
・モデルコース
・教育旅行受入可能宿泊施設一覧

（一社）あわら市観光協会 担当:津田
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教育観光素材
（あわら市/あわら温泉）

・旅館ならではオプション
・あわら市オリジナル提案

№ 施設名
電話

市外局番
0776

総客室数
収容

人数(一般）
生徒受入数
（最大）

アレルギー対応 受入方式

❶ 伝統のぬくもり 灰屋 78-5555 55 200 200 可 貸切可

❷ 清風荘 77-2500 170 900 900 可 貸切可

❸ あわらグランドホテル 78-5500 58 280 280 一部可 棟、館別対応

❹ 花の宿福寿 77-2280 17 90 96 可 貸切可

❺ 白和荘 78-7000 1８ 100 90 可 貸切可(75名以上）

➏ あわら温泉美松 77-2600 6８ 320 250 可 貸切可

❼ グランディア芳泉 77-2555 113 600 300 一部可 フロア―貸切可能

❽ まつや千千 77-2560 120 600 600 一部可 棟、館別対応

❾ みのや泰平閣 78-5566 37 200 150 可 貸切可

❿ 長谷川 77-2164 38 183 180 可 貸切可

教育旅行受入可能宿泊施設一覧
あわら温泉 要相談（9,000円～13,000円）

※人数により貸切対応も可能

※他にも収穫体験・農業体験・カヌー体験などご相談ください



発着地 発着時刻 交通機関 スケジュール 食事

1日目

学校発

10:00-13:00

14:00-15:00

15:30-16:30

17:00 頃

大自然満喫！

・池田町ツリーピクニックアドベンチャー

アクティビティー・森のお仕事体験（昼：バーベキュー）

明智光秀黒髪伝説の残る寺

・称念寺（住職のお話）

世界有数の柱状節理

・東尋坊 ガイドの案内付き

チェックイン 《あわら温泉 泊》

●オリジナルOP●

競技かるた世界選手権大会や女流選手権大会も実施される

福井県かるた協会の実技や模擬体験

昼

夕

2日目

宿泊地 9:00-10:30

↓

11:00-13:00

13:20-15:00

各地着

貸切バス 森と温泉のつながり

・木質バイオマスボイラー導入施設＆坂井森林組合 見学

・金津創作の森 （昼弁当）
森の散策・スタンプラリー

北前船の歴史のまち（日本遺産）
・三国湊 ガイドと歩くor班別研修

朝

昼

夕

エネルギーつかう責任・守る責任

【テーマ】海洋資源・陸上資源の大切さ

モデルコース
１泊２日コース

匠の技に触れて、オリジナル卒業証書制作
【テーマ】日本の伝統工芸体験とエネルギー学習

発着地 発着時刻 交通機関 スケジュール 食事

1日目

学校発

越前市

あわら市

10:00-11:30

11:45-12:45

14:00-15:30

16:30頃

貸切バス

紙の文化博物館見学と卒業証書作り

・越前和紙の里 紙漉き体験

昼食

森と温泉のつながり

・木質バイオマスボイラー導入施設＆坂井森林組合見学

チェックイン 《あわら温泉 泊》

●オプション●

ガイドによる東尋坊事前学習（夕食会場にて）

昼

夕

2日目

宿泊地

9:00-10:00

↓

11:15-15:00

↓

各地着

貸切バス移動 ・東尋坊 地層研究

ネイチャーガイドの案内付き

大自然満喫！

・池田町ツリーピクニックアドベンチャー
アクティビティー・森のお仕事体験
（昼：バーベキュー）

朝

昼

夕

木質バイオマス見学について
1回の受入れ人数が40名までになります。
例）80名の場合⇒東尋坊見学コースと木質バイオマス見学コースと入れ替えにて実施
例）120名の場合⇒東尋坊見学コース、紙すき体験と木質バイオマス見学コースのクラス単位で入替にて実施



発着時刻 スケジュール① スケジュール② スケジュール③

1

日

目

10:00-13:00

14:00-15:00

15:30-16:30

17:00 頃

・池田町ツリーピクニック

アドベンチャー

・称念寺

・東尋坊

チェックイン

《あわら温泉 泊》

・池田町ツリーピクニックアド

ベンチャー

・称念寺

・木質バイオマスボイラー導入

施設＆坂井森林組合 見学

チェックイン

《あわら温泉 泊》

・池田町ツリーピクニックアドベ

ンチャー

・称念寺

・東尋坊

チェックイン

《あわら温泉 泊》

2

日

目

9:00-10:30

↓

11:00-13:00

13:20-15:00

各地着

・木質バイオマスボイラー

導入施設＆坂井森林組合

見学

・金津創作の森
（昼弁当）

・三国湊 ガイドと歩くor
班別研修

・東尋坊

・金津創作の森
（昼弁当）

・三国湊 ガイドと歩くor班
別研修

・三国湊 ガイドと歩くor班
別研修

・金津創作の森
（昼弁当）

・木質バイオマスボイラー導
入施設＆坂井森林組合 見学

エネルギーつかう責任・守る責任

【テーマ】海洋資源・陸上資源の大切さ

匠の技に触れて、オリジナル卒業証書制作
【テーマ】日本の伝統工芸体験とエネルギー学習

発着時刻 スケジュール① スケジュール②

1

日

目

10:00-11:30

11:45-12:45

14:00-15:30

16:30頃

・越前和紙の里

紙漉き体験

昼食

・木質バイオマスボイラー

導入施設＆坂井森林組合見学

チェックイン

《あわら温泉 泊》

・越前和紙の里

紙漉き体験

昼食

・東尋坊（ガイドの案内）

チェックイン

《あわら温泉 泊》

・木質バイオマスボイラー導

入施設＆坂井森林組合見学

昼食

・東尋坊（ガイドの案内）

チェックイン

《あわら温泉 泊》

2

日

目

9:00-10:00

↓

11:15-15:00

↓

各地着

・東尋坊 地層研究

（ガイドの案内）

・池田町ツリーピクニック
アドベンチャー
（昼：バーベキュー）

8:30発
・木質バイオマスボイラー導
入施設＆坂井森林組合見学

・池田町ツリーピクニックア
ドベンチャー
（昼：バーベキュー）

・越前和紙の里

紙漉き体験

・池田町ツリーピクニックア
ドベンチャー
（昼：バーベキュー）

木質バイオマス見学について
1回の受入れ人数が40名までになります。
例）80名の場合⇒東尋坊見学コースと木質バイオマス見学コースと入れ替えにて実施
例）120名の場合⇒東尋坊見学コース、紙すき体験と木質バイオマス見学コースのクラス単位で入替にて実施

料金 20名～40名で1回＠22000



★旅館内（会議室や大広間利用）にて実施可能オプション一覧

素材名 実施期間 料金 所要時間 定員 説明 備考

1 語り部による「風習」と「御神楽体験」 通年 500円 30分～40分 定員なし
旅館や講義会場にて、地域の風習の話や、実際に御神楽
見学し、体験も実施

2 語り部による「吉崎蓮如上人・加賀一向一揆の歴史」 通年
5000円（語り
部1名）

1時間程度 定員なし
旅館や講義会場にて、パワーポイントで作成した資料で、
吉崎地区の歴史のことを詳しく解説します。

3 越前柿の渋抜き体験 10月～11月 500円 30分程度 定員なし
お昼の行程で「柿の収穫体験」夜は、お宿にて「渋抜き
体験」を実施

4 学芸員による「金津の歴史」と「ミニ本陣飾り物づくり」 通年 500円 1時間程度 50名程度
郷土歴史資料館の学芸員による、金津の歴史の話と金津
祭り（ミニ本陣飾り作り体験）

学校に郵送
料別途要

5 鬼師による「越前瓦の歴史」の話と体験（学芸員の場合あり） 通年
5000円（語り
部1名）体験
費用500円

1時間程度 50名程度 あわらに残る鬼師の越前瓦のお話と、ミニ体験

6 語り部による 里山物語講話 通年
5000円（講師
１名）

30分～50分
程度

定員なし
旅館や講義会場にて、パワーポイントで作成した資料で、
北潟湖や北潟国有林にまつわることを詳しく解説します。

7 あわら昔話紙芝居 通年
5000円（講師
１名）

20分程度 定員なし
あわらにまつわる民話・昔話を集めた紙芝居を見せなが
らお話

8 森林組合による森の話 通年
5000円（講師

1名）
1時間程度 定員なし

あわら・坂井地区では森と、暮らす町や温泉街が近いの
が特徴 そのことを利用した取り組みや、森の役割と大
切さについて「きこり」の話

9 和凧をつくってみよう！ 通年 800円 1時間程度 50名程度
自分達で日本古来から伝わる風習凧あげの凧を制作
伝承的なモノづくりのおもしろさを体験

10 農業青年からの「命の大切なお話」 通年
5000円（講師

1名）
30分～40分 定員なし

あわら市は温泉地周辺に沢山の丘陵地が広がっており、
農産業に従事している方も多い。来訪客が多い温泉地を
支える食の基本的なお話や、命をいただく大切お話会

1１ 「東尋坊」に関する講演 通年 無料 30分程度 なし
旅館での夜の時間を活用し、東尋坊のいわれや成り立ち、
地質のことなど解説いたします。事前学習などに。

1２ 「越前がに」に関する講演 冬 要相談 30分程度 なし
越前松島水族館の館長が「越前がに」について講演を行
います。

1３ 一筆啓上賞 「日本一短い手紙」 4月～10月 無料 15～20分 定員なし

テーマに合った1～40文字の日本一短い手紙を募集しま
す。旅行の思い出に四半世紀続く福井発の公募型手紙コ
ンクールにチャレンジしてみませんか。入賞された手紙
は作品集として出版されます。

1４ 旅先から届く 「手紙体験」 通年 切手代のみ 30分程度 定員なし

旅先から家族へ、また自分へ手紙を書いてみましょう。
相手を想い、普段は言えない言葉を届けてみませんか。
日本で唯一の手紙博物館「一筆啓上日本一短い手紙の
館」では消しゴムはんこなどを使った手紙体験も。

1５ 「越前丸岡城」 歴史講座 通年 無料 30分程度 定員なし

丸岡城は、戦国時代の天正4年（1576）に柴田勝家の甥、
勝豊によって築かれました。現存する天守の中で最も古
い建築様式で屋根が全部石瓦で葺かれているのが全国に
も稀な特徴となっています。昭和25年に重要文化財の指
定を受けました。事前学習にもご活用ください。

１６ 夜の水族館見学(水族館での開催） 通年 10万円 2時間
300名様ま
で

夜の水族館を独り占め。閉館後の貸切プラン。夜の余暇
時間を水族館で過ごしませんか。

「ナイトイ
ルカョー」
開催可能(2
万円)

福井県かるた協会との交流

宿泊施設にて

福井県はかるた王国・名人やクイーンも輩出。
畳の上の格闘技とも言われてスポーツとして取り組まれている。平安時代から鎌倉時代の歌と歌人たちを競技かるたを通
じて学んでみる。四代タイトルの一つ「女流選手権大会」はあわらで実施されている。
福井県かるた協会よりレクチャーと競技かるたの実技

あわら市オリジナル提案

※16⇒旅館ではなく松島水族館で実施となります。

【メガジップライン＆チームチャレンジラーニング】
チャレンジを通して、自分と向き合い、仲間の個性を尊重し、言葉で伝えあいながら、協
力・信頼し合うことで、参加者の心の学びと成長が生まれます。池田町の豊かな自然とファ
シリテーターが、仲間と挑戦するみなさんを応援します。
【ツリーピクニックアドベンチャー池田】 https://www.picnic.ikeda-kibou.com/ Tel / 
0778-44-7474

電気やガス、熱源など、暮らしに不可欠なエネルギー。
「食の地産地消」のように、エネルギーも地域のものを選べんで地域の森の有効活用、それ
は、日本の風土にあった「エネルギーの地産地消」。
木質バイオマスエネルギーは、現代のライフサイクルを維持したまま、森の資源を活用する
エネルギーです。
森と地域が非常に近いところでの導入は視察が来るくらい、珍しいケースです。



あわら市で伐採される間伐材を集積し、通常は山に放置される木の根まで資源に変えるバイオマス燃料工場です。
薪・バイオマス燃料チップ・土壌改善剤だけではなく、フクビ化学の協力のもとで木質樹脂製のウッドデッキ材
の製造販売も行っています。山の資源をすべて捨てる事無く資源として再生するめずらしい工場です。

【間伐される木は・・・】
・細すぎて柱にならない木
・節だらけで見栄えが悪い木
・曲がって建材にならない木

間伐材は大根より安いんです

価格が安い間伐材を搬出運搬すると赤字になるため、山に
そのまま捨てられているのが現実です・・・
しかし、燃料としての付加価値が付くことで、間伐材とし
て売買されるよりも高い値段がつくことになります。

【山の厄介者】
木の根・枝・葉っぱ あわらのバイオマスセンターがすごいところは、山の厄介者も細かく粉砕して、

バイオマス発電所（福井県大野市）の燃料としてリサイクルをしている点です。
この処理ができ製品に価格が付くことで、山から厄介者を取り除く流れができ山
がきれいになっていくのです。

森林を整備することは川の栄養を増加させ、
ひいては海洋生物の持続性に貢献している。

森林を整備することは土砂災害の抑制、
CO2吸収量の増加、生物多様性、水源の確
保に寄与している。

カーボンニュートラルでCO2削減を果た
している。CO2削減で気候変動に寄与し
ている。

森林の乱伐にならないように森林成長
量を確認しながら、木質バイオマスを
確保している。

木質バイオマス熱供給事業という国内事例の
少ない事業を立ち上げ、設備投資なしに木質
バイオマスボイラの熱を利用できるビジネス
モデルで地域産業の基盤作りに貢献している。

民間事業者が集合したエネルギー事業で
あり、地域経済に貢献している。管理運
営、チップ供給で雇用を創出している。

木質バイオマス熱供給は「熱」を使ったエネ
ルギー事業。そして、「カーボンニュートラ
ル」であり、クリーンなエネルギー。

バイオマス熱供給の対象の方に有料の視察研
修を行っており、年間20人程度を受け入れて
います



あわら・三国 海と陸のアクティビティ

メニュー 内容 所用時間 料金 受入人数 備考

潮風スマイルウォーク
ビーチコーミングと工作
体験

アウトドアのプロ長野修平さん弟子が指
導。海岸で清掃活動にて、貝殻や漂流物
拾い⇒小学校体育館にて工作

2時間～3時間 2,000円 100名
・砂浜を歩くのでビーチサン
ダル持参など

カヌー
カヌー世界大会開催地で、カヌー指導者
（あわらカヌー協会）により、実践

2時間～3時間 1,000円 30名～35名
・水着または、ぬれても大丈
夫な服装

サイクリング
北潟湖畔３，７Kコースを、インストラ
クターとともに走行やレース開催

1時間～2時間
300円/H インスト
ラクター別料金

40名
・60台（自転車）大人40台
（ママチャリ・マウンテンバ
イク・通学用サイクリング）

磯観察
日本海の自然の磯に入って、箱メガネや
水中メガネで観察と採集

1時間～2時間 600円＋800円 100名

・水着または、ぬれても大丈
夫な服装）短パ
ン ・隣接の水族館
入館条件

釣り（魚さばき体験）
専属インストラクターが指導にて海釣り
体験と、釣った魚をすぐにプロが調理☆
新鮮な魚を堪能できる試食会

3時間～3時間30分 5,800/2名 15名 ・2名で1本釣り竿

サーフィン・サップ
ライフセーバー資格者指導のもと、サー
フィンやサップ体験

2時間～3時間 2,000円～3,000円 30名～35名
・2名で1枚のボード ・
荒天時は

◆バイオマスエネルギー学習◆ 旅行会社の方お問合せ下さい

座学（１H）⇒チップ製造見学（30分）⇒ボイラー見学（30分）
所要時間（移動含め）2時間40分
３つのセットで、1回の受入れが15名以上40名まで ＠２２，０００（税別）

例）80名の場合
❶座学（１H）⇒チップ製造見学（30分）⇒ボイラー見学（30分）
❷チップ製造見学（30分）⇒ボイラー見学（30分）⇒座学（１H）
40名づつ2班に別れて学習にて受入れ
＠２２，０００×２班＝４４，０００（税別）

例）120名の場合
❶座学（１H）⇒チップ製造見学（30分）⇒ボイラー見学（30分）
❷チップ製造見学（30分）⇒ボイラー見学（30分）⇒座学（１H）
❸ボイラー見学（30分）⇒座学（１H）⇒チップ製造見学（30分）
40名づつ３班に別れて学習にて受入れ
＠２２，０００×３班＝６６，０００（税別）

例）240名の場合
❶座学（１H）⇒チップ製造見学（30分）⇒ボイラー見学（30分）
❷チップ製造見学（30分）⇒ボイラー見学（30分）⇒座学（１H）
❸ボイラー見学（30分）⇒座学（１H）⇒チップ製造見学（30分）
40名づつ６班に別れて学習にて受入れ
※上記の場合は２日間にわけての対応になります。
＠２２，０００×６班＝１３２，０００（税別）


