR 奈良線「棚倉」駅下車、徒歩 80 分◆JR 奈
良線「棚倉」駅から車で 10 分◆国道 24 号開橋
交差点から東へ 5km
駐車場あり（有料）
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相楽郡笠置町笠置佐田 45
0743-95-2507（フジタカヌー（予約受付は 8 時
〜 18 時））
70 隻ものカヌーを保有する日本最大のカヌース
クール。主に初心者を対象としており、流れの
穏やかな木津川中流をフィールドとし、初心者
クラスでも基礎練習の後、6km の川下り体験が
できる。
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 10 分
駐車場あり（20 台、無料）
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笠置キャンプ場

相楽郡笠置町笠置
0743-95-2011（一般社団法人笠置町観光協会）
木津川河川敷を一般開放。車でそのままキャン
プが出来る。（トイレ、水道有り）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 5 分

不動川砂防歴史公園

木津川市山城町平尾地内
0774-75-1216（木津川市観光商工課）
公園内には不動川の清流が流れ、アウトドアやレク
リエーションなどで多くの方に利用されている。明
治時代、不動川上流に数多く築かれた石積堰堤は、
政府の招きにより来日したオランダ人工師ヨハネス・
デ・レーケにより、日本で最初に築かれたもので、
150 年近く経った現在もその姿を残している。一帯の
石積堰堤 8 基は府指定文化財となっている。
◆JR 奈良線「棚倉」駅から車で 15 分◆近鉄京
都線「新祝園」駅から車で 25 分
駐車場あり（無料）

精華町
15 けいはんな記念公園

相楽郡精華町精華台 6 丁目 1 番地
0774-93-1200
子どもと自由に遊べる棚田状の芝生広場や遊具広場、
水遊びができる水辺などの無料エリアのほか、有料
エリアには永谷池や南山城地域の里山を保全した芽
ぶきの森があり、水鳥や虫などの自然観察や森の散
策を楽しめる。
回遊式日本庭園の水景園では、
四季折々
の木々や滝組、ダイナミックな石組みなど、変化に
富んだ風景を鑑賞できる。
（キャンプ・バーベキュー・
花火等は不可／研修室・ギャラリー等の貸施設、観
月楼・ビジターセンターなどの休憩施設あり）
◆JR 学研都市線「祝園」駅、または近鉄京都線「新祝園」
駅から奈良交通バスで 9 分◆近鉄けいはんな線「学研奈
良登美ヶ丘」駅から奈良交通バスで 14 分※水景園へお
越しの方は「公園東通り」、芝生広場へお越しの方は「け
いはんな記念公園」で下車◆京都から国道 24 号〜京奈
和自動車道「精華学研」IC 〜精華大通り利用で約 50 分
駐車場あり（有料）

福知山市
1 酒呑童子の里
リーンロッジ

大江山グ

福知山市大江町佛性寺 902
0773-56-0095
「丹後天橋立大江山国定公園」の指定を受けた大
江山連峰の広大な自然や鬼伝説・民話といった
ユニークな風土を活かした酒呑童子の里に位置
し、近くには日本の鬼の交流博物館がある。
また、キャンプ場、テニスコート、グラウンド、
食堂が併設。
◆京都丹後鉄道宮福線「大江」駅から市営バス
で「大江山の家」下車
駐車場あり（30 台）

2 京都大呂ガーデンテラス
（大呂自然休養村センター）
福知山市字大呂 298-5
0773-33-2041
バーベキューやアウトドアが満喫できるほか、
オートキャンプ場やＲＶパーク、初心者向けの
手ぶらキャンプやグランピング体験など屋外で
自然のアクティビティを楽しめる。また、子供
と一緒に遊べるグラウンドゴルフ場もある。
◆京都縦貫自動車道「舞鶴大江」IC から車で 30
分◆舞鶴若狭自動車道「福知山」IC から車で 30
分
駐車場あり（宿泊棟横 23 〜 38 台（バス乗り入
れ可））

3

三段池公園

福知山市字猪崎 377-1
0773-23-6324
豊かな自然と松林に囲まれた、桜やツツジの名
所として有名な総合公園。広大な敷地内には、
動物園、植物園、児童科学館があるほかに、総
合体育館、武道館、テニスコート、多目的グラ
ウンドなどの施設も整備され様々なスポーツに
利用できる。公園の中心にある池の周りには、
四季折々の草花を楽しみながらウォーキングや
ランニングができる散策道（1.3km）があり、キャ
ンプやバーベキューができる広場などもあり自
然を満喫できる。芝生の大はらっぱや大型の複
合遊具のあるわんぱく広場は子どもに人気。幅
広い年齢層で様々な楽しみ方ができる公園。
◆JR 山陰本線、福知山線、または京都丹後鉄道
宮福線「福知山」駅から車で 10 分◆JR「福知山」
駅から日本交通バス、または庵我バスで「三段
池公園」下車
駐車場あり（無料）
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三和荘

福知山市三和町寺尾 8004 番地の丙
0773-58-2310
豊かな緑と自然に囲まれ、テニスコートやナイ
ター設備もある運動広場や体育館などのスポー
ツレクリエーション施設のほか、多目的ホール
や会議室を備えた交流拠点施設。
2022 年 4 月からリニューアル工事で一部利用で
きない施設がある。2024 年 4 月再開予定。
◆JR 山陰本線、福知山線、または京都丹後鉄道
宮福線「福知山」駅から JR バス（園福線）で約
30 分「丹波新橋」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（無料）
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宝山公園

福知山市夜久野町平野
0773-37-1103（福知山市夜久野支所）
森林浴やバードウォッチング、紅葉などが楽し
める。また夜久野高原八十八か所の石仏も宝山
を中心に点在しており、ハイキングにも最適で
ある。
秋には雲海も眺めることができる。
◆JR 山陰本線「上夜久野」駅下車、徒歩 15 分
駐車場あり

綾部市
6 綾部市丸山スポーツ公園
／グラウンドゴルフ

綾部市多田町丸山 49
0773-43-1140
グラウンドゴルフ（天然芝 8 ホール 2 コース）
◆JR 山陰線「綾部」駅からあやバス（篠田桜が
丘線）で「多田」下車、徒歩 6 分◆舞鶴若狭自
動車道「綾部」IC から車で 3 分
駐車場あり（40 台、無料）※マイクロバス駐車可

7

綾部市二王公園

綾部市睦寄町和上 50
0773-55-0262（あやべ温泉）
豊かな自然を満喫しながら、キャンプや大型迷
路、電動遊具などのアクティビティが楽しめる。
◆JR 山陰線「綾部」駅からあやバス（上林線、
於見市野瀬線）で「二王公園前」下車すぐ
駐車場あり（無料）※マイクロバス駐車可

京丹波町
1 グリーンランドみずほ

船井郡京丹波町大朴
0771-86-1512（グリーンランドみずほ株式会社）
広大な敷地内に多目的グラウンドやテニスコー
トがあり、コテージ（5 棟）では BBQ や宿泊が
できる。
◆京都縦貫自動車道「京丹波みずほ」IC から国
道 173 号で約 4 分◆京都縦貫自動車道「丹波」
IC から国道 9 号〜国道 173 号で約 15 分
駐車場あり

2 TANIMOTO HORSE RANCH

船井郡京丹波町井尻松ヶ鼻 19-2
090-9669-1542
京丹波の里山風景の中で、乗馬が体験できる。
基本的な操作を学んでから、外へ繰り出す。
馬上の躍動感と美しい自然を楽しめる。
◆JR 園部駅からバス（園福線）、井尻バス停下車。
園部方面に歩いて約 5 分◆京都縦貫自動車道「京
丹波みずほ IC」降りて福知山方面約 3 分

3

11 京都府立るり渓少年自然
の家「グリーンパルるり渓」

090-5166-2174
京丹波町が開設するオートキャンプ施設。
大自然の中で、星空や虫の鳴き声を聞きながら
キャンプが楽しめる。
◆JR 山陰線「和知」駅から町営バスで約 10 分「長
瀬」下車、徒歩約 10 分◆京都縦貫自動車道「丹
波」IC から国道 9 号を経て国道 27 号「升谷」
交差点右折約 5 分
駐車場あり（大型観光バス 5 台、乗用車 20 台）

質志鐘乳洞公園

船井郡京丹波町質志
0771-86-1725
洞窟探検とアウトドアが楽しめる公園。公園内
はテントサイトやバンガローもあり、キャンプ
（持ち込み可）、バードウォッチング、ハイキン
グなどの体験が可能。20m のジャンボすべり台
もある。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バス（園福線）
で約 30 分「桧山」下車、町営バスに乗り換え約
15 分「鐘乳洞口」下車、徒歩 5 分（町営バスは
日曜日、祝日運休）◆京都縦貫自動車道「京丹波
みずほ」IC から約 10 分◆京都縦貫自動車道「丹
波」IC から国道 9 号〜国道 173 号で約 30 分
駐車場あり

4 京丹波町和知B&G海洋センタ
ーカヌー艇庫・クラブハウス

船井郡京丹波町坂原シヨガキ 20
0771-84-0028（京丹波町教育委員会）
カヌー、サップの体験ができる。
カヌークラブハウス、宿泊所、カヌー艇庫完備。
◆JR 山陰線「和知」駅下車、徒歩 20 分◆京都
縦貫自動車道「丹波」IC から国道 9 号〜国道 27
号で 20 分
駐車場あり（普通車 20 台）

船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7
0771-82-0300（総合受付）
各種スポーツ施設、京都トレーニングセンター、
パターゴルフ場、宿泊施設、自然林ゾーン、丹
波天文館、デイキャンプサイトなど多様な施設
を併設。自然林ゾーンは四季折々の草花や森林
浴、散策が楽しめる。丹波天文館は夜間観望も
可能（要予約）。デイキャンプサイトではテント
やタープを張って BBQ や焚き火も楽しめる。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「自然
運動公園前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波」IC から国道 9 号で
約5分
駐車場あり（無料）

8

須知公園パークゴルフ場

船井郡京丹波町須知藤森 1-9
0771-82-1204
京都府初のパークゴルフ場。パークゴルフは、1
ホール 100m 以内で 18 ホール（パー 66）で遊
べる。コースは、樹木や起伏のある公園や河川敷、
遊休地などを利用して作られている。
◆JR 園部駅からバス（園福線）、新道口下車。
徒歩約 5 分◆京都縦貫自動車道「丹波 IC」降りて、
国道 9 号線を福知山方面。須知交差点から府道
444 号桧山須知線を直進 200m

南丹市
9 バーズパラグライダースクール
西京都パラグライダー練習場

南丹市八木町玉ノ井
090-2285-7243（BIRDS パラグライダースクール）
八木町の自然の地形を利用した、初心者向けの
緩やかなコース。1 日、2 日体験コースとライセ
ンス取得コースがあり、その日のうちに浮遊感
が楽しめる。
◆JR 嵯峨野線「吉富」駅下車、現地まで送迎有
り
駐車場あり

10

18

美山芦生山の家

GRAX

京都るり渓

南丹市園部町大河内広谷 1-14
0771-65-5001
手ぶらで快適に楽しめる新しいスタイルのキャ
ンプ。グランピングテントやキャビンなど 9 種
類のサイトがある。大自然の中での遊びやバー
ベキュー、夜には満点の星空。いつもの生活と
は全く違う贅沢な時間を過ごせる。
1 棟貸しコテージタイプの「GRAX HANARE」も
ある。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バス
（八田線）で「八田」下車、ぐるりんバスに乗り
換え「南八田」から「奥るり渓」下車◆京都縦
貫自動車道「園部」IC から約 20 分◆阪神方面
から国道 173 号を綾部方面へ、はらがたわトン
ネルを出てすぐ右折で 5 分（グループ、団体は
送迎バス有り）※園部駅西口、日生中央駅から無
料シャトルバス有り
駐車場あり（1 つのサイトにつき 1 台の駐車ス
ペースあり（ルミエールキャビンを除く）、2 台
目以降は場外駐車場を利用）

13

文覚ふれあい公園

南丹市八木町室橋
0771-42-5366（スポーツフォアオール）
三方を山に囲まれた自然いっぱいの公園。文覚
池を中心に、芝生広場、キャンプ場がある。
◆JR 嵯峨野線「吉富」駅から車で 7 分◆京都縦
貫自動車道「八木西」IC から 7 分
駐車場あり（無料）

14

スプリングスひよし

南丹市日吉町中
0771-72-1526
日吉ダムと桂川に隣接したキャンプ＆スパリ
ゾート。
BBQ やウォーターアクティビティも楽しめる。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バス（ひよ
し温泉方面行）ひよし温泉下車
駐車場あり（148 台、無料）

15 ひよしフォレストリゾート
山の家

南丹市日吉町生畑ツノ元下 16
0771-72-3535
宿泊、宴会、食事、バーベキュー、アクティビティ、
コテージ、キャンプサイトほか、イベントも開催。
天然温泉有り。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで 15
分◆京都縦貫自動車道「園部」IC から約 20 分
駐車場あり（普通車最大 20 台、大型バス 2 台）

16

17

亀岡市
19 亀岡運動公園

亀岡市曽我部町穴太土渕
0771-25-0372（亀岡運動公園（体育館））
陸上競技場、体育館、野球場、プール、テニスコー
ト（9 面）などのスポーツ施設の他、野外ステー
ジ、レジャープール、多目的広場を備えたファ
ミリーで楽しめる総合運動公園。緑いっぱいの
中、気持ちいい汗が流せる。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バス
で「運動公園前」下車
駐車場あり（約 700 台、無料）

20

さくら公園

亀岡市千歳町国分後田 1-1
0771-25-9786
桜の名所、七谷川に隣接した区域にあるスポー
ツ場・憩いの場。多目的運動場と体育館がある。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバ
スで 15 分「七谷川」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（30 台）

21 亀岡市七谷川野外活動センター

亀岡市千歳町千歳南山 40
0771-24-6411
市内随一の桜の名所七谷川堤にあり、キャンプ
場（野外調理場もあり）、フィールドアスレチッ
クがある。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバ
スで 15 分「七谷川」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（約 40 台）

22 バーズパラグライダースクール
パラパーク京都

亀岡市千歳町千歳
090-2285-7243（BIRDS パラグライダースクール）
パラグライダー未経験者でも、操縦は全てプロ
のインストラクターに任せるタンデムフライト
コースもあり、手軽に空中散歩が楽しめる。
◆JR 嵯峨野線「千代川」駅下車※送迎サービス
有り
駐車場あり

虹の湖パターゴルフ場

南丹市美山町樫原
0771-75-0991
天然芝の 1 コース（18 ホール）で、パターゴル
フが楽しめる。その他、グラウンドゴルフ 3 コー
ス、シクロクロス練習用コースがある。
◆JR 山陰線「和知」駅から南丹市営バス（静原
行き）で「大野ダム」下車
駐車場あり（20 台）

美山町自然文化村

南丹市美山町中下向 56
0771-77-0014
50,000 ㎡の緑地の中に宿泊室やレストラン・囲
炉裏が残るかやぶき民家・遊歩道などがあり、
清流由良川と山々に囲まれた自然豊かなキャン
プ場。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで「知
見口」下車、徒歩 5 分
※京都駅から直行バス予約制で運行（季節運行）
駐車場あり（120 台、無料）

宇津峡公園

4 あうる京北
（京都府立ゼミナールハウス）

12 京都府立府民の森ひよし

南丹市日吉町天若上ノ所 25 番地
0771-72-1339
128ha の広大な森林公園内に広場や散策路、キャ
ビンやテントデッキなどのキャンプ機能と、資
料館や研修館などの学習機能を併せ持つ体験型
施設。400 ㎡のドッグランも併設。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バス（ひよ
し温泉行き）で「府民の森」下車◆京都縦貫自
動車道「園部」IC から約 15 分
駐車場あり

3

南丹市美山町芦生
京都市右京区京北下宇津町向ヒ山 1
0771-77-0290
075-855-1950
近くに芦生原生林があり、散策の拠点として便
コテージ、オートキャンプ場、ディキャンプ場、
利。
魚つかみ取り（夏期のみ）
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで「芦生」 ◆各線「京都」駅から JR バス（高雄・京北線）
下車
で 1 時間 30 分「周山」下車、京北ふるさとバス
※バスの運行数が限られている。
（宇津線）に乗り換え「宇津峡公園」下車
駐車場あり（40 台、無料）
駐車場あり

アグリパークわち

7 京都府立丹波自然運動公園

千代川
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宇治田原町
10 末山・くつわ池自然公園
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ウッディパルわち

船井郡京丹波町下粟野
0771-84-2113
南丹市園部町大河内小米阪 1-9
桜並木の合間にあるキャンプ・宿泊施設。前の
0771-65-0190
清流では、水遊び・魚つかみも楽しめる。手作
四季折々の自然のなかで林間学校、クラブ活動、
り石窯でパン・ピザ焼き（要予約）
企業研修などに利用できる社会教育施設。自然
◆JR 山陰線「和知」駅から町営バス「平野橋」下車、
のなかでの集団生活や野外活動を通じ、豊かな
徒歩 3 分（町営バスは日曜日、祝日運休）◆京都
人間性を持つ心身共に健全な子供の育成を目的
縦貫自動車道「丹波」IC から国道 9 号〜国道 27
とする。
号「升谷」右折 25 分◆京都縦貫自動車道「京丹
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バス
波わち」IC から国道 27 号「升谷」左折約 20 分
（八田線）で「八田」下車、ぐるりんバスに乗り
駐車場あり（有料）
換え「南八田」から「通天湖」下車◆京都縦貫
自動車道「千代川」IC から約 30 分◆舞鶴若狭
自動車道「丹南篠山口」IC から約 40 分◆中国
自動車道「中国池田」IC から約 50 分
駐車場あり（台数に限り有り）
船井郡京丹波町長瀬
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京都市
1 大森リゾートキャンプ場

京都市北区大森東町 340-2
075-406-2850
自然に囲まれたのんびりとした空間。山あり。
川あり。事前予約でアドベンチャースクールも
体験できる。
◆JR バス（周山行き）「小野郷」下車、6km 送
迎可（要予約）
駐車場あり

2 京都市京北森林公園

京都市右京区京北塔町愛宕谷 25-3
075-853-0200
手ぶらでのバーベキューや石窯ピザ手作り体験
が人気。流しそうめんや木工など、アウトドア
体験が充実している。木製遊具や芝生広場もあ
り、春と秋にはきのこ狩りも楽しめる。（要予約）
◆各線「京都」駅から JR バス（高雄・京北線）
で「周山」下車、京北ふるさとバスに乗り換え「比
賀江」下車、徒歩 5 分
駐車場あり

京都市右京区京北下中町鳥谷
075-854-0216
豊かな自然に包まれた宿泊・生涯学習・研修施設。
小・中学・高校生の学習やスポーツ合宿、大学
生のゼミ合宿、企業研修など多人数から、家族
や友人との観光旅行まで利用できる。
◆各線「京都」駅から JR バス（高雄・京北線）
で約 80 分「周山」下車、周山までお迎え有り（事
前に到着時間をお知らせください。）◆各線「京
都」駅から車で約 80 分（40km）◆JR 嵯峨野線「二
条」駅から車で約 60 分（35km）◆福王子から約
40 分（30km）◆京都縦貫自動車道「園部」IC か
ら約 30 分（25km）※無料送迎ご相談ください。
駐車場あり

5 京都市野外活動施設
「花背山の家」

京都市左京区花脊別所町 399
075-746-0717
宿泊棟・ロッジ、キャンプ場、プレイホール、
冒険の森、野鳥の森、天体観察所、多目的グラ
ウンド、創作の広場などがある。（要事前予約）
◆京阪本線「出町柳」駅から京都バス（広河原
行き）で「花背山の家前」下車
駐車場あり

6

花背山村都市交流の森

7

京都市百井青少年村

8

桂坂野鳥遊園

京都市左京区花脊八桝町 250
075-746-0439（公益財団法人京都市森林文化協
会）
森林浴や自然観察、木工体験などの野外活動が
楽しめる。八丁平高層湿原やブナ林などの貴重
な自然が残っている。10 ヶ所の森林浴ゾーンが
あり、45km の遊歩道が整備されているほか、
木工が楽しめる「木材需要促進センター」、屋内
でテニス・ゲートボール・演奏会等が出来る多
目的ホール「森愛館」もある。
◆京阪本線「出町柳」駅から京都バスで「花背
交流の森前」下車
駐車場あり

京都市左京区大原百井町 356
075-354-6388（一般財団法人ポジティブアース
ネイチャーズスクール）
山の家 20 人、ロッジ 50 人、テントサイト最大
120 名程度収容。要事前利用申込み。
◆京阪本線「出町柳」駅、または地下鉄烏丸線「北
大路」駅から京都バス（32 系統広河原町行き）
で「百井別れ」下車、徒歩 30 分、または「花背
峠」下車、徒歩 1 時間
駐車場あり

京都市西京区御陵北大枝山町
075-332-4610
桂坂の山裾にある 8 万 3000 坪の敷地に約 100
種類の野鳥が生息している。「バードサンクチュ
アリゾーン」の観鳥楼（観察小屋）では、池の
水鳥やカワセミなどを見ることができる。「裏山
ゾーン」には自然林の中をぬける 3 本の “鳥と
遊ぶ道” があり、散策しながらツグミやジョウ
ビタキなどの野鳥の観察が楽しめる。
ものづくり体験館も併設し、自然の素材などを
生かしたものづくり体験ができる。
◆阪急京都線「桂」駅から市バスで「桂坂小学
校前」、または京阪京都交通バスで「桂坂小学校
前」下車、徒歩 5 分◆JR 京都線「桂川」駅から
ヤサカバスで「桂坂小学校前」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（7 台）

京都

天得院

棚倉
祝園・
新祝園

12
上狛

宇治市西笠取辻出川西１番地
075-575-3501
「自然とのふれあい、自然のなかでの交流」をテー
マにした総合野外活動センター。宿泊施設、キャ
ンプ施設、天体観測室やグラウンド・ゴルフ場
などがあり、澄んだ空気の中で自然観察、農業
体験などの活動もできる。
◆京滋バイパス「笠取」IC から北へ約 3 分、ま
たは「南郷」IC から約 10 分
駐車場あり（普通車約 160 台、バス 3 台）

2 京都府立山城総合運動公園
府民ふれあいの森

宇治市広野町八軒屋谷１
0774-24-1313
府民ふれあいの森は、府民が緑にふれあい、四
季折々の自然を楽しみ、心身をリフレッシュす
る場を提供するとともに、緑化推進の啓発に資
することを目的に設置。
公式競技が行われる運動施設の他、キャンプ、
プール、アスレチックなどのレジャー施設もあ
り、季節のイベントなどの実施もある。
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇
治」駅から京都京阪バス（太陽が丘行き）で「終
点」下車◆近鉄京都線「大久保」駅から京都京
阪バス（太陽が丘行き）で「終点」、または京都
京阪バス（京阪宇治行き）で「太陽が丘西ゲート」
下車

城陽市
3 青少年野外活動総合センター
「友愛の丘」

城陽市寺田南中芝 80
0774-53-3566
宿泊室、研修室、集会場、プール、運動広場、ウォー
クラリーコース、雨天可能の大バーベキュー場
等を備えた野外活動施設。
◆JR 奈良線「長池」駅下車、北口より徒歩 15
分
※駅からマイクロバスの送迎可能（条件あり）
駐車場あり（40 台、有料）

海住山寺

岡田鴨神社

木津 IC

4 城陽市総合運動公園
（鴻ノ巣山運動公園）

レクリエーションゾーン（ロゴスランド）：城陽
市寺田大川原 24-4
0774-58-0010
スポーツゾーン：城陽市寺田奥山 1
0774-55-6222
レクリエーションゾーン（ロゴスランド）には、
室内テント泊が楽しめる 2 つの宿泊施設のほか、
BBQ スタジアム、ローラースライダー、ふわふ
わドームなどがあり、「外で、食べて、遊んで、
泊まる。」をコンセプトとする総合アウトドアレ
ジャー施設となっている。
◆近鉄京都線「寺田」駅、または JR 奈良線「城
陽」駅から京都京阪バスで「鴻ノ巣山公園」下
車すぐ◆JR 奈良線「城陽」駅下車、徒歩 20 分
駐車場あり（有料）

5 京都府立木津川運動公園
「城陽五里五里の丘」

城陽市富野北角 14-8
0774-66-6022
天然芝の大芝生広場をはじめ、京都府下最大級
のザイルクライミングのあるちびっこ広場や、
大きな屋根のあるサークル広場がある。草地や
水辺の生きものを観察することができる。
◆JR 奈良線「長池」駅北口から徒歩約 5 分◆近
鉄京都線「富野荘」駅から城陽さんさんバスで「長
池駅口」下車、徒歩約 10 分
駐車場あり（151 台、無料）

久御山町
6 京都府立府民スポーツ広場
「みどりが丘」

久世郡久御山町佐古梶石 1-2（久御山町飛地）
0774-20-8881
府立山城総合運動公園と併せて、府南部地域の
スポーツ・レクリエーション活動の拠点となる
多目的運動施設。
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇
治」駅から京都京阪バス（180、182、184、186
系統）で「みどりが丘」下車
駐車場あり（約 170 台、無料）
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宇治市
1 宇治市総合野外活動センター
「アクトパル宇治」
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どの森の恵みが溢れます。

笠置町
13 笠置カヌースクール

八幡市
7 男山レクリエーションセンター

八幡市八幡大谷 85-21
075-983-1611
ロッジ、キャビン、テニス場、フットサル場の他、
令和 4 年春にはスケートボードパークがオープン。
◆京阪本線「石清水八幡宮」駅から参道ケーブ
ルに乗り換え「ケーブル八幡宮口」駅〜「ケー
ブル八幡宮山上」駅下車、徒歩 10 分◆京阪本線
「石清水八幡宮」駅下車、徒歩 30 分
駐車場あり（60 台、無料）

京田辺市
8 京田辺市野外活動センター
（竜王こどもの王国）

京田辺市大住竜王谷 9-1
0774-62-2816
恵まれた自然環境の中での体験学習や心身の育成を
図り、人との協調を大切にして活動する教育施設。
◆近鉄京都線「新田辺」駅から京阪バスで「大住ヶ
丘西」下車、徒歩 10 分
駐車場あり（約 30 台、無料）

井手町
9 大正池グリーンパーク

綴喜郡井手町多賀一ノ谷 20-1
0774-99-4733
バンガローや日帰りバーベキュー場、キャンプ
場ありメインハウスには団体利用者向けの研修
室、シャワー室完備。大正池を利用したカヤッ
クツアーも提供している
◆JR 奈良線「玉水」駅から車で 20 分（約 6km）
駐車場あり

綴喜郡宇治田原町郷之口末山 3
0774-88-3895（管理事務所）
キャンプ場、ハートの展望台などの施設がある。
また、自然遊歩道もあり、「全国森林浴の森 100
選」に選ばれた、豊かな緑を楽しめる。
◆京阪宇治線「宇治」駅、または JR 奈良線「宇
治」駅から京都京阪バス（維中前、緑苑坂、工
業団地行き）で「くつわ池」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（普通車、100 台、有料）

木津川市
11 山城町森林公園
（レストヴィレッジ山城）

木津川市山城町神童子三上山 1 番地
0774-86-4507
渓流沿いにある野外活動施設。バンガロー（5 棟）、
ログハウス（4 棟）、休養施設、キャンプ場（テ
ントサイト 8 ヵ所）のほか、森林浴歩道、炊事
施設、シャワー施設、総合案内施設がある。
◆JR 奈良線「棚倉」駅下車、徒歩 80 分◆JR 奈
良線「棚倉」駅から車で 10 分◆国道 24 号開橋
交差点から東へ 5km
駐車場あり（有料）

12

相楽郡笠置町笠置佐田 45
0743-95-2507（フジタカヌー（予約受付は 8 時
〜 18 時））
70 隻ものカヌーを保有する日本最大のカヌース
クール。主に初心者を対象としており、流れの
穏やかな木津川中流をフィールドとし、初心者
クラスでも基礎練習の後、6km の川下り体験が
できる。
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 10 分
駐車場あり（20 台、無料）

14

笠置キャンプ場

相楽郡笠置町笠置
0743-95-2011（一般社団法人笠置町観光協会）
木津川河川敷を一般開放。車でそのままキャン
プが出来る。（トイレ、水道有り）
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 5 分

不動川砂防歴史公園

木津川市山城町平尾地内
0774-75-1216（木津川市観光商工課）
公園内には不動川の清流が流れ、アウトドアやレク
リエーションなどで多くの方に利用されている。明
治時代、不動川上流に数多く築かれた石積堰堤は、
政府の招きにより来日したオランダ人工師ヨハネス・
デ・レーケにより、日本で最初に築かれたもので、
150 年近く経った現在もその姿を残している。一帯の
石積堰堤 8 基は府指定文化財となっている。
◆JR 奈良線「棚倉」駅から車で 15 分◆近鉄京
都線「新祝園」駅から車で 25 分
駐車場あり（無料）

精華町
15 けいはんな記念公園

相楽郡精華町精華台 6 丁目 1 番地
0774-93-1200
子どもと自由に遊べる棚田状の芝生広場や遊具広場、
水遊びができる水辺などの無料エリアのほか、有料
エリアには永谷池や南山城地域の里山を保全した芽
ぶきの森があり、水鳥や虫などの自然観察や森の散
策を楽しめる。
回遊式日本庭園の水景園では、
四季折々
の木々や滝組、ダイナミックな石組みなど、変化に
富んだ風景を鑑賞できる。
（キャンプ・バーベキュー・
花火等は不可／研修室・ギャラリー等の貸施設、観
月楼・ビジターセンターなどの休憩施設あり）
◆JR 学研都市線「祝園」駅、または近鉄京都線「新祝園」
駅から奈良交通バスで 9 分◆近鉄けいはんな線「学研奈
良登美ヶ丘」駅から奈良交通バスで 14 分※水景園へお
越しの方は「公園東通り」、芝生広場へお越しの方は「け
いはんな記念公園」で下車◆京都から国道 24 号〜京奈
和自動車道「精華学研」IC 〜精華大通り利用で約 50 分
駐車場あり（有料）

福知山市
1 酒呑童子の里
リーンロッジ

大江山グ

福知山市大江町佛性寺 902
0773-56-0095
「丹後天橋立大江山国定公園」の指定を受けた大
江山連峰の広大な自然や鬼伝説・民話といった
ユニークな風土を活かした酒呑童子の里に位置
し、近くには日本の鬼の交流博物館がある。
また、キャンプ場、テニスコート、グラウンド、
食堂が併設。
◆京都丹後鉄道宮福線「大江」駅から市営バス
で「大江山の家」下車
駐車場あり（30 台）

2 京都大呂ガーデンテラス
（大呂自然休養村センター）
福知山市字大呂 298-5
0773-33-2041
バーベキューやアウトドアが満喫できるほか、
オートキャンプ場やＲＶパーク、初心者向けの
手ぶらキャンプやグランピング体験など屋外で
自然のアクティビティを楽しめる。また、子供
と一緒に遊べるグラウンドゴルフ場もある。
◆京都縦貫自動車道「舞鶴大江」IC から車で 30
分◆舞鶴若狭自動車道「福知山」IC から車で 30
分
駐車場あり（宿泊棟横 23 〜 38 台（バス乗り入
れ可））

3

三段池公園

福知山市字猪崎 377-1
0773-23-6324
豊かな自然と松林に囲まれた、桜やツツジの名
所として有名な総合公園。広大な敷地内には、
動物園、植物園、児童科学館があるほかに、総
合体育館、武道館、テニスコート、多目的グラ
ウンドなどの施設も整備され様々なスポーツに
利用できる。公園の中心にある池の周りには、
四季折々の草花を楽しみながらウォーキングや
ランニングができる散策道（1.3km）があり、キャ
ンプやバーベキューができる広場などもあり自
然を満喫できる。芝生の大はらっぱや大型の複
合遊具のあるわんぱく広場は子どもに人気。幅
広い年齢層で様々な楽しみ方ができる公園。
◆JR 山陰本線、福知山線、または京都丹後鉄道
宮福線「福知山」駅から車で 10 分◆JR「福知山」
駅から日本交通バス、または庵我バスで「三段
池公園」下車
駐車場あり（無料）
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京都
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4

三和荘

福知山市三和町寺尾 8004 番地の丙
0773-58-2310
豊かな緑と自然に囲まれ、テニスコートやナイ
ター設備もある運動広場や体育館などのスポー
ツレクリエーション施設のほか、多目的ホール
や会議室を備えた交流拠点施設。
2022 年 4 月からリニューアル工事で一部利用で
きない施設がある。2024 年 4 月再開予定。
◆JR 山陰本線、福知山線、または京都丹後鉄道
宮福線「福知山」駅から JR バス（園福線）で約
30 分「丹波新橋」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（無料）

5

宝山公園

福知山市夜久野町平野
0773-37-1103（福知山市夜久野支所）
森林浴やバードウォッチング、紅葉などが楽し
める。また夜久野高原八十八か所の石仏も宝山
を中心に点在しており、ハイキングにも最適で
ある。
秋には雲海も眺めることができる。
◆JR 山陰本線「上夜久野」駅下車、徒歩 15 分
駐車場あり

綾部市
6 綾部市丸山スポーツ公園
／グラウンドゴルフ

綾部市多田町丸山 49
0773-43-1140
グラウンドゴルフ（天然芝 8 ホール 2 コース）
◆JR 山陰線「綾部」駅からあやバス（篠田桜が
丘線）で「多田」下車、徒歩 6 分◆舞鶴若狭自
動車道「綾部」IC から車で 3 分
駐車場あり（40 台、無料）※マイクロバス駐車可

7

綾部市二王公園

綾部市睦寄町和上 50
0773-55-0262（あやべ温泉）
豊かな自然を満喫しながら、キャンプや大型迷
路、電動遊具などのアクティビティが楽しめる。
◆JR 山陰線「綾部」駅からあやバス（上林線、
於見市野瀬線）で「二王公園前」下車すぐ
駐車場あり（無料）※マイクロバス駐車可

京丹波町
1 グリーンランドみずほ

船井郡京丹波町大朴
0771-86-1512（グリーンランドみずほ株式会社）
広大な敷地内に多目的グラウンドやテニスコー
トがあり、コテージ（5 棟）では BBQ や宿泊が
できる。
◆京都縦貫自動車道「京丹波みずほ」IC から国
道 173 号で約 4 分◆京都縦貫自動車道「丹波」
IC から国道 9 号〜国道 173 号で約 15 分
駐車場あり

2 TANIMOTO HORSE RANCH

船井郡京丹波町井尻松ヶ鼻 19-2
090-9669-1542
京丹波の里山風景の中で、乗馬が体験できる。
基本的な操作を学んでから、外へ繰り出す。
馬上の躍動感と美しい自然を楽しめる。
◆JR 園部駅からバス（園福線）、井尻バス停下車。
園部方面に歩いて約 5 分◆京都縦貫自動車道「京
丹波みずほ IC」降りて福知山方面約 3 分

3

11 京都府立るり渓少年自然
の家「グリーンパルるり渓」

090-5166-2174
京丹波町が開設するオートキャンプ施設。
大自然の中で、星空や虫の鳴き声を聞きながら
キャンプが楽しめる。
◆JR 山陰線「和知」駅から町営バスで約 10 分「長
瀬」下車、徒歩約 10 分◆京都縦貫自動車道「丹
波」IC から国道 9 号を経て国道 27 号「升谷」
交差点右折約 5 分
駐車場あり（大型観光バス 5 台、乗用車 20 台）

質志鐘乳洞公園

船井郡京丹波町質志
0771-86-1725
洞窟探検とアウトドアが楽しめる公園。公園内
はテントサイトやバンガローもあり、キャンプ
（持ち込み可）、バードウォッチング、ハイキン
グなどの体験が可能。20m のジャンボすべり台
もある。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バス（園福線）
で約 30 分「桧山」下車、町営バスに乗り換え約
15 分「鐘乳洞口」下車、徒歩 5 分（町営バスは
日曜日、祝日運休）◆京都縦貫自動車道「京丹波
みずほ」IC から約 10 分◆京都縦貫自動車道「丹
波」IC から国道 9 号〜国道 173 号で約 30 分
駐車場あり

4 京丹波町和知B&G海洋センタ
ーカヌー艇庫・クラブハウス

船井郡京丹波町坂原シヨガキ 20
0771-84-0028（京丹波町教育委員会）
カヌー、サップの体験ができる。
カヌークラブハウス、宿泊所、カヌー艇庫完備。
◆JR 山陰線「和知」駅下車、徒歩 20 分◆京都
縦貫自動車道「丹波」IC から国道 9 号〜国道 27
号で 20 分
駐車場あり（普通車 20 台）

船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7
0771-82-0300（総合受付）
各種スポーツ施設、京都トレーニングセンター、
パターゴルフ場、宿泊施設、自然林ゾーン、丹
波天文館、デイキャンプサイトなど多様な施設
を併設。自然林ゾーンは四季折々の草花や森林
浴、散策が楽しめる。丹波天文館は夜間観望も
可能（要予約）。デイキャンプサイトではテント
やタープを張って BBQ や焚き火も楽しめる。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「自然
運動公園前」下車
◆京都縦貫自動車道「丹波」IC から国道 9 号で
約5分
駐車場あり（無料）

8

須知公園パークゴルフ場

船井郡京丹波町須知藤森 1-9
0771-82-1204
京都府初のパークゴルフ場。パークゴルフは、1
ホール 100m 以内で 18 ホール（パー 66）で遊
べる。コースは、樹木や起伏のある公園や河川敷、
遊休地などを利用して作られている。
◆JR 園部駅からバス（園福線）、新道口下車。
徒歩約 5 分◆京都縦貫自動車道「丹波 IC」降りて、
国道 9 号線を福知山方面。須知交差点から府道
444 号桧山須知線を直進 200m

南丹市
9 バーズパラグライダースクール
西京都パラグライダー練習場

南丹市八木町玉ノ井
090-2285-7243（BIRDS パラグライダースクール）
八木町の自然の地形を利用した、初心者向けの
緩やかなコース。1 日、2 日体験コースとライセ
ンス取得コースがあり、その日のうちに浮遊感
が楽しめる。
◆JR 嵯峨野線「吉富」駅下車、現地まで送迎有
り
駐車場あり

10

18

美山芦生山の家

GRAX

京都るり渓

南丹市園部町大河内広谷 1-14
0771-65-5001
手ぶらで快適に楽しめる新しいスタイルのキャ
ンプ。グランピングテントやキャビンなど 9 種
類のサイトがある。大自然の中での遊びやバー
ベキュー、夜には満点の星空。いつもの生活と
は全く違う贅沢な時間を過ごせる。
1 棟貸しコテージタイプの「GRAX HANARE」も
ある。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バス
（八田線）で「八田」下車、ぐるりんバスに乗り
換え「南八田」から「奥るり渓」下車◆京都縦
貫自動車道「園部」IC から約 20 分◆阪神方面
から国道 173 号を綾部方面へ、はらがたわトン
ネルを出てすぐ右折で 5 分（グループ、団体は
送迎バス有り）※園部駅西口、日生中央駅から無
料シャトルバス有り
駐車場あり（1 つのサイトにつき 1 台の駐車ス
ペースあり（ルミエールキャビンを除く）、2 台
目以降は場外駐車場を利用）

13

文覚ふれあい公園

南丹市八木町室橋
0771-42-5366（スポーツフォアオール）
三方を山に囲まれた自然いっぱいの公園。文覚
池を中心に、芝生広場、キャンプ場がある。
◆JR 嵯峨野線「吉富」駅から車で 7 分◆京都縦
貫自動車道「八木西」IC から 7 分
駐車場あり（無料）

14

スプリングスひよし

南丹市日吉町中
0771-72-1526
日吉ダムと桂川に隣接したキャンプ＆スパリ
ゾート。
BBQ やウォーターアクティビティも楽しめる。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バス（ひよ
し温泉方面行）ひよし温泉下車
駐車場あり（148 台、無料）

15 ひよしフォレストリゾート
山の家

南丹市日吉町生畑ツノ元下 16
0771-72-3535
宿泊、宴会、食事、バーベキュー、アクティビティ、
コテージ、キャンプサイトほか、イベントも開催。
天然温泉有り。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで 15
分◆京都縦貫自動車道「園部」IC から約 20 分
駐車場あり（普通車最大 20 台、大型バス 2 台）

16

17

亀岡市
19 亀岡運動公園

亀岡市曽我部町穴太土渕
0771-25-0372（亀岡運動公園（体育館））
陸上競技場、体育館、野球場、プール、テニスコー
ト（9 面）などのスポーツ施設の他、野外ステー
ジ、レジャープール、多目的広場を備えたファ
ミリーで楽しめる総合運動公園。緑いっぱいの
中、気持ちいい汗が流せる。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バス
で「運動公園前」下車
駐車場あり（約 700 台、無料）

20

さくら公園

亀岡市千歳町国分後田 1-1
0771-25-9786
桜の名所、七谷川に隣接した区域にあるスポー
ツ場・憩いの場。多目的運動場と体育館がある。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバ
スで 15 分「七谷川」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（30 台）

21 亀岡市七谷川野外活動センター

亀岡市千歳町千歳南山 40
0771-24-6411
市内随一の桜の名所七谷川堤にあり、キャンプ
場（野外調理場もあり）、フィールドアスレチッ
クがある。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバ
スで 15 分「七谷川」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（約 40 台）

22 バーズパラグライダースクール
パラパーク京都

亀岡市千歳町千歳
090-2285-7243（BIRDS パラグライダースクール）
パラグライダー未経験者でも、操縦は全てプロ
のインストラクターに任せるタンデムフライト
コースもあり、手軽に空中散歩が楽しめる。
◆JR 嵯峨野線「千代川」駅下車※送迎サービス
有り
駐車場あり

虹の湖パターゴルフ場

南丹市美山町樫原
0771-75-0991
天然芝の 1 コース（18 ホール）で、パターゴル
フが楽しめる。その他、グラウンドゴルフ 3 コー
ス、シクロクロス練習用コースがある。
◆JR 山陰線「和知」駅から南丹市営バス（静原
行き）で「大野ダム」下車
駐車場あり（20 台）

美山町自然文化村

南丹市美山町中下向 56
0771-77-0014
50,000 ㎡の緑地の中に宿泊室やレストラン・囲
炉裏が残るかやぶき民家・遊歩道などがあり、
清流由良川と山々に囲まれた自然豊かなキャン
プ場。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで「知
見口」下車、徒歩 5 分
※京都駅から直行バス予約制で運行（季節運行）
駐車場あり（120 台、無料）

宇津峡公園

4 あうる京北
（京都府立ゼミナールハウス）

12 京都府立府民の森ひよし

南丹市日吉町天若上ノ所 25 番地
0771-72-1339
128ha の広大な森林公園内に広場や散策路、キャ
ビンやテントデッキなどのキャンプ機能と、資
料館や研修館などの学習機能を併せ持つ体験型
施設。400 ㎡のドッグランも併設。
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バス（ひよ
し温泉行き）で「府民の森」下車◆京都縦貫自
動車道「園部」IC から約 15 分
駐車場あり

3

南丹市美山町芦生
京都市右京区京北下宇津町向ヒ山 1
0771-77-0290
075-855-1950
近くに芦生原生林があり、散策の拠点として便
コテージ、オートキャンプ場、ディキャンプ場、
利。
魚つかみ取り（夏期のみ）
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで「芦生」 ◆各線「京都」駅から JR バス（高雄・京北線）
下車
で 1 時間 30 分「周山」下車、京北ふるさとバス
※バスの運行数が限られている。
（宇津線）に乗り換え「宇津峡公園」下車
駐車場あり（40 台、無料）
駐車場あり

アグリパークわち

7 京都府立丹波自然運動公園

千代川
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ウッディパルわち

船井郡京丹波町下粟野
0771-84-2113
南丹市園部町大河内小米阪 1-9
桜並木の合間にあるキャンプ・宿泊施設。前の
0771-65-0190
清流では、水遊び・魚つかみも楽しめる。手作
四季折々の自然のなかで林間学校、クラブ活動、
り石窯でパン・ピザ焼き（要予約）
企業研修などに利用できる社会教育施設。自然
◆JR 山陰線「和知」駅から町営バス「平野橋」下車、
のなかでの集団生活や野外活動を通じ、豊かな
徒歩 3 分（町営バスは日曜日、祝日運休）◆京都
人間性を持つ心身共に健全な子供の育成を目的
縦貫自動車道「丹波」IC から国道 9 号〜国道 27
とする。
号「升谷」右折 25 分◆京都縦貫自動車道「京丹
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バス
波わち」IC から国道 27 号「升谷」左折約 20 分
（八田線）で「八田」下車、ぐるりんバスに乗り
駐車場あり（有料）
換え「南八田」から「通天湖」下車◆京都縦貫
自動車道「千代川」IC から約 30 分◆舞鶴若狭
自動車道「丹南篠山口」IC から約 40 分◆中国
自動車道「中国池田」IC から約 50 分
駐車場あり（台数に限り有り）
船井郡京丹波町長瀬
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京都市
1 大森リゾートキャンプ場

京都市北区大森東町 340-2
075-406-2850
自然に囲まれたのんびりとした空間。山あり。
川あり。事前予約でアドベンチャースクールも
体験できる。
◆JR バス（周山行き）「小野郷」下車、6km 送
迎可（要予約）
駐車場あり

2 京都市京北森林公園

京都市右京区京北塔町愛宕谷 25-3
075-853-0200
手ぶらでのバーベキューや石窯ピザ手作り体験
が人気。流しそうめんや木工など、アウトドア
体験が充実している。木製遊具や芝生広場もあ
り、春と秋にはきのこ狩りも楽しめる。（要予約）
◆各線「京都」駅から JR バス（高雄・京北線）
で「周山」下車、京北ふるさとバスに乗り換え「比
賀江」下車、徒歩 5 分
駐車場あり

京都市右京区京北下中町鳥谷
075-854-0216
豊かな自然に包まれた宿泊・生涯学習・研修施設。
小・中学・高校生の学習やスポーツ合宿、大学
生のゼミ合宿、企業研修など多人数から、家族
や友人との観光旅行まで利用できる。
◆各線「京都」駅から JR バス（高雄・京北線）
で約 80 分「周山」下車、周山までお迎え有り（事
前に到着時間をお知らせください。）◆各線「京
都」駅から車で約 80 分（40km）◆JR 嵯峨野線「二
条」駅から車で約 60 分（35km）◆福王子から約
40 分（30km）◆京都縦貫自動車道「園部」IC か
ら約 30 分（25km）※無料送迎ご相談ください。
駐車場あり

5 京都市野外活動施設
「花背山の家」

京都市左京区花脊別所町 399
075-746-0717
宿泊棟・ロッジ、キャンプ場、プレイホール、
冒険の森、野鳥の森、天体観察所、多目的グラ
ウンド、創作の広場などがある。（要事前予約）
◆京阪本線「出町柳」駅から京都バス（広河原
行き）で「花背山の家前」下車
駐車場あり

6

花背山村都市交流の森

7

京都市百井青少年村

8

桂坂野鳥遊園

京都市左京区花脊八桝町 250
075-746-0439（公益財団法人京都市森林文化協
会）
森林浴や自然観察、木工体験などの野外活動が
楽しめる。八丁平高層湿原やブナ林などの貴重
な自然が残っている。10 ヶ所の森林浴ゾーンが
あり、45km の遊歩道が整備されているほか、
木工が楽しめる「木材需要促進センター」、屋内
でテニス・ゲートボール・演奏会等が出来る多
目的ホール「森愛館」もある。
◆京阪本線「出町柳」駅から京都バスで「花背
交流の森前」下車
駐車場あり

京都市左京区大原百井町 356
075-354-6388（一般財団法人ポジティブアース
ネイチャーズスクール）
山の家 20 人、ロッジ 50 人、テントサイト最大
120 名程度収容。要事前利用申込み。
◆京阪本線「出町柳」駅、または地下鉄烏丸線「北
大路」駅から京都バス（32 系統広河原町行き）
で「百井別れ」下車、徒歩 30 分、または「花背
峠」下車、徒歩 1 時間
駐車場あり

京都市西京区御陵北大枝山町
075-332-4610
桂坂の山裾にある 8 万 3000 坪の敷地に約 100
種類の野鳥が生息している。「バードサンクチュ
アリゾーン」の観鳥楼（観察小屋）では、池の
水鳥やカワセミなどを見ることができる。「裏山
ゾーン」には自然林の中をぬける 3 本の “鳥と
遊ぶ道” があり、散策しながらツグミやジョウ
ビタキなどの野鳥の観察が楽しめる。
ものづくり体験館も併設し、自然の素材などを
生かしたものづくり体験ができる。
◆阪急京都線「桂」駅から市バスで「桂坂小学
校前」、または京阪京都交通バスで「桂坂小学校
前」下車、徒歩 5 分◆JR 京都線「桂川」駅から
ヤサカバスで「桂坂小学校前」下車、徒歩 5 分
駐車場あり（7 台）

北部
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20

21
23

25

夕日ヶ浦木津温泉

12

京丹後大宮

久美浜

レトロな魅力の舞鶴、情漂う伊根の舟屋の
里、美しい海岸風景が続く京丹後など、多

15

13

かぶと山

に面する丹後半島から、日本三景・天橋立、

彩な表情をもちます。

14

小天橋

海の京都は京都府の北部に位置し、日本海
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16

峰山

27
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与謝天橋立

与謝野

11

7

3

舞鶴西 IC

舞鶴市
1 大浦森林公園

舞鶴市三浜
0773-62-4621（京都府中丹広域振興局森づくり
振興課）
森林浴やバードウォッチングなどが楽しめる森
林公園。シデの大木がある「巨木の森」、カエデ
やサクラの木が多く植えられた「花と紅葉の森」
など 11 のゾーンからなり、ベンチ、テーブル、
案内板等も整備されて四季折々の自然が楽しめ
る。
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バス（小
橋行き）で「舞鶴自然文化園」下車◆舞鶴若狭
自動車道「舞鶴東」IC から 30 分
駐車場なし

2

4 京都府立青少年海洋セン
ター「マリーンピア」

宮津市田井 382
0772-22-0501
澄み渡った水と、空気、美しい景色に囲まれ、
海洋活動や研修をすることができる。
◆京都丹後鉄道「宮津」駅から丹海バス（田井線）
で「マリーンピア」下車※バスの運行本数が少
ないので要確認◆京都縦貫自動車道綾部宮津道
路「宮津天橋立」IC から車で 20 分
駐車場あり（30 台）

7

大内峠一字観公園

与謝郡与謝野町弓木 3211
0772-46-0052
天橋立が最も美しく見える場所として、文珠、栗田、
傘松峠と並んで天橋立四大観のひとつに数えられ
ている。峠一帯は「一字観公園」として整備され、
春は桜、秋は紅葉が見事。天橋立の展望台を中心に、
その道沿いには大観を詠んだ歌碑、句碑が建てら
れている。また、パノラマコテージ（5 棟）、テン
トサイト、炊事棟、シャワー棟、管理棟などが設
備され、老若男女問わず、自然を楽しむ施設である。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅から丹海バ
ス（天橋立ケーブル下方面行き）で 5 分「弓木」
下車、徒歩 40 分◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」
駅からタクシーで約 20 分◆山陰近畿自動車道宮
津与謝道路「与謝天橋立」IC から 15 分
駐車場あり（大型バス不可）

与謝郡与謝野町与謝 292-2
0772-43-1581
鬼退治伝説で有名な「大江山」の中腹にある標
高 500m の宿泊所。大江山連峰と加悦谷平野を
一望することができ、バンガローも併設。アウ
トドア派にはオートキャンプやテントキャンプ
場も充実しており、自然を満喫するには最適の
施設。大江山連峰の登山口にもなっている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシー
で約 40 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から国道 176 号で約 40 分
駐車場あり（無料）

中浜キャンプ場（夏季のみ）

22

19

23

宇川温泉

よし野の里

京丹後市丹後町久僧 1562
0772-76-1000
日本海を見渡せる温泉施設の敷地内にある、海
が見えるキャンプ場。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹後海陸
交通バス（経ヶ岬行き）で 70 分「宇川温泉よし
野の里」下車、徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野
田川大宮道路「京丹後大宮」IC から約 40 分

立岩・後ヶ浜キャンプ場
（夏季のみ）

京丹後市丹後町間人
0772-75-2525（株式会社テンキテンキ村）
丹後のシンボル「立岩」を望む海水浴場に隣接し、
近くには日帰り温泉がある。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹後海陸
交通バス（間人線）で 30 分「丹後庁舎前」下車、
徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から国道 312 号〜国道 482 号〜国
道 178 号

砂方キャンプ場（夏期のみ）

京丹後市丹後町砂方
0772-75-1500（京丹後市観光公社丹後町支部）
海水浴場に隣接。近くで魚釣りや磯遊びが楽し
める。夜は星と波音に癒される静かなキャンプ
場。最寄りの温泉施設まで車で約 5 分。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バス（間人行き）で約 20 分「砂方」下車、
徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道 312 号〜国
道 482 号〜国道 178 号で約 40 分

浜詰夕日ヶ浦キャンプ場

京丹後市網野町浜詰
0772-72-0900（京丹後市観光公社網野町支部）
夕日の名所で有名な海水浴場に隣接するキャン
プ場。
◆京都丹後鉄道宮豊線「夕日ヶ浦木津温泉」駅
から車で 5 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道
路「京丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道 312
号〜府道 17 号〜国道 178 号（約 35 分）

26

京都府全域

野外活動施設
ガイドマップ

葛野浜キャンプ場（夏期のみ）

京丹後市久美浜町湊宮
090-7359-2716（安川商事）
久美浜町にある小天橋・葛野浜（しょうてんきょ
うかずらのはま）海水浴場の葛野浜側にあるキャ
ンプ場。遠浅で透き通った海と白砂青松が美し
いロングビーチに併設。
◆京都丹後鉄道宮豊線「小天橋」駅下車、徒歩
25 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京丹
後大宮」IC から約 40 分

27

2022

かぶと山公園キャンプ場

京丹後市久美浜町向磯 6
0772-83-1457（かぶと山公園キャンプ場事務所）
かぶと山のふもとに位置し、目前に波穏やかな
久美浜湾が広がり、海と山を一度に満喫できる。
貸出備品（有料）を利用してバーベキューも楽
しめる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「かぶと山」駅下車、徒
歩 30 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から約 40 分
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京丹後市内のキャンプ場情報
（京丹後市観光公社 京丹後ナビ）

観光に関する問い合わせ先
南部エリア

観光スポットや交通機関の状況について
おでかけ前にお問い合わせください。

京都総合観光案内所（京なび）

TEL : 075-343-0548

向日市観光協会

TEL : 070-1765-5398

長岡京市観光案内所

TEL : 075-951-4500

向日市観光交流センター まちてらす MUKO TEL : 075-874-2031
長岡京市観光情報センター
長岡京 @ Navi

天橋立駅観光案内所
宮津市観光交流センター

TEL : 0772-22-8030

宇治市観光センター

TEL : 0774-23-3334

TEL : 0772-25-1382

天橋立観光情報ステーション TEL : 0772-27-0031
京丹後市観光公社
伊根町観光協会
与謝野町観光協会
まいづる観光ステーション
赤れんがパーク

TEL : 0772-32-0277
TEL : 0772-43-0155
TEL : 0773-75-8600
TEL : 0773-66-1096

TEL : 0773-42-9550

あやべ観光案内所

TEL : 0771-89-1717

京丹波町観光協会

TEL : 0772-72-6070

近鉄大久保駅観光案内所

TEL : 0773-22-2228

福知山観光案内所

TEL : 0771-68-0050

南丹市観光交流室

（一社）園部文化観光協会
八木町観光協会

TEL : 0771-62-0050

城陽市総合観光案内所

TEL : 0771-42-5850
TEL : 0771-72-0196

日吉町観光協会
（一社）南丹市美山観光まちづくり協会
JR 亀岡駅観光案内所
トロッコ亀岡駅観光案内所

TEL : 0771-75-1906
TEL : 0771-22-0691
TEL : 0771-24-6148

久御山町産業・環境政策課
石清水八幡宮駅前観光案内所
京田辺市駅ナカ案内所
井手町地域創生推進室
宇治田原町産業観光課

（一社）木津川市観光協会
（一社）笠置町観光協会
笠置町商工観光課
和束町観光案内所
精華町産業振興課
南山城村産業観光課

公益社団法人 京都府観光連盟

TEL : 075-963-5511
TEL : 075-956-2101（代）

京阪宇治駅前観光案内所

中部エリア

北部エリア

TEL : 075-958-4222

大山崎町企画財政課

JR 宇治駅前観光案内所

京丹後市
12 天女の里

京丹後市峰山町鱒留 1642
0772-62-7720
総合交流ターミナル施設や木造萱葺き風コテー
ジ、キャンプ場等があり、コテージではバーベ
キューも楽しむことができる。また、美味しい
水でつくるこんにゃくづくり、渓流釣り、もち
つきなど様々な田舎体験ができる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅からタクシー
で約 20 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路
「京丹後大宮」IC から 25 分
駐車場あり（約 30 台）

京都でアウトドアを楽しもう！

琴引浜掛津キャンプ場

京丹後市網野町掛津
0772-72-0900（京丹後市観光公社網野町支部）
鳴砂の海水浴場に隣接する松林の中にあるキャ
ンプ場。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バスで「琴引浜」下車、徒歩 10 分◆山陰近
畿自動車道野田川大宮道路「京丹後大宮」IC か
ら府道 651 号〜国道 312 号〜府道 17 号〜国道
178 号（約 30 分）

（夏季のみ）

京丹後市丹後町竹野
0772-75-2525（株式会社テンキテンキ村）
近くには海水浴場、日帰り温泉がある。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅、または京都
丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸交通バ
スで「てんきてんき村」下車◆山陰近畿自動車
道野田川大宮道路「京丹後大宮」IC から約 30
分

京丹後市丹後町中浜
0772-75-1500（京丹後市観光公社丹後町支部）
海水浴場・漁港に隣接し、エリア内にはオート
サイトもある。近くで釣りもでき、お子様連れ
で楽しめる。予約不可。最寄りの温泉施設まで
車で約 5 分。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バス（経ヶ岬行き）で 50 分「中浜海の家前」
下車、徒歩 3 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮
道路「京丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道
312 号〜国道 482 号〜国道 178 号

24

25

21 てんきてんき村
オートキャンプ場

お茶の京都

加悦双峰公園

18

高嶋キャンプ場

京丹後市丹後町上野
090-5887-6715（丹後町上野区）
海水浴場に隣接。エリア内にはオートサイトも
あり設備も充実。オートキャンプのみ HP から
の完全予約制。幹線道路から離れており、夜は
とても静か。最寄りの温泉施設まで車で約 5 分。
◆京都丹後鉄道宮豊線「網野」駅から丹後海陸
交通バス（経ヶ岬行き）で約 50 分「上野」下車、
徒歩 5 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から府道 651 号〜国道 312 号〜国
道 482 号〜国道 178 号

竹の里・乙訓

9

碇高原牧場

京丹後市丹後町碇
0772-76-1121
標高約 400m にある碇高原牧場では、日本海が
眼下に広がる放牧地に和牛を放牧している。ま
た、「ふれあい広場」ではヤギやヒツジとふれあ
うことができ、ステーキハウスで食事もできる。
◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京丹後大
宮」IC から約 50 分
駐車場あり

20

野田川森林公園

かや山の家

与謝郡与謝野町温江 1401
0772-43-0860
鬼退治伝説で有名な「大江山」の登り口にある
気軽な宿泊施設。ボリュームたっぷりの季節の
料理が楽しめる。ランチ利用のほか研修棟もあ
り合宿や研修会にも対応可能。
◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与謝天橋立」
IC から国道 176 号で約 15 分
駐車場あり（無料）

17

森の京都

与謝郡与謝野町岩滝
0772-46-3030
天橋立を横一文字に見渡せるビューポイント。
食事や遊び、歴史や地域の文化に親しみ、まち
の魅力を五感で楽しめる観光レクリエーション
施設。観光拠点としてだけでなく、地域の人々
の憩いの場としても利用されている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」からタクシー
で約 10 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から約 5 分
駐車場あり（普通車 120 台）

8

京丹後森林公園スイス村

京丹後市弥栄町野中
0772-66-0036
バンガロー、キャンプ場、テニスコート、山の家、
コテージ、高原浴場等を備えた、四季を通じて
自然を満喫できる高原リゾート。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から車で 40 分
◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京丹後大
宮」IC から国道 312 号〜国道 482 号を経由（約
35 分）

森の京都

与謝野町
6 阿蘇シーサイドパーク

内山ブナ林

京丹後市大宮町五十河（内山）
0772-69-0712（京丹後市大宮市民局）
大宮町の北側、宮津市と弥栄町の境に接する高
尾山から鼓ヶ岳にかけての標高 600m 前後の低
標高でありながら北近畿最大級のブナ林で、300
種類もの植物が自生をしている。このブナ林内
には散策路が整備され、また高床式でログハウ
ス風の自然観察施設「ブナハウス内山（トイレ
有り）」も整備されており、森の憩いの場となっ
ている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「京丹後大宮」駅から車
で 30 分◆山陰近畿自動車道野田川大宮道路「京
丹後大宮」IC から約 15 分
駐車場あり（普通車、内山ブナハウス駐車場（5
台まで）、大型車、小町公園駐車場）

海の京都

宮津市里波見
0772-28-9111
自然環境に恵まれた、京都・丹後の里山にある
公園（入場無料）。日本海や宮津湾はもちろん、
晴れた日には遠く北陸の山々まで見渡せる素晴
らしい展望が広がる。公園では、森で採れた小
枝や松ぼっくりで作品を作る創作体験や、ガイ
ド付きの里山ウォーク、夜空の観察会など、子
どもから大人まで気軽に楽しめる様々な体験プ
ログラム（有料）がある。
◆京都丹後鉄道「宮津」駅、または京都丹後鉄
道宮豊線「天橋立」駅から丹海バス（経ヶ岬、
伊根方面行き）で「海と星の公園下」下車、徒
歩 20 分◆京都縦貫自動車道宮津与謝道路「与謝
天橋立」IC から車で 30 分
駐車場あり（大型観光バス 2 台、乗用車約 200 台）

大江山

宮津市
0772-22-8030（天橋立観光協会）
大江山連峰は、鬼退治の伝説で全国にその名を
知られており、また広大な大自然に恵まれた大
レクリエーションゾーンでもある。新緑や紅葉
を眺めながらのハイキングが楽しめる。
大江山の登山口一帯は、酒呑童子の里として、
鬼にまつわる遺跡などが多数存在している。
◆京都丹後鉄道「宮津」駅から車で 20 分◆京都
縦貫自動車道綾部宮津道路「宮津天橋立」IC か
ら車で 15 分
駐車場なし
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海の京都

宮津市
3 京都府立丹後海と星の見
える丘公園

5

大江山運動公園

与謝郡与謝野町滝 881-1
0772-43-9026（与謝野町教育委員会）
町民の総合運動公園として、京都国体を記念し
て整備された。園内には、町民体育館・町民グ
ラウンド・テニスコート場などがあり、昼夜と
もにスポーツやレクリエーションを存分に楽し
むことができる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシー
で約 15 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から 15 分
駐車場あり（無料）

京丹後市峰山総合公園

京丹後市峰山町荒山 248
0772-62-3656
野球場・テニスコート・遊歩道などを備えた総
合運動公園。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅下車、徒歩 15
分
駐車場あり（約 500 台）

与謝郡与謝野町三河内 28
0772-42-4411（野田川森林公園管理センター）
山の斜面を利用してつくられた、自然と一緒に
遊べるプレーゾーン。管理棟、16 ホールのグラ
ウンドゴルフコース、全天候型の屋内交流広場
があり、一日のんびり楽しめる。
◆京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅からタクシー
で約 10 分◆山陰近畿自動車道宮津与謝道路「与
謝天橋立」IC から 10 分
駐車場あり（35 台）

青葉山ろく公園

舞鶴市岡安無番地
0773-64-5454
青葉山麓の緑豊かな山々を背に宿泊棟、キャン
プ場、パターゴルフ場、陶芸館など青空の下で
楽しめるレクリエーション設備が充実。豊かな
自然を身近に体験できる自然学習館もある。
◆JR 舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バスで「舞
鶴工専前」下車、徒歩 5 分◆舞鶴若狭自動車道「舞
鶴東」IC から 15 分
駐車場あり
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峰山途中ケ丘公園

京丹後市峰山町長岡 876
0772-62-7470（公園管理事務所（市公園緑化事
業団））
2020 年 10 月 1 日にリニューアルオープン。
本格的な陸上競技場をもつスポーツレクリエー
ション公園。グラウンドの外周には 600m のジョ
ギングコースがあり、特殊舗装のこのコースは
雨天時でも快適にジョギングが楽しめる。
また、公園南側には芝生広場があり、「パノラマ
ミルキーウェイ」と呼ばれる大型木製遊具が設
置してあり、芝コート 16 ホールのグラウンドゴ
ルフコースも設定できるようになっている。
◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から車で約 10
分◆京都丹後鉄道宮豊線「峰山」駅から丹後海
陸交通バス（峰山四辻線）で「途中ヶ丘運動公
園前」下車、徒歩 1 分◆山陰近畿自動車道野田
川大宮道路「京丹後大宮」IC から車で約 15 分
駐車場あり（約 270 台）

TEL : 0774-22-8783
TEL : 0774-66-7001
TEL : 0774-46-2171
TEL : 0774-56-4029
TEL : 075-631-9964
TEL : 075-981-1141
TEL : 0774-68-2810
TEL : 0774-82-6170
TEL : 0774-88-6638
TEL : 0774-39-8191
TEL : 0743-95-2011
TEL : 0743-95-2327
TEL : 0774-78-0300
TEL : 0774-95-1903
TEL : 0743-93-0105

https://www.kyoto-kankou.or.jp/
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