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－ボランティアや避難中の方を応援する震災復興応援プランを設定－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※エコキャンプみちのくご利用の方は、みちのく公園南地区及び北地区もご利用いただけます。 

 

 

ニュースリリース配信先：宮城県政記者クラブ・仙台市政記者クラブ・東北電力記者クラブ・仙南記者クラブ 

               山形県政記者クラブ・山形市政記者クラブ・福島県政記者クラブ・福島市政記者クラブ 
 

お問い合わせ先 〒９８９-１５０５ 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５３-９ 

公園整備内容については エコキャンプみちのく については 

国土交通省東北地方整備局 

国営みちのく杜の湖畔公園事務所（担当／渋谷） 

TEL：０２２４-８４-６２１１ 

（財）公園緑地管理財団みちのく公園管理センター 

 （エコキャンプ担当／前川） 

TEL：０２２４-８４-６６３３ 

ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/ “みちのく公園”で検索 

 

 

東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興

をお祈り申し上げます。 

さて、みちのく公園では、6月1日(水）より、エコキャンプみちのくの利用を再開いたします。

利用再開に併せて東日本大震災からの復旧・復興に協力するべく、震災復興応援プランを用意

いたしました。「災害ボランティア向け滞在プラン」は、災害復旧・復興に尽力される方を対象

にご提供するプラン、「災害避難者向け保養プラン」は、現在、避難されている方を対象に一時

的に避難所を離れ、独立したコテージで休養いただけるプランです。 

震災復興応援プランについては、特別料金にて提供させていただくとともに、専用エリアを設

定し、優先予約にて受付をさせていただきます。 

みちのく公園とその周辺のすばらしい自然の鑑賞と併せてご利用いただくことで、震災以降の

様々な心労・疲労を癒していただくことができましたら幸いです。 

なお、当キャンプ場の温泉棟は、震災により温泉管が破損し現在も復旧作業中ですので、ご利

用いただくことができませんが、各コテージ備え付けのシャワー及びシャワー棟はご利用いただ

けます。今しばらくご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、宜しくお願いします。 

国営みちのく杜の湖畔公園 
Michinoku Lakewood N.G.P 
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RELEASE



 

Ⅰ 「災害ボランティア向け滞在プラン」 

【宿泊施設】コテージ、オートキャンプサイト、フリーテントサイト 

【チェックイン／チェックアウト】 14:00-18:00 ／ 翌 8:00-11:00 

【料金】施設使用料金＋サイト使用料金 詳細は下表のとおり 

施設使用料金（１泊当たり）    

大人 小人 シルバー 幼児 

15 才以上 小・中学生 65 才以上 小学生未満 

700 円 200 円 500 円 無料 

サイト使用料金（１泊当たり） 

サイト 料金 条件など 

コテージ 5,000 円／1棟  （通常 15,000～35,000 円） 4 人以上で申込み※

オートキャンプ 1,000 円／１サイト（通常 3,000～ 5,000 円） なし 

フリーテント 500 円／1サイト （通常 1,500 円） なし 

※ 6 人用、8 人用、14 人用の指定はできません。利用者数に応じて、エコキャンプにて振分けを

行わせていただきます。 

【サービス】食材・生活用品販売（有料）、調理器具の貸出（無償）、寝具交換 

【設備】別紙「エコキャンプみちのく ご利用案内」をご覧ください。 

 

＜注意事項＞ 

※ 宿泊時に、ボランティア等の協力（予定）先（市町村、ＮＰＯ名等）の記入をお願いします。 

※ なるべく多くの方にご利用いただけますよう１回の申込みにつき連泊は 1 週間（6 泊 7 日）ま

でとさせていただきます。 

※ エコキャンプみちのくは、キャンプ場であるため、洗顔セット（タオル、洗顔料、髭剃り等）

は備え付けておりません。ご持参のほど、よろしくお願いします。 

Ⅱ 「災害避難者向け保養プラン」 

【宿泊施設】コテージ 

【チェックイン／アウト】14:00-18:00 ／ 翌 8:00-11:00 

【料金】施設使用料金＋サイト使用料金 詳細は下表のとおり 

施設使用料金（１泊当たり） 

大人 小人 シルバー 幼児 

15 才以上 小・中学生 65 才以上 小学生未満 

700 円 200 円 500 円 無料 

サイト使用料金（１泊当たり） 

サイト 料金 条件など 

コテージ 3,000 円／1棟（通常 15,000～35,000 円） 4 人以上で申込み※

※ 6 人用、8 人用、14 人用の指定はできません。利用者数に応じて、エコキャンプにて振分けを

行わせていただきます。 

【サービス】食材・生活用品販売（有料）、調理器具の貸出（無償）、寝具交換 

【設備】別紙「エコキャンプみちのく ご利用案内」をご覧ください。 

 

＜注意事項＞ 

※ 被災したことがわかる書類（罹災証明書や元住所がわかる書類（運転免許証等））をお持ちくだ

さい。（１グループ１枚の提示でＯＫです。） 

※ なるべく多くの方にご利用いただけますよう１回の申込みにつき連泊は 1 週間（6 泊 7 日）ま

でとさせていただきます。 

※ エコキャンプみちのくは、キャンプ場であるため、洗顔セット（タオル、洗顔料、髭剃り等）

は備え付けておりません。ご持参のほど、よろしくお願いします。 

震災復興応援プランの概要 



 
 
 

「５月２０日（金）９：００から優先予約を開始します！」 
 
 

 震災復興応援プランについては、特別料金にて提供させていただくとともに、専用エリアを設定

し、一般利用よりも早い時点からの優先予約により受付を行います。 

 

（１） 優先予約の対象 

 震災復興応援プラン（「災害ボランティア向け滞在プラン」、「災害避難者向け保養プラン」）

の利用対象となる方 

 

（２） 優先予約 

① 受付開始日 

平成２３年５月２０日（金）９：００～ 

※受付は「電話予約のみ」とさせていただきます。 

 

② 予約対象期間 

・平成２３年６月１日（水）～８月２０日（土）の予約を受け付けます。 

・８月２１日（日）以降の予約につきましては、利用状況・周辺状況に応じ実施させていた

だくこととし、詳細は後日ＨＰ等によりお知らせいたします。 

 

（３） 震災復興応援プランの専用エリア 

コテージ、オートキャンプサイト、フリーテントサイトの各エリアについて、一定数の震

災復興応援プラン専用エリアを設定いたしますので、枠に余裕があれば、直前の予約でもご

利用いただくことができます。（専用エリアについては、一般利用の受付を行いません。） 

 

 

 

 

 

「６月１日（水）９：００から予約受付を再開します！」 
 
（１）予約受付 

① 受付開始日 

 「震災復興応援プラン」を設定するため、予約については、１ヶ月前からの受付とさせて

いただきます。 

平成２３年６月１日（水）９：００～ 

 

② 予約対象期間 

・平成２３年６月１日（金）～７月３１日（日）の予約を受け付けます。 

・８月１日（月）以降の予約につきましては、後日ＨＰ等によりお知らせいたします。 

 

（２）宿泊施設の制限について 

「震災復興応援プラン」の設定のため、例年より、予約が取りにくいことが考えられます

が、ご理解のほど、よろしくお願いします。 

 

※なお、上記内容につきましては、状況により変更させていただく場合もございますので、ご了承

下さい。 

優先予約の概要 

一般利用について 
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