
京都市百井青少年村

利用のしおり

京都市子ども若者はぐくみ局

１. ごみはすべてお持ち帰りください。

２. おタバコは決められた場所でお願いします。（歩きタバコは厳禁）

３. 青少年のための施設ですので、飲酒はできません。

４. 火災防止のため、打ち上げ花火はできません。

５. ペットの持ち込みはできません。

６. キャンプ場内（かまど・山の家も含む）の水道で、合成洗剤を使用しないでください。

洗い物の際は受付で指定の洗剤をレンタルしてください。

ご利用時間

守っていただきたいルール

12

６

３９

日帰り利用　10:00 ～ 15:00

宿泊　チェックイン 15:00 ～ 18:00　チェックアウト 7:00 ～ 10:00

就寝時間　22:00

2019.7 月 改定



百井青少年村概要百井青少年村概要百井青少年村概要

京都市中心部から約 20km、標高 630mの北山の山間に位置する野外活動の施設です。杉木立の中に
テントサイトが開かれ、四季折々の花を咲かせます。
また、夏季にはオニヤンマやホタルが舞い、時には野生のシカも現れ、自然を満喫することができます。

交流センター

山の家

小かまど小かまど

大かまど大かまど

灰捨て場

第３サイト

第２サイト

第１サイト

第４サイト

第５サイト

かまどかまど

灰捨て場灰捨て場

ロッジ Bロッジ B

ロッジ Aロッジ A 野外トイレ野外トイレ

第１
駐車場

第２
駐車場

林業道林業道

ぬま

国道
477 号

←百井別れ

大原→

主催事業
百井キッズ村

旧管理棟旧管理棟

至花背峠至花背峠

管理棟管理棟【野外炊事場】

【テントサイト】

【ロッジ】

【山の家】

【交流センター】

ロッジ Bロッジ B

ロッジ Aロッジ A

管理棟管理棟

山の家山の家

テントサイト

10 畳の和室（寝室）が２部屋とホール・台所（冷蔵庫、調理器具、食器）・洗面所があります。
和室には寝具（布団・枕）が備えられています。
※布団を使用される方は必ずシーツをお使い下さい。現地で貸し出しいたします。

百井青少年村の玄関に位置し、屋内のプログラムや研修などに利用できる多目的室、トイレ、シャワー室（夏
季 6/1 ～ 10/31 のみ）を備えています。
また、交流センター正面のデッキは、ちょっとした演奏会や演劇などの催しに最適です。

●使用料 18 歳以上　1,570 円 / 泊　18 歳以下　730 円 / 泊（事前お支払い）
●定員  20 名
●貸シーツ代 150 円 / 組（現地精算）　※布団使用の場合は、必ずご利用いただきます。
●宿泊税　200 円 /1 人 1泊（現地精算）

●使用料 午前 9:00~12:00 3,140 円
  午後 13:00~17:00 3,980 円
  夜間 18:00~21:00 4,400 円　（事前お支払い）※半面は半額となります。

2階建の山小屋風の建物で、２棟あります。
寝具は毛布・シュラフ（寝袋）をお貸しで
きます。
炊事は野外自炊場を利用していただきま
す。冷蔵庫・ストーブがございます。

●使用料　無料
●定員       120 名程度
●貸毛布代　100 円 /1 枚（希望者のみ、現地精算）
●貸寝袋代　200 円 /1 つ（希望者のみ、現地精算）

●使用料　18 歳以上　1,040 円 / 泊
 　  18 歳以下　520 円 / 泊（事前お支払い）
●定員       A 棟 30 名　B棟 20 名
●宿泊税　200 円 /1 人 1泊（現地精算）

４つのサイトを合わせて 120 名ぐらいまで
ご利用いただけます。
夏季シーズン（7/20 ～ 8/31）以外は、テ
ント・寝具類の貸出はいたしておりません
ので、各自でご持参下さい。
夏季シーズン（7/20 ～ 8/31）は、
常設貸出テントの貸出がございます。

かまどかまど
洗い場（流し場）・調理台・かまどの設備があります。
※薪は現地で販売しております。
　あらかじめ数量の目安をおしらせください。
　●１束 350 円（希望者のみ、現地精算）
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【貸切バス利用の場合】

貸し切りバスでお越しの場合は、大型バスでは付近の山道の通り抜けができませんのでマイクロバスをご
使用下さい。その際、百井峠がかなり狭い山道のため、大原経由で国道 477 号線でお越し下さい。国道
477 号線も途中から道が狭くなりますので充分ご注意ください。

【自家用車利用の場合】

【路線バス利用の場合】
「出町柳駅前」バス乗り場より、京都バス
『広河原行き』で約１時間、「百井別れ」または「花背
峠」下車、徒歩約 40 分。
ただし、バスは 1日 3,4 便しかありませんので、乗り
過ごさないようにご注意ください。

※変更される可能性があるので各自ご確認下さい。
・京都バス高野営業所　 075-791-2181

＜バス停から百井青少年村までの道＞
「百井別れ」からの道は百井峠まで登りは急ですが、舗装されていて迷うこともないので、この道を利用させるのが良い
でしょう。また、山歩きに慣れられた方なら「花背峠」からの道を往路に使われるのもお勧めです。

＜バスの料金＞
　出町柳～百井別れ　590 円（小学生以下 300 円）
　北大路駅前～百井別れ　490円（小学生以下250円）

＜バスの時刻＞
　往路（広河原行き）
　　出町柳 発　7:50　10:00　14:45
　復路（出町柳行き）
　　百井別れ 発　☆8:34　11:39　15:14　18:16
 　　 　☆は土日運休　　　　　2019.3 現在

駐車スペースには限りがございます。お車でお越しの場合は、乗り合いなどで台数をできるだけ減らして
いただきますよう、ご協力をお願いいたします。各サイト（施設）への荷物の積み下ろし以外は乗り入れ
禁止です。入口にある駐車場に停めておいて下さい。鞍馬経由からの道も、国道 477 号線（小出石経由）
も途中から道が狭くなりますので充分ご注意ください。

積雪期はチェーン、スタッドレスタイヤなどの準備と四輪駆動が必須です。
冬季にご利用をお考えの際は、その点をご考慮の上、お申込下さい。
また、積雪期以外でも、狭い山道が続く箇所がございます。十分ご注意の上、お越し下さい。



申込と利用の流れ申込と利用の流れ

病気やけがの場合病気やけがの場合病気やけがの場合

申込と利用の流れ

【キャンセル】

【当日】

【申し込み】
１．「仮予約」空き状況を確認の上、利用日・施設をご予約ください。

２．利用の１週間前までに、「利用申請書」「利用計画表」をご提出ください。
３．利用の１週間前までに、利用料をお支払いください。

　「チェックイン」　15:00 ～ 18:00（日帰り利用時間 10:00 ～）

　「チェックアウト」　7:00 ～ 10:00（日帰り利用時間 ～ 15:00）

→「利用申請書」「利用計画表」などを郵送またはお渡しします。

申し込み完了申し込み完了
申し込み完了期限：利用の１週間前
仮予約をしていても、利用の 1週間前までに手続きが完了していない場合は、自動的にキャンセルと
なります。ご了承ください。
また、期限内に申し込み完了が困難と判断した場合は、仮予約をお断りする場合がございます。

ご入金いただいた使用料はご返金できません。（人数の減少分も含め）
台風などで現地受け入れが困難と判断した場合は、利用をお断りする場合があります。

宿泊利用で、初日または最終日に、日帰り利用時間のご利用（テントサイト）をお考えの場合は、必ず仮予約の
時点でお伝えください。また、「利用申請書」「利用計画表」にも明記ください。

ポジティブアースネイチャーズスクールに直接お越しいただくか、郵送にて手続き書類をやりとりいたします。
百井青少年村での受付はしておりません。

・利用された施設の簡単な清掃をお願いします。
・薪代などの清算。

・管理棟にて、チェックインをお願いします。その際に、利用許可書・領収書をお渡しします。
・利用人数が増加した場合は、追加の使用料をお支払いください。

仮予約をされた上で、キャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。

携帯電話はドコモ（電波強）・au（電波弱）・ソフトバンク（電波弱）が利用可能です。
（緊急時は、受付の電話も利用可能です。）
   《大原記念病院》　市バス「花尻橋」バス停下車（左京区大原井出町 164）075-744-3121
 　　診療科目：内科、外科、整形外科、皮膚泌尿器科、循環器科、胃腸科、神経内科など
 　　診療時間：9:00 ～ 12:00（午前の部）・18:00 ～ 21:00（午後の部） 　　休診日：土・日・祝日

〒604-8423　京都府京都市中京区西ノ京西月光町 18-2-1　創筆庵
TEL：075-354-6388 メール：momoi@pens-p.com　　受付時間 10:00 ～ 18:00（平日）
一般財団法人 ポジティブアースネイチャーズスクール PENS

〒604-8423　京都府京都市中京区西ノ京西月光町 18-2-1　創筆庵
当日緊急連絡先　百井青少年村 075-744-3354　PENS ケータイ 080-1451-5289

TEL：075-354-6388 メール：momoi@pens-p.com　　受付時間 10:00 ～ 18:00（火日祝定休）
一般財団法人 ポジティブアースネイチャーズスクール PENS


