
　長野県　自然解説団体一覧表 （平成31年４月11日現在）

団　体　名 郵便番号 所在地又は連絡先 電話番号 FAX番号 メールアドレス ホームページアドレス 自然解説を行う地域 得意とする分野 主な自然解説

NPO
浅間山麓国際自然学校

384-0000
小諸市高峰高原

高峰高原ビジターセンター内
0267-23-3124 0267-23-3521 npo-asama@mopera.net http://npo-asama.jp

浅間山麓
（小諸市･東御市･軽井沢町･

御代田町）
火山・植物・天文

浅間火山ガイド　池ノ平･高峰高原フラワーガイド
黒斑山･前掛山･湯の丸等のトレッキングガイド

湯の丸レンゲツツジ保全ガイド　スターウォッチング

浅間山クラブ 384-0044
小諸市西原355-2

浅間山クラブ事務局　柳田
090-7268-3338 0267-25-1738

Chooyu2002-yanagi-
@plum.plala.or.jp

http://asamayama-club.com 浅間山　火山館周辺
植物・地形地質・小動物・
高山蝶・海外の山との相

違・山歩きの基本

主として浅間山(黒斑山、湯の平周辺）の自然観察
浅間山に生息する高山植物等

（ユキワリソウ観察、植生、森林限界の上昇他）
浅間山の火山による地形・噴石等の観察

湯の平周辺の自然景観保全等の活動

森のいきもの案内人
ピッキオ

389-0194 北佐久郡軽井沢町星野 0267-45-7777 0267-46-6666 info@picchio.co.jp http://picchio.co.jp/sp 主に東信 野生動植物全般 ホームページ参照

NPO
やまぼうし自然学校

386-2204 上田市菅平高原1223-5751 0268-74-2735　 0268-74-2795 info@yamaboushi.org http://yamaboushi.org/ 主に東信　上高地 ※２ 林間学校の自然観察系プログラム等多数

NPO
フォレスト工房もくり

386-2203 上田市真田町傍陽9022-2 0268-61-5488 0268-61-5489 info@mokuri.or.jp http://www.mokuri.or.jp/ 主に東北信 森林に関する分野 森林の役割　作業体験　クラフト・たき火料理

NPO
蓼科・八ヶ岳国際自然学校

391-0301 茅野市北山5513-341 0266-67-1115　 0266-67-1116 office@tyins.or.jp http://www.tyins.or.jp
北八ヶ岳　白駒池　横谷峡

谷
車山　蓼科山　硫黄岳

植物・鳥・地質 北八ヶ岳登山ガイド　自然学校(千駄刈の森)四季の自然観察

ＮＰＯ
八ヶ岳森林文化の会

391-0011 茅野市玉川7167-2 0266-75-1772 0266-75-1772 shinrin_bunka@yahoo.co.jp http://www.8moribunka.org/ 茅野市市民の森 植物 植物観察、伐木技術講習、炭焼き、薪づくり講習、森林・林業学習

車山ビジターセンター
車山高原観光協会

391-0301
茅野市北山3413 車山高原

スカイシティ１Ｆ
0266-68-2626 skypark@kurumayama.co.jp http://www.kurumayama.com 車山周辺から霧ヶ峰 ※２

天空のガイドウォーク　車山サンセットウォーク
猟師さんと歩くスノーシューツアー　自然体感エコツアー

西洋たんぽぽ駆除ツアー　星空とお散歩ツアー
歩くビーナスライン30km　出前講座　等

茅野ミヤマシロチョウの会 391-0213
茅野市豊平6983 八ヶ岳総合博物館

内
0266-73-0300 0266-72-6119

y.hakubutsukan@city.chino.l
g.jp

http://www.city.chino.lg.jp/kbn/
07149000/07149000.html

茅野市　八ヶ岳山麓 植物・昆虫(特に蝶類) 学校総合学習　蝶と季節の花についての解説

霧ヶ峰自然保護センター 392-0008 諏訪市四賀霧ヶ峰7718－9 0266-53－6456 0266-53－6456
kirigamine-
vc@po30.lcv.ne.jp

http://www.lcv.ne.jp/~kirivc/kiri
gamine.htm

霧ヶ峰全域 ※２
霧ヶ峰の魅力を知る、霧ヶ峰に親しむ事を目的とした

初心者対象の内容を案内

霧ヶ峰高原ガイド組合 392-0008
諏訪市霧ケ峰車山肩

コロボックルヒュッテ内
0266-58-0573 0266-53-0573 

お電話にてお問い合わせくださ
い

http://www7.ocn.ne.jp/~hutte-
k/guide.html

霧ヶ峰高原
高原の歴史・文化(文学)

動植物
スキー･スノーシュー

高原の自然、成り立ち　文化　動植物についての解説
(冬はスキー・スノーシュｰのコーチング)

八島ビジターセンター 393-0000 諏訪郡下諏訪町八島湿原10618 0266-52-7000 0266-52-7000
vc527000@bf.wakwak.co
m

http://park2.wakwak.com/~vc5
27000/

霧ヶ峰高原　八島湿原
植物・昆虫・鳥獣・天文・

地質等全般
自然教育

2005年よりガイドウォーク、フルムーンミーティング、
ルートガイド、出前講座　等

ＫｉＮＯＡ（キノア） 393-0000 諏訪郡下諏訪町八島湿原10618 0266-58-8088 kinoa@nature2.jp http://nature2.jp/kinoa/ 霧ヶ峰高原　八島湿原 自然教育

1988年から霧ヶ峰高原で
インタープリテーションのパイオニアとして活動

2005年からは下諏訪町立八島ビジターセンターの
ガイドウォーク講師としても活動中

NPO
霧ヶ峰基金

393-0061
諏訪郡下諏訪町五官6371-3

ハイツルミエールA102
090-9668-3380 kirigamine.kikin@gmail.com http://kirigamine-fund.jp 霧ヶ峰

植物　草原の維持再生
霧ヶ峰の歴史

夏季のニッコウキスゲ･レンゲツツジをみながらの
トレッキングツアー

『霧の子孫たち』のエピソードを交えた八島ヶ原湿原、
旧御射山遺跡ツアー

駒ヶ根観光
ボランティアガイドの会

399-4117
駒ヶ根市赤穂759-447

駒ヶ根ファームス内
0265-81-7700 0265-81-7755

annai@city.komagane.naga
no.jp

駒ヶ岳　千畳敷ｶｰﾙ　駒ヶ根
高原

植物　地質(自然探勝)
遊歩道や拠点をガイドが巡回し、植物や風景を説明

光前寺を中心に駒ヶ根高原地域を説明

駒ヶ根高原
砂防フィールドミュージアム 399-4117
駒ヶ根市赤穂759-447

駒ヶ根ファームス内
0265-81-7700 0265-81-7755

http://field-museum.kankou-
komagane.com

駒ヶ根高原
砂防ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ

植物　地質　文化　歴史
防災

ガイドツアー
小中学生体験学習会(駒ヶ根の魅力の再発見、地域防災について等)

NPO
南信州山岳ガイド協会

399-4117 駒ヶ根市　赤穂　11465-636 0265-83-9989 同左 info@s-shinsyu-guide.org
http://www.s-shinsyu-

guide.org
上伊那地域 植物　鳥　野外活動 高山植物、樹木、野鳥　野外活動サポート

一般社団法人　
エコツアー杜のなか 399-3702 上伊那郡　飯島町飯島2414-1 0265-89-1055  0265-86-7075 info@morinonaka.net http://www.morinonaka.net 駒ヶ根市　飯島町　中川村
植物、昆虫等全般
ネイチャーゲーム

里山トレッキング　生物の多様性と里山観察

㈱南信州観光公社 395-0152 飯田市育良町１-２-１ 0265-28-1747 0265-28-1748
HPのお問い合わせフォームか
らご連絡ください

http://www.mstb.jp 飯田市　下伊那郡 植物　埋没林 トレッキング　スノーシュートレッキング　自然塾講座

NPOｸﾞﾘｰﾝｳｯﾄﾞ
自然体験教育ｾﾝﾀｰ

399-1801 下伊那郡泰阜村6342-2 0260-25-2851 0260-25-2850 info@greenwood.or.jp http://www.greenwood.or.jp 泰阜村 キャンプ　野遊び等

NPO木曽ひのきの森
・森林ｾﾗﾋﾟｰ基地
赤沢自然休養林

399-5601
木曽郡上松町大字上松159-3

上松町観光協会内
0264-52-1133 hinoki@avis.ne.jp

http://www.town.agematsu.nagano.jp/
kankou

赤沢自然休養林 植物 木曽五木の由来　檜美林の生い立ち　赤沢の植物

美ヶ原自然保護センター 390-0874
松本市大手3-8-13

松本市役所大手事務所観光温泉課内
0263-34-8307 0263-34-3049 http://shizen.utsukushi2034.jp 美ヶ原高原 植物

主に美ヶ原の植物の観察会
センター内の見学や間伐林を用いた工作

※１　ホームページアドレスが掲載されている団体の詳細は、ホームページを御参照ください。
※２　「得意とする分野」に特段の記載がない場合は、自然環境全般を解説しています。
※３　自然解説の方法、条件等については、個別に各団体にお問い合わせください。
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団　体　名 郵便番号 所在地又は連絡先 電話番号 FAX番号 メールアドレス ホームページアドレス 自然解説を行う地域 得意とする分野 主な自然解説

NPO森倶楽部２１ 399-0033 松本市笹賀２４９７－３ 0263-58-0360 同左 mori21@yumedia.jp http://mori21.sakura.ne.jp
安曇野市　松本市　中部山

岳
里山全般

学校学有林での樹木観察　ネイチャーゲーム
長峰山や中部山岳(常念岳、燕岳)における自然観察　等

NPO
信州まつもと山岳ガイド協会

やまたみ
390-0304 松本市大村1082-4 0263-34-1543 0263-87-7122 info@yamatami.com http://yamatami.com 上高地　松本平

植物・昆虫・鳥獣・天文・
地質等全般

県内外の小･中･高校の自然観察ガイド
プロジェクトワイルド等のプログラムを利用した自然体験活動

自然観察の会　ひこばえ 390-0847 松本市笹部3-11-3 村上 0263-26-1573 同左
お電話にてお問い合わせくださ
い

松本市と周辺市町村 ※２ 保育園遠足　小中学生自然解説　公民館行事　等

上高地ナショナルパークガイド 390-1516
松本市上高地4468

上高地五千尺ホテル内
0263-95-2161 0263-95-2116 info@npg-alps.net http://npg-alps.net 上高地

自然全般
(花・鳥・樹木ほか）
地史、歴史、子供等

ガイドウォーク　ナイトガイド　クラフト等

NPO戸隠森林植物園
ボランティアの会

381-4100
長野市戸隠大字中社　戸隠森林植物

園内
080-5141-

9924
info@npo-togakushi.org http://npo-togakushi.org 戸隠森林植物園内 植物　鳥 定例観察会の他　季節ごとの観察会　ホタル観察会　等

自然観察指導員
長野県連絡会事務局

381-4102 長野市戸隠豊岡9794　小川方 026-254-2866 ruddy-k@dia.janis.or.jp 全県 ※２ 県内様々な地域に在住する会員が依頼に応じて自然解説を行う

NPO
GOZAN自然学校

389-1211
上水内郡飯綱町大字牟礼2803番地

イ号
026-253-1127 gozan@dongry.jp http://www.gozan.net

北信五岳
（長野市・飯綱町・信濃
町・妙高市・中野市等）

※２
植物、昆虫、野鳥、天文、地質、歴史、小動物、
季節ごとの森の巨木、古道、城址、里山の解説

夏冬のキャンプ

NPO山壮辿子盛
(やまもりてんこもり）

389-1316
上水内郡信濃町大井２７４２－４６

７
026-255-5649

yamamoritenkomori@gmail.c
om

http://yamaten.web.fc2.com/
(活動ﾌﾞﾛｸﾞ

http://blog.canpan.info/yamate
n/ )

長野地域 植物　動物
ネイチャーウォーク、樹木観察

ネイチャーゲームを利用した自然への気付き

長野自然観察の会 382-0026
須坂市大字坂田１４６－９

木原　奉文(きはら　ともやす)方
026-246-5327 ktmys@stvnet.home.ne.jp

須坂市、長野市及び
その周辺地域

自然全般(天文を除く)
臥竜山たんけん(須坂市立博物館主催)

小学生自然観察会(PTA主催)
当会主催の自然観察会

信州中野天文同好会 383-0025 中野市三好町１－１－１１　吉澤 0269-23-1601 tetsu@y3.dion.ne.jp
http://www42.tok2.com/home

/sintenweb/
中野市周辺 天文 天体観望会

なべくら高原森の家 389-2601 飯山市なべくら高原柄山 0269-69-2888 0269-69-2288 info@nabekura.net http://www.nabekura.net なべくら高原
植物　動物　昆虫

里山の暮らし　ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ
ブナの生態　鍋倉山周辺の自然

　豪雪地の自然と暮らし　冬芽　水生昆虫　等

NPO
信越トレイルクラブ

389-2601 飯山市照岡1571-15 0269-69-2888 0269-69-2288 office@s-trail.net http://www.s-trail.net
信越ﾄﾚｲﾙ全域

（斑尾山～天水山）
植物　動物　歴史　文化

まだらお高原山の家
(斑尾高原観光協会)

389-2257
飯山市斑尾高原11492-70

斑尾高原観光協会
0269-64-3222 0269-64-3959 madarao@iiyama-catv.ne.jp http://madarao.tv/ 斑尾高原一帯 ※２

志賀高原自然保護センター
志賀高原ガイド組合

381-0401
下高井郡山ノ内町平穏7148

総合開館98内
0269-34-2133 0269-34-2480 guide@shigakogen.gr.jp

http://www.shizenhogo-
center.shigakogen.gr.jp/

志賀高原一帯 ※２
６～10月末　点在するコースにてトレッキングツアー

１～３月　スノーシューハイキング
四季を通じて志賀高原を案内

NPOよませ自然学校 381-0405
下高井郡山ノ内町大字夜間瀬685-1

田上
090-8328-

9249
azegami.masao@rose.plala.o
r.jp

http://www4.plala.or.jp/yomase 北信地域 植物 小学生の自然観察ガイド　等

夜間瀬あけび工房 384-1305 下高井郡山ノ内町夜間瀬10313 090-6937-6157 ky-matsu@khaki.plala.or.jp http://s-adplan.net/y-akebi 山ノ内町須賀川区内 植物　昆虫(蝶) 2006年から「あぜ道散歩」　手仕事体験　等

NPO法人わおん 399-0704 塩尻市広丘郷原685 0263-87-3005 0263-87-4024 waon@ac.auone-net.jp http://npowaon.com/ 塩尻市と周辺市町村 自然環境全般
保育園、児童館、小学校などでの自然体験活動
身近な自然を心と体で感じる自然体験活動、ネイチャーゲーム
森カフェ、たき火、基地づくりなど

計 39 団 体 （同意した団体のみ掲載）
一覧表に関してご不明な点は、以下の連絡先まで
お問い合わせください。

長野県　環境部　自然保護課　自然保護係

電話番号    ０２６－２３５－７１７８(直通)

メールアドレス　shizenhogo@pref.nagano.lg.jp
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