
国 営 公 園 名 
(注 1)(注 2) 

無料入園日 
主 な 催 事 

滝野すずらん丘陵公園 

(℡ 011-594-2100) 

(HP http://www.takinopark.com/) 

9/18（日） 

9/25（日） 

・ダリヤでクラフト（10/2） 

・稲刈り体験（10/8） 

・チューリップを植えよう（10/8,9） 

・紅葉まつり（10/15～10/30） 

・玄米を作ろう（脱穀体験）（10/30） 

国営みちのく杜の湖畔公園 

(℡ 0224-84-6211) 

(HP https://www.michinoku-park.info/) 

10/ 8（土） 

10/15（土） 

・オータムフェスタ（9/17～10/23） 

・みちのく公園秋のクイズラリー（9/17～10/23） 

・フォトスポット（10/1～10/23） 

・造園フェスティバル（10/15） 

国営常陸海浜公園 

(℡ 029-265-9411) 

(HP https://hitachikaihin.jp/) 

10/ 1（土） 

10/ 8（土） 

・コキアカーニバル(10/1～10/30) 

・都市緑化フェスティバル(10/9) 

国営武蔵丘陵森林公園 

(℡ 0493-57-2115) 

(HP https://www.shinrinkoen.jp/) 

10/ 1（土） 

10/16（日） 

・Happy Dog Festa（10/9） 

・沼まつり（10/16） 

・森のハロウィンナイト 2022 

(10/21,22,23,28,29,30) 

国営昭和記念公園 

(℡ 042-524-1516) 

(HP https://www.showakinen-koen.jp/ ) 

10/16（日） 

10/23（日） 

・万葉植物画展「アートと万葉歌の出逢い」 

(9/9～10/30) 

・コスモスまつり(9/10～10/23) 

・Instagram 秋のフォトコンテスト 2022 

(9/10～11/27) 

・第 26 回「よみがえる樹々のいのち」展 

(10/11～11/27) 

・第 99 回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

(10/15) 

・スポーツフェスタ 2022 (10/22) 

・TOKYO outside Festival 2022(10/29) 

国営東京臨海広域防災公園 

(℡ 03-3529-2171) 

(HP https://www.tokyorinkai-koen.jp/) 

無料公園（注 3） ― 

国営アルプスあづみの公園 

(堀金・穂高地区 

℡ 0263-71-5511 

   大町・松川地区 

       ℡ 0261-21-1212) 

 

(HP http://www.azumino-koen.jp) 

10/ 1（土）※ 

10/ 2（日）※ 

【堀金・穂高地区】 

・OutdoorPark（10/1,2） 

・第１８回 あづみの公園早春賦音楽祭（10/2） 

・森カフェ・秋 ～ドングリ拾い～（10/9） 

【大町・松川地区】 

・北アルプスフェア 2022（10/1,2） 

・アルプスあづみのりんごチャレンジ（10/8～10） 

・謎解きにチャレンジ！謎解きゲーム（9/10～11/23） 

国営公園の無料入園日と主な催事  
※各国営公園における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策へのご協力をお願いいたします。 

別 紙 ３  



国 営 公 園 名 
(注 1)(注 2) 

無料入園日 
主 な 催 事 

国営越後丘陵公園 

(℡ 0258-47-8001) 

(HP  https://echigo-park.jp/) 
10/ 2（日） 

10/ 9（日） 

・コスモスまつり(9/17～10/30) 

・香りのばらまつり(10/8～10/30) 

・ハッピーハロウィン(10/8～10/31) 

・香りのばらクイズラリー(10/8～10/30) 

・国際香りのばら新品種コンクール人気投票 

（10/8～10/30） 

・ばら苗販売会（10/8～10/30） 

・ばら栽培講習会(10/23) 

・親子森遊び学校（10/10） 

・里山ウォーキング（10/23） 

・収穫祭（10/29,30） 

・ばら講演会＆ガーデンツアー(10/30) 

・雪割草を植えよう（10/30） 

国営木曽三川公園 

(℡ 0594-24-5719) 

(℡ 058-251-1379) 

(HP https://www.kisosansenkoen.jp/) 

無料公園※ 

【ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ江南】 

・ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ江南秋のｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨ(9/17～11/13) 

【138 ﾀﾜｰﾊﾟｰｸ】 

・138 ﾀﾜｰﾊﾟｰｸｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ(9/10～11/3) 

【ﾜｲﾙﾄﾞﾈｲﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ】 

・ｻﾘｵﾊﾟｰｸ祖父江ｵｰﾀﾑｲﾍﾞﾝﾄ(10/8～10/23) 

・稲沢ｻﾝﾄﾞﾌｪｽﾀ 2022 砂の造形展(10/8～11/3) 

【木曽三川公園ｾﾝﾀｰ】 

・秋の花物語(9/17～11/3) 

淀川河川公園 

(℡ 072-843-2861) 

(HP https://www.yodogawa-park.jp/) 

無料公園※ 

【大塚地区】 

・秋の河川公園自然・楽しみ発見プログラム

（10/23） 

【背割堤地区】 

・秋の野草教室（10/15） 

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 

(℡ 0744-54-2662) 

(HP https://www.asuka-park.jp/ 

 https://www.heijo-park.jp/) 

無料公園 

【飛鳥区域】 

・飛鳥★星祭り（10/15,16） 

・飛鳥の美 ～ベンガラ染め～（10/15～10/21） 

・里山自然教室「ほうき草でほうきづくり」（10/22） 

・古都飛鳥散歩「飛鳥の野の花めぐり」（10/29） 

・稲刈りまつり（10/30） 

・飛鳥里山ようちえん（10/30） 

【平城宮跡区域】 

・染色ワークショップ ～柿渋染め～（10/1） 

・秋の植物観察会（10/1,15） 

・平城宮跡いきものレンジャー（10/2） 

・ボタニカルアート教室・中級編（10/2） 

・秋の昆虫観察会（10/16,30） 

国営明石海峡公園 

(℡ 078-392-2992) 

(HP http://awaji-kaikyopark.jp/ 

http://kobe-kaikyopark.jp/) 

10/ 1（土） 

10/10（月） 

【淡路地区】秋のカーニバル(9/17～11/3) 

【神戸地区】あいな里山秋フェスタ(10/1,2,8～10) 



 

(注１) 
新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、臨時閉園もしくは無料入園日の中止等を行う場合がございます。 
ご利用にあたっては、あらかじめ各公園 HP をご確認いただくようお願いします。 
(注２) 
駐車料金につきましては、無料入園日も有料となります。 
ただし、無料入園日に※印がついている公園につきましては、駐車料金も無料です。 
(注３) 
国営東京臨海広域防災公園につきましては、一般の来園・来館者用駐車場はございませんので、公共交通機関
をご利用ください。 
団体利用者専用駐車場（大型車・マイクロバス）はございますが、ご利用にあたっては予めお問い合わせくだ
さい。 
(注４) 
国営吉野ヶ里歴史公園につきましては、東口駐車場の大型車・マイクロバスは有料となります。 

 
 

国 営 公 園 名 
(注 1)(注 2) 

無料入園日 
主 な 催 事 

国営備北丘陵公園 

(℡ 0824-72-7000) 

(HP http://www.bihoku-park.go.jp/) 

10/ 9（日） 

10/16（日） 

・備北コスモスピクニック（9/17～10/23） 

・NAVA-1 フェスタ（きのこのお祭り）(10/16)  

・秋の神楽（10/2,9,16） 

・庄原うまいもんマルシェ（10/23） 

国営讃岐まんのう公園 

(℡ 0877-79-1700) 

(HP https://sanukimannopark.jp/) 

10/ 9（日） 

10/23（日） 

・秋！色どりフェスタ(9/17～10/30) 

・秋風ウォーク（10/10） 

・花笑フォトコンテスト#2022 秋(9/17～10/31) 

・花苗プレゼント(10/15) 

・のりものフェスタ 2022（10/2） 

・コスモスのお花摘み体験（10/30） 

海の中道海浜公園 

(℡ 092-603-1111) 

(HP https://uminaka-park.jp/) 

10/ 2（日） 

10/30（日） 

・うみなか＊はなまつり（9/23～11/13） 

・秋の都市緑化月間「花の種配布」（10/1～10/31) 

・環境共生の森「秋の収穫祭」（10/16） 

・造園フェスティバル（10/30） 

国営吉野ヶ里歴史公園 

(℡ 0952-55-9333) 

(HP https://www.yoshinogari.jp/) 

（注 4） 

10/29（土） 

10/30（日） 

・特別企画展「よみがえる邪馬台国」（9/17～11/6） 

・疑似発掘体験（10/15） 

・鷹使いの技実演（10/16） 

・土器づくり（10/22,23） 

・吉野ヶ里ふるさと炎まつり（10/29,30） 

国営沖縄記念公園【海洋博覧会地区】 

(℡ 0980-48-3140) 

(HP http://oki-park.jp/) 

無料公園※ 

 

10/ 2（日） 

10/23（日） 

 

（無料入館施設： 

熱帯ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ、

海洋文化館） 

・秋の都市緑化月間「苗木の無料配布」 

（10/1～10/31） 

・植物クイズスタンプラリー（毎日） 

・亜熱帯の植物を学ぶスタンプラリー（毎日） 

・海洋博公園「ハロウィーン」（10 月中の土日） 

クイズラリー、フォトスポット設置等 


