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Uenbetsu Shogakko Coca-Cola Environment House 

 1. 利用にあたって 

 (１)利用できる団体  
 
   自然体験プログラムの利用、研修や文化・スポーツ等の活動などを行う原則10名以上（1歳以上）の 
   グループです。10名未満の場合はご相談下さい。 
   なお、18歳未満の方が利用する場合は 、20歳以上の引率者（指導者）が必要です。 
 
  団体例  
   ○保育園、幼稚園、学校及び学校の部活動、サークルなど 
   ○各種スポーツ関係団体、各種文化関係団体、青少年団体など  
   ○友人、家族、グループ、ＰＴＡ、クラス会、同窓会、老人会など  
   ○研修や交流を目的とした各種団体、企業、官公庁など  
 
      但し、宗教活動や政治活動を目的とした利用についてはお断りしております。 
      また、館内での営利を目的とした販売行為はご遠慮下さい。  
 

  
  
 (２) 開館時間・施設利用時間・休館日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 (３) 利用にあたって(料金、利用方法等) 

  
  ① 宿泊利用について 
 
  ａ.宿泊定員:80名（全6室）  
 
   b.宿泊料金＜ 1名様1泊料金・寝具付＞（別途消費税をいただきます） 
 

 
 
 

  
   
 
  ○和室を利用の場合は、１名様につき500円加算となります。 
  ○宿泊料金には、浴室利用料も含まれます。(浴室の詳細は、P.9を参照ください。)  
  ○宿泊利用時間は、14：00～翌日10：00までです。 

 

開館・受付時間   9:00～18:00 （12月～3月は9：00～17:00) 

施設利用時間   9:00～21:00（事前予約による宿泊の場合を除く）  

職員対応時間 
（宿泊の場合）  

 7:00～22:00  

休館日 
 毎週火曜日（事前予約による宿泊・プログラム利用の場合を除く）、   
 年末年始 

その他  館内整備の為、臨時で休館する場合がございます。 

幼児（1歳以上） 900円 

小・中学生 2,200円 

高校生以上 2,500円 
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 c. 各宿泊施設の収容人数等 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  d.宿泊施設の利用について   
 

  ○寝具の上での飲食はしないで下さい。 

  ○掛ふとん、敷ふとん、枕には必ずシーツ、カバー（以降シーツ類）を装着して下さい。 

  ○長期宿泊の場合は3日間使用するたびにシーツ類を交換いたします（無料）。 

  ○退館日・シーツ類交換日にはシーツ類を所定の場所にまとめて置いて下さい。 

  ○退館する時は、寝具はたたんで使用前の状態に戻して下さい。 

  ○宿泊室の2段ベット（上段）を利用する際は、必ずハシゴを使用して下さい。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

施設名 
宿泊 

収容人数 
面積 設備  

宿泊室Ａ 20名 66.25㎡ 
 2段ベット（12名） 
 カーペット敷き（8名） 

宿泊室Ｂ 16名 39.75㎡ 
 2段ベット（10名） 
 カーペット敷き（6名） 

宿泊室Ｃ 18名 46.37㎡ 
 2段ベット（10名） 
 カーペット敷き（8名） 

宿泊 兼 研修室 20名 66.25㎡  カーペット敷き（20名） 

和室Ａ 3名 23.19㎡  和室（畳敷き）、座卓1 

和室Ｂ 3名 23.19㎡  和室（畳敷き）、座卓1 

 

② 食事について 

   

ａ.食事料金について＜1名様料金※＞（別途消費税をいただきます） 

 

 

 

 

 

  ○上記時間外での食事についてはご相談下さい。       

                                

b.食事・食堂について   

   

    ○15名様以上でビュッフェ形式のご用意も可能です。幼児（3歳以上の未就学児）は半額です。 

  ○昼食はお弁当やパン食もご用意可能です。打ち合わせの際に、ご相談下さい。 

  ○団体等が混み合っている場合には、時間の調整・割り振りをさせていただくことがあります。 

   時間を守ってご利用下さい。 

  ○食事開始時間になりましたら、手を洗い、食堂におこしください。 

  ○団体ごとに指定されたテーブルで食事をして下さい。 

  ○食事の片付けはセルフサービスとなっています。食器類の返却、テーブルふきなどは 

   各団体で行なってください。 

  ○食品のお持込に制限はありませんが、万が一持込み食品に起因しての事故が発生した場合、 

   当館では一切の責任は負いかねますのでご了承下さい。 

 

 

 

朝食  7:30～ 500円～ 

昼食 12:00～ 650円～ 

夕食 18:00～ 1,000円～ 
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施設名 利用料金 
施設利用 
収容人数 

面積 設備 / 利用範囲 

宿泊 兼 研修室 600円 / 1時間  20名 66.25㎡ 
 カーペット敷き（20名） 

 宿泊・研修など 

和室Ａ/和室Ｂ 各600円 / 1時間  6名 23.19㎡ 
 和室（畳敷き）、座卓1 

 宿泊・会議 

食堂 600円 / 1時間  40名 66.25㎡ 

 板張り、テーブル5、椅子40、 
 小上がり（座卓2） 

 会議など（食事使用時以外） 

作業室 600円 / 1時間  48名 66.25㎡ 
 板張り、テーブル6、椅子48、スクリーン 

 研修・会議など 

旧音楽室 600円 / 1時間  40名 82.81㎡ 
 板張り、児童机30・児童椅子30 

 研修・会議など 

屋外体験施設 600円 / 1時間  80名 97.7㎡ 
 BBQ用焼き台（16台）上水道、流し台 

 屋外自然体験、BBQ  

体育館※ 1,000円 / 1時間 ― 499.04㎡ 
 アリーナ（18m×20m）、ステージ有り 

 スポーツ・研修・講演・イベントなど 

校庭（芝） 1,000円 / 1時間 ― 約2,500㎡ 

 ― 

 軽い運動など（スパイクを着用しての 
 ご利用はご遠慮下さい） 

シャワー 
(浴室) 

200円 / 1人  

(大) 8名 (大)浴室23.19㎡ 
ボディソープ、リンスインシャンプー 
脱衣籠 
※宿泊利用の方は、宿泊料金に利用料が 
 含まれています。 
 

(小) 3名 (小)浴室8.47㎡ 

③施設利用について 
 
 ａ.各施設の収容人数・利用範囲について（別途消費税をいただきます） 
  

 
 
  ※スポーツ用具（バレーボール・バドミントン・卓球等）の設備・備品について、 
   詳しくは職員にお問い合わせ下さい。    
        

b.屋外体験施設でのBBQ利用について （別途消費税をいただきます） 
 
 ○当館の利用団体には、BBQをご用意できます。(5月～10月)) 
 ○ご利用時間は10:00～19:00となっております。(19:00以降のご利用は要相談となります。） 
 ○ゴミはお持ち帰り下さい。持ち帰りが難しい場合は、予約時にご相談下さい。 
 ○多少に関わらず持込食材についての事故等の責任は当館では負いかねます。      

プラン 価格(1人前) 備考

Aセット ¥2,000

Bセット ¥2,300

　
\600/h

\1000/台

内容

※屋外体験施設利用料、焼台、
　炭等の料金が含まれています。

※利用時間は2時間です。

※おにぎりの場合はご相談下さい。

※炭や焚付等はご用意下さい。

お手軽

プラン

羊・鶏・豚・野菜・ご飯

牛・羊・鶏・豚・野菜・ご飯

お持込み

プラン

施設利用料

焼台（6名利用可）貸出

4 
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④ 自然体験プログラムについて  

  豊かな自然に恵まれた栗山町で、北海道のみならず日本全国の子供たちに向けて自然体験、クラフト体験、   

  農業体験をはじめとして、さまざまな体験プログラムを実施しております。 

  別冊「くりやまふるさと自然体験プログラム集」もご用意してます。 

   HPでもご覧になれます。 

  詳しい内容は、自然体験プログラム担当者からご説明します。 

    

 

⑤ キャンセル料について 

 

 ａ.宿泊・食事・自然体験プログラムのキャンセル 

 

 

 

 

  

  ※人数変更につきましては、なるべくお早めにご連絡下さい。  

 

 b.施設利用のキャンセル料 

 

 

    

  ※複数の施設利用の場合は、3日前よりキャンセル料（50％）が発生します。 

 

 

⑥ お支払いについて 

   

 ○宿泊、施設利用、食事、自然体験プログラム等の料金は、利用最終日までに受付窓口に現金で 

  お支払い下さい。  

 ○銀行振込による後納の場合は、振込手数料はお客様ご負担となります。  

 

 

実施日の7日以内 料金の50％ 

実施日の3日以内 料金の80％ 

実施日当日、無連絡で宿泊しなかった場合 料金の100％ 

実施日当日、無連絡で利用しなかった場合 料金の100％ 
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 2. 申込手順 

○予約は6ヶ月前より受付致します。

○提出していただく申込書類は「①宿泊・施設利用申込書」、「②活動計画表」、「③食事申込書」、

 「④宿泊者名簿」の4枚です。

■利用当日までの流れ

0123-72-1696
info@uenbetsu.jp
http://uenbetsu.jp

団体名・利用希望日時・利用人数・活動内容・担当者氏名・連絡先をお知らせ下さい。

FAX・メール・HPでお問い合わせの方には、折り返し当館より利用可能を含め、

ご連絡を致します。

利用日の1ヶ月前までに申込書類に必要事項を記入し、提出して下さい。

申込書類はHPからダウンロードできます。（FAX又はメールでの送付も致します。）

申込書類を受け取り次第、予約確定となります。

変更・キャンセル等が出た場合は速やかにご連絡下さい。

（利用日の7日前からのキャンセルにはキャンセル料金が発生致します。

　　   詳細は、P.5を参照ください。)

代金は利用最終日までに受付窓口にお支払い下さい。

○当日の予約状況によってはご希望に添えない場合がございます。ご了承下さい。

○事前に当館を下見されると打合わせがスムーズに進みます。下見ご希望の場合は、ご連絡下さい。

○申込前にご利用の手引きをご一読下さい。

問い合わせ

HP

TEL/FAX
E-mail

予約確定

申込書類の提出

利用

6 



Uenbetsu Shogakko Coca-Cola Environment House 

 
(２) コインランドリー 
 

    
 
  ○ご利用になる前に、職員に申し出て下さい。 
  ○皆さんでご利用頂きますので、清潔に保ち、洗濯終了後は速やかに衣類を取り出してください。 
  ○洗濯機の利用時間は22:00までとなっております。計画的にご利用下さい。 
  ○洗剤は、お客様にてご用意下さい。施設での販売、貸出は行なっていません。  
 
  

(３) 暖房器具 
 
  ○ストーブなどの暖房器具付近は火傷等の危険がありますので、十分注意して下さい。  
  ○定期的に換気を行って下さい。 

 
 
(４) 駐車場  
 
  ○乗用車30台とバス2台分程度のスペースがございます。 
  ○駐車場での事故や盗難などについては一切の責任を負いかねます。  

 
 
(５) その他  
 
  ○公衆電話はございません。電話での連絡が必要な場合（緊急の場合のみ）は受付に申し出下さい。   
  ○1F配膳室にソフトドリンクの自動販売機を設置いたしております。  
  ○家庭用大型冷蔵庫及び小型製氷機を設置致しております。無料でご利用頂けますが、ご利用に際し 
   ましては予約時に申し出て下さい。  

洗濯機（3台） 各200円 / 1回  

3. 附属設備について 

(１) 浴室 
  
  ○入浴時間は原則として、16:00～22:00の間です（時間外利用は要相談）。  
  ○利用者、団体等が混み合っている場合には、時間の調整・割り振りをさせていただくことが 
   ございます。時間を守ってご利用下さい。   
  ○タオルやドライヤーは設置していませんので、各自でご用意下さい。  
   一度にドライヤーを複数使うと、ブレーカーが落ちる可能性がございますので各部屋で 
   一台ずつ交代でご使用ください。 

  ○入浴マナーや片付けの指導を、各団体で行って下さい。  
 
 

施設名 
施設利用 
収容人数 

面積 設備 

浴室（大） 15名 
浴室23.19㎡ 
脱衣室7.77㎡ 

 ボディソープ、リンスインシャンプー、 
 椅子、洗面器、脱衣籠 

 入浴、シャワー 

浴室（小） 6名 
浴室8.47㎡ 
脱衣室7.17㎡ 

 ボディソープ、リンスインシャンプー、 
 椅子、洗面器、脱衣籠 

 入浴、シャワー 

7 



Uenbetsu Shogakko Coca-Cola Environment House 

 (１) ご利用にあたって 

 
  ○活動計画表をもとに、規則正しい生活をして下さい。 

  ○事前に参加者の健康状態を十分に把握しておいて下さい。 

  ○利用した施設や活動で使用した物品の整理整頓を行って下さい。 

  ○他団体の利用施設には入らないで下さい。また、他団体に迷惑となる行為はおやめ下さい。  

  ○利用期間中の外出及び中途での到着・出発については、各団体で人数を把握し職員に連絡して下さい。 

  ○廊下等を歩く際には必ずスリッパや上履きを履いてください。 

    
   

 (２) 持ち物について 
 

  ○大人用サイズのスリッパはございますが、足のサイズが小さい子どもや体育館をご利用になる場合は 

   上履をお持ち下さい。 

  ○宿泊時には、着替え、洗面用具、タオル、健康保険証（又はコピー）をお持ち下さい。 

  ○医薬品は、各団体で用意して下さい。  

  ○必要のある方は常備薬をお持ち下さい。  

 

  (３) 環境への配慮について  
 

  ○当館における節電、節水及び冬期間における館内保温にご協力ください。 

  ○ゴミの処理については、P.9を参照下さい。 

    

 (４) 喫煙について  
 

  ○館内は全面禁煙です。喫煙は1F中央玄関外部の喫煙所をご利用下さい。  

   なお、22：00～朝6：00までは玄関を施錠するため、喫煙所はご利用できません。  

  ○館内での喫煙が見受けられた場合は、退館していただく場合がございます。 

   その際の宿泊料金はご返却されませんのでご了承下さい。 

   

  (５)傷病者の対応について 
 

  ○事故発生時や傷病者が出た場合は、直ちに職員へ連絡して下さい。  

  ○傷病者の搬送は、各団体で行って下さい。  

  ○野外活動等の間、傷病者が館内に残る場合は必ず責任者が付き添って下さい。  

 

 (６)災害時の対応について  
 

  ○万一の時に備え、各団体で非常口・避難経路を必ず確認して下さい。 

  ○火災や地震等の災害が発生した場合は職員の指示に従い、代表者（引率者）は 

   自団体の掌握と安全確保に万全を期して下さい。     

  

 (７)その他 
 

  ○盗難、紛失等については一切責任を負いかねます。お客様の責任において管理して下さい。 

  ○施設、用具等の破損があった場合は、代表者（引率者）の方が受付に連絡して下さい。 

  （場合によっては、弁償となる場合がございます。）  

  ○食品のお持込に制限はありませんが、万が一持込み食品に起因しての事故が発生した場合、 

   当館では一切の責任は負いかねますのでご了承下さい。 

  ○ペットの同伴はご遠慮下さい。 

 4. ハウスの生活について 
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 5. ゴミの処理について 

 (１) ゴミについて  
   
  ○ゴミはお持ち帰り下さい。持ち帰りが難しいゴミについては、廊下のゴミ箱に分別して入れて下さい。 
 
 

 (２)ゴミの分別について  
 

  ○分別方法で不明点がございましたら、職員までお尋ね下さい。 
  ○使用済み空容器は中を洗って下さい。 
   
  ○下記の分類に従って、ゴミを分別・排出してください。 

ペットボトル 

9 

スチール缶 
 

ペットボトルの 
ラベル 

アルミ缶 

ペットボトルの 
キャップ 

プラスティック類 

燃えるゴミ 燃えないゴミ 
その他金属類 
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 6．館内マップ 

10 



Uenbetsu Shogakko Coca-Cola Environment House 

●自動車/234号線⇒栗山町まで約45分  

●電車/新千歳空港⇒石勝線⇒追分から室蘭線⇒栗山駅まで約1時間  

7. アクセスのご案内 

●自動車/札幌IC⇒道中自動車道／江別東ICで約45分  
●電車/札幌駅から特急⇒岩見沢駅から室蘭線⇒栗山駅まで約1時間30分  
●高速バスの場合/札幌ターミナル(バス乗り場) から｢高速くりやま号 ｣｢高速ゆうばり号｣で約1時間  

●タクシー/約10分  
●バス（栗山町営バス鳩山循環線）/約50分（4便/日） ※土・日・祝は運休  
●徒歩/約50分  
 

千歳空港から栗山町へ  

札幌から栗山町へ 

JR 栗山駅からは 

コカ・コーラ環境ハウスからは 

●ふじスポーツ広場（サッカー場）へは車で 約15分  
●栗山町立スポーツセンター（体育館）へは車で 約7分  
●栗山町営球場（野球場）へは車で 約8分  
 

●小林酒造酒蔵へは車で 約10分  
●ハサンベツ里山へは車で約 10分  
●栗山温泉へは車で約 5分  
●シャトレーゼカントリークラブへは車で 約15分  

連絡先 電話番号 住所 

   栗山赤十字病院 0123－72－1015    栗山町朝日3丁目2番地 

   栗山警察署 0123－72－0110    栗山町朝日3丁目115番地  

   南空知消防組合消防本部  0123－72－1835    栗山町中央3丁目309  

   栗山町役場  0123－72－1111    栗山町松風3丁目252  

   北海道中央労災病院 0126－22－1300    岩見沢市4条東16丁目5 

   岩見沢市立総合病院  0126－22－1650    岩見沢市9条西7丁目2番地  

  周辺の主な施設・連絡先一覧 
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