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２．参考資料 エネルギー・環境教育関連情報 2009 

（１）出前授業，見学・展示利用等施設一覧 
 ①出前授業 

対象地域 機関名 所在地 

全国 

エネルギー環境教育情報センタ

ー（エネルギー・コミュニケー

ター派遣制度） 

〒105-0003 

東京都港区西新橋1-6-15愛光ビル(財)社会経済生産性本

部 

連絡先 TEL:03-3593-0936 FAX:03-3593-0930 

E-mail energy-communicator@jpc-sed.or.jp 

URL http://www.icee.gr.jp/koubo/energy-communicator.html 

備 考 エネルギー・コミュニケーターによる出前授業。対象分野はエネルギー全般、石

油、石炭、ガス、電気、原子力・放射線、新エネルギー、省エネルギー、エネル

ギーと環境問題，くらしとエネルギー，エネルギーをめぐる世界情勢。随時申込

み可。ホームページ内の申込書式に希望日時、テーマ、対象児童・生徒等を記載

し予定日の２か月前までに申込み要。講師の日程がつけば随時受付。対象は小・

中・高校生。センターの活動については資-29ページ参照。 

全国 

シャープ㈱環境安全本部環境社

会貢献部 

〒545-8522 

大阪府大阪市阿倍野区長池町22-22 

連絡先 TEL:06-6625-0357 FAX:06-6625-0153 

E-mail ecokyoiku@sharp.co.jp 

URL http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/kyoiku/index.html 

備 考 対象分野は地球温暖化、リサイクル、新エネルギー。例年２月、５月前後の２回

募集。メールかFAXで応募情報の取得先を明記のうえで申込み要。申込み多数の

場合は抽選で決定。対象は小学校４～６年生。 

全国 

三洋電機㈱CSR部 〒105-0014 

東京都港区芝3-23-1 

連絡先 TEL:03-6414-8619 FAX:03-6414-8720 

E-mail  

URL http://www.sanyo.co.jp/eep/introduction/index.html 

備 考 対象分野は電池と環境。例年ホームページ上で募集（時期未定）。ホームページ

内の申込書式で申込み要。申込み多数の場合は抽選で決定。対象は小学校４～６

年生。 

全国 

(財)日本原子力文化振興財団 〒108-0023 

東京都港区芝浦2-3-31第2高取ビル5階 

連絡先 TEL:03-6891-1573 FAX:03-6891-1575 

E-mail mailto:hakengaku@jaero.or.jp 

URL http://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/haken-school_2.html 

備 考 対象分野はエネルギー、環境、科学技術。随時申込み可。ホームページ内の申込

書式に希望日時、テーマ、対象児童・生徒等を記載し予定日の１か月前までに申

込み要。講師の日程がつけば随時受付。講師１名、１回につき10万円程度（謝

金、交通費、資料費、打合せ経費等含む）要。対象は小・中・高校生。 

全国 

NPO法人気象キャスターネット

ワーク 

〒110-0002 

東京都台東区上野桜木1-14-21高遠レジデンスB1 

連絡先 TEL:03-3828-8694 FAX:03-3828-8694 

E-mail info@weathercaster.jp 

URL http://www.weathercaster.jp/ 

備 考 対象分野は地球温暖化、リサイクル、新エネルギー。例年前期・後期に分け学期

前からホームページ上で募集。ページ内の申込書式で申込み要。申込み多数の場

合は抽選で決定。対象はテーマにより小学校４年生～中学生。 

（注）ホームページ情報およびヒアリング情報をもとに中国総研作成。 
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対象地域 機関名 所在地 

中国地域 

中国地域エネルギーフォーラム 〒730-0011 

広島県広島市中区基町5-44広島商工会議所ビル4階 

連絡先 TEL:082-227-1044 FAX:082-227-1088 

E-mail info@cef.jp 

URL http://www.cef.jp/activity/activity_5.html 

備 考 対象分野はエネルギー、環境。例年年度前に教育委員会を通じて募集。指定書式

で申込み要。申込み多数の場合は抽選で決定。対象は小学校１年生～中学生。 

中国地域 

中国電力㈱広報・環境部門（わ

くわくＥ－スクール） 

〒730-8701 

広島県広島市中区小町4-33 

連絡先 TEL:082-523-6184 FAX:082-523-6185 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/eland/demae/index.html 

備 考 対象分野はエネルギー、環境。随時申込み可。ホームページ内の申込書式に希望

日時、対象児童・生徒等を記載申込み要。日程が合えば随時受付。対象は小学校

５年生～高校生。 

鳥取県 

鳥取県衛生環境研究所 〒682-0704 

鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷526-1 

連絡先 TEL:0858-35-5412 FAX:0858-35-5413 

E-mail eiseikenkyu@pref.tottori.jp 

URL http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=65621 

備 考 対象分野は水資源、地球環境、循環型社会。随時申込み可。電話で、もしくはホ

ームページ内の申込書式に希望日時、対象児童・生徒等を記載し申込み要。日程

が合えば随時受付。対象は小学校１年生～高校生。 

鳥取県 

（鳥取市 

東部） 

鳥取ガス㈱ 〒680-0932 

鳥取県鳥取市五反田町6番地 

連絡先 TEL:0857-28-8811 FAX:0857-23-3131 

E-mail  

URL http://www.tottorigas.co.jp/eco/index.html 

備 考 対象分野はエコクッキング。随時申込み可。電話で希望日時、対象児童・生徒等

を伝え申込み要。日程が合えば随時受付。対象は小学校１年生～中学生。 

鳥取県・

島根県 

山陰エネルギー環境教育研究会 〒690-8504 

島根県松江市西川津町1060島根大学教育学部内 

連絡先 TEL:0852-32-6304 FAX:0852-32-6304 

E-mail shige@edu.shimane-u.ac.jp 

URL http://physics.edu.shimane-u.ac.jp/energy/ 

備 考 対象分野はエネルギー、環境。随時申込み可。電話で希望日時、対象児童・生徒

等を伝え申込み要。日程が合えば随時受付。対象は小学校１年生～高校生。 

岡山県 

(財)岡山県環境保全事業団 〒700-0907 

岡山県岡山市下石井2-2-10 

連絡先 TEL:086-224-7272 FAX:086-224-7273 

E-mail  

URL http://www.kankyo.or.jp/koueki/faq/index.php?act=dtl&id=116 

備 考 対象分野は環境。随時申込み可。電話で申込み相談要。日程が合えば随時受付。

対象は小学校４～６年生。 

（注）ホームページ情報およびヒアリング情報をもとに中国総研作成。 
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対象地域 機関名 所在地 

岡山県 

NPO法人おかやまエネルギーの

未来を考える会（エネミラ） 

〒700-0807 

岡山県岡山市南方2-13-1岡山県総合福祉・ボランティ

ア・NPO会館2階ゆうあいセンター気付 

連絡先 TEL:086-232-0363 FAX:086-943-0716 

E-mail enemira@okayama.email.ne.jp 

URL http://enemira.milkcafe.jp/ 

備 考 対象分野は省エネルギー、自然エネルギー、地球温暖化。岡山県等自治体の委託

事業で実施。県内市町村教育委員会を通じ、県内の小学校に呼びかけ募集。申込

み多数の場合は抽選で決定。対象は小学校５～６年生。 

岡山県 

（岡山市 

内） 

岡山ESDプロジェクト 〒700-8544 

岡山県岡山市大供1-1-1岡山市環境保全課岡山ESD推進協

議会事務局 

連絡先 TEL:086-803-1284 FAX:086-803-1737 

E-mail kankyouhozen@city.okayama.okayama.jp 

URL http://www.city.okayama.okayama.jp/kankyou/kankyouhozen/esd/join/index.h

tml 

備 考 対象分野は環境。設定テーマの中から随時申込み可。ホームページ掲載の申込書

式に必要事項を記載し開催希望日の１か月前までに申込み要。講師と日程を調整

のうえ受付。対象は小学生～大学生（テーマ別に設定）。 

広島県 

脱温暖化ぬまくまフォーラム 〒720-0403 

広島県福山市沼隈町下山南1122-2脱温暖化ぬまくまフォ

ーラム岡田妙子代表 

連絡先 TEL:084-987-0679 FAX:084-987-0679 

E-mail taekookada@tea.ocn.ne.jp 

URL http://www.kanhokyo.or.jp/ondan/05chiiki/0529numakumatyou.html 

備 考 対象分野は環境、地球温暖化。随時申込み可。代表に電話で申込み相談要。内容

と日程を調整のうえ受付。福山市沼隈地区周辺以遠への出前は旅費、資料代等

要。対象は小学校４～６年生。 

広島県 

広島ガス㈱広報環境室 〒734-8555 

広島県広島市南区皆実町2-7-1 

連絡先 TEL:082-252-3000 FAX:082-252-3090 

E-mail  

URL https://www.hiroshima-gas.co.jp/bumi/future/ 

備 考 対象分野はエネルギーの環境特性、省エネルギーの大切さ。年度初めに教育委員

会を通じて募集。申込み多数の場合は抽選で決定。対象は小学校１年生～中学

生。 

広島県 

（廿日市 

市内） 

地球温暖化対策はつかいちさく

ら協議会 

〒738-0014 

広島県廿日市市住吉2-2-16廿日市市市民活動センター内

メールボックス地球温暖化対策はつかいちさくら協議会 

連絡先 TEL:082-921-2085（菅川宅） FAX:082-921-2085（菅川宅） 

E-mail maimai@xd5.so-net.ne.jp 

URL http://www.kanhokyo.or.jp/ondan/05chiiki/0530hatukaichishi.html 

備 考 対象分野は環境、地球温暖化、省エネルギー。随時申込み可。電話またはE-mail

で連絡を。内容と日程は要調整。遠方への出前は旅費等希望。対象は中学生くら

いまで。 

広島県 

(呉市内) 

くれ環境市民の会 〒737-8509 

広島県呉市中央6-2-9呉市環境政策課 

連絡先 TEL:0823-25-3303 FAX:0823-32-1621 

E-mail kansei@city.kure.hiroshima.jp 

URL http://www.kurekankyosimin.jp/kankyou.htm 

備 考 対象分野は環境、エコクッキング。年度初め校長会で年度テーマ等を説明。その

内容に従い校長名で申込み要。対象は小学生～中学生。 

（注）ホームページ情報およびヒアリング情報をもとに中国総研作成。 
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対象地域 機関名 所在地 

広島県・

山口県 

マツダスペシャリストバンク 〒730-8670 

広島県安芸郡府中町新地3-1マツダ㈱業務管理本部総務部

コミュニティグループ マツダスペシャリストバンク事

務局 

連絡先 TEL:082-286-5703 FAX:082-287-5237 

E-mail specialistbank@mail.mazda.co.jp 

URL http://www.mazda.co.jp/corporate/csr/social/spbank.html 

備 考 対象分野は自動車と環境、リサイクル。随時申込み可。ホームページ内の申込書

式に希望日時、希望テーマ等を記載申込み要。日程が合えば随時受付。対象学年

に限定なし。 

山口県 

環境学習推進センター 〒754-0893 

山口市秋穂二島1062セミナーパーク内 

連絡先 TEL:083-987-1110 FAX:083-987-1720 

E-mail kankyo.c@hito21.jp 

URL http://eco.pref.yamaguchi.jp/learning/manabu/aboutbank.htm 

備 考 対象分野は環境。随時申込み可。開催日の30日前までに、ホームページ内の派遣

申請書に必要事項を記入し申込み要。申請書を審査後、派遣の可否を申請者に通

知。対象は小学校１年生～高校生。 

山口県 

山口県地球温暖化防止活動推進

センター 

〒753-0811 

山口県山口市吉敷3243番地1(財)山口県予防保健協会内 

連絡先 TEL:083-933-0018 FAX:083-924-9458 

E-mail yccca@yobou.or.jp 

URL http://www.yobou.or.jp/yccca/ 

備 考 対象分野は環境、地球温暖化。随時申込み可。ホームページ内の申込書式に希望

日時、対象児童・生徒等を記載申込み要。日程が合えば随時受付。対象は小学校

１年生～高校生。 

山口県 

山口合同ガス㈱ 〒751-0815 

山口県下関市本町3-1-1 

連絡先 TEL:0832-33-3916 FAX:0832-33-3944 

E-mail  

URL http://www.yamago-gas.co.jp/chiiki/kouza.htm 

備 考 対象分野は燃料電池と天然ガス。随時申込み可。電話で希望日時を伝え申込み

要。日程が合えば随時受付。対象は小学校４～６年生。 

（注）ホームページ情報およびヒアリング情報をもとに中国総研作成。 
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 ②見学・展示利用等施設 

所在県 施設名 所在地 

鳥取県 

鳥取県生活環境部衛生環境研究

所 

〒682-0704 

鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷526-1  

連絡先 TEL:0858-35-5411 0858-35-5413 

E-mail eiseikenkyu@pref.tottori.jp 

URL http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565 

鳥取県 

俣野川発電所ご案内ホール 〒689-4411 

鳥取県日野郡江府町武庫1990-1中国電力㈱俣野川発電所

内 

連絡先 TEL:0859-75-3141 FAX:0859-75-3141 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/tori/matano.html 

島根県 

中国電力㈱島根原子力館 〒690-0332 

島根県松江市鹿島町佐陀本郷2955島根原子力発電所内 

連絡先 TEL:0852-82-3055 FAX:0852-82-3056 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/atom/atom14.html 

島根県 

中国電力㈱三隅発電所ふれあい

ホール 

〒699-3226 

島根県浜田市三隅町岡見1810三隅発電所内 

連絡先 TEL:0855-32-3690 FAX:0855-32-2583 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/shima/misumi-fure.html 

岡山県 

岡山市環境情報センター 〒700-8546 

岡山県岡山市鹿田町1-1-1 

連絡先 TEL:086-803-1282 FAX:086-803-1759 

E-mail kankyoutyousei@city.okayama.okayama.jp 

URL http://www.eic.or.jp/org/index.php?act=view&serial=1041 

岡山県 

環境学習センター「アスエコ」 〒700-0907 

岡山県岡山市下石井2-2-10(財)岡山県環境保全事業団 

連絡先 TEL:086-224-7272 FAX:086-224-7273 

E-mail  

URL http://www.kankyo.or.jp/koueki/gakushu_center/ 

岡山県 

岡山ガス㈱築港工場 〒702-8053 

岡山県岡山市築港栄町10番地-14 

連絡先 TEL:086-264-8721 FAX:086-264-8740 

E-mail  

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=387 

岡山県 

中国電力㈱エネルギアプラザ 〒700-8706 

岡山県岡山市内山下1-11-1うちさんげ電気ビル内 

連絡先 TEL:086-222-8986 FAX:086-222-8939 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/oka/pr1.html 

岡山県 

倉敷市環境監視センター 〒712-8046 

岡山県倉敷市福田町古新田368-2 

連絡先 TEL:086-455-9355 FAX:086-455-9973 

E-mail kanshi@city.kurashiki.okayama.jp 

URL http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kanshi/index.html 

岡山県 

中国電力㈱水島発電所ＰＲホー

ル 

〒712-8054 

岡山県倉敷市潮通1-1水島発電所内 

連絡先 TEL:086-455-8121 FAX:086-455-8454 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/oka/mizushima-pr.html 
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所在県 施設名 所在地 

岡山県 

中国電力㈱玉島発電所ふれあい

ホール 

〒713-8103 

岡山県倉敷市玉島乙島字新湊8253-2玉島発電所内 

連絡先 TEL:086-526-0220 FAX:086-526-0222 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/oka/tamashima-fure.html 

岡山県 

中国電力㈱新成羽川発電所ＰＲ

ホール 

〒716-0311 

岡山県高梁市備中町平川3446-2新成羽川発電所内 

連絡先 TEL:086-424-1110 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/oka/nariu.html 

岡山県 

津山瓦斯㈱ 〒708-0836 

岡山県津山市林田町92 

連絡先 TEL:0868-22-7211 FAX:0868-22-7244 

E-mail  

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=500 

岡山県 

(独)日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター 人形

峠展示館 

〒708-0698 

岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550 

連絡先 TEL:0868-44-2328 FAX:0868-44-2290 

E-mail  

URL http://www.jaea.go.jp/09/xningyo/index.htm 

広島県 

中国環境パートナーシップオフ

ィス（EPO-chugoku） 

〒730-0049 

広島県広島市中区八丁堀16番11号日本生命広島第二ビル2

階 

連絡先 TEL:082-511-0720 FAX:082-511-0723 

E-mail info@epo-cg.or.jp 

URL http://www.epo-cg.or.jp/shisetsu/index.html 

広島県 

(財)広島県環境保健協会 地域

活動支援センター 

〒730-0803 

広島県広島市中区広瀬北町9-1 

連絡先 TEL:082-293-1512 FAX:082-291-7683 

E-mail webmaster@kanhokyo.or.jp 

URL http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/d/kyozai/ecohand_taiken/7siryo_3.htm

l 

広島県 

広島ガス㈱廿日市工場 〒738-0022 

広島県廿日市市木材港南12-20 

連絡先 TEL:0829-32-9802 FAX:0829-32-9858 

E-mail hirogas@bumi-n.com 

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=426 

広島県 

中国電力㈱エネルギア総合研究

所 

〒739-0046 

広島県東広島市鏡山3-9-1 

連絡先 TEL:082-420-0700 FAX:082-492-0238 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/eneso/tech/kengaku.html 

広島県 

イームル工業㈱ 〒739-0151 

広島県東広島市八本松町原10852-1 

連絡先 TEL:082-429-2100 FAX:082-429-0614 

E-mail  

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=301 

広島県 

電源開発㈱火力事業部 竹原火

力発電所 

〒729-2394 

広島県竹原市忠海長浜2-1-1 

連絡先 TEL:0846-27-0211 FAX:0846-24-1506 

E-mail  

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=384 
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所在県 施設名 所在地 

広島県 

中国電力㈱ふれあいホール大崎 〒725-0301 

広島県豊田郡大崎上島町中野4956-1大崎発電所内 

連絡先 TEL:08466-4-4911 FAX:08466-4-4725 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/energy/tour/sisetu.html#4 

広島県 

広島ガス㈱備後工場 〒729-0473 

広島県三原市沼田西町大字小原字袖掛73-96 

連絡先 TEL:0848-60-6303 FAX:0848-86-2047 

E-mail hirogas@bumi-n.com 

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=386 

山口県 

山口県地球温暖化防止活動推進

センター 

〒753-0811 

山口県山口市吉敷3243番地1(財)山口県予防保健協会内 

連絡先 TEL:083-933-0018 FAX:083-924-9458 

E-mail yccca@yobou.or.jp 

URL http://www.yobou.or.jp/yccca/about_us.htm 

山口県 

山口市リサイクルプラザ 〒752-0953 

山口県山口市大内御堀489-8 

連絡先 TEL:083-927-7122 FAX:083-927-7133 

E-mail  

URL http://www.c-able.ne.jp/~ymgplaza/index.html 

山口県 

中国電力㈱電遊館～エネルギア

～ 

〒753-8506 

山口県山口市中央2-3-１山口支社内 

連絡先 TEL:0839-25-5799 FAX:0839-50-3161 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/yama/denyu/index.html 

山口県 

中国電力㈱岩国発電所 〒740-0036 

山口県岩国市藤生町1-1-1 

連絡先 TEL:0827-31-7161 FAX:0827-31-7141 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/yama/iwakuni-fure.html 

山口県 

中国電力㈱柳井発電所エネルギ

アランド 

〒742-0021 

山口県柳井市柳井字宮本塩浜1578-8柳井発電所内 

連絡先 TEL:0820-23-6848 FAX:0820-23-1132 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/yama/yanai-land.html 

山口県 

中国電力㈱海来館（みらいか

ん） 

〒742-1402 

山口県熊毛郡上関町長島582-3 

連絡先 TEL:0820-62-5050 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/yama/miraikan.html 

山口県 

中国電力㈱下松発電所ふれあい

ホール 

〒744-0021 

山口県下松市大字平田字東潮上484下松発電所内 

連絡先 TEL:0833-41-2760 FAX:0833-41-2761 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/yama/kudamatsu-fure.html 

山口県 

出光興産㈱徳山製油所・徳山工

場 

〒745-8613 

山口県周南市新宮町1-1 

連絡先 TEL:0834-21-1100 FAX:0834-21-1259 

E-mail  

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=447 
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所在県 施設名 所在地 

山口県 

宇部市ガス水道局ガス事業部 〒755-0027 

山口県宇部市港町1-14-35 

連絡先 TEL:0836-31-0141 FAX:0836-31-0201 

E-mail soumu@ubegas.jp 

URL http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=397 

山口県 

宇部市石炭記念館 〒755-0003 

山口県宇部市則貞3-4-1常盤公園内 

連絡先 TEL:0836-31-5281 

E-mail  

URL http://ww52.tiki.ne.jp/~zaiubetokiwa/08_sekitan.html 

山口県 

中国電力㈱新小野田発電所ふれ

あいホール 

〒756-0847 

山口県山陽小野田市新沖2-1-1新小野田発電所内 

連絡先 TEL:0836-88-2460 FAX:0836-88-3528 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/yama/onoda-fure.html 

山口県 

中国電力㈱下関発電所ふれあい

ホール 

〒752-0953 

山口県下関市長府港町9-1下関発電所内 

連絡先 TEL:0832-45-1154 FAX:0832-72-1155 

E-mail  

URL http://www.energia.co.jp/yama/shimonoseki-fure.html 

（注）ホームページ情報およびヒアリング情報をもとに中国総研作成。電力会社の発電所等に併設された

常設展示施設、ガス会社の授業としての受入可能な工場、「エネルギー環境教育情報センター」ホ

ームページ内の「施設見学ガイド」（http://www.icee.gr.jp/sisetudb/rg_list.php?area=7）の

登録情報中、電力、ガス、石油・石炭関係施設、環境省・国連大学による「地球環境パートナーシ

ッププラザ」ホームページ内の環境イベント情報データベース（http://plaza.geic.or.jp/study/ 

list.php?state=T5）の登録情報中、図書資料等を備え、環境学習に利用可能なリサイクル・環境

関連拠点等を掲載。 

 

 

 

 




