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■わかやまの環境資源や、だれでも参加できるエコ学習・エコ活動などを紹介しています。■わかやまの環境資源や、だれでも参加できるエコ学習・エコ活動などを紹介しています。■わかやまの環境資源や、だれでも参加できるエコ学習・エコ活動などを紹介しています。■わかやまの環境資源や、だれでも参加できるエコ学習・エコ活動などを紹介しています。

◆わかやまの環境資源：◆わかやまの環境資源：◆わかやまの環境資源：◆わかやまの環境資源：わかやまのわかやまのわかやまのわかやまの魅力的な環境資源を紹介しています。魅力的な環境資源を紹介しています。魅力的な環境資源を紹介しています。魅力的な環境資源を紹介しています。

円月島（白浜町）円月島（白浜町）円月島（白浜町）円月島（白浜町）大サンゴ群生（串本町）大サンゴ群生（串本町）大サンゴ群生（串本町）大サンゴ群生（串本町）

みかんみかんみかんみかん 梅梅梅梅 柿柿柿柿

実えんどう実えんどう実えんどう実えんどう
全全全全
国国国国
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スターチススターチススターチススターチス

大サンゴ群生大サンゴ群生大サンゴ群生大サンゴ群生
串本沿岸地域には、世界最北の大サンゴ串本沿岸地域には、世界最北の大サンゴ串本沿岸地域には、世界最北の大サンゴ串本沿岸地域には、世界最北の大サンゴ

群生域があり、ラムサール条約で国際的に群生域があり、ラムサール条約で国際的に群生域があり、ラムサール条約で国際的に群生域があり、ラムサール条約で国際的に

重要な湿地として登録されています。生息重要な湿地として登録されています。生息重要な湿地として登録されています。生息重要な湿地として登録されています。生息

する熱帯性魚類も多彩です。する熱帯性魚類も多彩です。する熱帯性魚類も多彩です。する熱帯性魚類も多彩です。

南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想

南紀には白浜円月島や串本橋杭岩など地質南紀には白浜円月島や串本橋杭岩など地質南紀には白浜円月島や串本橋杭岩など地質南紀には白浜円月島や串本橋杭岩など地質

的に重要な地域が存在し、的に重要な地域が存在し、的に重要な地域が存在し、的に重要な地域が存在し、『『『『大地の公園大地の公園大地の公園大地の公園』』』』と称と称と称と称

される日本ジオパークの認定を目指しています。される日本ジオパークの認定を目指しています。される日本ジオパークの認定を目指しています。される日本ジオパークの認定を目指しています。

果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり
本県では、温暖多雨な気候を活用し、果樹、花き、本県では、温暖多雨な気候を活用し、果樹、花き、本県では、温暖多雨な気候を活用し、果樹、花き、本県では、温暖多雨な気候を活用し、果樹、花き、

野菜づくりがさかん。特にみかん、梅、柿、実えんど野菜づくりがさかん。特にみかん、梅、柿、実えんど野菜づくりがさかん。特にみかん、梅、柿、実えんど野菜づくりがさかん。特にみかん、梅、柿、実えんど

う、スターチスは全国一の生産量を誇ります。う、スターチスは全国一の生産量を誇ります。う、スターチスは全国一の生産量を誇ります。う、スターチスは全国一の生産量を誇ります。

南方熊楠南方熊楠南方熊楠南方熊楠
和歌山県が生んだ植物学、博和歌山県が生んだ植物学、博和歌山県が生んだ植物学、博和歌山県が生んだ植物学、博
物学・民俗学の巨星、南方熊物学・民俗学の巨星、南方熊物学・民俗学の巨星、南方熊物学・民俗学の巨星、南方熊
楠は、今から１００年前に自然楠は、今から１００年前に自然楠は、今から１００年前に自然楠は、今から１００年前に自然
保護活動を展開し、エコロジー保護活動を展開し、エコロジー保護活動を展開し、エコロジー保護活動を展開し、エコロジー
の先駆者とも言われています。の先駆者とも言われています。の先駆者とも言われています。の先駆者とも言われています。

元祖温泉県・わかやま元祖温泉県・わかやま元祖温泉県・わかやま元祖温泉県・わかやま
マグマによる熱変質帯上にある本県には、日本最古の湯マグマによる熱変質帯上にある本県には、日本最古の湯マグマによる熱変質帯上にある本県には、日本最古の湯マグマによる熱変質帯上にある本県には、日本最古の湯
といわれる本宮温泉郷「湯の峯温泉」をはじめ加太、龍神、といわれる本宮温泉郷「湯の峯温泉」をはじめ加太、龍神、といわれる本宮温泉郷「湯の峯温泉」をはじめ加太、龍神、といわれる本宮温泉郷「湯の峯温泉」をはじめ加太、龍神、
白浜・椿、川湯・渡瀬、勝浦など、全県域で温泉が楽しめ白浜・椿、川湯・渡瀬、勝浦など、全県域で温泉が楽しめ白浜・椿、川湯・渡瀬、勝浦など、全県域で温泉が楽しめ白浜・椿、川湯・渡瀬、勝浦など、全県域で温泉が楽しめ
ます。ます。ます。ます。

湯の峰温泉湯の峰温泉湯の峰温泉湯の峰温泉

熊野古道・中辺路熊野古道・中辺路熊野古道・中辺路熊野古道・中辺路

南方熊楠南方熊楠南方熊楠南方熊楠

紀伊山地の霊場紀伊山地の霊場紀伊山地の霊場紀伊山地の霊場

と参詣道と参詣道と参詣道と参詣道
紀伊山地の豊かな自紀伊山地の豊かな自紀伊山地の豊かな自紀伊山地の豊かな自

然に育まれた山岳霊場然に育まれた山岳霊場然に育まれた山岳霊場然に育まれた山岳霊場

（熊野三山、高野山）と（熊野三山、高野山）と（熊野三山、高野山）と（熊野三山、高野山）と

参詣道、人々の信仰等参詣道、人々の信仰等参詣道、人々の信仰等参詣道、人々の信仰等

の文化的景観が世界の文化的景観が世界の文化的景観が世界の文化的景観が世界

的に貴重な資産として的に貴重な資産として的に貴重な資産として的に貴重な資産として

世界遺産に登録され、世界遺産に登録され、世界遺産に登録され、世界遺産に登録され、

2014201420142014年で登録年で登録年で登録年で登録10101010周年周年周年周年

を迎えます。を迎えます。を迎えます。を迎えます。

◆取組みをつなぐ：様々な取組み◆取組みをつなぐ：様々な取組み◆取組みをつなぐ：様々な取組み◆取組みをつなぐ：様々な取組みを関心の段階に応じて、つなぐ方策を紹介しています。を関心の段階に応じて、つなぐ方策を紹介しています。を関心の段階に応じて、つなぐ方策を紹介しています。を関心の段階に応じて、つなぐ方策を紹介しています。

山や海、生物観察山や海、生物観察山や海、生物観察山や海、生物観察
会などで生き物に会などで生き物に会などで生き物に会などで生き物に
触れる。触れる。触れる。触れる。
ex.ex.ex.ex.親子生き物博士教親子生き物博士教親子生き物博士教親子生き物博士教
室【室【室【室【No.2No.2No.2No.27777】】】】

自然博物館などで生自然博物館などで生自然博物館などで生自然博物館などで生

き物の生態を知る。き物の生態を知る。き物の生態を知る。き物の生態を知る。
ex.ex.ex.ex.県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館

【【【【No.7No.7No.7No.78888】、和歌山市立こ】、和歌山市立こ】、和歌山市立こ】、和歌山市立こ

ども科学館【ども科学館【ども科学館【ども科学館【No.No.No.No.81818181 】】】】

自然環境の保全活自然環境の保全活自然環境の保全活自然環境の保全活

動やコンクール等、動やコンクール等、動やコンクール等、動やコンクール等、

生き物の調査活動に生き物の調査活動に生き物の調査活動に生き物の調査活動に

参加する。参加する。参加する。参加する。ex.ex.ex.ex.水生生水生生水生生水生生

物調査【物調査【物調査【物調査【No.1No.1No.1No.129292929】】】】

ポイ捨てをしない、ポイ捨てをしない、ポイ捨てをしない、ポイ捨てをしない、

河川等の地域の河川等の地域の河川等の地域の河川等の地域の

美化活動に参加美化活動に参加美化活動に参加美化活動に参加

する。する。する。する。ex.ex.ex.ex.一万人大一万人大一万人大一万人大

清掃【清掃【清掃【清掃【No.1No.1No.1No.172727272】】】】

親しむ親しむ親しむ親しむ ・知る・知る・知る・知る 行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる（関心の段階）（関心の段階）（関心の段階）（関心の段階）
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目標目標目標目標
自然を自然を自然を自然を
守る守る守る守る

テーマテーマテーマテーマ
温暖化温暖化温暖化温暖化

身近な施設でエネ身近な施設でエネ身近な施設でエネ身近な施設でエネ

ルギーや気象に興ルギーや気象に興ルギーや気象に興ルギーや気象に興

味をもつ。味をもつ。味をもつ。味をもつ。ex.ex.ex.ex.日高港日高港日高港日高港

新エネルギーパークＰ新エネルギーパークＰ新エネルギーパークＰ新エネルギーパークＰ

Ｒ館【Ｒ館【Ｒ館【Ｒ館【No.9No.9No.9No.98888】】】】

気象台の見学や図気象台の見学や図気象台の見学や図気象台の見学や図
書館などで地球温暖書館などで地球温暖書館などで地球温暖書館などで地球温暖
化の仕組みを知る。化の仕組みを知る。化の仕組みを知る。化の仕組みを知る。
ex.ex.ex.ex.和歌山地方気象台和歌山地方気象台和歌山地方気象台和歌山地方気象台
【【【【No.7No.7No.7No.75555】】】】

節電などの取組みに節電などの取組みに節電などの取組みに節電などの取組みに

参加し、効果を実感参加し、効果を実感参加し、効果を実感参加し、効果を実感

する。する。する。する。ex.ex.ex.ex.ライトダウンライトダウンライトダウンライトダウン

キャンぺーン【キャンぺーン【キャンぺーン【キャンぺーン【No.1No.1No.1No.166666666 】】】】

家庭で、できること家庭で、できること家庭で、できること家庭で、できること

から節電・省エネから節電・省エネから節電・省エネから節電・省エネ

に取り組む。に取り組む。に取り組む。に取り組む。
ex.ex.ex.ex.環境家計簿カレ環境家計簿カレ環境家計簿カレ環境家計簿カレ
ンダー【ンダー【ンダー【ンダー【No. 1No. 1No. 1No. 134343434】】】】

目標目標目標目標
節電・節電・節電・節電・
省エネ省エネ省エネ省エネ

→→→→ 詳しくは、和歌山県ホームページの「エコナビわかやま」完全版をご覧下さい。詳しくは、和歌山県ホームページの「エコナビわかやま」完全版をご覧下さい。詳しくは、和歌山県ホームページの「エコナビわかやま」完全版をご覧下さい。詳しくは、和歌山県ホームページの「エコナビわかやま」完全版をご覧下さい。
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〒〒〒〒8585   8585   8585   8585   和歌山市小松原通１和歌山市小松原通１和歌山市小松原通１和歌山市小松原通１----１１１１ TEL  073TEL  073TEL  073TEL  073----441441441441----2690   FAX 0732690   FAX 0732690   FAX 0732690   FAX 073----433433433433----3590         3590         3590         3590         

エコナビわかやまエコナビわかやまエコナビわかやまエコナビわかやま でででで 検索検索検索検索



Ｎｏ．８８Ｎｏ．８８Ｎｏ．８８Ｎｏ．８８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２９Ｎｏ．１２９Ｎｏ．１２９Ｎｏ．１２９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９７Ｎｏ．１９７Ｎｏ．１９７Ｎｏ．１９７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

【見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報】【見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報】【見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報】【見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報】

【環境イベント、美化活動、エコライフ推進等に関する情報】【環境イベント、美化活動、エコライフ推進等に関する情報】【環境イベント、美化活動、エコライフ推進等に関する情報】【環境イベント、美化活動、エコライフ推進等に関する情報】

随時 随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

指定された期日 春夏の随時

県庁環境管理課　073-441-2688県庁環境管理課　073-441-2688県庁環境管理課　073-441-2688県庁環境管理課　073-441-2688
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032100/suiseiseibutu/index.html

県庁環境管理課が、調査に係るパンフレット・下敷き・調査用トレイ等を無料で支給します。

登録クラブ数・人数：全国1880団体、95745人／和歌山県6団体、113人 （Ｈ２４年）

(国) こどもエコクラブ(国) こどもエコクラブ(国) こどもエコクラブ(国) こどもエコクラブ
子どもたち（３歳～高校生）が家庭や学、地域で自然観察やリサイクル活動、温暖化を防止する全国活動、全国の仲間と交流
し、集まるイベントがあります。

どなたでも 無料

花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　和歌山市湊1334　花王株式会社和歌山工場内
http://www.kao.com/jp/corp/eco/eco-lab/

【環境学習用図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報】【環境学習用図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報】【環境学習用図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報】【環境学習用図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報】

水生生物調査水生生物調査水生生物調査水生生物調査

全国各地の河川で、水生生物（指標生物）調査による川の水質調べを行います。データをもとに県や国の河川の水質調査マッ
プを作成します。

どなたでも 無料

年間１万人以上が来場（H24年）、5人以上でお申込み下さい。

 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム

環境に配慮した花王の製品作りについて、工夫と技術を展示したミュ－ジアムと、洗剤ができるまでの工程を間近で見ることの
できる工場を見学します。

小学3年生以上 無料

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀北紀北紀北紀北

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

体験体験体験体験行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

根来山げんきの森倶楽部根来山げんきの森倶楽部根来山げんきの森倶楽部根来山げんきの森倶楽部水ときらめき紀の川館水ときらめき紀の川館水ときらめき紀の川館水ときらめき紀の川館

生石高原ススキ再生事業生石高原ススキ再生事業生石高原ススキ再生事業生石高原ススキ再生事業

県林業試験場県林業試験場県林業試験場県林業試験場

林業・林業おもしろ講座林業・林業おもしろ講座林業・林業おもしろ講座林業・林業おもしろ講座

串本海中公園串本海中公園串本海中公園串本海中公園

白崎青少年の家白崎青少年の家白崎青少年の家白崎青少年の家

和歌山市立こども科学館和歌山市立こども科学館和歌山市立こども科学館和歌山市立こども科学館

那智勝浦宇久井ビジターセンター那智勝浦宇久井ビジターセンター那智勝浦宇久井ビジターセンター那智勝浦宇久井ビジターセンター

県世界遺産センター県世界遺産センター県世界遺産センター県世界遺産センター

花王エコラボミュージアム花王エコラボミュージアム花王エコラボミュージアム花王エコラボミュージアム

広川町津波防災センター広川町津波防災センター広川町津波防災センター広川町津波防災センター

稲むらの火の館稲むらの火の館稲むらの火の館稲むらの火の館

バンドー化学和歌山工場バンドー化学和歌山工場バンドー化学和歌山工場バンドー化学和歌山工場

和歌山市立少年自然の家和歌山市立少年自然の家和歌山市立少年自然の家和歌山市立少年自然の家

和歌山市森林公園和歌山市森林公園和歌山市森林公園和歌山市森林公園

南方熊楠顕彰館南方熊楠顕彰館南方熊楠顕彰館南方熊楠顕彰館

南方熊楠記念館南方熊楠記念館南方熊楠記念館南方熊楠記念館

京都大学白浜水族館京都大学白浜水族館京都大学白浜水族館京都大学白浜水族館

太地町くじらの博物館太地町くじらの博物館太地町くじらの博物館太地町くじらの博物館

すさみ町エビとカニの水族館すさみ町エビとカニの水族館すさみ町エビとカニの水族館すさみ町エビとカニの水族館

和歌山地方気象台和歌山地方気象台和歌山地方気象台和歌山地方気象台

和歌山市下水道中央終末処理場和歌山市下水道中央終末処理場和歌山市下水道中央終末処理場和歌山市下水道中央終末処理場

ビオトープ孟子ビオトープ孟子ビオトープ孟子ビオトープ孟子

天神崎の自然を大切にする会天神崎の自然を大切にする会天神崎の自然を大切にする会天神崎の自然を大切にする会

ビオトープ切目川ビオトープ切目川ビオトープ切目川ビオトープ切目川

田辺市・紀州備長炭発見館田辺市・紀州備長炭発見館田辺市・紀州備長炭発見館田辺市・紀州備長炭発見館

トンガの鼻自然クラブトンガの鼻自然クラブトンガの鼻自然クラブトンガの鼻自然クラブ

紀伊風土紀の丘紀伊風土紀の丘紀伊風土紀の丘紀伊風土紀の丘

和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市 四季の郷公園四季の郷公園四季の郷公園四季の郷公園

北海道大学和歌山研究林北海道大学和歌山研究林北海道大学和歌山研究林北海道大学和歌山研究林

新日鉄住金和歌山製鉄所新日鉄住金和歌山製鉄所新日鉄住金和歌山製鉄所新日鉄住金和歌山製鉄所

エアーウオーター和歌山エアーウオーター和歌山エアーウオーター和歌山エアーウオーター和歌山

和歌山市立青岸クリーンセンター和歌山市立青岸クリーンセンター和歌山市立青岸クリーンセンター和歌山市立青岸クリーンセンター

県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館

日高港新エネルギーパーク（ＥＥ日高港新エネルギーパーク（ＥＥ日高港新エネルギーパーク（ＥＥ日高港新エネルギーパーク（ＥＥ

パーク）ＰＲ館パーク）ＰＲ館パーク）ＰＲ館パーク）ＰＲ館

田辺市ふるさと自然公園センター田辺市ふるさと自然公園センター田辺市ふるさと自然公園センター田辺市ふるさと自然公園センター

潮の岬青少年の家潮の岬青少年の家潮の岬青少年の家潮の岬青少年の家

護摩壇山森林公園護摩壇山森林公園護摩壇山森林公園護摩壇山森林公園

うめ振興館うめ振興館うめ振興館うめ振興館

京都大学和歌山研究林京都大学和歌山研究林京都大学和歌山研究林京都大学和歌山研究林

はしもと里山保全アクションチームはしもと里山保全アクションチームはしもと里山保全アクションチームはしもと里山保全アクションチーム
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植物公園緑花センター植物公園緑花センター植物公園緑花センター植物公園緑花センター

◆取組み例の地域別一覧：県内の主な体験活動、見学施設、環境活動団体を紹介しています。◆取組み例の地域別一覧：県内の主な体験活動、見学施設、環境活動団体を紹介しています。◆取組み例の地域別一覧：県内の主な体験活動、見学施設、環境活動団体を紹介しています。◆取組み例の地域別一覧：県内の主な体験活動、見学施設、環境活動団体を紹介しています。

◆各取組みの紹介◆各取組みの紹介◆各取組みの紹介◆各取組みの紹介 ＜資料編＞＜資料編＞＜資料編＞＜資料編＞
紹介した全ての取組みについて、各取組みの取組段階、活動形式、活動分野、活動地域を紹介した全ての取組みについて、各取組みの取組段階、活動形式、活動分野、活動地域を紹介した全ての取組みについて、各取組みの取組段階、活動形式、活動分野、活動地域を紹介した全ての取組みについて、各取組みの取組段階、活動形式、活動分野、活動地域を
分かりやすく表示するとともに、活動内容や問い合わせ先などの詳しい情報を紹介していま分かりやすく表示するとともに、活動内容や問い合わせ先などの詳しい情報を紹介していま分かりやすく表示するとともに、活動内容や問い合わせ先などの詳しい情報を紹介していま分かりやすく表示するとともに、活動内容や問い合わせ先などの詳しい情報を紹介していま
す。（全２４３の取組みを掲載しています。）す。（全２４３の取組みを掲載しています。）す。（全２４３の取組みを掲載しています。）す。（全２４３の取組みを掲載しています。）



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして 

“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き  1 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

1111....1111    策定の背景策定の背景策定の背景策定の背景    
 

環境問題は、私たちの日常生活や事業活動に深く関わっており、その解決、

改善のためには、私たち一人一人が環境についての理解を深め、取組みを進め

ることが大切です。こうした観点から平成１５年に、「環境の保全のための意欲

の増進及び環境教育の推進に関する法律」（以下「旧法」という）が制定されま

した。これを受け、本県では、「和歌山県環境学習・環境保全活動の推進方針」

を策定し、環境学習・環境保全活動の推進に取り組んできました。 

さらに、環境保全活動や行政・事業者・民間団体等の協働がますます重要に

なっていることなどを受け、平成２３年には、旧法が「環境教育等による環境

保全の取組の促進に関する法律」に改正され、都道府県は、環境保全活動、環

境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画を策

定するよう努めるものされました。 

これを受け、本県では、行動計画に当たるものとして、この『エコナビわか

やま（和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き）』（以下「ナビ」という）を

策定することとしました。本ナビは、県民の皆様が環境学習・環境保全活動に

取り組む際に、手引きとして活用できるものとしています。 

 

 

    

1111....2222    本県の環境の現状本県の環境の現状本県の環境の現状本県の環境の現状        
 

本県は山、川、海の豊かな自然に恵まれています。 

県土の約８割を山地が占め、山地は温暖多雨の気候に恵まれ、広大な美林に

覆われています。古くから紀州は「木の国」と言われる所以です。 

県内には大台ヶ原を水源として、和歌山平野を流れる紀の川水系と大峰山脈

に源を発して、新宮に流れる新宮川水系の大きな二つの水系があります。山間

部を流れる清流は、浸食とたい積を繰り返し、渓谷や段丘を形成し、水と緑豊

かな景観をつくっています。 

県内の海岸線は起伏に富んだリアス式海岸になっています。湾や河口付近に

は干潟、県南部の黒潮洗う海岸は荒々しい岩石が続き、景勝に富んでいます。

串本沿岸海域には、本州中部の比較的高緯度に位置しながら大規模で高密度な

サンゴ群集が生息しています。平成１７年には、世界最北の他に類を見ないテ

ーブルサンゴの群生地として、串本沿岸海域がラムサール条約湿地として登録

されました。 

基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方 第１章第１章第１章第１章    

策定の趣旨策定の趣旨策定の趣旨策定の趣旨    １１１１    



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして 

“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き  2 
  

こうした自然環境の下、山海の幸など、人々は自然から多くの恩恵を受け、

自然と共生し、独特な食やものづくりなどのこころを癒す豊かな文化を育んで

きました。 

一方、平成２４年３月に「保全上必要なわかやまの自然－和歌山県レッドデ

ータブック－」が改訂され、動植物の掲載種が８５７種から９７４種に増加し

ました。ドジョウやクツワムシのような身近な種も加わり、生物の減少が危惧

されます。 

水環境や大気環境はおおむね良好な状態にありますが、一部の河川や海域、

臨海工業地域では、環境基準が達成されていません。工場や事業所等から出る

ばい煙、産業排水、自動車の排気ガス、家庭からの生活排水等への対策を一層

推進する必要があります。 

また、本県は大都市圏と隣接していることや広大な山林・海岸を有している

ことから、ごみの不法投棄や海岸へ漂着するごみ等も少なくありません。地域

住民の日常生活に伴って生じるごみの適切な処理や定期的な清掃活動等の取組

みをより一層充実させていくことが必要です。 

平成２３年９月に本県をおそった台風１２号では、自然の畏怖を実感させら

れ、その後も、世界中で気象災害が後を絶ちません。知らない間に、地球温暖

化による自然環境の悪化が進んでいる可能性が考えられます。 

 

        

    

1111....3333    策定の策定の策定の策定の理念理念理念理念        
 

これらのことを踏まえると、本県の豊かな自然を守り、受け継いでいくため

には、私たちの環境保全への意識を向上させ、行動に移すことが喫緊の課題で

す。このため、本ナビでは、“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”を目

指します。 

“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”として、次のような人を目指

します。 

 

“ふるさとを愛する人” 

先人から守り継がれ、育まれてきた美しき心癒されるふるさとの自然を愛し、

大切にする人 

 

“自ら考える人” 

私たちが直面する地球温暖化や様々な環境問題の解決のため、自ら考える人 

 

“行動する人” 

環境をよりよくするために家庭、学校、地域、職場等様々な場で具体的な行

動に移す人 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”を目指すには、まず、ふるさ

との自然に興味・関心をもつことが大切であり、地域の環境資源を活用するこ

とが有効です。 

また、こうした興味・関心を環境についての理解や行動に結びつけていくた

めには、それぞれの関心の段階に応じた取組みを進めていくことが必要です。 

さらに、こうした理解や行動を、広げていくためには、それぞれの活動をつ

なげ、協働して取り組んでいくことが大切です。 

こうしたことから、本ナビでは、「地域資源を活用する」「段階に応じて取り

組む」「各取組みをつなぐ」の３つを基本的な考え方として取組みを推進してい

きます。 
 

 

2222....1111    地域資源を活用する地域資源を活用する地域資源を活用する地域資源を活用する 

 

自然を愛し、大切に思う心は、自然と接して自ら体験し、感じることで身に

つきます。環境保全の取組みは、日常生活でつい見落としがちなもの、身近に

ある草花や虫などに直に触れ、興味をもつことから始まります。 

本県には、豊かな自然環境が残されていることから、本ナビでは、地域資源

を環境学習の教材として活用し、普段の生活に関連付けながら興味を深め、自

ら学ぶことを推進していきます。 

 
 

 

2222....2222    段階に応じ段階に応じ段階に応じ段階に応じて取り組むて取り組むて取り組むて取り組む    
 

身近なところから環境について実感し、関心の段階に応じて、理解を深め、

行動に結びつけていくことで、より効果的に環境保全の取組みを推進すること

ができます。そのため、本ナビでは、『親しむ・知る』→『行動する・広げる』

という２段階で取組みを推進していきます。 

 
 

 

2222....3333    取組取組取組取組みみみみをつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    
 

環境保全の取組みがより大きな成果を得るためには、多くの人が参加し、そ

れぞれの持つ能力や資源を生かし、つなげ、協働していくことが必要です。 

本ナビでは、環境保全の取組みをつなぎ、活かし、広げていく方策を推進し

ていきます。また、同じ想いをもった様々な方々が出会い、情報交換をしなが

ら、協働取組を行うため、地域・団体の取組みをつなぐことを推進していきま

す。    

基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    ２２２２    
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本県は、豊かな自然に恵まれ、自然や環境に根ざした様々な産業や文化が存在してい
ます。ここでは、その代表的なものを紹介します。

第２章第２章第２章第２章

地域資源の活用地域資源の活用地域資源の活用地域資源の活用１１１１

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

1.1  1.1  1.1  1.1  本県の環境資源本県の環境資源本県の環境資源本県の環境資源

多様な海洋生物多様な海洋生物多様な海洋生物多様な海洋生物
県内には魚類が約1700種、貝類
が3500種が存在、沿岸には餌の
海藻やアマモが多く、国内でも有
数の多種多様な海洋生物が生
息しています。

清流・和歌山の河川清流・和歌山の河川清流・和歌山の河川清流・和歌山の河川
県内の主な川には北から紀の川
有田川、日高川、日置川、古座
川、熊野川等があります。紀伊山
地南部を縫う清流は滝や淵など
の渓谷美をつくり、生物の命を育
みながら、太平洋に注ぎます。

大サンゴ群生大サンゴ群生大サンゴ群生大サンゴ群生
串本沿岸地域には、世界最北
の大サンゴ群生域があり、ラム
サール条約で国際的に重要な
湿地として登録されています。
生息する熱帯性魚類も多彩で
す。

南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想
南紀には白浜円月島や串本橋杭
岩など地質的に重要な地域が存
在し、『大地の公園』と称され
る日本ジオパークの認定を目指
しています。

和歌山の植物・動物和歌山の植物・動物和歌山の植物・動物和歌山の植物・動物
温暖多雨な県内には約2500種
の植物、約7000種の昆虫が生
育し、コウヤマキ・ナチマイマイ
等の固有種や鳥類の希少種、
アカウミガメの有数の産卵地も
存在しています。

サンゴ群生（串本町）サンゴ群生（串本町）サンゴ群生（串本町）サンゴ群生（串本町）

円月島（白浜町）円月島（白浜町）円月島（白浜町）円月島（白浜町）

コウヤマキ（後）コウヤマキ（後）コウヤマキ（後）コウヤマキ（後）
シャクナゲ（手前）シャクナゲ（手前）シャクナゲ（手前）シャクナゲ（手前）

（２）豊かな自然（２）豊かな自然（２）豊かな自然（２）豊かな自然

（１）県の象徴（１）県の象徴（１）県の象徴（１）県の象徴

県の魚県の魚県の魚県の魚

『まぐろ』『まぐろ』『まぐろ』『まぐろ』
県の木県の木県の木県の木

『うばめがし』『うばめがし』『うばめがし』『うばめがし』

県の鳥県の鳥県の鳥県の鳥

『めじろ』『めじろ』『めじろ』『めじろ』

県の花県の花県の花県の花

『うめ』『うめ』『うめ』『うめ』

温暖な海にすむクマノミとオコゼ温暖な海にすむクマノミとオコゼ温暖な海にすむクマノミとオコゼ温暖な海にすむクマノミとオコゼ

絶滅危惧種のウチヤマセンニュウ絶滅危惧種のウチヤマセンニュウ絶滅危惧種のウチヤマセンニュウ絶滅危惧種のウチヤマセンニュウ

北山渓谷北山渓谷北山渓谷北山渓谷((((熊野川の支流熊野川の支流熊野川の支流熊野川の支流))))の筏下りの筏下りの筏下りの筏下り アカウミガメの産卵（みなべ町）アカウミガメの産卵（みなべ町）アカウミガメの産卵（みなべ町）アカウミガメの産卵（みなべ町）
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果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり
本県では、温暖多雨な気候
を活用し、果樹、花き、野菜
づくりがさかん。特にみかん、
梅、柿、実えんどう、スターチ
スは全国一の生産量を誇り
ます。

水産業・育てる漁業水産業・育てる漁業水産業・育てる漁業水産業・育てる漁業
黒潮洗う本県は、加太のタ
イ、有田のタチウオ、日高
のクエ、すさみのカツオ、
那智勝浦のマグロなど海
の幸の宝庫です。また、川
ではアユがとれるほか、世
界初のクロマグロの完全養
殖に成功しました。

元祖温泉県元祖温泉県元祖温泉県元祖温泉県
・わかやま・わかやま・わかやま・わかやま

マグマによる熱変質
帯上にある本県には、
日本最古の湯といわ
れる本宮温泉郷「湯
の峯温泉」をはじめ加
太、龍神、白浜・椿、
川湯・渡瀬、勝浦など、
全県域で温泉が楽し
めます。

地域の伝統産業地域の伝統産業地域の伝統産業地域の伝統産業
・伝統料理・伝統料理・伝統料理・伝統料理

県内には、紀州備長
炭や黒江漆器、紀州
箪笥、湯浅醤油、金
山寺味噌、なれ寿司、
サンマ寿司、梅干し、
干し柿など、古くから、
木材や食材を加工し
た伝統産業や伝統
料理が各地にありま
す。

紀伊山地の霊場と参詣道紀伊山地の霊場と参詣道紀伊山地の霊場と参詣道紀伊山地の霊場と参詣道
紀伊山地の豊かな自然に育ま
れた山岳霊場（熊野三山、高野
山）と参詣道、人々の信仰等の
文化的景観が世界的に貴重な
資産として世界遺産に登録され、
2014年で登録10周年を迎えま
す。

ナショナルトラスト運動ナショナルトラスト運動ナショナルトラスト運動ナショナルトラスト運動
緑豊かな丘陵部と平らな岩礁
からなる天神崎には森と磯の
多様な生態系が存在していま
す。ナショナルトラスト「天神崎
の自然を大切にする会」は、市
民の寄付金で貴重な自然を保
全する運動の先駆けとなりまし
た。

南方熊楠南方熊楠南方熊楠南方熊楠
和歌山県が生んだ植物学、
博物学・民俗学の巨星、南
方熊楠は、今から１００年前
に自然保護活動を展開し、
エコロジーの先駆者ともい
われています。

（３）自然のめぐみ（３）自然のめぐみ（３）自然のめぐみ（３）自然のめぐみ

（４）環境に根ざした文化（４）環境に根ざした文化（４）環境に根ざした文化（４）環境に根ざした文化

天神崎（田辺市）天神崎（田辺市）天神崎（田辺市）天神崎（田辺市）

南方熊楠南方熊楠南方熊楠南方熊楠

黒江漆器づくり黒江漆器づくり黒江漆器づくり黒江漆器づくり
((((江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代))))

湯の峰温泉湯の峰温泉湯の峰温泉湯の峰温泉 杉林杉林杉林杉林勝浦漁港勝浦漁港勝浦漁港勝浦漁港

みかんみかんみかんみかん 梅梅梅梅 柿柿柿柿

スターチススターチススターチススターチス 実えんどう実えんどう実えんどう実えんどう
全全全全
国国国国
一一一一

熊野古道・中辺路熊野古道・中辺路熊野古道・中辺路熊野古道・中辺路

古式捕鯨図古式捕鯨図古式捕鯨図古式捕鯨図

高野山根本大塔高野山根本大塔高野山根本大塔高野山根本大塔

木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業
県土の約８割を覆う豊かな

森林では古くから林業が盛

んでした。檜や杉の丸太を

筏流しで運び、近代には、

下流で製材業が栄えました。

熊野水軍・鯨食熊野水軍・鯨食熊野水軍・鯨食熊野水軍・鯨食
紀南の豊富な木材と良港を
背景に，中世には熊野水軍
が活躍しました。また、太地
町は古式捕鯨の発祥地とし
て、鯨の食文化は町のシン
ボルとなっています。
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1.2　地域資源を生かした取組み1.2　地域資源を生かした取組み1.2　地域資源を生かした取組み1.2　地域資源を生かした取組み

分類分類分類分類

自然観察自然観察自然観察自然観察

自然体験自然体験自然体験自然体験

調査調査調査調査

緑化美化緑化美化緑化美化緑化美化

食育食育食育食育

ごみごみごみごみ
省エネ省エネ省エネ省エネ

取組みの例取組みの例取組みの例取組みの例 関連する主な地域資源関連する主な地域資源関連する主な地域資源関連する主な地域資源

・山、海、川、里山等での自然観察会
・バードウォッチング（野鳥観察会）
・スノーケリング（海中生物・サンゴ礁観察
　会）
・星空観察会

・オリエンテーリング、山歩き
・ネイチャーゲーム（木登りなどの自然の中
　で行う五感を使った遊びや運動）
・川遊び（釣り、魚捕り、水切り石投げ）
・農業体験（田植え体験、収穫体験など）
・林業体験（枝打ち、間伐体験など）
・自然物を使った工作（ウッドクラフト、炭
　焼き体験など）

・水質・水生生物調査
・土壌生物調査
・気象調査（天気、気温、湿度など）
・花の開花調査
・壁新聞コンテスト（こどもエコクラブ）

・植樹（苗木を植える）
・花いっぱい運動
・ごみ拾い（空き缶拾い）
・道や川の清掃

・ふるさとの味づくり体験（味噌、醤油、梅
　干し、くじら料理など）
・エコ・クッキング

・ごみ処理場の見学
・下水処理場の見学
・再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイ
　オマス、温泉熱）発電施設等の見学

こうした本県の豊かで多様な地域の環境資源を活用することにより、身近で興味深い和
歌山ならではの環境学習・環境保全活動を進めていくことができます。

多様な海洋生物多様な海洋生物多様な海洋生物多様な海洋生物

大サンゴ群生大サンゴ群生大サンゴ群生大サンゴ群生

和歌山の動物・植物和歌山の動物・植物和歌山の動物・植物和歌山の動物・植物

南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想南紀熊野ジオパーク構想

木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業

清流清流清流清流

果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり果樹王国、野菜づくり

紀伊山地の霊場と参詣道紀伊山地の霊場と参詣道紀伊山地の霊場と参詣道紀伊山地の霊場と参詣道

南方熊楠南方熊楠南方熊楠南方熊楠

伝統料理、鯨食伝統料理、鯨食伝統料理、鯨食伝統料理、鯨食

元祖温泉県・わかやま元祖温泉県・わかやま元祖温泉県・わかやま元祖温泉県・わかやま

和歌山の動物・植物和歌山の動物・植物和歌山の動物・植物和歌山の動物・植物

清流清流清流清流

自然公園・遊歩道自然公園・遊歩道自然公園・遊歩道自然公園・遊歩道

地域の伝統産業地域の伝統産業地域の伝統産業地域の伝統産業

木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業木の国・わかやまの林業

ナショナルトラスト運動ナショナルトラスト運動ナショナルトラスト運動ナショナルトラスト運動
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⑥　指導者研修 環境学習、環境保全活動のリーダーの養成等

類型類型類型類型 概要概要概要概要

ポスター、作文、標語等の募集

『『『『
親親親親
しししし
むむむむ
・・・・
知知知知
るるるる

』』』』

（１）環境学習の機会（１）環境学習の機会（１）環境学習の機会（１）環境学習の機会

①　体験活動

②　施設見学

県内で開催されている学習会や体験活動

『『『『
行行行行
動動動動
すすすす
るるるる
・・・・
広広広広
げげげげ
るるるる

』』』』
（４）支援制度（４）支援制度（４）支援制度（４）支援制度

⑪　助成制度 環境活動の助成制度

（３）地域保全活動（３）地域保全活動（３）地域保全活動（３）地域保全活動

⑧　環境イベント・保
全活動

環境月間キャンペーンや環境フェア、美化活動、エコライフ推進
等

⑩　環境活動団体 環境分野で活動するＮＰＯ等の団体

⑨　表彰制度

施設での見学や体験（利用）

③　出前講座

環境学習、環境活動の顕彰等

講師派遣、環境出前授業

（２）環境学習の教材等（２）環境学習の教材等（２）環境学習の教材等（２）環境学習の教材等

④　環境学習用教材 図書、DVD（ビデオ）、学習教具等の貸し出しや提供

⑦　学校での取組み 学校における環境学習の積極的な取組み事例

⑤　コンクール等

段階に応じた取組み段階に応じた取組み段階に応じた取組み段階に応じた取組み２

2.1  2.1  2.1  2.1  各段階に応じた取組みの概要各段階に応じた取組みの概要各段階に応じた取組みの概要各段階に応じた取組みの概要

県内には地域資源を活かした様々な取組みがあります。ここでは、活動される
方それぞれの興味関心の段階に応じた取組みを推進するため、『親しむ・知る』
『行動する・広げる』の二段階に分けて取組みの類型を紹介します。また、次項
ではここで紹介した類型毎に具体的な取組みを紹介します。これらの取組みを活
用することにより、それぞれの段階に応じた環境学習や環境保全活動が可能にな
ります。

　　　“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き　7



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

1
(県) 自然博物館「ドングリころころ
工作教室」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 36

2
(紀の川市) 耐寒登山「御茶屋御殿山
へ登ろう」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 36

3
(N) 根来山げんきの森倶楽部「プレー
パーク」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 36

4
(N) 根来山げんきの森倶楽部「ネイ
チャーゲーム」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 36

5
(N) 根来山げんきの森倶楽部「竹細
工・木工クラフト体験」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 36

6
(県) 生石高原ススキ再生事業「山焼
き」

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 37

7
(国) 北大和歌山研究林公開講座「森
のたんけん隊～古座川編」

小学４年生～６
年生

● 紀南紀南紀南紀南 37

　①　【体験活動】　県内で開催されている学習会や体験活動に関する情報　①　【体験活動】　県内で開催されている学習会や体験活動に関する情報　①　【体験活動】　県内で開催されている学習会や体験活動に関する情報　①　【体験活動】　県内で開催されている学習会や体験活動に関する情報

　(国) 国の事業、 (県) 和歌山県の事業、　(市町村) 市町村の事業、
　(民) 民間事業所・企業の事業、 (N) NPO団体の事業、　(他) その他の事業

　「自然」    …山、海、川、里山、動植物、水、空気、岩石等に関する内容
　「温暖化」 …地球温暖化（防止）、エネルギー、電力等に関する内容
　「ごみ」    …廃棄物、省資源、再利用、再資源化、下水等に関する内容

　『紀北』…和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、海南市、
　　　　　　　　かつらぎ町、九度山町、高野町、紀美野町
　『紀中』…有田市、御坊市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、
　　　　　　　　日高町、日高川町、美浜町、 印南町、みなべ町
　『紀南』…田辺市、新宮市、白浜町、上富田町、すさみ町、
　　　　　　　　串本町、古座川町、那智勝浦町、太地町、 北山村

　◆凡例◆

（１）環境学習の機会　　『 親しむ ・知る 』（１）環境学習の機会　　『 親しむ ・知る 』（１）環境学習の機会　　『 親しむ ・知る 』（１）環境学習の機会　　『 親しむ ・知る 』

2.2  2.2  2.2  2.2  取組み例の一覧取組み例の一覧取組み例の一覧取組み例の一覧 （平成（平成（平成（平成26262626年年年年1111月月月月1111日現在）日現在）日現在）日現在）

ここでは、前項の各類型毎に、各段階に応じた環境学習や環境保全活動の具体的な
取組みの例を一覧にして紹介します。

各取組みの詳しい内容は各取組みに付記してある資料編の各頁をご覧下さい。

山 林 関 係山 林 関 係山 林 関 係山 林 関 係
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

8
(国) 北大和歌山研究林「林業体験・
動植物の観察・山村の暮らし体験」

学校、公共団体、
教育・研究に関わ
る団体など

● 紀南紀南紀南紀南 37

9 (県) 森林・林業おもしろ講座 小学生 ● 紀南紀南紀南紀南 37

10
(白浜町) きのくに県民カレッジ連携
講座　ふるさとの山を歩こう

どなたでも（小学
生は保護者同伴）

● 紀南紀南紀南紀南 38

11
(県) 自然博物館「干潟」と「磯」の
生物観察会

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 38

12
(県) 自然博物館「魚の骨格標本づく
り」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 38

13
(県) 自然博物館「ちりめんモンス
ターイン和歌山」

小学生 ● 紀北紀北紀北紀北 38

14
(民) 紀北青少年の家 「七夕キャン
プ」〔カヌー体験〕

小学４年生～中
学３年生

● 紀北紀北紀北紀北 38

15
(N) Blue Ocean for Children
(BOC)「チリメンモンスターをさが
せ」

小学生 ● 紀北紀北紀北紀北 39

16
(民) 白崎青少年の家　感動体験！
「ファミリーフィッシング」

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 39

17
(民) 白崎青少年の家　「太古探検」
「古代探検」「自然学校」「追儺節分
祭」

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 39

18 (県) 海中観察会〔スノーケリング〕 一般(どなたでも) ● ● 紀南紀南紀南紀南 39

19
(白浜町) 熊楠体験自然教室（番所崎
で海の生き物観察）

どなたでも（小４
以下は保護者同
伴）

● 紀南紀南紀南紀南 39

20 (白浜町) 水辺環境教室 小４～小６ ● 紀南紀南紀南紀南 40

21
(N) 潮岬青少年の家「本州最南端、充
実串本体験」

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 40

22 (N) 潮岬青少年の家「カヌー体験」 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 40

23
(N) 潮岬青少年の家「シーカヤック＆
シュノーケリング」

小４～一般 ● 紀南紀南紀南紀南 40

24 (県) 自然博物館「野鳥観察会」 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 40

25
(県) 自然博物館　講演会「和歌山の
昆虫」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 41

動 物 関 係動 物 関 係動 物 関 係動 物 関 係

水 辺 関 係水 辺 関 係水 辺 関 係水 辺 関 係
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

26
(民)紀北青少年の家 「ホタルのキャ
ンプ」

小学４年生～中
学３年生

● 紀北紀北紀北紀北 41

27
(和歌山市) 市立こども科学館「親子
生き物博士教室」

一般(親子) ● 紀北紀北紀北紀北 41

28
(橋本市) 自然イキイキ☆生きもの観
察会

一般(小学生・親
子)

● 紀北紀北紀北紀北 41

29 (紀の川市) 江川中のホタル 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 41

30 (紀の川市) 細野キャンプ場ホタル祭り 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 42

31 (紀の川市) きしべの里ホタル観賞 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 42

32 (紀の川市) 蛍の里薄木神社夜宮祭 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 42

33 (紀の川市) 鞆渕のホタル 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 42

34 (紀の川市) 東貴志ホタル祭 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 42

35
(N) 根来山げんきの森倶楽部　こども
自然観察会「植物」「野鳥」「キノ
コ」「夜の生き物」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 43

36
(田辺市) ふるさと自然公園センター
「春」「初夏」「夏」「秋」「海辺」
の生き物観察教室

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 43

37

(田辺市) ふるさと自然公園センター
採集・観察会「カビ」「植物」「昆
虫」「鳴く虫」「プランクトン」「カ
スミサンショウウオの観察」「野鳥の
観察」

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 43

38
(県) 自然博物館「熊野古道の植物観
察」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 43

39
(県) 植物公園緑花センター体験教室
「身近な薬草」「植物画の描き方」
「木登り」「山の幸染め」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 43

40
(県) 植物公園緑花センター「キノコ
観察会」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 44

41
(橋本市) 橋本市高野口山村体験交流
促進センター　田植え・稲作体験

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 44

42 (有田川町) 稲作体験「あらぎ島」 一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 44

43
(民) 白崎青少年の家古里の味づくり
「梅ジャム」「金山寺みそ」

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 44

植 物 関 係植 物 関 係植 物 関 係植 物 関 係
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

44
(田辺市) ふるさと自然公園センター
「七草がゆをつくろう」

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 44

45
(N) 潮岬青少年の家　自然の色を楽し
もう「草木染め」

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 45

46
(N) 潮岬青少年の家「農園体験　イモ
＆綿」

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 45

47
(N) 潮岬青少年の家「農園体験　収
穫」

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 45

48
(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセン
ター自然塾「光るキノコ」観察会

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 45

49

(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセン
ター自然塾体験「草花染め」「花炭焼
き」「椿油搾油」「竹の子掘り＆温
泉」「磯あそび」「ミニすだれづく
り」

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 45

50 (県) 和歌山県「ほんまもん体験」 一般(どなたでも) ● 46

51
(民) 紀北青少年の家 「新緑キャン
プ」

小学４年生～中
学３年生

● 紀北紀北紀北紀北 46

52
(民) 紀北青少年の家 「紀北青少年の
家で遊ぼう」〔ネイチャーゲーム〕

小学４年生～中
学３年生

● 紀北紀北紀北紀北 46

53
(民) 紀北青少年の家 仲間と踊ろう郷
土の夕べ

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 46

54
(民) 紀北青少年の家 「セプテンバー
キャンプ」

小学４年生～中
学３年生

● 紀北紀北紀北紀北 47

55 (民) 紀北青少年の家「連凧」に挑戦 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 47

56 (九度山町） 高野山町石道語り部の会 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 47

57 (紀の川市) 平池ウォークラリー 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 47

58 (紀の川市) 天文台観望会 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 47

59
(N) 根来山げんきの森倶楽部「観月
会」

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 48

60 (みなべ町) みなべウォーク 一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 48

61
(民) 白崎青少年の家 「ゆら万葉の
旅」

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 48

そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

62
(民) 白崎青少年の家 「科学で遊ぼ
う」

一般(どなたでも) ● ● 紀中紀中紀中紀中 48

63
(民) 白崎青少年の家 「家族でリフ
レッシュin白崎」

一般(家族) ● 紀中紀中紀中紀中 48

64
(民) 白崎青少年の家 「恐竜化石を探
そう」

一般(家族) ● 紀中紀中紀中紀中 49

65
(県) 『熊野古道」・「高野山石道」
環境保全トレッキング

小中高生 ● 紀南紀南紀南紀南 49

66
(県) 次世代育成事業〔小中高生対象
の世界遺産現地ウォーク〕

小中高生 ● 紀南紀南紀南紀南 49

67
(田辺市) ふるさと自然公園センター
「夏」「冬」の星座観察教室

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 49

68
(白浜町) 熊野人倶楽部(ＫＵＭＡＮＤ
Ｏ)クマンドクラブ・ジオツアー

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 49

69
(白浜町) 熊野人倶楽部(ＫＵＭＡＮＤ
Ｏ)クマンドクラブ・ウォークイベン
ト

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 50

70
(白浜町) 南方熊楠を目指そう「粘菌
教室」

どなたでも（小４
以下は保護者同
伴）

● 紀南紀南紀南紀南 50

71
(白浜町) 冬の星空を見てみよう（星
空観望会）

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 50

72
(N) 潮岬青少年の家「グループキャン
プ」

どなたでも（小３
以下は保護者同
伴）

● 紀南紀南紀南紀南 50

73
(N) 潮岬青少年の家「ウィンターキャ
ンプ」

小学４年生～中
学３年生

● 紀南紀南紀南紀南 50

74
(国) 水ときらめき紀の川館（紀の川
大堰）

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 51

75 (国) 和歌山地方気象台 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 51

76 (県) 県立図書館 一般(どなたでも) ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 51

77 (民) 紀北青少年の家 一般(どなたでも) ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 51

78 (県) 県立自然博物館 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 51

79 (県) 植物公園緑花センター 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 52

80
(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見
学

小学３年～６年生
（体験プログラムに
より学年を指定）

● 紀北紀北紀北紀北 52

　②　【見学施設】　見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報　②　【見学施設】　見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報　②　【見学施設】　見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報　②　【見学施設】　見学や体験（利用）可能な関連施設に関する情報
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

81 (和歌山市) 和歌山市立こども科学館 一般(どなたでも) ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 52

82 (和歌山市) 和歌山市立少年自然の家
小中学生（和歌山市
外の学校も可）を含
む８名以上の団体

● 紀北紀北紀北紀北 52

83 (和歌山市)  和歌山市森林公園 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 52

84 (和歌山市)  四季の郷公園 一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 53

85 (和歌山市) 青岸クリーンセンター 小中学生 ● 紀北紀北紀北紀北 53

86 (和歌山市) 和歌山市下水終末処理場

原則、市内在住の
方。（注意：参加人
数については要相
談）

● ● 紀北紀北紀北紀北 53

87 (紀美野町)  星の動物園 みさと天文台 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 53

88 (民) 花王エコラボミュージアム 一般(どなたでも) ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 54

89 (民) 新日鉄住金　和歌山製鉄所 小中学生 ● 紀北紀北紀北紀北 54

90 (民) エアーウォーター和歌山工場 中学生以上の生徒 ● 紀北紀北紀北紀北 54

91 (民) バンドー化学　和歌山工場 小中学生 ● 紀北紀北紀北紀北 54

92
(民) 松田商店　体験型リサイクル工
場見学システム“くるくるシティ”

小学生以下のこど
も10名以上の団体

● 紀北紀北紀北紀北 55

93
(民) 国際航業㈱　和歌山・橋本ソー
ラーウェイ太陽光発電所

小中学生 ● 紀北紀北紀北紀北 55

94 (Ｎ) 根来山げんきの森倶楽部 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 55

95
(広川町) 津波防災教育センター「稲
むらの火の館」

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 55

96 (みなべ町) うめ振興館 一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 56

97 (民) 白崎青少年の家 一般(家族) ● 紀中紀中紀中紀中 56

98
(民) 日高港新エネルギーパーク（Ｅ
Ｅパーク）ＰＲ館

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 56

99 (民) かわべ天文公園 一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 56

100 (国) 京都大学白浜水族館 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 56
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

101
(国) 北海道大学 和歌山研究林の建物
と自然

学術調査研究、見
学、実習、研修、
研究会等での利用

● 紀南紀南紀南紀南 57

102 (県) 県立紀南図書館 一般(どなたでも) ● ● ● 紀南紀南紀南紀南 57

103 (県)  護摩壇山森林公園 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 57

104
(田辺市) 南方熊楠顕彰館・南方熊楠
邸

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 57

105 (田辺市) 紀州備長炭発見館 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 58

106
(白浜町) 白浜町清掃センター(併設
白浜町リサイクルプラザ)・白浜町最
終処分場・日置川ごみ焼却場の見学

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 58

107
(上富田町) ごみ削減活動（ごみ焼却
施設と埋立最終処分場の見学）

小学５年生 ● 紀南紀南紀南紀南 58

108 (太地町) くじらの博物館 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 58

109 (民) 白浜エネルギーランド 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 58

110 (民) エビとカニの水族館 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 59

111 (民) 串本海中公園 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 59

112 (他) 南方熊楠記念館 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 59

113 (N) 潮岬青少年の家
どなたでも（小３
以下は保護者同
伴）

● 紀南紀南紀南紀南 59

114
(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセン
ター

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 59

115 (他) 熊野ネイチャースクール 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 60

116 (他) 熊野百間渓谷自然学校 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 60

117 (国) 和歌山地方気象台出前講座 一般(どなたでも) ● 60

118
(国)  和歌山工業高等専門学校　出前
授業

小中学生（体験プ
ログラムにより学
年を指定）

● ● 60

　③　【出前講座】　講師派遣、環境出前授業に関する情報　③　【出前講座】　講師派遣、環境出前授業に関する情報　③　【出前講座】　講師派遣、環境出前授業に関する情報　③　【出前講座】　講師派遣、環境出前授業に関する情報
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名学習会・体験活動名 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

119 (県) 環境学習アドバイザーの活用 一般(どなたでも) ● ● ● 60

120 (県) 出張！県政お話講座「環境」 一般(どなたでも) ● ● ● 61

121 (県) 地域づくりアドバイザーの派遣
地域づくり団体
等

● 61

122
(県) 地球温暖化防止活動推進員　う
ちエコ診断等

一般(どなたでも) ● 61

123
(県) 理科不思議発見わくわくキャラ
バン

小学４～６年生 ● 61

124
(民) 花王エコラボミュージアム出前
授業

小学生 ● ● ● 61

125 (他) キノピー教室 保育所・幼稚園 ● 62

126 (かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業 小中学生 ● 紀北紀北紀北紀北 62

127
(他) 節電診断・省エネ診断（無料）
への講師派遣

民間企業・事業
所・学校・役所等
の公共機関

● 62

128
(他) 省エネ説明会（無料）への講師
派遣

民間企業・事業
所・学校・役所等
の公共機関

● 62

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

129 (国) 水生生物調査 一般(どなたでも) ● 62

130 (県) 紀州エコかるた 一般(どなたでも) ● ● ● 63

131
(県) 環境学習用ＤＶＤ・ビデオ
〔３３作品〕

一般(どなたでも) ● ● ● 63

132 (県) 和歌山環境白書 一般(どなたでも) ● ● ● 63

133 (県) わおん通信 一般(どなたでも) ● ● ● 63

134 (県) 環境家計簿カレンダー 一般(どなたでも) ● ● ● 63

（２）環境学習の教材等　　『 親しむ ・　知る 』（２）環境学習の教材等　　『 親しむ ・　知る 』（２）環境学習の教材等　　『 親しむ ・　知る 』（２）環境学習の教材等　　『 親しむ ・　知る 』

　④　【環境学習用教材】　図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報　④　【環境学習用教材】　図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報　④　【環境学習用教材】　図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報　④　【環境学習用教材】　図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供に関する情報

一 般 向 け一 般 向 け一 般 向 け一 般 向 け
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

135
(県) 和歌山県情報館〔県のホーム
ページ〕

一般(どなたでも) ● ● ● 64

136 (県) わかやま何でも帳 一般(どなたでも) ● ● ● 64

137
(和歌山市) エコワット（簡易型電力
量表示器）の貸し出し

和歌山市在住の
方、和歌山市内に
通勤・通学の方

● 紀北紀北紀北紀北 64

138
(県) わかやま環境学習プログラム
　　　〔小学校指導者用〕
　　　〔中学校指導者用〕

小中学校 ● ● ● 64

139
(県) わかやま環境学習プログラムモ
デルスクール研究成果報告書

小中学校 ● ● ● 64

140
(国) 全日本中学生水の作文コンクー
ル

中学生 ● 65

141 (国) 「河川愛護月間」絵手紙募集 小中高校生、一般 ● 65

142
(県) 「わかやまの山村」絵画コン
クール

幼児（4歳児から）・
小・中・高・特別支
援学校生

● 65

143 (県) きのくに川の日絵画コンクール 小中学生 ● ● 65

144
(N) わかやま「節電所」建設プロジェ
クト

一般(どなたでも) ● ● 65

145 (県) エコティーチャー養成研修会 小・中・高校教員 ● ● ● 66

146
(県) 理科不思議発見わくわくキャラ
バン

小学校教員 ● 66

147
(民) エコ・クッキング指導者養成講
座 ※「エコ・クッキング」は、東京ガスの登
録商標です。

小学校教員
栄養士

● ● 紀北紀北紀北紀北 66

148
(民) 白崎青少年の家「ジュニアリー
ダー養成講座」〔野外活動等の指導〕

小学３年～中学
１年生

● ● ● 紀中紀中紀中紀中 66

149
(国) 北大和歌山研究林「教員免許状
更新講習“南紀熊野における森林実
習”」

教員免許状更新が
必要な教諭（定員
12名）

● 紀南紀南紀南紀南 67

　⑥　【指導者等研修】　環境学習、環境保全活動のリーダーの養成等に関する情報　⑥　【指導者等研修】　環境学習、環境保全活動のリーダーの養成等に関する情報　⑥　【指導者等研修】　環境学習、環境保全活動のリーダーの養成等に関する情報　⑥　【指導者等研修】　環境学習、環境保全活動のリーダーの養成等に関する情報

　⑤　【コンクール等】　ポスター、作文、標語等の募集に関する情報　⑤　【コンクール等】　ポスター、作文、標語等の募集に関する情報　⑤　【コンクール等】　ポスター、作文、標語等の募集に関する情報　⑤　【コンクール等】　ポスター、作文、標語等の募集に関する情報

学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け

学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

150
(N) 潮岬青少年の家「レクリエーショ
ン講座」〔野外活動等の指導〕

１６歳以上 ● 紀南紀南紀南紀南 67

151 (県) エコ農業推進研修会
農業従事者、JA、
行政関係者等

● ● 67

152 (県) 自然にやさしい技術者認定制度 公共事業関係者 ● 67

153
(橋本市) ＥＭ（有用微生物群）講習
会

一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 68

154
(他) グリーン購入ネットワークへの
加入

企業・行政・民間
団体・地域団体

● ● 68

155
橋本市立紀見小学校　「資源リサイク
ル活動」

全学年 ● 紀北紀北紀北紀北 68

156
有田市立糸我小学校
「田んぼの学校～アイガモ農法で稲作
体験」

全学年
５年生が中心

● 紀中紀中紀中紀中 68

157
那智勝浦町立下里小学校
「ウミガメを守ろう！」

全学年
５年生が中心

● 紀南紀南紀南紀南 69

158
和歌山県立向陽中学校　　総合的な学
習の時間　「環境学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

全学年 ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 69

159
広川町立津木中学校
「ホタルの保護・研究活動」

全学年 ● ● 紀中紀中紀中紀中 69

160
印南町立稲原中学校
「稲中農業を通じて地域とつながる」

紀中紀中紀中紀中 69

161
県立和歌山高等学校「チューリップ
フェスタ

全学年・育友会 ● 紀北紀北紀北紀北 70

162
県立紀北工業高等学校「ソーラーカー
レース」

クラブ活動
生産技術部

● 紀北紀北紀北紀北 70

163
県立粉河高等学校「KOKO塾～学び
の郷・環境を生かす、環境と生きる」

全学年 ● 紀北紀北紀北紀北 70

　⑦　【学校での取組み】　学校における環境学習の積極的な取組み事例に関する情報　⑦　【学校での取組み】　学校における環境学習の積極的な取組み事例に関する情報　⑦　【学校での取組み】　学校における環境学習の積極的な取組み事例に関する情報　⑦　【学校での取組み】　学校における環境学習の積極的な取組み事例に関する情報

一 般一 般一 般一 般 ・・・・ 関 係 事 業 者 向 け関 係 事 業 者 向 け関 係 事 業 者 向 け関 係 事 業 者 向 け

小 学 校小 学 校小 学 校小 学 校

中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校

高 等 学 校高 等 学 校高 等 学 校高 等 学 校
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

164 (県) わかやま道路パートナー事業 一般(どなたでも) ● 70

165 (県) スマイルリバー事業 一般(どなたでも) ● ● 71

166 (県) ライトダウンキャンペーン 一般(どなたでも) ● 71

167
(県) 環境にやさしい買い物キャン
ペーン

一般(どなたでも) ● 71

168 (県) レジ袋削減キャンペーン 一般(どなたでも) ● 71

169 (県) わかやま食と健康フェア 一般(どなたでも) ● 71

170
(民) 紀北青少年の家「こおるどフェ
スタ in 紀北」

一般(どなたでも) ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 72

171
(和歌山市・Ｎ) 和歌山県友ヶ島みん
なで島のゴミ拾い！

一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 72

172 (和歌山市) 一万人大清掃 一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 72

173 (和歌山市) 内川全域一斉清掃 一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 72

174
(和歌山市) アダプション・プログラ
ム

一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 72

175 (和歌山市) 環境保全講演会 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 73

176
(橋本市・紀の川市) 「きのかわ環境
フェア」

一般(どなたでも) ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 73

177
(橋本市) 花と緑のリサイクル事業
（花まつり含む）

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 73

178
(岩出市) クリーン缶トリー運動イン
岩出

一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 73

179
(岩出市) 岩出駅周辺環境浄化パト
ロール

青少年市民会議、更
生保護女性会、ＰＴ
Ａ連合会、小中学校
ほか（どなたでも）

● ● 紀北紀北紀北紀北 73

　⑧　【環境イベント・保全活動】　環境月間キャンペーンや環境フェア、　⑧　【環境イベント・保全活動】　環境月間キャンペーンや環境フェア、　⑧　【環境イベント・保全活動】　環境月間キャンペーンや環境フェア、　⑧　【環境イベント・保全活動】　環境月間キャンペーンや環境フェア、
 　　　　　　　　　　　　　　　　美化活動、エコライフ推進等に関する情報 　　　　　　　　　　　　　　　　美化活動、エコライフ推進等に関する情報 　　　　　　　　　　　　　　　　美化活動、エコライフ推進等に関する情報 　　　　　　　　　　　　　　　　美化活動、エコライフ推進等に関する情報

（３）環境保全活動　　『行動する ・ 広げる 』（３）環境保全活動　　『行動する ・ 広げる 』（３）環境保全活動　　『行動する ・ 広げる 』（３）環境保全活動　　『行動する ・ 広げる 』

一 般 向 け一 般 向 け一 般 向 け一 般 向 け
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

180
(岩出市) 校区の清掃活動及びリサイ
クル活動

ＰＴＡ、児童、生
徒、教員、地域住民
ほか（どなたでも）

● ● 紀北紀北紀北紀北 74

181 (かつらぎ町) もったいない運動 小中高生 ● 紀北紀北紀北紀北 74

182 (紀美野町) がたろ大作戦 一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 74

183 (紀美野町) 美里河川一斉清掃 一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 74

184 (有田市) 有田川クリーン作戦 一般(どなたでも) ● ● 紀中紀中紀中紀中 74

185 (有田市) もっとの会　おそうじクラブ 一般(どなたでも) ● ● 紀中紀中紀中紀中 75

186 (湯浅町) 栖原海岸清掃活動 一般(どなたでも) ● ● 紀中紀中紀中紀中 75

187
(湯浅町) 「道路ふれあい月間」紀州
路クリーン大作戦

一般(どなたでも) ● ● 紀中紀中紀中紀中 75

188
(民) 白崎青少年の家「すいせん祭
り」

一般(どなたでも) ● ● ● 紀中紀中紀中紀中 75

189 (みなべ町) フラワーおもてなし運動
会員、南部高校生
徒、その他団体

● 紀中紀中紀中紀中 75

190 (白浜町) 環境問題を考える講演会 一般(どなたでも) ● ● ● 紀南紀南紀南紀南 76

191 (白浜町) ごみと環境フェア 一般(どなたでも) ● ● ● 紀南紀南紀南紀南 76

192 (白浜町) クリーングリーン 一般(どなたでも) ● ● 紀南紀南紀南紀南 76

193
(白浜町) 住民団体　白浜愛創会活動
〔歩道の清掃活動〕

一般(どなたでも) ● ● 紀南紀南紀南紀南 76

194 (すさみ町) ふれあいクリーン大作戦 一般(どなたでも) ● ● 紀南紀南紀南紀南 76

195
(古座川町) 古座川クリーンキャン
ペーン

一般(どなたでも) ● ● 紀南紀南紀南紀南 77

196
(N) 潮岬青少年の家「おもしろらんど
春祭り」「おもしろらんど夏祭り」

一般(どなたでも) ● ● ● 紀南紀南紀南紀南 77

197 (国) こどもエコクラブ 幼児～高校生 ● ● ● 77

198
(国) 協定締結による国民参加の森林
づくり

団体 ● ● 77

児 童児 童児 童児 童 ・・・・ 生 徒 向 け生 徒 向 け生 徒 向 け生 徒 向 け
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

199 (国) こどもホタレンジャー 小中学生 ● 77

200 (県) 企業の森事業 企業 ● 78

201
(他) 和歌山県工場環境緑化協会〔緑
地帯の管理、工場内の緑化〕

企業等 ● 78

202 (国) 日本水大賞 一般(どなたでも) ● ● 78

203 (県) わかやま環境賞 一般(どなたでも) ● ● ● 78

204 (民) コカ・コーラ環境教育賞 青少年 ● ● ● 78

205 (他) 日本学生科学賞 中学生・高校生 ● ● ● 79

206 (他) グリーン購入大賞

民間企業・事業
所・学校・役所等
の公共機関・地域
団体

● ● 79

207
(Ｎ) わかやま環境ネットワーク／和
歌山県地球温暖化防止活動推進セン
ター

大人どなたでも) ● ● ● 79

208
(他) 伊都・橋本地球温暖化対策地域
協議会

大人(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 79

209 (他) 紀の川市地球温暖化対策協議会 大人どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 79

210 (他) 紀南地域地球温暖化対策協議会 大人(どなたでも) ● ● 紀南紀南紀南紀南 80

211
(他) 近畿大学 生物理工学部 地域交流
センター

大人(どなたでも) ● ● ● 紀北紀北紀北紀北 80

212
(他) はしもと里山保全アクション
チーム

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 80

213 (他) 玉川峡を守る会 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 80

　⑨　【表彰制度】　環境学習、環境保全活動の顕彰等に関する情報　⑨　【表彰制度】　環境学習、環境保全活動の顕彰等に関する情報　⑨　【表彰制度】　環境学習、環境保全活動の顕彰等に関する情報　⑨　【表彰制度】　環境学習、環境保全活動の顕彰等に関する情報

　⑩　【環境活動団体】　環境団体、NPOの活動に関する情報　⑩　【環境活動団体】　環境団体、NPOの活動に関する情報　⑩　【環境活動団体】　環境団体、NPOの活動に関する情報　⑩　【環境活動団体】　環境団体、NPOの活動に関する情報

民 間 企 業 向 け民 間 企 業 向 け民 間 企 業 向 け民 間 企 業 向 け

地 球 温 暖 化 対 策地 球 温 暖 化 対 策地 球 温 暖 化 対 策地 球 温 暖 化 対 策
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

214 (他) プロムナード国城 一般(どなたでも) ● ● 紀北紀北紀北紀北 81

215 (他) トンガの鼻自然クラブ 一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 81

216
(Ｎ) 自然回復を試みる会　ビオトー
プ孟子(もうこ)

一般(どなたでも) ● 紀北紀北紀北紀北 81

217
(国) 京都大学フィールド科学教育研
究センター和歌山研究林

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 81

218 (Ｎ) 生石山の大草原保存会 一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 81

219
(他) 一般社団法人ビオトープ（ビオ
トープ切目川）

一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 82

220 (他) 日本野鳥の会和歌山県支部 一般(どなたでも) ● 紀中紀中紀中紀中 82

221 (他) 天神崎の自然を大切にする会 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 82

222 (他) 大辺路刈り開き隊 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 82

223 (他) 公益財団法人　熊野林業 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 83

224 (他) 熊野自然保護連絡協議会 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 83

225 (他) 古座川街道やどやの会 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 83

226
(他) 熊野の森ネットワーク　いちい
がしの会

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 83

227 (他) 棚田を守ろう会 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 84

228
(他) みんな笑顔の熊野プロジェクト
略称：ミンクマ

一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 84

229 (他) 新宮市海ガメを保護する会 一般(どなたでも) ● 紀南紀南紀南紀南 84
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.No.No.No. 取組みの名称取組みの名称取組みの名称取組みの名称 対象対象対象対象 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 地域地域地域地域 頁頁頁頁

230 (県) 紀の国森づくり基金活用事業
県内に事務所又は
営業所を有する法
人その他の団体

● 84

231
(県) 都市のやすらぎ街なか緑化補助
金

一般(どなたでも) ● 85

232
(県) 住宅用太陽光発電設備導入補助
金

一般(どなたでも) ● 85

233 (他) かしの木バンク
県内の子どもた
ち

● ● 85

234 (他) イオン環境財団環境活動助成金
法人、ＮＰＯ、一
定の要件を満たす
一般団体

● ● ● 85

235 (県) 紀の国緑育推進事業 小中学生等 ● 86

236 (県) グリーンガーテン事業 小学校 ● ● 86

237 (他) みどりの少年団活動への助成 小中学生 ● 86

238 (他) 河川整備基金助成事業
小中高校、大学、
法人、地方公共団
体

● ● 86

239 (県) 河川愛護団体に対する奨励制度 一般(どなたでも) ● ● 86

240
(県) 地域活性化アグリビジネス支援
事業補助制度

農業事業者 ● 87

241
(他) 地球環境基金助成金〔独立行政
法人環境再生保全機構の助成〕

法人、ＮＰＯ、一
定の要件を満たす
一般団体

● ● ● 87

242
(他) ドコモ市民活動団体への助成
（環境分野）

ＮＰＯ団体 ● ● ● 87

243
(他) セブン－イレブン記念財団公募
助成

ＮＰＯ法人、任意
団体、一般社団法
人

● ● ● 87

（４）支援制度　　『 行動する ・ 広げる 』（４）支援制度　　『 行動する ・ 広げる 』（４）支援制度　　『 行動する ・ 広げる 』（４）支援制度　　『 行動する ・ 広げる 』

　⑪　【助成制度】　環境活動の助成制度に関する情報　⑪　【助成制度】　環境活動の助成制度に関する情報　⑪　【助成制度】　環境活動の助成制度に関する情報　⑪　【助成制度】　環境活動の助成制度に関する情報

一 般 向 け一 般 向 け一 般 向 け一 般 向 け

学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け学 校 関 係 者 向 け

事業者事業者事業者事業者・・・・団体向け団体向け団体向け団体向け
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

根来山げんきの森倶楽部根来山げんきの森倶楽部根来山げんきの森倶楽部根来山げんきの森倶楽部

各事業各事業各事業各事業【【【【No.3,4,5,94No.3,4,5,94No.3,4,5,94No.3,4,5,94】】】】

水ときらめき紀の川館水ときらめき紀の川館水ときらめき紀の川館水ときらめき紀の川館 【【【【No,74No,74No,74No,74】】】】

和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市四季の郷公園四季の郷公園四季の郷公園四季の郷公園

【【【【No.84No.84No.84No.84】】】】

はしもと里山保全はしもと里山保全はしもと里山保全はしもと里山保全

アクションチームアクションチームアクションチームアクションチーム

【【【【No.212No.212No.212No.212】】】】

植物公園緑花センター植物公園緑花センター植物公園緑花センター植物公園緑花センター 各事業各事業各事業各事業

【【【【No.39,40,79No.39,40,79No.39,40,79No.39,40,79】】】】

那智勝浦宇久井那智勝浦宇久井那智勝浦宇久井那智勝浦宇久井

ビジターセンタービジターセンタービジターセンタービジターセンター

各事業各事業各事業各事業【【【【No.48,49,114No.48,49,114No.48,49,114No.48,49,114】】】】

串本海中公園串本海中公園串本海中公園串本海中公園

【【【【No.111No.111No.111No.111】】】】

北海道大学和歌山研究北海道大学和歌山研究北海道大学和歌山研究北海道大学和歌山研究

林林林林【【【【No.7,8,101,149No.7,8,101,149No.7,8,101,149No.7,8,101,149】】】】

すさみ町エビとカニの水族館すさみ町エビとカニの水族館すさみ町エビとカニの水族館すさみ町エビとカニの水族館

【【【【No.110No.110No.110No.110】】】】

京都大学白浜水族館京都大学白浜水族館京都大学白浜水族館京都大学白浜水族館【【【【No.100No.100No.100No.100】】】】

南方熊楠記念館南方熊楠記念館南方熊楠記念館南方熊楠記念館【【【【No.112No.112No.112No.112】】】】

南方熊楠顕彰館南方熊楠顕彰館南方熊楠顕彰館南方熊楠顕彰館

【【【【No.104No.104No.104No.104】】】】
天神崎の自然を大切天神崎の自然を大切天神崎の自然を大切天神崎の自然を大切

にする会にする会にする会にする会 【【【【No.221No.221No.221No.221】】】】

田辺市ふるさと自然公園田辺市ふるさと自然公園田辺市ふるさと自然公園田辺市ふるさと自然公園

センターセンターセンターセンター 各事業各事業各事業各事業

【【【【No.36,37,44,67No.36,37,44,67No.36,37,44,67No.36,37,44,67】】】】

田辺市紀州備長炭発見館田辺市紀州備長炭発見館田辺市紀州備長炭発見館田辺市紀州備長炭発見館

【【【【No.105No.105No.105No.105】】】】

県林業試験場県林業試験場県林業試験場県林業試験場

林業・林業おもしろ講座林業・林業おもしろ講座林業・林業おもしろ講座林業・林業おもしろ講座

【【【【No.9No.9No.9No.9】】】】

潮の岬青少年の家潮の岬青少年の家潮の岬青少年の家潮の岬青少年の家 各事業各事業各事業各事業
【【【【No,21,22,23,45,46,47,72,73,113No,21,22,23,45,46,47,72,73,113No,21,22,23,45,46,47,72,73,113No,21,22,23,45,46,47,72,73,113】】】】

太地町くじらの博物館太地町くじらの博物館太地町くじらの博物館太地町くじらの博物館

【【【【No.108No.108No.108No.108】】】】

うめ振興館うめ振興館うめ振興館うめ振興館 【【【【No.96No.96No.96No.96】】】】

日高港新エネルギーパー日高港新エネルギーパー日高港新エネルギーパー日高港新エネルギーパー

ク（ＥＥパーク）ＰＲ館ク（ＥＥパーク）ＰＲ館ク（ＥＥパーク）ＰＲ館ク（ＥＥパーク）ＰＲ館

【【【【No,98No,98No,98No,98】】】】

ビオトープ切目川ビオトープ切目川ビオトープ切目川ビオトープ切目川

【【【【No.219No.219No.219No.219】】】】

護摩壇山森林公園護摩壇山森林公園護摩壇山森林公園護摩壇山森林公園

【【【【No,100No,100No,100No,100】】】】

京都大学和歌山研究林京都大学和歌山研究林京都大学和歌山研究林京都大学和歌山研究林

【【【【No.213No.213No.213No.213】】】】

白崎青少年の家白崎青少年の家白崎青少年の家白崎青少年の家 各事業各事業各事業各事業

【【【【No.16,17,43,61,No.16,17,43,61,No.16,17,43,61,No.16,17,43,61,

62,63,64,9762,63,64,9762,63,64,9762,63,64,97】】】】

広川町津波防災センター広川町津波防災センター広川町津波防災センター広川町津波防災センター

稲むらの火の館稲むらの火の館稲むらの火の館稲むらの火の館【【【【No,95No,95No,95No,95】】】】

和歌山市下水道和歌山市下水道和歌山市下水道和歌山市下水道

中央終末処理場中央終末処理場中央終末処理場中央終末処理場【【【【No.86No.86No.86No.86】】】】

生石高原ススキ再生事業生石高原ススキ再生事業生石高原ススキ再生事業生石高原ススキ再生事業

【【【【No.6No.6No.6No.6】】】】

ビオトープ孟子ビオトープ孟子ビオトープ孟子ビオトープ孟子

【【【【No.216No.216No.216No.216】】】】

バンドー化学和歌山工場バンドー化学和歌山工場バンドー化学和歌山工場バンドー化学和歌山工場

【【【【No.91No.91No.91No.91】】】】

トンガの鼻自然クラブトンガの鼻自然クラブトンガの鼻自然クラブトンガの鼻自然クラブ

【【【【No.215No.215No.215No.215】】】】

新日鉄住金和歌山製鉄所新日鉄住金和歌山製鉄所新日鉄住金和歌山製鉄所新日鉄住金和歌山製鉄所【【【【No.89No.89No.89No.89】】】】

エアーウオーター和歌山エアーウオーター和歌山エアーウオーター和歌山エアーウオーター和歌山

【【【【No.90No.90No.90No.90】】】】

和歌山市立青岸クリーンセンター和歌山市立青岸クリーンセンター和歌山市立青岸クリーンセンター和歌山市立青岸クリーンセンター

【【【【No.85No.85No.85No.85】】】】

和歌山市立少年自然の家和歌山市立少年自然の家和歌山市立少年自然の家和歌山市立少年自然の家

【【【【No.82No.82No.82No.82】】】】

和歌山市森林公園和歌山市森林公園和歌山市森林公園和歌山市森林公園

【【【【No.83No.83No.83No.83】】】】

和歌山地方気象台和歌山地方気象台和歌山地方気象台和歌山地方気象台

【【【【No.75No.75No.75No.75】】】】

花王エコラボミュージアム花王エコラボミュージアム花王エコラボミュージアム花王エコラボミュージアム

【【【【No,88No,88No,88No,88】】】】

和歌山市立こども科学館和歌山市立こども科学館和歌山市立こども科学館和歌山市立こども科学館

【【【【No,27,81No,27,81No,27,81No,27,81】】】】

県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館 各事業各事業各事業各事業

【【【【No.11,12,13,No.11,12,13,No.11,12,13,No.11,12,13,

24,25,38.7824,25,38.7824,25,38.7824,25,38.78】】】】

紀伊風土紀の丘紀伊風土紀の丘紀伊風土紀の丘紀伊風土紀の丘 【【【【No.80No.80No.80No.80】】】】

県世界遺産センター県世界遺産センター県世界遺産センター県世界遺産センター

【【【【No.66No.66No.66No.66】】】】

2.32.32.32.3 取組み例の地域別一覧取組み例の地域別一覧取組み例の地域別一覧取組み例の地域別一覧

ここでは、取組み例の一覧のうち、主な【①体験活動】【②見学施設】【⑨環境活動団体】
の場所を地図上に表示しました。
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

私たちを取り巻く環境は様々な側面が密接につながり、相互に影響し合っています。こう
したつながりを想像してみることで、身近なところから様々な環境問題について考え、取組
みを進めるヒントが得られます。
ここでは、「自然」「温暖化」「ごみ」の３つのテーマ毎に、身近なところから連想され
る言葉をつなぎ、関連する様々な環境面での取組みを考えてみました。

空気空気空気空気

空

大気汚染
鳥類

ふるさと自然公園センふるさと自然公園センふるさと自然公園センふるさと自然公園セン
ター「星座観察教室」ター「星座観察教室」ター「星座観察教室」ター「星座観察教室」
に参加に参加に参加に参加 【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．66667777】】】】

食べ物食べ物食べ物食べ物

農業

水生生物調査を実水生生物調査を実水生生物調査を実水生生物調査を実
施施施施 【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111129292929】】】】

「こどもホタレン「こどもホタレン「こどもホタレン「こどもホタレン
ジャー」でホタルのジャー」でホタルのジャー」でホタルのジャー」でホタルの
保護活動を実施保護活動を実施保護活動を実施保護活動を実施

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111199999999】】】】

和歌山地方気和歌山地方気和歌山地方気和歌山地方気

象台を見学し、象台を見学し、象台を見学し、象台を見学し、

降水や水災害降水や水災害降水や水災害降水や水災害

について学習について学習について学習について学習

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．77775555】】】】

川

水水水水

生物

ビオトープ孟子でビオトープ孟子でビオトープ孟子でビオトープ孟子で
稲作体験、田んぼ稲作体験、田んぼ稲作体験、田んぼ稲作体験、田んぼ
に生息する生き物に生息する生き物に生息する生き物に生息する生き物
調査調査調査調査 【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．222216161616】】】】

「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした
取組みの例取組みの例取組みの例取組みの例

県立自然博物館「野鳥県立自然博物館「野鳥県立自然博物館「野鳥県立自然博物館「野鳥
観察会」に参加観察会」に参加観察会」に参加観察会」に参加

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．22224444】】】】

ホタル

取組みをつなぐ取組みをつなぐ取組みをつなぐ取組みをつなぐ３３３３

3.1  3.1  3.1  3.1  取組みのつながり取組みのつながり取組みのつながり取組みのつながり

「暮らし」「暮らし」「暮らし」「暮らし」

（１）テーマ・自然（１）テーマ・自然（１）テーマ・自然（１）テーマ・自然

漁業

県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館
「魚の骨格標本づ「魚の骨格標本づ「魚の骨格標本づ「魚の骨格標本づ
くり」に参加くり」に参加くり」に参加くり」に参加

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．11112222】】】】

魚

海

田んぼ

県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館
「干潟」と「磯」の生「干潟」と「磯」の生「干潟」と「磯」の生「干潟」と「磯」の生
物観察会に参加物観察会に参加物観察会に参加物観察会に参加
【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．11111111】】】】

水生生物

源流

山

雨

潮岬青少年の家の潮岬青少年の家の潮岬青少年の家の潮岬青少年の家の
「農園体験」に参加「農園体験」に参加「農園体験」に参加「農園体験」に参加
【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．44446666,4,4,4,47777】】】】

「水ときらめき紀の川館」「水ときらめき紀の川館」「水ときらめき紀の川館」「水ときらめき紀の川館」
を見学し、川の生物ついを見学し、川の生物ついを見学し、川の生物ついを見学し、川の生物つい
て学習て学習て学習て学習 【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．77774444】】】】

「スマイルリバー事「スマイルリバー事「スマイルリバー事「スマイルリバー事
業」を実施、自治会で業」を実施、自治会で業」を実施、自治会で業」を実施、自治会で
川掃除に取り組む川掃除に取り組む川掃除に取り組む川掃除に取り組む
【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111165656565】】】】

みどりの少年みどりの少年みどりの少年みどりの少年

団活動への助団活動への助団活動への助団活動への助

成を活用して成を活用して成を活用して成を活用して

緑化緑化緑化緑化

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．222237373737】】】】

森林・林業おもし森林・林業おもし森林・林業おもし森林・林業おもし

ろ講座で樹木をろ講座で樹木をろ講座で樹木をろ講座で樹木を

学習学習学習学習

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．9999】】】】

“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き　　24



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

燃料燃料燃料燃料

ＣＯ２増加

電気自動車

うちエコ診断で家庭うちエコ診断で家庭うちエコ診断で家庭うちエコ診断で家庭
での節電対策についでの節電対策についでの節電対策についでの節電対策につい
て理解するて理解するて理解するて理解する

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111122222222】】】】

環境学習アドバイザー環境学習アドバイザー環境学習アドバイザー環境学習アドバイザー
を活用し、温暖化につを活用し、温暖化につを活用し、温暖化につを活用し、温暖化につ
いて学ぶいて学ぶいて学ぶいて学ぶ

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111119191919】】】】

省エネ省エネ省エネ省エネ

スローライ
フを楽しむ

よしづ、すだれ
うち水

グリーンカーテン事グリーンカーテン事グリーンカーテン事グリーンカーテン事
業に参加し、ゴーヤ業に参加し、ゴーヤ業に参加し、ゴーヤ業に参加し、ゴーヤ
を栽培を栽培を栽培を栽培

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．222236363636】】】】

節電

わかやま「節電所」建設プわかやま「節電所」建設プわかやま「節電所」建設プわかやま「節電所」建設プ
ロジェクトに参加し、家庭ロジェクトに参加し、家庭ロジェクトに参加し、家庭ロジェクトに参加し、家庭
の消費電力について知るの消費電力について知るの消費電力について知るの消費電力について知る
【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111144444444】】】】

ライドダウンキャンライドダウンキャンライドダウンキャンライドダウンキャン
ペーンに参加し、ペーンに参加し、ペーンに参加し、ペーンに参加し、
キャンドルライフをキャンドルライフをキャンドルライフをキャンドルライフを
体験体験体験体験 【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111166666666】】】】

家電製品

電気電気電気電気

電気代

省エネ家導入－省エネ家導入－省エネ家導入－省エネ家導入－
ＬＥＤ電球、インＬＥＤ電球、インＬＥＤ電球、インＬＥＤ電球、イン
バーターエアコバーターエアコバーターエアコバーターエアコ
ンを利用ンを利用ンを利用ンを利用

「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした
取組みの例取組みの例取組みの例取組みの例

ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量を減らすた排出量を減らすた排出量を減らすた排出量を減らすた
めの移動手段についてめの移動手段についてめの移動手段についてめの移動手段について
学習する学習する学習する学習する

グリーン
カーテン

太陽光
発電

（２）テーマ・温暖化（２）テーマ・温暖化（２）テーマ・温暖化（２）テーマ・温暖化

「暮らし」「暮らし」「暮らし」「暮らし」

教育センター学びの丘・教育センター学びの丘・教育センター学びの丘・教育センター学びの丘・
理科不思議発見わわく理科不思議発見わわく理科不思議発見わわく理科不思議発見わわく
キャラバンで備長炭電キャラバンで備長炭電キャラバンで備長炭電キャラバンで備長炭電
池等を製作し、電気に池等を製作し、電気に池等を製作し、電気に池等を製作し、電気に
ついて学ぶついて学ぶついて学ぶついて学ぶ

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111123232323】】】】

地球温
暖化

青少年の家で、電気青少年の家で、電気青少年の家で、電気青少年の家で、電気
やガスを使わない野やガスを使わない野やガスを使わない野やガスを使わない野
外活動を体験外活動を体験外活動を体験外活動を体験

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．11117777 他】他】他】他】

発電

環境家計簿カレ環境家計簿カレ環境家計簿カレ環境家計簿カレ
ンダーの活用ンダーの活用ンダーの活用ンダーの活用
【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111134343434】】】】

日高港新エネルギー日高港新エネルギー日高港新エネルギー日高港新エネルギー
パーク（ＥＥパーク）Ｐパーク（ＥＥパーク）Ｐパーク（ＥＥパーク）Ｐパーク（ＥＥパーク）Ｐ
Ｒ館を見学するＲ館を見学するＲ館を見学するＲ館を見学する

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．98989898】】】】

自動車

花王エコラボミュージ花王エコラボミュージ花王エコラボミュージ花王エコラボミュージ
アムを見学し、節電・アムを見学し、節電・アムを見学し、節電・アムを見学し、節電・
省エネのライフスタイ省エネのライフスタイ省エネのライフスタイ省エネのライフスタイ
ルを学ぶルを学ぶルを学ぶルを学ぶ

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．88888888】】】】
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エコ・クッキングをエコ・クッキングをエコ・クッキングをエコ・クッキングを
実施（環境にやさ実施（環境にやさ実施（環境にやさ実施（環境にやさ
しい買い物、調理、しい買い物、調理、しい買い物、調理、しい買い物、調理、
片付け）片付け）片付け）片付け）

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111147474747】】】】

買う買う買う買う

エコマーク

花王エコラボミュージ花王エコラボミュージ花王エコラボミュージ花王エコラボミュージ
アムを見学し、製品アムを見学し、製品アムを見学し、製品アムを見学し、製品
づくりの工夫についづくりの工夫についづくりの工夫についづくりの工夫につい
て理解するて理解するて理解するて理解する

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．88888888】】】】

レジ袋削減キャンレジ袋削減キャンレジ袋削減キャンレジ袋削減キャン
ペーンに積極的にペーンに積極的にペーンに積極的にペーンに積極的に
参加する参加する参加する参加する

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111168686868】】】】

水水水水

飲み水

各自治体の下水処理場各自治体の下水処理場各自治体の下水処理場各自治体の下水処理場
を見学し、水の浄化につを見学し、水の浄化につを見学し、水の浄化につを見学し、水の浄化につ
いて学ぶいて学ぶいて学ぶいて学ぶ

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．88886666】】】】

各自治体の浄水各自治体の浄水各自治体の浄水各自治体の浄水
場を見学し、水道場を見学し、水道場を見学し、水道場を見学し、水道
水について学ぶ水について学ぶ水について学ぶ水について学ぶ

各市町村のごみ処理場を各市町村のごみ処理場を各市町村のごみ処理場を各市町村のごみ処理場を
見学し、ごみの種類、量な見学し、ごみの種類、量な見学し、ごみの種類、量な見学し、ごみの種類、量な
ど、ごみ問題について学ぶど、ごみ問題について学ぶど、ごみ問題について学ぶど、ごみ問題について学ぶ

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．92929292,,,,106106106106,,,,107107107107】】】】

捨てる捨てる捨てる捨てる

リサイクル

生ごみ

新日鉄住金和歌山新日鉄住金和歌山新日鉄住金和歌山新日鉄住金和歌山
製鉄所を見学し、ス製鉄所を見学し、ス製鉄所を見学し、ス製鉄所を見学し、ス
チール、アルミ缶のチール、アルミ缶のチール、アルミ缶のチール、アルミ缶の
リサイクルを学習リサイクルを学習リサイクルを学習リサイクルを学習

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．88889999】】】】

生ごみ処理機を導生ごみ処理機を導生ごみ処理機を導生ごみ処理機を導

入し、生ごみを堆肥入し、生ごみを堆肥入し、生ごみを堆肥入し、生ごみを堆肥

化する化する化する化する

「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした「暮らし」を出発点とした
取組みの例取組みの例取組みの例取組みの例

ごみ処理

分別

（３）テーマ・ごみ（３）テーマ・ごみ（３）テーマ・ごみ（３）テーマ・ごみ

「暮らし」「暮らし」「暮らし」「暮らし」

下水

詰め替え商品
レジ袋

フリーマー
ケット

環境フェアや地域ま環境フェアや地域ま環境フェアや地域ま環境フェアや地域ま
つりのバザーやフつりのバザーやフつりのバザーやフつりのバザーやフ
リーマーケットに出品リーマーケットに出品リーマーケットに出品リーマーケットに出品
したり、買い物をするしたり、買い物をするしたり、買い物をするしたり、買い物をする

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111176767676】】】】

マイ
バック

県が発行する「環境家計簿カレ県が発行する「環境家計簿カレ県が発行する「環境家計簿カレ県が発行する「環境家計簿カレ
ンダー」を活用し、エコマークやンダー」を活用し、エコマークやンダー」を活用し、エコマークやンダー」を活用し、エコマークや
省エネ家電等についての理解を省エネ家電等についての理解を省エネ家電等についての理解を省エネ家電等についての理解を
深め、環境にやさしい買い物を深め、環境にやさしい買い物を深め、環境にやさしい買い物を深め、環境にやさしい買い物を
するするするする

【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．【Ｎｏ．111134343434】】】】
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テーマテーマテーマテーマ

取組みの取組みの取組みの取組みの
目標目標目標目標

身近な施設でエネル身近な施設でエネル身近な施設でエネル身近な施設でエネル

ギーや気象に興味をギーや気象に興味をギーや気象に興味をギーや気象に興味を

もつ。もつ。もつ。もつ。
ex.白浜エネルギーラ
ンド【No.109】、日高港
新エネルギーパークＰ
Ｒ館【No.98】

温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

親親親親
しししし
むむむむ

・・・・
知知知知
るるるる

行行行行
動動動動
すすすす
るるるる
・・・・
広広広広
げげげげ
るるるる

節電などの取組み節電などの取組み節電などの取組み節電などの取組み

に参加し、効果を実に参加し、効果を実に参加し、効果を実に参加し、効果を実

感する。感する。感する。感する。
ex.うちエコ診断
【No.122】ライトダウン
キャンぺーン
【No.166 】

気象台の見学や図気象台の見学や図気象台の見学や図気象台の見学や図

書館などで地球温暖書館などで地球温暖書館などで地球温暖書館などで地球温暖

化の仕組みを知る。化の仕組みを知る。化の仕組みを知る。化の仕組みを知る。
ex.和歌山地方気象台
【No.75】、県立図書館
【No.76 】

3.2  3.2  3.2  3.2  取組みをつなぐ方策取組みをつなぐ方策取組みをつなぐ方策取組みをつなぐ方策

山や海、生物観察会山や海、生物観察会山や海、生物観察会山や海、生物観察会

などで生き物に触れなどで生き物に触れなどで生き物に触れなどで生き物に触れ

る。る。る。る。
ex.親子生き物博士教室

【No.27】

自然博物館などで自然博物館などで自然博物館などで自然博物館などで

生き物の生態を知生き物の生態を知生き物の生態を知生き物の生態を知

る。る。る。る。
ex.県立自然博物館、

【No.78】、和歌山市立

こども科学館【No.81 】

ごみごみごみごみ

家庭でごみの分別家庭でごみの分別家庭でごみの分別家庭でごみの分別

をしたり、ごみ出しををしたり、ごみ出しををしたり、ごみ出しををしたり、ごみ出しを

手伝い、出されるご手伝い、出されるご手伝い、出されるご手伝い、出されるご

みの量や種類に気みの量や種類に気みの量や種類に気みの量や種類に気

ポイ捨てをしない、ポイ捨てをしない、ポイ捨てをしない、ポイ捨てをしない、
河川等の地域の美河川等の地域の美河川等の地域の美河川等の地域の美
化活動に参加する。化活動に参加する。化活動に参加する。化活動に参加する。
ex.一万人大清掃
【No.172】

自然環境の保全活自然環境の保全活自然環境の保全活自然環境の保全活
動やコンクール等、動やコンクール等、動やコンクール等、動やコンクール等、
生き物の調査活動生き物の調査活動生き物の調査活動生き物の調査活動
に参加する。に参加する。に参加する。に参加する。
ex.水生生物調査
【No.129】

家族や地域で３Ｒ家族や地域で３Ｒ家族や地域で３Ｒ家族や地域で３Ｒ
活動を行う。活動を行う。活動を行う。活動を行う。
・ごみの出る量を削・ごみの出る量を削・ごみの出る量を削・ごみの出る量を削
減減減減
・詰め替え商品や・詰め替え商品や・詰め替え商品や・詰め替え商品や
中古品の利用中古品の利用中古品の利用中古品の利用

環境についての興味関心を行動に結びつけていくためには、それぞれの関心の段階に
応じた取組みを進めていくことが必要です。ここでは、家庭・地域、学校、事業所毎に取
組みをつなぐ方策を紹介します。

（１）「家庭」「地域」における取組みをつなぐ（１）「家庭」「地域」における取組みをつなぐ（１）「家庭」「地域」における取組みをつなぐ（１）「家庭」「地域」における取組みをつなぐ

エコマークやグリーンエコマークやグリーンエコマークやグリーンエコマークやグリーン

ラベル、リサイクル製ラベル、リサイクル製ラベル、リサイクル製ラベル、リサイクル製

品など、環境にやさ品など、環境にやさ品など、環境にやさ品など、環境にやさ

しい製品を購入する。しい製品を購入する。しい製品を購入する。しい製品を購入する。

自然を守る自然を守る自然を守る自然を守る 節電・省エネ節電・省エネ節電・省エネ節電・省エネ ごみを減らすごみを減らすごみを減らすごみを減らす

家庭で、できること家庭で、できること家庭で、できること家庭で、できること

から節電・省エネにから節電・省エネにから節電・省エネにから節電・省エネに

取り組む。取り組む。取り組む。取り組む。
ex.環境家計簿カレン
ダー【No. 134】

地域のこども会で地域のこども会で地域のこども会で地域のこども会で

環境関連施設を見環境関連施設を見環境関連施設を見環境関連施設を見

学し、詰め替えボト学し、詰め替えボト学し、詰め替えボト学し、詰め替えボト

ルなどの省資源化ルなどの省資源化ルなどの省資源化ルなどの省資源化

を体感する。を体感する。を体感する。を体感する。
ex.花王エコラボミュー
ジアム【No.88】、新日
鉄住金和歌山製鉄所
【No.89】
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テーマテーマテーマテーマ

取組みの取組みの取組みの取組みの
目標目標目標目標

温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

自然エネルギーや自然エネルギーや自然エネルギーや自然エネルギーや
効率的なエネルギー効率的なエネルギー効率的なエネルギー効率的なエネルギー
利用など、様々な温利用など、様々な温利用など、様々な温利用など、様々な温
暖化対策についてま暖化対策についてま暖化対策についてま暖化対策についてま
とめ、発信する。とめ、発信する。とめ、発信する。とめ、発信する。
ex.「地球温暖化対策
あれこれ」【上記③
P135】

日常生活で、温暖化日常生活で、温暖化日常生活で、温暖化日常生活で、温暖化
防止やエネルギーの防止やエネルギーの防止やエネルギーの防止やエネルギーの
使い方を意識した取使い方を意識した取使い方を意識した取使い方を意識した取
組みを実践する。組みを実践する。組みを実践する。組みを実践する。ex.
「地球にやさしい一日
を過ごそう『環境に配
慮した生活チェックリス
トをつくり、実践しよ
う！』」【上記③P104】

エネルギーと地球温エネルギーと地球温エネルギーと地球温エネルギーと地球温

暖化の関わりを知る。暖化の関わりを知る。暖化の関わりを知る。暖化の関わりを知る。
ex.「化石燃料と地球温

暖化」【上記③P127】

地域の自然や生き地域の自然や生き地域の自然や生き地域の自然や生き

物に触れる。物に触れる。物に触れる。物に触れる。
ex.「磯であそぶ」【上
記④P35】、「虫とな
かよし」【上記④P51】

生物や水質につい生物や水質につい生物や水質につい生物や水質につい

て調べる。て調べる。て調べる。て調べる。
ex.「川の生き物を調
べよう」【上記④P78】、
「水のよごれを調べ
よう！」【上記④P81】

ごみごみごみごみ

生産から廃棄までにか生産から廃棄までにか生産から廃棄までにか生産から廃棄までにか
かるエネルギーを知り、かるエネルギーを知り、かるエネルギーを知り、かるエネルギーを知り、
環境配慮型製品やもの環境配慮型製品やもの環境配慮型製品やもの環境配慮型製品やもの
を長く使う工夫についてを長く使う工夫についてを長く使う工夫についてを長く使う工夫について
考える。考える。考える。考える。
ex.「環境マークを探そ

う！」【上記③P154】

買ったものと、捨てたも買ったものと、捨てたも買ったものと、捨てたも買ったものと、捨てたも

のについて調べ、ごみののについて調べ、ごみののについて調べ、ごみののについて調べ、ごみの

ゆくえ（リサイクルや焼却ゆくえ（リサイクルや焼却ゆくえ（リサイクルや焼却ゆくえ（リサイクルや焼却

など）を追う。など）を追う。など）を追う。など）を追う。
ex.「調べてみよう！家庭の
ごみ」【上記③P146】

食事に関わる容器包装食事に関わる容器包装食事に関わる容器包装食事に関わる容器包装

ごみ等の多さに着目し、ごみ等の多さに着目し、ごみ等の多さに着目し、ごみ等の多さに着目し、

毎日の台所からごみを毎日の台所からごみを毎日の台所からごみを毎日の台所からごみを

減らす工夫について考減らす工夫について考減らす工夫について考減らす工夫について考

える。える。える。える。ex.「調理実習で環
境を考えてみよう」【上記③

P162】

身近な動植物を継身近な動植物を継身近な動植物を継身近な動植物を継

続的に観察する。続的に観察する。続的に観察する。続的に観察する。
ex.学校ビオトープを
作る【上記④P14】、ふ
るさとの生き物を守ろ
う【上記④P81】

身近な動物の保護身近な動物の保護身近な動物の保護身近な動物の保護

や植樹に取り組む。や植樹に取り組む。や植樹に取り組む。や植樹に取り組む。
ex.「ヤゴ救出作戦！」
【上記④P43】、「ドン
グリは生きている」【上
記④P55】

まちの中でごみを拾い、まちの中でごみを拾い、まちの中でごみを拾い、まちの中でごみを拾い、
ポイ捨てや不法投棄のポイ捨てや不法投棄のポイ捨てや不法投棄のポイ捨てや不法投棄の
量や場所等の実態を調量や場所等の実態を調量や場所等の実態を調量や場所等の実態を調
べ、べ、べ、べ、 環境美化に取り組環境美化に取り組環境美化に取り組環境美化に取り組
む。む。む。む。ex.「クリーン作戦に参
加しよう！」【上記③P158】

（２）「学校」における取組みをつなぐ（２）「学校」における取組みをつなぐ（２）「学校」における取組みをつなぐ（２）「学校」における取組みをつなぐ

校庭や周辺地域で校庭や周辺地域で校庭や周辺地域で校庭や周辺地域で

まちの温度を調べ、まちの温度を調べ、まちの温度を調べ、まちの温度を調べ、

体感する。体感する。体感する。体感する。
ex.「ヒートアイランド（熱
の島）現象の観測」【上
記③P104】

学校における環境教育については、その方向性を定めた「学校における環境教育指針（きのくに

エコプログラム）（平成１５年６月策定）」（以下①）、学校運営上のチェック項目などを定めた「きのく

にエコスクール基準（平成１６年３月策定）」（以下②）、環境学習のための教師用指導書である「わ

かやま環境学習プログラム～中学校指導者用～（平成１７年３月策定）」（以下③）・「わかやま環境

学習プログラム～小学校指導者用～（平成１８年３月策定）」（以下④）がありますので、併せて活用

して下さい。※①②③④は、各学校に配布済みですが、P91のサイト集からダウンロードできます。

自然を守る自然を守る自然を守る自然を守る 節電・省エネ節電・省エネ節電・省エネ節電・省エネ ごみを減らすごみを減らすごみを減らすごみを減らす

親親親親
しししし
むむむむ

・・・・
知知知知
るるるる

行行行行
動動動動
すすすす
るるるる
・・・・
広広広広
げげげげ
るるるる

小学校小学校小学校小学校 中学校中学校中学校中学校 中学校中学校中学校中学校
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テーマテーマテーマテーマ

取組みの取組みの取組みの取組みの
目標目標目標目標

照明の間引き、照明の間引き、照明の間引き、照明の間引き、 夏夏夏夏

季の室温２８季の室温２８季の室温２８季の室温２８℃℃℃℃、、、、

冬季の室温２０冬季の室温２０冬季の室温２０冬季の室温２０℃℃℃℃、、、、

ＯＡ機器の省エネＯＡ機器の省エネＯＡ機器の省エネＯＡ機器の省エネ

モード設定など電モード設定など電モード設定など電モード設定など電

力の「見える化」で、力の「見える化」で、力の「見える化」で、力の「見える化」で、

効果を共有しなが効果を共有しなが効果を共有しなが効果を共有しなが

ら、全員で節電にら、全員で節電にら、全員で節電にら、全員で節電に

取り組む。取り組む。取り組む。取り組む。

温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

親親親親
しししし
むむむむ

・・・・
知知知知
るるるる

行行行行
動動動動
すすすす
るるるる
・・・・
広広広広
げげげげ
るるるる

ごみごみごみごみ

事業所で出るごみ事業所で出るごみ事業所で出るごみ事業所で出るごみ

の量や種類、発生の量や種類、発生の量や種類、発生の量や種類、発生

源など、処理費用も源など、処理費用も源など、処理費用も源など、処理費用も

含めて、チェックす含めて、チェックす含めて、チェックす含めて、チェックす

る。る。る。る。

省包装や詰め替え省包装や詰め替え省包装や詰め替え省包装や詰め替え

商品の利用、使用商品の利用、使用商品の利用、使用商品の利用、使用

済み用紙・封筒、プ済み用紙・封筒、プ済み用紙・封筒、プ済み用紙・封筒、プ

リンタートナーの再リンタートナーの再リンタートナーの再リンタートナーの再

利用、古紙回収等、利用、古紙回収等、利用、古紙回収等、利用、古紙回収等、
※※※※３Ｒ活動を実践す３Ｒ活動を実践す３Ｒ活動を実践す３Ｒ活動を実践す

る。る。る。る。

※※※※３Ｒ３Ｒ３Ｒ３Ｒ…………ごみの発生抑制ごみの発生抑制ごみの発生抑制ごみの発生抑制

（リデュース）、再利用（リ（リデュース）、再利用（リ（リデュース）、再利用（リ（リデュース）、再利用（リ

ユース）、再生利用（リサイユース）、再生利用（リサイユース）、再生利用（リサイユース）、再生利用（リサイ

クル）の取組みをいいます。クル）の取組みをいいます。クル）の取組みをいいます。クル）の取組みをいいます。

（３）「事業所」における取組みをつなぐ（３）「事業所」における取組みをつなぐ（３）「事業所」における取組みをつなぐ（３）「事業所」における取組みをつなぐ

自然を守る自然を守る自然を守る自然を守る 節電・省エネ節電・省エネ節電・省エネ節電・省エネ ごみを減らすごみを減らすごみを減らすごみを減らす

企業や民間事業所企業や民間事業所企業や民間事業所企業や民間事業所
が地域貢献活動とが地域貢献活動とが地域貢献活動とが地域貢献活動と
して行う、緑化や里して行う、緑化や里して行う、緑化や里して行う、緑化や里
山保全等について、山保全等について、山保全等について、山保全等について、
環境学習アドバイ環境学習アドバイ環境学習アドバイ環境学習アドバイ
ザーを招いて、研ザーを招いて、研ザーを招いて、研ザーを招いて、研
修会を実施する。修会を実施する。修会を実施する。修会を実施する。
ex.（県）環境学習アド

バイザーの活用

【No.119】

県内の森林保全活県内の森林保全活県内の森林保全活県内の森林保全活

動（植樹、間伐、緑動（植樹、間伐、緑動（植樹、間伐、緑動（植樹、間伐、緑

化等）を支援する。化等）を支援する。化等）を支援する。化等）を支援する。

企業等が保有する企業等が保有する企業等が保有する企業等が保有する

土地を自然公園と土地を自然公園と土地を自然公園と土地を自然公園と

して整備し、市民にして整備し、市民にして整備し、市民にして整備し、市民に

開放する。開放する。開放する。開放する。
ex.（県）企業の森事

業【No.200】

事業所のオフィス事業所のオフィス事業所のオフィス事業所のオフィス

や工場の省エネ・や工場の省エネ・や工場の省エネ・や工場の省エネ・

節電診断を行う。節電診断を行う。節電診断を行う。節電診断を行う。
従業員を対象とし従業員を対象とし従業員を対象とし従業員を対象とし
た省エネ・節電研た省エネ・節電研た省エネ・節電研た省エネ・節電研
修会を実施する。修会を実施する。修会を実施する。修会を実施する。
ex.（他）省エネル
ギーセンター近畿支
部の省エネ・節電診
断【No.127】、省エ
ネ・節電説明会への
講師派遣【No.128】

グリーン購入（環境グリーン購入（環境グリーン購入（環境グリーン購入（環境

配慮型製品・サー配慮型製品・サー配慮型製品・サー配慮型製品・サー

ビスを優先的に購ビスを優先的に購ビスを優先的に購ビスを優先的に購

入する活動）の理入する活動）の理入する活動）の理入する活動）の理

解促進や事業所で解促進や事業所で解促進や事業所で解促進や事業所で

の実行可能なごみの実行可能なごみの実行可能なごみの実行可能なごみ

減量策について、減量策について、減量策について、減量策について、

研修会を実施する。研修会を実施する。研修会を実施する。研修会を実施する。
ex.（国）環境省グリー

ン購入ネットワークセ

ミナー【No.154】
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3.3 3.3 3.3 3.3 地域・団体の取組みをつなぐための方策地域・団体の取組みをつなぐための方策地域・団体の取組みをつなぐための方策地域・団体の取組みをつなぐための方策

環境保全活動を持続可能で、より効果的なものとするためには、各地域・団体の
取組みをつないでいくことが重要です。ここでは、各地域・団体の取組みをつなぐ
方策を紹介します。

・2222．．．．2222の取組み一覧を参考に、他団体の関連する取組みを知り、コンタクト
をとる。
・他団体の関連する取組みに参加し、主催者や参加者と知り合う。

・自分たちの活動を紹介するパンフレットやポスター、パネルを作る。
・インターネット（ホームページ、ブログ、ツイッター等）を活用する。
・新聞やテレビなどのメディアに情報を提供する（記事やニュースになれ
ば、 効果絶大）。
・自治体の広報誌に取組みを掲載してもらい、広報する。
・長く続けているＮＰＯ等の団体に相談する（参考になる情報が得られ
る）。
・取組みの成果を発表・アピールする（達成感が続ける意欲になります）。
・わかやま環境賞など様々なコンテストや助成制度に応募してみる。
・よい意味での代替わりも必要、新しい人が参加しやすい工夫をする。

・関連する取組みを行っている他団体と協働した取組みを行う。
・環境フェアや地元のふるさとまつりに参加・出展してみる。
・地域で行われる清掃活動（川掃除、道掃除）に参加してみる。
・自治体の広報誌に取組みを掲載してもらい、広報する。
・図書館や博物館、公民館に足を運ぶ（司書さんや学芸員さんの専門的
な力を借りる）。

取組みをつなぐ取組みをつなぐ取組みをつなぐ取組みをつなぐ

人をつなぐ人をつなぐ人をつなぐ人をつなぐ

情報をつなぐ情報をつなぐ情報をつなぐ情報をつなぐ
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3.4 3.4 3.4 3.4 取組みをつなぐ相談窓口取組みをつなぐ相談窓口取組みをつなぐ相談窓口取組みをつなぐ相談窓口

ここでは、環境について学ぼうとしたり、行動を広げようとするときに、相談で
きる窓口を紹介します。

県では環境分野における豊富な経験と実績をもった専門家を環境学習ア
ドバイザーとして登録し、紹介しています。「紀北」「紀中」「紀南」の各地域に
おける「自然」「温暖化」「ごみ」などの様々な分野の専門家が、平成２６年１
月１日現在で５９名が登録されています。

詳しくは下記の県庁環境生活総務課まで問い合わせて下さい。

◆問い合わせ先： 県庁環境生活総務課 和歌山市小松原通1-1

ＴＥＬ: 073-441-2690 FAX: 073-433-3590

◆環境学習アドバイザー派遣事業 ホームページ
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/adviser/adviser.ht

和歌山県地球温暖化防止活動推進センターでは、県内の地球温暖化対
策に関する普及啓発の拠点として、県地球温暖化防止活動推進員や様々
な個人・団体と連携し、脱温暖化社会に向けた活動を進めています。
節電や省エネなど、地球温暖化防止については、下記までお問い合わせ
下さい。

◆問い合わせ先： 和歌山県地球温暖化防止活動推進センター

和歌山市毛見996-2
ＴＥＬ: 073-499-4734        FAX: 073-499-4735

◆ 和歌山県地球温暖化防止活動推進センター ホームページ

http://wenet.info/wp/

和歌山県環境学習アドバイザー和歌山県環境学習アドバイザー和歌山県環境学習アドバイザー和歌山県環境学習アドバイザー

和歌山県地球温暖化防止活動推進センター和歌山県地球温暖化防止活動推進センター和歌山県地球温暖化防止活動推進センター和歌山県地球温暖化防止活動推進センター
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1111....1111    本本本本ナビナビナビナビの策定の策定の策定の策定    
 

本ナビは、県、市町村教育委員会、県教育委員会、学校教育及び社会教育関

係者、県民、事業者、ＮＰＯ、学識経験者から構成された「和歌山県環境教育

等推進協議会」の３回の意見交換会を踏まえて原案を作成し、パブリックコメ

ントにより広く県民の皆様の意見を募った上で、策定しました。 

 

和歌山県環境教育等推進協議会（意見交換会）名簿  （五十音順、敬称略） 

氏 名 役職名等 

上野 浩文 
近畿環境パートナーシップオフィス（きんき環境館） 

事業統括クリエイティブプロデューサー 

浦  啓 海南市立下津第二中学校 校長 

重栖 隆 
ＮＰＯわかやま環境ネットワーク 代表理事 

和歌山県地球温暖化防止活動推進センター長 

竹田 茉耶 一般財団法人和歌山社会経済研究所 研究員 

妻鳥 正樹 花王株式会社 花王エコラボミュージアム館長 

中島 敦司 和歌山大学システム工学部環境システム学科 教授 

仁藤 伸昌 近畿大学生物理工学部 地域交流センター長 

川 恒弘 和歌山県立向陽中学校・高等学校 校長 

橋戸 常年 和歌山県町村教育長会代表、紀美野町教育委員会教育長 

原 一起 和歌山県都市教育長協議会代表、和歌山市教育委員会教育長 

原見 浩樹 有限会社原見林業 

平嶋 健太郎 和歌山県立自然博物館 学芸員 

松本 朱実 
動物教材研究所ｐｏｃｋｅｔ 所長 

和歌山県環境学習アドバイザー、環境省環境カウンセラー 

宮本 茂 和歌山市立有功東小学校 校長 

池田 尚弘 和歌山県教育委員会 生涯学習課長 

田村 光穂 和歌山県教育委員会 学校指導課長 

内藤 景一朗 和歌山県環境生活総務課長 

 

推進体制等推進体制等推進体制等推進体制等 第第第第３３３３章章章章    

推進体制推進体制推進体制推進体制    １１１１    
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1.2  1.2  1.2  1.2  県の施策県の施策県の施策県の施策    
 

県では、本ナビを踏まえて、次の３つの取組みを柱として環境学習・環境保

全活動を推進します。 

 

① 情報の提供 

環境学習や環境保全活動を推進するためには、こうした情報が分かりやすく

提供されることが必要です。このため、県では、こうした情報を分かりやすく

まとめた本ナビを策定して、県ホームページで公表するとともに、本ナビの情

報を定期的に更新して、県ホームページで公表します。 

下記ホームページをご覧下さい。 

「エコナビわかやまホームページ」 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/ 

  

② 人材・教材の整備と活用 

  環境学習や環境保全活動を推進するためには、こうした取組みを担い支援

する人材や教材を整備、活用することが有効です。このため、県では、こう

した人材や教材の整備、活用に取り組みます。 

 

③ 機会の提供 

環境学習や環境保全活動を推進するためには、こうした取組みの機会・き

っかけの場があることが重要です。このため、県では、こうした機会・きっ

かけの場を引き続き提供していきます。 

 

 

 

1.3  1.3  1.3  1.3  本ナビ及び実施状況の公表本ナビ及び実施状況の公表本ナビ及び実施状況の公表本ナビ及び実施状況の公表    
 

本ナビについては、県ホームページ 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/ で公表します。 

 

本ナビに記載した具体的な取組み等に関する情報については、随時変更が生

じることが想定されるため、毎年情報を更新し、県ホームページで情報提供し

ます。 

また、県の施策の実施状況については、毎年、和歌山県環境白書及び県ホー

ムページで公表します。 
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2.12.12.12.1    自然体験等の機会の場の認定自然体験等の機会の場の認定自然体験等の機会の場の認定自然体験等の機会の場の認定 

 

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第２０条に「体験

の機会の場の認定」が規定されました。 

この制度は、自然体験活動その他の体験活動を通じて、環境の保全について

の理解と関心を深めるため、土地又は建物の所有者等が、土地又は建物を自然

活動等の体験の場として提供し、一定の基準を満たす場合に、知事の認定を受

けることができる制度です。 

県ではこの制度の適切な運用を推進していきます。 

 

 

 

2222....2222    協働取組推進のための協定制度の導入協働取組推進のための協定制度の導入協働取組推進のための協定制度の導入協働取組推進のための協定制度の導入    
 

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第２１条の４～に

「地方公共団体及び民間団体等の協働取組を推進するための協定制度の導入」

が規定されました。 

この制度は、行政やＮＰＯ、企業など、地域の多様な主体同士が関わりをも

ち、今ある施設や人材などの資源を活用し、地域に根ざした取組を推進するよ

う促すものです。 

県ではこの制度の適切な運用を推進していきます。 

 

 

 

2.32.32.32.3    各種認定、登録などの相談窓口各種認定、登録などの相談窓口各種認定、登録などの相談窓口各種認定、登録などの相談窓口    

    
上記法律による体験の機会の場の認定制度、協働取組のための協定制度を活

用しようとする場合をはじめ、自治体・企業・NPO 等多様な主体間の協働につい

て相談をするための環境省所管の窓口（近畿）として、近畿環境パートナーシ

ップオフィス（きんき環境館）が設置されています。  

【問い合わせ先】近畿環境パートナーシップオフィス(きんき環境館) 

http://www.kankyokan.jp/                                 

〒540-6591 大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM ビル 5F      

TEL:06-6940-2001  FAX:06-6940-2022  

関係する制度等関係する制度等関係する制度等関係する制度等    ２２２２    
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　　Ｐ８～Ｐ２２に掲載した各取組み一覧について、詳しい内容を紹介します。

取組み番号 Ｎｏ．取組み番号 Ｎｏ．取組み番号 Ｎｏ．取組み番号 Ｎｏ．

●身近な自然な
どに親しみ、そ
の良さや環境の
大切さを実感す
る取組み

●環境について
知識を広げ、考
えを深めていく
取組み

●環境のために
自ら行動する取
組み

●環境のための
行動を地域に広
げ、人々をつな
げる取組み

●教室等で説
明・対話・質疑応
答等を行う形式

●施設等で案
内・説明・対話等
を行う形式

●身近な地域の
環境に見て触れ
て体感する形式

●自然の家など
で「宿泊」を伴う
取組み

●地球温暖化防
止等に関する学
習

●電気、化石燃
料、原子力、省
エネルギー等に
関する学習

●地域の動植
物、自然体験等
に関する学習

●河川・海、水質
等に関する学習

●地域のごみに
関する学習

●資源の再利用
や省資源等に関
する学習

各取組みに付した表示について各取組みに付した表示について各取組みに付した表示について各取組みに付した表示について

表示マーク

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる

講義講義講義講義 見学見学見学見学 体験体験体験体験 宿泊宿泊宿泊宿泊

温暖化温暖化温暖化温暖化 自然自然自然自然

各取組みは段階的各取組みは段階的各取組みは段階的各取組みは段階的

に高まっていきます。に高まっていきます。に高まっていきます。に高まっていきます。

『親しむ・知る』『親しむ・知る』『親しむ・知る』『親しむ・知る』

『行動する・広げる』『行動する・広げる』『行動する・広げる』『行動する・広げる』

の各段階を表示しの各段階を表示しの各段階を表示しの各段階を表示し

ました。ました。ました。ました。

主体的な学習・行主体的な学習・行主体的な学習・行主体的な学習・行
動の形式は様々で動の形式は様々で動の形式は様々で動の形式は様々で
す。プログラムがどす。プログラムがどす。プログラムがどす。プログラムがど
のような形式で行のような形式で行のような形式で行のような形式で行
われるか「講義」われるか「講義」われるか「講義」われるか「講義」
「見学」「体験」「宿「見学」「体験」「宿「見学」「体験」「宿「見学」「体験」「宿
泊」で表示しました。泊」で表示しました。泊」で表示しました。泊」で表示しました。

環境学習の活用環境学習の活用環境学習の活用環境学習の活用
資源には、様々な資源には、様々な資源には、様々な資源には、様々な
分野があります。分野があります。分野があります。分野があります。
温暖化やエネル温暖化やエネル温暖化やエネル温暖化やエネル
ギーに関することギーに関することギーに関することギーに関すること
は「温暖化」、自然は「温暖化」、自然は「温暖化」、自然は「温暖化」、自然
や水に関することや水に関することや水に関することや水に関すること
は「自然」、ごみやは「自然」、ごみやは「自然」、ごみやは「自然」、ごみや
資源に関すること資源に関すること資源に関すること資源に関すること
は「ごみ」で表示しは「ごみ」で表示しは「ごみ」で表示しは「ごみ」で表示し
ました。ました。ました。ました。

ごみごみごみごみ

※※※※本書に掲載している情報は平成２５年度のものです。お申し込みの時点で、取組みが本書に掲載している情報は平成２５年度のものです。お申し込みの時点で、取組みが本書に掲載している情報は平成２５年度のものです。お申し込みの時点で、取組みが本書に掲載している情報は平成２５年度のものです。お申し込みの時点で、取組みが
中止あるいは内容が変更されている場合があります。ご活用になる場合は、直接主催団中止あるいは内容が変更されている場合があります。ご活用になる場合は、直接主催団中止あるいは内容が変更されている場合があります。ご活用になる場合は、直接主催団中止あるいは内容が変更されている場合があります。ご活用になる場合は、直接主催団
体にお問い合わせ下さい体にお問い合わせ下さい体にお問い合わせ下さい体にお問い合わせ下さい。。。。

資料編資料編資料編資料編

■各取組みの紹介■各取組みの紹介■各取組みの紹介■各取組みの紹介

紀南紀南紀南紀南

紀中紀中紀中紀中

紀北紀北紀北紀北
●「紀北」「紀中」
「紀南」のマークで
取組みの地域を
表示します。
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Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２Ｎｏ．２Ｎｏ．２Ｎｏ．２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３Ｎｏ．３Ｎｏ．３Ｎｏ．３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

派遣実績・その他派遣実績・その他派遣実績・その他派遣実績・その他

Ｎｏ．４Ｎｏ．４Ｎｏ．４Ｎｏ．４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

派遣実績・その他派遣実績・その他派遣実績・その他派遣実績・その他

Ｎｏ．５Ｎｏ．５Ｎｏ．５Ｎｏ．５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(県) 県立自然博物館　「ドングリころころ工作教室」(県) 県立自然博物館　「ドングリころころ工作教室」(県) 県立自然博物館　「ドングリころころ工作教室」(県) 県立自然博物館　「ドングリころころ工作教室」
ドングリをはじめ植物の種子や葉を利用し工作を行い、植物の様々な活用法、利用法について
学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館県立自然博物館　073-483-1777073-483-1777073-483-1777073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、２０名参加（Ｈ２４年）

(紀の川市) 耐寒登山　「御茶屋御殿山へ登ろう」(紀の川市) 耐寒登山　「御茶屋御殿山へ登ろう」(紀の川市) 耐寒登山　「御茶屋御殿山へ登ろう」(紀の川市) 耐寒登山　「御茶屋御殿山へ登ろう」

紀州徳川家にまつわる遊歩道の自然の魅力を体験していただくイベント、体力づくりも兼ねます。

一般市民（小学3年生以下は保護者同伴） 無料

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

指定された期間 1月最終の日曜日

丸栖コミュニティセンター　0736-64-7270丸栖コミュニティセンター　0736-64-7270丸栖コミュニティセンター　0736-64-7270丸栖コミュニティセンター　0736-64-7270

年間1回実施、　平成24年度は170名参加

(N) 根来山げんきの森倶楽部　「プレーパーク」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「プレーパーク」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「プレーパーク」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「プレーパーク」
根来山げんきの森の中で自由に遊びます。木登り、ロープ渡り、竹とんぼづくりなど、ボランティ
アのプレーリーダーがお世話します。

どなたでも 有料（入園料・保険料等）

事前申し込み不要（当日受付） 春夏秋冬（指定された期日）

根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）

プログラムを随時実施

(N) 根来山げんきの森倶楽部　「竹細工・木工クラフト体験」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「竹細工・木工クラフト体験」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「竹細工・木工クラフト体験」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「竹細工・木工クラフト体験」

岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

プログラムを随時実施

(N) 根来山げんきの森倶楽部　「ネイチャーゲーム」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「ネイチャーゲーム」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「ネイチャーゲーム」(N) 根来山げんきの森倶楽部　「ネイチャーゲーム」

根来山げんきの森の豊かな自然の中で、様々なゲームを行います。

どなたでも

根来山げんきの倶楽部で、竹細工や木工クラフト体験を行います。

どなたでも 有料（入園料・材料費・保険料等）

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

プログラムを随時実施

根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）
岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

有料（入園料・保険料等）

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）
岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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Ｎｏ．６Ｎｏ．６Ｎｏ．６Ｎｏ．６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７Ｎｏ．７Ｎｏ．７Ｎｏ．７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８Ｎｏ．８Ｎｏ．８Ｎｏ．８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９Ｎｏ．９Ｎｏ．９Ｎｏ．９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

事前の相談・申し込みが必要。団体によってはお断りすることがありますのでご相談下さい。
北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　古座川町平井559

年実施回数などはＨＰを参照して下さい。

随時

指定した期日 指定した期日（夏休み期間中）

事前申込が必要。北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　古座川町平井559

年１回実施（夏休み期間中）、古座川町・串本町内については大学バスで送迎（要相談）

学校、公共団体、教育・研究に関わる団体など プログラム内容により有料

500円（保険料・昼食・材料費含む）小学４－６年生　定員２０名

(国) 北大和歌山研究林「林業体験・動植物の観察・山村の暮らし体験」(国) 北大和歌山研究林「林業体験・動植物の観察・山村の暮らし体験」(国) 北大和歌山研究林「林業体験・動植物の観察・山村の暮らし体験」(国) 北大和歌山研究林「林業体験・動植物の観察・山村の暮らし体験」

(県) 生石高原ススキ再生事業　「山焼き」(県) 生石高原ススキ再生事業　「山焼き」(県) 生石高原ススキ再生事業　「山焼き」(県) 生石高原ススキ再生事業　「山焼き」

毎年３月に生石高原の山焼きを実施し、見学者が多数来場し、和歌山県の春の風物詩となって
います。

どなたでも 無料

年間１回実施、２５名参加（Ｈ２５年）

申し込み不要 春（指定された期日）

（県）海草振興局健康福祉部　073-482-0600　　有田振興局健康福祉部　0737-63-4111（県）海草振興局健康福祉部　073-482-0600　　有田振興局健康福祉部　0737-63-4111（県）海草振興局健康福祉部　073-482-0600　　有田振興局健康福祉部　0737-63-4111（県）海草振興局健康福祉部　073-482-0600　　有田振興局健康福祉部　0737-63-4111

毎年１回実施、３００名参加（H２４年）

(県) 森林・林業おもしろ講座(県) 森林・林業おもしろ講座(県) 森林・林業おもしろ講座(県) 森林・林業おもしろ講座

林業試験場の施設開放事業として、小学生を対象とした　①木の葉の特徴・分類の学習　②木
の葉の標本づくりを行います。

小学３年生～６年生 100円（傷害保険料）

随時

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070109/gaiyou/006/index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

指定された期日 夏（指定された期日）

和歌山県林業試験場　0739-47-2468和歌山県林業試験場　0739-47-2468和歌山県林業試験場　0739-47-2468和歌山県林業試験場　0739-47-2468　西牟婁郡上富田町生馬1504-1

(国) 北大和歌山研究林公開講座「森のたんけん隊～古座川編」　(国) 北大和歌山研究林公開講座「森のたんけん隊～古座川編」　(国) 北大和歌山研究林公開講座「森のたんけん隊～古座川編」　(国) 北大和歌山研究林公開講座「森のたんけん隊～古座川編」　

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130400/

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130100/kaisou.htm

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

北海道大学和歌山研究林では、２００４年から小学校高学年を対象に自然体験プログラムを実
施しています。年によって内容が異なりますが、森や川に入り、森林軌道（乗用モノレール）の乗
車体験や、樹木・生き物の名前を覚えたり、木工作などを体験します。

北海道大学和歌山研究林では動植物の観察や調査研究法、森林体験、林業体験、山村の暮ら
し体験などのプログラムをサポートしています。また、国の有形登録文化財である研究林建物や
標本室の見学もできます。毎年、小中高校の体験学習のほか、NPOなどの教育活動を受け入れ
ています。宿泊を伴うプログラムも実施可能です（平日限定）。体験プログラム例については和歌
山研究林のホームページを参照下さい。実施時期や内容については事前の相談が必須です。

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

講義講義講義講義 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀中紀中紀中紀中

紀南紀南紀南紀南

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀南紀南紀南紀南

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀南紀南紀南紀南宿泊宿泊宿泊宿泊温暖化温暖化温暖化温暖化

体験体験体験体験
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１０Ｎｏ．１０Ｎｏ．１０Ｎｏ．１０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１Ｎｏ．１１Ｎｏ．１１Ｎｏ．１１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２Ｎｏ．１２Ｎｏ．１２Ｎｏ．１２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３Ｎｏ．１３Ｎｏ．１３Ｎｏ．１３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４Ｎｏ．１４Ｎｏ．１４Ｎｏ．１４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://www.kihokuseisyounen.com/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

(白浜町) きのくに県民カレッジ連携講座　ふるさとの山を歩こう(白浜町) きのくに県民カレッジ連携講座　ふるさとの山を歩こう(白浜町) きのくに県民カレッジ連携講座　ふるさとの山を歩こう(白浜町) きのくに県民カレッジ連携講座　ふるさとの山を歩こう

世界遺産登録された熊野古道を歩きながら、地域の歴史を学びます。

小学生以上どなたでも（小学生は保護者同伴）
完歩する自信のある方

無料

指定された期日 秋冬（指定された期日）

白浜町中央公民館　0739-42-2269白浜町中央公民館　0739-42-2269白浜町中央公民館　0739-42-2269白浜町中央公民館　0739-42-2269　西牟婁郡白浜町1130-9

年１回実施（約８０名参加）

(県) 県立自然博物館　「干潟」と「磯」の生物観察会(県) 県立自然博物館　「干潟」と「磯」の生物観察会(県) 県立自然博物館　「干潟」と「磯」の生物観察会(県) 県立自然博物館　「干潟」と「磯」の生物観察会

干潟や磯で多様な生物を観察採集し、生物の豊富さと生息環境や漁業について学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、３３名参加（Ｈ２４年）

(県) 県立自然博物館　「魚の骨格標本づくり」(県) 県立自然博物館　「魚の骨格標本づくり」(県) 県立自然博物館　「魚の骨格標本づくり」(県) 県立自然博物館　「魚の骨格標本づくり」

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

魚類の骨格標本を作製し、種ごとの特徴や標本作りの技術を学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、２２名参加（Ｈ２４年）

(県) 県立自然博物館　「ちりめんモンスターｉｎ和歌山」(県) 県立自然博物館　「ちりめんモンスターｉｎ和歌山」(県) 県立自然博物館　「ちりめんモンスターｉｎ和歌山」(県) 県立自然博物館　「ちりめんモンスターｉｎ和歌山」

普段食卓にのぼる「ちりめんじゃこ」から海の生物の多様性と生物の成長過程、漁業について学
びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

年間１回実施、２３名参加（Ｈ２４年）

(民)紀北青少年の家　「七夕キャンプ」〔カヌー体験〕(民)紀北青少年の家　「七夕キャンプ」〔カヌー体験〕(民)紀北青少年の家　「七夕キャンプ」〔カヌー体験〕(民)紀北青少年の家　「七夕キャンプ」〔カヌー体験〕

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

七夕について学び仲間作りをすると共に、カヌー体験を通してチャレンジ精神を養う。

小学生年生～中学３年生（１４０ｃｍ以上） １泊２日　料金未定

募集締め切りH２６年６月２０日（金） 春夏H26年7月5日（土）～6日（日）

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回実施、７名参加（Ｈ２５年）

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 講義講義講義講義

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 講義講義講義講義

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 講義講義講義講義

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然自然自然自然 紀南紀南紀南紀南

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１５Ｎｏ．１５Ｎｏ．１５Ｎｏ．１５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６Ｎｏ．１６Ｎｏ．１６Ｎｏ．１６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７Ｎｏ．１７Ｎｏ．１７Ｎｏ．１７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８Ｎｏ．１８Ｎｏ．１８Ｎｏ．１８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９Ｎｏ．１９Ｎｏ．１９Ｎｏ．１９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

年間１回実施、３３名参加（Ｈ２５年）

和歌山市毛見1173

http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/032500/index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

(Ｎ) Blue Ocean for Children (BOC)　「チリメンモンスターをさがせ」(Ｎ) Blue Ocean for Children (BOC)　「チリメンモンスターをさがせ」(Ｎ) Blue Ocean for Children (BOC)　「チリメンモンスターをさがせ」(Ｎ) Blue Ocean for Children (BOC)　「チリメンモンスターをさがせ」

チリメンジャコの中に混じっているチリメンモンスター（シラス以外の生き物）を探して、たくさんの
生き物がいる事を発見することにより、海の生き物の大切さについて学びます。

小学生 有料（材料費等）

随時 通年

特定非営利活動法人　　Blue Ocean for Children (BOC)　　　073-460-1001特定非営利活動法人　　Blue Ocean for Children (BOC)　　　073-460-1001特定非営利活動法人　　Blue Ocean for Children (BOC)　　　073-460-1001特定非営利活動法人　　Blue Ocean for Children (BOC)　　　073-460-1001

小学校への出前授業も可（講師の交通費別途必要）

(民) 白崎青少年の家　感動体験！　「ファミリーフィッシング」(民) 白崎青少年の家　感動体験！　「ファミリーフィッシング」(民) 白崎青少年の家　感動体験！　「ファミリーフィッシング」(民) 白崎青少年の家　感動体験！　「ファミリーフィッシング」

http://npo-boc.org/outline.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

仕掛けつくり、アジイワシ釣り、干ものづくりなどを行います。

家族 有料（材料費等）

指定された期日 秋（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

(民) 白崎青少年の家　「太古探検」「古代探検」「自然学校」「追儺節分祭」(民) 白崎青少年の家　「太古探検」「古代探検」「自然学校」「追儺節分祭」(民) 白崎青少年の家　「太古探検」「古代探検」「自然学校」「追儺節分祭」(民) 白崎青少年の家　「太古探検」「古代探検」「自然学校」「追儺節分祭」

戸津井鍾乳洞、白崎カルスト探索、塩づくり、火おこし体験、古代クラフト土器づくり、白崎万葉ク
ルーズ、アジイワシ釣り、恵方巻き作り、ローソクアートなどを行います。

どなたでも 有料（材料費等）

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

年間各１回実施、９１名参加（Ｈ２５年）

(県) 海中観察会　〔スノーケリング〕(県) 海中観察会　〔スノーケリング〕(県) 海中観察会　〔スノーケリング〕(県) 海中観察会　〔スノーケリング〕

スノーケリングで串本沿岸海域のサンゴ群集の観察を行い、生態系を理解します。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 無料

指定された期日 夏（指定された期日）

県庁自然環境室　073-441-2779県庁自然環境室　073-441-2779県庁自然環境室　073-441-2779県庁自然環境室　073-441-2779

年間１回（２日間）実施、３１名参加（Ｈ２４年）・２８名参加（Ｈ２５名）

(白浜町) 熊楠体験自然教室　（番所崎で海の生き物観察）(白浜町) 熊楠体験自然教室　（番所崎で海の生き物観察）(白浜町) 熊楠体験自然教室　（番所崎で海の生き物観察）(白浜町) 熊楠体験自然教室　（番所崎で海の生き物観察）

番所崎海岸のタイドプール（潮だまり）でいろいろな海の生物を観察します。（京都大学瀬戸臨海
実験所協力）

どなたでも（小学４年生以下は保護者同伴） 無料

指定された期日 ８月（指定された期日）

公益財団法人南方熊楠記念館 　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館 　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館 　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館 　0739-42-2872　西牟婁郡白浜町3601-1
または白浜町中央公民館

年１回実施（募集人数２０人）

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２０Ｎｏ．２０Ｎｏ．２０Ｎｏ．２０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１Ｎｏ．２１Ｎｏ．２１Ｎｏ．２１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２Ｎｏ．２２Ｎｏ．２２Ｎｏ．２２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３Ｎｏ．２３Ｎｏ．２３Ｎｏ．２３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２４Ｎｏ．２４Ｎｏ．２４Ｎｏ．２４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

http://omoshiro-yh.com/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(白浜町) 水辺環境教室(白浜町) 水辺環境教室(白浜町) 水辺環境教室(白浜町) 水辺環境教室

水辺の様々な生き物の観察会。ふるさとの自然に興味や関心を持ってもらうことを目的に毎年開
催しています。

小学4年から6年生（町内の小学生を優先します） 無料

指定された期日 指定された期日

白浜町立児童館　0739-45-2117 白浜町立児童館　0739-45-2117 白浜町立児童館　0739-45-2117 白浜町立児童館　0739-45-2117  西牟婁郡白浜町十九渕237

年間1回実施　平成24年度実績　参加人数約２０名

(N) 潮岬青少年の家　「本州最南端、充実串本体験」(N) 潮岬青少年の家　「本州最南端、充実串本体験」(N) 潮岬青少年の家　「本州最南端、充実串本体験」(N) 潮岬青少年の家　「本州最南端、充実串本体験」

クルージング＆マグロのエサやり、つり体験などを行います。

家族 １泊２日7000円／7600円

指定された期日 春（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、３４名参加（Ｈ２５年）

(N) 潮岬青少年の家　「カヌー体験」(N) 潮岬青少年の家　「カヌー体験」(N) 潮岬青少年の家　「カヌー体験」(N) 潮岬青少年の家　「カヌー体験」

自然を体感するとともに、自然の中で遊ぶ楽しさと、安全に遊ぶための技術を身につけます。

どなたでも（小３以下は保護者同伴） 1泊２日8200円／9800円

指定された期日 夏（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、２４名参加（Ｈ２５年）

(N) 潮岬青少年の家　「シーカヤック＆シュノーケリング」(N) 潮岬青少年の家　「シーカヤック＆シュノーケリング」(N) 潮岬青少年の家　「シーカヤック＆シュノーケリング」(N) 潮岬青少年の家　「シーカヤック＆シュノーケリング」

自然を体感するとともに、自然の中で遊ぶ楽しさと、安全に遊ぶための技術を身につけます。

小４～一般 2泊3日1500円／19800円

指定された期日 夏（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施

(県) 県立自然博物館　「野鳥観察会」(県) 県立自然博物館　「野鳥観察会」(県) 県立自然博物館　「野鳥観察会」(県) 県立自然博物館　「野鳥観察会」

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

和歌山県に飛来する鳥類を観察し、その生息環境と種の多様性、年変動について学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、１７名参加（Ｈ２４年）

宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２５Ｎｏ．２５Ｎｏ．２５Ｎｏ．２５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２６Ｎｏ．２６Ｎｏ．２６Ｎｏ．２６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２７Ｎｏ．２７Ｎｏ．２７Ｎｏ．２７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２８Ｎｏ．２８Ｎｏ．２８Ｎｏ．２８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２９Ｎｏ．２９Ｎｏ．２９Ｎｏ．２９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kodomo/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回実施、１２名参加（Ｈ２５年）

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

(県) 県立自然博物館　講演会「和歌山の昆虫」(県) 県立自然博物館　講演会「和歌山の昆虫」(県) 県立自然博物館　講演会「和歌山の昆虫」(県) 県立自然博物館　講演会「和歌山の昆虫」

県内で見られる昆虫について、特異な昆虫の種類や分布、最近の私たちの生活上での問題を交
えつつ講演します。

無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、３１名参加（Ｈ２４年）

どなたでも

(民) 紀北青少年の家　「ホタルのキャンプ」(民) 紀北青少年の家　「ホタルのキャンプ」(民) 紀北青少年の家　「ホタルのキャンプ」(民) 紀北青少年の家　「ホタルのキャンプ」

野外活動をしながらホタルの探索、観察をする活動を通じて、参加者の親睦を深めます。

小学４年生～中学３年生 １泊２日　３５００円

募集締め切りH２６年５月３０日（金） 春夏H26年6月14日（土）～15日（日）

(和歌山市) こども科学館　「親子生き物博士教室」(和歌山市) こども科学館　「親子生き物博士教室」(和歌山市) こども科学館　「親子生き物博士教室」(和歌山市) こども科学館　「親子生き物博士教室」

和歌山市内の様々な自然の豊かな所（海岸、山、川、干潟、田園、公園など）に行き、親子で自
然観察や、生物分布調査、生物標本作りなどの自然学習を行います。和歌山市の自然、生物、
生態系の働きについての知識を身につけ、理解を高めるとともに、自然に対する感受性を養うこ
とをおもな目的とします。

こども同伴の家族 無料

指定された期日 指定された期日

和歌山市立こども科学館　073-432-0002　和歌山市立こども科学館　073-432-0002　和歌山市立こども科学館　073-432-0002　和歌山市立こども科学館　073-432-0002　 和歌山市寄合町19番地

基本的に年間１２回実施予定　平成２5年度は１２月まで１０回実施して参加人数合計３８１人

(橋本市) 自然イキイキ☆生きもの観察会(橋本市) 自然イキイキ☆生きもの観察会(橋本市) 自然イキイキ☆生きもの観察会(橋本市) 自然イキイキ☆生きもの観察会

小川や田畑に住む生物を観察採取し、生物の豊かさと自然環境について学びます。

小学生とその親子 200円

指定された期日 夏休み期間中

紀見北地区公民館　0736-33-2867紀見北地区公民館　0736-33-2867紀見北地区公民館　0736-33-2867紀見北地区公民館　0736-33-2867

年間1回実施　18名参加（Ｈ25年度）

(紀の川市) 江川中のホタル(紀の川市) 江川中のホタル(紀の川市) 江川中のホタル(紀の川市) 江川中のホタル

澄み渡った重谷川のせせらぎでヘイケボタルとゲンジボタルを観賞することができます。

どなたでも 無料

申し込み不要 ６月上旬～中旬

紀の川市商工観光課　0736-77-2511紀の川市商工観光課　0736-77-2511紀の川市商工観光課　0736-77-2511紀の川市商工観光課　0736-77-2511　　（9:00～17:00）

６月上旬～中旬　辺りが暗くなると重谷川沿いで随時ホタルを観賞することができます。
また、必要に応じ保護活動等の取材の対応を行います。

講義講義講義講義 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．３０Ｎｏ．３０Ｎｏ．３０Ｎｏ．３０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３１Ｎｏ．３１Ｎｏ．３１Ｎｏ．３１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３２Ｎｏ．３２Ｎｏ．３２Ｎｏ．３２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３３Ｎｏ．３３Ｎｏ．３３Ｎｏ．３３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３４Ｎｏ．３４Ｎｏ．３４Ｎｏ．３４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(紀の川市) 細野キャンプ場　ホタル祭り(紀の川市) 細野キャンプ場　ホタル祭り(紀の川市) 細野キャンプ場　ホタル祭り(紀の川市) 細野キャンプ場　ホタル祭り

ホタル観賞（16：00～） 出店・親子餅つき・ぜんざいなどが出されます。

どなたでも 無料

申込み不要 6月中旬

細野渓流キャンプ場管理組合細野渓流キャンプ場管理組合細野渓流キャンプ場管理組合細野渓流キャンプ場管理組合(9:00～17:00)　0736-67-00700736-67-00700736-67-00700736-67-0070

６月中旬～下旬　辺りが暗くなるとキャンプ場沿いに流れる真国川で随時ホタルを観賞すること
ができます。

(紀の川市) きしべの里　ホタル観賞(紀の川市) きしべの里　ホタル観賞(紀の川市) きしべの里　ホタル観賞(紀の川市) きしべの里　ホタル観賞

ホタルの観賞及び観賞期間中、ホタルの館を開館し、ホタル関連資料を展示しています。

どなたでも 無料

申込み不要 ６月上旬～中旬

紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課（9:00～17:00）　0736-77-25110736-77-25110736-77-25110736-77-2511

ゲンジボタルを人工飼育するため、年中とおして餌（カワニナ）やりや飼育環境の整備等の幼虫
の世話をしてます。また、必要に応じ育て方の説明及び取材の対応等を行います。

(紀の川市) 蛍の里薄木神社　夜宮祭(紀の川市) 蛍の里薄木神社　夜宮祭(紀の川市) 蛍の里薄木神社　夜宮祭(紀の川市) 蛍の里薄木神社　夜宮祭

ホタル観賞   （18：00～）出店などがあります。

どなたでも 無料

申込み不要 6月中旬

紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課（9:00～17:00）　0736-77-2511　0736-77-2511　0736-77-2511　0736-77-2511

６月上旬～中旬　辺りが暗くなると野田原川沿いで随時ホタルを観賞することができます。

(紀の川市) 鞆渕のホタル(紀の川市) 鞆渕のホタル(紀の川市) 鞆渕のホタル(紀の川市) 鞆渕のホタル

鞆渕は自然溢れる地域で、自然の中を飛び回る無数のホタルを見ることが出来ます。

どなたでも 無料

申込み不要 6月中旬～下旬

紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課紀の川市商工観光課（9:00～17:00）  0736-77-2511 0736-77-2511 0736-77-2511 0736-77-2511

6月第2～4週の金土日にボランティアでお店を出している。鞆渕小中学校・鞆渕出張所を駐車場
として利用可。

(紀の川市) 東貴志ホタル祭(紀の川市) 東貴志ホタル祭(紀の川市) 東貴志ホタル祭(紀の川市) 東貴志ホタル祭

ホタル鑑賞と「ホタルの一生」についての学習会、キャンドル作成と灯火、模擬店出店など

一般市民 無料

指定された期間 6月第1土曜日ころ

東貴志コミュニティセンター　0736-64-3877東貴志コミュニティセンター　0736-64-3877東貴志コミュニティセンター　0736-64-3877東貴志コミュニティセンター　0736-64-3877

年間1回実施　平成２４年度はのべ５００人参加

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．３５Ｎｏ．３５Ｎｏ．３５Ｎｏ．３５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３６Ｎｏ．３６Ｎｏ．３６Ｎｏ．３６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３７Ｎｏ．３７Ｎｏ．３７Ｎｏ．３７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３８Ｎｏ．３８Ｎｏ．３８Ｎｏ．３８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．３９Ｎｏ．３９Ｎｏ．３９Ｎｏ．３９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

http://www.w-botanicalgarden.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(県) 植物公園緑花センター　体験教室「身近な薬草」「植物画の描き方」「木登(県) 植物公園緑花センター　体験教室「身近な薬草」「植物画の描き方」「木登(県) 植物公園緑花センター　体験教室「身近な薬草」「植物画の描き方」「木登(県) 植物公園緑花センター　体験教室「身近な薬草」「植物画の描き方」「木登
り」「山の幸染め」り」「山の幸染め」り」「山の幸染め」り」「山の幸染め」

植物公園緑花センターで植物についての様々な体験・学習を行います。

どなたでも

岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(N) 根来山げんきの森倶楽部　こども自然観察会「植物」「野鳥」「キノコ」「夜の(N) 根来山げんきの森倶楽部　こども自然観察会「植物」「野鳥」「キノコ」「夜の(N) 根来山げんきの森倶楽部　こども自然観察会「植物」「野鳥」「キノコ」「夜の(N) 根来山げんきの森倶楽部　こども自然観察会「植物」「野鳥」「キノコ」「夜の
生き物」生き物」生き物」生き物」

根来山げんきの森で、様々な自然体験を行います。

どなたでも 有料（入園料・保険料等）

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）

各プログラムを随時実施

(田辺市) ふるさと自然公園センター　「春」「初夏」「夏」「秋」「海辺」の生き物観(田辺市) ふるさと自然公園センター　「春」「初夏」「夏」「秋」「海辺」の生き物観(田辺市) ふるさと自然公園センター　「春」「初夏」「夏」「秋」「海辺」の生き物観(田辺市) ふるさと自然公園センター　「春」「初夏」「夏」「秋」「海辺」の生き物観
察教室察教室察教室察教室

ひき岩群周辺で動植物を観察、天神崎及び元島で磯の生き物を観察します。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

年間各１回実施４０名参加（Ｈ２４年）

(田辺市) ふるさと自然公園センター　採集・観察会「カビ」「植物」「昆虫」「鳴く(田辺市) ふるさと自然公園センター　採集・観察会「カビ」「植物」「昆虫」「鳴く(田辺市) ふるさと自然公園センター　採集・観察会「カビ」「植物」「昆虫」「鳴く(田辺市) ふるさと自然公園センター　採集・観察会「カビ」「植物」「昆虫」「鳴く
虫」「プランクトン」「カスミサンショウウオの観察」「野鳥の観察」虫」「プランクトン」「カスミサンショウウオの観察」「野鳥の観察」虫」「プランクトン」「カスミサンショウウオの観察」「野鳥の観察」虫」「プランクトン」「カスミサンショウウオの観察」「野鳥の観察」

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei-h25.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

ふるさと自然公園周辺で、様々な動植物の観察を行います。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

年間各１回実施、２０名参加（Ｈ２４年）

(県) 自然博物館　「熊野古道の植物観察」(県) 自然博物館　「熊野古道の植物観察」(県) 自然博物館　「熊野古道の植物観察」(県) 自然博物館　「熊野古道の植物観察」

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei-h25.html

里山など身近に生息する植物について平安時代から親しまれた植物や最近入り込んだ外来種
について学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、２０名参加（Ｈ２４年）

有料（入園料・材料費等）

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

年間１回実施、２５名参加（H２４年）　

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．４０Ｎｏ．４０Ｎｏ．４０Ｎｏ．４０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４１Ｎｏ．４１Ｎｏ．４１Ｎｏ．４１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４２Ｎｏ．４２Ｎｏ．４２Ｎｏ．４２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４３Ｎｏ．４３Ｎｏ．４３Ｎｏ．４３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４４Ｎｏ．４４Ｎｏ．４４Ｎｏ．４４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.w-botanicalgarden.jp/

http://www.shimizu-onsen.ne.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

年間１回実施、３９名参加（H２４年）　

(橋本市) 橋本市高野口山村体験交流促進センター　田植え・稲作体験(橋本市) 橋本市高野口山村体験交流促進センター　田植え・稲作体験(橋本市) 橋本市高野口山村体験交流促進センター　田植え・稲作体験(橋本市) 橋本市高野口山村体験交流促進センター　田植え・稲作体験

(県) 植物公園緑花センター　「キノコ観察会」(県) 植物公園緑花センター　「キノコ観察会」(県) 植物公園緑花センター　「キノコ観察会」(県) 植物公園緑花センター　「キノコ観察会」

植物公園緑花センターに生息するキノコ類の観察を行います。

どなたでも 有料（入園料）

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

田植え・稲刈体験を実施する。

どなたでも 1000円

指定された期日 春秋（指定された期日）

ふるさと体験村（橋本市高野口山村体験交流促進センター）ふるさと体験村（橋本市高野口山村体験交流促進センター）ふるさと体験村（橋本市高野口山村体験交流促進センター）ふるさと体験村（橋本市高野口山村体験交流促進センター）
0736-42-00510736-42-00510736-42-00510736-42-0051　橋本市高野口町嵯峨谷116

年間各１回実施、田植（H24 22名参加）、稲刈（H24 21名参加）

(有田川町) 稲作体験「あらぎ島」(有田川町) 稲作体験「あらぎ島」(有田川町) 稲作体験「あらぎ島」(有田川町) 稲作体験「あらぎ島」

有田川町のシンボル『あらぎ島』で、田植え、稲刈り等を行い、米作りの体験を行います。

小学生以上 各回　1500円

指定された期日 5月、9月（指定された期日）

有田川町ふるさと開発公社　0737-25-0221有田川町ふるさと開発公社　0737-25-0221有田川町ふるさと開発公社　0737-25-0221有田川町ふるさと開発公社　0737-25-0221

年間　各１回実施　　130名参加（Ｈ24）　　ＪＡありだと共催

(民) 白崎青少年の家　古里の味づくり「梅ジャム」「金山寺みそ」(民) 白崎青少年の家　古里の味づくり「梅ジャム」「金山寺みそ」(民) 白崎青少年の家　古里の味づくり「梅ジャム」「金山寺みそ」(民) 白崎青少年の家　古里の味づくり「梅ジャム」「金山寺みそ」

郷土に育まれた自然の産物を味わいます。

どなたでも 有料（材料費等）

指定された期日 夏（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

年間各１回実施、３５名参加（Ｈ２５年）

(田辺市) ふるさと自然公園センター　「七草がゆをつくろう」(田辺市) ふるさと自然公園センター　「七草がゆをつくろう」(田辺市) ふるさと自然公園センター　「七草がゆをつくろう」(田辺市) ふるさと自然公園センター　「七草がゆをつくろう」

ふるさと自然公園で、七草がゆをつくって食べます。

どなたでも 有料（材料費等）

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

年間１回実施

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei-h25.html

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る ごみごみごみごみ

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．４５Ｎｏ．４５Ｎｏ．４５Ｎｏ．４５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４６Ｎｏ．４６Ｎｏ．４６Ｎｏ．４６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４７Ｎｏ．４７Ｎｏ．４７Ｎｏ．４７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４８Ｎｏ．４８Ｎｏ．４８Ｎｏ．４８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．４９Ｎｏ．４９Ｎｏ．４９Ｎｏ．４９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地 http://ugui-shizenjyuku.com/info_vc.html

年間２０回程度実施、準備物：懐中電灯、山歩きの服装

(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター自然塾体験「草花染め」「花炭焼き」「椿(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター自然塾体験「草花染め」「花炭焼き」「椿(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター自然塾体験「草花染め」「花炭焼き」「椿(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター自然塾体験「草花染め」「花炭焼き」「椿
油搾油」「竹の子掘り＆温泉」「磯あそび」「ミニすだれづくり」油搾油」「竹の子掘り＆温泉」「磯あそび」「ミニすだれづくり」油搾油」「竹の子掘り＆温泉」「磯あそび」「ミニすだれづくり」油搾油」「竹の子掘り＆温泉」「磯あそび」「ミニすだれづくり」

宇久井ビジターセンターで様々な自然体験やものづくりを行います。

植物の持つ素朴な色彩を楽しみ、自然を利用した生活を学びます。

どなたでも 有料（材料費等）

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

(N) 潮岬青少年の家　自然の色を楽しもう「草木染め」(N) 潮岬青少年の家　自然の色を楽しもう「草木染め」(N) 潮岬青少年の家　自然の色を楽しもう「草木染め」(N) 潮岬青少年の家　自然の色を楽しもう「草木染め」

(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　イモ＆綿」(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　イモ＆綿」(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　イモ＆綿」(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　イモ＆綿」

自分たちの手で畑を耕しイモの苗や綿の苗を植え、秋の収穫を待ちます。

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

どなたでも（小３以下は保護者同伴） １泊２日4000円／4600円

年間１回実施、２２名参加（Ｈ２４年）

指定された期日 春夏（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、９名参加（Ｈ２５年）

(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　収穫」(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　収穫」(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　収穫」(N) 潮岬青少年の家　「農園体験　収穫」

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

春夏に植えた作物を収穫します。作物を作る大変さやそのありがたみを、理解します。

どなたでも（小３以下は保護者同伴） １泊２日4000円／4600円

指定された期日 秋（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、２４名参加（Ｈ２５年）

(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾「光るキノコ観察会」(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾「光るキノコ観察会」(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾「光るキノコ観察会」(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾「光るキノコ観察会」

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

5月～7月と9月の毎週土曜日と日曜日の夜に光るキノコ「シイノトモシビタケ」の観察会を実施し
ます。最盛期の6月には、写真撮影をメインに据えた光るキノコの撮影会を開催しています。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 大人500円　中学生以下300円

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510

どなたでも 有料（材料費等）

東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地 http://ugui-shizenjyuku.com/info_vc.html

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510

年間１回実施、３０名参加（H２４年）　

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．５０Ｎｏ．５０Ｎｏ．５０Ｎｏ．５０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．５１Ｎｏ．５１Ｎｏ．５１Ｎｏ．５１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．５２Ｎｏ．５２Ｎｏ．５２Ｎｏ．５２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．５３Ｎｏ．５３Ｎｏ．５３Ｎｏ．５３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

年間１回実施

(民) 紀北青少年の家　仲間と踊ろう郷土の夕べ(民) 紀北青少年の家　仲間と踊ろう郷土の夕べ(民) 紀北青少年の家　仲間と踊ろう郷土の夕べ(民) 紀北青少年の家　仲間と踊ろう郷土の夕べ

地域に密着した施設運営の一環として子どもからお年寄りまで誰でも参加出来き、自然の中で
盆踊りを踊ります。

http://www.wakayama-kanko.or.jp/taiken/syugaku/index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(県) 和歌山県「ほんまもん体験」(県) 和歌山県「ほんまもん体験」(県) 和歌山県「ほんまもん体験」(県) 和歌山県「ほんまもん体験」

和歌山を訪れる皆様が体験を通して地域の自然、歴史、文化、伝統産業などのありのままを触
れていただく、体験交流型観光和歌山県「ほんまもん体験」を推進しています。
修学旅行、総合学習、環境学習、校外学習、 体験学習、林間学校、臨海学校などの教育旅行や
企業などの社員研修向けの教育研修に活用できる体験プログラム等、幅広くご提案しています
。

どなたでも 有料

随時 通年

和歌山県観光交流課 　073-441-2785和歌山県観光交流課 　073-441-2785和歌山県観光交流課 　073-441-2785和歌山県観光交流課 　073-441-2785
下記の県ＨＰに市町村別体験プログラム、分野別体験プログラムを掲載しています。

農林漁業体験、生活文化体験、歴史文化体験、自然観察体験、スポーツ体験、地域産業体験ご
とに和歌山ならではの感動いっぱいの体験プログラムをご用意しています。

(民) 紀北青少年の家　「新緑キャンプ」　(民) 紀北青少年の家　「新緑キャンプ」　(民) 紀北青少年の家　「新緑キャンプ」　(民) 紀北青少年の家　「新緑キャンプ」　

野外での自然活動を体験し、活動を通じて参加者の親睦を深めます。

小学４年生～中学３年生 １泊２日　3500円

募集締め切りH２６年４月２５日（金） 春夏H26年5月10日(土)～11日(日)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間各１回実施、１４名参加（Ｈ２５年）

(民) 紀北青少年の家　「紀北青少年の家で遊ぼう」(民) 紀北青少年の家　「紀北青少年の家で遊ぼう」(民) 紀北青少年の家　「紀北青少年の家で遊ぼう」(民) 紀北青少年の家　「紀北青少年の家で遊ぼう」

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

ネイチャーゲームで自然活動をすると共に、野外炊事で参加者の交流を図ります。

小学４年生～中学３年生 日帰り　1000円

募集締め切りH２６年７月９日（金） 春夏H26年7月5日(土)～6日(日)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

どなたでも 無料

申し込み不要 夏H26年8月30日(土)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回開催、１５００名参加（Ｈ２５年）

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験見学見学見学見学 自然自然自然自然

宿泊宿泊宿泊宿泊

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験見学見学見学見学 自然自然自然自然

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．５４Ｎｏ．５４Ｎｏ．５４Ｎｏ．５４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．５５Ｎｏ．５５Ｎｏ．５５Ｎｏ．５５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．５６Ｎｏ．５６Ｎｏ．５６Ｎｏ．５６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．５７Ｎｏ．５７Ｎｏ．５７Ｎｏ．５７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．５８Ｎｏ．５８Ｎｏ．５８Ｎｏ．５８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

http://www.town.kudoyama.wakayama.jp/dd.aspx?menuid=1416
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

世界遺産である高野山町石道の語り部、案内ガイド、清掃活動等を行っています。

有料どなたでも（中学生以下の場合保護者同伴のこと）

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

(民) 紀北青少年の家　「セプテンバーキャンプ」(民) 紀北青少年の家　「セプテンバーキャンプ」(民) 紀北青少年の家　「セプテンバーキャンプ」(民) 紀北青少年の家　「セプテンバーキャンプ」

自然体験を行い、仲間作りや協力を学び親睦を深めます。

小学４年生～中学３年生 ２泊３日　6000円

募集締め切りH２６年８月２９日（金） 秋冬H26年9月13日(土)～15日(月)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回実施、２２名参加（H25年)

(民) 紀北青少年の家　「連凧」に挑戦(民) 紀北青少年の家　「連凧」に挑戦(民) 紀北青少年の家　「連凧」に挑戦(民) 紀北青少年の家　「連凧」に挑戦

仲間と協力して、連凧をつくり、親睦を深め、消費エネルギーゼロの遊びを体験します。

どなたでも 有料（材料費）

指定された期日 秋冬（指定された期日）

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回実施

(九度山町) 高野山町石道語り部の会(九度山町) 高野山町石道語り部の会(九度山町) 高野山町石道語り部の会(九度山町) 高野山町石道語り部の会

(紀の川市) 平池ウォークラリー(紀の川市) 平池ウォークラリー(紀の川市) 平池ウォークラリー(紀の川市) 平池ウォークラリー

地元の憩いの場である平池の自然とふれあい、地域の和、自然を見つめなおしています。

どなたでも（小学3年以下は保護者同伴）

指定された期日 毎年3月

西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211

九度山町役場産業振興課　0736-54-2019　FAX:0736-54-2022九度山町役場産業振興課　0736-54-2019　FAX:0736-54-2022九度山町役場産業振興課　0736-54-2019　FAX:0736-54-2022九度山町役場産業振興課　0736-54-2019　FAX:0736-54-2022

わかやまおもてなし宣言の活動部門に登録しています。１笑顔であいさつします。２積極的に声
をかけて旅のお手伝いをします。３まごころ込めてご案内します。

随時随時（ご案内日の2週間前までにFAXにてお願いします。）

(紀の川市) 天文台観望会(紀の川市) 天文台観望会(紀の川市) 天文台観望会(紀の川市) 天文台観望会

口径40cmの望遠鏡が設置されており、この設備を利用して観望会を開催します。

どなたでも（定員２０人） 一般200円・高校生以下100円

指定された期日 不定期（天候不良の場合は中止）

西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211

年間4回実施、平成24年度は45名参加

100円（保険代）

年間1回実施、平成24年度は200名参加

体験体験体験体験 温暖化温暖化温暖化温暖化親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 講義講義講義講義

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

見学見学見学見学 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀北紀北紀北紀北

体験体験体験体験
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．５９Ｎｏ．５９Ｎｏ．５９Ｎｏ．５９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６０Ｎｏ．６０Ｎｏ．６０Ｎｏ．６０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６１Ｎｏ．６１Ｎｏ．６１Ｎｏ．６１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６２Ｎｏ．６２Ｎｏ．６２Ｎｏ．６２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６３Ｎｏ．６３Ｎｏ．６３Ｎｏ．６３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

年間１回実施、１１６名参加（Ｈ２５年）

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/

有料（入園料等）

指定された期日 秋（指定された期日）

根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）

毎年１回実施

(N) 根来山げんきの森倶楽部観月会(N) 根来山げんきの森倶楽部観月会(N) 根来山げんきの森倶楽部観月会(N) 根来山げんきの森倶楽部観月会

根来山げんきの森で、名月を観ながら、自然を満喫します。

どなたでも

指定された期日 春、夏、秋の（指定された日）

年間５回　１２０名参加（Ｈ２４年度）

(みなべ町) みなべウォーク(みなべ町) みなべウォーク(みなべ町) みなべウォーク(みなべ町) みなべウォーク

みなべ町の魅力を知って頂くガイド付きイベント。町内各所を歩き、自然、産業、歴史等を感じて
もらいます。

どなたでも（足に不自由のない方） 500円～1500円

http://ｗｗｗ.aikis.or.jp/~minabe/みなべ観光協会　　0739-72－4949みなべ観光協会　　0739-72－4949みなべ観光協会　　0739-72－4949みなべ観光協会　　0739-72－4949

(民) 白崎青少年の家　「ゆら万葉の旅」(民) 白崎青少年の家　「ゆら万葉の旅」(民) 白崎青少年の家　「ゆら万葉の旅」(民) 白崎青少年の家　「ゆら万葉の旅」

白崎海岸万葉クルーズ、由良史跡巡りを行います。

どなたでも 有料

指定された期日 春（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

年間１回実施、８名参加（Ｈ２５年）

(民) 白崎青少年の家　「科学で遊ぼう」(民) 白崎青少年の家　「科学で遊ぼう」(民) 白崎青少年の家　「科学で遊ぼう」(民) 白崎青少年の家　「科学で遊ぼう」

科学の世界を身近に体験します。

どなたでも 有料（材料費等）

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

指定された期日 春秋（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

年間２回実施

(民) 白崎青少年の家　「家族でリフレッシュin白崎」(民) 白崎青少年の家　「家族でリフレッシュin白崎」(民) 白崎青少年の家　「家族でリフレッシュin白崎」(民) 白崎青少年の家　「家族でリフレッシュin白崎」

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

ネイチャーゲーム、野外炊飯、キャンプファイア、星空観察、陶芸体験などを家族で楽しみます。

家族 有料（材料費等）

指定された期日 春（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

自然自然自然自然

自然自然自然自然

紀北紀北紀北紀北

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．６４Ｎｏ．６４Ｎｏ．６４Ｎｏ．６４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６５Ｎｏ．６５Ｎｏ．６５Ｎｏ．６５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６６Ｎｏ．６６Ｎｏ．６６Ｎｏ．６６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６７Ｎｏ．６７Ｎｏ．６７Ｎｏ．６７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．６８Ｎｏ．６８Ｎｏ．６８Ｎｏ．６８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei-h25.html

年間各１回実施

(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ウォークイベント(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ウォークイベント(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ウォークイベント(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ウォークイベント

白浜町内の海岸を清掃するウォークイベントです。

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/nakahechi.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(民) 白崎青少年の家　「恐竜化石を探そう」(民) 白崎青少年の家　「恐竜化石を探そう」(民) 白崎青少年の家　「恐竜化石を探そう」(民) 白崎青少年の家　「恐竜化石を探そう」

広川町白木海岸にて家族で化石採集を行います。

家族 有料（材料費等）

指定された期日 夏（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

年間１回実施、３１名参加（Ｈ２５年）

（県） 「熊野古道」・「高野山町石道」環境保全トレッキング（県） 「熊野古道」・「高野山町石道」環境保全トレッキング（県） 「熊野古道」・「高野山町石道」環境保全トレッキング（県） 「熊野古道」・「高野山町石道」環境保全トレッキング

「環境保全トレッキング」を通じて、土砂が流れた熊野古道や高野山町石道などへの土入れ作業
を行います。

どなたでも（定員を超える場合は抽選） 無料

指定された期日 春夏秋（指定された日）

県庁観光振興課　073-441-2424県庁観光振興課　073-441-2424県庁観光振興課　073-441-2424県庁観光振興課　073-441-2424

年間３回実施、６２７名参加（H２４年）

(県) 次世代育成事業 〔世界遺産現地ウォーク〕(県) 次世代育成事業 〔世界遺産現地ウォーク〕(県) 次世代育成事業 〔世界遺産現地ウォーク〕(県) 次世代育成事業 〔世界遺産現地ウォーク〕

県内の小中高校生等が世界遺産についての理解を深める現地ウォークなどの学習プログラム
提供、貸し切りバス１台分の交通費を負担します。

小中高校生（学校単位で申し込む） 無料

指定された期日 指定された日

和歌山県世界遺産センター　0735-42-1044和歌山県世界遺産センター　0735-42-1044和歌山県世界遺産センター　0735-42-1044和歌山県世界遺産センター　0735-42-1044　田辺市本宮町本宮100番地の1

年間１９校・６９８名実施（Ｈ２４年）

(田辺市) ふるさと自然公園センター「夏」「冬」の星座観察教室(田辺市) ふるさと自然公園センター「夏」「冬」の星座観察教室(田辺市) ふるさと自然公園センター「夏」「冬」の星座観察教室(田辺市) ふるさと自然公園センター「夏」「冬」の星座観察教室

http://www.sekaiisan-wakayama.jp/learn/jisedai.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

望遠鏡や双眼鏡で夏の星座を観察します。

どなたでも 無料

指定された期日 夏冬（指定された期日）

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

どなたでも 無料（昼食持参）

指定された期日 毎年６月頃

和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２６２２－７　    電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）
kumand-8400@gaia.eonet.ne.jp

毎年６月の環境月間に実施しているイベントのひとつです。

自然自然自然自然体験体験体験体験 防災防災防災防災親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

自然自然自然自然体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然自然自然自然

紀中紀中紀中紀中

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．６９Ｎｏ．６９Ｎｏ．６９Ｎｏ．６９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７０Ｎｏ．７０Ｎｏ．７０Ｎｏ．７０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７１Ｎｏ．７１Ｎｏ．７１Ｎｏ．７１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７２Ｎｏ．７２Ｎｏ．７２Ｎｏ．７２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７３Ｎｏ．７３Ｎｏ．７３Ｎｏ．７３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

http://www.minakatakumagusu-
kinenkan.jp/

または白浜町中央公民館
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ジオツアー(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ジオツアー(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ジオツアー(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ジオツアー

白浜町内のジオサイトを見学するバスツアーです。

ジオに関心のある方 無料（昼食代は実費）

指定された期日 毎年２月頃

和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２６２２－７　    電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）電話（築山省仁さん０９０・２２８９・１５０８）
kumand-8400@gaia.eonet.ne.jp

毎年１回　南紀・熊野のジオエリアのウォークイベントを開催しています。

(白浜町) 南方熊楠を目指そう「粘菌教室」(白浜町) 南方熊楠を目指そう「粘菌教室」(白浜町) 南方熊楠を目指そう「粘菌教室」(白浜町) 南方熊楠を目指そう「粘菌教室」

動物でも植物でもない不思議な生物「粘菌」を探し調べます。（和歌山信愛女子短大講師）

どなたでも（小学４年生以下は保護者同伴） 無料

指定された期日 ６月～９月（指定された期日）

公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872　西牟婁郡白浜町3601-1

年１回実施（募集人数２０人）

(白浜町) 冬の星空を見てみよう（星空観望会）(白浜町) 冬の星空を見てみよう（星空観望会）(白浜町) 冬の星空を見てみよう（星空観望会）(白浜町) 冬の星空を見てみよう（星空観望会）

南方熊楠連続講座の一環として冬の星空を観察します。（みさと天文台友の会協力）

どなたでも 無料

指定された期日（１月） １月（指定された期日）

公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872　西牟婁郡白浜町3601-1

年１回実施（募集人数２０人）

(N) 潮岬青少年の家「グループキャンプ」(N) 潮岬青少年の家「グループキャンプ」(N) 潮岬青少年の家「グループキャンプ」(N) 潮岬青少年の家「グループキャンプ」

http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/

自然環境の中で生活し、環境に対応する力を養います。

どなたでも（小３以下は保護者同伴） １泊２日3500円／3650円

指定された期日 春（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、４８名参加（Ｈ２５年）

(N) 潮岬青少年の家「ウィンターキャンプ」(N) 潮岬青少年の家「ウィンターキャンプ」(N) 潮岬青少年の家「ウィンターキャンプ」(N) 潮岬青少年の家「ウィンターキャンプ」

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

冬と言う厳しい自然環境の中で生活し、環境に対応する力を養います。

小学４年生～中学３年生 １泊２日3500円

指定された期日 冬（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、１５名参加（Ｈ２４年）

宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然自然自然自然

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．７４Ｎｏ．７４Ｎｏ．７４Ｎｏ．７４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７５Ｎｏ．７５Ｎｏ．７５Ｎｏ．７５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７６Ｎｏ．７６Ｎｏ．７６Ｎｏ．７６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７７Ｎｏ．７７Ｎｏ．７７Ｎｏ．７７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．７８Ｎｏ．７８Ｎｏ．７８Ｎｏ．７８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

野外炊事場、屋外ドーム、テニスコート(２面）、グランド、プール等の施設があります。

(県) 県立自然博物館(県) 県立自然博物館(県) 県立自然博物館(県) 県立自然博物館

第１展示室は水族館コーナーです。県内にすむたくさんの生きものを水槽で展示しています。第
２展示室は標本が中心のコーナーです。動・植物、昆虫、貝、化石などいろいろな生きものを標本
や模型で紹介しています。

http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/kinokawa/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.jma-net.go.jp/wakayama/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

（国） 水ときらめき紀の川館（紀の川大堰）（国） 水ときらめき紀の川館（紀の川大堰）（国） 水ときらめき紀の川館（紀の川大堰）（国） 水ときらめき紀の川館（紀の川大堰）

紀の川館は皆様に楽しく紀の川を学んでいただける施設です。紀の川流域の水環境や紀の川大
堰について学ぶことができます。

どなたでも 無料

申し込み不要（団体で見学時は必要） 通年

国土交通省近畿地方整備局紀の川大堰管理所　073-423-2080 国土交通省近畿地方整備局紀の川大堰管理所　073-423-2080 国土交通省近畿地方整備局紀の川大堰管理所　073-423-2080 国土交通省近畿地方整備局紀の川大堰管理所　073-423-2080  和歌山市有本462

開館時間 ９：３０～１６：３０　休館日は土曜日、祝日

（国） 和歌山地方気象台（国） 和歌山地方気象台（国） 和歌山地方気象台（国） 和歌山地方気象台

和歌山の気象、地震、津波、台風、温暖化等について学ぶことができます。

小中学生～一般 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632　和歌山市男野芝丁４番地

１回の見学につき３０名まで

(県) 県立図書館(県) 県立図書館(県) 県立図書館(県) 県立図書館
県内最大の図書館、児童室の屋上に太陽光パネルを設置するなど、環境に配慮した最新設備を
積極的に導入しています。郷土和歌山に関する図書や子供向けのサービスが設備が充実してい
ます。

どなたでも 無料

申し込み不要 通年

和歌山県立図書館　　073-436-9500和歌山県立図書館　　073-436-9500和歌山県立図書館　　073-436-9500和歌山県立図書館　　073-436-9500　　和歌山市西高松一丁目7番38号

開館時間　火曜日～金曜日　10:00～19:00、　土曜日・日曜日・祝日 10:00～18:00
休館日 毎週月曜日、第２木曜日

(民) 紀北青少年の家(民) 紀北青少年の家(民) 紀北青少年の家(民) 紀北青少年の家

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

青少年が、恵まれた大自然の中で、体育や野外活動、レクリエーション等、様々な研修を通じて、
「生きる力」や「自然との共存」の醸成を目的とした、青少年の為の施設です。

５名以上の団体・グループ 有料（宿泊料等）

指定された期日 通年

県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

どなたでも 大人470円　小中高校生無料

申し込み不要 通年

県立自然博物館　県立自然博物館　県立自然博物館　県立自然博物館　073-483-1777073-483-1777073-483-1777073-483-1777　海南市船尾370-1

開館時間　9時30分～17時、月曜日が休館日

温暖化温暖化温暖化温暖化

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．７９Ｎｏ．７９Ｎｏ．７９Ｎｏ．７９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８０Ｎｏ．８０Ｎｏ．８０Ｎｏ．８０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８１Ｎｏ．８１Ｎｏ．８１Ｎｏ．８１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８２Ｎｏ．８２Ｎｏ．８２Ｎｏ．８２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８３Ｎｏ．８３Ｎｏ．８３Ｎｏ．８３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/sizen/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/shisetu/shisetu/03/3.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

和歌山市立少年自然の家　073-459-2107和歌山市立少年自然の家　073-459-2107和歌山市立少年自然の家　073-459-2107和歌山市立少年自然の家　073-459-2107　和歌山市加太1907-2

水曜日、祝日の翌日、年末年始が休所日

http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kodomo/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.w-botanicalgarden.jp/

遊具, 巨大な恐竜オブジェと動物オブジェ. 駐車場, あり. 施設情報,  無料駐車場, トイレがあります。

どなたでも 入園料は無料　

四季折々の花を植栽した四季の丘・散策路・ハイキングコースなど自然を楽しむことができる公
園です。自然観察エリアにはビオトープがあり、周辺には、様々な野鳥、昆虫、水生動物等が生
活しています。春のサクラ、秋のモミジを観賞しながら周囲を散策すれば、様々な生き物を身近
に感じることができる憩いの空間となっています。

申し込みの必要なし 通年

小学３年～６年生（体験プログラムにより学年を指定） プログラムにより有料または無料

指定された期日 通年

紀伊風土記の丘　073-471-6123紀伊風土記の丘　073-471-6123紀伊風土記の丘　073-471-6123紀伊風土記の丘　073-471-6123　　　　和歌山市岩橋1411

(県) 植物公園緑花センター(県) 植物公園緑花センター(県) 植物公園緑花センター(県) 植物公園緑花センター

園内には、四季の花々が色とりどりに楽しめるパノラマ花壇や、熱帯、亜熱帯の色彩豊かな観葉
植物の温室、ちびっこに人気のわんぱく広場、ハス池にうかぶ浮御堂、あずまやなどがありま
す。また、園芸教室、体験教室など植物に関する各種教室なども数多く催しています。

どなたでも 大人250円　小中学生100円

申し込み不要 通年

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

開園時間　9時～17時、火曜日が休園日

(和歌山市) 市立こども科学館(和歌山市) 市立こども科学館(和歌山市) 市立こども科学館(和歌山市) 市立こども科学館

4階建てで、各階にテーマを持たせた展示室があり、参加体験型の展示物を数多く展示していま
す。最上階にはプラネタリウムがあり、四季に対応したプログラムを上映しています。

どなたでも 大人３００円　小中学生１００円

(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見学(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見学(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見学(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見学
古墳・石室の見学、古代生活体験学習、ものづくり体験学習、昔のくらし体験・昔のあそび体験等
ができます。また、万葉植物園では、万葉集に詠まれている約７０種の植物を観賞できます。そ
れぞれの植物には名前とその歌をつけています。

詳しい内容は、上記ホームページの「小学生遠足用のページ」をご覧下さい。

申し込み不要 通年

和歌山市立こども科学館　073-432-0002和歌山市立こども科学館　073-432-0002和歌山市立こども科学館　073-432-0002和歌山市立こども科学館　073-432-0002　 和歌山市寄合町19番地

開館時間　9時30分～16時30分、火曜日が休館日

(和歌山市) 市立少年自然の家(和歌山市) 市立少年自然の家(和歌山市) 市立少年自然の家(和歌山市) 市立少年自然の家

海・山に囲まれた豊かな自然環境の中で、野外炊飯や里山散策・磯観察・クラフト作成など、自
然に親しむ活動や伸び伸びとした野外活動を体験できる施設です。

小中学生（和歌山市外の学校も可）を含む８名以上の団体 有料（宿泊料等）

指定された期日 通年

(和歌山市)  和歌山市森林公園(和歌山市)  和歌山市森林公園(和歌山市)  和歌山市森林公園(和歌山市)  和歌山市森林公園

和歌山市農林水産課　073-435-1049  和歌山市農林水産課　073-435-1049  和歌山市農林水産課　073-435-1049  和歌山市農林水産課　073-435-1049  和歌山市深山600-1

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

自然自然自然自然見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀北紀北紀北紀北体験体験体験体験

自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．８４Ｎｏ．８４Ｎｏ．８４Ｎｏ．８４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８５Ｎｏ．８５Ｎｏ．８５Ｎｏ．８５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８６Ｎｏ．８６Ｎｏ．８６Ｎｏ．８６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８７Ｎｏ．８７Ｎｏ．８７Ｎｏ．８７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/nourin_suisan/shikinosato/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.obs.jp/紀美野町みさと天文台 073-498-0305  紀美野町みさと天文台 073-498-0305  紀美野町みさと天文台 073-498-0305  紀美野町みさと天文台 073-498-0305  紀美野町松ヶ峯180

和歌山市四季の郷公園　073-478-0070  和歌山市四季の郷公園　073-478-0070  和歌山市四季の郷公園　073-478-0070  和歌山市四季の郷公園　073-478-0070  和歌山市明王寺85

どなたでも
入園料は無料、四季さい館（研修室、会議室）及びイベント広場・キャ
ンプ広場は有料（要申込予約）

指定された期日

四季の郷公園内のネイチャーセンターとエントランス広場に乳幼児を対象とした遊具や図書が充
実しました。開園時間：9：00～17：00   休園日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）

(和歌山市)  四季の郷公園(和歌山市)  四季の郷公園(和歌山市)  四季の郷公園(和歌山市)  四季の郷公園

通年

通年

和歌山青岸クリーンセンター　073-433-6663和歌山青岸クリーンセンター　073-433-6663和歌山青岸クリーンセンター　073-433-6663和歌山青岸クリーンセンター　073-433-6663　和歌山市湊１３４２－３９

(和歌山市) 青岸クリーンセンター(和歌山市) 青岸クリーンセンター(和歌山市) 青岸クリーンセンター(和歌山市) 青岸クリーンセンター

市内で発生する可燃性ごみを処理します。可燃性ごみを焼却処理することにより減量化し、適正
に処理します。また、ごみ焼却により発生する熱を有効利用するため、蒸気タービン発電機を設
置し、発電した電力を施設内で利用しています。

小中学生（和歌山市外の学校も可） 無料

申込予約はあらかじめ問い合わせて下さい。

四季の郷公園は、25.5ヘクタールの広大な面積をもち、“野鳥や昆虫、植物とふれあえる自然観
察の森”と“花や緑のやさしさが体感できる緑花果樹苑”の2つのエリアで構成された自然と農業
のテーマパークです。緑花果樹苑には、地元の農家が心を込めて栽培した新鮮で安全な野菜や
果樹などを販売する“農産物直売センター”と高さ17メートルのシンボルタワーや長さ70メートル
のロ―ダースライダーがある“宝くじ遊園”のほか、“バラ温室”では多種のバラが咲きほこってい
ます。

ごみ焼却施設の見学ができます

(和歌山市) 下水終末処理場(和歌山市) 下水終末処理場(和歌山市) 下水終末処理場(和歌山市) 下水終末処理場

家庭や学校、事業所から出される汚水を浄化処理する施設です。

原則、市内在住の方。（注意：参加人数については要相談） 無料

通年 通年

和歌山市建設局下水道部下水道経営課　庶務班　 073-435-1093和歌山市建設局下水道部下水道経営課　庶務班　 073-435-1093和歌山市建設局下水道部下水道経営課　庶務班　 073-435-1093和歌山市建設局下水道部下水道経営課　庶務班　 073-435-1093　和歌山市七番丁２３番地

下水処理の様子が見学できます。主に小学生が見学にこられています。
（注意：業務の都合で見学をお断りする場合があります）

通年

(紀美野町)  星の動物園 みさと天文台(紀美野町)  星の動物園 みさと天文台(紀美野町)  星の動物園 みさと天文台(紀美野町)  星の動物園 みさと天文台

昼間は施設の自由見学（無料）が可、また、土曜・日曜日・祝日の午後2時からはプラネタリウム
（無料）や午後３時からは３ＤMitaka（無料）の投影があります。どちらも予約不要で、どなたでもご
参加いただけます。夜間（木曜・金曜・土曜・日曜の19:00～）は観望会（有料）を開催します。観望
会では、大型望遠鏡を使って見頃の天体を研究員の解説を聞きながらご覧いただきます。

開館時間は13:00, 閉館は水曜日17:00,木・日曜日は19:30,金・土曜日は20:30です。休館日は月
曜日、火曜日。　ただし、祝祭日は開館となるため、振替として水曜日から金曜日に休館となるこ
とがあります。電話で問い合わせて下さい。

どなたでも プログラムにより有料または無料

申し込み不要（団体は必要）

ごみごみごみごみ見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

ごみごみごみごみ見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 紀北紀北紀北紀北

自然自然自然自然見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀北紀北紀北紀北体験体験体験体験
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．８８Ｎｏ．８８Ｎｏ．８８Ｎｏ．８８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．８９Ｎｏ．８９Ｎｏ．８９Ｎｏ．８９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９０Ｎｏ．９０Ｎｏ．９０Ｎｏ．９０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９１Ｎｏ．９１Ｎｏ．９１Ｎｏ．９１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://www.nssmc.com/works/wakayama/index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.awi.co.jp/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

年間９２００人（Ｈ２４年）が来場、学校単位（団体）でお１申し込み下さい。１日につき最大８０名ま
で。

(民)　㈱エアーウォーター和歌山工場(民)　㈱エアーウォーター和歌山工場(民)　㈱エアーウォーター和歌山工場(民)　㈱エアーウォーター和歌山工場

(民) 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム(民) 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム(民) 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム(民) 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム

環境に配慮した花王の製品作りについて、工夫と技術を展示したミュ－ジアムと、洗剤ができる
までの工程を間近で見ることのできる工場を見学します。

小学3年生以上 無料

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　和歌山市湊1334　花王株式会社和歌山工場内

年間１万人以上が来場（H24年）、5人以上でお申込み下さい。

(民) 新日鉄住金㈱　和歌山製鉄所(民) 新日鉄住金㈱　和歌山製鉄所(民) 新日鉄住金㈱　和歌山製鉄所(民) 新日鉄住金㈱　和歌山製鉄所

http://www.kao.com/jp/corp/eco/eco-lab/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

製鉄所の見学を通じ、資源のリサイクル、省エネルギーが学べます。

小学５年以上中学生まで 無料

通年 通年

新日鉄住金㈱和歌山製鉄所ＰＲセンター 　073-451-3517新日鉄住金㈱和歌山製鉄所ＰＲセンター 　073-451-3517新日鉄住金㈱和歌山製鉄所ＰＲセンター 　073-451-3517新日鉄住金㈱和歌山製鉄所ＰＲセンター 　073-451-3517　和歌山市湊1850

省エネルギー、水の浄化、温度による物質の変化（液体窒素・ドライアイス等による実験）を見学
できます。

中学生以上の生徒 無料

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

㈱エアーウォーター和歌山工場 　073-455-8213㈱エアーウォーター和歌山工場 　073-455-8213㈱エアーウォーター和歌山工場 　073-455-8213㈱エアーウォーター和歌山工場 　073-455-8213　和歌山市湊1850

見学人数は１回につき、１０名まで

(民)　㈱バンドー化学　和歌山工場(民)　㈱バンドー化学　和歌山工場(民)　㈱バンドー化学　和歌山工場(民)　㈱バンドー化学　和歌山工場

社会見学の一環として工場見学ができます。摩擦の少ないゴムベルトの製造ラインの様子や産
業廃棄物の分別、太陽光発等について学ぶことができます。

小中学生 無料

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

㈱バンドー化学　和歌山工場 　0736-66-0999㈱バンドー化学　和歌山工場 　0736-66-0999㈱バンドー化学　和歌山工場 　0736-66-0999㈱バンドー化学　和歌山工場 　0736-66-0999　紀の川市桃山町最上1242-5

見学人数は１回につき、２０名まで

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

ごみごみごみごみ

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き　　54



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．９２Ｎｏ．９２Ｎｏ．９２Ｎｏ．９２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９３Ｎｏ．９３Ｎｏ．９３Ｎｏ．９３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９４Ｎｏ．９４Ｎｏ．９４Ｎｏ．９４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

派遣実績・その他派遣実績・その他派遣実績・その他派遣実績・その他

Ｎｏ．９５Ｎｏ．９５Ｎｏ．９５Ｎｏ．９５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

03-6316-4203 http://www.kkc.co.jp

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html

(Ｎ) 根来山げんきの森倶楽部(Ｎ) 根来山げんきの森倶楽部(Ｎ) 根来山げんきの森倶楽部(Ｎ) 根来山げんきの森倶楽部

ボランティア活動により県立森林公園根来山げんきの森の森林を整備すると共に森林を活用し
た様々な森林体験の機会を公園利用者に提供し、森林の楽しさと大切さを多くの方に知っていた
だくことを通して、環境保全活動を推進しています。

どなたでも

和歌山市西河岸町46 http://www.eco-kururin-matsuda.co.jp/visitor.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230根来山げんきの森倶楽部管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）事務局090-7090-1724（岡田和久）

自然観察会、間伐体験、炭焼き体験、ネイチャーゲーム植樹イベント指導、草木染め指導、木工
クラフト指導などを行っています。詳しい内容はＨＰをご覧になるか、直接お問い合わせ下さい。

有料（入園料・保険料等）

プログラムにより申込が必要 春夏秋冬（指定された期日）

(広川町) 津波防災教育センター「稲むらの火の館」(広川町) 津波防災教育センター「稲むらの火の館」(広川町) 津波防災教育センター「稲むらの火の館」(広川町) 津波防災教育センター「稲むらの火の館」

通年

資源リサイクルセンター㈱松田商店 073-433-1212資源リサイクルセンター㈱松田商店 073-433-1212資源リサイクルセンター㈱松田商店 073-433-1212資源リサイクルセンター㈱松田商店 073-433-1212　　　　（平日10：00～18：00）

小中学生 無料

「稲むらの火」で知られる濱口梧陵の偉業と精神、教訓を理解し、地震・津波・防災について学ぶ
ことができます。

どなたでも 一般500円　高校生200円　小中学生100円

(民) 松田商店　体験型リサイクル工場見学システム“くるくるシティ”(民) 松田商店　体験型リサイクル工場見学システム“くるくるシティ”(民) 松田商店　体験型リサイクル工場見学システム“くるくるシティ”(民) 松田商店　体験型リサイクル工場見学システム“くるくるシティ”

松田商店は、時代に適応したリサイクル見学システム工場として『エコ☆エデュテイメントパーク
“くるくるシティ”』をオープン致しました。環境問題の深刻さやリサイクルの現状を子供達が楽しく
わかりやすく学習できる施設となっています。日本一楽しい工場見学を通し、未来ある子供達へ
メッセージを届けます。

土・日・祝日の見学は不可、見学時間は約1時間30分。エコ☆エデュテイメントパークとは、ECO-
EDUCATION【環境教育】とENTERTAINMENT【娯楽】の融合を意味します。

小学生以下のこども10名以上の団体（１日に１
団体限定）

無料

指定された期日

申し込み不要 通年

津波防災教育センター「稲むらの火の館」　0737-64-1760津波防災教育センター「稲むらの火の館」　0737-64-1760津波防災教育センター「稲むらの火の館」　0737-64-1760津波防災教育センター「稲むらの火の館」　0737-64-1760 　有田郡広川町広671

開館時間　10時～17時、月曜日と火曜日が休館日

http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(民) 国際航業㈱　和歌山・橋本ソーラーウェイ太陽光発電所(民) 国際航業㈱　和歌山・橋本ソーラーウェイ太陽光発電所(民) 国際航業㈱　和歌山・橋本ソーラーウェイ太陽光発電所(民) 国際航業㈱　和歌山・橋本ソーラーウェイ太陽光発電所

橋本市の旧ダイオキシン類汚染無害化処理対策地に建設する太陽光発電所の見学を通じて、
再生可能エネルギーの可能性と地域の特性を生かした分散型エネルギーの重要性を体感でき
ます。

通年（平成２６年５月以降） 春夏秋冬（指定された期日）

国際航業㈱広報部: 042-307-7200   事業担当部:国際航業㈱エネルギー事業推進部国際航業㈱広報部: 042-307-7200   事業担当部:国際航業㈱エネルギー事業推進部国際航業㈱広報部: 042-307-7200   事業担当部:国際航業㈱エネルギー事業推進部国際航業㈱広報部: 042-307-7200   事業担当部:国際航業㈱エネルギー事業推進部

太陽光発電所を見学し、太陽光から電気を生み出す仕組みを知ることができます。（太陽光発電
所内に見学台や発電状況表示パネルを設置します。）

防災防災防災防災体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然 紀中紀中紀中紀中

ごみごみごみごみ見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀北紀北紀北紀北体験体験体験体験

温暖化温暖化温暖化温暖化見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀北紀北紀北紀北体験体験体験体験

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然 紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．９６Ｎｏ．９６Ｎｏ．９６Ｎｏ．９６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先
活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９７Ｎｏ．９７Ｎｏ．９７Ｎｏ．９７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９８Ｎｏ．９８Ｎｏ．９８Ｎｏ．９８
内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．９９Ｎｏ．９９Ｎｏ．９９Ｎｏ．９９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１００Ｎｏ．１００Ｎｏ．１００Ｎｏ．１００

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://cosmo.kawabe.or.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(みなべ町) うめ振興館(みなべ町) うめ振興館(みなべ町) うめ振興館(みなべ町) うめ振興館

梅に関する、自然、歴史、人物などあらゆる観点から梅を紹介する施設です。館内１・２階に梅資
料室、３階には梅製品の直売所があります。特に２階にある南部梅林のパノラマ模型は見ごたえ
があります。

どなたでも 入館料は無料

申し込み不要 通年

道の駅みなべうめ振興館道の駅みなべうめ振興館道の駅みなべうめ振興館道の駅みなべうめ振興館　0739-74-34440739-74-34440739-74-34440739-74-3444　日高郡みなべ町谷口538-1

開館時間：9:00～17:00、定休日：火曜日 祝祭日の場合は翌日、年末（12月29日～31日）、2月は無休

(民) 白崎青少年の家(民) 白崎青少年の家(民) 白崎青少年の家(民) 白崎青少年の家
白崎海岸県立自然公園の中の海を望む高台にあり、海や山などの広大な自然の中で多様な活
動が行える少年自然の家です。子どもから大人までご利用いただける宿泊研修施設（団体・家
族）です。

５名以上の団体・グループ 有料（宿泊料等）

指定された期日 通年

白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

自然観察やウオークラリー、魚釣りや磯遊び、天体観測などが行えます。

(民)　㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館(民)　㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館(民)　㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館(民)　㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

（国）京都大学白浜水族館（国）京都大学白浜水族館（国）京都大学白浜水族館（国）京都大学白浜水族館

南紀の海にすむ、たくさんの生き物の形や動きを、間近でじっくり観察することができます。巨大
イセエビ類や約１ｍのクエなど約５００種の生物を常時展示しています。

どなたでも 大人500円　小中学生110円

星や宇宙のことを楽しく学べ、宿泊施設も揃ったユニークな公園施設。中心施設の観星塔は口
径100cmの望遠鏡を備え、国内屈指の天文台としてファンには広く知られています。プラネタリウ
ム500円や観望会300円のほか、宿泊者には望遠鏡の貸出1500円～を行っています。園内には
アスレチックやリス舎なども併設、昼も家族で楽しめます。

開演時間：9～21時(プラネタリウムは土・日曜、祝日の13時～、15時～、17時～。観望会は金～
日曜、祝日の19～21時)

かわべ天文公園  0738-53-1120  かわべ天文公園  0738-53-1120  かわべ天文公園  0738-53-1120  かわべ天文公園  0738-53-1120  日高郡日高川町和佐2107-1

申し込み不要 通年

京都大学白浜水族館　 0739-42-3515京都大学白浜水族館　 0739-42-3515京都大学白浜水族館　 0739-42-3515京都大学白浜水族館　 0739-42-3515 　西牟婁郡白浜町459

当館は、現在耐震・改装工事のため閉館しています。2014年の初夏、再開館の予定ですが、日
程はまだ決まっていません。また、その際、料金も変更になるかもしれません。

(民)  かわべ天文公園(民)  かわべ天文公園(民)  かわべ天文公園(民)  かわべ天文公園

年間２万２千人（Ｈ２４年）が来場、見学人数は１回につき、４０名まで

風力、太陽光、バイオマスなど再生可能エネルギーの体験学習ができます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館　0738-20-9001㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館　0738-20-9001㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館　0738-20-9001㈱関西電力新エネルギーパークＰＲ館　0738-20-9001　御坊市塩屋町南塩屋450-10

どなたでも 有料（入園だけは無料）

申し込み不要（団体は必要） 通年

http://www.kepco.co.jp/corporate/info/community/pr/eepark/index.html

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀南紀南紀南紀南

自然自然自然自然見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 紀中紀中紀中紀中宿泊宿泊宿泊宿泊
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１０１Ｎｏ．１０１Ｎｏ．１０１Ｎｏ．１０１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１０２Ｎｏ．１０２Ｎｏ．１０２Ｎｏ．１０２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１０３Ｎｏ．１０３Ｎｏ．１０３Ｎｏ．１０３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１０４Ｎｏ．１０４Ｎｏ．１０４Ｎｏ．１０４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

センターBig-U内） https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

通年

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/gomadan/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.minakata.org/

どなたでも 入園料は無料　

申し込みの必要なし

護摩壇山森林公園 総合案内施設　0739-79-0667（受付時間9:00～16:00）護摩壇山森林公園 総合案内施設　0739-79-0667（受付時間9:00～16:00）護摩壇山森林公園 総合案内施設　0739-79-0667（受付時間9:00～16:00）護摩壇山森林公園 総合案内施設　0739-79-0667（受付時間9:00～16:00）

申込み不要（団体で説明が必要な場合、要申込） 通年

南方熊楠顕彰館 　0739-26-9909南方熊楠顕彰館 　0739-26-9909南方熊楠顕彰館 　0739-26-9909南方熊楠顕彰館 　0739-26-9909　田辺市中屋敷町36番地

開館時間：10時～17時（最終入館16時30分）、休館日は月曜日、第2・４火曜日、祝祭日の翌日、
その他

一般（どなたでも）　定員２０名 無料

指定した期日（事前申込が必要） 指定した期日（１０－１１月）

北大和歌山研究林　0735-77-0321　北大和歌山研究林　0735-77-0321　北大和歌山研究林　0735-77-0321　北大和歌山研究林　0735-77-0321　東牟婁郡古座川町平井

(県) 県立紀南図書館(県) 県立紀南図書館(県) 県立紀南図書館(県) 県立紀南図書館

(国)  北海道大学 和歌山研究林の建物と自然(国)  北海道大学 和歌山研究林の建物と自然(国)  北海道大学 和歌山研究林の建物と自然(国)  北海道大学 和歌山研究林の建物と自然

北海道大学・和歌山研究林の建物は1927年に建設されたモダンな木造２階建で、2013年3月29
日に、国の登録有形文化財となりました。また、研究林では今は大変少なくなった手つかずの照
葉樹天然林を保護しており、県立自然公園の特別保護地域にも指定されています。これらの建
物と森林を紹介するプログラムを実施します。

年１回実施（１０－11月）、申込人数により、ＪＲ古座駅からの送迎あり（要相談）

紀南図書館は、和歌山県立情報交流センターＢｉｇ－Ｕ内にあり、各種研修室・多目的ホール・レ
ストラン・カフェ・CBTテストセンターなどさまざまな施設がそろっています。

どなたでも 無料

申し込み不要 通年

和歌山県立紀南図書館　　0739-22-2061和歌山県立紀南図書館　　0739-22-2061和歌山県立紀南図書館　　0739-22-2061和歌山県立紀南図書館　　0739-22-2061　　田辺市新庄町３３５３－９（県立情報交流

開館時間　火曜日～金曜日　10:00～19:00、　土曜日・日曜日・祝日 10:00～18:00
休館日 毎週月曜日、第２木曜日

（田辺市）南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸（田辺市）南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸（田辺市）南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸（田辺市）南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸

和歌山県が生んだ博物学者、南方熊楠の蔵書・資料を保存・研究・展示するとともに、熊楠につ
いて学ぶ場を提供。南方邸では、熊楠の生活と研究の拠点であった場所、空間を実感すること
が出来ます。

どなたでも 大人３００円　小中学生１００円

(県)  護摩壇山森林公園(県)  護摩壇山森林公園(県)  護摩壇山森林公園(県)  護摩壇山森林公園

護摩壇山の自然を活用し、森林・林業・自然 等について理解と認識を深めていただき、人間と森
林の関わりを学んでいただける公園です。案内所、研修室、食堂、山村産物販売所、野生動植
物展示室、野外ステージ、林間広場（芝生広場）、シャクナゲの森 （６万６千本、日本一のシャク
ナゲ園、５月中旬頃シャクナゲが満開） 、遊歩道（9300ｍ）、森林観察スポットが高野龍神スカイ
ライン沿いに５箇所あります。

研修室(30名)、野外ステージの使用には予約が必要です。休園日：毎週水曜日、積雪期、天候
により休園する場合あり。

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

自然自然自然自然見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀南紀南紀南紀南

自然自然自然自然見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１０５Ｎｏ．１０５Ｎｏ．１０５Ｎｏ．１０５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１０６Ｎｏ．１０６Ｎｏ．１０６Ｎｏ．１０６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先
活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１０７Ｎｏ．１０７Ｎｏ．１０７Ｎｏ．１０７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１０８Ｎｏ．１０８Ｎｏ．１０８Ｎｏ．１０８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１０９Ｎｏ．１０９Ｎｏ．１０９Ｎｏ．１０９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://www.energyland.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

（田辺市）紀州備長炭発見館〔紀州備長炭記念公園内〕（田辺市）紀州備長炭発見館〔紀州備長炭記念公園内〕（田辺市）紀州備長炭発見館〔紀州備長炭記念公園内〕（田辺市）紀州備長炭発見館〔紀州備長炭記念公園内〕

公園内にある紀州備長炭発見館では木炭の歴史や文化、種類・用途などが分かりやすく展示さ
れている他、物品販売なども設けられています。また運がよければ炭の窯出し作業を見ることが
できます。

どなたでも 大人210円　小中高校生100円

申し込み不要 通年

紀州備長炭発見館　0739-36-0226紀州備長炭発見館　0739-36-0226紀州備長炭発見館　0739-36-0226紀州備長炭発見館　0739-36-0226　田辺市秋津川1491-1

開園時間　９時～17時(4月～11月)９時～１６時(12月～3月)、休館日は水曜日（水曜日が祝祭日
の時は、その翌日）

(白浜町) 白浜町清掃センター(併設　白浜町リサイクルプラザ)・白浜町最終処(白浜町) 白浜町清掃センター(併設　白浜町リサイクルプラザ)・白浜町最終処(白浜町) 白浜町清掃センター(併設　白浜町リサイクルプラザ)・白浜町最終処(白浜町) 白浜町清掃センター(併設　白浜町リサイクルプラザ)・白浜町最終処
分場・日置川ごみ焼却場の見学分場・日置川ごみ焼却場の見学分場・日置川ごみ焼却場の見学分場・日置川ごみ焼却場の見学
町内で発生するごみを処理します。焼却施設、破砕施設、選別施設、保管施設　ごみの減量(焼
却、破砕、選別、保管)することにより減量化、資源化、適正な処理をします。

だれでも 無料

http://www.iyashi-kumano.jp/michinoeki/kisyu-bincyoutan/index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

随時(予約制) 通年

白浜町清掃センター　0739-45-3800白浜町清掃センター　0739-45-3800白浜町清掃センター　0739-45-3800白浜町清掃センター　0739-45-3800  西牟婁郡白浜町保呂749

ごみ処理施設の見学が出来ます。

(上富田町) ごみ削減活動(上富田町) ごみ削減活動(上富田町) ごみ削減活動(上富田町) ごみ削減活動

ごみ焼却施設と埋立最終処分場の見学

小学５年生 無料

指定された期日 環境月間

上富田町役場　0739-47-0550上富田町役場　0739-47-0550上富田町役場　0739-47-0550上富田町役場　0739-47-0550　上大中清掃施設組合

ごみ処理施設の見学が出来ます。

（太地町）くじらの博物館（太地町）くじらの博物館（太地町）くじらの博物館（太地町）くじらの博物館

世界でも珍しい鯨類専門の博物館です。全身骨格標本などの生態学資料や捕鯨に関する歴史
資料などを展示しています。自然の入江ではクジラショー、また、ショープールではイルカショーな
どを行い、餌あげ体験など様々な体験イベントも行っています。

どなたでも 大人1300円　小中学生700円

申し込み不要 通年

太地町立くじらの博物館 　0735-59-2400太地町立くじらの博物館 　0735-59-2400太地町立くじらの博物館 　0735-59-2400太地町立くじらの博物館 　0735-59-2400　東牟婁郡太地町太地２９３４－２

開園時間　８時３０分～17時、年中無休、入場料金団体割引あり

(民)　白浜エネルギーランド(民)　白浜エネルギーランド(民)　白浜エネルギーランド(民)　白浜エネルギーランド

http://www.kujirakan.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

上演コーナー「太陽の街」や展示パネルで自然エネルギーの概要やその活用方法など、お子様
にも分かりやすく紹介しています。その他にも体験型アトラクションがたくさんあります。

申し込み不要 通年

どなたでも
シニア（60才以上）1620円、大人1800円
小中学生1200円、幼児（３才以上）500円

白浜エネルギーランド０７３９－４３－２６６６白浜エネルギーランド０７３９－４３－２６６６白浜エネルギーランド０７３９－４３－２６６６白浜エネルギーランド０７３９－４３－２６６６　西牟婁郡白浜町３０８３番地

開館時間９：００～１７：３０（入場１６：００まで）火曜日休館。尚、営業時間、休館日は季節により変更します。

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

ごみごみごみごみ見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

ごみごみごみごみ見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然 紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１１０Ｎｏ．１１０Ｎｏ．１１０Ｎｏ．１１０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１１Ｎｏ．１１１Ｎｏ．１１１Ｎｏ．１１１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１２Ｎｏ．１１２Ｎｏ．１１２Ｎｏ．１１２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１３Ｎｏ．１１３Ｎｏ．１１３Ｎｏ．１１３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１４Ｎｏ．１１４Ｎｏ．１１４Ｎｏ．１１４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

（すさみ町）エビとカニの水族館（すさみ町）エビとカニの水族館（すさみ町）エビとカニの水族館（すさみ町）エビとカニの水族館

エビとカニだけを展示する世界唯一の水族館。世界最大のカニ・タカアシガニや世界一大きい甲
羅をもったオーストラリアン・キングクラブをはじめ、紀伊半島を中心とした日本産の様々なエビ
やカニが見られます。ヒトデやウニに触れるタッチングプールも人気です。

どなたでも 大人３００円　小中学生２００円

申し込み不要 通年

すさみ町立エビとかにの水族館 　0739－58－8007すさみ町立エビとかにの水族館 　0739－58－8007すさみ町立エビとかにの水族館 　0739－58－8007すさみ町立エビとかにの水族館 　0739－58－8007　西牟婁郡すさみ町江住日本童謡の園

開園時間　９時～１７時、年中無休

（民）串本海中公園（民）串本海中公園（民）串本海中公園（民）串本海中公園

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.aikis.or.jp/~ebikani/index.html                                    公園内

トンネル式大水槽・サンゴ水槽・子ガメの水槽、海中展望塔等があります。抜群の透明度と温か
い水温を誇る美しい串本の海を再現した水族館では、サメ類やクロマグロなどが頭上を悠々と泳
ぎます。

どなたでも 大人1600円　小中学生700円

申し込み不要 通年

串本海中公園 　0735-62-1122串本海中公園 　0735-62-1122串本海中公園 　0735-62-1122串本海中公園 　0735-62-1122　東牟婁郡串本町有田1157

開園時間　９時～１６時３０分、年中無休、入場料金団体割引あり

（他）南方熊楠記念館（他）南方熊楠記念館（他）南方熊楠記念館（他）南方熊楠記念館

和歌山県が生んだ博物学・民俗学の巨星、南方熊楠の、文献・標本類・遺品を保存・展示してい
ます。

どなたでも 大人４００円　小中学生２００円

通年

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

申し込み不要 通年

南方熊楠記念館 　0739-42-2872南方熊楠記念館 　0739-42-2872南方熊楠記念館 　0739-42-2872南方熊楠記念館 　0739-42-2872　西牟婁郡白浜町3601-1

開館時間　９時～17時、木曜日が休館日

(N) 潮岬青少年の家(N) 潮岬青少年の家(N) 潮岬青少年の家(N) 潮岬青少年の家

芝生広場、グランド、体育館、プールなどの設備が整っています。

(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター

吉野熊野国立公園の優れた自然とのふれあいをとおして、自然への理解と自然を大切にする心
を育てる事を目的として、環境省が設置した施設です。

どなたでも 無料

指定された期日 通年

宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510

写真や展示模型、生物標本展示、コンピューター等による自然情報の提供を行うとともに、様々
な自然体験イベントを実施しています。

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地 http://ugui-shizenjyuku.com/info_vc.html

http://www.kushimoto.co.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

本州最南端の海や清流古座川を利用した体験することで、自然のすばらしさ、自然の知恵、自然
に親しむこころを育むことができる施設です。

５名以上の団体・グループ 有料（宿泊料等）

指定された期日

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

見学見学見学見学親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１１５Ｎｏ．１１５Ｎｏ．１１５Ｎｏ．１１５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１６Ｎｏ．１１６Ｎｏ．１１６Ｎｏ．１１６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１７Ｎｏ．１１７Ｎｏ．１１７Ｎｏ．１１７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１８Ｎｏ．１１８Ｎｏ．１１８Ｎｏ．１１８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１１９Ｎｏ．１１９Ｎｏ．１１９Ｎｏ．１１９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

出前授業の種類については、ＨＰをご覧下さい。

有料（講師の交通費、材料費）

随時（事前申し込み必要） 通年（期間限定のプログラムもあり）

和歌山工業高等専門学校 0738-29-2301   和歌山工業高等専門学校 0738-29-2301   和歌山工業高等専門学校 0738-29-2301   和歌山工業高等専門学校 0738-29-2301   御坊市名田町野島77

学習実施日の１ヶ月前まで 通年（指定された期日）

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

年間のべ７０人のアドバイザーを派遣（Ｈ２４年）

(他)熊野ネイチャースクール(他)熊野ネイチャースクール(他)熊野ネイチャースクール(他)熊野ネイチャースクール

熊野地域でエコツアーの企画及び実施を行っています。｢那智原生林と四十八滝巡り｣、｢大雲取
越え｣、｢小雲取越え｣、｢川の熊野古道 熊野川カヌーツアー半日｣などのツアーがあります。

小学校５年生以上 有料

随時 随時

熊野ネイチャースクール熊野ネイチャースクール熊野ネイチャースクール熊野ネイチャースクール　050-7001-7419050-7001-7419050-7001-7419050-7001-7419　新宮市佐野1339-6

（国） 和歌山地方気象台出前講座（国） 和歌山地方気象台出前講座（国） 和歌山地方気象台出前講座（国） 和歌山地方気象台出前講座

熊野地域の活性化と自然と共存共生をめざすネイチャースクール。

(他) 熊野百間渓谷自然学校(他) 熊野百間渓谷自然学校(他) 熊野百間渓谷自然学校(他) 熊野百間渓谷自然学校

大塔山系や熊野山系の中で自然ウオーク、渓谷エコツアー、山里体験、各種キャンプ等を行い、
豊かな自然を体験するプログラムを実施しています。

どなたでも 有料

(国)  和歌山工業高等専門学校　出前授業(国)  和歌山工業高等専門学校　出前授業(国)  和歌山工業高等専門学校　出前授業(国)  和歌山工業高等専門学校　出前授業

生活の中から出る地球温暖化物質（CO2）排出量の調査、水の汚れの調査、地震で地盤で起こ
る液状化の実験、太陽電池を使ったソーラーカーの製作、各種のロボット製作等の出前授業を行
います。

小中学生（体験プログラムにより学年を指定）

「地震・津波」「台風・大雨」「気象情報の利用」「防災気象情報の利活用」「和歌山県の気象特性」
「気象台のしごと」「その他」のテーマで学習を指導します。

小中学生～一般 講師の交通費のみ必要

指定された期日 通年（指定された期日）

和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632　和歌山市男野芝丁４番地

土・日・祝日の講師派遣は不可

(県) 環境学習アドバイザーの活用(県) 環境学習アドバイザーの活用(県) 環境学習アドバイザーの活用(県) 環境学習アドバイザーの活用

営利を目的としない団体の環境学習や自然観察、野外体験等に県が登録した各分野の専門家
を指導員として派遣します。

小中高校～一般 無料

http://www.kumano-ns.com/index.php
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.aikis.or.jp/~kumanohyakuken/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.jma-net.go.jp/wakayama/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

随時 随時

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川５９７－５９

自然体験・各種キャンプ、エコツアーなどの企画立案・実施等のお手伝いをいたします。

http://www.wakayama-nct.ac.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 紀中紀中紀中紀中温暖化温暖化温暖化温暖化

“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き　　60



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１２０Ｎｏ．１２０Ｎｏ．１２０Ｎｏ．１２０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２１Ｎｏ．１２１Ｎｏ．１２１Ｎｏ．１２１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２２Ｎｏ．１２２Ｎｏ．１２２Ｎｏ．１２２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２３Ｎｏ．１２３Ｎｏ．１２３Ｎｏ．１２３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２４Ｎｏ．１２４Ｎｏ．１２４Ｎｏ．１２４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

県内在住、もしくは通勤・通学している方 無料

学習実施日の１ヶ月前まで 指定された日

15名以上のグループでお申込みください、小中高校生の場合は教員または保護者同伴

(県) 地域づくりアドバイザーの派遣(県) 地域づくりアドバイザーの派遣(県) 地域づくりアドバイザーの派遣(県) 地域づくりアドバイザーの派遣

地域づくりを行っている団体・企業にアドバイザーを派遣、地域の特色を生かし、地域の活性化を
支援します。

地域づくり活動を行っている団体・企業 無料

指定された期日 指定された日

県庁地域政策課　０７３－４４１－２３７１県庁地域政策課　０７３－４４１－２３７１県庁地域政策課　０７３－４４１－２３７１県庁地域政策課　０７３－４４１－２３７１

派遣回数は年間おおむね３回

(県) 地球温暖化防止活動推進員 「うちエコ診断」等(県) 地球温暖化防止活動推進員 「うちエコ診断」等(県) 地球温暖化防止活動推進員 「うちエコ診断」等(県) 地球温暖化防止活動推進員 「うちエコ診断」等

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020200/tiiki/02_kikaku/02-19.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

和歌山県地球温暖化防止活動推進員がご家庭を訪問し、家庭の節電・省エネについて診断し、
レクチャーします。

どなたでも 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734　和歌山市毛見９９６－２

１００件の家庭で診断（Ｈ２４年）

(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前授業〕(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前授業〕(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前授業〕(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前授業〕

学びの丘指導主事が児童に出前授業を行います。　指導内容：①顕微鏡を使った観察実習 　②
備長炭電池の実験　③地震のモデル実験　　④空飛ぶ種のひみつ　⑤木の葉などの化石探し

小学校４、５、６年生対象 無料

通年（指定された期日）

㈱花王エコラボミュージアム　073-426-1285　㈱花王エコラボミュージアム　073-426-1285　㈱花王エコラボミュージアム　073-426-1285　㈱花王エコラボミュージアム　073-426-1285　和歌山市湊1334　花王株式会社 和歌山工場内

指定された期日 指定された日

（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496

年間１０回（Ｈ２４）、実施後は報告書の提出が必要

(民)　㈱花王エコラボミュージアム出前授業(民)　㈱花王エコラボミュージアム出前授業(民)　㈱花王エコラボミュージアム出前授業(民)　㈱花王エコラボミュージアム出前授業

年間５校実施（Ｈ２４年）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/shuttyou/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先
ホームページをご覧になり県庁各課へ問い合わせて下さい、県庁（代表）073-432-4111県庁（代表）073-432-4111県庁（代表）073-432-4111県庁（代表）073-432-4111

(県) 出張！県政お話講座「環境」(県) 出張！県政お話講座「環境」(県) 出張！県政お話講座「環境」(県) 出張！県政お話講座「環境」

地球温暖化の仕組みと実態、それを防止するための取組や県内の河川、海域、地下水等の現
状や「きれいな水」を保つための取組等について、ご説明します。

http://wenet.info/wp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.kao.com/jp/corp/eco/eco-lab/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

花王エコラボミュージアムの内容に準じた内容について出前授業を行います。

県内の小中学校 無料

指定された期日

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１２５Ｎｏ．１２５Ｎｏ．１２５Ｎｏ．１２５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２６Ｎｏ．１２６Ｎｏ．１２６Ｎｏ．１２６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２７Ｎｏ．１２７Ｎｏ．１２７Ｎｏ．１２７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２８Ｎｏ．１２８Ｎｏ．１２８Ｎｏ．１２８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１２９Ｎｏ．１２９Ｎｏ．１２９Ｎｏ．１２９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(他) キノピー教室(他) キノピー教室(他) キノピー教室(他) キノピー教室

県内の幼稚園・保育所で山や森の大切さについて、紙芝居の実演、キノピーとの握手、記念撮
影をします。

幼稚園及び保育所 無料

指定された期日 指定された日

紀の国ふるさとづくり協議会事務局（県庁林業振興課内）　073-441-2991紀の国ふるさとづくり協議会事務局（県庁林業振興課内）　073-441-2991紀の国ふるさとづくり協議会事務局（県庁林業振興課内）　073-441-2991紀の国ふるさとづくり協議会事務局（県庁林業振興課内）　073-441-2991

６４カ所、２６９７名の幼児・園児が参加（Ｈ２４年）

(かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業(かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業(かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業(かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/070800/yama19/21kyougikai/kyousitu.h
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

小学校・中学校へ赴いて、ごみ分別収集について授業をすることで、子供たちに分別することが
いかに環境に対して優しいことかを学んでもらいます。

小中高校生（学校単位で申し込む） 無料

随時 随時

かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　(内線  2231 / 2232 )

　25年度　小学校（1件）・中学校（1件）

(他) 節電診断・省エネ診断（無料）への講師派遣(他) 節電診断・省エネ診断（無料）への講師派遣(他) 節電診断・省エネ診断（無料）への講師派遣(他) 節電診断・省エネ診断（無料）への講師派遣

工場、ビル、店舗、役所、学校等の省エネ・節電を推進するため、診断講師を無料で派遣します。

一般の事業所、自治体、学校など 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965  大阪市北区曽根崎1-2-6

(他) 省エネ・節電説明会（無料）への講師派遣(他) 省エネ・節電説明会（無料）への講師派遣(他) 省エネ・節電説明会（無料）への講師派遣(他) 省エネ・節電説明会（無料）への講師派遣

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.eccj.or.jp/local-info/kin.html新宇治電ビル５Ｆ

企業、事業所、役所、自治会、学校等での省エネ・節電説明会に無料で講師を派遣します。

一般の事業所、自治体、学校など 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6364-8965  大阪市北区曽根崎1-2-6

講師の派遣は無料ですが、会場費等その他の費用は主催者でお願いします。

(国) 水生生物調査(国) 水生生物調査(国) 水生生物調査(国) 水生生物調査

全国各地の河川で、水生生物（指標生物）調査による川の水質調べを行います。データをもとに
県や国の河川の水質調査マップを作成します。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏の随時

県庁環境管理課　073-441-2688県庁環境管理課　073-441-2688県庁環境管理課　073-441-2688県庁環境管理課　073-441-2688

県庁環境管理課が、調査に係るパンフレット・下敷き・調査用トレイ等を無料で支給します。

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 新宇治電ビル５Ｆ http://www.eccj.or.jp/local-info/kin.html

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032100/suiseiseibutu/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

ごみごみごみごみ体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験 温暖化温暖化温暖化温暖化親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１３０Ｎｏ．１３０Ｎｏ．１３０Ｎｏ．１３０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３１Ｎｏ．１３１Ｎｏ．１３１Ｎｏ．１３１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３２Ｎｏ．１３２Ｎｏ．１３２Ｎｏ．１３２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３３Ｎｏ．１３３Ｎｏ．１３３Ｎｏ．１３３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３４Ｎｏ．１３４Ｎｏ．１３４Ｎｏ．１３４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

随時 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

(県) 紀州エコかるたの貸し出し(県) 紀州エコかるたの貸し出し(県) 紀州エコかるたの貸し出し(県) 紀州エコかるたの貸し出し

(県) 環境教育用ビデオ・ＤＶＤ〔３３作品〕の貸し出し(県) 環境教育用ビデオ・ＤＶＤ〔３３作品〕の貸し出し(県) 環境教育用ビデオ・ＤＶＤ〔３３作品〕の貸し出し(県) 環境教育用ビデオ・ＤＶＤ〔３３作品〕の貸し出し

和歌山県内の一般、小中学校等における環境教育に活用できるビデオ・DVDの貸出情報です。

どなたでも 無料

随時 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

ビデオ・ＤＶＤ（３３作品）の内容一覧は資料編（P85）をご覧下さい。

(県) 和歌山環境白書(県) 和歌山環境白書(県) 和歌山環境白書(県) 和歌山環境白書

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

本県の環境の状況と環境の保全に関する施策を取りまとめた和歌山県環境白書を毎年作成し
ています。PDFデータを用意していますのでダウンロードしてください。

どなたでも 無料

随時 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

(県) わおん通信(県) わおん通信(県) わおん通信(県) わおん通信

年４回発行で、和歌山県の環境活動情報を中心に温暖化防止に関する活動などをレポートして
います。PDFデータを用意していますのでダウンロードしてください。

どなたでも 無料

通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

随時 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

ＰＤＦデータダウンロード先：http://wenet.info/wp/implement/infomation/waon-tsushin

(県) 環境家計簿カレンダー(県) 環境家計簿カレンダー(県) 環境家計簿カレンダー(県) 環境家計簿カレンダー

県庁（環境生活総務課、各保健所窓口）及び市町村役場（環境担当課）にて無料で配布します。
また、下記よりダウンロードができます。http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

和歌山の自然資産や環境課題などについてわかりやすく勉強できるようにと、「紀州エコかるた」
を作成しました。

どなたでも 無料

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

エコな生活の具体的な取組について、毎月のテーマごとにわかりやすく紹介します（毎月の電
気、ガス、ガソリン等の使用量を記入することでＣＯ２の排出量がわかります）。

どなたでも 無料

随時

ごみごみごみごみ親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

ごみごみごみごみ親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１３５Ｎｏ．１３５Ｎｏ．１３５Ｎｏ．１３５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３６Ｎｏ．１３６Ｎｏ．１３６Ｎｏ．１３６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３７Ｎｏ．１３７Ｎｏ．１３７Ｎｏ．１３７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１３８Ｎｏ．１３８Ｎｏ．１３８Ｎｏ．１３８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

Ｎｏ．１３９Ｎｏ．１３９Ｎｏ．１３９Ｎｏ．１３９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

(県) 和歌山県情報館〔県のホームページ〕(県) 和歌山県情報館〔県のホームページ〕(県) 和歌山県情報館〔県のホームページ〕(県) 和歌山県情報館〔県のホームページ〕

環境教育、環境保全活動全般に関する様々な有益情報をや本県の環境保全の施策に関する情
報を掲載しています、どうぞ、ご活用下さい。URLは下記のとおりです。

どなたでも 無料

申し込み不要 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

(県) わかやま何でも帳(県) わかやま何でも帳(県) わかやま何でも帳(県) わかやま何でも帳

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

和歌山の歴史や自然、文化、活躍した先人など「ふるさと和歌山」のすばらしさが数多く掲載され
ています。地域での環境学習やふるさと教育に役立ちます。

どなたでも １冊 800円

和歌山県教育委員会事務局　073-441-3686和歌山県教育委員会事務局　073-441-3686和歌山県教育委員会事務局　073-441-3686和歌山県教育委員会事務局　073-441-3686

県内の主な書店で好評発売中です。

(和歌山市) エコワット（簡易型電力量表示器）の貸し出し(和歌山市) エコワット（簡易型電力量表示器）の貸し出し(和歌山市) エコワット（簡易型電力量表示器）の貸し出し(和歌山市) エコワット（簡易型電力量表示器）の貸し出し

地球温暖化防止に向けた市民の皆さんの取組を促進するため、エコワット（簡易型電力量表示
器）の無料貸し出しを行っています。

和歌山市内に住所を有する方、または市内に通勤・
通学している方。

無料

指定された期日 指定された期日（夏、冬）

和歌山市 環境政策課　073-435-1114和歌山市 環境政策課　073-435-1114和歌山市 環境政策課　073-435-1114和歌山市 環境政策課　073-435-1114

年間２回実施（夏、冬）

(県) わかやま環境学習プログラム、小学校指導者用・中学校指導者用(県) わかやま環境学習プログラム、小学校指導者用・中学校指導者用(県) わかやま環境学習プログラム、小学校指導者用・中学校指導者用(県) わかやま環境学習プログラム、小学校指導者用・中学校指導者用

環境教育を効果的に進めるために、発達段階に応じた環境学習のための教師用指導書を作成
しました。学校をはじめ、家庭や地域、事業所、民間団体等における環境学習の場においてもぜ
ひ、参考にしてください。各学校や関係団体には配布済みですが、下記URLからダウンロードで
きます。

どなたでも 無料

申し込み不要 随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

次のURLからダウンロードができます。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/study/4_05/4_05.html

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

次のURLからダウンロードができます。

(県) わかやま環境学習プログラムモデルスクール研究成果報告書(県) わかやま環境学習プログラムモデルスクール研究成果報告書(県) わかやま環境学習プログラムモデルスクール研究成果報告書(県) わかやま環境学習プログラムモデルスクール研究成果報告書

わかやま環境学習プログラム（小学校指導者用・中学校指導者用）に基づいて、県内の小中学
校で実施された環境学習の実践報告書です。各学校や関係団体には配布済みですが、下記
URLからダウンロードできます。

どなたでも

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/wkgprogramme/wkgprogram.html
活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申し込み不要 随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

無料

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る

ごみごみごみごみ親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

ごみごみごみごみ親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

ごみごみごみごみ親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る ごみごみごみごみ

体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１４０Ｎｏ．１４０Ｎｏ．１４０Ｎｏ．１４０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４１Ｎｏ．１４１Ｎｏ．１４１Ｎｏ．１４１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４２Ｎｏ．１４２Ｎｏ．１４２Ｎｏ．１４２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４３Ｎｏ．１４３Ｎｏ．１４３Ｎｏ．１４３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４４Ｎｏ．１４４Ｎｏ．１４４Ｎｏ．１４４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(国) 全日本中学生水の作文コンクール.(国) 全日本中学生水の作文コンクール.(国) 全日本中学生水の作文コンクール.(国) 全日本中学生水の作文コンクール.

「水の週間」の行事の一環として、水資源の有限性や水の貴重さ等について理解を深めるため、
次代を担う中学生を対象に作文コンクールを実施しています。

中学生 無料

指定された期日 ８月１日～７日(水の週間)

県庁地域政策課　073-441-2423県庁地域政策課　073-441-2423県庁地域政策課　073-441-2423県庁地域政策課　073-441-2423

8月1日～7日「水の週間」にあわせて表彰式を実施し、優秀作品を表彰します。

(国) 「河川愛護月間」絵手紙募集(国) 「河川愛護月間」絵手紙募集(国) 「河川愛護月間」絵手紙募集(国) 「河川愛護月間」絵手紙募集

「河川愛護月間７月１日～３１日」における広報活動の一環として河川愛護意識の高揚を図るた
め絵手紙を募集します。

小中高生～一般 無料

指定された期日

県庁林業振興課　073-441-2991県庁林業振興課　073-441-2991県庁林業振興課　073-441-2991県庁林業振興課　073-441-2991

指定された期日 指定された期日

国土交通省水管理・国土保全局治水課　03-5253-8111国土交通省水管理・国土保全局治水課　03-5253-8111国土交通省水管理・国土保全局治水課　03-5253-8111国土交通省水管理・国土保全局治水課　03-5253-8111

優秀作品は国から表彰されます。

(県)「わかやまの山村」絵画コンクール(県)「わかやまの山村」絵画コンクール(県)「わかやまの山村」絵画コンクール(県)「わかやまの山村」絵画コンクール

各学校に募集要領を配布します。

(県)きのくに川の日絵画コンクール(県)きのくに川の日絵画コンクール(県)きのくに川の日絵画コンクール(県)きのくに川の日絵画コンクール

県では「川はみんなの宝、大切にしましょう」をキャッチフレーズとして、５月２９日を「きのくに川の
日「として定め、絵画コンクールを実施しています。

小中高校生 無料

指定された期日 指定された期日

県庁河川課　073-441-3131県庁河川課　073-441-3131県庁河川課　073-441-3131県庁河川課　073-441-3131

各学校にポスター、募集要項を配布します。

(N) わかやま「節電所」建設プロジェクト(N) わかやま「節電所」建設プロジェクト(N) わかやま「節電所」建設プロジェクト(N) わかやま「節電所」建設プロジェクト

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/kinokunikaiga/kinokunikaiga.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

わかやま「節電所」建設プロジェクトとは電力使用量が増える７月から９月、電気を無駄 なく上手
に使い. 暮らし方も工夫してあなたのお家を「節電所」に変えるチャレンジです。地球にもお財布
にもやさしいプロジェクト。 すばらしい取組みの表彰もあります。

どなたでも 無料

指定された期日 随時

http://wenet.info/wp/NPOわかやま環境ネットワーク　073-499-4734NPOわかやま環境ネットワーク　073-499-4734NPOわかやま環境ネットワーク　073-499-4734NPOわかやま環境ネットワーク　073-499-4734

ご家庭の電気使用量や節電の工夫等を申し込みはがきに記入し、送っていただきます。

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020200/mizu/mizuhome.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.mlit.go.jp/river/aigo/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/070800/yama19/yamaindex.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

和歌山の森の恵みと山村に対する理解と関心を深めていただくために絵画コンクールを実施し
ます。

幼児（4歳児から）・小・中・高・特別支援学校生 無料

指定された期日

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１４５Ｎｏ．１４５Ｎｏ．１４５Ｎｏ．１４５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４６Ｎｏ．１４６Ｎｏ．１４６Ｎｏ．１４６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４７Ｎｏ．１４７Ｎｏ．１４７Ｎｏ．１４７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１４８Ｎｏ．１４８Ｎｏ．１４８Ｎｏ．１４８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(県) エコティーチャー養成研修会(県) エコティーチャー養成研修会(県) エコティーチャー養成研修会(県) エコティーチャー養成研修会

県内の公立学校教員を対象に、環境教育に対する理解を深め、各教科等を通して児童生徒の
環境に対する意識を高める指導について研修します。

県内の小中高校の教員 無料

指定された期日 指定された期日

県教育委員会学校指導課　073-441-3686県教育委員会学校指導課　073-441-3686県教育委員会学校指導課　073-441-3686県教育委員会学校指導課　073-441-3686

紀北・紀南別で実施します。

(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前講座〕(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前講座〕(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前講座〕(県) 理科不思議発見わくわくキャラバン〔出前講座〕

観察実験指導法の講習　①顕微鏡観察　②電気に関する実験　③水溶液に関する実験　　④地
震に関する実験　⑤消化に関する実験 　⑥野外観察（地層・岩石等）

県内の小学校教員 無料

指定された期日 指定された日

（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496

年間１０回（Ｈ２４年度）

（民）大阪ガス「エコ・クッキング指導者養成講座」（民）大阪ガス「エコ・クッキング指導者養成講座」（民）大阪ガス「エコ・クッキング指導者養成講座」（民）大阪ガス「エコ・クッキング指導者養成講座」

「食」を通して、「身近な題材で、環境問題を体験的に楽しく学ぶ」というコンセプトのもと、買い物
から料理、片づけに至るまでの一連の流れを通して環境に配慮する食生活を提案します。

小学校教員、栄養士 有料

指定された期日 冬（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　白崎青少年の家　0738-65-2351　白崎青少年の家　0738-65-2351　白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

指定された期日 指定された日

大阪ガス（株）和歌山コミュニティ室　073-433-9800　大阪ガス（株）和歌山コミュニティ室　073-433-9800　大阪ガス（株）和歌山コミュニティ室　073-433-9800　大阪ガス（株）和歌山コミュニティ室　073-433-9800　和歌山市十一番丁1-2

「エコ・クッキング」は東京ガス㈱の登録商標です。授業等で活用する場合は指導者養成講座を
受けてライセンスを取得する必要があります。

(民) 白崎青少年の家「ジュニアリーダー育成特別講座」(民) 白崎青少年の家「ジュニアリーダー育成特別講座」(民) 白崎青少年の家「ジュニアリーダー育成特別講座」(民) 白崎青少年の家「ジュニアリーダー育成特別講座」

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

年間各１回実施、１７名参加（Ｈ２４年）

リーダー研修、レクレーション講座、野外炊飯講習、応急手当講習等を習得します。

小学３年生～中学１年生 有料（材料費等）

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀北紀北紀北紀北

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀中紀中紀中紀中
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１４９Ｎｏ．１４９Ｎｏ．１４９Ｎｏ．１４９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５０Ｎｏ．１５０Ｎｏ．１５０Ｎｏ．１５０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５１Ｎｏ．１５１Ｎｏ．１５１Ｎｏ．１５１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５２Ｎｏ．１５２Ｎｏ．１５２Ｎｏ．１５２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

受講申込費用18000円、宿泊等の
費用7000円

(国) 北大和歌山研究林・教員免許状更新講習「南紀熊野における森林実習」(国) 北大和歌山研究林・教員免許状更新講習「南紀熊野における森林実習」(国) 北大和歌山研究林・教員免許状更新講習「南紀熊野における森林実習」(国) 北大和歌山研究林・教員免許状更新講習「南紀熊野における森林実習」
（教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項　18時間）（教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項　18時間）（教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項　18時間）（教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項　18時間）

指定された期日 春（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045潮岬青少年の家　0735-62-6045潮岬青少年の家　0735-62-6045潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

本講習は北海道大学・和歌山研究林において２泊３日で実施しています。森林がもつ多角的な
機能・サービスに関して、実際の森林に入り、林業作業や野外調査、木工作などを体験すること
で理解を深めます。その上で、野外における授業計画を実際に立案しプレゼンします。担当科目
によらず、野外における教育活動に強い関心のある教員を受け入れています。

教員免許状更新が必要な教諭（定員12名）

(N) 潮岬青少年の家「レクリエーション講座」(N) 潮岬青少年の家「レクリエーション講座」(N) 潮岬青少年の家「レクリエーション講座」(N) 潮岬青少年の家「レクリエーション講座」

レクリエーション技術、野外活動技術等を習得します。

１６歳以上 1泊２日４５００円

指定した期日 指定した期日（７－８月）

教員免許状更新講習の申し込み手続きに従って申し込んで下さい。和歌山研究林に直接申し込
むことはできません。講習内容に関する問い合わせは、北海道大学・和歌山研究林まで　0735-北海道大学・和歌山研究林まで　0735-北海道大学・和歌山研究林まで　0735-北海道大学・和歌山研究林まで　0735-
77-0321　77-0321　77-0321　77-0321　古座川町平井559

年間１０回（Ｈ２４年度）

年間１回実施

(県) エコ農業推進研修会(県) エコ農業推進研修会(県) エコ農業推進研修会(県) エコ農業推進研修会

土づくりを基本とした化学肥料や化学合成農薬に頼らない、環境にやさしいエコ農業を推進する
ことを目的として実施しています。

農業従事者、ＪＡ、市町村行政関係者等 無料

春夏秋（指定された期日）

県庁技術調査課　073-441-3084県庁技術調査課　073-441-3084県庁技術調査課　073-441-3084県庁技術調査課　073-441-3084

指定された期日 指定された期日

県庁農業環境・鳥獣害対策室 　073-441-2905県庁農業環境・鳥獣害対策室 　073-441-2905県庁農業環境・鳥獣害対策室 　073-441-2905県庁農業環境・鳥獣害対策室 　073-441-2905

現地研修会年間８回開催、２４１名参加、エコ農業研修会年間２回、９８名参加（Ｈ２４年度）

(県)自然にやさしい技術者認定制度(県)自然にやさしい技術者認定制度(県)自然にやさしい技術者認定制度(県)自然にやさしい技術者認定制度

年間３回程度実施、２８７名参加（Ｈ２４年度）

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://omoshiro-yh.com/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/sizenkankyou/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

自然環境に関する知識・技能を高めた技術者を育成、認定し、環境に配慮した公共事業を実施
します。

公共事業関係者 無料

指定された期日

講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

ごみごみごみごみ講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然

体験体験体験体験

体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 宿泊宿泊宿泊宿泊体験体験体験体験 自然・水自然・水自然・水自然・水親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 紀南紀南紀南紀南

体験体験体験体験講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１５３Ｎｏ．１５３Ｎｏ．１５３Ｎｏ．１５３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５４Ｎｏ．１５４Ｎｏ．１５４Ｎｏ．１５４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５５Ｎｏ．１５５Ｎｏ．１５５Ｎｏ．１５５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５６Ｎｏ．１５６Ｎｏ．１５６Ｎｏ．１５６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

橋本市立紀見小学校　0736-32-1522　橋本市立紀見小学校　0736-32-1522　橋本市立紀見小学校　0736-32-1522　橋本市立紀見小学校　0736-32-1522　橋本市柿の木坂25-1

第14回環境美化教育優良校等表彰事業において、全国の小・中学校の中から優良校に選ばれ
ました。第10回わかやま環境賞受賞。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(橋本市)ＥＭ（有用微生物群）講習会(橋本市)ＥＭ（有用微生物群）講習会(橋本市)ＥＭ（有用微生物群）講習会(橋本市)ＥＭ（有用微生物群）講習会

ＥＭの正しい知識と活性液・ボカシ・ＥＭ石鹸の作り方、実践講座（全５回）

一般 500円

指定日 ３月～９月（指定された日）

学文路地区公民館　0736-34-1546学文路地区公民館　0736-34-1546学文路地区公民館　0736-34-1546学文路地区公民館　0736-34-1546

各会１５名～２０名の参加

(他) グリーン購入ネットワークへの加入(他) グリーン購入ネットワークへの加入(他) グリーン購入ネットワークへの加入(他) グリーン購入ネットワークへの加入

グリーン購入ネットワーク（GPN）の会員は趣旨に賛同する全国の企業 ・ 行政 ・ 消費者（民間団
体）で構成されています。全国で２６５７団体が加入済み。

企業、行政、民間団体、地域団体など 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030　東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16　馬喰
町第一ビル9F

グリーン購入とは、必要性を十分に考え、環境に与える負荷ができるだけ小さい製品の優先的
購入を進める活動、全国的な組織です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有田市立糸我小学校 「田んぼの学校～アイガモ農法で稲作体験」有田市立糸我小学校 「田んぼの学校～アイガモ農法で稲作体験」有田市立糸我小学校 「田んぼの学校～アイガモ農法で稲作体験」有田市立糸我小学校 「田んぼの学校～アイガモ農法で稲作体験」

橋本市立紀見小学校　「資源リサイクル活動」橋本市立紀見小学校　「資源リサイクル活動」橋本市立紀見小学校　「資源リサイクル活動」橋本市立紀見小学校　「資源リサイクル活動」

 「車イスを寄贈しよう」という目標を掲げて、２０年以上にわたりアルミ缶回収に取り組む同校。あ
わせて、環境教育の一環で牛乳パックやプリンタのインクカートリッジ回収も実施。また、登校
時、通学路に落ちている空き缶やゴミを回収するクリーン作戦も展開し、住民からは「ありがとう」
と感謝の声かけが多数あり、児童の活動の励みになっています。

糸我地区青少年育成会と連携し、昔ながらの稲作～種まき、苗取り、田植え、草取り、稲刈り、脱
穀を子どもたちが体験、除草剤を使わない「アイガモ農法」にも取り組んでいます。地域清掃活動
や空き缶のリサイクルでごみと環境問題についても学習しています。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

有田市立糸我小学校　0737-88-7116有田市立糸我小学校　0737-88-7116有田市立糸我小学校　0737-88-7116有田市立糸我小学校　0737-88-7116

http://www.gpn.jp/index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

ごみごみごみごみ講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 自然自然自然自然

小学校の取組小学校の取組小学校の取組小学校の取組 自然自然自然自然

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ

紀南紀南紀南紀南

紀中紀中紀中紀中

小学校の取組小学校の取組小学校の取組小学校の取組 ごみごみごみごみ 紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１５７Ｎｏ．１５７Ｎｏ．１５７Ｎｏ．１５７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５８Ｎｏ．１５８Ｎｏ．１５８Ｎｏ．１５８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１５９Ｎｏ．１５９Ｎｏ．１５９Ｎｏ．１５９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６０Ｎｏ．１６０Ｎｏ．１６０Ｎｏ．１６０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

那智勝浦町立下里小学校　「ウミガメを守ろう！」那智勝浦町立下里小学校　「ウミガメを守ろう！」那智勝浦町立下里小学校　「ウミガメを守ろう！」那智勝浦町立下里小学校　「ウミガメを守ろう！」

ウミガメ産卵環境（大浜海岸）の保護、孵化したウミガメの育成及び観察、ウミガメ放流等の活動
を実施。５年生を中心に活動し、全学年でウミガメの産卵地である下里大浜のクリーン作戦等を
行い、環境の保全に努めます。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 春～秋にかけて

那智勝浦町立下里小学校　0735-58-0021那智勝浦町立下里小学校　0735-58-0021那智勝浦町立下里小学校　0735-58-0021那智勝浦町立下里小学校　0735-58-0021

５年生を中心として全校児童で実施します。見学に来て下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山県立向陽中学校　「環境学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（第１・第２・第３学年）　和歌山県立向陽中学校　「環境学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（第１・第２・第３学年）　和歌山県立向陽中学校　「環境学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（第１・第２・第３学年）　和歌山県立向陽中学校　「環境学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（第１・第２・第３学年）　

環境学Ⅰ：身近な地域の地質、水質、ごみ等を調査し、ポスターセッションによる発表を行いま
す。環境学Ⅱ：大気・エネルギー・環境保全について自ら課題を設定し、ＰＣを活用したプレゼン
テーションを行います。環境学Ⅲ：地球規模の環境問題をテーマにディベート学習を実施し、卒業
論文を作成します。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

和歌山県立向陽中学校　073-471-0070和歌山県立向陽中学校　073-471-0070和歌山県立向陽中学校　073-471-0070和歌山県立向陽中学校　073-471-0070

2013地球にやさしい作文・活動報告コンテスト「イオン環境財団学校賞」受賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広川町立津木中学校　「ホタルの保護・研究活動」広川町立津木中学校　「ホタルの保護・研究活動」広川町立津木中学校　「ホタルの保護・研究活動」広川町立津木中学校　「ホタルの保護・研究活動」

全校生徒による平成元年からの取組みで、その主な内容は、広川の水生生物調査、ホタル保護
看板設置、ホタル幼虫放流会、ホタル飛翔数調査、環境学習発表会です。また、保護者・地域と
の連携による資源回収（年２回）や熊野古道での清掃活動を実施しています。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

広川町立津木中学校　0737-67-2102広川町立津木中学校　0737-67-2102広川町立津木中学校　0737-67-2102広川町立津木中学校　0737-67-2102

第２回わかやま環境大賞受賞、環境省「こどもホタレンジャー」環境大臣賞受賞　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印南町立稲原中学校　「稲中農業を通じて地域とつながる」印南町立稲原中学校　「稲中農業を通じて地域とつながる」印南町立稲原中学校　「稲中農業を通じて地域とつながる」印南町立稲原中学校　「稲中農業を通じて地域とつながる」

ふるさとの豊かな自然に感謝し、地域との信頼関係を深める農業体験学習。収穫した餅米で６０
００個の餅をつくり地域にふるまうことなどを通して、生徒たちは地域の一員としての誇りを実感し
ています。またグループで好きな野菜を育て、直売所に並べる地産地消など、生徒の主体性を重
んじるのが特徴です。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

印南町立稲原中学校　0738-44-0007印南町立稲原中学校　0738-44-0007印南町立稲原中学校　0738-44-0007印南町立稲原中学校　0738-44-0007

県教育委員会主催　平成２１年度・２５年度ふるさとわかやま学習大賞
ＪＡ和歌山中央会・県主催　第２１回県農業教育賞最優秀賞受賞

小学校の取組小学校の取組小学校の取組小学校の取組 自然自然自然自然

中学校の取組中学校の取組中学校の取組中学校の取組 自然自然自然自然

中学校の取組中学校の取組中学校の取組中学校の取組 自然自然自然自然

中学校の取組中学校の取組中学校の取組中学校の取組 自然自然自然自然

紀南紀南紀南紀南

紀北紀北紀北紀北

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１６１Ｎｏ．１６１Ｎｏ．１６１Ｎｏ．１６１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６２Ｎｏ．１６２Ｎｏ．１６２Ｎｏ．１６２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６３Ｎｏ．１６３Ｎｏ．１６３Ｎｏ．１６３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６４Ｎｏ．１６４Ｎｏ．１６４Ｎｏ．１６４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

和歌山県立和歌山高等学校　「チューリップフェスタ」和歌山県立和歌山高等学校　「チューリップフェスタ」和歌山県立和歌山高等学校　「チューリップフェスタ」和歌山県立和歌山高等学校　「チューリップフェスタ」

校内に植えられたおよそ１万４５００本のチューリップを眺めながら、音楽部の演奏や抹茶などが
楽しめる「チューリップフェスタ」が開かれます。秋には生徒、育友会、地域住民で球根を植え、学
校をあげて育てます。

どなたでも

時期を問い合わせて下さい 春（指定された期日）

和歌山県立和歌山高等学校　　　073-477-3933和歌山県立和歌山高等学校　　　073-477-3933和歌山県立和歌山高等学校　　　073-477-3933和歌山県立和歌山高等学校　　　073-477-3933

和歌山県立紀北工業高等学校　「ものづくり研究部ソーラーカーレース」和歌山県立紀北工業高等学校　「ものづくり研究部ソーラーカーレース」和歌山県立紀北工業高等学校　「ものづくり研究部ソーラーカーレース」和歌山県立紀北工業高等学校　「ものづくり研究部ソーラーカーレース」

長年、ソーラーカーや電気自動車の技術開発に取り組み、地球温暖化防止に貢献したとして、環
境大臣表彰を受賞。部員は放課後や土曜・日曜日を利用して、ソーラーカーや電気自動車・マイ
コンカー・電子工作の設計・開発にチャレンジ。エネルギーの有効利用や省力化などを進めると
同時に、古い部品を組み合わせるなどしてリサイクルにも努めています。

どなたでも

時期を問い合わせて下さい 随時

和歌山県立紀北工業高等学校　　0736-32-1240和歌山県立紀北工業高等学校　　0736-32-1240和歌山県立紀北工業高等学校　　0736-32-1240和歌山県立紀北工業高等学校　　0736-32-1240

(県) わかやま道路パートナー事業(県) わかやま道路パートナー事業(県) わかやま道路パートナー事業(県) わかやま道路パートナー事業

ソーラーカーレース鈴鹿やマイコンカー全国大会など、多くの大会で素晴らしい成績を残していま
す。

和歌山県立粉河高等学校「KOKO塾～学びの郷・環境を生かす、環境と生きる」和歌山県立粉河高等学校「KOKO塾～学びの郷・環境を生かす、環境と生きる」和歌山県立粉河高等学校「KOKO塾～学びの郷・環境を生かす、環境と生きる」和歌山県立粉河高等学校「KOKO塾～学びの郷・環境を生かす、環境と生きる」

”自然とつながり、人と繋がる”を活動テーマとし、堆肥づくり、堆肥を利用した農業・野菜作り、干
潟の環境調査、化石採集調査等を実施しています。

.

どなたでも 無料

随時 活動計画書に基づく

県庁道路保全課　073-441-3111県庁道路保全課　073-441-3111県庁道路保全課　073-441-3111県庁道路保全課　073-441-3111

時期を問い合わせて下さい 春（指定された期日）

和歌山県立粉河高等学校　　　0736-73-3411和歌山県立粉河高等学校　　　0736-73-3411和歌山県立粉河高等学校　　　0736-73-3411和歌山県立粉河高等学校　　　0736-73-3411

第６回わかやま環境大賞受賞

団体参加 ： ２２団体、沿道住民等参加 ： ４２軒　（Ｈ２４年度）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080300/jumin.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

県が管理する道路を美しく快適なものとするため、参加者と県がパートナーとなり、参加者は清
掃、花の植栽等の活動を行い、県がその活動を支援します。

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

高校の取組み高校の取組み高校の取組み高校の取組み 自然自然自然自然

高校の取組み高校の取組み高校の取組み高校の取組み 温暖化温暖化温暖化温暖化

高校の取組み高校の取組み高校の取組み高校の取組み 自然自然自然自然

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１６５Ｎｏ．１６５Ｎｏ．１６５Ｎｏ．１６５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６６Ｎｏ．１６６Ｎｏ．１６６Ｎｏ．１６６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６７Ｎｏ．１６７Ｎｏ．１６７Ｎｏ．１６７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６８Ｎｏ．１６８Ｎｏ．１６８Ｎｏ．１６８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１６９Ｎｏ．１６９Ｎｏ．１６９Ｎｏ．１６９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(県) ライトダウンキャンペーン(県) ライトダウンキャンペーン(県) ライトダウンキャンペーン(県) ライトダウンキャンペーン

(県) スマイルリバー事業(県) スマイルリバー事業(県) スマイルリバー事業(県) スマイルリバー事業

自治会、企業、学校、ＮＰＯなどの団体が、県の管理している川の一定区間で、草刈り、清掃、花
の栽培などの環境美化活動を行い、この活動に対して県が必要な支援を行う事業です。

どなたでも 無料

例年、夏至の日と七夕の2日間に実施。夜8時から10時までの2時間、全国のライトアップ施設や
各家庭のあかりの「ライトダウン」を通じ、より一層の温室効果ガスの削減を呼びかけます。

どなたでも 無料

申し込み不要 夏（指定された日）

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

環境省が実施主体です。http://www.env.go.jp/earth/info/challenge25/index.html

(県) 環境にやさしい買い物キャンペーン(県) 環境にやさしい買い物キャンペーン(県) 環境にやさしい買い物キャンペーン(県) 環境にやさしい買い物キャンペーン

『環境にやさしい商品の購入』、『買い物袋（マイバッグ）の持参』などを消費者に呼びかけていた
だきます。消費者への具体的な呼びかけ方法は、それぞれの店舗で自由に行ってください。

事業者・企業 事業者が負担

春夏（指定された日）

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

指定された日 秋（指定された日）

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

(県) レジ袋削減キャンペーン(県) レジ袋削減キャンペーン(県) レジ袋削減キャンペーン(県) レジ袋削減キャンペーン

(県) わかやま食と健康フェア(県) わかやま食と健康フェア(県) わかやま食と健康フェア(県) わかやま食と健康フェア

～紀州わかやま～食事バランスガイドの紹介、和歌山の食材を使った料理の試食、健康・体力・
栄養チェック、禁煙相談などもりだくさんの内容です（Ｈ２５年度）。

どなたでも 無料

申し込み不要 秋（指定された日）

県庁果樹園芸課　073-441-2900県庁果樹園芸課　073-441-2900県庁果樹園芸課　073-441-2900県庁果樹園芸課　073-441-2900

年間１回開催、２０００名参加（Ｈ２５年）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/syokuiku1/index_1.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/adopt/adopt.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

指定された期日 指定された期日

県庁河川課　073-441-3134県庁河川課　073-441-3134県庁河川課　073-441-3134県庁河川課　073-441-3134

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

県内のスーパー等の店頭において、お客様に「ポケットティッシュ」や「携帯用マイバッグ」を配布
し、レジ袋削減の呼びかけを行います。

どなたでも 無料

申し込み不要

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験見学見学見学見学

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 温暖化温暖化温暖化温暖化

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

自然自然自然自然

ごみごみごみごみ
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１７０Ｎｏ．１７０Ｎｏ．１７０Ｎｏ．１７０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７１Ｎｏ．１７１Ｎｏ．１７１Ｎｏ．１７１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７２Ｎｏ．１７２Ｎｏ．１７２Ｎｏ．１７２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７３Ｎｏ．１７３Ｎｏ．１７３Ｎｏ．１７３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７４Ｎｏ．１７４Ｎｏ．１７４Ｎｏ．１７４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(県) 紀北青少年の家「こおるどフェスタin紀北」(県) 紀北青少年の家「こおるどフェスタin紀北」(県) 紀北青少年の家「こおるどフェスタin紀北」(県) 紀北青少年の家「こおるどフェスタin紀北」

地域に密着した施設運営の一環として子どもからお年寄りまで誰でもが楽しめる住民参加型の
冬季大祭、木工クラフト、野菜即売、フリーマーケット、舞台発表などの大きなイベントです。

どなたでも 無料

申し込み不要 冬（指定された日）

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　県立紀北青少年の家　0736 22-5530　県立紀北青少年の家　0736 22-5530　県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回開催、２５００名参加（Ｈ２４年）

(和歌山市・N) 和歌山県友ヶ島みんなで島のゴミ拾い！(和歌山市・N) 和歌山県友ヶ島みんなで島のゴミ拾い！(和歌山市・N) 和歌山県友ヶ島みんなで島のゴミ拾い！(和歌山市・N) 和歌山県友ヶ島みんなで島のゴミ拾い！

和歌山市友ヶ島での海岸漂着ごみ拾い

どなたでも 無料（船賃別）

指定された期日 春（指定された期日）

和歌山市まちづくり局まちおこし部観光課　073-435-1234和歌山市まちづくり局まちおこし部観光課　073-435-1234和歌山市まちづくり局まちおこし部観光課　073-435-1234和歌山市まちづくり局まちおこし部観光課　073-435-1234　和歌山市七番丁２３番地
NPO 法人ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワーク　info@gomingo.jpNPO 法人ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワーク　info@gomingo.jpNPO 法人ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワーク　info@gomingo.jpNPO 法人ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワーク　info@gomingo.jp

年間１回実施

(和歌山市)  一万人大清掃(和歌山市)  一万人大清掃(和歌山市)  一万人大清掃(和歌山市)  一万人大清掃

市民の皆様や、各企業、各種団体に参加していただき、市内の全４２地区において清掃活動を
実施します。

どなたでも

申し込み不要 秋（指定された期日）

和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１

年間１回実施、１６，４１５人（Ｈ２４年度）

(和歌山市)  内川全域一斉清掃(和歌山市)  内川全域一斉清掃(和歌山市)  内川全域一斉清掃(和歌山市)  内川全域一斉清掃

一万人大清掃と同日に内川５河川（市堀川・大門川・真田堀川・和田川・和歌川）の清掃活動を
実施します。

どなたでも

申し込み不要 秋（指定された期日）

和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１

年間１回実施、２，１５２人（Ｈ２４年度）

(和歌山市) アダプション・プログラム(和歌山市) アダプション・プログラム(和歌山市) アダプション・プログラム(和歌山市) アダプション・プログラム

市民が市内に存する公園等の里親となり、当該公園等の清掃等を自主的に行う制度です。

どなたでも

申し込み不要 通年

和歌山市　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市　自治振興課　０７３－４３５－１０１１和歌山市　自治振興課　０７３－４３５－１０１１

登録団体４２団体　参加人数１２３５人（Ｈ２５年度）

http://www.kihokuseisyounen.com/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.gomingo.jp

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験見学見学見学見学 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１７５Ｎｏ．１７５Ｎｏ．１７５Ｎｏ．１７５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７６Ｎｏ．１７６Ｎｏ．１７６Ｎｏ．１７６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７７Ｎｏ．１７７Ｎｏ．１７７Ｎｏ．１７７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７８Ｎｏ．１７８Ｎｏ．１７８Ｎｏ．１７８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１７９Ｎｏ．１７９Ｎｏ．１７９Ｎｏ．１７９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(和歌山市) 環境保全講演会(和歌山市) 環境保全講演会(和歌山市) 環境保全講演会(和歌山市) 環境保全講演会

環境保全の必要性を広く啓発することを目的として、環境保全講演会を開催します。

どなたでも 無料

どなたでも 無料

申し込み不要 秋・冬（指定された日）

指定された期日 指定された期日

和歌山市 環境政策課　073-435-1114和歌山市 環境政策課　073-435-1114和歌山市 環境政策課　073-435-1114和歌山市 環境政策課　073-435-1114

年間１回実施　

年間１回開催、１０００名参加（Ｈ２４年）

(橋本市) 花と緑のリサイクル事業（花まつり含む）(橋本市) 花と緑のリサイクル事業（花まつり含む）(橋本市) 花と緑のリサイクル事業（花まつり含む）(橋本市) 花と緑のリサイクル事業（花まつり含む）

市・社会教育団体・一般のボランティアの方々が、橋本市民病院前にコスモス・菜の花を栽培し
て環境保全活動を実施します

どなたでも

実施時期の1ヶ月前からボランティアを募集 6月・7月（コスモス）・10月・3月（花まつり）

市民生活部市民生活環境課　　0736-33-1111市民生活部市民生活環境課　　0736-33-1111市民生活部市民生活環境課　　0736-33-1111市民生活部市民生活環境課　　0736-33-1111

毎年コスモス・菜の花の栽培活動を実施

(岩出市) クリーン缶トリー運動イン岩出(岩出市) クリーン缶トリー運動イン岩出(岩出市) クリーン缶トリー運動イン岩出(岩出市) クリーン缶トリー運動イン岩出

「河川愛護月間」の７月の第２日曜日に市内５会場において、河川等の清掃活動を通じて、環境
美化運動への認識や海岸漂着物等の問題について理解を深めていただきます。

どなたでも 無料

申込み不要 ７月の第２日曜日

市生活環境課　0736-62-2141市生活環境課　0736-62-2141市生活環境課　0736-62-2141市生活環境課　0736-62-2141　岩出市西野２０９番地

年間１回実施、1,925名参加(H25)

(岩出市) 岩出駅周辺環境浄化パトロール(岩出市) 岩出駅周辺環境浄化パトロール(岩出市) 岩出駅周辺環境浄化パトロール(岩出市) 岩出駅周辺環境浄化パトロール

岩出駅周辺の清掃と下校児童、生徒、学生へのあいさつ活動を行う。

青少年市民会議、更生保護女性会、ＰＴＡ連合
会、小中学校ほか（どなたでも）

無料

毎週月曜日の16時から17時

市総務課・市教育総務課　0736-62-2141市総務課・市教育総務課　0736-62-2141市総務課・市教育総務課　0736-62-2141市総務課・市教育総務課　0736-62-2141　岩出市西野２０９番地

平成２４年度　４３回実施

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

(紀の川市・橋本市)　「きのかわ環境フェア」(紀の川市・橋本市)　「きのかわ環境フェア」(紀の川市・橋本市)　「きのかわ環境フェア」(紀の川市・橋本市)　「きのかわ環境フェア」

環境保全・エコライフに関する展示・発表・販売、地域団体・企業による啓発等を行います。

http://www.city.iwade.lg.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験見学見学見学見学 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１８０Ｎｏ．１８０Ｎｏ．１８０Ｎｏ．１８０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８１Ｎｏ．１８１Ｎｏ．１８１Ｎｏ．１８１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８２Ｎｏ．１８２Ｎｏ．１８２Ｎｏ．１８２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８３Ｎｏ．１８３Ｎｏ．１８３Ｎｏ．１８３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８４Ｎｏ．１８４Ｎｏ．１８４Ｎｏ．１８４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(岩出市) 校区の清掃活動及びリサイクル活動（事業名は各校で異なる）(岩出市) 校区の清掃活動及びリサイクル活動（事業名は各校で異なる）(岩出市) 校区の清掃活動及びリサイクル活動（事業名は各校で異なる）(岩出市) 校区の清掃活動及びリサイクル活動（事業名は各校で異なる）

各学校において、校区や校区内の清掃活動を行ったり、古紙や缶などのリサイクル活動を行う。
また、ペットボトルのキャップを回収し、ユニセフに送り、ポリオワクチンに活用します。

ＰＴＡ、児童、生徒、教員、地域住民ほか（どなたで
も）

無料

学校により異なる

岩出市内の各小中学校

平成24年度　７校で実施

(かつらぎ町) もったいない運動(かつらぎ町) もったいない運動(かつらぎ町) もったいない運動(かつらぎ町) もったいない運動

　「もったいないの心」を広め、ごみの減量に努めることを趣旨とした"もったいない運動推進協議
会"主催の講演会およびリサイクル市を実施します。

同協議会委員および町民 無料

貴志川（旧野上町エリア）の河川清掃を毎年7月頃行い、紀美野町の環境や自然について話し合
う交流事業

どなたでも 無料

リサイクル市（１１月）

かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　( 内線 ； 2231 / 2232 )

25年度　講演会（1件）・リサイクル市（1件）

(紀美野町) がたろ大作戦(紀美野町) がたろ大作戦(紀美野町) がたろ大作戦(紀美野町) がたろ大作戦

(紀美野町) 美里河川一斉清掃(紀美野町) 美里河川一斉清掃(紀美野町) 美里河川一斉清掃(紀美野町) 美里河川一斉清掃

紀美野町を流れる貴志川と真国川の河川環境保全のため、旧美里町地域において河川の清掃
活動を行います。

指定された日 ７月

リバーサイドフェスティバル実行委員会（紀美野町教育委員会生涯学習課内　073-489-5915）リバーサイドフェスティバル実行委員会（紀美野町教育委員会生涯学習課内　073-489-5915）リバーサイドフェスティバル実行委員会（紀美野町教育委員会生涯学習課内　073-489-5915）リバーサイドフェスティバル実行委員会（紀美野町教育委員会生涯学習課内　073-489-5915）

毎年7月に実施している。

美里河川愛護会事務局（紀美野町役場美里支所住民室　073-495-3464）美里河川愛護会事務局（紀美野町役場美里支所住民室　073-495-3464）美里河川愛護会事務局（紀美野町役場美里支所住民室　073-495-3464）美里河川愛護会事務局（紀美野町役場美里支所住民室　073-495-3464）

136名参加（平成24年度）　※平成25年度は増水のため中止

どなたでも 無料

指定された日 毎年８月下旬

(有田市) 有田川クリーン作戦(有田市) 有田川クリーン作戦(有田市) 有田川クリーン作戦(有田市) 有田川クリーン作戦

有田川沿い、市内海岸沿いの環境美化（清掃）

どなたでも 無料

5月、6月 夏・指定された期日

有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111

年1回実施、約1000名参加（平成25年度）

ごみごみごみごみ講義講義講義講義行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ

自然自然自然自然

自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀中紀中紀中紀中
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１８５Ｎｏ．１８５Ｎｏ．１８５Ｎｏ．１８５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８６Ｎｏ．１８６Ｎｏ．１８６Ｎｏ．１８６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８７Ｎｏ．１８７Ｎｏ．１８７Ｎｏ．１８７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８８Ｎｏ．１８８Ｎｏ．１８８Ｎｏ．１８８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１８９Ｎｏ．１８９Ｎｏ．１８９Ｎｏ．１８９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(有田市) もっとの会　おそうじクラブ(有田市) もっとの会　おそうじクラブ(有田市) もっとの会　おそうじクラブ(有田市) もっとの会　おそうじクラブ

河口干潟の絶滅危惧種生息地の環境保全（清掃）

どなたでも 1家族300円（保険料含む）

随時 指定された期日

有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111

毎月1回実施、約300名参加（平成24年度）

(湯浅町) 栖原海岸清掃活動(湯浅町) 栖原海岸清掃活動(湯浅町) 栖原海岸清掃活動(湯浅町) 栖原海岸清掃活動

栖原海岸の清掃及びごみ収集

どなたでも 無料

申込不要 毎年７月指定日

湯浅町役場 住民環境課  0737-64-1102湯浅町役場 住民環境課  0737-64-1102湯浅町役場 住民環境課  0737-64-1102湯浅町役場 住民環境課  0737-64-1102

(民) 白崎青少年の家「すいせん祭り」(民) 白崎青少年の家「すいせん祭り」(民) 白崎青少年の家「すいせん祭り」(民) 白崎青少年の家「すいせん祭り」

年１回　毎年実施　参加100人

(湯浅町) 「道路ふれあい月間」紀州路クリーン大作戦(湯浅町) 「道路ふれあい月間」紀州路クリーン大作戦(湯浅町) 「道路ふれあい月間」紀州路クリーン大作戦(湯浅町) 「道路ふれあい月間」紀州路クリーン大作戦

毎年町内の地域を選定し、道路の清掃及び草刈をします。

どなたでも 無料

どなたでも 無料

申し込み不要 冬（指定された日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　白崎青少年の家　0738-65-2351　白崎青少年の家　0738-65-2351　白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

申込不要 8月の指定した期日

湯浅町役場　建設課　管理係　0737-64-1124湯浅町役場　建設課　管理係　0737-64-1124湯浅町役場　建設課　管理係　0737-64-1124湯浅町役場　建設課　管理係　0737-64-1124

年1回実施　110名（平成24年度）

H25より　約１０名

年間１回開催、１４００名参加（Ｈ２４年）

(みなべ町) フラワーおもてなし運動(みなべ町) フラワーおもてなし運動(みなべ町) フラワーおもてなし運動(みなべ町) フラワーおもてなし運動

町内の空いている花壇に花を植え、町内を花で彩ります。

会員、南部高校生徒、その他団体

http://www.zb.ztv.ne.jp/shirasaki/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://ｗｗｗ.aikis.or.jp/~minabe/みなべ観光協会　0739-72－4949みなべ観光協会　0739-72－4949みなべ観光協会　0739-72－4949みなべ観光協会　0739-72－4949

春、秋、冬の指定された日

無料

すいせん鑑賞、竪穴式住居体験、陶芸体験、クラフト体験、おもしろサイエンス、ピザづくりなど盛
りだくさんのイベントです。

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験見学見学見学見学 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１９０Ｎｏ．１９０Ｎｏ．１９０Ｎｏ．１９０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９１Ｎｏ．１９１Ｎｏ．１９１Ｎｏ．１９１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９２Ｎｏ．１９２Ｎｏ．１９２Ｎｏ．１９２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９３Ｎｏ．１９３Ｎｏ．１９３Ｎｏ．１９３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９４Ｎｏ．１９４Ｎｏ．１９４Ｎｏ．１９４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(白浜町) 環境問題を考える講演会(白浜町) 環境問題を考える講演会(白浜町) 環境問題を考える講演会(白浜町) 環境問題を考える講演会

白浜町環境保全協議会事務局　白浜町生活環境課　0739-43-6586白浜町環境保全協議会事務局　白浜町生活環境課　0739-43-6586白浜町環境保全協議会事務局　白浜町生活環境課　0739-43-6586白浜町環境保全協議会事務局　白浜町生活環境課　0739-43-6586　西牟婁郡白浜町１６００

年間1回実施　平成２４年度実績　約７０名

(白浜町) ごみと環境フェア(白浜町) ごみと環境フェア(白浜町) ごみと環境フェア(白浜町) ごみと環境フェア

毎年環境月間に開催しているイベント。地球温暖化に関するパネル展示や、環境保全に取り組
む企業による展示など。リサイクルバザーや環境に関するセミナーも開催しています。

様々な分野の環境問題をテーマに、講演会を毎年開催しています。

どなたでも 無料

申し込み不要 指定された期日

(白浜町) クリーングリーン(白浜町) クリーングリーン(白浜町) クリーングリーン(白浜町) クリーングリーン

大崎海岸から日置大浜までの清掃活動、花の苗植え作業、通学路の清掃活動

どなたでも 無料

申し込み不要 指定された期日

ごみと環境フェア実行委員会事務局　白浜町生活環境課 0739-43-6586 ごみと環境フェア実行委員会事務局　白浜町生活環境課 0739-43-6586 ごみと環境フェア実行委員会事務局　白浜町生活環境課 0739-43-6586 ごみと環境フェア実行委員会事務局　白浜町生活環境課 0739-43-6586  西牟婁郡白浜町
1600

平成25年度実績　参加人数　1日目１５６人　2日目２４６人）

青少年育成町民会議日置地区協議会　0739-52-2300青少年育成町民会議日置地区協議会　0739-52-2300青少年育成町民会議日置地区協議会　0739-52-2300青少年育成町民会議日置地区協議会　0739-52-2300

年１回開催（Ｈ24年度実績327名）

どなたでも 無料

指定された期日 １２月上旬

夏（指定された期日）

いつでも 年５回の一斉美化活動

連絡先　090-8938-5730連絡先　090-8938-5730連絡先　090-8938-5730連絡先　090-8938-5730  FAX:0739-43-0664　西牟婁郡白浜町890-19

年５回の美化活動

(白浜町) 住民団体　白浜愛創会 〔歩道の清掃活動〕(白浜町) 住民団体　白浜愛創会 〔歩道の清掃活動〕(白浜町) 住民団体　白浜愛創会 〔歩道の清掃活動〕(白浜町) 住民団体　白浜愛創会 〔歩道の清掃活動〕

白浜町堅田、藤島バス停～元白浜警察署跡地～霊泉橋迄約１キロの歩道の美化活動

どなたでも　（現会員２５名） 月２５０円　年間一括３０００円

すさみ町社会福祉協議会　0739-55-4104すさみ町社会福祉協議会　0739-55-4104すさみ町社会福祉協議会　0739-55-4104すさみ町社会福祉協議会　0739-55-4104

年１回実施、１４０名参加（平成２４年）

(すさみ町) ふれあいクリーン大作戦(すさみ町) ふれあいクリーン大作戦(すさみ町) ふれあいクリーン大作戦(すさみ町) ふれあいクリーン大作戦

すさみ町内の海水浴場及び周辺の清掃活動を行います。

指定なし 無料

指定された期日

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ自然自然自然自然

自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験見学見学見学見学 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ自然自然自然自然

講義講義講義講義親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ 紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１９５Ｎｏ．１９５Ｎｏ．１９５Ｎｏ．１９５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９６Ｎｏ．１９６Ｎｏ．１９６Ｎｏ．１９６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９７Ｎｏ．１９７Ｎｏ．１９７Ｎｏ．１９７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９８Ｎｏ．１９８Ｎｏ．１９８Ｎｏ．１９８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．１９９Ｎｏ．１９９Ｎｏ．１９９Ｎｏ．１９９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用 無料

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(古座川町) 古座川クリーンキャンペーン(古座川町) 古座川クリーンキャンペーン(古座川町) 古座川クリーンキャンペーン(古座川町) 古座川クリーンキャンペーン

古座川町役場　総務課　0735－72－0180古座川町役場　総務課　0735－72－0180古座川町役場　総務課　0735－72－0180古座川町役場　総務課　0735－72－0180　 東牟婁郡古座川町高池673-2

年１回実施。

(N) 潮岬青少年の家 「おもしろらんど春祭り」「おもしろらんど夏祭り」(N) 潮岬青少年の家 「おもしろらんど春祭り」「おもしろらんど夏祭り」(N) 潮岬青少年の家 「おもしろらんど春祭り」「おもしろらんど夏祭り」(N) 潮岬青少年の家 「おもしろらんど春祭り」「おもしろらんど夏祭り」

河川、道路沿いなどのゴミ拾い

町民の方 無料

特になし 例年７月第１日曜日

地域に密着した施設運営の一環として子どもからお年寄りまで誰でもが楽しめる住民参加型の
夏季大祭、木工クラフト、フリーマーケット、舞台発表、民謡踊りなどの大きなイベントです。

どなたでも（小３以下は保護者同伴） 無料（一部有料）

指定された期日 夏（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間各１回実施

(国) こどもエコクラブ(国) こどもエコクラブ(国) こどもエコクラブ(国) こどもエコクラブ

こども達（３歳～高校生）が家庭や学、地域で自然観察やリサイクル活動、温暖化を防止する全
国活動、全国の仲間と交流し、集まるイベントがあります。

どなたでも 無料

随時

（林野庁）和歌山森林管理署　0739-22-1460（林野庁）和歌山森林管理署　0739-22-1460（林野庁）和歌山森林管理署　0739-22-1460（林野庁）和歌山森林管理署　0739-22-1460　田辺市新庄町2345-1

随時 随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

登録クラブ数・人数：全国1880団体、95745人／和歌山県6団体、113人 （Ｈ２４年）

(国) 協定締結による国民参加の森林づくり(国) 協定締結による国民参加の森林づくり(国) 協定締結による国民参加の森林づくり(国) 協定締結による国民参加の森林づくり

和歌山署管内 協定締結数４団体

(国) こどもホタレンジャー(国) こどもホタレンジャー(国) こどもホタレンジャー(国) こどもホタレンジャー

環境省がホタルを守るこどもたちの活動を「こどもホタレンジャー」と名付けました。川辺や水質の
自然環境を守る活動を募集しています。

指定された期日 指定された期日

小中学生の団体、グループ、NPO/NGOで子どもが中心となって活動して
いる団体、ホタルや底生動物等、水辺に生息する生き物の観察・保全活
動を行っている団体

（環境省）こどもホタレンジャー事務所（環境省）こどもホタレンジャー事務所（環境省）こどもホタレンジャー事務所（環境省）こどもホタレンジャー事務所　　年度によって事務所が変更になるため、連絡先はホー
ムページで確認して下さい。

顕著な活動は環境省が表彰、普及します。
http://www.env.go.jp/water/hotaranger.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://omoshiro-yh.com/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

学校などと森林管理署長などが協定を結び、様々な体験活動を行うフィールドとして国有林が継
続的に利用できます。学校教育における総合学習などで、森林の利用を通じた環境教育の場と
して利用していただけます。

団体 各団体で負担

随時

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 森林森林森林森林

体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験 自然自然自然自然親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る親しむ・知る 体験体験体験体験行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 ごみごみごみごみ自然自然自然自然 紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２００Ｎｏ．２００Ｎｏ．２００Ｎｏ．２００

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０１Ｎｏ．２０１Ｎｏ．２０１Ｎｏ．２０１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０２Ｎｏ．２０２Ｎｏ．２０２Ｎｏ．２０２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０３Ｎｏ．２０３Ｎｏ．２０３Ｎｏ．２０３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０４Ｎｏ．２０４Ｎｏ．２０４Ｎｏ．２０４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(県) 企業の森事業(県) 企業の森事業(県) 企業の森事業(県) 企業の森事業

県内の森林環境保全に様々なかたちで取り組んでいただく企業等の環境貢献活動のフィールド
として利用していただけます。

企業 各企業で負担

随時 随時

県庁森林整備課　073-441-2982県庁森林整備課　073-441-2982県庁森林整備課　073-441-2982県庁森林整備課　073-441-2982

「企業の森」事業参画企業数５８社（Ｈ２４年）

（他）和歌山県工場環境緑化協会（他）和歌山県工場環境緑化協会（他）和歌山県工場環境緑化協会（他）和歌山県工場環境緑化協会

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kig_mori/kig_mori.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

和歌山市内の嘉家作モデル緑地帯の桜の維持管理や会員企業の工場の緑化推進活動をして
います。

企業等 会員で負担

随時 随時

和歌山県工場環境緑化協会事務局（県庁企業振興課内） 073-441-2757和歌山県工場環境緑化協会事務局（県庁企業振興課内） 073-441-2757和歌山県工場環境緑化協会事務局（県庁企業振興課内） 073-441-2757和歌山県工場環境緑化協会事務局（県庁企業振興課内） 073-441-2757

企業会員６３社　団体会員９団体（H24)

(他) 日本水大賞(他) 日本水大賞(他) 日本水大賞(他) 日本水大賞

「安全な水、きれいな水、おいしい水にあふれる日本と地球をめざし、水循環系健全化に寄与す
る」との目的で水環境保全活動を表彰します。日本水大賞委員会が主催、環境省や農林水産省
など7省や、治水・環境団体などが後援。

どなたでも 無料

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

指定された期日 指定された期日

公益社団法人日本河川協会　03-3238-9771公益社団法人日本河川協会　03-3238-9771公益社団法人日本河川協会　03-3238-9771公益社団法人日本河川協会　03-3238-9771　東京都千代田区麹町2-6-5　麹町E.C.Kビル

水大賞の副賞は大臣賞５０万円、グランプリ２００万円です。

(県) わかやま環境賞(県) わかやま環境賞(県) わかやま環境賞(県) わかやま環境賞

http://www.japanriver.or.jp/taisyo/ 3F

平成１４年度から実施、第１回～第１２回まで実施済み

(民) コカ・コーラ環境教育賞(民) コカ・コーラ環境教育賞(民) コカ・コーラ環境教育賞(民) コカ・コーラ環境教育賞

コカコーラ教育・環境財団主催、環境ボランティア活動の助成・支援を通して、環境教育・環境保
全活動を促進するため、２０年にわたり、活動が顕著である団体・個人を顕彰しています。

小中高校生 無料

指定された期日 指定された期日

公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団　03-5410-4994公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団　03-5410-4994公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団　03-5410-4994公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団　03-5410-4994

副賞は、活動表彰部門：優秀賞１０万円大賞５０万円　次世代支援部門：優秀賞３０万円大賞１００万円　

http://www.cocacola-zaidan.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://wakayama-ryokka.jp/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

他の模範となる環境保全活動を実践している団体又は個人を表彰し、その活動事例を広く県民
に紹介して環境活動を促進します。

どなたでも 無料

指定された期日 指定された期日

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 森林森林森林森林

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 緑化緑化緑化緑化

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２０５Ｎｏ．２０５Ｎｏ．２０５Ｎｏ．２０５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０６Ｎｏ．２０６Ｎｏ．２０６Ｎｏ．２０６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０７Ｎｏ．２０７Ｎｏ．２０７Ｎｏ．２０７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０８Ｎｏ．２０８Ｎｏ．２０８Ｎｏ．２０８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２０９Ｎｏ．２０９Ｎｏ．２０９Ｎｏ．２０９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先
活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

http://event.yomiuri.co.jp/jssa/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(他) 日本学生科学賞(他) 日本学生科学賞(他) 日本学生科学賞(他) 日本学生科学賞

読売新聞社主催、日本科学技術振興機構共催、日本で最も伝統のある中学・高校生のための
科学研究 コンテスト、1957年に創設、毎年全国から１万点以上の応募があり、各都道府県ごと
の地方審査で選ばれた優秀作品が、中央審査に進みます。

中学・高校生 無料

指定された期日 指定された期日

読売新聞和歌山支局　073-422-1144　読売新聞和歌山支局　073-422-1144　読売新聞和歌山支局　073-422-1144　読売新聞和歌山支局　073-422-1144　和歌山市雑賀屋町東ノ丁１６

副賞は、大臣賞３０万円、内閣総理大臣賞５０万円

(他) グリーン購入大賞(他) グリーン購入大賞(他) グリーン購入大賞(他) グリーン購入大賞

グリーン購入大賞は、グリーン購入の普及・拡大に関して次の４項目の活動について表彰しま
す。①組織的なグリーン購入の取り組み　②環境配慮型製品・サービスの普及・拡大の仕組みづ
くり　③グリーン購入の普及による環境負荷低減効果の実績　④グリーン購入の広報・啓発

企業、行政、民間団体、学校など 無料

指定された期日 指定された期日

グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030　東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16　馬喰
町第一ビル9F

環境大臣賞、経済産業大臣賞、農林水産大臣賞、大賞、優秀賞、奨励賞があります。

(Ｎ) わかやま環境ネットワーク／和歌山県地球温暖化防止活動推進センター(Ｎ) わかやま環境ネットワーク／和歌山県地球温暖化防止活動推進センター(Ｎ) わかやま環境ネットワーク／和歌山県地球温暖化防止活動推進センター(Ｎ) わかやま環境ネットワーク／和歌山県地球温暖化防止活動推進センター

http://www.gpn.jp/index.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

和歌山県の環境学習・環境保全活動をつなぎ、広める環境ネットワークの拠点です。県の委託
事業をはじめ、温暖化防止活動、節電・省資源、循環型エネルギー導入など様々な事業を実施し
ています。

どなたでも

随時 随時

和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734  和歌山市毛見966-2

環境について学びたいことや相談があれば、まず、相談して下さい。

(他) 伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会「エコランドいと・はしもと」(他) 伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会「エコランドいと・はしもと」(他) 伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会「エコランドいと・はしもと」(他) 伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会「エコランドいと・はしもと」

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための協議
会です。伊都・橋本地方を中心に活動しています。

どなたでも

随時 随時

伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会 0736-42-4102伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会 0736-42-4102伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会 0736-42-4102伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会 0736-42-4102　橋本市高野口町名倉９７９　川口ビル
２Ｆ

(他) 紀の川市地球温暖化対策協議会「エコネットきのかわ」(他) 紀の川市地球温暖化対策協議会「エコネットきのかわ」(他) 紀の川市地球温暖化対策協議会「エコネットきのかわ」(他) 紀の川市地球温暖化対策協議会「エコネットきのかわ」

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための協議
会です。紀の川市を中心に活動しています。

どなたでも

随時 随時

紀の川市地球温暖化対策協議会　080 3031 8266紀の川市地球温暖化対策協議会　080 3031 8266紀の川市地球温暖化対策協議会　080 3031 8266紀の川市地球温暖化対策協議会　080 3031 8266　紀の川市西大井109-1

http://wenet.info/wp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 温暖化温暖化温暖化温暖化

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 温暖化温暖化温暖化温暖化

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 講義講義講義講義 温暖化温暖化温暖化温暖化自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２１０Ｎｏ．２１０Ｎｏ．２１０Ｎｏ．２１０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１１Ｎｏ．２１１Ｎｏ．２１１Ｎｏ．２１１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１２Ｎｏ．２１２Ｎｏ．２１２Ｎｏ．２１２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１３Ｎｏ．２１３Ｎｏ．２１３Ｎｏ．２１３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(他) 紀南地域地球温暖化対策協議会(他) 紀南地域地球温暖化対策協議会(他) 紀南地域地球温暖化対策協議会(他) 紀南地域地球温暖化対策協議会

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための協議
会です。紀の川市を中心に活動しています。

どなたでも

高野山町石道玉川峡県立自然公園内にある貴重な自然環境が残る玉川峡を保全するため、里
山保全、古道調査、水質調査、生物調査等の活動を行っています。

(他) 玉川峡を守る会(他) 玉川峡を守る会(他) 玉川峡を守る会(他) 玉川峡を守る会

随時

事務局電話　0736-36-0660（木ノ本）事務局電話　0736-36-0660（木ノ本）事務局電話　0736-36-0660（木ノ本）事務局電話　0736-36-0660（木ノ本）
事務局メールアドレス　kiinokuni_yutaka_04232121k@nike.eonet.ne.jp

2011年度の｢わかやま環境賞｣を受賞。現在も県自然公園指導員協力団体として活動中。｢里山保全作業｣
と｢動植物調査｣は毎月各１回行っています。自然保護と保全に関心をお持ちの方なら、どなたでも参加歓
迎です。ただ今、会員募集中です。子どもたちも参加できる楽しいイベントを行っています。みなさん、ぜひ
一緒に活動しましょう。

どなたでも 原則無料

随時 随時

(他)  近畿大学 生物理工学部 地域交流センター(他)  近畿大学 生物理工学部 地域交流センター(他)  近畿大学 生物理工学部 地域交流センター(他)  近畿大学 生物理工学部 地域交流センター

生物理工学部は、「社会に開かれ、社会の発展に寄与する大学」として、地域社会との連携・協
力を推進していくため、自治体、産業界及び各種団体等からの協力要請や要望などの窓口とな
る『地域交流センター』を設置しました。地域の皆様のニーズをお聞きし、必要に応じて学内組織
との連絡調整・支援を行います。当センターで取り扱う内容は、主に次の内容となっています。お
気軽にご相談ください。
①地域課題、地域政策、地域振興に係わるプロジェクトへの協力・支援
②地域住民への生涯学習の機会や社会人の学び直し機会の提供
③教育、研究、医療、福祉等の各種機関との連携
④本学学生のボランティア等の地域活動支援
⑤その他、大学と地域との連携等に関する業務

どなたでも

随時 随時

近畿大学生物理工学部 地域交流センター　0736-77-3888　近畿大学生物理工学部 地域交流センター　0736-77-3888　近畿大学生物理工学部 地域交流センター　0736-77-3888　近畿大学生物理工学部 地域交流センター　0736-77-3888　紀の川市西三谷930

きのかわ環境フェア等、地域の交流やまちづくりについて支援しています。

(他) はしもと里山保全アクションチーム　(他) はしもと里山保全アクションチーム　(他) はしもと里山保全アクションチーム　(他) はしもと里山保全アクションチーム　

橋本市の芋谷を拠点に里山自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環境学習など
幅広く活動しています。

どなたでも

随時 随時

はしもと里山保全アクションチーム　0736-42-4102 はしもと里山保全アクションチーム　0736-42-4102 はしもと里山保全アクションチーム　0736-42-4102 はしもと里山保全アクションチーム　0736-42-4102  橋本市高野口名倉979-2F
http://homepage1.nifty.com/actsatoyama/

http://www.waka.kindai.ac.jp/ippan/bost-rec.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www5a.biglobe.ne.jp/~kiinyu/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

随時

紀南地域地球温暖化対策協議会　0739-25-7185（多田祐之）紀南地域地球温暖化対策協議会　0739-25-7185（多田祐之）紀南地域地球温暖化対策協議会　0739-25-7185（多田祐之）紀南地域地球温暖化対策協議会　0739-25-7185（多田祐之）　　　　田辺市あけぼの45-23

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 温暖化温暖化温暖化温暖化

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

紀南紀南紀南紀南

紀北紀北紀北紀北

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 講義講義講義講義 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ 紀北紀北紀北紀北

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然 紀北紀北紀北紀北
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２１４Ｎｏ．２１４Ｎｏ．２１４Ｎｏ．２１４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１５Ｎｏ．２１５Ｎｏ．２１５Ｎｏ．２１５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１６Ｎｏ．２１６Ｎｏ．２１６Ｎｏ．２１６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１７Ｎｏ．２１７Ｎｏ．２１７Ｎｏ．２１７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２１８Ｎｏ．２１８Ｎｏ．２１８Ｎｏ．２１８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(他) プロムナード国城(他) プロムナード国城(他) プロムナード国城(他) プロムナード国城

「国城菜の花ロードづくり」を掲げ、橋本高野橋から国城山頂にかけて花の道を咲かせ、環境生
ごみ対策や地球環境問題について様々な活動をしています。

どなたでも

随時 随時

代表：徳田　勝治 　090-3260-7407（事務局　素和治男）代表：徳田　勝治 　090-3260-7407（事務局　素和治男）代表：徳田　勝治 　090-3260-7407（事務局　素和治男）代表：徳田　勝治 　090-3260-7407（事務局　素和治男）  橋本市西畑489

第１１回わかやま環境大賞受賞、地域づくりネットワーク和歌山県協議会に登録しています。

(他) トンガの鼻自然クラブ(他) トンガの鼻自然クラブ(他) トンガの鼻自然クラブ(他) トンガの鼻自然クラブ

雑賀崎・トンガの鼻の歴史環境と自然環境を保全し、活かすための活動をしています。

どなたでも

随時 随時

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844

第１１回わかやま環境賞受賞、「自然歩道関係功労者」受賞（環境省自然環境局長）

(Ｎ) 自然回復を試みる会　ビオトープ孟子(もうこ）(Ｎ) 自然回復を試みる会　ビオトープ孟子(もうこ）(Ｎ) 自然回復を試みる会　ビオトープ孟子(もうこ）(Ｎ) 自然回復を試みる会　ビオトープ孟子(もうこ）

海南市の孟子不動谷を拠点に里山自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環境学
習など幅広く活動しています。

どなたでも

http://www.jtw.zaq.ne.jp/tonganohana/newpage1.htm
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

随時 随時

(国) 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション和歌山研究林(国) 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション和歌山研究林(国) 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション和歌山研究林(国) 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション和歌山研究林

理事長：北原敏秀  073-488-0712 理事長：北原敏秀  073-488-0712 理事長：北原敏秀  073-488-0712 理事長：北原敏秀  073-488-0712  海南市高津１０８２ http://mo-ko.jp/

京都大学の学生教育・研究のための施設ですが、一部が高野龍神国定公園及び城ヶ森鉾尖県
立自然公園に含まれており、社会貢献活動として各種学校・団体の実習（樹木識別学習など）を
受け入れています。

ご相談ください

随時 年中（原則として休日を除きます）

京都大学和歌山研究林　事務所 0737-25-0205京都大学和歌山研究林　事務所 0737-25-0205京都大学和歌山研究林　事務所 0737-25-0205京都大学和歌山研究林　事務所 0737-25-0205　有田郡有田川町清水963-2

内容や実施日によっては、職員の補助及び施設の利用が可能な場合があります。

(Ｎ) 生石山の大草原保存会(Ｎ) 生石山の大草原保存会(Ｎ) 生石山の大草原保存会(Ｎ) 生石山の大草原保存会

生石高原県立自然公園のススキ大草原保存事業や自然体験教室、夏休み宿泊親子自然塾な
どを実施、山の家おいしの指定管理者としての活動も行っています。

どなたでも

随時 随時

山の家おいし（通年営業　時間9：30～16：30）　TEL:073-489-3586山の家おいし（通年営業　時間9：30～16：30）　TEL:073-489-3586山の家おいし（通年営業　時間9：30～16：30）　TEL:073-489-3586山の家おいし（通年営業　時間9：30～16：30）　TEL:073-489-3586　海草郡紀美野町

山の家おいしでは生石山の周辺から集めたこだわり商品を販売しています。

http://fserc.kyoto-u.ac.jp/waka/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.kimino.jp/oishi/npo.html 中田899-29
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀北紀北紀北紀北

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２１９Ｎｏ．２１９Ｎｏ．２１９Ｎｏ．２１９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２０Ｎｏ．２２０Ｎｏ．２２０Ｎｏ．２２０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２１Ｎｏ．２２１Ｎｏ．２２１Ｎｏ．２２１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２２Ｎｏ．２２２Ｎｏ．２２２Ｎｏ．２２２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(Ｎ) 一般社団法人ビオトープ（ビオトープ切目川）(Ｎ) 一般社団法人ビオトープ（ビオトープ切目川）(Ｎ) 一般社団法人ビオトープ（ビオトープ切目川）(Ｎ) 一般社団法人ビオトープ（ビオトープ切目川）

どなたでも

随時 随時

代表：中田　稔  0738-45-0834 代表：中田　稔  0738-45-0834 代表：中田　稔  0738-45-0834 代表：中田　稔  0738-45-0834 　日高郡印南町大字古井391-1

県内各地で野鳥観察会（探鳥会）を行っています。時間･場所等は、上記ホームページを参照し
ていただくか、メールまたは電話でお問い合わせください。双眼鏡が無くても参加できます。お気
軽にご参加ください。

(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会

(他) 日本野鳥の会和歌山県支部(他) 日本野鳥の会和歌山県支部(他) 日本野鳥の会和歌山県支部(他) 日本野鳥の会和歌山県支部

野鳥の観察を通して自然に親しみ、野鳥とそれを取り巻く環境を保護するための活動を行ってい
ます。そのため、県内各地で野鳥の観察会（探鳥会）を行ったり、各種調査などを行っています。

どなたでも 入会する場合、年会費が必要

田辺市の天神崎を拠点に自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環境学習、清掃
活動など幅広く活動しています。

どなたでも 有料

随時 随時（お問い合わせください）

公益財団法人　天神崎の自然を大切にする会　0739-25-5353公益財団法人　天神崎の自然を大切にする会　0739-25-5353公益財団法人　天神崎の自然を大切にする会　0739-25-5353公益財団法人　天神崎の自然を大切にする会　0739-25-5353　田辺市天神崎5-17

海岸林の買い取り運動（ナショナルトラスト運動）

(他) 大辺路刈り開き隊(他) 大辺路刈り開き隊(他) 大辺路刈り開き隊(他) 大辺路刈り開き隊

熊野古道大辺路の未整備部分の刈り開きやウォークイベント、自然観察会等を実施しています。
この大辺路からは、熊野枯木灘海岸県立自然公園の美しい景観を見ることができます。

どなたでも

随時 随時

大辺路の世界遺産追加登録に向けて新しい隊員の育成に力を入れています。

http://biotope.or.jp/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www11.ocn.ne.jp/~bird-30/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

随時 随時

日本野鳥の会和歌山支部　0738-29-2377日本野鳥の会和歌山支部　0738-29-2377日本野鳥の会和歌山支部　0738-29-2377日本野鳥の会和歌山支部　0738-29-2377　御坊市名田町上野１４６５
メールアドレス　birdwakayama@quartz.ocn.ne.jp

印南町切目川のビオトープを拠点に里山自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環
境学習など幅広く活動しています。

http://www.tenjinzaki.or.jp/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

代表：上野　一夫　0735-62-5458上野　一夫　0735-62-5458上野　一夫　0735-62-5458上野　一夫　0735-62-5458 http://karihiraki.com/

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

紀中紀中紀中紀中

紀中紀中紀中紀中

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２２３Ｎｏ．２２３Ｎｏ．２２３Ｎｏ．２２３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２４Ｎｏ．２２４Ｎｏ．２２４Ｎｏ．２２４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２５Ｎｏ．２２５Ｎｏ．２２５Ｎｏ．２２５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２６Ｎｏ．２２６Ｎｏ．２２６Ｎｏ．２２６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

随時

熊野林業事務局（９時～１７時）　0735-22-5601熊野林業事務局（９時～１７時）　0735-22-5601熊野林業事務局（９時～１７時）　0735-22-5601熊野林業事務局（９時～１７時）　0735-22-5601　新宮市熊野川町赤木1697

(他) （公財）熊野林業(他) （公財）熊野林業(他) （公財）熊野林業(他) （公財）熊野林業

随時

森林公園自然観察会や間伐体験等に参加してみませんか。

(他) 熊野自然保護連絡協議会(他) 熊野自然保護連絡協議会(他) 熊野自然保護連絡協議会(他) 熊野自然保護連絡協議会

植物・動物・昆虫・野鳥・地質等の専門家が、すばらしい熊野の自然環境の保全を趣旨としてひ
とつにまとまって出来た会です。一般の方を対象に年数回の自然観察会やシンポジウムを行っ
ています。

どなたでも

有料

随時 随時

道の駅一枚岩／一枚岩鹿鳴館道の駅一枚岩／一枚岩鹿鳴館道の駅一枚岩／一枚岩鹿鳴館道の駅一枚岩／一枚岩鹿鳴館　0735-78-0244  東牟婁郡古座川町相瀬290-2

随時 随時

事務担当：東　定司 0735-58-1100事務担当：東　定司 0735-58-1100事務担当：東　定司 0735-58-1100事務担当：東　定司 0735-58-1100

熊野の自然環境を保全する団体として、各個人の調査・研究を基に活発に活動しています。

203203203203

(他) 古座川街道やどやの会(他) 古座川街道やどやの会(他) 古座川街道やどやの会(他) 古座川街道やどやの会

(他) 熊野の森ネットワーク　いちいがしの会(他) 熊野の森ネットワーク　いちいがしの会(他) 熊野の森ネットワーク　いちいがしの会(他) 熊野の森ネットワーク　いちいがしの会

熊野の森の環境保全、再生活動として、観察会（原生林・自然林）、勉強会（動物・植物・昆虫・
鳥・土壌動物・キノコ）などの専門分野の先生方の講座、作業（巻き枯らし間伐、苗木づくり、植
樹）等を行っています。

どなたでも 年会費　1,000円

随時 年間を通じて

竹中 清  0739-64-0023竹中 清  0739-64-0023竹中 清  0739-64-0023竹中 清  0739-64-0023   田辺市中辺路町栗栖川７４

一枚岩鹿鳴館 開館時間 9:30-17:00（季節、曜日により変化あり）

道の駅一枚岩／一枚岩鹿鳴館は、名勝「古座川の一枚岩」の対岸に建ち、地元古座川周辺地域
の物産販売、喫茶レストラン営業だけでなく、古座川の自然や文化を楽しむ人々のためのビジ
ターセンターとしての機能を担っています。古座川探訪の基地として、お気軽にご利用ください。

どなたでも

熊野本来の照葉樹の森復活の活動をしています。

http://www.kumanoringyou.com/index.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

美しく健全な森の育成のために「非皆伐方式」による山林経営を推進し、熊野の素晴らしい天然
林に触れることができる「田長谷（たなごだに）森林自然公園」を開放しています。多くの方の入
山をお待ちしています。

どなたでも

http://www.zb.ztv.ne.jp/ichimaiiwa/ichimaiiwa/Welcome.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然講義講義講義講義

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南

紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２２７Ｎｏ．２２７Ｎｏ．２２７Ｎｏ．２２７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２８Ｎｏ．２２８Ｎｏ．２２８Ｎｏ．２２８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２２９Ｎｏ．２２９Ｎｏ．２２９Ｎｏ．２２９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３０Ｎｏ．２３０Ｎｏ．２３０Ｎｏ．２３０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

田舎暮らしを目指してる人へ、夢の実現をお手伝いし、一人でも多くの方が、色川に住み、色川
で子どもを育て、心豊かな地域づくりの担い手になられることを願っています。

紀の国森づくり税条例、紀の国森づくり基金条例の趣旨に合った森林環境の保全及び森林と共
生する文化の創造に関する事業で、応募される団体自ら企画立案し実施する次の事業が対象で
す。

県庁森林整備課　073-441-2970県庁森林整備課　073-441-2970県庁森林整備課　073-441-2970県庁森林整備課　073-441-2970

(県) 紀の国森づくり基金活用事業(県) 紀の国森づくり基金活用事業(県) 紀の国森づくり基金活用事業(県) 紀の国森づくり基金活用事業

熊野三山で有名な那智山の懐深くに、色川小阪集落があります。ここ小阪も過疎高齢化が進
み、休耕田が多く見受けられるようになりました。　そこで地元の有志が集まり、美しい棚田を復
元しようと少しづつですがこれらの休耕田を耕してきました。この田舎のすばらしい風景の中で、
ともに心地よい汗をかいて、米作りの楽しさを体験してみませんか？田植え、稲刈り体験など
様々な体験イベントをおこなっています。

どなたでも 参加費が必要

随時 随時

代表者：吉田　創（はじめ）　080-2400-7327（吉田）　　代表者：吉田　創（はじめ）　080-2400-7327（吉田）　　代表者：吉田　創（はじめ）　080-2400-7327（吉田）　　代表者：吉田　創（はじめ）　080-2400-7327（吉田）　　東牟婁郡那智勝浦町大野2178

随時 随時

連絡先　073-457-8366 （担当：和歌山大学　システム工学部　大南）連絡先　073-457-8366 （担当：和歌山大学　システム工学部　大南）連絡先　073-457-8366 （担当：和歌山大学　システム工学部　大南）連絡先　073-457-8366 （担当：和歌山大学　システム工学部　大南）

ミンクマは、まだできたばかりの若い集団です。多くの人と協力しながら活動の輪を広げていきた
いと考えています。興味のある方は、どうぞ、ご連絡下さい。

(他)  棚田を守ろう会(他)  棚田を守ろう会(他)  棚田を守ろう会(他)  棚田を守ろう会

代表者:速水政夫  0735-22-7496  代表者:速水政夫  0735-22-7496  代表者:速水政夫  0735-22-7496  代表者:速水政夫  0735-22-7496  新宮市王子町2-5-25

第１回わかやま環境賞受賞。昭和50年に始めた海ガメの保護活動も平成26年で40年を迎えまし
た。

(他) 新宮市海ガメを保護する会 (他) 新宮市海ガメを保護する会 (他) 新宮市海ガメを保護する会 (他) 新宮市海ガメを保護する会 

王子ヶ浜での保護で産卵を見つけ、孵化場に移して孵化･飼育し、海に帰す活動を行っていま
す。 孵化した子ガメは水槽で飼育し、９月に市内の保育園や幼稚園の親子や小学校低学年の
児童を招待し、海に放流します。

どなたでも 会費あり

随時 随時

http://www.zb.ztv.ne.jp/tanada/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.wakayama-u.ac.jp/~nakat/minkuma.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

(他)  みんな笑顔の熊野プロジェクト　　略称：ミンクマ(他)  みんな笑顔の熊野プロジェクト　　略称：ミンクマ(他)  みんな笑顔の熊野プロジェクト　　略称：ミンクマ(他)  みんな笑顔の熊野プロジェクト　　略称：ミンクマ

ミンクマは2010年から活動を開始。まだ、小水力発電の開発と関連する研究やイベントが活動の
中心ですが、発電以外のことも徐々に参入します。目的はみんなが笑顔になるエコ地域づくりで
す。大学（和歌山大学、北大和歌山研究林）と住民（個人、ＮＰＯ）、企業、行政が連携し、活力あ
ふれる熊野をめざします。

どなたでも 参加費が必要

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kikin/koubotop.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

指定された期日

県内に事務所又は営業所を有する法人その他の団体

指定された期日

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然 紀南紀南紀南紀南

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然 紀南紀南紀南紀南温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 見学見学見学見学 体験体験体験体験 自然自然自然自然 紀南紀南紀南紀南
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２３１Ｎｏ．２３１Ｎｏ．２３１Ｎｏ．２３１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３２Ｎｏ．２３２Ｎｏ．２３２Ｎｏ．２３２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３３Ｎｏ．２３３Ｎｏ．２３３Ｎｏ．２３３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３４Ｎｏ．２３４Ｎｏ．２３４Ｎｏ．２３４

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(県) 都市のやすらぎ街なか緑化補助金(県) 都市のやすらぎ街なか緑化補助金(県) 都市のやすらぎ街なか緑化補助金(県) 都市のやすらぎ街なか緑化補助金

植樹・育成支援として県民等が行う街なかの植樹等への補助 をします。苗木の提供支援として
小学生等が学校等で育てたの苗木の提供をします。

どなたでも

指定された期日 指定された期日

県庁森林整備課　073-441-2982県庁森林整備課　073-441-2982県庁森林整備課　073-441-2982県庁森林整備課　073-441-2982　もしくは各振興局地域振興部林務課

小学生が育てた苗木を育てていただきます。

(県) 住宅用太陽光発電設備導入補助金(県) 住宅用太陽光発電設備導入補助金(県) 住宅用太陽光発電設備導入補助金(県) 住宅用太陽光発電設備導入補助金

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/matinakaryokka.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

県内において自らが居住する住宅（新築する住宅を含む）に住宅用太陽光発電設備を設置しよ
うとする方に補助します。

どなたでも

指定された期日まで 随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

例年応募が多数のため、抽選を行い、当選者に補助金を支給しています。

(他) かしの木バンク(他) かしの木バンク(他) かしの木バンク(他) かしの木バンク

次代を担う子供たちがドングリ集めや植樹を通じ、緑化に対する関心を高めるとともに、地域に
おける緑化推進を図る。

和歌山県内の子どもたち

指定された期日 指定された期日

イオン環境財団　043-212-6022イオン環境財団　043-212-6022イオン環境財団　043-212-6022イオン環境財団　043-212-6022 　千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

指定された期日 指定された期日

県庁森林整備課　073-441-2973県庁森林整備課　073-441-2973県庁森林整備課　073-441-2973県庁森林整備課　073-441-2973　もしくは各振興局林務課まで

Ｈ２４年　受付件数１０７件　苗木払戻本数：４２７本

(他) イオン環境財団　環境活動公募助成(他) イオン環境財団　環境活動公募助成(他) イオン環境財団　環境活動公募助成(他) イオン環境財団　環境活動公募助成

1991年から2351団体に総額２１億円あまりを助成

開発途上国および日本国内で植樹、森林整備、砂漠化防止、里地・里山・里海の保全、湖沼・河
川の浄化、野生生物の保護、絶滅危惧生物の保護の活動分野に該当するフィールドワークを伴
う活動を行っている団体に年間総額１億円を助成

NPO・NGO団体、個人

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kbank/kbank.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 温暖化温暖化温暖化温暖化

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２３５Ｎｏ．２３５Ｎｏ．２３５Ｎｏ．２３５

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３６Ｎｏ．２３６Ｎｏ．２３６Ｎｏ．２３６

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３７Ｎｏ．２３７Ｎｏ．２３７Ｎｏ．２３７

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３８Ｎｏ．２３８Ｎｏ．２３８Ｎｏ．２３８

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２３９Ｎｏ．２３９Ｎｏ．２３９Ｎｏ．２３９

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

実施校は92校、4048名参加（Ｈ２４年）

(県) グリーンカーテン事業(県) グリーンカーテン事業(県) グリーンカーテン事業(県) グリーンカーテン事業

（県） 紀の国緑育推進事業（県） 紀の国緑育推進事業（県） 紀の国緑育推進事業（県） 紀の国緑育推進事業

県内の小中学生等を対象に、森林や林業への関心を高め、森林を守り育てる意識を醸成するこ
とも目的に森林林業体験・学習に対し補助を行います。

小中学生等 無料

ゴーヤの栽培用具セット（プランター、ネット、用土、苗）を無料で提供します。希望に応じて指導
者（和歌山県地球暖化防止活動推進員）を派遣し、「グリーンカーテンづくり」を支援します。

県内の小学校 無料

指定された期日 春（指定された期日）

県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690県庁環境生活総務課　073-441-2690

県内の小学校小学校３８校で実施（H２４年）

（他） みどりの少年団活動への助成（他） みどりの少年団活動への助成（他） みどりの少年団活動への助成（他） みどりの少年団活動への助成

子ども達森に樹木や野鳥に親しむ機会を与え、校外の団体活動によって自然を大切にする思い
や林業に関する知識を身に付け、豊かな人間性と健康で明るい社会人に育ってもらうように活動
しています。

小中学生

指定された期日

公益財団法人河川財団近畿事務所　06-6942-2310　公益財団法人河川財団近畿事務所　06-6942-2310　公益財団法人河川財団近畿事務所　06-6942-2310　公益財団法人河川財団近畿事務所　06-6942-2310　大阪市中央区大手前1-7-31OMM

指定された期日 指定された期日

公益財団法人和歌山県緑化推進会（県庁森林整備課内）　073-441-2973公益財団法人和歌山県緑化推進会（県庁森林整備課内）　073-441-2973公益財団法人和歌山県緑化推進会（県庁森林整備課内）　073-441-2973公益財団法人和歌山県緑化推進会（県庁森林整備課内）　073-441-2973

学校や道路沿いの花づくり、野外活動等を実施する学校へ助成します。みどりの少年団同士の
交流会もあります。

(他) 河川整備基金助成事業(他) 河川整備基金助成事業(他) 河川整備基金助成事業(他) 河川整備基金助成事業

(県) 河川愛護団体に対する奨励制度(県) 河川愛護団体に対する奨励制度(県) 河川愛護団体に対する奨励制度(県) 河川愛護団体に対する奨励制度

「河川における除草やゴミ集め」などの美化活動や「鯉の稚魚の放流」「ゴミ捨て禁止の看板の設
置」等、河川清掃などの河川愛護活動を行っている愛護団体に対して奨励金を交付しています。

どなたでも

指定された期日 指定された期日

県庁河川課　073-441-3134県庁河川課　073-441-3134県庁河川課　073-441-3134県庁河川課　073-441-3134

活動団体233団体、活動人数50,466名（Ｈ１８年）
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/aigo/aigodantai.htm

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

指定された期日

県庁森林整備課　073-441-2970県庁森林整備課　073-441-2970県庁森林整備課　073-441-2970県庁森林整備課　073-441-2970　もしくは各振興局地域振興部林務課

小中高校、大学、法人、地方公共団体

指定された期日

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/sinrinseibi.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

指定された期日

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

http://wakayama-ryokusui.jp/contents/boy-scouts.html
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

河川に関する調査・研究、環境整備並びに河川への理解を深めるための活動に対する助成事
業です。

http://www.kasenseibikikin.jp/index.php ビル13F

体験体験体験体験 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２４０Ｎｏ．２４０Ｎｏ．２４０Ｎｏ．２４０

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２４１Ｎｏ．２４１Ｎｏ．２４１Ｎｏ．２４１

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２４２Ｎｏ．２４２Ｎｏ．２４２Ｎｏ．２４２

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

Ｎｏ．２４３Ｎｏ．２４３Ｎｏ．２４３Ｎｏ．２４３

内容内容内容内容

対象対象対象対象 費用費用費用費用

申し込み期間申し込み期間申し込み期間申し込み期間 実施時期実施時期実施時期実施時期

活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他活動実績・その他

(県) 地域活性化アグリビジネス支援事業補助制度(県) 地域活性化アグリビジネス支援事業補助制度(県) 地域活性化アグリビジネス支援事業補助制度(県) 地域活性化アグリビジネス支援事業補助制度

都市農村交流を促進するため、市民農園や交流・体験施設の整備及び農家民泊の開設にあた
り、予算の範囲内で補助金を交付します。

農業事業者

指定された期日 指定された期日

県庁果樹園芸課　073-441-2900　県庁果樹園芸課　073-441-2900　県庁果樹園芸課　073-441-2900　県庁果樹園芸課　073-441-2900　もしくは各振興局地域振興部まで

(他) 地球環境基金助成金(他) 地球環境基金助成金(他) 地球環境基金助成金(他) 地球環境基金助成金

環境保全に資する活動や地域に根ざした活動について、入門助成、一般助成、復興支援助成、
特別助成等を行います。

法人、ＮＰＯ、一定の要件を満たす一般団体

指定された期日 指定された期日

独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部　地球環境基金課　044-520-9505独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部　地球環境基金課　044-520-9505独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部　地球環境基金課　044-520-9505独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部　地球環境基金課　044-520-9505　川崎
市幸区大宮町1310　ミューザ川崎セントラルタワー8階

助成が認定されると年間５０万～３００万円の助成を受けることができます。

(他) ドコモ市民活動団体への助成（環境分野）(他) ドコモ市民活動団体への助成（環境分野）(他) ドコモ市民活動団体への助成（環境分野）(他) ドコモ市民活動団体への助成（環境分野）

「環境を守る」をテーマに、これからの地球や地域の環境のためになる省エネ、再生可能エネル
ギー導入、低炭素社会の実現に向けた活動 、循環型社会を形成するための活動  森林管理、
里地・里山づくり、希少生物の保護等の活動を実施している団体について助成します。

NPO団体

指定された期日 指定された期日

NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）事務局　03-3509-7651 NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）事務局　03-3509-7651 NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）事務局　03-3509-7651 NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）事務局　03-3509-7651 （平日10時～18
時　土日祝除く）東京都千代田区永田町2-11-1　山王パークタワー29F

(他) セブン－イレブン記念財団公募助成(他) セブン－イレブン記念財団公募助成(他) セブン－イレブン記念財団公募助成(他) セブン－イレブン記念財団公募助成

セブンイレブン記念財団　03-6238-3872セブンイレブン記念財団　03-6238-3872セブンイレブン記念財団　03-6238-3872セブンイレブン記念財団　03-6238-3872  東京都千代田区二番町8番地8

2001年～2013年までの助成総数　2,111件     助成総額　13億2991万円。

地域の市民の環境活動を支援する助成制度です。「地球温暖化対策助成」「活動助成」「自立事
業助成」「清掃助成」「緑化植花助成」について公募します。

NPO個人、任意団体、一般社団法人

指定された期日 指定された期日

http://www.7midori.org/index.html

http://www.mcfund.or.jp/

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

１団体あたりの助成額は50万円を標準とし、最高100万円までの申請を可能としますが、標準額
を超える申請の場合は施策内容などを審査のうえ、決定します。

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/gt/
申込先申込先申込先申込先

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/h26_info.html

申込先申込先申込先申込先
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ

行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる行動する・広げる 体験体験体験体験 自然自然自然自然 温暖化温暖化温暖化温暖化 ごみごみごみごみ
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.１No.１No.１No.１

ＵＲＬ

内容

No.２No.２No.２No.２

ＵＲＬ

内容

No.３No.３No.３No.３

ＵＲＬ

内容

No.４No.４No.４No.４

ＵＲＬ

内容

No.５No.５No.５No.５

ＵＲＬ

内容

No.６No.６No.６No.６

ＵＲＬ

内容

No.７No.７No.７No.７

ＵＲＬ

内容

No.８No.８No.８No.８

ＵＲＬ

内容

No.９No.９No.９No.９

ＵＲＬ

内容

リサイクルや環境問題について紹介しているサイトです。身近なゴミ問題から地球全体にかか
わる環境問題までわかりやすく説明しています。

「環境goo」は、環境に関する情報の総合ポータルサイトです。ここを訪れると、ひとりひとり地球
にやさしい環境を考え、それを行動につなげていけることができます。

環境省ホームページの中にあるサイトです。「こども環境白書」をはじめ、環境学習や環境保全
活動についてわかりやすく解説しています。

EIC ネットの中の子ども向けページ。ひとつの町をのぞきながら、身近なところにある環境問題
を考えます。もっと深く勉強したいという人には「かんきょう博物館」も充実しています。

環境省が開いている子ども向けサイトです。環境クイズやマンガなどで、楽しく環境について学
ぶことができます。全国のこどもたちの活躍のようすが紹介されています。

未来への地球の宝物として、たくさんの国々にある遺産を紹介しています。外国にも目を向
け、それぞれの文化や歴史を尊重する心を学ぶことができます。

　いま地球がたいへん　【独立行政法人　国立環境研究所】　いま地球がたいへん　【独立行政法人　国立環境研究所】　いま地球がたいへん　【独立行政法人　国立環境研究所】　いま地球がたいへん　【独立行政法人　国立環境研究所】

小学生のための環境リサイクル学習ホームページ　【(財)クリーン・ジャパンセンター】小学生のための環境リサイクル学習ホームページ　【(財)クリーン・ジャパンセンター】小学生のための環境リサイクル学習ホームページ　【(財)クリーン・ジャパンセンター】小学生のための環境リサイクル学習ホームページ　【(財)クリーン・ジャパンセンター】

　環境goo　　【NTTレゾナントグループ】　環境goo　　【NTTレゾナントグループ】　環境goo　　【NTTレゾナントグループ】　環境goo　　【NTTレゾナントグループ】

　こども環境省　　　【環境省】　こども環境省　　　【環境省】　こども環境省　　　【環境省】　こども環境省　　　【環境省】

http://www.nies.go.jp/nieskids/

http://www.cjc.or.jp/j-school/

http://eco.goo.ne.jp/

「６つの手ごわい問題」「６つの大切な問題」「２つの緊急課題」「さまざまな研究」の４つのコー
ナーに分かれていて、この中で、地球温暖化問題から生き物たちの保護、大気汚染、ごみ・リ
サイクルなどの幅広い分野について学習できます。

「エコロジー」をテーマにいろいろな活動をおこなっているサイトです。環境（かんきょう）問題を
解決するヒーロー「がんばれ！地球マン」の４コママンガもあります。

　イオルキッズ EOL KIDS　　【ＮＧＯ環境通信社　環境教育総合学習サイト】　イオルキッズ EOL KIDS　　【ＮＧＯ環境通信社　環境教育総合学習サイト】　イオルキッズ EOL KIDS　　【ＮＧＯ環境通信社　環境教育総合学習サイト】　イオルキッズ EOL KIDS　　【ＮＧＯ環境通信社　環境教育総合学習サイト】

林野庁ホームページの中にあるサイトです。森や木の大切さをわかりやすく解説していたり、森
を楽しく体験する「森の子くらぶ」の活動などを紹介しています。

http://www.eco-online.org/kids/

http://www.rinya.maff.go.jp/kids/top.html

　こども森林館　　【林野庁】　こども森林館　　【林野庁】　こども森林館　　【林野庁】　こども森林館　　【林野庁】

http://www.env.go.jp/kids/

http://www.j-ecoclub.jp/

http://www.eic.or.jp/library/ecokids/

http://www.unesco.or.jp/isan/

　こどもエコクラブ　　【環境省】　こどもエコクラブ　　【環境省】　こどもエコクラブ　　【環境省】　こどもエコクラブ　　【環境省】

　このゆびとまれ！エコキッズ　　【(財)環境情報センター】　このゆびとまれ！エコキッズ　　【(財)環境情報センター】　このゆびとまれ！エコキッズ　　【(財)環境情報センター】　このゆびとまれ！エコキッズ　　【(財)環境情報センター】

　世界遺産のページ　　【(公社)日本ユネスコ協会連盟】　世界遺産のページ　　【(公社)日本ユネスコ協会連盟】　世界遺産のページ　　【(公社)日本ユネスコ協会連盟】　世界遺産のページ　　【(公社)日本ユネスコ協会連盟】

■環境学習・環境保全活動関連サイト集■環境学習・環境保全活動関連サイト集■環境学習・環境保全活動関連サイト集■環境学習・環境保全活動関連サイト集

本サイト集は、環境学習・環境保全活動に関連した親しみやすく、分かりやすい具体
例が掲載されたウェブサイトの情報を集めました。掲載した情報やＵＲＬは変更・削
除されることがあります。予めご了承下さい。
※サイトを開く場合、ＵＲＬを入力するよりも、YahooやGoogle等の検索サイトで検
索する方が簡単です。
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.１０No.１０No.１０No.１０

ＵＲＬ

内容

No.１１No.１１No.１１No.１１

ＵＲＬ

内容

No.１２No.１２No.１２No.１２

ＵＲＬ

内容

No.１３No.１３No.１３No.１３

ＵＲＬ

内容

No.１４No.１４No.１４No.１４

ＵＲＬ

内容

No.１５No.１５No.１５No.１５

ＵＲＬ

内容

No.１６No.１６No.１６No.１６

ＵＲＬ

内容

No.１７No.１７No.１７No.１７

ＵＲＬ

内容

No.１８No.１８No.１８No.１８

ＵＲＬ

内容

No.１９No.１９No.１９No.１９

ＵＲＬ

内容

No.２０No.２０No.２０No.２０

ＵＲＬ

内容

http://www.jccca.org/

地球温暖化防止活動に関する総合学習・情報サイト、すぐに使えるパンフレット・パネル・図表
集などお役立ち情報が見つかります。

http://panasonic.co.jp/ad/pks/support/support_01.html

エネルギー、環境学習で自らの興味やテーマを発見できるよう、こどもたちにとって安全で役
立つリンク集や学習レポートに引用しやすいテキストコンテンツなどがそろっています。

 JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター 　　【環境省】 JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター 　　【環境省】 JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター 　　【環境省】 JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター 　　【環境省】

https://www.eeel.go.jp/

環境教育や環境学習を行う学校教員、指導者、家庭や地域の方々、子ども、職場の皆さんを
対象に、環境教育・環境学習に関する情報を総合的に提供しています。

　水に関する教育プログラム　プロジェクトＷｅｔ　　【(財)河川財団】　水に関する教育プログラム　プロジェクトＷｅｔ　　【(財)河川財団】　水に関する教育プログラム　プロジェクトＷｅｔ　　【(財)河川財団】　水に関する教育プログラム　プロジェクトＷｅｔ　　【(財)河川財団】

http://www.project-wet.jp/

河川や水、水辺に関する環境学習・環境保全活動の最新の具体例やヒントがいっぱいです。

http://www.iceee.jp/

エネルギー、環境教育に取り組む教員、指導者を支援する総合サイト、授業に役立つ教材・資
料、授業プラン、セミナー、研究会等を紹介します。

　エコロしーが　　【琵琶湖博物館 環境学習センター】　エコロしーが　　【琵琶湖博物館 環境学習センター】　エコロしーが　　【琵琶湖博物館 環境学習センター】　エコロしーが　　【琵琶湖博物館 環境学習センター】

http://www.ecoloshiga.jp/

　じゃぶじゃぶ川ネット　　【国土交通省】　じゃぶじゃぶ川ネット　　【国土交通省】　じゃぶじゃぶ川ネット　　【国土交通省】　じゃぶじゃぶ川ネット　　【国土交通省】

http://suntory.jp/mizu-iku/

こどもたちに水についての知識を伝えるだけではなく、水の大切さを感じて、水を守ろうという
気持ちになってもらうための体験型学習プログラムのサイトです。

　ＥＣＯ学習ライブラリー　　【環境省、文部科学省】　ＥＣＯ学習ライブラリー　　【環境省、文部科学省】　ＥＣＯ学習ライブラリー　　【環境省、文部科学省】　ＥＣＯ学習ライブラリー　　【環境省、文部科学省】

http://www.cgr.mlit.go.jp/tosyo/kids/Jabu/

　サントリーの「水育」　　【㈱サントリー】　サントリーの「水育」　　【㈱サントリー】　サントリーの「水育」　　【㈱サントリー】　サントリーの「水育」　　【㈱サントリー】

https://www.eeel.go.jp/env/nerai/index.html

一目でわかる学年別、教科別環境学習ガイドをはじめ、学校の授業に活かす具体的な教材・
資料など、ヒントが満載のお役立ちサイトです。

　授業に活かす環境教育　　【環境省、文部科学省】　授業に活かす環境教育　　【環境省、文部科学省】　授業に活かす環境教育　　【環境省、文部科学省】　授業に活かす環境教育　　【環境省、文部科学省】

国土交通省の子ども向けサイト。「川はどうしてできるの？」「川の生きもの見てみたい！」など、
川についての学習情報が満載です。

　EICネット　【(財)環境情報センター】　EICネット　【(財)環境情報センター】　EICネット　【(財)環境情報センター】　EICネット　【(財)環境情報センター】

http://www.eic.or.jp/

環境教育・環境保全活動を促進するための総合環境情報・交流ネットワークです。環境情報
ポータルサイトとして、環境ナビゲーションと環境コミュニケーションを２本柱としたサービスを提
供しています。

　新・エネルギー環境教育情報センター　新・エネルギー環境教育情報センター　新・エネルギー環境教育情報センター　新・エネルギー環境教育情報センター

水環境学習・水環境保全活動の先進的な取組み、具体的な学習プログラムやお役立ちヒント
が満載です。

http://www.toyota.co.jp/moritanken/

トヨタ自動車が整備を進める「トヨタの森・フォレスタヒルズモデル林」の紹介、里山保全や森林
学習の具体例やヒント、ゲーム等があります。

　トヨタの森フォレスタヒルズ探検隊　　【㈱トヨタ自動車】　トヨタの森フォレスタヒルズ探検隊　　【㈱トヨタ自動車】　トヨタの森フォレスタヒルズ探検隊　　【㈱トヨタ自動車】　トヨタの森フォレスタヒルズ探検隊　　【㈱トヨタ自動車】

　パナソニック　キッズスクール　　【㈱パナソニック】　パナソニック　キッズスクール　　【㈱パナソニック】　パナソニック　キッズスクール　　【㈱パナソニック】　パナソニック　キッズスクール　　【㈱パナソニック】
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.２１No.２１No.２１No.２１

ＵＲＬ

内容

No.２２No.２２No.２２No.２２

ＵＲＬ

内容

No.２３No.２３No.２３No.２３

ＵＲＬ

内容

No.２３No.２３No.２３No.２３

ＵＲＬ

内容

No.２４No.２４No.２４No.２４

ＵＲＬ

内容

No.２５No.２５No.２５No.２５

ＵＲＬ

内容

No.２６No.２６No.２６No.２６

ＵＲＬ

内容

No.２７No.２７No.２７No.２７

ＵＲＬ

内容

No.２８No.２８No.２８No.２８

ＵＲＬ

内容

No.２９No.２９No.２９No.２９

ＵＲＬ

内容

No.３０No.３０No.３０No.３０

ＵＲＬ

内容

　プラスチックとプラスチックリサイクル　　【(社)プラスチック循環利用協会】　プラスチックとプラスチックリサイクル　　【(社)プラスチック循環利用協会】　プラスチックとプラスチックリサイクル　　【(社)プラスチック循環利用協会】　プラスチックとプラスチックリサイクル　　【(社)プラスチック循環利用協会】

　ＮＧＫサイエンスサイト・家庭でできる科学実験シリーズ　　【㈱日本ガイシ】　ＮＧＫサイエンスサイト・家庭でできる科学実験シリーズ　　【㈱日本ガイシ】　ＮＧＫサイエンスサイト・家庭でできる科学実験シリーズ　　【㈱日本ガイシ】　ＮＧＫサイエンスサイト・家庭でできる科学実験シリーズ　　【㈱日本ガイシ】

http://site.ngk.co.jp/index.html

理科自由研究サイトの決定版、家庭で、親子でできる環境実験等も多数紹介、夏休みの自由
研究に是非、ご活用下さい。

　「買う」からはじめるエコ～「エコ商品ねっと」　　【グリーン購入ネットワーク】　「買う」からはじめるエコ～「エコ商品ねっと」　　【グリーン購入ネットワーク】　「買う」からはじめるエコ～「エコ商品ねっと」　　【グリーン購入ネットワーク】　「買う」からはじめるエコ～「エコ商品ねっと」　　【グリーン購入ネットワーク】

　グリーンカーテンプロジェクト　　【環境省】　グリーンカーテンプロジェクト　　【環境省】　グリーンカーテンプロジェクト　　【環境省】　グリーンカーテンプロジェクト　　【環境省】

https://www.challenge25.go.jp/green/

環境省は、CO2削減・夏の節電対策として、ゴーヤやアサガオなどの植物を育てて作る「グリー
ンカーテン」を推進しています。和歌山県でもＨ２５年度から、省エネに役立ち、ひいてはCO2
削減にもつながる取組みをスタートしました。様々なツールがダウンロードできるサイトです。

http://www.honda.co.jp/leafel/index.html

電気自動車、ロボットなどの先端技術やエコライフの提案などを絵本で楽しく学べるサイトで
す。

プラスチックのリサイクルに関する学習支援のサイト、学習プログラムやワークシート等、分かり
やすく多彩な内容です。

会員登録６万人の科学、理科、環境教育の総合サイト、登録（無料）すると授業や環境活動に
関する様々な情報が得られる、超おすすめサイトです。

　ぼくら地球探検隊　　【ＪＡＩＣＡ　国際協力機構】　ぼくら地球探検隊　　【ＪＡＩＣＡ　国際協力機構】　ぼくら地球探検隊　　【ＪＡＩＣＡ　国際協力機構】　ぼくら地球探検隊　　【ＪＡＩＣＡ　国際協力機構】

　ホンダ・リーフェルものがたり　　【㈱ホンダ】　ホンダ・リーフェルものがたり　　【㈱ホンダ】　ホンダ・リーフェルものがたり　　【㈱ホンダ】　ホンダ・リーフェルものがたり　　【㈱ホンダ】

http://www.pwmi.jp/

　理科ねっとわーく　【日本科学技術振興機構】　理科ねっとわーく　【日本科学技術振興機構】　理科ねっとわーく　【日本科学技術振興機構】　理科ねっとわーく　【日本科学技術振興機構】

http://www.rikanet.jst.go.jp/

全国各地で子どもたちに向けて実施している「みどりの授業」の紹介、クイズなどを通じて楽しく
学べるコンテンツなど、防犯・防災・地球環境保護についての情報をご提供しています。

http://www.jica.go.jp/kids/pages/

http://www.maff.go.jp/j/kids/index.html

環境、人口増加、貧困など、世界中で解決すべき問題提起をわかりやすく学べるサイトです。

http://www.nef.or.jp/index.html

地球環境と農林水産業、食育等に関する具体的な学習プログラムや親子で楽しむゲームな
ど、こどもたちが健全な食生活を送る、健やかな環境づくりのための情報が得られます。

　新エネルギー財団ホームページ　　【新エネルギー財団】　新エネルギー財団ホームページ　　【新エネルギー財団】　新エネルギー財団ホームページ　　【新エネルギー財団】　新エネルギー財団ホームページ　　【新エネルギー財団】

子ども向けから大人向けまで、利用可能な多様なエネルギーについて学ぶことができるサイト
です。

　みらい研究所　　【㈱東京海上ホールディング】　みらい研究所　　【㈱東京海上ホールディング】　みらい研究所　　【㈱東京海上ホールディング】　みらい研究所　　【㈱東京海上ホールディング】

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/kids/

　こどものためのコーナー　　【農林水産省】　こどものためのコーナー　　【農林水産省】　こどものためのコーナー　　【農林水産省】　こどものためのコーナー　　【農林水産省】

リサイクルや産業廃棄物処理について紹介するサイトです。アニメーションやゲームで楽しく学
ぶことができます。日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ展」で紹介した事例など環境問
題についての豊富な情報が掲載されています。

http://www.gpn.jp/econet/

日本最大級の環境配慮型商品（エコ商品）のデータベース、購入者が必要性を十分に考えた
購入を心掛け、環境に与える負荷ができるだけ小さい製品の優先的購入（グリーン購入）を進
めるためのサイトです。

 資源リサイクルセンター「松田商店」 資源リサイクルセンター「松田商店」 資源リサイクルセンター「松田商店」 資源リサイクルセンター「松田商店」

http://www.eco-kururin-matsuda.co.jp/index.html
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.３１No.３１No.３１No.３１

No.３２No.３２No.３２No.３２

No.３３No.３３No.３３No.３３

ＵＲＬ

内容
学校における各教科、総合的な学習の時間、特別活動等の環境教育の場はもとより、家庭や
地域、事業所、民間団体等における環境学習・環境保全活動の場において是非、活用してく
ださい。上記のサイトからダウンロードできます。

　「学校における環境教育指針」（きのくにエコプログラム）　　【和歌山県】　「学校における環境教育指針」（きのくにエコプログラム）　　【和歌山県】　「学校における環境教育指針」（きのくにエコプログラム）　　【和歌山県】　「学校における環境教育指針」（きのくにエコプログラム）　　【和歌山県】

　「きのくにエコスクール基準」　　【和歌山県】　「きのくにエコスクール基準」　　【和歌山県】　「きのくにエコスクール基準」　　【和歌山県】　「きのくにエコスクール基準」　　【和歌山県】

　「わかやま環境学習プログラム～小学校指導者用・中学校指導者用」　　【和歌山県】　「わかやま環境学習プログラム～小学校指導者用・中学校指導者用」　　【和歌山県】　「わかやま環境学習プログラム～小学校指導者用・中学校指導者用」　　【和歌山県】　「わかやま環境学習プログラム～小学校指導者用・中学校指導者用」　　【和歌山県】

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/koumoku2/sub6_5.html
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.１No.１No.１No.１

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.２No.２No.２No.２

対象 企画・製作 時間 ２３分

内容

No.３No.３No.３No.３

対象 企画・製作 時間 ３０分

内容

No.４No.４No.４No.４

対象 企画・製作 時間 ２３分

内容

No.５No.５No.５No.５

対象 企画・製作 時間 ２３分

内容

No.６No.６No.６No.６

対象 企画・製作 時間 ２３分

内容

No.７No.７No.７No.７

対象 企画・製作 時間 １１分

内容

No.８No.８No.８No.８

対象 企画・製作 時間 ２５分

内容

No.９No.９No.９No.９

対象 企画・製作 時間 ２５分

内容

No.１０No.１０No.１０No.１０

対象 企画・製作 時間 １５分

内容

宇宙・地球・生物・恐竜・人類の誕生・土壌・光合成・食物連鎖・水と空気循環

小学生

あき缶処理対策協会（Ｈ５年）

　地球サミットからの報告　 ～今こそ行動へ～　地球サミットからの報告　 ～今こそ行動へ～　地球サミットからの報告　 ～今こそ行動へ～　地球サミットからの報告　 ～今こそ行動へ～

　温暖化から地球を守る　～僕らでつくる、新グスコーブドリの伝記～　温暖化から地球を守る　～僕らでつくる、新グスコーブドリの伝記～　温暖化から地球を守る　～僕らでつくる、新グスコーブドリの伝記～　温暖化から地球を守る　～僕らでつくる、新グスコーブドリの伝記～

　地球をゴミ惑星にするな！ ～世界のリサイクル事情～　地球をゴミ惑星にするな！ ～世界のリサイクル事情～　地球をゴミ惑星にするな！ ～世界のリサイクル事情～　地球をゴミ惑星にするな！ ～世界のリサイクル事情～

　もっと知りたい！ 環境アセスメント　もっと知りたい！ 環境アセスメント　もっと知りたい！ 環境アセスメント　もっと知りたい！ 環境アセスメント

1990年ブラジルで開催された地球サミットの状況、地球環境問題の概要紹介、都市生活型公
害やリサイクル活動紹介

環境省（Ｈ２年）

宮沢賢治の名作「グラスコープドリの伝記」を切っ掛けに地球温暖化についてファンタジックに
紹介

小学生～一般 (財)日本環境協会（Ｈ３年）

　地球の秘密②　地球の秘密②　地球の秘密②　地球の秘密②

あき缶くんがスチール缶のリサイクル過程を紹介する。

㈱日本コロンビア（Ｈ９年）

海・酸性雨・オゾン層・熱帯雨林の減少・生活の工夫

小学生

　教えて！あき缶くん！　～スチール缶・リサイクルのすべて～　教えて！あき缶くん！　～スチール缶・リサイクルのすべて～　教えて！あき缶くん！　～スチール缶・リサイクルのすべて～　教えて！あき缶くん！　～スチール缶・リサイクルのすべて～

　みんなで守ろう地球の未来　 ～環境を守る市民団体の活動～　みんなで守ろう地球の未来　 ～環境を守る市民団体の活動～　みんなで守ろう地球の未来　 ～環境を守る市民団体の活動～　みんなで守ろう地球の未来　 ～環境を守る市民団体の活動～

小学生以上を対象にアルミ缶回収活動の概要と回収後のリサイクルの工程について紹介

小学生

　地球の秘密①　地球の秘密①　地球の秘密①　地球の秘密①

 一般 環境省（Ｈ５年）

環境省

(財)日本アルミニウム連盟

㈱日本コロンビア（Ｈ９年）

　2020年からのメッセージ　～集めた缶はどうなる？～　2020年からのメッセージ　～集めた缶はどうなる？～　2020年からのメッセージ　～集めた缶はどうなる？～　2020年からのメッセージ　～集めた缶はどうなる？～

温暖化・オゾン層の破壊・熱帯雨林の減少・酸性雨・こどもエコクラブの積極的な活動紹介

小学生～一般

イギリス、アメリカ、スウェーデンにおけるリサイクル活動、車社会のリサイクルの現状をドキュメ
ンタリー調に紹介

 一般 環境省（Ｈ１０年）

道路や空港、ダムなどのインフラ開発を行う場合、環境にどのような影響を与えるかを考えま
す。

環境を守るために取り組むNGOにスポットをあてたドキュメンタリービデオ。リサイクル活動、ウミ
ガメ保護、植林活動など

小学生

　キミもなれる地球を守る　“アースレンジャー”　キミもなれる地球を守る　“アースレンジャー”　キミもなれる地球を守る　“アースレンジャー”　キミもなれる地球を守る　“アースレンジャー”

 一般

小学生～一般 (財)日本環境協会（Ｈ７年）

■環境学習・環境保全活動に関するビデオ・ＤＶＤ一覧■環境学習・環境保全活動に関するビデオ・ＤＶＤ一覧■環境学習・環境保全活動に関するビデオ・ＤＶＤ一覧■環境学習・環境保全活動に関するビデオ・ＤＶＤ一覧

県環境生活総務課で、貸し出し可能なＤＶＤ（ビデオ）は下記の通りです。貸出期間
は二週間です。ご希望の方は本課に問い合わせて下さい。
県環境生活総務課 073-441-2690
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.１１No.１１No.１１No.１１

対象 企画・製作 時間 ３０分

内容

No.１２No.１２No.１２No.１２

対象 企画・製作 時間 ２４分

内容

No.１３No.１３No.１３No.１３

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.１４No.１４No.１４No.１４

対象 企画・製作 時間 １７分

内容

No.１５No.１５No.１５No.１５

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.１６No.１６No.１６No.１６

対象 小学生 企画・製作 時間 １７分

内容

No.１７No.１７No.１７No.１７

対象 小学生 企画・製作 時間 １８分

内容

No.１８No.１８No.１８No.１８

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.１９No.１９No.１９No.１９

対象 企画・製作 時間 ２５分

内容

No.２０No.２０No.２０No.２０

対象 企画・製作 時間 ３０分

内容

No.２１No.２１No.２１No.２１

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.２２No.２２No.２２No.２２

対象 企画・製作 時間

内容

　まもろう水鳥の生息地　まもろう水鳥の生息地　まもろう水鳥の生息地　まもろう水鳥の生息地

小学生 東京シネ・ビデ

水鳥の生息地である湿地の役割を理解

　ちきゅうだいすき　～みんなで楽しむエコライフ～　ちきゅうだいすき　～みんなで楽しむエコライフ～　ちきゅうだいすき　～みんなで楽しむエコライフ～　ちきゅうだいすき　～みんなで楽しむエコライフ～

小学生 環境省（Ｈ６年）

ごみ・水質汚濁・大気汚染等環境問題について、地球のために取り組めるエコライフを紹介

生活排水やゴミ問題について環境にやさしい暮らしの工夫を紹介する

　～地球のために私たちができること～　未利用エネルギーの効果的な活用　～地球のために私たちができること～　未利用エネルギーの効果的な活用　～地球のために私たちができること～　未利用エネルギーの効果的な活用　～地球のために私たちができること～　未利用エネルギーの効果的な活用

一般 (財)日本熱供給事業協会（Ｈ９年）

地球温暖化防止に役立つ未利用エネルギーの活用事例を紹介、省エネルギー効果や環境
保全効果を具体的に示す

環境アニメ、火事で失った森を再生させるミナの村人達の物語

(財)ユネスコ・アジア文化センター（Ｈ１２年）

　ミナの村と川　ミナの村と川　ミナの村と川　ミナの村と川

環境アニメ、川や井戸水の汚染により、水の大切さを知り、川を蘇らせようとするミナの物語

(財)ユネスコ・アジア文化センター（Ｈ１０年）

一般 (財)埼玉県生態系保護協会（Ｈ９年）

学校にビオトープを作る際の基本的視点・配慮すべき事項を解説

(財)日本環境衛生センター

㈱日本国土開発

酸性雨の発生原因を考え防ぐために必要な私たちの取組を学ぶ

　甦れ熱帯雨林　甦れ熱帯雨林　甦れ熱帯雨林　甦れ熱帯雨林

地球環境を守るため、温暖化やごみ問題などの視点から、環境にやさしい商品の購入や資源
を無駄にしないことなどのグリーン購入の大切さを解説

　酸性雨を考える　～わたしたちの地球をまもるために～　酸性雨を考える　～わたしたちの地球をまもるために～　酸性雨を考える　～わたしたちの地球をまもるために～　酸性雨を考える　～わたしたちの地球をまもるために～

一般

一般

一般

㈱毎日映画社（Ｈ３年）

環境省（Ｈ１３年）

　生活排水を考える！　生活排水を考える！　生活排水を考える！　生活排水を考える！

小学生～一般 和歌山県（Ｈ１１年）

架空の生物カッパととある一家が繰り広げる物語を通して生活排水問題を考える

　暮らしと環境　～環境にやさしい暮らしの工夫～　暮らしと環境　～環境にやさしい暮らしの工夫～　暮らしと環境　～環境にやさしい暮らしの工夫～　暮らしと環境　～環境にやさしい暮らしの工夫～

一般 和歌山県（Ｈ３年）

マレーシアでの熱帯雨林の再生

　学校ビオトープ　～校庭につくる地域の自然～　学校ビオトープ　～校庭につくる地域の自然～　学校ビオトープ　～校庭につくる地域の自然～　学校ビオトープ　～校庭につくる地域の自然～

　ミナの村と森　ミナの村と森　ミナの村と森　ミナの村と森

　私たちのリサイクル・プラン　私たちのリサイクル・プラン　私たちのリサイクル・プラン　私たちのリサイクル・プラン

日本各地の廃棄物の現状やリサイクルの取組みを調べる。子ども会でリサイクルに取組む方法
などについて話し合う。

　地球のためにできること　 ～みんなではじめようグリーン購入～　地球のためにできること　 ～みんなではじめようグリーン購入～　地球のためにできること　 ～みんなではじめようグリーン購入～　地球のためにできること　 ～みんなではじめようグリーン購入～

小学生～一般
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No.２３No.２３No.２３No.２３

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.２４No.２４No.２４No.２４

対象 企画・製作 時間 ２３分

内容

No.２５No.２５No.２５No.２５

対象 企画・製作 時間 ３７分

内容

No.２６No.２６No.２６No.２６

対象 企画・製作 時間 ４０分

内容

No.２７No.２７No.２７No.２７

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.２８No.２８No.２８No.２８

対象 小学生 企画・製作 時間 ２８分

内容

No.２９No.２９No.２９No.２９

対象 高校生 企画・製作 時間 ３７分

内容

No.３０No.３０No.３０No.３０

対象 企画・製作 時間

内容

No.３１No.３１No.３１No.３１

対象 企画・製作 時間 ２２分

内容

No.３２No.３２No.３２No.３２

対象 企画・製作 時間 １００分

内容

エネルギー環境教育情報センター（Ｈ１３年）

エネルギー環境教育情報センター（Ｈ１４年）

地球温暖化の原因からその影響、１００年後のシミュレーション、代替エネルギーや新エネル
ギー、循環型社会をめざすためのポイントなどについて５つのセクションに分けて、わかりやす
く紹介されています。
また、５つのセクションを22分間にまとめたダイジェスト版もあります

環境アニメ。子山羊が畑に捨てられたビニル袋を食べ死んだり、子どもが不衛生なごみで病気
になったことから、ごみ処理に協力して解決しようとするミナの村人達の物語

　地球温暖化　今、私たちにできること　地球温暖化　今、私たちにできること　地球温暖化　今、私たちにできること　地球温暖化　今、私たちにできること

小学生～一般 環境省（Ｈ２０年）

総合的な学習の時間」における導入教育用。限りあるエネルギー資源と地球規模での環境問
題の顕在化。くらしや産業を支えるエネルギーの重要性と問題点について児童に探究心を持
たせながら発展学習に結びつけられるよう広がりを持たせています

　ガイアファイル　～映像で見るエネルギーと環境～　ガイアファイル　～映像で見るエネルギーと環境～　ガイアファイル　～映像で見るエネルギーと環境～　ガイアファイル　～映像で見るエネルギーと環境～

　知ろう学ぼう考えよう地球温暖化　知ろう学ぼう考えよう地球温暖化　知ろう学ぼう考えよう地球温暖化　知ろう学ぼう考えよう地球温暖化

　木を植えた男　木を植えた男　木を植えた男　木を植えた男

小学生 ㈱光村教育図書

アカデミー賞短編映画アニメーション賞受賞作、フランスの山岳地帯で人知れず植樹する人の
物語

　瀬戸内海の環境保全　瀬戸内海の環境保全　瀬戸内海の環境保全　瀬戸内海の環境保全

一般 瀬戸内海環境保全協会（Ｈ９年）

昭和30年代からの国はじめ自治体、事業者、地域住民が一体となって取り組んできた瀬戸内
海の環境保全の記録

　地球砂漠化ってどんなこと？　地球砂漠化ってどんなこと？　地球砂漠化ってどんなこと？　地球砂漠化ってどんなこと？

小学生～一般 (財)日本環境協会（Ｈ８年）

イースター島での森林伐採、人口増加などによる環境破壊を取り上げている

小学生～一般 和歌山県（Ｈ１４年）

高校生に対してエネルギー・環境に関する適切な情報を提供し、特に地球的・国際的な視点
にたってエネルギー・環境問題を認識させるとともに、問題解決に向けた一人ひとりの主体的
な取り組みを喚起することを目的に製作。各科目や「総合的な学習の時間」においての使用を
目的として、特に科学や技術に関する正しい理解という視点に配慮した内容となっています

　私たちの宝物　～かけがえのない地球とエネルギー、そしてみんなの未来～　私たちの宝物　～かけがえのない地球とエネルギー、そしてみんなの未来～　私たちの宝物　～かけがえのない地球とエネルギー、そしてみんなの未来～　私たちの宝物　～かけがえのない地球とエネルギー、そしてみんなの未来～

和歌浦干潟の代表的な生き物である「ハクセンシオマネキ」が、和歌浦干潟の過去から現在ま
での変遷と、その周囲の環境や干潟で生活する生き物について、わかりやすく説明しています

小学生～一般 わかやま海域環境研究機構（Ｈ１７年）

平成14年11月2日に開催した「わかやまジュニア環境サミット」の様子と参加グループの取組を
紹介

　和歌浦干潟学習ビデオ　「干潟って何？」　和歌浦干潟学習ビデオ　「干潟って何？」　和歌浦干潟学習ビデオ　「干潟って何？」　和歌浦干潟学習ビデオ　「干潟って何？」

　わかやまジュニア環境サミット　わかやまジュニア環境サミット　わかやまジュニア環境サミット　わかやまジュニア環境サミット

小学生～一般 環境省（Ｈ１４年）

小学生～一般 (財)ユネスコ・アジア文化センター（Ｈ１８年）

地球温暖化の原因からその影響、国内外の対策など３０項目に分かれ、迫力ある映像によりわ
かりやすく説明されています

　ミナの村のごみ騒動　ミナの村のごみ騒動　ミナの村のごみ騒動　ミナの村のごみ騒動
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