
時　間 内　　　　　容 場　所
所要
時間

葛巻町概要説明

　※葛巻町の新エネルギー施策等の説明など

ゼロエネルギー住宅見学

　※新エネルギー設備と町産材がコラボした、くずまき型モデルエコ住宅

木質バイオマスガス化発電設備見学

　※森林整備の過程で発生する間伐材を原料に、エネルギーを回収、有効利用できるシステム

畜ふんバイオマスシステム見学

　※家畜排せつ物などを原料に、熱や電気、有機肥料を回収・有効利用できるリサイクルシステム

昼　食

13:00 ～ 13:40 移　動 40分

グリーンパワーくずまき風力発電所

　※標高1000ｍを超える上外川高原にそびえ立つウィンドファーム

13:50 ～ 14:30 移　動 40分

葛巻中学校太陽光発電

　※校舎の電力の一部を賄うとともに、子ども達の環境教育に役立っている太陽光発電

14:40 ～ 15:00 移　動 20分

ペレットボイラー・ストーブ

　※木の皮を円筒状に加工した燃料（バークペレット）を使用する、ボイラーやストーブ

　※視察終了後、町特産品の山ぶどうワインの試飲もできます。

時　間 内　　　　　容 場　所
所要
時間

葛巻町概要説明

　※葛巻町の新エネルギー施策等の説明など。

木質バイオマスガス化発電設備見学

　※森林整備の過程で発生する間伐材を原料に、エネルギーを回収、有効利用できるシステム

畜ふんバイオマスシステム見学

　※家畜排せつ物などを原料に、熱や電気、有機肥料を回収・有効利用できるリサイクルシステム

グリーンパワーくずまき風力発電所

　　※標高1000ｍを超える上外川高原にそびえ立つウィンドファーム

13:40 ～ 13:50

14:30 ～ 14:40

○半日コース（AM・PM）

15:00 ～ 15:20

葛巻中学校

40分移　動

くずまき高原牧場 40分

上外川高原

60分

上外川高原

60分

【留意事項】

　・くずまき高原牧場内及び町内の移動がありますので、各自移動用の車両を確保願います。

10分

くずまき高原牧場

20分

　・待ち合わせ場所は、『くずまき高原牧場内の「プラトー」』となりますので、お間違えないようお願いいたします。　

森のこだま館
森の館ウッディ

10分

10分

【新エネコース】

くずまき高原牧場
「プラトー」

60分10:00 ～ 11:00

○１日コース

くずまき高原牧場
「プラトー」

11:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

夏期視察コース（5月1日～10月31日）

【留意事項】

　・待ち合わせ場所は、『くずまき高原牧場内の「プラトー」』となりますので、お間違えないようお願いいたします。　

　・くずまき高原牧場内及び町内の移動がありますので、各自移動用の車両を確保願います。

午前　09:00 ～ 10:00
午後　13:30 ～ 14:30

午前　10:00 ～ 10:40

午後　14:30 ～ 15:10

午前　10:40 ～ 11:20
午後　15:10 ～ 15:50

午前　11:20 ～ 11:30
午後　15:50 ～ 16:00

60分
くずまき高原牧場

「プラトー」



時　間 内　　　　　容 場　所
所要
時間

葛巻町概要説明

　※葛巻町の新エネルギー施策等の説明など

ゼロエネルギー住宅見学

　※新エネルギー設備と町産材のコラボしたくずまき型モデルエコ住宅

木質バイオマスガス化発電設備見学

　※森林整備の過程で発生する間伐材を原料に、エネルギーを回収、有効利用できるシステム

畜ふんバイオマスシステム見学

　※家畜排せつ物などを原料に、熱や電気、有機肥料を回収・有効利用できるリサイクルシステム

15:30 ～ 16:10 移　動 40分

グリーンパワーくずまき風力発電所見学

　※標高1000ｍを超える上外川高原にそびえ立つウィンドファーム

16:20 ～ 17:00 移　動 40分

宿　泊

合　流

09:00 ～ 09:10 移　動 10分

葛巻中学校太陽光発電見学

　※校舎の電力の一部を賄うとともに、子ども達の環境教育に役立っている太陽光発電

09:20 ～ 09:40 移　動 20分

エコ・ワールドくずまき風力発電所見学

　※町のシンボルである風力発電施設

09:50 ～ 10:10 移　動 20分

ペレットボイラー・ストーブ

　※木の皮を円筒状に加工した燃料（バークペレット）を使用する、ボイラーやストーブ

　※視察終了後、町特産品の山ぶどうワインの試飲もできます。

10:10 ～ 10:30

上外川高原

○宿泊コース

09:40 ～ 09:50

１0分

13:30 ～ 14:30

くずまき高原牧場

16:10 ～ 16:20

10分

　・待ち合わせ場所は、『くずまき高原牧場内の「プラトー」』となりますので、お間違えないようお願いいたします。　

グリーンテージ
くずまき

【留意事項】

17:00 ～       

        ～ 09:00

09:10 ～ 09:20

くずまき高原牧場
「プラトー」

20分
グリーンテージ

くずまき

60分

60分

14:30 ～ 15:30

袖山高原

森のこだま館
森の館ウッディ

葛巻中学校 10分

20分

　・くずまき高原牧場内及び町内の移動がありますので、各自移動用の車両を確保願います。



時　間 内　　　　　容 場　所
所要
時間

葛巻町概要説明

　※葛巻町の新エネルギー施策等の説明など

エコ・ワールドくずまき風力発電所見学

　※町のシンボルである風力発電施設

時　間 内　　　　　容 場　所
所要
時間

葛巻町概要説明

　※葛巻町の新エネルギー施策等の説明など

グリーンパワーくずまき風力発電所

　※標高1000ｍを超える上外川高原にそびえ立つウィンドファーム

時　間 内　　　　　容 場　所
所要
時間

葛巻町概要説明

　※葛巻町の新エネルギー施策等の説明など。

木質バイオマスガス化発電設備見学

　※森林整備の過程で発生する間伐材を原料に、エネルギーを回収、有効利用できるシステム

畜ふんバイオマスシステム見学

　※家畜排せつ物などを原料に、熱や電気、有機肥料を回収・有効利用できるリサイクルシステム

時　間 内　　　　　容 場　所
所要
時間

エコ・ワールドくずまき風力発電所見学　（エコ・ワールド）

　※町のシンボルである風力発電施設

グリーンパワーくずまき風力発電所　（グリーンパワー）

　※標高1000ｍを超える上外川高原にそびえ立つウィンドファーム

木質バイオマスガス化発電設備見学　（木質バイオ）

　※森林整備の過程で発生する間伐材を原料に、エネルギーを回収、有効利用できるシステム

畜ふんバイオマスシステム見学　（畜ふんバイオ）

　※家畜排せつ物などを原料に、熱や電気、有機肥料を回収・有効利用できるリサイクルシステム

40分

【風車コースⅡ】　　（グリーンパワーくずまき風力発電所）

移　動

60分

上外川高原 10分

袖山高原 10分

【風車コースⅠ】　（エコ・ワールドくずまき風力発電所）

60分

20分

葛巻町役場

葛巻町役場

20分

くずまき高原牧場
「プラトー」

袖山高原

要相談 上外川高原 20分

要相談 くずまき高原牧場 20分

要相談 くずまき高原牧場 20分

午前　10:00 ～ 11:00
午後　13:30 ～ 14:30

午前　11:00 ～ 11:20
午後　14:30 ～ 14:50

午前　11:20 ～ 11:30
午後　14:50 ～ 15:00

【見学コース】

要相談

　・くずまき高原牧場内及び町内の移動がありますので、各自移動用の車両を確保願います。

60分

くずまき高原牧場 40分

【バイオコース】

午前　11:00 ～ 11:40
午後　14:30 ～ 15:10

午前　11:40 ～ 11:50
午後　15:10 ～ 15:20

　・待ち合わせ場所は、『葛巻町役場』となりますので、お間違えないようお願いいたします。　

　・町内の移動がありますので、各自移動用の車両を確保願います。

移　動

午前　10:00 ～ 11:00
午後　13:30 ～ 14:30

【留意事項】

　・待ち合わせ場所は、『くずまき高原牧場内の「プラトー」』となりますので、お間違えないようお願いいたします。　

午前　11:00 ～ 11:40
午後　14:30 ～ 15:10

　・町内の移動がありますので、各自移動用の車両を確保願います。

【留意事項】

　・待ち合わせ場所は、『葛巻町役場』となりますので、お間違えないようお願いいたします。　

【留意事項】

午前　10:00 ～ 11:00
午後　13:30 ～ 14:30


