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1.1 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とされました。 

これを受け、本県では、行動計画に当たるものとして、平成２６年６月に『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）を策定しました。以後、毎年情報を更新し、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。 

 

 

 

1.2 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

覆われているため、古くから紀州は「木の国」と言われてきました。 

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 第１章 

策定の趣旨 １ 
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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

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。 

 

  

 

1.3 策定の理念  
 

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」「各取組をつなぐ」の３つを基本的な考え方として取組を推進していきま

す。 
 

 

2.1 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。 

 
 

 

2.2 段階に応じて取り組む 
 

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段階で取組を推進していきます。 

 
 

 

2.3 各取組をつなぐ 
 

環境保全の取組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・団体の取組をつなぐことを推進していきます。 

基本的な考え方 ２ 
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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

地域資源の活用１

具体的な施策

1.1  本県の環境資源

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
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
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
南紀熊野には、橋杭岩など貴重な地質

や地形があり、そこで育まれた自然や

文化等に触れ親しみ、一緒に楽しむこ

とができるのがジオパークです。

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）

（２）豊かな自然

（１）県の象徴

県の魚

『まぐろ』
県の木

『うばめがし』

県の鳥

『めじろ』

県の花

『うめ』

温暖な海にすむクマノミとオコゼ

北山渓谷(熊野川の支流)の筏下り

橋杭岩（串本町）

ナチマイマイ

コウヤマキ
アカウミガメの産卵（みなべ町）

『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   4
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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、さん

しょう、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
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。

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。

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・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、2019年で登録15

周年を迎えました。

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。

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
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、今から約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

（４）環境に根ざした文化

天神崎（田辺市）

南方熊楠

黒江漆器づくり
(江戸時代)

湯の峰温泉

杉林

勝浦漁港

みかん 梅 柿

スターチス
全
国
一

熊野古道・中辺路

古式捕鯨図

高野山根本大塔

さんしょう

『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   5
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1.2　地域資源を生かした取組

分類

自然観察

自然体験

調査

緑化美化

食育

ごみ
省エネ

・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

取組の例 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

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

大サンゴ群生

和歌山の動物・植物

南紀熊野ジオパーク

木の国・わかやまの林業

清流

果樹王国、野菜づくり

紀伊山地の霊場と参詣道

南方熊楠

伝統料理、鯨食

元祖温泉県・わかやま

和歌山の動物・植物

清流

自然公園・遊歩道

地域の伝統産業

木の国・わかやまの林業

ナショナルトラスト運動

“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   6



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

類型 概要

ポスター、作文、標語等の募集

『
親
し
む
・
知
る

』

（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

施設での見学や体験（利用）

③　出前講座 講師派遣、環境出前授業

（２）環境学習の教材等

④　環境学習用教材 図書、DVD、学習教具等の貸し出しや提供

⑦　学校での取組 学校における環境学習の積極的な取組事例

⑤　コンクール等

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

『
行
動
す
る
・
広
げ
る

』
（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

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 環境学習、環境活動の顕彰等

段階に応じた取組２

2.1  各段階に応じた取組の概要

県内には地域資源を生かした様々な取組があります。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を紹介します。これらの取組を活用すること
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。
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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. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

1
(紀美野町・有田川町) 生石高原スス
キ再生事業「生石高原山焼き」

一般(どなたでも) ●
紀北
紀中

41

2
(県) 「熊野古道」・「高野参詣道」
環境保全トレッキング

一般(どなたでも) ● 41

3
(県) 次世代育成事業〔世界遺産
ウォーク〕

小中高校生
（学校単位）

● 41

4
(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)
(小学3年以下は保
護者同伴)

● 紀北 42

5 (白浜町) ふるさとを歩こう
小学生以上
（小学生は保護
者同伴）

● 紀南 42

6
(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然
学校「森のクラフト教室」

小学生以上 ● 紀南 42

7
(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然
学校「百間山渓谷エコツアー」

小学生以上 ● 紀南 42

　◆凡例◆

（１）環境学習の機会　　『 親しむ ・知る 』

　「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

　(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

　『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

　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

2.2  取組例の一覧 （平成31年4月1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
取組の例を一覧にして紹介します。

各取組の詳しい内容は各取組に付記してある資料編の各頁を御覧ください。

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. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

8
(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然
学校「安川渓谷エコツアー」

小学生以上 ● 紀南 43

9
(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然
学校「金剛杖作りとプチ熊野古道
ウォーク」

小学生以上
(20人以上要相談)

● 紀南 43

10
(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然
学校「法師山エコツアー」

小学生以上 ● 紀南 43

11
(他) 公益財団法人 吉野川紀の川源流
物語「源流学の森づくりボランティ
ア」

小学5年生以上
(小学生以下は保護
者同伴)(定員10名)

● 紀北 44

12
(県) 根来げんきの森「プレーパー
ク」

一般(どなたでも) ● 紀北 44

13
(県) 根来げんきの森「ネイチャー
ゲーム」

一般(どなたでも) ● 紀北 44

14
(県) 根来げんきの森「竹細工・木工
クラフト体験」

一般(どなたでも) ● 紀北 44

15
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 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」

小学生以上
（小学生は保護
者同伴）

● 紀南 45

16
(他) 橋本ひだまり倶楽部「自然体験
クラブ」

小学3年生
～6年生

● 紀北 45

17
(他) 橋本ひだまり倶楽部「トムソー
ヤ」

小学1年生
～2年生

● 紀北 45

18
(他) 橋本ひだまり倶楽部「森のよう
ちえん カッキーズ」

2歳～5歳 ● 紀北 46

19
(他) 橋本ひだまり倶楽部 森のようち
えん「Hygge(ヒュッゲ)」

1歳～5歳 ● 紀北 46

20
(他) 橋本ひだまり倶楽部「森 de おさ
んぽ会」

2歳～5歳 ● 紀北 46

21
(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4～6年生
(定員20名)

● 紀南 47

22
(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 47

23
(県) 県立自然博物館「チリメンモン
スターイン和歌山」

小学生以上
（小学4年生以下は
保護者同伴）

● 紀北 47

24
(県) 県立自然博物館「磯の生物観察
会」

小学生以上
（小学生は保護者
同伴）

● 紀北 47

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. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

25
(県) 県立自然博物館「干潟の生物観
察会」

小学生以上
（小学生は保護者
同伴）

● 紀北 48

26
(県) 県立自然博物館「ゆかし潟の自
然観察会」

ジュニア自然博
アカデミー登録者
(水族分野)

● 紀北 48

27
(県) 県立自然博物館「川原の石の観
察会」

小学生以上
（小学生は保護者
同伴）

● 紀北 48

28
(県) 県立自然博物館「魚にエサをや
ろう①②」

小学生以上
（小学生は保護者
同伴）

● 紀北 48

29
(県) 県立自然博物館「ウミガメの産
卵みれるかな」

18才以上 ● 紀中 49

30
(県) 県立自然博物館「家族で体験、
夜の水族館」

家族単位 ● 紀北 49

31
(県) 県立自然博物館 講演会「干潟に
暮らす魚の生きざま～海と陸の狭間で
～」

小学5年生以上 ● 紀北 49

32
(県) 県立自然博物館「食卓に上がる
魚をじっくりみてみよう」

小学5生以上
（小学生は保護者
同伴）

● 紀北 49

33
(県) 紀北青少年の家「みんなでイカ
ダ作り～プールに浮かべて競争しよ
う！～」

小学4年生
～6年生

● 紀北 50

34
(県) 白崎青少年の家「感動体験！
ファミリーフィッシング」

家族 ● 紀中 50

35
(県) 潮岬青少年の家「日帰り子ども
スノーケリング体験」

小学5年生～
中学3年生

● 紀南 50

36 (紀の川市) 平池ウォークラリー
どなたでも
（小学3年生以下は
保護者同伴）

● 紀北 50

37
(田辺市) ふるさと自然公園センター
「新緑」「春」「初夏」「秋」「海
辺」の生き物観察教室

一般(どなたでも) ● 紀南 51

38 (白浜町) 水辺環境教室
小学4年生～6年生
(町内小学生を優先)

● 紀南 51

39
(他) 公益財団法人 吉野川紀の川源流
物語「水源池の森ツアー」

小学生以上
(小学生以下は保護
者同伴)(定員20名)

● 紀北 51

40
(他) (公財)天神崎の自然を大切にする
会　天神崎自然観察教室

一般(どなたでも) ● 紀南 51

41
(N) Blue Ocean for Children(BOC)
「チリメンモンスターをさがせ」

小学生 ● 紀北 52

42
(N) 自然体験学習支援センター
「和歌山海洋環境体験実習 in 白浜ス
ノーケリング」

小学生以上
(小学3年生以下は
保護者同伴)

● 紀南 52
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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. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

43
(N) 自然体験学習支援センター
「海からジオパーク in 白浜スノーケ
リング」

一般(どなたでも) ● 紀南 52

44
(N) 人と自然とまちづくりと「日本遺
産 和歌の浦干潟での環境学習会」

小学生以上 ● 紀北 52

45
(N) 人と自然とまちづくりと「いきも
のいっぱい！磯の環境学習会」

小学生以上 ● 紀北 53

46
(他) トンガの鼻自然クラブ ビーチク
リーン＆磯遊び

どなたでも
（小学生以下は保
護者同伴）

● ● 紀北 53

47
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇
久井ビジターセンター 海と森の自然
塾「磯遊び」

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

● 紀南 53

48 (県) 県立自然博物館「昆虫合宿」
ジュニア自然博
アカデミー登録者
(昆虫分野)

● 紀北 53

49
(県) 県立自然博物館「ハ虫類の解剖
実習」

ジュニア自然博
アカデミー登録者
(陸上動物分野)

● 紀北 54

50
(県) 紀北青少年の家「ホタルのキャ
ンプ」

小学3年生
～6年生

● 紀北 54

51 (紀の川市) 江川中のホタル 一般(どなたでも) ● 紀北 54

52
(紀の川市) 細野渓流キャンプ場 ホタ
ル祭り

一般(どなたでも) ● 紀北 54

53 (紀の川市) きしべの里 ホタル観賞 一般(どなたでも) ● 紀北 55

54 (紀の川市) 蛍の里薄木神社 夜宮祭 一般(どなたでも) ● 紀北 55

55 (紀の川市) 増渕のホタル 一般(どなたでも) ● 紀北 55

56 (紀の川市) ホタル学習会・観賞会 一般(どなたでも) ● 紀北 55

57
(和歌山市) こども科学館「親子生き
物博士教室」

子供同伴の家族 ● 紀北 56

58
未来遺産登録地・孟子不動谷で自然観
察体験

一般(どなたでも) ● 紀北 56

植 物 関 係

動 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. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

59
(県) 和歌山県花を愛する県民の集い
「ハンキングバスケット教室」

県内に在住・
通学・就学の方

● 56

60
(県) 植物公園緑化センター「ボタニ
カルアート教室」

一般(どなたでも) ● 紀北 57

61
(県) 植物公園緑化センター「寄せ植
え教室」

一般(どなたでも) ● 紀北 57

62
(県) 植物公園緑化センター「アジサ
イの剪定教室」

一般(どなたでも) ● 紀北 57

63
(県) 植物公園緑化センター「バラの
手入れ教室」

一般(どなたでも) ● 紀北 57

64
(県) 植物公園緑化センター「洋ラン
の育て方教室」

一般(どなたでも) ● 紀北 58

65
(県) 県立自然博物館「どんぐりひろ
いと工作教室」

小学生以上
（小学4年生以下は
保護者同伴）

● 紀北 58

66
(県) 県立自然博物館「熊野古道の植
物観察」

小学5年生以上
(小学生は保護者同
伴)

● 紀北 58

67
(県) 県立自然博物館「植物をじっく
り見てみよう」

ジュニア自然博
アカデミー登録者
(植物分野)

● 紀北 58

68
(N) 花いっぱい推進協議会「寄せ植え
無料体験」

一般(どなたでも) ● 紀北 59

69
(県) 紀北青少年の家「新緑キャンプ
～自然の中で生活しよう！～」

小学3年生
～6年生

● 紀北 59

70
(県) 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 59

71
(県) 紀北青少年の家「秘密基地でピ
ザを作ろう！」

親子 ● 紀北 59

72
(県) 紀北青少年の家
「ハロウィンナイト～今夜は仮想で盛
り上がろう！～」」

小学3年生
～6年生

● 紀北 60

73
(県) 紀北青少年の家「あわてんぼう
のサンタクロース」

小学3年生
～6年生

● 紀北 60

74
(県) 紀北青少年の家「親子キャン
プ」

親子 ● 紀北 60

75
(県) 紀北青少年の家「親子七夕キャ
ンプ～うどん作り～」

親子 ● 紀北 60

暮 ら し 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. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

76
(県) 白崎青少年の家 古里の味づくり
「梅ジャム」

一般(どなたでも) ● 紀中 61

77
(県) 白崎青少年の家「サンタが白崎
にやって来る♪」

一般(どなたでも) ● 紀中 61

78 (県) 白崎青少年の家「夏の風物詩」 家族 ● 紀中 61

79
(県) 白崎青少年の家「お父さんと
クッキング」

お父さんと子供 ● 紀中 61

80
(県) 白崎青少年の家「お母さんと
クッキング」

お母さんと子供 ● 紀中 62

81
(県) 白崎青少年の家「サマーキャン
プ」

小学5・6年生 ● 紀中 62

82
(県) 白崎青少年の家「ファミリー
キャンプ in 白崎」

家族 ● 紀中 62

83
(県) 白崎青少年の家「ちょっぴりコ
ワハロウィン」

一般(どなたでも) ● 紀中 62

84
(県) 白崎青少年の家「バレンタイン
チョコ作り」

小学４年生～
中学3年生

● 紀中 63

85
(県) 白崎青少年の家「サバイバル
キャンプ」

小学5年生～
中学3年生

● 紀中 63

86
(県) 潮岬青少年の家「グループキャ
ンプ」

小学４年生～
中学3年生

● 紀南 63

87
(県) 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 63

88
(県) 潮岬青少年の家「クリスマス
ケーキデコレーション」

小学４年生～
中学3年生

● 紀南 64

89
(県) 潮岬青少年の家「ファミリー
キャンプ」

家族 ● 紀南 64

90
(田辺市) ふるさと自然公園センター
「七草粥をつくろう」

一般(どなたでも) ● 紀南 64

91
(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 64

92 (有田川町) 稲作体験 in 「あらぎ島」 小学生以上 ● 紀中 65

93
(他) JAF和歌山支部 エコ＆マイカー
点検教室

一般(どなたでも) ● 紀北 65

 “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   13



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

94
(他) JAF和歌山支部 エコドライブ座
学講座

一般(どなたでも) ● 紀北 65

95
(他) ビオトープ切目川「ビオトープ
式資源循環農法」

一般(どなたでも) ● 紀中 65

96
(他) 紀の川東洋台浜木綿クラブ「お
もしろ魚釣りゲーム」

一般(どなたでも) ● 紀北 66

97
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇
久井ビジターセンター 海と森の自然
塾「草花染め体験」

小学生以上
(小学生は保護者
同伴）

● 紀南 66

98
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇
久井ビジターセンター 海と森の自然
塾「椿油搾油体験」

小学生以上
(小学生は保護者
同伴）

● 紀南 66

99
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇
久井ビジターセンター 海と森の自然
塾「椿油搾油体験」

小学生以上
(小学生は保護者
同伴）

● 紀南 66

100 (県) 和歌山県「ほんまもん体験」
体験により異な
る

● 67

101
(県) 和歌山県「ほんまもん体験」を
活用した教育旅行

小学生～大学生 ● 67

102
(県) 環境衛生研究センター「夏休み
子ども科学教室」

小学5年生
～6年生

● 紀北 67

103
(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 68

104
(県) 県立自然博物館「キノコや粘菌
をさがしてみよう！」

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

● 紀北 68

105
(県) 県立自然博物館「恐竜をさが
せ！！」

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

● 紀北 68

106
(県) 県立自然博物館「巨大アンモナ
イトをさがせ！！」

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

● 紀北 68

107
(県) 県立自然博物館「モササウルス
の化石調査に参加しよう！！」

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

● 紀北 69

108 (県) 県立自然博物館「標本作品展」 一般(どなたでも) ● 紀北 69

109
(県) 県立自然博物館「同定会 名前の
わからない標本の名前を調べます」

一般(どなたでも) ● 紀北 69

110
(県) 県立自然博物館「キノコ・粘菌
の観察」

ジュニア自然博
アカデミー登録者
(菌類・粘菌分野)

● 紀北 69

そ の 他
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No. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

111 (県) 県立自然博物館 企画展 一般(どなたでも) ● 紀北 70

112 (県) 県立自然博物館「地学教室」
ジュニア自然博
アカデミー登録者
(地学分野)

● 紀北 70

113 (県) 白崎青少年の家「太古探検隊」 一般(どなたでも) ● 紀中 70

114
(県) 白崎青少年の家「家族でリフ
レッシュin白崎」

家族 ● 紀中 70

115
(県) 白崎青少年の家「ミステリアス
アドベンチャー」

小学4年生以上
(2人以上グループ)

● 紀中 71

116 (紀の川市) 天文台観望会
一般(どなたでも)
(定員20名)

● 紀北 71

117

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

一般(どなたでも) ● 紀南 71

118
(他) ビオトープ切目川「生きもの観
察」

一般(どなたでも) ● 紀中 71

119
(他) ビオトープ切目川「高機能炭(無
機炭)ワークショップ」

一般(どなたでも) ● 紀中 72

120 (白浜町) 番所山の森・粘菌
一般(どなたでも)
(小学4年生以下は
保護者同伴)

● 紀南 72

121
(県) 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」「変形菌」

一般(どなたでも) ● 紀北 72

122 (県) 根来山げんきの森「観月会」 一般(どなたでも) ● 紀北 72

123
(他) トンガの鼻自然クラブ 夕日を見
る会ー雑賀崎 ぶらぶら散歩ー

一般(どなたでも)
(定員50名)

● 紀北 73

124
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇
久井ビジター 海と森の自然塾「花炭
焼き体験」

小学生以上
(小学生は保護者
同伴)

● 紀南 73

125

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇久井ビジ
ター 海と森の自然塾「シイタケ菌打ち体験」
「さつまいも作り体験」「ミニスダレ作り体
験」

小学生以上
(小学生は保護者
同伴)

● 紀南 73

126
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇
久井ビジター 海と森の自然塾「宇久
井半島ウォークガイド」

小学生以上
(小学生は保護者
同伴)

● 紀南 74

127
(国) 北大和歌山研究林公開講座「親
子木工教室」

小学4年生
～中学3年生
親子10組

● ● 紀南 74
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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. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

128
(N) 人と自然とまちづくりと
「2030SDGｓ～カードゲームで楽しく
SDGｓについて学びましょう～」

中学生以上 ● ● 74

No. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

129
(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 74

130
(国) 和歌山地方気象台 見学・職場体
験学習

小学生以上(30名
程度グループ)

● ● 紀北 75

131 (県) 植物公園緑花センター 一般(どなたでも) ● 紀北 75

132 (県) 県立自然博物館 一般(どなたでも) ● 紀北 75

133
(県) 県立自然博物館「裏方探索ツ
アー」

小学生以上
(小学4年生以下
は保護者同伴)

● 紀北 75

134 (県) 県立図書館 一般(どなたでも) ● ● ● 紀北 76

135 (県) 県立紀南図書館 一般(どなたでも) ● ● ● 紀南 76

136
(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見
学

幼稚園
～高校生

● 紀北 76

137 (県) 紀北青少年の家 5人以上の団体 ● 紀北 76

138 (県) 白崎青少年の家 5人以上の団体 ● 紀中 77

139 (県) 潮岬青少年の家 5人以上の団体 ● 紀南 77

140 (和歌山市) 中央終末処理場 一般(どなたでも) ● 紀北 77

141 (和歌山市) 和歌山市森林公園 一般(どなたでも) ● 紀北 77

142 (和歌山市) 青岸クリーンセンター 小中学生 ● 紀北 78

143 (御坊市) 日高港新エネルギーパーク 一般(どなたでも) ● 紀中 78

　②　【施設見学】　施設での見学や体験（利用）に関する情報
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No. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

144 (みなべ町) うめ振興館 一般(どなたでも) ● 紀中 78

145 (県) 護摩壇山森林公園 一般(どなたでも) ● 紀南 78

146 (上富田町) ごみ削減活動 小学生 ● 紀南 79

147
(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
終処分場見学

一般(どなたでも) ● 紀南 79

148 (民) 白浜エネルギーランド 一般(どなたでも) ● ● 紀南 79

149 (和歌山市) 市立こども科学館 一般(どなたでも) ● ● ● 紀北 79

150 (太地町) くじらの博物館 一般(どなたでも) ● 紀南 80

151
(すさみ町) すさみ町立エビカニの水
族館

一般(どなたでも) ● 紀南 80

152 (紀美野町) 星の動物園 みさと天文台 一般(どなたでも) ● 紀北 80

153 (和歌山市) 四季の郷公園 一般(どなたでも) ● 紀北 81

154
(田辺市) 紀州備長炭発見館〔紀州備
長炭記念公園内〕

一般(どなたでも) ● 紀南 81

155 (他) 南方熊楠記念館 一般(どなたでも) ● 紀南 81

156 (民) エアーウォーター㈱和歌山工場
中学生以上
の生徒

● 紀北 82

157
(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
(1日に1団体限定)

● 紀北 82

158 (民) 日本製鉄㈱ 和歌山製鉄所
小学5年生
～中学生

● ● 紀北 82

159
(民) 花王㈱和歌山工場と花王エコラ
ボミュージアム

小学3年生以上 ● ● ● 紀北 82

160
(民) 国際航業㈱ 和歌山・橋本ソー
ラーウェイ太陽光発電所

小学生以上
(10名以上)

● 紀北 83

161 (民) かわべ天文公園 一般(どなたでも) ● 紀中 83
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No. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

162
(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 83

163
(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園
宇久井ビジターセンター

一般(どなたでも) ● 紀南 84

164 (民) 串本海中公園 一般(どなたでも) ● 紀南 84

165
(田辺市) 南方熊楠顕彰館・南方熊楠
低

一般(どなたでも) ● 紀南 84

166 (国) 京都大学白浜水族館 一般(どなたでも) ● 紀南 85

167
(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

ご相談ください ● 紀中 85

168
(国) 北海道大学 和歌山研究林の建物
と自然

一般(どなたでも)
定員20名

● 紀南 85

169
(国) 和歌山森林管理署森林教室(出前
講座)

幼・小・中
～一般

● 86

170 (国) 和歌山地方気象台出前講座
小中学生～一般
(公共性・公益性の
ある団体、機関等)

● ● 86

171 (県) 環境学習アドバイザーの活用 一般(どなたでも) ● ● ● 86

172 (県) 出張！県政お話講座「環境」
県内在住、通
勤、通学の方

● ● ● 86

173 (県) 地域づくりアドバイザーの派遣
地域づくり活動
団体・企業等

● 87

174 (他) キノピー教室 幼稚園・保育所 ● 87

175 (県) 訪問サポート(理科出前授業)
小学4・5・6年
生

● 87

176 (県) 県立自然博物館「出前教室」 一般(どなたでも) ● 87

177 (県) 自然博物館「移動ミニ水族館」 県内学校他 ● 88

178 (和歌山市) 環境出前講座
和歌山市の団体
(自治会・学校等)

● ● ● 紀北 88

　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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No. 学習会・体験活動名 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

179 (かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業
小中高校生
(学校単位)

● 紀北 88

180 (国) 和歌山工業高等学校 出前授業
小学生以上
(講座内容により
指定)

● ● 88

181 (他) 省エネ診断・節電診断(無料)
一般事業所、工
場、自治体、学
校、老健施設など

● 89

182
(他) 省エネ・節電説明会への講師派
遣(無料)

一般事業所、自
治体、学校など

● 89

183
(他) 公益財団法人 吉野川紀の川源流
物語「出張源流教室」

学校・公民館等
のグループ

● 89

184
(N) 「気候変動とエネルギー」につい
て学べる出前講座

一般(どなたでも) ● 90

185
(民) 関西電力㈱「かんでん電気教
室」

小学高学年
～中学生

● 90

No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

186 (国) 水生生物調査 一般(どなたでも) ● 90

187 (県) 紀州エコかるたの貸し出し 一般(どなたでも) ● ● ● 90

188 (県) 環境学習用ＤＶＤの貸し出し 一般(どなたでも) ● ● ● 91

189 (県) 環境生活総務課ホームページ 一般(どなたでも) ● ● ● 91

190
(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〕

一般(どなたでも) ● ● ● 91

191
(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

一般(どなたでも) ● ● ● 91

　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

（２）環境学習の教材等　　『 親しむ ・　知る 』

一 般 向 け

 “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   19



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

192 (県) わかやまこどもエコチャレンジ
県内小学4・5・
6年生

● ● 92

193 (県) グリーンカーテン事業 県内小学校 ● ● 92

194 (県) わかやま何でも帳 一般(どなたでも) ● ● 92

195
(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、
通勤、通学の方

● 紀北 92

196 (国) 「河川愛護月間」絵手紙募集
小中高校生
～一般

● 93

197 (県) きのくに川の日絵画コンクール 小中学生 ● 93

198
(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

● 93

199 (県) エコ農業推進研修会
農業従事者、
JA、市町村行政
関係者等

● ● 93

200 (県) 自然にやさしい技術者認定制度 公共事業関係者 ● ● ● 94

201 (県) エコティーチャー養成研修会
県内小・中・義務
教育・高・特別支
援学校の教員

● ● ● 94

202 (県) 訪問サポート(理科出前講座) 県内小学校教員 ● ● 94

203
(県) 白崎青少年の家「ジュニアリー
ダー育成講座」

小学3年生
～中学1年生

● ● ● 紀中 94

204
(他) (一財)和歌山環境保全公社 産業
廃棄物処理事業者等講習会

産業廃棄物排
出・処理・運搬
事業者など

● ● 紀北 95

205
(他) JAF和歌山支部 エコトレーニン
グ

車の運転ができ
る方

● 紀北 95

206
(県) 和歌山県地球温暖化防止活動推
進員・養成講座

18歳以上の県内
在住者/通勤者

● ● 95

207
(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
体など

● ● 95

　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
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No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

208
橋本市立あやの台小学校
「農と緑を通した環境学習／環境を社
会とつなぐエコマート」

● ● ● 紀北 96

209
橋本市立紀見小学校
「資源リサイクル活動」

● 紀北 96

210
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」

● ● 紀中 96

211
那智勝浦町立下里小学校
「ウミガメを守ろう！」

● 紀南 97

212
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」

● ● ● 紀北 97

213
広川町立津木中学校
「ホタルの保護・研究活動」

● ● 紀中 97

214
田辺市立龍神中学校
「環境美化」

● 紀南 97

215
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 98

216
県立田辺高等学校・中学校
「生物部」

● 紀南 98

217
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」

一般(どなたでも) ● 紀北 98

218
県立和歌山高等学校
「チューリップフェスタ」

一般(どなたでも) ● 紀北 99

　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

　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

（３）環境保全活動　　『行動する ・ 広げる 』

小 学 校

中 学 校

高 等 学 校

 “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   21



“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

219 (県) わおん通信 一般(どなたでも) ● ● ● 99

220 (他) おもしろ環境まつり 一般(どなたでも) ● ● ● 99

221
(県) CO2削減／ライトダウンキャン
ペーン

一般(どなたでも) ● 99

222 (県) エコの和 一般(どなたでも) ● ● ● 100

223 (県) 和歌山県環境白書 一般(どなたでも) ● ● ● 100

224 (県) レジ袋削減キャンペーン 一般(どなたでも) ● 100

225
(県) 平成31年度クリーンアップ運動
～スポGOMI大会～

一般(どなたでも) ● 100

226 (県) スマイルリバー事業
県内で活躍する河川
環境保全活動に対し
意欲のある団体

● ● 101

227 (県) 企業の森事業 企業 ● 101

228 (他) かしの木バンク 県内の子供たち ● 101

229
(県) 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 101

230
(県) 白崎青少年の家「すいせん祭
り」

一般(どなたでも) ● 紀中 102

231
(県) 潮岬青少年の家「おもしろらん
ど夏祭り」「おもしろらんど春祭り」

一般(どなたでも)
(小学3年生以下
は保護者同伴)

● 紀南 102

232 (和歌山市) 環境保全講演会 一般(どなたでも) ● ● ● 紀北 102

233
(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 102

234 (和歌山市) 一万人大清掃 一般(どなたでも) ● ● 紀北 103

235 (和歌山市) 内川全域一斉清掃 一般(どなたでも) ● ● 紀北 103

236
(和歌山市) アダプション・プログラ
ム

一般(どなたでも) ● ● 紀北 103
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No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

237 (かつらぎ町) もったいない運動
同協議会会員及
び町民

● 紀北 103

238
(岩出市) クリーン缶トリー運動イン
いわで

一般(どなたでも) ● ● 紀北 104

239
(岩出市) 岩出駅周辺環境浄化パト
ロール

一般(どなたでも) ● 紀北 104

240
(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）

ＰＴＡ、児童、生
徒、教員、地域住民
ほか（どなたでも）

● 紀北 104

241 (紀美野町) がたろ大作戦 一般(どなたでも) ● ● 紀北 104

242 (紀美野町) 美里河川一斉清掃 一般(どなたでも) ● ● 紀北 105

243 (有田市) 有田川クリーン作戦 一般(どなたでも) ● ● 紀中 105

244 (有田市) もっとの会 おそうじクラブ 一般(どなたでも) ● ● 紀中 105

245 (湯浅町) 栖原海岸清掃活動 一般(どなたでも) ● ● 紀中 105

246
(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 106

247 (湯浅町) クリーンアップ熊野古道 一般(どなたでも) ● ● 紀中 106

248
(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

一般(どなたでも) ● ● 紀南 106

249 (白浜町) 環境問題を考える講演会 一般(どなたでも) ● ● ● 紀南 106

250 (白浜町) ごみと環境フェア 一般(どなたでも) ● ● ● 紀南 107

251 (白浜町) クリーングリーン 一般(どなたでも) ● ● 紀南 107

252
(古座川町) 古座川クリーンキャン
ペーン

町民の方 ● ● 紀南 107

253
(他) (一財)和歌山環境保全公社 ラジ
オ広報番組(RADIOであるあるあーる
3R)WBS和歌山放送で

一般(どなたでも) ● ● 107

254
(他) (一財)和歌山環境保全公社 公社
HPでの3R宣言者の募集

一般(どなたでも) ● ● 108
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No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

255 (N) 花つぼみ「花まつり」 一般(どなたでも) ● 紀南 108

256
(N) 花つぼみ「花と子供のフェスティ
バル」

一般(どなたでも) ● 紀南 108

257 (N) 花つぼみ「コスモスまつり」 一般(どなたでも) ● 紀南 108

258
(N) 花いっぱい推進協議会 JR和歌山
駅前花壇を綺麗にし、行く人来る人に
おもてなし

一般(どなたでも) ● 紀北 109

259
(N) 自然体験学習支援センター「サン
ゴの調査保全」

・潜水士免許・C
カード・50ダイブ
以上の経験証明

● 紀南 109

260
(他) トンガの鼻自然クラブ 雑賀崎台
場遺跡と遺跡までの里道の整備

一般(どなたでも) ● 紀北 109

261
(他) 紀の川東洋台浜木綿クラブ「資
源集団回収」

紀の川東洋台住
宅地

● 紀北 109

262
(他) 棚田を守ろう会「棚田で泥ん子
2019！」

新宮、東牟婁地
域在住のご家族

● 紀南 110

263
(他) 里山を愛する会「里山の森を保
全し再生する」

一般(どなたでも) ● 紀北 110

264
(県) 河川愛護団体に対する奨励・表
彰制度

一般(どなたでも) ● ● 110

265 (他) 日本水大賞 一般(どなたでも) ● 110

266 (民) コカ・コーラ環境教育賞
小中学生、高校、
高等専門学校、大
学生

● ● ● 111

267 (他) 日本学生科学賞 中学生・高校生 ● ● ● 111

268 (他) グリーン購入大賞
企業、行政、民間
団体、学校など

● ● 111

269 (国) こどもエコクラブ 一般(どなたでも) ● ● ● 111

270 (国) こどもホタレンジャー
小中学生団体、子
どもが中心に活動
している団体等

● 112

　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
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No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

271 南紀熊野ジオパーク 一般(どなたでも) ● 紀南 112

272 (他) 大辺路刈り開き隊 一般(どなたでも) ● 紀南 112

273 (他) 和歌山県工場環境緑化協会 企業等 ● 112

274
(白浜町) 住民団体 白浜愛創会〔歩道
の清掃活動及び花の植栽〕

一般(どなたでも) ● ● 紀南 113

275 (他) ビオトープ切目川 一般(どなたでも) ● 紀中 113

276
(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然
学校

一般(どなたでも) ● 紀南 113

277 (他) (公財)熊野林業 一般(どなたでも) ● 紀南 113

278
(他) (公財)天神崎の自然を大切にする
会

学校・団体等 ● 紀南 114

279 (他) 日本野鳥の会和歌山県支部 一般(どなたでも) ● 紀中 114

280
(すさみ町) 清掃ボランティアグルー
プ 渚(なぎさ)

一般(どなたでも) ● ● 紀南 114

281
(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

一般(どなたでも) ● ● ● 114

282
(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」

一般(どなたでも) ● 紀北 115

283
(他) 紀の川市地球温暖化対策協議会
「エコネットきのかわ」

一般(どなたでも) ● 紀北 115

284 (他) 紀南地域地球温暖化対策協議会 一般(どなたでも) ● 紀南 115

285 (他) ストップ温暖化・岩出の会 一般(どなたでも) ● 紀北 115

286 (他) エコネット紀中 一般(どなたでも) ● 紀中 116

287
(他) サスティナブル・フォーラムわ
かやま(SFわかやま)

一般(どなたでも) ● 紀北 116

288 (他) はしもと里山学校 一般(どなたでも) ● 紀北 116
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No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

289
(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 116

290 (N) 根来山げんきの森倶楽部 一般(どなたでも) ● 紀北 117

291 (N) 生石山の大草原保存会 一般(どなたでも) ● 紀北 117

292 (N) 和歌山有機認証協会(WOCA) 一般(どなたでも) ● ● ● 117

293 (他) トンガの鼻自然クラブ 一般(どなたでも) ● ● 紀北 117

294
(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 118

295 (他) 玉川峡を守る会 一般(どなたでも) ● 紀北 118

296
(他) 近畿大学 生物理工学部 地域交流
センター

一般(どなたでも) ● ● ● 紀北 118

297
(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 119

298 (他) 熊野自然保護連絡協議会 一般(どなたでも) ● 紀南 119

299 (他) 新宮市王子ヶ浜を守る会 一般(どなたでも) ● 紀南 119

300 (他) 棚田を守ろう会 一般(どなたでも) ● 紀南 120

301 (他) わかやま生き物クラブ 小学生以上 ● 紀北 120

No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

302
(県) 紀の国森づくり基金活用事業
（公募事業）

県内に事務所又は
営業所を有する法
人その他の団体

● 120

303 (県) 紀の国緑育推進事業 小中学生等 ● 120

　⑪　【助成制度】　環境活動の助成制度に関する情報

（４）支援制度　　『 行動する ・ 広げる 』
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No. 取組みの名称 対象 自然 温暖化 ごみ 地域 頁

304 (他) みどりの少年団活動への助成 小中学生 ● 121

305
(他) セブン－イレブン記念財団 環境
市民活動助成

NPO法人、任意団
体、一般社団法人

● ● ● 121

306
(他) 公益財団法人イオン環境財団 環
境活動助成先公募

NPO・NGO団体、
それ以外の非営利
団体

● ● ● 121

307 (他) 河川基金助成事業
幼小中高校、大
学、法人、地方公
共団体

● 121

308 (他) 地球環境基金助成金

特定非営利活動法
人、一般社団法人、
一般財団法人、公益
社団法人、公益財団
法人、任意団体

● ● ● 122
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根来山げんきの森倶楽部

各事業【No.12,13,14など】

水ときらめき紀の川館

【No,129】

和歌山市四季の郷公園

【No.153】

はしもと里山保全

アクションチーム

【No.275】

植物公園緑花センター 各事業

【No.60,61,62など】

那智勝浦宇久井

ビジターセンター

各事業【No.15,47,97など】

串本海中公園

【No.164】

北海道大学和歌山研究

林

【No.21,22,127,168】

すさみ町立エビとカニの水族館

【No.151】

京都大学白浜水族館【No.166】

南方熊楠記念館【No.155】

南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸

【No.165】
天神崎の自然を大切

にする会 【No.278】

田辺市ふるさと自然公園

センター 各事業

【No.37,90,91,117】

田辺市紀州備長炭発見館

【No.154】

上富田町ごみ削減活動

【No.146】

潮の岬青少年の家 各事業
【No,35,86,87,88,89など】

太地町くじらの博物館

【No.150】

うめ振興館 【No.144】

日高港新エネルギーパーク

【No,143】

ビオトープ切目川

【No.275】

護摩壇山森林公園

【No,145】

京都大学和歌山研究林

【No.167】

白崎青少年の家 各事業

【No.34,76,77,78,
79,80,など】

広川町津波防災センター

稲むらの火の館

【No,162】

和歌山市

中央終末処理場

【No.140】

生石高原ススキ再生事業

【No.1】

近畿大学生物理工学部

地域交流センター

【No.296】

トンガの鼻自然クラブ

【No.293】

日本製鉄㈱和歌山製鉄所【No.158】
エアーウォーター㈱和歌山工場

【No.156】
青岸クリーンセンター【No.142】

和歌山市森林公園

【No.141】

和歌山地方気象台

【No.130】

花王エコラボミュージアム

【No,159】

和歌山市立こども科学館

【No,57,149】

県立自然博物館 各事業

【No.23,24,25,26,
27,28,など】

紀伊風土紀の丘

【No.136】

県世界遺産センター

【No.3】

2.3 取組例の地域別一覧

ここでは、取組例の一覧のうち、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。

“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   28



“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
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を考えてみました。

空気

空

大気汚染
鳥類

ふるさと自然公園セン
ター「星座観察教室」
に参加 【Ｎｏ．91】

食べ物

農業

水生生物調査を実
施 【Ｎｏ．186】

「こどもホタレン
ジャー」でホタルの
保護活動を実施

【Ｎｏ．270】

和歌山地方気

象台を見学し、

降水や水災害

について学習

【Ｎｏ．130】

川

水

生物

未来遺産登録地・
孟子不動谷に参加
【Ｎｏ．58】

「暮らし」を出発点とした
取組みの例

根来山げんきの森倶楽
部「自然観察会」に参加

【Ｎｏ．53】

ホタル

取組をつなぐ３

3.1  取組のつながり

「暮らし」

（１）テーマ・自然

漁業

県立自然博物館
「ちりめんモンス
ターin和歌山」に
参加【Ｎｏ．121】

魚

海

田んぼ

県立自然博物館
「干潟の生物観察
会」に参加
【Ｎｏ．25】

水生生物

源流

山

雨

棚田を守ろう会に参
加
【Ｎｏ．300】

「水ときらめき紀の川館」
を見学し、川の生物つい
て学習 【Ｎｏ．129】

「スマイルリバー事
業」を実施、自治会で
川掃除に取り組む
【Ｎｏ．226】

紀の国緑育推

進事業活用し

て緑化

【Ｎｏ．303】

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」に
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燃料

ＣＯ２増加

電気自動車

環境学習アドバイザー
を活用し、温暖化につ
いて学ぶ

【Ｎｏ．171】

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
業に参加し、ゴーヤ
を栽培

【Ｎｏ．193】

節電

わかやま こどもエコチャレ
ンジに参加し、家庭の消費
電力について知る 【Ｎｏ．
192】

ライトダウンキャン
ペーンに参加し、
キャンドルライフを
体験 【Ｎｏ．221】

家電製品

電気

電気代

省エネ家導入－
ＬＥＤ電球、イン
バーターエアコ
ンを利用

「暮らし」を出発点とした
取組の例

ＣＯ２排出量を減らすた
めの移動手段について
学習する

グリーンカーテ

ン

太陽光
発電

（２）テーマ・温暖化

「暮らし」

教育センター学びの丘・
理科訪問サポートで備
長炭電池等を製作し、
電気について学ぶ

【Ｎｏ．175】

地球温暖
化

青少年の家で、電気
やガスを使わない野
外活動を体験

【Ｎｏ．69他】

発電

日高港新エネルギー
パークを見学する

【Ｎｏ．143】

自動車
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環境学習アドバイ

ザーを活用し、消

費者教育につい

て学ぶ【Ｎｏ．171】

買う

エコマーク

花王エコラボミュージ
アムを見学し、製品
づくりの工夫につい
て理解する

【Ｎｏ．159】

レジ袋削減キャン
ペーンに積極的に
参加する

【Ｎｏ．224】

水

飲み水

各自治体の下水処理場
を見学し、水の浄化につ
いて学ぶ

【Ｎｏ．140】

各自治体の浄水
場を見学し、水道
水について学ぶ

各市町村のごみ処理場を
見学し、ごみの種類、量な
ど、ごみ問題について学ぶ

【Ｎｏ．142,146,147】

捨てる

リサイクル

生ごみ

日本製鉄㈱ 和歌
山製鉄所を見学し、
スチール、アルミ缶
のリサイクルを学習

【Ｎｏ．158】

生ごみ処理機を導

入し、生ごみを堆肥

化する

「暮らし」を出発点とした
取組の例

ごみ処理

分別

（３）テーマ・ごみ

「暮らし」

下水

詰め替え商品
レジ袋

フリーマー
ケット

こおるどフェスタin紀
北や地域まつりのバ
ザーやフリーマーケッ
トに出品したり、買い
物をする【Ｎｏ．229】

マイバッ
ク
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テーマ

取組の
目標

身近な施設でエネル
ギーや気象に興味を
もつ。
ex.白浜エネルギーラ
ンド【No.148】、日高港
新エネルギーパーク
【No.143】

温暖化自然

親
し
む

・
知
る

行
動
す
る
・
広
げ
る

節電などの取組み

に参加し、効果を実

感する。
ex.ライトダウンキャン
ぺーン【No.221】

気象台の見学や図

書館などで地球温暖

化の仕組みを知る。
ex.和歌山地方気象台
【No.130】、県立図書
館【No.134】

3.2  取組をつなぐ方策

山や海、生物観察会

などで生き物に触れ

る。
ex.天神崎自然観察教

室【No.40】

自然博物館などで生

き物の生態を知る。

ex.県立自然博物館、

【No.132】、和歌山市

立こども科学館

【No.149】

ごみ

家庭でごみの分別を

したり、ごみ出しを手

伝い、出されるごみ

の量や種類に気づく。

ポイ捨てをしない、
河川等の地域の美
化活動に参加する。
ex.一万人大清掃
【No.234】

自然環境の保全活
動やコンクール等、
生き物の調査活動
に参加する。
ex.水生生物調査
【No.186】

家族や地域で３Ｒ
活動を行う。
・ごみの出る量を削
減
・詰め替え商品や
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
組をつなぐ方策を紹介します。

（１）「家庭」「地域」における取組をつなぐ

エコマークやグリーン
ラベル、リサイクル製
品など、環境にやさ
しい製品を購入する。

自然を守る 節電・省エネ ごみを減らす

家庭で、できること

から節電・省エネに

取り組む。
ex.わかやま こどもエコ
チャレンジ【No. 192】

地域のこども会で

環境関連施設を見

学し、詰め替えボト

ルなどの省資源化

を体感する。
ex.花王エコラボミュー
ジアム【No.159】、日
本製鉄㈱和歌山製鉄
所【No.158】
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テーマ

取組の
目標

温暖化自然

自然エネルギーや
効率的なエネルギー
利用など、様々な温
暖化対策についてま
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
防止やエネルギーの
使い方を意識した取
組を実践する。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

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

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

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

生産から廃棄までにか
かるエネルギーを知り、
環境配慮型製品やもの
を長く使う工夫について
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

のについて調べ、ごみの

ゆくえ（リサイクルや焼却

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

ごみ等の多さに着目し、

毎日の台所からごみを

減らす工夫について考

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

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

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

（２）「学校」における取組をつなぐ

校庭や周辺地域でま

ちの温度を調べ、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、P123のサイト集からダウンロードできます。

自然を守る 節電・省エネ ごみを減らす

親
し
む

・
知
る

行
動
す
る
・
広
げ
る

小学校 中学校 中学校
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テーマ

取組の
目標

照明の間引き、 夏

季の室温２８℃、

冬季の室温２０℃、

ＯＡ機器の省エネ

モード設定など電

力の「見える化」で、

効果を共有しなが

ら、全員で節電に

取り組む。

温暖化自然

親
し
む

・
知
る

行
動
す
る
・
広
げ
る

ごみ

事業所で出るごみ

の量や種類、発生

源など、処理費用も

含めて、チェックす

る。

省包装や詰め替え

商品の利用、使用

済み用紙・封筒、プ

リンタートナーの再

利用、古紙回収等、
※３Ｒ活動を実践す

る。

※３Ｒ…ごみの発生抑制

（リデュース）、再利用（リ

ユース）、再生利用（リサイ

クル）の取組みをいいます。

（３）「事業所」における取組をつなぐ

自然を守る 節電・省エネ ごみを減らす

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

バイザーの活用

【No.171】

県内の森林保全活

動（植樹、間伐、緑

化等）を支援する。

企業等が保有する

土地を自然公園と

して整備し、市民に

開放する。
ex.（県）企業の森事

業【No.227】

事業所のオフィス

や工場の省エネ・

節電診断を行う。
従業員を対象とし
た省エネ・節電研
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.181】、省エ
ネ・節電説明会への
講師派遣【No.182】

グリーン購入（環境

配慮型製品・サー

ビスを優先的に購

入する活動）の理

解促進や事業所で

の実行可能なごみ

減量策について、

研修会を実施する。
ex.（他）グリーン購入

ネットワークへの加入

【No.207】
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3.3 地域・団体の取組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・団体の取組をつなぐ方策
を紹介します。

・2．2の取組一覧を参考に、他団体の関連する取組を知り、コンタクトをとる。
・他団体の関連する取組に参加し、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、SNS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。

・関連する取組を行っている他団体と協働した取組を行う。
・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）。

取組をつなぐ

人をつなぐ

情報をつなぐ
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3.4 取組をつなぐ相談窓口

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３１年４
月１日現在で４６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ください。

◆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: 073-441-2674 FAX: 073-433-3590

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

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
ください。

◆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

https://wenet.info/wp/index.php

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
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1.1 本ナビの策定 
 

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、平成２６年６月に初版を策定

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（平成２６年、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 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 第３章 

推進体制 １ 
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1.2  県の施策 
 

県では、本ナビを踏まえて、次の３つの取組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御覧ください。 

「和歌山県環境生活総務課ホームページ」 

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

 

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  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 

（ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econaviwakayama/index

.html）で公表します。 

本ナビに記載した具体的な取組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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2.1 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。 

 

 

 

2.2 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。 

 

 

 

2.3 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)          

〒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  

URL: http://www.kankyokan.jp/  

 

関係する制度等 ２ 
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　　Ｐ８～Ｐ２７に掲載した各取組一覧について、詳しい内容を紹介します。

取組番号 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

●環境について
知識を広げ、考
えを深めていく
取組

●環境のために
自ら行動する取
組

●環境のための
行動を地域に広
げ、人々をつな
げる取組

●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

●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

各取組に付した表示について

表示マーク

親しむ・知る 行動する・広げる

講義 見学 体験 宿泊

温暖化 自然

各取組は段階的に

高まっていきます。

『親しむ・知る』

『行動する・広げる』

の各段階を表示し

ました。

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

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

ごみ

※本書に掲載している情報は平成３１年度のものですが、お申し込みの時点で、取組が
中止あるいは内容が変更されている場合があります。御活用になる場合は、直接主催団
体にお問い合わせください。

資料編

■各取組の紹介

紀南

紀中

紀北
●「紀北」「紀中」
「紀南」のマークで
取組の地域を表
示します。
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Ｎｏ．１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(紀美野町・有田川町) 生石高原ススキ再生事業「生石高原山焼き」

毎年３月に生石高原の山焼きを実施しています。多くの見学客が訪れる和歌山県の春の風物詩
です。

どなたでも 無料

申し込み不要 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

紀美野町　産業課　073-489-2430　　　 http://www.town.kimino.wakayama.jp/

有田川町　商工観光課　0737－52－2111 http://www.town.aridagawa.lg.jp/

毎年１回実施、約500人来場（平成28年度）・約500人来場（平成29年度）

（県） 「熊野古道」・「高野参詣道」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参詣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）

申込先
問い合わせ先

県庁観光振興課　073-441-2424

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/

(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

申込先
問い合わせ先

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

http://www.sekaiisan-wakayama.jp/learn/jisedai.html

年間24校・986名実施（Ｈ29年度）　年間25校・1020名実施（H30年度）

年間4回実施、500名参加（H29年）

平成３１年度版 「エコナビわかやま」の情報更新

下記に掲載している情報は平成３１年度のものです。昨年度から、変更・修正のあった取
組についてはＮｏ．を赤色で表示しています。

また、お申し込みの時点で、取組が中止あるいは内容が変更されている場合があります。
御活用になる場合は、直接主催団体にお問い合わせください。

体験 自然親しむ・知る 紀中紀北

自然体験 防災親しむ・知る

自然体験見学親しむ・知る
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Ｎｏ．４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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） 100円（保険代）※小学生以上

指定された期間 1月最終の日曜日

申込先
問い合わせ先

年間1回実施、　平成28年度は235名、平成29年度は150名が参加。

(白浜町) ふるさとを歩こう

ふるさとの自然のよさを感じながら、歴史ある古道や景勝地を臨みながらウオーキングを開催し
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 （指定された期日）

申込先
問い合わせ先

丸栖コミュニティセンター　0736-64-7270

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

(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然学校　「森のクラフト教室」

熊野の森の木々の枝をつかってかわいい動物やマスコット、イーゼルなどを作ります。ご自分の
発想での制作も可能です。団体様の出張指導では丸太切り体験なども楽しめます。

小学生以上（1～5人/カモン館実施の場合）

1人：6,000円/人（材料費・指導料）
2人以上：4,000円/人（出張・団体の場
合は製作品・人数により要相談）
※出張の場合は交通費3,000/指導員

実施日の2週間前まで 通年

申込先
問い合わせ先

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川597-59　鮎川王子休憩所カモン館

kumano.hyakken@gmail.com

森林インストラクターによる指導で熊野のさまざまな木の特徴を聞きながら木を切ったり削った
り。木のにおいが満ちて心が落ち着くほっとした楽しいひと時です。

(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然学校　「百間山渓谷エコツアー」

ネイチャーガイドによるガイドウォーク。紀伊半島の成り立ちを伝える渓谷の特徴、四季折々の樹
木や水辺の花や生き物をネイチャーガイドの案内で楽しみます。時期により水と触れ合うことも。

小学生以上（1～30人）
半日コース 18，000円/7人
1日コース 35,000円/7人
（別途ガイド交通費）

実施日の2週間前まで 通年

申込先
問い合わせ先

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川597-59　鮎川王子休憩所カモン館

kumano.hyakken@gmail.com

入口から始まる清冽な渓流と次々現れる大小の滝、季節ごとに趣を変える畦畔の森。紀伊半島
の渓谷の中でも他にはないどなたにも楽しめる渓谷です。

体験 自然親しむ・知る 紀北

親しむ・知る 体験 自然 紀南

親しむ・知る 体験 自然 紀南

親しむ・知る 見学 体験 自然 紀南
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Ｎｏ．８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

小学生以上（1～28人）
35,000円/7人
（別途ガイド交通費）

実施日の2週間前まで 通年

申込先
問い合わせ先

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川597-59　鮎川王子休憩所カモン館

kumano.hyakken@gmail.com

紀伊半島の成り立ちを伝える渓谷の地形地層はジオそのもののアートの趣があります。尾根の
道に上がればその他形に支えられて太古から生き残ってきたトガサワラやコウヤマキの葉がや
さしいクッションとなっています。春から夏へ移り変わるヒカゲツツジやシャクナゲの花も楽しみで
す。

(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然学校　「安川渓谷エコツアー」

ネイチャーガイドの自然解説を聞きながらゆっくりと渓谷の様子や尾根道の紀伊半島らしい植物
の様子を楽しみます。

kumano.hyakken@gmail.com

熊野詣でにはつきものの金剛杖を自分で作り焼印を押し、語り部さんに熊野参詣の歴史や地域
の民俗など言い伝えを聞きながらプチ古道ウォークを楽しみます。

実施日の2週間前まで 通年

申込先
問い合わせ先

自分で作った杖を持って本宮大社まで歩き通しませんか。住吉大社からの道は川をさかのぼっ
て御山へ向かう道。語り部さんのガイドで楽しさは倍増です。コースは滝尻～高原、牛馬童子口
から近露王子などご希望に応じます。

(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然学校　「法師山エコツアー」

(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然学校　「金剛杖作りとプチ熊野古道ウォーク」

小学生以上（1～20人）
20人以上の団体は要相談

金剛杖作り（指導料・材料費）
2,000円/1本
熊野古道ガイド料5,000円/20人

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川597-59　鮎川王子休憩所カモン館

ネイチャーガイドの自然解説を聞きながらゆっくり上る軽登山。大塔山のブナ林とともに本州最南
端のブナの森の中でリラックスできます。

小学生以上（1～28人）
35,000円/7人
（別途ガイド交通費）

実施日の2週間前まで 通年

申込先
問い合わせ先

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川597-59　鮎川王子休憩所カモン館

kumano.hyakken@gmail.com

北側の安川から上るルートに比べてどなたでも安心して登れるコース。山頂からは大峰奥駈道
の山々、南に広がる海を眺めることができます。早春の山桜とタムシバの白とピンク、若葉萌え
始める前のアケボノツツジ、入れ代わりのシャクナゲの頃がお勧めです。

親しむ・知る 見学 体験 自然 紀南

親しむ・知る 見学 体験 自然 紀南

親しむ・知る 見学 体験 自然 紀南
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Ｎｏ．１１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

派遣実績・その他

Ｎｏ．１３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

派遣実績・その他

Ｎｏ．１４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 根来山げんきの森　「竹細工・木工クラフト体験」

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）

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230

プログラムを随時実施

どなたでも 有料（入園料・保険料等）

定員10名
※　小学5年生以上が対象
※　小学生以下は保護者同伴

無料

要、問合せ 要、問合せ

申込先
問い合わせ先

森と水の源流館　　TEL:0746－52－0888　　E-mail:morimizu@genryuu.or.jp
奈良県吉野郡川上村大字迫1374番地の1

29年度21名。30年度104名参加。

(県) 根来山げんきの森　「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。

http://www.genryuu.or.jp

事前申し込み不要（当日受付） 春夏秋冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230

プログラムを随時実施

(他) 公益財団法人 吉野川紀の川源流物語　「源流学の森づくりボランティア」

紀の川（吉野川）源流部の天然林を伐採後にできた二次林を、もとのような元気な水源の森に戻
そうとする試みです。またこの活動を通じて、源流を守りたいという想いをもった人たちとの交流
を育みたいと考えています。

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

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

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

(県) 根来山げんきの森　「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 有料（入園料・保険料等）

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230

プログラムを随時実施

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 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．１５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 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」

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（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

準備物：懐中電灯、山歩きの服装
年間13回実施・参加人数123人（平成29年度）
年間22回実施・参加人数222人（平成30年度）

(他)　橋本ひだまり倶楽部　「自然体験クラブ」

和歌山県内の自然豊かな森をフィールドとして、道具の使い方、野外料理、木工、愛染、森の危
険な生き物、植物、サマーキャンプ、スキーキャンプなど、野外での活動を中心に自然体験を
行っています。児童に人気のある専門講師を招き、正しい知識や基本の技術を学びます。

小学3年～6年生 要問合せ

指定された期日 通年　毎月第3日曜日

申込先
問い合わせ先

橋本ひだまり倶楽部事務局 　　 090-8651-0704

橋本市三石台1丁目5-2-2-1204

2015年トムソーヤ企画コンテスト全国最優秀賞
2015年和歌山県環境賞受賞　　2016年橋本市教育賞受賞
2018年中国近畿地区森林環境活動（森林ESD）発表

(他)　橋本ひだまり倶楽部　「トムソーヤ」

要問合せ

指定された期日 通年　毎月第1日曜日

申込先
問い合わせ先

橋本ひだまり倶楽部事務局 　　 090-8651-0704

橋本市三石台1丁目5-2-2-1204

2015年トムソーヤ企画コンテスト全国最優秀賞
2015年和歌山県環境賞受賞　　2016年橋本市教育賞受賞
2018年中国近畿地区森林環境活動（森林ESD）発表

橋本市内にある自然豊かな森をフィールドとし、道具の使い方、竹林伐採、登山、紙すき、木工、
草木染、野外料理など豊かな自然を活かし活動しています。野外での活動が中心になる為、雨
の日は合羽を着て、また、寒い冬でも野外で終日過ごしています。

小学1年～2年生

体験 自然親しむ・知る 紀南

自然親しむ・知る 体験 宿泊 紀北

自然親しむ・知る 体験 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．１８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他)　橋本ひだまり倶楽部　森のようちえん「Hygge（ヒュッゲ）」

平成31年4月開園。橋本市内の自然豊かな複数の森を中心に野外保育・野外幼児教育を行う日
常通園型の森のようちえんです。森の中で子ども達が主体となれる環境づくりと、森あそびの中
から巻き起こる成長を見守る野外保育です。

1歳～5歳 要問合せ

平成31年2月から随時 4月入園式

申込先
問い合わせ先

橋本ひだまり倶楽部事務局 　　 090-8651-0704

(他)　橋本ひだまり倶楽部　「森 de おさんぽ会」

四季を感じ、自然にふれながら親子で森でおさんぽをします。子ども主体の見守り保育の第一歩
です。お昼は野外でお弁当！ママ同士の情報交換の時間です（ママカフェ）

2歳～5歳 1回　500円

随時
毎月第1・3木曜日
雨天変更あり

橋本市三石台1丁目5-2-2-1204

申込先
問い合わせ先

橋本ひだまり倶楽部事務局 　　 090-8651-0704

橋本市三石台1丁目5-2-2-1204

2015年トムソーヤ企画コンテスト全国最優秀賞
2015年和歌山県環境賞受賞　　2016年橋本市教育賞受賞
2018年中国近畿地区森林環境活動（森林ESD）発表

2015年トムソーヤ企画コンテスト全国最優秀賞
2015年和歌山県環境賞受賞　　2016年橋本市教育賞受賞
2018年中国近畿地区森林環境活動（森林ESD）発表

橋本ひだまり倶楽部事務局 　　 090-8651-0704

橋本市三石台1丁目5-2-2-1204

2015年トムソーヤ企画コンテスト全国最優秀賞
2015年和歌山県環境賞受賞　　2016年橋本市教育賞受賞
2018年中国近畿地区森林環境活動（森林ESD）発表

(他)　橋本ひだまり倶楽部　「森のようちえん　カッキーズ」

橋本市内の郷土の森など複数の森をフィールドとし、竹切り、ロープ遊び、畑づくり、野外料理、
草木染など野外保育をしています。四季を楽しみ、昆虫やフユイチゴ、キイチゴ、山菜とりをしま
す。絵本の読聞かせも大好きです！

2歳～5歳 要問合せ

指定された期日 通年　毎月第2日曜日

申込先
問い合わせ先

自然親しむ・知る 体験 紀北

自然親しむ・知る 体験 紀北

自然親しむ・知る 体験 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．２１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

小学4-6年生　各回定員20名 500円（保険料・昼食・材料費含む）

指定した期日 指定した期日（夏休み期間中：1回）

申込先
問い合わせ先

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

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html
平成29年度：1回・30名　平成30年度：17名
古座川町・串本町・すさみ町内については大学バスで送迎（要相談）

年間１回実施、52名参加（H29年度）、37名参加（H30年度）

年間1回実施、14名参加（H29年度）、18名参加（H30年度）

(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」

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。

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

随時 随時

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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　古座川町平井559

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/practice/practice.html

年実施回数などはＨＰを参照して下さい。

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。

(県) 県立自然博物館　「チリメンモンスターイン和歌山」

ちりめんじゃこに混ざる様々な生物を探し観察し、海の生態系について学ぶ。

小学生以上一般、小学4年生以下は保護者同伴 入館料＋材料費

(県) 県立自然博物館　「磯の生物観察会」

磯や潮間帯に見られる生物の観察会を行う。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 無料

指定された期日 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀南宿泊温暖化

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 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．２５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

展示生物への給餌を通して、生物の摂餌生態を学ぶと共に、学芸員の仕事の一部を体験する。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 入館料

指定された期日 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

年間2回実施、16名参加（H29年度）、22名参加（H30年度）

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

年間１回実施、31名参加（H29年度）、（H30年度は荒天のため中止）

(県) 県立自然博物館　「ゆかし潟の自然観察会」

汽水湖であるゆかし潟の魚類について学ぶ。

ジュニア自然博アカデミー登録者
（水族分野）

無料

指定された期日 初夏または秋（指定された期日）

(県) 県立自然博物館　「干潟の生物観察会」

干潟とその周辺の生物観察を行う。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 無料

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 県立自然博物館　「川原の石の観察会」

川原にある石や生物遺骸などを観察する。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 無料

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 県立自然博物館　「魚にエサをやろう①②」

年間１回実施、H29年度に、「浜辺の石の観察会」を実施し、5名参加、10名参加（H30年度）

年間１回実施、1名参加（H29年度）、（H30年度は荒天のため中止）

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 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．２９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

みなべ町の海岸で産卵するアカウミガメを観察する。

無料

指定された期日 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

年間1回実施、22名参加（H29年度）、23名参加（H30年度）

35名参加（H29年度「文系の地学」）、24名参加（H30年度「わかやまの粘菌を知ろう！」）

(県) 自然博物館　「食卓に上がる魚をじっくりみてみよう」

日常の食卓に上がる魚について、詳しく観察し、知識を深める。

小学5年生以上一般、小学生は保護者同伴 入館料

指定された期日 冬（指定された期日）

年間1回実施、25名参加（H29年度）、（H30年度は荒天のため中止）

(県) 県立自然博物館　講演会　「干潟に暮らす魚の生きざま　～海と陸の狭間
で～」

潮の満ち引きによって環境が大きく変化する干潟で、魚類はどのように暮らしているのか、特に
ハゼ類に注目して、その生き様を紹介する。

小学5年生以上一般 入館料

なし 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 県立自然博物館　「家族で体験、夜の水族館」

水槽の生き物の昼と夜の行動の違いをじっくり観察する。

家族単位 若干料

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

H31年度新規開催

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

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 自然博物館　「ウミガメの産卵みれるかな」

１８才以上

体験 自然親しむ・知る 紀中

体験 自然親しむ・知る 紀北体験 自然親しむ・知る 紀北

講義 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 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．３３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他 年間1回実施、平成28年度は170名、平成29年度は220名が参加。

8名参加（H30年度）

年間1回実施、34名参加（H29年度）、中止（H30年度）

(県) 潮岬青少年の家　「日帰り子どもスノーケリング体験」

インストラクターと一緒に安全に楽しくスノーケリングを体験する。

小学5年生～中学3年生 2000円

指定された期日 2019年7月21日

申込先
問い合わせ先

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

https://omoshiro-yh.com/

年1回実施

(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） 100円（保険代）※3歳以上

指定された期日 3月上旬

申込先
問い合わせ先

募集締め切り2019年8月24日（土） 2019年9月7日(土)～8(日)

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

(県) 紀北青少年の家　「みんなでイカダ作り～プールに浮かべて競争しよう！～」

ポリタンクや木材を使ったイカダ作りをすることで、協力することの大切さを学びます。できあがっ
たイカダで進水式を行った後、競争したりして親睦を深めます。

小学4年生～小学6年生 1泊2日　4000円

西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211

(県) 白崎青少年の家　「感動体験！ファミリーフィッシング」

竿・仕掛けつくり、釣りなどを行います。

家族 有料（材料費等）

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

体験 自然親しむ・知る 宿泊 紀北

体験 自然親しむ・知る 宿泊 紀中

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀北体験 自然親しむ・知る
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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．３７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

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

申込先
問い合わせ先

年１回実施　平成30年度実績　参加人数12名

(他) 公益財団法人 吉野川紀の川源流物語　「水源地の森ツアー」

「下流にいつもきれいな水を流したい」との願いを込めて、紀の川（吉野川）の源流を守るために
川上村が購入し、入山を規制している天然林を見学するガイドツアーです。源流域の自然につい
て考え、行動するきっかけを提供し、流域をはじめ都市部の人々との交流を目指します。

定員20名（小学生以上。小学生以下は保護者同伴） 大人4,200円　小中高生2,800円

要、問合せ
要、問合せ　　年3回実施予定
（H31年度は4/21,7/7,11/2の予定）

申込先
問い合わせ先

森と水の源流館　　TEL:0746－52－0888　　E-mail:morimizu@genryuu.or.jp
奈良県吉野郡川上村大字迫1374番地の1

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

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html

年間各１回実施、【H28年度】115名、【H29年度】123名

(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。

29年度53名。30年度60名参加

(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会　・　天神崎自然観察教室

田辺市の天神崎と日和山周辺の貴重な生物と生息環境について学ぶ自然観察会です。県内は
もとより関西一円から来場いただいています。

どなたでも 無料

4月1（月）～5月24日（金） 2019年6月2日（日）10:00～12:00

申込先
問い合わせ先

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

http://www.tenjinzaki.or.jp/

天神崎の素晴らしい自然にふれる楽しいイベントです。詳しくは上記に問い合わせて下さい。
平成29年度97名、平成30年度101名

白浜町立児童館　0739-45-2117  西牟婁郡白浜町十九渕237

http://www.genryuu.or.jp

ひき岩群周辺では、動植物の観察を行います。また、天神崎及び元島では、磯の生物の観察行
います。

どなたでも 無料

体験 自然親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀南

親しむ・知る 見学 体験 自然 紀北

親しむ・知る 体験 自然 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．４１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

No.４２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

No.４３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

特定非営利活動法人　　Blue Ocean for Children (BOC)　　　073-460-1001
和歌山市毛見1173

http://npo-boc.org/outline.html

申込先
問い合わせ先

NPO法人　人と自然とまちづくりと　　090-1713-3243　　和歌山市関戸2-3-2

http://hito-sizen-machidukuri.jp/

10,000円（浜から実施 ）

年間2～3回実施。実施内容の詳細はご相談ください。

(N)自然体験学習支援センター　「海からジオパーク in 白浜スノーケリング」

海から陸や海底をスノーケリングで観察する環境学習、和歌山県白浜町沿岸の洞窟やアーチな
ど不思議で魅力的な地形やサンゴ・クマノミなど海洋生物を観察します。

どなたでも参加できます
（ご家族・お友達で楽しんで下さい）

指定された期日 3～11月

小学校への出前授業も可（講師の交通費別途必要）出前授業実績40名（29年度）

(N)自然体験学習支援センター　「和歌山海洋環境体験実習 in 白浜スノーケリング」

和歌山県白浜町沿岸に生息するサンゴや魚類などの生物観察及び環境調査を実施する海洋環
境学習
・小学生は半日、中高生１日、大学生2日間が基本です。

小学生～一般
（小学3年生以下は保護者同伴）

別途調整

希望開催日程の1ヶ月前まで 4月～10月希望日程調整

申込先
問い合わせ先

自然体験学習支援センター　tel：073-462-3977　fax：020-4622-9520　e-mail：taiken.sc@gmail.com

http://study.iinaa.net/

年間80人

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

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

希望開催日程の１４日前まで 4月～10月希望日程調整

申込先
問い合わせ先

自然体験学習支援センター　tel：073-462-3977　fax：020-4622-9520　e-mail：taiken.sc@gmail.com

http://study.iinaa.net/

年間30人

(N) 人と自然とまちづくりと　「日本遺産　和歌の浦干潟での環境学習会」

干潟にいるハクセンシオマネキなどの生き物観察と水の汚れしらべ

小学生以上 有料（材料費等）

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 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．４５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

地玉の浜で、磯の生物観察ヤドカリレース等

H31年度新規開催

天候により2回の実施予定が不催行（平成29年度）
年間1回実施・参加人数21人（平成30年度）

(県) 県立自然博物館　「昆虫合宿」

1泊2日の合宿を通して、昆虫について学ぶ。

ジュニア自然博アカデミー登録者
（昆虫分野）

宿泊費用

未定 夏期

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

小学生以上（小学生は保護者同伴） 500円

指定された期日 春秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

(N) 人と自然とまちづくりと　「いきものいっぱい！磯の環境学習会」

磯にいるウミウシやヒトデなどの生き物観察と水の汚れしらべ

小学生以上 有料（材料費等）

指定された期日 3～11月

申込先
問い合わせ先

NPO法人　人と自然とまちづくりと　　090-1713-3243　　和歌山市関戸2-3-2

年間2～3回実施。実施内容の詳細はご相談ください。

(他) トンガの鼻自然クラブ　ビーチクリーン＆磯遊び

雑賀崎に唯一残った砂浜：なだの浜の美化、その後講師と共に磯で遊びながら生き物観察す
る。

どなたでも　　但し小学生以下は保護者同伴
ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝのみ参加は無料
磯遊びは幼稚園以上は100円／1人

磯遊びは申し込み必要　　ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝのみは不要 6月実施予定（決定後HPで詳細UP）

申込先
問い合わせ先

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844 　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

2003年から年1回開催　　H30年は台風被害で中止　　H29年68人参加　　H28年65人参加

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園　宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾
「磯遊び」

http://hito-sizen-machidukuri.jp/

https://tonganohana.jimdo.com/

親しむ・知る 見学 体験 自然 紀北ごみ

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 宿泊 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．４９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

(紀の川市) 細野渓流キャンプ場　ホタル祭り

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

年間1回実施、31名参加（H29年度）・29名参加（H30年度）

６月上旬～中旬

申込先
問い合わせ先

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。
ご来場の際はお車の乗り合わせでお願いします。

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。

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

どなたでも 無料

申込み不要 6月中旬

H31年度新規開催

(県) 紀北青少年の家　「ホタルのキャンプ」

参加者全員でホタルについて学びながら探索・観察をする。また、野外活動を通じて親睦を深め
ていく。

小学3年生～小学6年生 1泊2日　4,000円

募集締め切り2019年5月25日（土） 2019年6月8日（土）～9日(日）

無料

申し込み不要

(県) 県立自然博物館　「ハ虫類の解剖実習」

小型ハ虫類の体の構造について学習する。

ジュニア自然博アカデミー登録者
（陸上動物分野）

入館料

指定された期日 秋（指定された期日）

紀の川市観光振興課　0736-77-2511　　（9:00～17:00）

細野渓流キャンプ場管理組合　0736-67-0070　(10:00～17:00)

(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

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。

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 宿泊 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 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．５３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(紀の川市) 鞆渕のホタル

申込み不要 ６月上旬～中旬

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) 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。

(紀の川市) ホタル学習会・鑑賞会

ホタル鑑賞と「ホタルの一生」についての学習会など

一般市民 無料

指定された期間 6月上旬頃の土曜日

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先

紀の川市観光振興課　0736-77-2511　　（9:00～17:00）

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。
お越しの際は、公共機関または、お車の乗り合わせでお願いします。

どなたでも 無料

(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

申込先
問い合わせ先

紀の川市観光振興課　0736-77-2511　　（9:00～17:00）

紀の川市観光振興課　0736-77-2511　　（9:00～17:00）

東貴志コミュニティセンター　0736-64-3877

年間1回実施、平成28年度は110名、平成29年度は65名が参加。

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月上旬～中旬

申込先
問い合わせ先

例年では6月1～3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。

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北
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Ｎｏ．５７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その
他

Ｎｏ．５９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 和歌山県花を愛する県民の集い　「ハンギングバスケット教室」

花いっぱい運動の推進を目的として実施する教室です。壁等にかけて飾れる容器に草花を寄せ
植えする手法や、管理のしかたを学んでいただきます。

県内に在住・通勤・就学されている方

(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
のはたらきについての知識を身につけ、理解を深めるとともに、自然に対する感受性を養うことを
目的とします。

子供同伴の家族 無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

内容に記載した通り 内容に記載した通り

申込先
問い合わせ先

理事　有本　智　073-484-5810　（海南市わんぱく公園内）

http://mo-ko.jp/

平成21年12月、（社）日本ﾕﾈｽｺ連盟ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ未来遺産登録以来、子ども達の自然観察活動であ
る「未来遺産運動」を継続中です。

申込先
問い合わせ先

和歌山県花を愛する県民の集い事務局（県庁県民生活課内）　073-441-2598

有料（材料費等）

指定された期日

未来遺産登録地・孟子不動谷で自然観察体験

（2月）絶滅危惧種ニホンアカガエルの卵塊を観察しよう。
（5月）雑木林の野鳥を観察しよう（サンコウチョウに会えるかも？）
（6月）ホタルを観察しよう。
（8月）孟子不動賀寺参道で、ムササビを観察しよう。

野生動物観察に興味のある方ならどなたでも \500/人

和歌山市立こども科学館　073-432-0002　 和歌山市寄合町19番地

http://kodomo123.jp/

H28年度は年間12回実施：380人参加
H29年度は年間12回実施：433人参加
H30年度は年間8回実施：264人参加

指定された期日

H28年度参加者：337名（年間8回実施）、H29年度参加者：481名（年間12回実施）

体験 自然親しむ・知る 紀北体験 自然親しむ・知る 紀北

見学 体験 自然 紀北親しむ・知る

体験 自然親しむ・知る
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Ｎｏ．６０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 植物公園緑花センター　「ボタニカルアート教室」

花の肖像画、ボタニカルアートの描き方を、季節の草花を題材に、奥野小夜子先生の楽しい指導
で学んでいただきます。

(県) 植物公園緑花センター　「アジサイの剪定教室」

アジサイの剪定方法を始め、特徴や種類、年間の管理方法や殖やし方を、講義と実習を通して
学べる教室です。

どなたでも 300円

指定された期日 2019/6/23 9:30～12:00

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

(県) 植物公園緑花センター　「寄せ植え教室」

季節の花木をアレンジ。寄せ植えを作りながらアレンジのコツや管理方法を学びます。

どなたでも 1,800円

指定された期日 毎月（指定された期日）10:30～12:00

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

http://www.w-botanicalgarden.jp/

H28年度参加者：334名（年間9回実施）
H29年度参加者：468名（年間12回実施）

http://www.w-botanicalgarden.jp/

H29年度参加者：37名（年間1回実施）
H30年度参加者：36名（年間1回実施）

(県) 植物公園緑花センター　「バラの手入れ教室」

どなたでも 1,000円

指定された期日
2019/4/20,21  10/19,20
9:30～12:00

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

http://www.w-botanicalgarden.jp/

H29年度参加者：49名（年間2回実施）
H30年度参加者：51名（年間2回実施）

冬季剪定を中心に、年間の手入れ方法を わかりやすくご紹介します。
また、植え付けや誘引方法、病害虫の種類と駆除方法、 肥料の施し方などを学んでいただきま
す。

どなたでも 300円

指定された期日 2020/1/12 　9:30～12:00

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

http://www.w-botanicalgarden.jp/

H29年度参加者：18名（年間1回実施）
H30年度参加者：29名（年間1回実施）

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北
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Ｎｏ．６４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

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

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 植物公園緑花センター　「洋ランの育て方教室」

シンビジウム、カトレア、コチョウランを主体とした洋ランの年間管理を、和歌山洋ラン協会の田村
好司先生より学びます。

どなたでも 300円

指定された期日 2020/2/9 　9:30～12:00

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

http://www.w-botanicalgarden.jp/

H28年度参加者：24名（年間1回実施）
H29年度参加者：21名（年間1回実施）

(県) 県立自然博物館　「ドングリひろいと工作教室」

ドングリ拾いや工作を通して、果実や種子の持つ様々な形を理解する。

小学生以上一般、小学4年生以下は保護者同伴 入館料＋材料費

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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（Ｈ29年度）、35名参加（Ｈ30年度）

(県) 県立自然博物館　「熊野古道の植物観察」

熊野古道を歩きながら、植物観察を行い、県内の自然と文化について学ぶ。

小学5年生以上一般、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）

年間1回実施、7名参加（H28年度）、20名参加（H29年度）

(県) 県立自然博物館　「植物をじっくり見てみよう」

植物のスケッチを通して観察方法を学ぶ。

ジュニア自然博アカデミー登録者
（植物分野）

材料費

未定 未定

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

H31年度新規開催

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北
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Ｎｏ．６８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

無料

指定された期日

年間1回開催、毎年約1,500名参加

(県) 紀北青少年の家　「秘密基地でピザを作ろう！」

秘密基地とピザ作りという野外体験をするなかで、親子の絆を深めてもらう。

親子 有料

募集締め切り2019年10月30日（水） 2019年11月10日(日)

平成25年から毎年10月中旬から11月初めに和歌山市役所玄関前広場で開催するガーデニング
コンテスト期間中、2日間、40名限定で実施。

(県) 紀北青少年の家　「新緑キャンプ～自然の中で生活しよう！～」　

新緑を身近に感じることの出来る自然の中で、その自然の物を利用し、キャンプを行うことで非
日常を体験すると共に、新たな友達を作り集団行動を通して協調性を養う。

小学3年生～小学6年生 1泊2日　4,000円

指定された2日間

(N) 花いっぱい推進協議会　「寄せ植え無料体験」

幾種類かの花を組み合わせることにより、その花の良さを引き出す植え込みを体験し、花のある
生活環境を身につけてもらう。

どなたでも

NPO法人花いっぱい推進協議会　073-461-4950　和歌山市宇田森295-1
申込先

問い合わせ先

募集締め切り2019年4月27日（土） 2019年5月11日(土)～12日(日)

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

35名参加（H30年度）

(県) 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でき、自然の中で盆踊
りを踊ります。

どなたでも 無料

申し込み不要 2019年8月31日(土)

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

毎年タイトル、内容を変えて実施

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北宿泊

親しむ・知る 体験見学 自然 紀北

親しむ・知る 体験 自然 紀北
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Ｎｏ．７２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

年間１回実施、13名参加（H29年度）・27名参加（H30年度）

1泊2日　4,000円

募集締め切り2020年2月28日（土） 2020年3月11日（土）～12日（日）

紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

(県)紀北青少年の家　「親子七夕キャンプ～うどん作り～」

自然体験を通じて家族の交流だけでなく、他の家族とも交流の場を提供し、様々なプログラムを
通じて親睦を深めてもらう。

親子 1泊2日　4,000円

年間1回実施、38名参加（H29年度）・大雨警報の為事業中止（H30年度）

(県)紀北青少年の家 「ハロウィンナイト～今夜は仮装で盛り上がろう！～」

手作りでハロウィンを疑似体験し、異文化に触れることで新しい世界を発見すると共に、友達や
仲間の親睦を深める。

小学３年生～小学６年生 1泊2日　4,000円

募集締め切り2019年9月28日（土） 2019年10月12日（土）～13日（日）

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

(県) 紀北青少年の家　「親子キャンプ」

未定

親子

http://www.kihokuseisyounen.com/

募集締め切り2019年6月22日（土） 2019年7月6日（土）～7日（日）

申込先
問い合わせ先

毎年タイトル、内容を変えて実施

(県) 紀北青少年の家　「あわてんぼうのサンタクロース」

クリスマスパーティーを行うことにより、異文化を学んでもらうと共に参加者同士の親睦を深め
る。

小学3年生～小学6年生 1泊2日　4,000円

募集締め切り2019年11月23日（土） 2019年12月7日（土）～8日（日）

申込先
問い合わせ先

年間1回実施、27名参加（H29年度）・42名参加（H30年度）

体験 自然親しむ・知る 宿泊 紀北

体験 自然親しむ・知る 宿泊 紀北

体験親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 宿泊 紀北

自然 宿泊

“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．７６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

指定された期日 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

指定された期日 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

年間1回実施、12名参加（H29）、24名参加（H30）年度

(県) 白崎青少年の家　「サンタが白崎にやって来る♪」

クリスマスパーティー、ケーキ作り、クリスマスクラフトなど、一足早いクリスマスを楽しみます。

どなたでも

指定された期日 冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

年1回実施、28名参加（H29年度）、21名参加（H30年度）

(県) 白崎青少年の家　「夏の風物詩」

竹筒流し素麺とクラフトを行います。

家族 有料（材料費等）

指定された期日 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

年1回実施、37名参加（H29年度）、30名参加（H30年度）

(県) 白崎青少年の家　「お父さんとクッキング」

母の日の贈り物作りをお父さんと子どもで行います。

お父さんと子ども 有料（材料費等）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

新規事業

有料（材料費等）

(県) 白崎青少年の家　古里の味づくり「梅ジャム」

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）

体験 自然親しむ・知る 紀中

体験 自然親しむ・知る 紀中宿泊

体験 自然親しむ・知る 紀中

体験 自然親しむ・知る 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．８０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

指定された期日 夏（指定された期日）

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

新規事業

(県) 白崎青少年の家　「お母さんとクッキング」

父の日の贈り物作りをお母さんと子どもで行います。

お母さんと子ども 有料（材料費等）

仮想パーティー、ランタン作りなど、一足早いハロウィンパーティーを行います。

新規事業

どなたでも 有料（材料費等）

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

新規事業

小学5・6年生 有料（材料費等）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

新規事業

(県) 白崎青少年の家　「ファミリーキャンプ in 白崎」

白崎の大自然の中でファミリーキャンプ

家族 有料（材料費等）

指定された期日

(県) 白崎青少年の家　「サマーキャンプ」

白崎の大自然の中キャンプ体験

(県) 白崎青少年の家　「ちょっぴりコワハロウィン」

体験 自然親しむ・知る 紀中宿泊

体験 自然親しむ・知る 紀中宿泊

体験 自然親しむ・知る 紀中宿泊

体験 自然親しむ・知る 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．８４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

有料（材料費等）

指定された期日 冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

新規事業

指定された期日 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

申込先
問い合わせ先

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

https://omoshiro-yh.com/

年間1回実施、18名参加予定（H29年）、8名参加（H30年度）

指定された期日

新規事業

(県) 白崎青少年の家　「サバイバルキャンプ」

白崎の大自然の中でサバイバルキャンプを行います。

小学5年生～中学3年生 有料（材料費等）

小学4年生～中学3年生

(県) 白崎青少年の家　「バレンタインチョコ作り」

チョコレート作り、ラッピングに挑戦します。

2019年1月25日～26日

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

https://omoshiro-yh.com/

(県) 潮岬青少年の家「グループキャンプ」

子ども達のグループでテントに泊まり、自然とふれあう体験を行います。

小学4年生～中学3年生 1泊2日4,240円

年間1回実施、22名参加（H29年度）、30名参加（H30年度）

(県) 潮岬青少年の家「ウィンターキャンプ」

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4,240円

指定された期日 2019年5月18日～19日

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

体験 自然親しむ・知る 紀中宿泊

体験 自然親しむ・知る 紀中宿泊

宿泊体験 自然親しむ・知る

体験 自然親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 宿泊体験親しむ・知る

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．８８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

グループ単位でオリジナルクリスマスケーキを作り、パーティー時食す。

指定された期日

家族単位 1泊2日4,240円／4,500円（19歳～）

2019年12月7日～8日

年間1回実施、【H28年度】60名、【H29年度】38名

無料

指定された期日 毎年1月7日

29年度からの取組　51名参加（H29年度）、30名参加（H30年度）

指定された期日 2019年5月18日～19日

(田辺市) ふるさと自然公園センター「夏」「冬」の星座観察教室

ふるさと自然公園センターで星座の観察を行います。望遠鏡や双眼鏡をお持ちください。

どなたでも 無料

指定された期日 夏冬（指定された期日）

https://omoshiro-yh.com/

(田辺市) ふるさと自然公園センター　「七草粥をつくろう」

ひき岩群周辺で、七草を摘んで七草がゆを作って食べます。

どなたでも

申込先
問い合わせ先

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html

https://omoshiro-yh.com/

38名参加（H29年度）、34名参加（H30年度）

(県) 潮岬青少年の家　「クリスマスケーキデコレーション」

小学4年生～中学3年生 4,700円

申込先
問い合わせ先

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

(県) 潮岬青少年の家　「ファミリーキャンプ」

家族ごとにテントに泊まり、いろんな野外体験を行います。

申込先
問い合わせ先

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html

年間各1回実施、【H28年度】22名、【H29年度】45名

体験 自然親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 宿泊体験親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 宿泊体験親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 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．９２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

マイカーの日常点検（日常点検を行うことでトラブルを未然に防止できるとともに、車の燃費向上
にも役立ちます）エコドライブ講習（環境保全・安全運転につながるエコドライブの講座講習）

どなたでも 無料

指定された期日 指定された期日

ビオトープ式資源循環農法

どなたでも

随時 随時

(有田川町) 稲作体験 in 「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　1,000円

指定された期日 5月、9月（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

（一財）有田川町ふるさと開発公社　0737-25-0221

http://www.shimizu-onsen.ne.jp/

年間　各１回実施　　175名参加（Ｈ28年度）　214名参加（Ｈ29年度）　ＪＡありだと共催

(他) JAF和歌山支部　エコ＆マイカー点検教室

申込先
問い合わせ先

JAF和歌山支部　073-421-5355

(他) JAF和歌山支部　エコドライブ座学講座

ビデオなどを使用し、発進、巡航、減速、停止のパターンにおけるエコドライブの方法を具体的に
お教えします。

どなたでも 無料

通年 通年

申込先
問い合わせ先

JAF和歌山支部　073-421-5355

平成29年度　1回　130名　　平成30年度　1回　15名

平成29年度　2回　3名　　平成30年度　1回　1名

(他) ビオトープ切目川 「ビオトープ式資源循環農法」

申込先
問い合わせ先

代表：中田　稔  0738-45-0834 　日高郡印南町大字古井391-1

http://biotope.or.jp/

体験 自然親しむ・知る 紀中

体験 温暖化親しむ・知る 紀北

講義 温暖化親しむ・知る 紀北

体験 自然 紀中親しむ・知る
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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．９６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他
年間14回実施・参加人数182人（平成29年度）
年間11回実施・参加人数151人（平成30年度）

年間8回実施・参加人数35人（平成28年度）
年間6回実施・参加人数52人（平成29年度）

指定された期日

平成29年12月2日おもしろ環境まつりにブースを出展好評を得た。

(他) 紀の川東洋台浜木綿クラブ　「おもしろ魚釣りゲーム」

アルミ缶とスチール缶を混ぜ各魚のシールを張りネオジム磁石で釣り上げる（分別）混ぜればゴ
ミ、分ければ資源と言うことの実践を説明する。

どなたでも 無料

指定された期日 2019/2/10 　9:30～12:00

申込先
問い合わせ先

和歌山市善明寺727-128　小川松男（自宅）

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾
「草花染め体験」

自然の植物で専用の布を染めてもらう。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 1,700円（材料費等）

春夏秋冬（基本第４土曜日）

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

年間16回実施・参加人数137人（平成28年度）
年間10回実施・参加人数182人（平成29年度）

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾
「椿油搾油体験」

宇久井半島自生のヤブツバキの実で搾油する。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 大人1,000円

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾
「竹の子掘り＆温泉」

宇久井半島の竹の子の観察・刈り体験後、新鮮な料理を会食し、最後に休暇村大露天風呂に入
浴する。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 大人2,500円　小・中学生2,200円

指定された期日 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

体験 ごみ親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 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．１００

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

平成29年度来県校数は県外から66校、海外から22校（平成28年度は県外から64校、海外から14
校）。教育旅行モデルコースの作成や事前学習、下見・視察補助制度あり。

平成27年度から年間1回実施、20人参加（平成29年度）・18人参加（平成30年度）

(県) 和歌山県「ほんまもん体験」

和歌山県は新しい旅のかたちとして、旅人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、体験型観光和歌山ほんまもん体験を推進しております。
気軽に少人数でもご参加いただける個人向けのものから、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まで幅広くご提案しております 。

体験により異なる 体験により異なる

体験により異なる 体験により異なる

申込先
問い合わせ先

問い合わせ先：和歌山県観光振興課 　073-441-2775
※体験のお申込みは各体験事業者へご連絡ください。
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。

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

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。

(県) 和歌山県「ほんまもん体験」を活用した教育旅行

和歌山県では、海・山・川の自然、悠久の歴史、地域の暮らし・文化を活用した体験型観光「ほん
まもん体験」プログラムを通した教育旅行を国内外に向けてPRしています。
教育旅行（修学旅行、環境学習、体験学習、林間学校、臨海学校など）について幅広くご提案し
ており、確立した県内ワンストップ受入体制で和歌山県における教育旅行をサポートします。

小学生～大学生 有料

随時 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山県観光交流課・（公社）和歌山県観光連盟
TEL:073-441-2785　　FAX:073-427-1523

https://www.wakayama-kanko.or.jp/taiken/syugaku/index.php

(県) 環境衛生研究センター 「夏休み子ども科学教室」

環境衛生研究センターで日頃行っている実験を子ども達が体験することで、科学を楽しく学び、
地球環境や保健衛生についての理解を深めてもらいます。毎年「衛生」と「環境」各一題ずつ実
施します。

小学5年生～小学6年生 無料

指定された期日 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

和歌山県環境衛生研究センター　073-423-9570　和歌山市砂山南3丁目3-45

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801

親しむ・知る 体験見学 自然

親しむ・知る 体験見学 自然宿泊

体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 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．１０３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他 年間1回実施、91名参加（H28年度）、85名参加（H29年度）

年間1回実施、37名参加（H30年度）

(県) 植物公園緑花センター　「キノコ観察会」

園内を散歩しながら野生キノコの観察を行います。

どなたでも 無料

申し込み不要 2019/9/15 13:30～15:30

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

http://www.w-botanicalgarden.jp/

(県) 県立自然博物館　「キノコや粘菌をさがしてみよう！」

秋のキノコや粘菌を観察する。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 入館料（南方熊楠記念館）

恐竜化石の追加標本の発見を目的としての観察・採集を行う。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 無料

H29年度参加者：中止（年間１回実施）、H30年度参加者：120名（年間１回実施）

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 県立自然博物館　「恐竜をさがせ！！」

指定された期日 冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 県立自然博物館　「巨大アンモナイトをさがせ！！」

アンモナイトなどの化石の採集会を行う。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 無料

指定された期日 冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

年間1回実施、89名参加（H28年度）、99名参加（H29年度）

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北体験親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 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．１０７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

年間1回実施、20件（H29年度）、27件（H30年度）

(県) 県立自然博物館　「モササウルスの化石調査に参加しよう！！」

モササウルス化石発掘現場の見学および現場から採集された岩石片から化石発見を目指す。

小学生以上一般、小学生は保護者同伴 無料

指定された期日 冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 県立自然博物館　「標本作品展」

自然に関する標本を募集し展示することで標本の意義や役割、重要性を知ってもらう。

どなたでも 無料（ただし、入館料必要）

指定された期日 未定

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

年間1回実施、25名参加（H29年度）、20名参加（H30年度）

(県) 県立自然博物館　「同定会　名前のわからない標本の名前を調べます」

夏休みなどを利用して採集した昆虫・植物・貝類・菌類・化石・鉱物などの標本で、名前のわから
ないものを専門家と共に名前を調べる。

どなたでも 入館料

なし 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 自然博物館　「キノコ・粘菌の観察」

キノコや粘菌を採集して観察し、それらの特徴を詳しく学ぶ

ジュニア自然博アカデミー登録者
（菌類・粘菌類分野）

入館料

指定された期日 初夏または秋（指定された期日）

年間1回実施、20件（H29年度）、21件（H30年度）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

H31年度新規開催

親しむ・知る 体験見学 自然 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀北

親しむ・知る 体験見学 自然 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．１１１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

H31年度新規開催

(県) 自然博物館　企画展

不定期実施。期間中の入館者数10,143名（H26年度「教授を魅了した大地の結晶」）、期間中の
入館者数10,622名（H28年度「進撃のモササウルス」）

年間1回実施、31名参加（H29年度）、33名参加（H30年度）

和歌山県内で発見されたモササウルス化石を展示する。

どなたでも 入館料

なし 2019年11月28日～2020年2月9日

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 自然博物館　「地学教室」

石を割って化石を探すという作業を通して、化石に対する理解を深める。

ジュニア自然博アカデミー登録者
（地学分野）

無料

未定 春または秋

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

(県) 白崎青少年の家　「太古探検隊」

戸津井鍾乳洞・白崎カルスト探索などを行います。

どなたでも 有料（材料費等）

指定された期日 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

(県) 白崎青少年の家　「家族でリフレッシュin白崎」

野外炊飯、キャンプファイア、星空観察、陶芸体験、科学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）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

年間1回実施、62名参加（H29年度）、53名参加（H30年度）

体験 自然親しむ・知る 紀北

親しむ・知る 体験見学 自然 紀北

体験 自然親しむ・知る 宿泊 紀中

宿泊体験親しむ・知る 自然 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．１１５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

年間各１回実施、【H28年度】126名、【H29年度】162名

白崎の大自然を感じながら謎解きラリーを行います。

小学4年生以上（2人以上グループ） 有料（材料費等）

指定された期日 春（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

(県) 白崎青少年の家　「ミステリアスアドベンチャー」

(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）

新規事業

申込先
問い合わせ先

西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211

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

ひき岩群周辺で、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 春夏秋冬（指定された期日）

年間7回開催、平成29年度は87名が参加。（年11回開催したが、4回は悪天候で中止した。）

申込先
問い合わせ先

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html

(他) ビオトープ切目川 「生きもの観察」

生きもの観察を行います。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

代表：中田　稔  0738-45-0834 　日高郡印南町大字古井391-1

http://biotope.or.jp/

体験 自然親しむ・知る 紀中

体験 自然親しむ・知る 紀北

親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然 紀中親しむ・知る
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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．１１９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

高機能炭（無機炭）ワークショップを行います。

どなたでも

随時 随時

(他) ビオトープ切目川 「高機能炭（無機炭）ワークショップ」

申込先
問い合わせ先

代表：中田　稔  0738-45-0834 　日高郡印南町大字古井391-1

http://biotope.or.jp/

(白浜町) 番所山の森・粘菌

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。（講師として和歌山信愛女子短大
講師、和歌山県立博物館学芸員を予定）

どなたでも（小学4年生以下は保護者同伴） 500円・1人（入館料含）

指定された期日 6月～9月（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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

http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/

(県) 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」「変形菌」

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）

高機能炭和歌山研究所としてビオトープ資源循環部が取り組んでいます。

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

年1回実施（募集人数20人程度）　参加者19人（平成29年度）　延べ90人（平成30年度　3回開催）

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230　岩出市根来2277

http://genkinomori.jp/

各プログラムを随時実施

(県) 根来山げんきの森　「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 有料（入園料等）

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230　岩出市根来2277

http://genkinomori.jp/

毎年１回実施

親しむ・知る 体験 自然 紀南

体験 自然 紀中親しむ・知る

体験 自然親しむ・知る 紀北

体験 自然親しむ・知る 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．１２３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他) トンガの鼻自然クラブ　夕日を見る会 ―雑賀崎　ぶらぶら散歩―

雑賀崎の集落内を散策し、雑賀崎灯台・雑賀崎台場を巡り、漁港でおおやさと温かいお茶を振る
舞います。
雑賀崎台場では専門家の説明があります。解散後は自由に彼岸の中日の夕日を堪能下さい。
詳細はトンガの鼻自然クラブHP又は事務局に問合せください。

どなたでも　募集人数約50人 参加費は200円（中学生以上）

必要（募集人数に達し次第締め切ります）
2020年3月20日（金・祝）
内容はHPにUP

申込先
問い合わせ先

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844 　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

https://tonganohana.jimdo.com/

H29年一般100人、H30年一般60人

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾
「花炭焼き体験」

木の実・花・竹などを花炭窯を使って炭にする。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 大人500円　小・中学生300円

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

年間11回実施・参加人数134人（平成28年度）
年間6回実施・参加人数75人（平成29年度）

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園　宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾
「シイタケ菌打ち体験」「さつまいも作り体験」「ミニスダレ作り体験」

シイタケの菌を打つ・宇久井半島の畑でさつまいもの苗植えから収穫まで体験する。セイタカアワ
ダチソウを使って壁掛けを作る。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 有料（材料費等）

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

年間5回実施・参加人数155人（平成28年度）
年間6回実施・参加人数138人（平成29年度）

見学 体験 自然 紀北

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀南

親しむ・知る
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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．１２６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター　海と森の自然塾
「宇久井半島ウォークガイド」

地元スタッフが宇久井半島を案内する。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 大人300円　小・中学生200円

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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
東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

年間3回実施・参加人数44人（平成28年度）
年間1回実施・参加人数28人（平成29年度）

(国) 北大和歌山研究林公開講座「親子木工教室」

北海道大学和歌山研究林では、夏休み期間に親子木工教室を開催します。スギやヒノキの間伐
材を使用し、フォトフレーム等を製作します（製作品については、変更の可能性もあります）。ま
た、帯鋸やカンナ盤等、製材機械のデモを行い、丸太が板や角材になるまでの行程を見学して
頂きます。

小学4年生-中学3年生　親子10組 500円（保険料・材料費含む）

指定した期日 指定した期日（夏休み期間中の日曜日）

申込先
問い合わせ先

事前申込が必要。北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　古座川町平井559
詳細については、ホームページをご覧下さい。

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

平成29年度：1回・10組　平成30年度：1回・11組

(N) 人と自然とまちづくりと　「2030SDGｓ　～カードゲームで楽しくSDGｓについ
て学びましょう～」

SDGｓの本質をカードゲームを通して体験できます。

中学生以上 有料（費用は要相談）

随時 通年

申込先
問い合わせ先

NPO法人　人と自然とまちづくりと　　090-1713-3243　　和歌山市関戸2-3-2

http://hito-sizen-machidukuri.jp/

年間2～3回実施。ゲームについては→ https://imacocollabo.or.jp/games/2030sdgs/

（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

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/kinokawa/index.html

開館：平日・日曜日 9:30～16:30　　休館：土曜日、祝日、年末年始（12/28～1/4）
3,613人来場（H28年度）、3,572人来場（H29年度）

体験 自然親しむ・知る 紀南

体験 自然親しむ・知る 紀南温暖化

体験 自然親しむ・知る 温暖化

見学親しむ・知る 自然 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．１３０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

（国） 和歌山地方気象台　見学・職場体験学習

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（概ね30名程度までのグループ） 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

和歌山地方気象台　業務係　073-432-0632　和歌山市男野芝丁４番地

http://www.jma-net.go.jp/wakayama/

小中学生等の見学・職場体験学習、11回実施・277名参加（H28年度）、12回実施・143名参加（H29年度）

(県) 植物公園緑花センター

園内には、四季の花々を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が楽し
める温室、ちびっこに人気のわんぱく広場、ハス池、あじさい園、バラ園などがあります。また、各
種展示会や寄せ植え教室等、植物に関する催しを数多く行っています。

どなたでも 入園料無料

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本672

http://www.w-botanicalgarden.jp/

開園時間　9時～17時、火曜日が休園日

(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。

どなたでも 大人470円小中高校生・65歳以上無料

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

開館時間　9時30分～17時、月曜日が休館日。
入館者数121,363名（H28年度）、入館者数119,170名（H29年度）

(県) 県立自然博物館　「裏方探索ツアー」

館内の水槽の展示水槽の説明を簡単に行い、併せて水槽裏の構造も紹介する。

小学生以上一般、小学4年生以下は保護者同伴 入館料

指定された期日 冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

年間1回実施、15名参加（H28年度、2回開催）、41名参加（H29年度、2回開催）

温暖化見学親しむ・知る 自然 紀北

体験見学親しむ・知る 自然 紀北

親しむ・知る 体験見学 自然 紀北

体験見学親しむ・知る 自然 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．１３４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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や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

申込先
問い合わせ先

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

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/

開館時間　火曜日～金曜日 9:00～19:00、　土曜日・日曜日・祝日 9:00～18:00
休館日 毎週月曜日、第２木曜日

(県) 県立紀南図書館

企画展示などにより、環境保全活動に関する情報を発信しています。

どなたでも 無料

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山県立紀南図書館　　0739-22-2061　田辺市新庄町３３５３－９（県立情報交流センターBig・U内）

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/kinan/index.html

企画展示2回実施（平成29年度）、企画展示2回実施（平成30年度）
開館時間　火～金曜日　9:00～19:00、土・日曜日・祝日　9:00～18:00、休館日　毎週月曜日、第2木曜日

(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見学

古墳・石室・資料館の見学、古代生活体験学習、ものづくり等体験学習、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。

幼稚園～高校生（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

申込先
問い合わせ先

紀伊風土記の丘　073-471-6123　和歌山市岩橋1411

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

詳しい内容は、上記ホームページの「学校向け・遠足」をご覧下さい。

(県) 紀北青少年の家

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

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

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。

親しむ・知る 温暖化自然 ごみ 紀北

親しむ・知る 温暖化自然 ごみ 紀南

体験見学親しむ・知る 自然 紀北

体験親しむ・知る 自然 紀北宿泊
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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．１３８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 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

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

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。

(県) 潮岬青少年の家

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 通年

申込先
問い合わせ先

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

https://omoshiro-yh.com/

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。

(和歌山市) 中央終末処理場

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。直に施設を見学して頂きなが
ら、下水道の役割を知り、大切さを学ぶことができます。

どなたでも 無料

通年 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山市下水道企画課　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。

(和歌山市)  和歌山市森林公園

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
息しています。春のサクラ、梅雨のアジサイ、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。

どなたでも 入園料は無料　

申し込みの必要なし 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山市農林水産課　073-435-1049  和歌山市七番丁23番地

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/kouen_sp_shisetsu/1006085/1003266.html

遊具：巨大な恐竜オブジェと動物オブジェ. 施設情報：無料駐車場, トイレがあります。

体験親しむ・知る 自然 紀中宿泊

体験親しむ・知る 自然 紀南宿泊

ごみ見学親しむ・知る 紀北

自然親しむ・知る 体験 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．１４２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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

指定された期日 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山青岸クリーンセンター　073-433-6663　和歌山市湊１３４２－３９

ごみ焼却施設の見学ができます

(御坊市)　日高港新エネルギーパーク

太陽光、風力などの再生可能エネルギーの学習、ソーラーカーの体験乗車ができます。

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）

申込先
問い合わせ先

日高港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

http://www.city.gobo.wakayama.jp/kankojoho/manabu/eepark/1395194330221.html

12,200人来場（H27年度）・10,476人来場（H28年度）・9,307人来場（H29年度）

(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　　団体見学は予約お願いします 通年

申込先
問い合わせ先

道の駅みなべうめ振興館　0739-74-3444　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
28,124人来場（H28年度）・30,376人来場（H29年度）

(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、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。

どなたでも 入園料は無料　

申し込みの必要なし 4月～11月末（冬季積雪期は休園）

申込先
問い合わせ先

護摩壇山森林公園 総合案内施設　0739-79-0667（受付時間9:30～16:00）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/shisetsu/gomadan/gaiyo/index_gaiyo.ht
ml

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（12月1
日～3月31日）、天候により休園する場合あり。
H29年度来園者数　6,108人

ごみ見学親しむ・知る 紀北

体験見学親しむ・知る 温暖化 紀中

体験見学親しむ・知る 自然 紀中

自然見学親しむ・知る 体験 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．１４６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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

小学生 無料

指定された期日 環境月間

申込先
問い合わせ先

上富田町住民生活課生活グループ　0739-47-0550

上大中清掃施設組合　0739-49-0533　

ごみ処理施設の見学が出来ます。

(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

随時(予約制) 通年

申込先
問い合わせ先

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。　（平成29年度見学者数236名）

(民)　白浜エネルギーランド

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、エネル
ギーの地産地消についてお子様にも分かりやすく紹介しています。その他にも遊びながら学べる
体験型アトラクションが盛りだくさん！

どなたでも
シニア（60才以上）1,620円、大人1,800円
小中学生1,200円、幼児（３才以上）500円
学校団体割引もございます

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

白浜エネルギーランド 0739-43-2666　西牟婁郡白浜町3083番地

https://www.energyland.jp/

開演時間9：30～17：00（入場15：30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。
2019年10月の増税に伴い料金改定の可能性がございます。HPでお確かめください。

(和歌山市) 市立こども科学館

4階建で、各階にテーマに分かれた展示室があり、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、番組および本日の星空解説を投影しています。

どなたでも 入館料　大人300円　小中学生150円

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山市立こども科学館　073-432-0002　 和歌山市寄合町19番地

http://kodomo123.jp/

開館時間　9時30分～16時30分、休館日　月曜日（祝日と重なる時はその次の平日）
41,040人来館（H28年度）、35,870人来館（H29年度）

ごみ見学親しむ・知る 紀南

ごみ見学親しむ・知る 紀南

体験見学親しむ・知る 温暖化 紀南

体験見学親しむ・知る 温暖化自然 ごみ 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．１５０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

（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1,500円　小中学生800円

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kujirakan.jp/

開園時間　8時30分～17時、年中無休、入場料金団体割引あり

（すさみ町）すさみ町立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
羅をもつオーストラリアン・キングクラブをはじめ、世界中から集めた150種類以上の様々なエビ
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や巨大なウミガメも人気です。

どなたでも
大人800円
小中学生500円
幼児（3歳以上）300円

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

すさみ町立エビとカニの水族館 　0739－58－8007　西牟婁郡すさみ町江住808-1

www.ebikani-aquarium.com/

開園時間　9時～17時　年中無休

(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30分からはプラネタリ
ウム（無料）や午後3時30分からは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・祝日の19:30～）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。

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（15名以上の団体は事前申込必要） 通年

申込先
問い合わせ先

紀美野町みさと天文台 073-498-0305  紀美野町松ヶ峯180

http://www.obs.jp/

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。
15,836人来台（H29年1月～12月）、16,347人来台（H30年1月～12月）

見学親しむ・知る 自然 紀南

見学親しむ・知る 自然 紀南

自然見学親しむ・知る 紀北体験
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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．１５３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(和歌山市)  四季の郷公園

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“花や緑のあふれる緑花果樹苑”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。緑花果樹苑では、ブルーベリー、梅、栗などの果樹や、藤、桜、バラなどの四季折々
の花が楽しめます。高さ17メートルのシンボルタワーや長さ70メートルのローダースライダーがあ
る“フルーツパラダイス”が、子供たちの人気になっています。

どなたでも
入園料は無料、四季さい館（研究室、
会議室）及びイベント広場・バーベ
キュー広場は有料（要申込予約）

申込予約はあらかじめ問い合わせて下さい。 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山市四季の郷公園　073-478-0070  和歌山市明王寺85

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisetsu/kouen_sp_shisetsu/1006085/1003228/index.html

開園時間：9:00～17:00　　休園日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）
来場者数　49,335人（平成29年度）　42,326人（平成28年度）

（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、関連冊子の販売も行っています。また、タイミングが合えば、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
（H31.10～）
（大人220円　小中高校生110円）

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

紀州備長炭発見館　0739-36-0226　田辺市秋津川1491-1

https://www.binchotan.jp/

開園時間　9時～17時(14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）　12,941人来場（H28年度）・9,900人来場（H29年度）

（他）南方熊楠記念館

南方熊楠翁生誕150年の記念年である平成29年3月に新館がオープン。
館内は「知の巨人」南方熊楠翁のその生涯を5つのコーナーにわけて、遺品、遺稿等800点を展
示し、さらに映像を活用し一層わかりやすく翁の業績を紹介しています。周辺は吉野熊野国立公
園に指定され、亜熱帯性の植物が広がり、展望台、遊歩道も整備され「フィールドミュージアム番
所山」として親しまれています。

どなたでも 大人500円　小中学生300円

申し込み不要（団体（20名以上）は事前申込） 通年

申込先
問い合わせ先

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

http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/

開館時間　9時～17時（入館は16時30分まで）、木曜日が休館日
平成29年3月19日新館開館

自然親しむ・知る 体験 紀北

見学親しむ・知る 自然 紀南

見学親しむ・知る 自然 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．１５６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(民)　エアーウォーター㈱和歌山工場

省エネルギー、水の浄化、温度による物質の変化（液体窒素等による実験）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）

申込先
問い合わせ先

エアーウォーター㈱和歌山工場 　073-455-8213　和歌山市湊1850

http://www.awi.co.jp/

見学人数は１回につき、１０名まで

(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。

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 通年

申込先
問い合わせ先

資源リサイクルセンター㈱松田商店 073-433-1212　（平日9：00～17：30）
和歌山市西河岸町46

http://www.eco-kururin-matsuda.co.jp/visitor.html

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。

(民) 日本製鉄㈱　和歌山製鉄所

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

申込先
問い合わせ先

日本製鉄㈱和歌山製鉄所ＰＲセンター　073-451-3517　和歌山市湊1850

http://www.nssmc.com/works/wakayama/index.html

学校単位（団体）でお申し込み下さい。１日につき最大８０名まで。

(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 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

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

www.kao.com/jp/corporate/about/tour/factory-tour/factory-wakayama/

年間１万人以上が来場（H29年、H30年）、原則、5人以上でお申込み下さい。5名に満たない場合
は、ご相談下さい。

体験見学親しむ・知る 温暖化 紀北

ごみ見学親しむ・知る 紀北体験

見学親しむ・知る 温暖化 ごみ 紀北

体験見学親しむ・知る 温暖化自然 ごみ 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．１６０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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。

小中学生～一般（10名以上） 無料

通年 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

国際航業㈱広報担当：03-4476-8007

（日本アジアグループ㈱）： http://www.kkc.co.jp

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が設置されています）

(民)  かわべ天文公園

宿泊施設が揃った公園施設。園内にはアスレチックやリス舎などがあり家族で楽しめます。土日
祝はレストランも営業しています。

どなたでも 入園は無料

申し込み不要（遠足などの団体は必要） 通年

申込先
問い合わせ先

かわべ天文公園  0738-53-1120  日高郡日高川町和佐2107-1

開園時間：9時～17時30分

(広川町) 津波防災教育センター「稲むらの火の館」

「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

申し込み　団体要・個人不要 通年

申込先
問い合わせ先

稲むらの火の館　0737-64-1760 　有田郡広川町広671

http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/

開館時間　10時～17時、月曜日が休館日（月が祝日の時は翌日が休館）
11月5日は世界津波の日で開館します。

温暖化見学親しむ・知る 紀北体験

自然見学親しむ・知る 体験 紀中宿泊

防災体験見学親しむ・知る 自然 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．１６３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(N) 那智勝浦・吉野熊野国立公園 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。
写真や展示模型、生物標本展示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。

どなたでも 入館料無料、イベント参加費実費

指定された期日 通年

申込先
問い合わせ先

宇久井ビジターセンター　0735-54-2510　東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

http://www.ugui-vc.jp/

平成29年度・虫の観察会7月29日・参加人数19人
　　　　　　　 ・観月会10月7日・参加人数70人
　　　　　　　 ・第2回ネイチャーカフェ「紀伊半島沖の南海トラフ地震と津波」
平成30年度・「熊野地方の火山灰を見てみよう」5月27日・参加人数50人
　　　　　　　 ・「昆虫・カタツムリ観察会」7月28日・雨天の為中止
　　　　　　　 ・「初冬のバードウォッチング」12月16日・参加人数16人

（民）串本海中公園

串本海中公園は日本で最初に指定された海中公園であり、2005年にはラムサール条約登録地
となりました。その美しい海中景観を水族館・海中展望塔・海中観光船を通して楽しみながら学
習することができます。

どなたでも
大人1,800円小中学生800円
（観光船は別途追加料金）

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

串本海中公園 　0735-62-1122　東牟婁郡串本町有田1157

http://www.kushimoto.co.jp/

開園時間　9時～16時30分、年中無休
団体対応の大型レストランのほか、宿泊施設やダイビング施設あり。
グループから団体まで、体験プログラムや出前授業も対応（要申込）

（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
高・大200円
小中学生１００円

申込み不要（団体で説明が必要な場合、要申込） 通年

申込先
問い合わせ先

南方熊楠顕彰館 　0739-26-9909　田辺市中屋敷町36番地

http://www.minakata.org/

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

体験 自然親しむ・知る 紀南

見学親しむ・知る 自然 紀南

見学親しむ・知る 自然 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．１６６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

（国）京都大学白浜水族館

展示している約500種の生物は、すべて南紀の海にいる生き物たち。1ｍ級のタカアシガニ、ク
エ、ロウニンアジ、オニイソメなどから約1センチのチゴガニまで、色鮮やかなサンゴ礁性魚類や
多種多様なウニ類など、南紀の海の生物の多様性を間近に感じて観察いただけます。

どなたでも 大人600円　小中学生200円

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

京都大学白浜水族館　 0739-42-3515 　西牟婁郡白浜町459

http://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/

開館時間　9時00分～17時00分（入館は16時30分まで）、年中無休、入場料団体割引あり、障が
い者手帳をお持ちの方の割引制度あり

(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

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・団体の実習や自然体験学習（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）

申込先
問い合わせ先

京都大学和歌山研究林　事務所 0737-25-1183　有田郡有田川町上湯川76

http://fserc.kyoto-u.ac.jp/wp/wakayama/

小学校2回・中学校1回・高校1回（H29年度）　小学校2回・高校1回（H30年度）受け入れ
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。

(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階建てで、2013年3月
29日に、国の登録有形文化財に指定されました。また、研究林では今は少なくなった手付かずの
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。

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） 10月下旬

申込先
問い合わせ先

事前申込が必要。　北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　古座川町平井559
詳細については、ホームページをご覧下さい。

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

平成29年度：1回・11名　平成30年度：1回・3名　申込人数により、ＪＲ古座駅からの送迎あり（要相談）　

見学親しむ・知る 自然 紀南

見学 体験 自然 紀中親しむ・知る

自然見学親しむ・知る 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．１６９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(国) 和歌山森林管理署森林教室（出前講座）

森林教室と木工づくりなどを通して、森林や林業木について学びを深めています。

幼・小・中～一般 無料

通年 通年

申込先
問い合わせ先

（林野庁）和歌山森林管理署　0739-22-1460　田辺市新庄町2345-1

http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/

和歌山署管内　幼2回、小1回（H29年度）　幼1回、小1回（H30年度）
その他各地農村水産まつりなどで木工教室を実施しています。

（国） 和歌山地方気象台出前講座

「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」のテーマで職員が講演をします。

小中学生～一般（公共性・公益性のある団体、機関等） 講師派遣に係る交通費等の実費

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

和歌山地方気象台　業務係　073-432-0632　和歌山市男野芝丁４番地

http://www.jma-net.go.jp/wakayama/

小中学校、自治体等への出前講座、35回実施・3524名参加（H28年度）、44回実施・2714名参加（H29年度）

(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。

幼小中高校～一般 無料

学習実施日の１ヶ月前まで 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/adviser/gaiyo.html

年間のべ64名派遣（H29年度）、のべ78名派遣（H30年度）

(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。

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

申込先
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

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/shuttyou/

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

体験 自然親しむ・知る

講義親しむ・知る 温暖化自然

体験講義親しむ・知る 温暖化自然 ごみ

講義親しむ・知る 温暖化自然 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．１７３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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・企業等 無料

随時 随時

申込先
問い合わせ先

県庁地域政策課　073-441-2371

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020200/chiiki-dukuri/tokuten.html

平成26年度は10件、平成27年度は8件、平成28年度は5件実施。1団体につき年間3回までの派
遣が可能

(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

申込先
問い合わせ先

紀の国ふるさとづくり協議会事務局各支部（県内各振興局林務課）

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/kinopy/index.html

参加人数：60カ所、4,703名（H29年度）　53カ所、4,243名（H28年度）

（県）訪問サポート（理科出前授業）

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

時期、内容について問い合わせてください。 通年

申込先
問い合わせ先

（県）教育センター学びの丘　0739-26-3494

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/

年間10回程度

(県) 県立自然博物館　「出前教室」

県内の教育委員会・各種団体からの要請に基づいて、職員が現地に出向いて指導する。

どなたでも 講師の交通費（相談）

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

主に開館日の平日に実施、Ｈ２８年度は団体に対応　学校団体へは教育委員会のエキスパート
デリバリーシステムで対応、47件（H28年度）、33件（H29年度）

講義親しむ・知る 地域づくり ごみ

体験 自然親しむ・知る

体験講義親しむ・知る 自然

体験 自然親しむ・知る
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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．１７７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 自然博物館　「移動ミニ水族館」

県内の小中学校に生物等を輸送し展示、生物に興味をもってもらう。

県内の学校他 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

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

年間5回程度実施、8回（H28年度）、8回（H29年度）

(和歌山市) 環境出前講座 　　　　　　　

環境に関連した任意のテーマ（生活排水対策・節電など）で講座を行います。

和歌山市の団体（自治会・学校など） 無料

通年 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山市 環境政策課　073-435-1114

平日・休日実施可能

(かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業

小学校・中学校等へ赴いて、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

申込先
問い合わせ先

かつらぎ町役場　住民福祉課　生活環境係　 0736-22-0300　(内線  2230 / 2231 )

29年度　小学校（1件）　　　　30年度　小学校（1件）

(国)  和歌山工業高等専門学校　出前授業

和歌山高専の教員や技術専門職員が、身の回りの水質調査、花などの色素から作る太陽電
池、自分のDNAから作るネックレス、ソーラーモーターカー作りなど、様々な出前授業を行いま
す。開催希望時期、希望会場、人数などお気軽にご相談ください。

小学生・中学生～一般（講座内容により指定） 有料（講師の交通費、材料費）

随時 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山工業高等専門学校 0738-29-2301   御坊市名田町野島77

http://www.wakayama-nct.ac.jp/

・実績　H30年度20回開催　約500名参加
 　　　　 H29年度18回開催　約400名参加
・出前授業の種類については和歌山高専HPをご覧下さい。

体験 自然親しむ・知る

講義 温暖化自然 ごみ 紀北

ごみ体験講義親しむ・知る 紀北

自然親しむ・知る 体験 温暖化

親しむ・知る
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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．１８１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他)省エネ診断・ 節電診断（無料）

工場、ビル、店舗、役所、学校等の省エネ・節電を推進するため、診断専門員を無料で派遣し、
診断後に診断結果報告書の提出ならびに結果の説明会を実施いたします。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

一般の事業所、工場、自治体、学校、老健施設など 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6539-7515
大阪市西区新町1-13-3 四ツ橋ＫＦビル８Ｆ

https://www.eccj.or.jp/

補助金活用を目的とした診断も含め、平成28、29年度で200件以上の診断実績があります。

(他) 省エネ・節電説明会への講師派遣（無料）

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。詳し
くはホームページをご覧ください。

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）

申込先
問い合わせ先

一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6539-7515
大阪市西区新町1-13-3 四ツ橋ＫＦビル８Ｆ

https://www.eccj.or.jp/

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。

(他) 公益財団法人 吉野川紀の川源流物語　「出張源流教室」

水や森林について学ぶ出前教室。森林環境教育の導入・まとめにご利用できます。教室の内容
はご相談して決定していきます。

学校・公民館等のグループ

学校教育機関は1人100円
それ以外は入館料相当
（大人400円、小中生200円）
工作体験などの体験プログラムを追加する
場合は、材料代などが別途かかります。

要、問合せ
要、問合せ
（5・10月は実施していません）

申込先
問い合わせ先

森と水の源流館　　TEL:0746－52－0888　　E-mail:morimizu@genryuu.or.jp
奈良県吉野郡川上村大字迫1374番地の1

http://www.genryuu.or.jp

29年度24件1,271人。30年度（1月時点）17件1,221人。

体験親しむ・知る 温暖化

体験親しむ・知る 温暖化講義

体験 自然親しむ・知る
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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．１８４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(N) 「気候変動とエネルギー」について学べる出前講座

気候変動（地球温暖化）とエネルギーをテーマにした出前講座です。エネルギーの使い方を工夫
して、地球にも家庭にもやさしい暮らし方のヒントを学ぶことができます。小学生・中学生・親子・
大人対象など、集まる方々や規模に合わせてコンテンツをご用意いたします。

どなたでも 無料

ご希望される日時（応相談） 随時

申込先
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（NPOわかやま環境ネットワーク）　073-499-4734

http://wenet.info/wp/

開催日や内容などのご相談を承ります。上記までご連絡くださいませ。

(民)　関西電力㈱ 「かんでん電気教室」

電気やエネルギー、環境問題について考えるきっかけ作りのお手伝いが出来るようスライドや実
験などを通じて楽しく、わかりやすくご説明いたします。

小学生高学年以上、中学生 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

関西電力(株)和歌山支社統括グループ　073-463-0604
和歌山市岡山丁40番地

http://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/wakayama/school/demae.html

33校1,169人（平成28年度）、28校・3団体1,391人（平成29年度）

(国) 水生生物調査

河川・用水路などの身近な水辺で水生生物（指標生物）調査による水質判定を行います。
報告してもらったデータをもとに河川の水質調査マップを作成して、公表します。

どなたでも 無料

6月から9月 調査キットが届き次第

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/suiseiseibutu/chosa.html

申込者には、調査キット（パンフレット、虫めがね、ピンセット等）を進呈、調査結果は要報告
603人（H29年度）、637人（H30年度）

(県) 紀州エコかるたの貸し出し

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

随時 通年随時

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/joho/karuta.html

体験親しむ・知る 温暖化

体験親しむ・知る 温暖化

体験親しむ・知る 自然

体験親しむ・知る 温暖化自然 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．１８８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

Ｎｏ．１９１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

(県) 環境教育用ＤＶＤ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

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/joho/video.html

ＤＶＤ（４作品）の内容一覧は資料編（P106）をご覧下さい。

(県) 環境生活総務課ホームページ

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、御活用下さい。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

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2670

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

(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です。
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

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

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

活動実績・その他
次のURLからダウンロードができます。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/program/gaiyo.html

(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 無料

申し込み不要 随時

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

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

活動実績・その他
次のURLからダウンロードができます。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/joho/kyoin.html

体験親しむ・知る 温暖化自然 ごみ

ごみ親しむ・知る 温暖化自然

ごみ親しむ・知る 温暖化自然

ごみ親しむ・知る 温暖化自然
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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．１９２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) わかやまこどもエコチャレンジ

家族と一緒に「節水」「節電」「ごみ削減」等のエコ活動にチャレンジしてもらいます。活動の様子
を記した活動レポートを募集し、公共施設等で展示、HPで公表します。

県内小学4・5・6年生 無料

指定された期日 夏休み期間

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/kodomoecochallenge/gaiyo.html

提出数3,845点（H30年度）、4,245点（H29年度）、3,872点（H28年度）

(県) グリーンカーテン事業

ゴーヤやパッションフルーツの栽培用具セット（プランター、ネット、用土、苗）を無料で提供し「グ
リーンカーテンづくり」を支援します。苗植えイベント校は、「きいちゃん」と一緒に苗植えを実施し
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）

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

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

県内の小学校小学校68校（H29年度）、56校（Ｈ30年度）で実施

(県) わかやま何でも帳

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学習に役立ちます。

どなたでも 1冊 800円＋消費税

申込先
問い合わせ先

県庁文化学術課　073-441-2050（販売について）

県教育委員会義務教育課　073-441-3662

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

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

通年 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山市 環境政策課　073-435-1114

平成30年度利用者 11人

体験 温暖化 ごみ

体験 自然 温暖化

親しむ・知る 自然親しむ・知る ごみ

体験親しむ・知る 紀北温暖化

親しむ・知る

親しむ・知る
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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．１９６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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、日頃河川とかかわる中で感じ
た川に対する思い出や思い、イメージをはがきに絵と文章で描く「絵手紙」を広く募集します。

小中高生～一般 無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局治水課　03-5253-8111

http://www.mlit.go.jp/river/aigo/

優秀作品は国から表彰されます。

(県)きのくに川の日絵画コンクール

県では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。

小中学校生 無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県庁河川課　073-441-3130

各学校にポスター、募集要項を配布します。

(県)「わかやまの山村」絵画コンクール

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 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県庁林業振興課　073-441-2991

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/concours/index.html

各学校に募集要領を配布します。
応募数：114校（園）、1,195作品（H30年度）　　115校（園）、1,372作品（H29年度）

(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過度に頼らない、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

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県庁農業環境・鳥獣害対策室 　073-441-2905

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/index.html

現地研修会　年間3回開催　50人参加（H30年度）、70人参加（H29年度）
エコ農業研修会　年間1回開催　47人参加（H29年度）、79人参加（H28年度）

親しむ・知る 自然

親しむ・知る 自然

親しむ・知る 自然

講義親しむ・知る 温暖化自然体験
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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．２００

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 自然にやさしい技術者認定制度

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 春夏秋冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県庁技術調査課　073-441-3084

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/sizenkankyou/index.html

年間4回程度実施、H28年度：328名参加、H29年度：309名参加

(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・義務教育・高・特別支援学校の教員 無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県教育委員会義務教育課　073-441-3662

H30年度は紀北で実施　H29年度は紀北で実施

(県) 訪問サポート（理科出前講座）

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

時期、内容について問い合わせてください。 通年

申込先
問い合わせ先

（県）教育センター学びの丘　0739-26-3494

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/

年間１０回程度

(県) 白崎青少年の家「ジュニアリーダー育成講座」

リーダー研修、レクレーション講座、野外炊飯講習などを習得します。

小学3年生～中学1年生 有料（材料費等）

指定された期日 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

年間各１回実施、8名参加（H29年度）、7名参加（H30年度）

ごみ講義親しむ・知る 温暖化自然

体験講義親しむ・知る 温暖化自然 ごみ

体験講義親しむ・知る 温暖化自然

体験講義親しむ・知る 温暖化自然 ごみ 紀中宿泊
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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．２０４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他) （一財）和歌山環境保全公社　産業廃棄物処理事業者等講習会

産業廃棄物の適正処理に関する正しい知識と理解の普及を図るため、いち早い情報を提供する
ことを内容とした講習会の開催

産業廃棄物排出・処理・運搬事業者など 無料

未定 9月又は10月

申込先
問い合わせ先

（一財）和歌山環境保全公社　073-431-2322

hn@wa-hozenkousya.jp

実施回数：1回/年　　参加人数　H29：184名　　H28：148名

(他) JAF和歌山支部　エコトレーニング

燃費計を取り付けた実車を使って、燃費が良く、CO2の排出を少しでも減らす運転を学びます。
燃費計を取り付けた講習車両で「発進・巡航・減速・停止」の実際の運転を行っていただきます。

車の運転ができるかた。 JAF会員1,028円　非会員2,057円

2018年3月6日（応募締め切り）定員1回15名 2018年3月17日

申込先
問い合わせ先

JAF和歌山支部　073-421-5355

http://jafevent.jp/event/1703_30_011_0.html

年1回実施　平成28年　1回8名参加　平成29年　1回5名参加　平成30年度実施なし

(県) 和歌山県地球温暖化防止活動推進員・養成講座

県内に在住、または勤務されている１８歳以上が対象。地球温暖化の現状と今後の活動につい
てのガイダンスを聞くことができます。当講座受講後、一定期間の活動によって和歌山県知事よ
り正式な推進員として委嘱されます。

18歳以上の県内在住者／通勤者 無料

指定された期日 随時

申込先
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（NPOわかやま環境ネットワーク）　073-499-4734

http://wenet.info/wp/

詳しい案内資料を送ります。上記までご連絡ください。

(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1,390団体が加入済み。

企業、行政、民間団体、地域団体など 有料（会費および入会金）

通年 通年

申込先
問い合わせ先

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

http://www.gpn.jp/index.html

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
購入を進める活動のことです。グリーン購入ネットワーク（GPN）は、グリーン購入活動を促進する
全国的な組織です。

親しむ・知る 温暖化 ごみ講義 紀北

体験 温暖化親しむ・知る 紀北

親しむ・知る 温暖化 ごみ講義

体験親しむ・知る 温暖化 ごみ
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Ｎｏ．２０８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

　　　　　　　　　　　　　

橋本市立あやの台小学校　「農と緑を通した環境教育／環境を社会とつなぐエ
コマート」

あやの台小学校は学校敷地内に大きな花壇や田んぼ、学校園を備え、子どもたちが木々のざわ
めき、鳥たちの鳴き声に囲まれていきいきと学習に取り組んでいる。また、毎年卒業制作で自然
との距離を近づけるものを学校のために作っており、運動場にたくさんの花壇や、学校の築山に
遊歩道や憩いの広場、ビオトープも作られた。また、エコマートの学習では、環境のことを考えた
もの作りを、「子ども会社」主体で行い、実際に販売している。そこで得た利益を使って、学校や地
域だけでなく、国際平和や地球環境に貢献しようと取り組んでいる。作っている商品は、無農薬
野菜、リサイクル手芸品、廃材を生かした木工品などである。自然と共にあることのよさを感じる
だけでなく、そのよさが生き続ける社会作りに参画できる市民性の育成を主眼に置き、「他人ごと
から自分ごとへ」をスローガンにしたＥＳＤ的環境教育活動が行われている。

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

申込先
問い合わせ先

橋本市立あやの台小学校　0736-37-4001　橋本市あやの台２－１７

第15回わかやま環境省、平成27年度みどりの奨励賞。第24回和歌山県農業教育賞優秀賞、第
23回コカ・コーラ環境教育賞活動表彰部門優秀賞、低炭素杯2018ニトリ最優秀夢・未来賞、第27
回和歌山県農業教育賞最優秀賞

　　　　　　　　　　　　　

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。

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

申込先
問い合わせ先

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。

　　　　　　　　　　　　　

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」

  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」に取り組んでいます。
　また、地域清掃活動や新聞・雑誌・空き缶等のリサイクル活動で、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

申込先
問い合わせ先

有田市立糸我小学校　0737-88-7116

H29・30年度スチール缶リサイクル協会環境教育推進支援事業　優秀賞受賞。
H30年度わかやま環境大賞受賞。

小学校の取組 紀北自然

小学校の取組 ごみ 紀北

小学校の取組 自然 紀中ごみ
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Ｎｏ．２１１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

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！」

ウミガメ産卵場所（下里大浜海岸）の環境保全活動、卵の保護及び孵化したウミガメの育成、観
察、放流等の活動を実施。５学年を中心に計画・実施をしている。

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

申込先
問い合わせ先

那智勝浦町立下里小学校　0735-58-0021

東京大学海洋教育センター事業の海洋教育実践校。

　　　　　　　　　　　　　

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、ポートフォリオ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

申込先
問い合わせ先

和歌山県立向陽中学校　073-471-0070

コカコーラ環境省　日本学生科学賞和歌山県審査最優秀賞　水の作文コンクール和歌山県審査優秀賞

　　　　　　　　　　　　　

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）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

申込先
問い合わせ先

広川町立津木中学校　0737-67-2102

環境省「こどもホタレンジャー」環境大臣賞受賞（2017年）
第12回学校自慢エコ大賞エコ活動部門大賞受賞（2016年）

　　　　　　　　　　　　　

田辺市立龍神中学校　「環境美化」

年に3回の古紙・古着回収及び常時受付（学校の倉庫に）
アルミ缶回収（常時受付）

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい ６月、１０月、２月の年間３回実施

申込先
問い合わせ先

田辺市立龍神中学校　　0739-78-0014　　田辺市龍神村安井1048-1

第15回わかやま環境賞受賞

小学校の取組 自然 紀南

中学校の取組 自然 紀中ごみ

中学校の取組 ごみ 紀南

中学校の取組 自然 紀北ごみ温暖化
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Ｎｏ．２１５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その
他

Ｎｏ．２１７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

　　　　　　　　　　　　　

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。地域の協力のもと
餅米を栽培、収穫した餅米で地域、保護者と一緒に餅つきを行っています。できた餅を作業に参
加して頂いた方々と一緒に食したり、また地域の独居老人に餅米を配布しています。こうした活
動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。また冬野菜を育て給食の食材
等に活用、自然の恵みへの感謝、喜び等食育にも取組んでいます。

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

申込先
問い合わせ先

印南町立稲原中学校　0738-44-0007

29年度4回実施　　30年度4回実施
県教育委員会主催:29年度ふるさとわかやま学習大賞奨励賞受賞
　　　　　　　　　　　　30年度きのくに教育賞（団体の部）受賞,ふるさとわかやま学習大賞大賞受賞

和歌山県立田辺高等学校・中学校　「生物部」

田辺市の生物調査を行っています。鳥の巣半島で野生化している外来種アフリカツメガエルにつ
いての調査に取り組んでいます。

.

通年

申込先
問い合わせ先

和歌山県立田辺高等学校・中学校　0739-22-1880　　田辺市学園1－71

週3回の放課後と、休日に活動しています。今年度は、池の水を抜いて網をかぶせて駆除する方
法を5ヶ所のため池で行い、さらに外からアフリカツメガエルが入らないように、池の周りにフェン
スを張り、効果を検証していきます。
私たちは田辺市の生涯学習フェスティバルや和歌山市でのおもしろ環境まつりに参加し、外来種
問題について発表しました。研究成果は、平成30年度第42回全国高等学校総合文化祭「2018信
州総文」自然科学部門で文化連盟賞、第4回全国ユース環境活動発表会・地方大会で優秀賞、
日本学生科学賞で和歌山県商工会議所連合会長賞を、高橋克己博士顕彰会から高橋賞を頂き
ました。

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

申込先
問い合わせ先

和歌山県立紀北工業高等学校　　0736-32-1240

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。

中学校の取組 自然 紀中

高校・中学校の取組み 自然 紀南

高校の取組み 温暖化 紀北
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Ｎｏ．２１８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

H29和歌山ビッグウエーブ（来場者約1,500名）、H30みその商店街（来場者約1,500名）

(県) CO2削減／ライトダウンキャンペーン

夏至の日と7月7日（クールアース・デー）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での証明の一斉消灯（ライトダウン）を呼び掛け、日常生活の中で地球
温暖化対策を実施するきっかけとしてもらうことを目的としています。

どなたでも 無料

申し込み不要 夏（指定された日）

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2670

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/ondanka/lightdown.html

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolearthday/ ※環境省が実施主体です。

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

随時 通年随時

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

http://wenet.info/wp/implement/information/waon-tsushin

年間4回発行

(他) おもしろ環境まつり

子供も大人も一緒になって見て・ふれて・感じてみる体験型のイベントです。環境保全活動の楽し
さや面白さに気づき、無理せず、楽しくエコな取組などを行うきっかけにすることができます。

どなたでも 無料

申し込み不要 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/ontai/omoshiro.html

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1万5,000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

本校までお問い合わせ下さい H31年4月6日（土）［予定］

申込先
問い合わせ先

和歌山県立和歌山高等学校　　　073-477-3933

平成29年4月1日204名来場。平成30年4月7日223名来場。

(県) わおん通信

高校の取組み 自然 紀北

ごみ温暖化自然

行動する・広げる 体験 温暖化

行動する・広げる 体験 自然 温暖化 ごみ見学

行動する・広げる
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No.２２２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

ＵＲＬ

活動実績・その他

(県) エコの和

SNS（Instagram、Facebook）で環境に優しい取組などの情報を発信。みなさんの環境にやさしい
取組を実践した際には、ぜひハッシュタグ（#エコの和）を付けて投稿してください。

どなたでも 無料

申し込み不要 通年

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2670

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/ondanka/econowa.html

Instagram：eco_no_wa エコの和（和歌山県環境生活総務課）
Facebook：エコの和（和歌山県環境生活総務課）

(県) 和歌山県環境白書

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

通年随時

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

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

PDFデータダウンロード先 ：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/envplan/hakusho.html

(県) レジ袋削減キャンペーン

県内のスーパー等の店頭又は県内イベントにおいて、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 春夏秋（指定された日）

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2670

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/kyogikai/index.html

｢環境月間｣「3R月間」「地球温暖化防止月間」にあわせて啓発活動を実施。
（H30：3か所、H29：11か所）

(県) 平成31年度クリーンアップ運動～スポＧＯＭＩ大会～

制限時間内に定められたエリア内で拾ったゴミの量と質でポイントを競い合う、スポーツの要素を
取り入れたごみ拾い大会です。

どなたでも 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

県民生活課　073-441-2598

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/

H28年度参加者：154名（年間2回実施）、H29年度参加者：178名（年間2回実施）

体験親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験行動する・広げる 温暖化 ごみ

ごみ親しむ・知る 温暖化自然

行動する・広げる 体験 ごみ

行動する・広げる 体験 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．２２６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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活動物資等の支援を行う事業です。

県内で活動する、河川環境保全活動に対し意
欲のある自治会、企業、学校、ＮＰＯ等の団体
（その目的及び活動が公序良俗に反しないこ
と）
・１年間以上の期間、継続的に河川環境保全活
動に取り組むことのできる団体

通年 通年

申込先
問い合わせ先

各振興局建設部管理保全課　※連絡先はHPを参照

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/adopt/adopt.html

登録18団体　（うち2団体活動中止中）

(県) 企業の森事業

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を提供
し県内の森づくりを推進しています。

企業 各企業で負担

随時 随時

申込先
問い合わせ先

県庁森林整備課　073-441-2973

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kig_mori/kig_mori.html

「企業の森」事業 活動数86箇所（H29年度末）

(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。

県内の子どもたち等

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県庁森林整備課　073-441-2982　または各振興局農林水産振興部林務課まで

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kashinoki_bank/kashinoki_bank.html

受付件数：58件　苗木払戻本数：386本（平成29年度）

(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、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 2月第1日曜日

申込先
問い合わせ先

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

http://www.kihokuseisyounen.com/

年間１回開催、毎年約3,000名参加

行動する・広げる 体験 自然

行動する・広げる 体験 自然

行動する・広げる 体験見学 自然 紀北

行動する・広げる 体験 自然 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．２３０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 白崎青少年の家「すいせん祭り」

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。

どなたでも 無料

申し込み不要 冬（指定された日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

https://pya-shirasaki.ssl-lolipop.jp/

年間1回開催、約1,500名参加（H29年度）、約1,000名参加（H30年度）

(県) 潮岬青少年の家 「おもしろらんど夏祭り」「おもしろらんど春祭り」

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もが楽しめる住民参加型の夏・
春季大祭、木工クラフト、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（小3以下は保護者同伴） 無料（一部有料）

指定された期日
夏・2019年8月31日（土）
春・2019年2月23日（日）

申込先
問い合わせ先

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

https://omoshiro-yh.com/

年間各1回実施、春来場役2,000名（H29年度）

(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

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

和歌山市 環境政策課　073-435-1114

年間１回実施　

(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）

申込先
問い合わせ先

和歌山市産業交流局観光国際部観光課　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.jp

http://www.gomingo.jp

年間１回実施

行動する・広げる 体験見学 自然 紀中

体験親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験行動する・広げる 紀南

講義行動する・広げる 温暖化自然 ごみ 紀北

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 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．２３４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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（企業・団体については9月頃） 秋（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

和歌山市役所　自治振興課　073-435-1011

年間１回実施、19,495人（Ｈ29年度）、19,538人（Ｈ30年度）

(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・有本川・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）

申込先
問い合わせ先

和歌山市役所　自治振興課　073-435-1011

年間1回実施、1,433人（H29年度）、1,455人（H30年度）

(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

随時 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山市役所　自治振興課　073-435-1011

54個人・団体　参加人数1,389（H29年度）、54個人・団体　参加人数1,390人（H30年度）

(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"主催の講演会等及びリサイクル市を実施します。

同協議会会員および町民 無料

リサイクル市（１１月）

申込先
問い合わせ先

かつらぎ町役場　住民福祉課　生活環境係　 0736-22-0300　(内線  2230 / 2231 )

29年度　視察研修（1回）・リサイクル市（1回）　　　　30年度　リサイクル市（1回）

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀北

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀北

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀北

ごみ講義行動する・広げる 体験 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．２３８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(岩出市) クリーン缶トリー運動インいわで

「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る。

どなたでも 無料

申込み不要 ７月の第２日曜日

申込先
問い合わせ先

市生活環境課　0736-62-2141　岩出市西野２０９番地

http://www.city.iwade.lg.jp/

年間１回実施、1,868名参加(H29)、1,906名参加(H30)

(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、保護司
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

申込先
問い合わせ先

市総務課・市教育総務課　0736-62-2141　岩出市西野２０９番地

平成29年度36回実施　　平成30年度35回実施

(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い、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、ユニセフに寄付及び子供ワクチンを支援する。

ＰＴＡ、児童、生徒、教員、地域住民ほか（どなたでも） 無料

学校によって異なる

申込先
問い合わせ先

岩出市内の各小学校

平成29年度8校で実施　　平成30年度8校で実施

(紀美野町) がたろ大作戦

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

指定された日 ７月

申込先
問い合わせ先

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）

年1回実施　200名参加（平成29年度）・200名参加（平成30年度）

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀北

行動する・広げる 体験 ごみ 紀北

行動する・広げる 体験 ごみ 紀北

行動する・広げる 体験 ごみ自然 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．２４２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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。

どなたでも 無料

指定された日 ８月下旬

申込先
問い合わせ先

貴志川漁業協同組合　073-495-2114

年1回実施　１05名参加（平成28年度）・139名参加（平成29年度）

(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

申込不要 指定された期日

申込先
問い合わせ先

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

(有田市) もっとの会　おそうじクラブ

親子で有田川河口干潟（日本の重要湿地500/環境省）絶滅危惧種生息地の環境保全（清掃）を
通して誰かの役に立つ喜びを感じる場とする。
四季折々の自然の中で季節に応じた様々なイベント（体験型）をしています。

どなたでも
1家族300円（保険料含む）
＋材料費（必要に応じて）

随時 毎月1回・指定された期日

申込先
問い合わせ先

もっとの会　中村　090-5254－9800

H19年度より毎月1回実施（143回）。H29・H30年度は延べ約400名の参加（幼児～高校生、大人）
1時間のおそうじ後、子どもたちに心の栄養となる絵本の読み語りを欠かさず実施。体験型の企
画をし、親子で楽しんでいます。昨年度はおもちつき・手作り三食雛寿司・飾りそうめんのクッキン
グ、ぞうきん縫い、絵手紙体験、家族の絆を描いた感動作品「リメンバー・ミー」の鑑賞他。気候
の良い時期は、川原での自由遊びの時間をもっています。
活動を通して、毎回目にする大量のごみが、環境のことを考える機会となり、自主的な行動につ
ながっています。自然にふれ、いろんなことに遭遇することでわいてくる子どもたちのアイデア、発
想力を大切にサポートしています。

(湯浅町) 栖原海岸清掃活動

栖原海岸の清掃及びごみ収集をします。

どなたでも 無料

申込不要 7月の指定した日

申込先
問い合わせ先

湯浅町役場 住民生活課 環境係  0737-64-1102

年１回実施、参加者数：約100名参加　※天候不良時中止のする場合もあります。

行動する・広げる 体験 ごみ自然 紀北

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀中

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀中

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 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．２４６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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

申込不要 8月の指定した日

申込先
問い合わせ先

湯浅町役場　産業建設課　管理係　0737-64-1124

年1回実施、参加人数：約150名程度　※天候不良時中止する場合もあります。

(湯浅町) クリーンアップ熊野古道

熊野古道周辺の清掃及びごみ収集をします。

どなたでも 無料

申込不要 10、11月の指定した日

申込先
問い合わせ先

湯浅町役場 住民生活課 環境係  0737-64-1102

年１回実施、参加者数：約100名参加　※天候不良時中止のする場合もあります。

(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。
朝9時～10時清掃タイム　10時から12時ウォークタイム

どなたでも 無料（昼食持参）

指定された期日 6月16日（日）

申込先
問い合わせ先

連絡先　(浜田八洲男さん　090-3160-9150)　ｋｕｍａｎｄ-8400＠ｇａｉａ.eonet.ne.jp
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２６２２－７

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。(平成30年度は白良浜を実施参加人
数　30人）

(白浜町) 環境問題を考える講演会

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

申込先
問い合わせ先

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29年度実績76名　平成30年度実績58名

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀中

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 紀中

紀南行動する・広げる 体験 自然 ごみ

講義親しむ・知る 温暖化自然 ごみ 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．２５０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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。

どなたでも 無料

申し込み不要 6月

申込先
問い合わせ先

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29年度実績（参加人数646名）　平成30年度実績（参加人数660名）

(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

指定された期日 12月中旬

申込先
問い合わせ先

青少年育成町民会議日置地区協議会　0739-52-2300

年1回開催（H30年度実績245名）

(古座川町) 古座川クリーンキャンペーン

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

申込先
問い合わせ先

古座川町役場　住民生活課　0735-72-0180　 東牟婁郡古座川町高池673-2

年1回実施。H29年度は83名、H30年度は111名参加。

(他) （一財）和歌山環境保全公社　ラジオ広報番組（RADIOであるあるあーる３
R）WBS和歌山放送で

県ではごみの排出量が全国に比べて多く、リサイクル率が低かったり、不法投棄や災害廃棄物
への対応など、様々な課題がある。３Rの推進や不法投棄防止など、課題解決のヒントとなる情
報を県と協力して放送し、一人ひとりの取組の必要性をリスナーに情報提供。

どなたでも 無料

不要 4月から1年間、毎月第2火曜日AM9:40～

申込先
問い合わせ先

不要

H29年6月～H30年3月まで　放送中

行動する・広げる 体験見学 温暖化自然 ごみ 紀南

行動する・広げる 体験 ごみ自然 紀南

行動する・広げる 体験 ごみ自然 紀南

行動する・広げる 温暖化 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．２５４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他) （一財）和歌山環境保全公社　公社HPでの３R宣言者の募集

公社のサイトからいつでも３R宣言、３R意識調査ができるようにして、県民のごみ減量化への取
組やごみの分別状況等に関するデーター収集を県との共同事業として行います。

どなたでも 無料

申し込み不要 10月から予定

申込先
問い合わせ先

（一財）和歌山環境保全公社　073-431-2322

hn@wa-hozenkousya.jp

新規事業

(N) 花つぼみ　「花まつり」

たくさんのフリーマーケットや催し物があり、春の花いっぱいの新庄公園を楽しんでもらうイベント
です。

どなたでも
無料（フリーマーケット出店者は花
苗引換券500円）

申し込み不要 3月30日（土）・31日（日）

申込先
問い合わせ先

NPO花つぼみ　0739-26-8724　田辺市新万22-17

毎年4月に開催。毎回1,000人程度の来場あり。

(N) 花つぼみ　「花と子供のフェスティバル」

たくさんのフリーマーケットや、催し物があり、連休をご家族・ご友人で、花満開の新庄公園でゆっ
くり過ごしてもらうイベントです。花の前での記念撮影や、親子で楽しめるガーデニング体験など
を実施。

どなたでも
無料（フリーマーケット出店者は花
苗引換券500円）

申し込み不要 5月3日（金）4日（土）5日（日）

申込先
問い合わせ先

NPO花つぼみ　0739-26-8724　田辺市新万22-17

毎年5月に開催。毎回1,000人程度の来場あり。

(N) 花つぼみ　「コスモスまつり」

たくさんのフリーマーケットや、催し物があり、ご家族・ご友人で満開のコスモス畑でゆっくり過ごし
てもらうイベントです。

どなたでも
無料（フリーマーケット出店者は花
苗引換券500円）

申し込み不要 10月26日（土）・27日（日）

申込先
問い合わせ先

NPO花つぼみ　0739-26-8724　田辺市新万22-17

毎年10月に開催。毎回1,000人程度の来場あり。

行動する・広げる 温暖化 ごみ

行動する・広げる 体験 自然見学 紀南

行動する・広げる 体験 自然見学 紀南

行動する・広げる 体験 自然見学 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．２５８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

No.２５９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(N) 花いっぱい推進協議会　JR和歌山駅前花壇を綺麗にし、行く人来る人にお
もてなし

JR和歌山駅西口、タクシー乗り場横の花壇の花の植込みを毎年6月と11月に行っています。ま
た、随時除草等の管理作業を実施しています。

どなたでも 無料

指定された期日 指定された日

申込先
問い合わせ先

NPO法人花いっぱい推進協議会　073-461-4950　和歌山市宇田森295-1

毎年6月、11月に和歌山市内のロータリークラブの方や学校関係の方と花の植え替えを行ってい
ます。

(N) 自然体験学習支援センター「サンゴ調査保全」

和歌山県白浜町・田辺市・みなべ町沿岸の吉野熊野国立公園内サンゴ群集調査や保全、オニヒ
トデ駆除活動のボランティアダイバーを募集します。

・潜水士免許　・Ｃカード
・50ダイブ以上の経験証明

別途調整

指定された期日
（homepageに掲載）

通年
（homepageに掲載）

申込先
問い合わせ先

自然体験学習支援センター　tel：073-462-3977　fax：020-4622-9520　e-mail：taiken.sc@gmail.com

http://study.iinaa.net/

年間70人

(他) トンガの鼻自然クラブ 雑賀崎台場遺跡と遺跡までの里道の整備

トンガの鼻の台場遺跡と里道の草刈、里道階段の補修、道標の設置など
毎月第3土曜日の9時～11時40分頃まで作業
（作業日は都合で変更することがあります。ＨＰで確認するか事務局に問合せください）

どなたでも　　 無料

不要　9時までにトンガの鼻入口に来てください ホームページに詳細UP

申込先
問い合わせ先

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844 　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

https://tonganohana.jimdo.com/

2003年から実施　　毎年10～15名で作業を行っています。

(他) 紀の川東洋台浜木綿クラブ　「資源集団回収」

和歌山市の資源ゴミ回収に代わり当グループが当住宅地23カ所の集積所より回収

紀の川東洋台住宅地 軽トラガソリン代約18,000円

通年毎週水曜日朝7時～

申込先
問い合わせ先

和歌山市善明寺727-128　　小川松男（自宅）

回収量約年43トン

行動する・広げる 体験 自然 紀北

体験親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験行動する・広げる 紀南

行動する・広げる 体験 自然 紀北

行動する・広げる 体験 ごみ 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．２６２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他)  棚田を守ろう会 「棚田で泥ん子2019！」

春の種モミまきから、秋の新米の収穫・精米まで、季節の移り変わりを感じながら、一連の作業
が体験できる全10回の米作り講座です。

新宮、東牟婁地域在住のご家族 1組につき前期18,000円、後期18,000円

随時 4月～11月

申込先
問い合わせ先

棚田を守ろう会事務局　080-2400-7327　　東牟婁郡那智勝浦町大野2178

http://www.zb.ztv.ne.jp/tanada/
お子さんにとって、お米ができるまでの植物の変化や有機農業の田んぼならではの多種多様な
昆虫や水生生物にふれあう学びの場になります。
実りの秋には、ご家族で作った「とれたての新米」の味を堪能ください。

(他)　里山を愛する会　「里山の森を保全し再生する」

里山の生物多様性を保全するためには、多様な広葉樹からなる森が必要です。しかし、昔、中国
から日本に採って来て植えた大型の孟宗竹、真竹、淡竹が、現在放置されているので、拡大し、
森を消しています。森が竹だけにならないよう、竹を伐採し、竹チップなど、伐った竹の利活用を
して、情報発信しています。

どなたでも 無料

申し込み不要 秋～冬

申込先
問い合わせ先

里山を愛する会　事務局長（北野）まで

TEL ・ FAX 073-456-6361　携帯 090-7967-7585

1998年より放置竹林を伐採し、利活用してきた。（竹チップ、竹炭、竹トンボ、小物入れ etc.）
その活動を情報発信し、森の大切さを伝えた。

(県) 河川愛護団体に対する奨励・表彰制度

「河川における除草やゴミ集め」などの美化活動や「ゴミ捨て禁止の看板の設置」等、河川愛護思
想の普及啓発のため自主的に活動を行っている団体に対して奨励金を交付し、また、活動内容
に優れた愛護団体を優良河川愛護団体として、知事表彰を行っています。

原則として市町村の区域をその区域とする(道
路河川愛護奨励規程第２条)

通年 通年

申込先
問い合わせ先

各振興局建設部管理保全課　※連絡先はHPを参照

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/aigo/aigodantai.html

活動団体227団体、延べ活動人数39,570人(H29年度)
活動団体226団体、延べ活動人数40,834人(H28年度)

(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。日本水大賞委員会と国土交通省が主催、環境省
や農林水産省など6省や、治水・環境団体などが後援。

どなたでも 無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

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3F

http://www.japanriver.or.jp/taisyo/

日本水大賞の副賞は大臣賞５０万円、グランプリ２００万円です。

行動する・広げる 体験 自然 紀南

自然体験 紀北行動する・広げる

行動する・広げる 体験 自然 ごみ

行動する・広げる 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．２６６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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、25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。

小中学生　高校、高等専門学校生　大学生 無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団　03-5410-4994

http://www.cocacola-zaidan.jp/

副賞は、活動表彰部門：優秀賞10万円大賞30万円　次世代支援部門：優秀賞30万円大賞50万円

(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

申込先
問い合わせ先

読売新聞和歌山支局　073-422-1144　和歌山市雑賀屋町東ノ丁16

http://event.yomiuri.co.jp/jssa/

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

グリーン購入大賞は、グリーン購入に関連した取組に加えて、人に関わる社会課題に配慮した
調達の取組について表彰します。応募テーマは次の3つです。①購入活動を通じた取組②コミュ
ニケーション・人材育成を通じた取組③製品・サービスの生産活動(製造・販売)を通じた取組

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

申込先
問い合わせ先

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

http://www.gpn.jp/index.html

環境大臣賞、経済産業大臣賞、農林水産大臣賞、大賞、優秀賞があります。

(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 随時

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2674

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/ecoclub.html

登録クラブ数・人数：全国1,841団体、118,387人／和歌山県4団体、115人 （Ｈ29年度）

行動する・広げる 自然 温暖化 ごみ

行動する・広げる 自然 温暖化 ごみ

行動する・広げる 温暖化 ごみ

行動する・広げる 体験 温暖化自然 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．２７０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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。

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

無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

（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。

http://www.env.go.jp/kids/water/hotaranger/index.html

顕著な活動は環境省が表彰、普及します。

南紀熊野ジオパーク

南紀熊野ジオパークを訪れる皆様に、その貴重な地質及び地形とそれに由来する自然環境、文
化資源等をより分かりやすく、楽しめるように、ジオパークガイドがご案内します。
ツアー内容は、おススメガイドコースのほか、修学旅行、環境学習、体験学習など、目的に応じ
て、幅広くご提案いたします。

どなたでも 有料

随時 通年

申込先
問い合わせ先

南紀熊野ジオパークガイドの会事務局（和歌山県自然環境室内） 　073-441-2690

http://nankikumanogeo.jp/guide/

随時、ジオツアーを実施しています。また、ジオパークの普及啓発にも努めています。

(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、吉野熊野国立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

申込先
問い合わせ先

代表：上野　一夫　0735-62-5458

http://karihiraki.com/

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。

（他）和歌山県工場環境緑化協会

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

申込先
問い合わせ先

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

http://wakayama-ryokka.jp/index.html

企業会員54社　団体会員9団体（H29)　/　企業会員54社　団体会員9団体（H30）

体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験親しむ・知る 体験 自然親しむ・知る 紀南

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南

行動する・広げる 体験 自然

行動する・広げる 体験 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．２７４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(白浜町) 住民団体　白浜愛創会 〔歩道の清掃活動及び花の植栽〕

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18名） 月250円　年間一括3,000円

いつでも 年5回の一斉美化活動

申込先
問い合わせ先

連絡先　090-8938-5730  FAX:0739-42-3248　西牟婁郡白浜町890-19

年5回の美化活動 　1回の活動参加人数8～10名

(他) ビオトープ切目川

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。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

代表：中田　稔  0738-45-0834 　日高郡印南町大字古井391-1

http://biotope.or.jp/

(他) 一般社団法人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

随時 随時

申込先
問い合わせ先

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川597-59　鮎川王子休憩所カモン館

kumano.hyakken@gmail.com

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。
426名（H27年度）　548名（H28年度）　465名（H29年度）　596名（H30年度）

(他) （公財）熊野林業

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

随時 随時

申込先
問い合わせ先

熊野林業事務局（8:30～17:00）　0735-22-5601　新宮市熊野川町赤木1697

http://www.kumanoringyou.com/index.html

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。

行動する・広げる 体験 ごみ自然 紀南

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀中

見学 体験 自然 紀南

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南

行動する・広げる
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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．２７８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２７９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会

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。Ｈ２６年にＤＶＤ「田辺湾の自然」を作成、問い合わせは同会へ

学校・団体等 有料

随時 随時（お問い合わせください）

申込先
問い合わせ先

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

http://www.tenjinzaki.or.jp/

海岸林の買い取り運動（ナショナル・トラスト運動）
自然観察：平成28年度（33件）1,927名、平成29年度（39件）1,798名

(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

随時 随時

申込先
問い合わせ先

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

http://bird-wakayama.server-shared.com/

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。

(すさみ町) 清掃ボランティアグループ　渚（なぎさ）

すさみ海水浴場の清掃活動（通年）

できる時に、できる人が自主参加 無料

随時 通年（夏場は毎朝早朝に活動）

申込先
問い合わせ先

すさみ町社会福祉協議会　0739-55-4104

通年海水浴場の見守り活動　（夏場は毎朝早朝5時から1時間程度の活動）雨天休み

(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

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

申込先
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　073-499-4734  和歌山市毛見996-2

http://wenet.info/wp/

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。

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀中

行動する・広げる 体験 ごみ自然 紀南

行動する・広げる 講義 温暖化自然 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．２８２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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

申込先
問い合わせ先

伊都・橋本地球温暖化対策協議会 090-4760-0277（佐藤）

橋本市高野口町名倉９７９　川口ビル２F

再生可能エネルギー、環境教育、里山保全、食の安全に取り組んでいます。

(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

申込先
問い合わせ先

紀の川市地球温暖化対策協議会　0736-77-3169（中川）

紀の川市西大井109-1

子ども環境学習発表会・きのかわ環境フェア・環境先進地見学会・ほたるサミット実行委員会・各
種イベント等

(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。田辺市を中心に活動しています。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

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

(他) ストップ温暖化・岩出の会

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推進
員グループです。「親子で体験する環境教育」をテーマに岩出市を中心に活動しています。

どなたでも

申込み不要 毎年3月第一日曜日

申込先
問い合わせ先

ストップ温暖化・岩出の会　事務局　0736-61-5046（城）

岩出市紀泉台425-12

主に毎年3月第一日曜日岩出市ふれあいまつりに出展

行動する・広げる 体験 温暖化 紀北

行動する・広げる 体験 温暖化 紀北

行動する・広げる 体験 温暖化 紀南

行動する・広げる 体験 温暖化 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．２８６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他) エコネット紀中

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推進
員グループです。有田市から印南町を中心に活動しています。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

エコネット紀中　事務局　0737-64-0302（樫村）

湯浅町湯浅2043-11

(他) サスティナブル・フォーラムわかやま（SFわかやま）

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推進
員グループです。和歌山市／海南市／岩出市を中心に活動しています。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

サスティナブル・フォーラムわかやま（SFわかやま）事務局　073-499-4734

和歌山市毛見996-2

「あかん温暖化」「やろかできること」をスローガンにしています。皆さんのご参加お待ちしています。

(他) はしもと里山学校

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 毎月第三日曜日定例活動

申込先
問い合わせ先

はしもと里山学校　090-4760-0277（佐藤）　橋本市高野口町名倉979川口ビル2F

s3103104@msn.com   facebook「はしもと里山学校」

(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。地域の人たちと協働しての伝統食づくりなどにも取り組んでいます。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

はしもと里山保全アクションチーム 050-7125-8087（梅谷） 橋本市さつき台2-478-57

http://homepage1.nifty.com/actsatoyama/

行動する・広げる 体験 温暖化 紀中

行動する・広げる 体験 温暖化 紀北

行動する・広げる 体験 温暖化 紀北

行動する・広げる 見学 体験 自然 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．２９０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

派遣実績・その他

Ｎｏ．２９１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２９２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２９３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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。ボランティア活動の参加者を募集していま
す。

どなたでも 有料（年会費2,000円）

通年 春夏秋冬（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）
岩出市根来2277

http://genkinomori.jp/index.html

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。

(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希少植物の保護育成、親子の自然教室な
どを実施。また、山の家おいしの運営も行っています。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

山の家おいし（通年営業時間9：30～16：30）TEL:073-489-3586

海草郡紀美野町中田899-29

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。
来山者数　平成28年度：44,632名　平成29年度：41,630名

(Ｎ) 和歌山有機認証協会（WOCA）

認証事業を通じて生産と消費を信頼の絆で結び、農業と環境を守る団体です。有機食品・地鶏
肉の生産者等の認定や特別栽培農産物の検査認証、JAS講演会やセミナーの開催等を実施し
ています。

どなたでも

随時 随時

申込先
問い合わせ先

NPO法人和歌山有機認証協会　073-499-4736  和歌山市毛見996-2

https://woca.jpn.org/w/

各種認証についてご相談くだざい。

(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 会員年会費1000円

随時 随時

申込先
問い合わせ先

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

https://tonganohana.jimdo.com/

2002年12月発足　「雑賀崎台場」周辺の整備、「夕日を見る会」、「ビーチクリーン＆磯遊び」　他

体験親しむ・知る 自然 紀北

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北ごみ

行動する・広げる 講義 温暖化自然 ごみ見学
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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．２９４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２９５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２９６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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

随時 随時

申込先
問い合わせ先

連絡先　073-457-8366 （担当：和歌山大学　システム工学部　中島）

http://www.wakayama-u.ac.jp/~nakat/minkuma.html

ミンクマは、まだできて数年の若い集団です。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) 玉川峡を守る会

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。

どなたでも 原則無料

指定された期日 通年（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

事務局電話　0736-36-1504（井奥恵三）
事務局メールアドレス　actsatoyama@mbd.nifty.com

http://www5a.biglobe.ne.jp/~kiinyu/

2016年12月に和歌山県里地・里山環境保全活動団体として認証されました。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のある方なら、どなたでも参加歓迎です。「アユまつり」や自然観察会等子
供たちも参加できる楽しいイベントも行っています。

(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

申込先
問い合わせ先

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

https://www.kindai.ac.jp/bost/research-and-education/liaison/exchange-center

地域の交流やまちづくりについて支援しています。

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南温暖化 ごみ

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北

行動する・広げる 講義 自然 温暖化 ごみ 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．２９７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２９８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２９９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(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

申込先
問い合わせ先

事務局 柳川ゆたか 090-6911-3216   西牟婁郡上富田町朝来2639-19

http://ichiigasi.exblog.jp/

熊野本来の照葉樹の森復活の活動をしています。

(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 無料

随時 随時

申込先
問い合わせ先

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。
平成30年度観察会3回参加者97名、平成29年度観察会4回参加者90名

(他) 新宮市王子ヶ浜を守る会

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

申込先
問い合わせ先

会長:速水渉  0735-22-5683  新宮市王子町2丁目6-8

年1回4月中旬 清掃活動実施　王子ヶ浜清掃距離約3km
平成28年度　4月17日 清掃活動 参加人数約200名
　　　　　　　　　10月10日子亀798匹放流 参加人数約2,000名

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南

行動する・広げる 見学 体験 自然講義 紀南

行動する・広げる 見学 体験 自然 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．３００

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他)  棚田を守ろう会

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 農業体験イベントは年4回実
施
（5、7、9、11月）

申込先
問い合わせ先

棚田を守ろう会事務局　080-2400-7327　　東牟婁郡那智勝浦町大野2178

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

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。毎年のべ100名程
度が体験イベントに参加。

（他）わかやま生き物クラブ

一般市民や子どもが主体的・継続的に興味ある生物や環境・文化を調べていきます。

小学生以上 有料（材料費等）

随時 通年

申込先
問い合わせ先

わかやま生き物クラブ

wakayamaikimonoclub@gmail.com

2018年度から実施。様々な分野の専門家が生き物の観察調査をサポートします。

(県) 紀の国森づくり基金活用事業（公募事業）

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、応募団体が自ら企画立案し実施する事業等が対象です。

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 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県庁森林整備課　073-441-2977　または各振興局農林水産振興部林務課

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kikin/koubo_jigyou.html

実施団体：16団体（平成29年度）

（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
とを目的に森林林業体験・学習に対して補助を行います。

小中学生等

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県庁森林整備課　073-441-2973　または各振興局農林水産振興部林務課

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/toppage.html

実施校：124校、5,001名（平成29年度）

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南

行動する・広げる 体験 自然 紀北

行動する・広げる 体験 自然

行動する・広げる 体験 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．３０４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

（他） みどりの少年団活動への助成

子供たち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支援し
ています。

小中学生

10/1～11/30 4/1～3/31

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

公益財団法人和歌山県緑化推進会（県庁森林整備課内）　073-441-2982

http://wakayama-ryokusui.jp/contents/boy-scouts.html

助成団体：31団体（平成29年度）

(他) セブン－イレブン記念財団　環境市民活動助成

地域の市民の環境活動を支援する助成制度です。「山の森・海の森づくり助成」（2019年度限定）
「活動助成」「NPO自立強化助成」「緑化植花助成」「清掃助成」について支援します。

NPO法人、任意団体、一般社団法人

指定された期日

申込先
問い合わせ先

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

http://www.7midori.org/index.html

2001年度～2018年度までの助成総数　3,520件     助成総額　21億7872万円。

申込先
問い合わせ先

公益財団法人河川財団
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9住友生命日本橋小伝馬町ビル2階

http://www.kasen.or.jp/kikin/tabid288.html

(他) 公益財団法人イオン環境財団　環境活動助成先公募

「生物多様性の保全と持続可能な利用」のため、世界各地において積極的に環境保全活動を継
続している団体への年間総額1億円の助成支援を行っています。

NPO・NGO団体、それ以外の非営利団体

6月初旬から8月20日 同左

申込先
問い合わせ先

公益財団法人イオン環境財団　ホームページから申請

https://www.aeon.info/ef/

1991年から2,744団体に約25億円を助成

(他) 河川基金助成事業

河川基金には「研究者・研究機関部門」「川づくり団体部門」「学校部門」の3部門があり。よりよい
川づくりに役立つ様々な活動、河川学習活動等に支援をしています。

幼小中高校、大学、法人、地方公共団体

行動する・広げる 体験 自然

行動する・広げる 体験 自然 温暖化 ごみ

行動する・広げる 体験 自然 温暖化 ごみ

行動する・広げる 体験 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．３０８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他) 地球環境基金助成金

民間の非営利団体（NGO・NPO）が行う環境保全活動（地球温暖化防止、生物多様性の保全、循
環型社会の形成などの幅広い分野）を助成対象とし、助成金として支援します。

①特定非営利活動法人②一般社団法人、一般
財団法人、公益社団法人、公益財団法人③任
意団体（条件あり）

平成30年11月5日（月）～平成30年12月5日（水） 2019年4月1日～2020年3月31日

申込先
問い合わせ先

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

http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html

助成が採択されると年間50万～1,200万円の助成を受けることができます。

行動する・広げる 体験 自然 温暖化 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.１

ＵＲＬ

内容

No.２

ＵＲＬ

内容

No.３

ＵＲＬ

内容

No.４

ＵＲＬ

内容

No.５

ＵＲＬ

内容

No.６

ＵＲＬ

内容

No.７

ＵＲＬ

内容

No.８

ＵＲＬ

内容

No.９

ＵＲＬ

内容

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　【国立研究開発法人　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　【(一社)産業環境管理協会】

　緑のgoo　　【NTTレゾナント㈱】

　こども環境省　　　【環境省】

http://www.nies.go.jp/nieskids/

http://www.cjc.or.jp/j-school/

https://www.goo.ne.jp/green/

「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。

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。

「緑の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。

　途上国に里山エネルギーを！　　【(N)エコロジーオンライン】

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】

間伐の推進、自然エネルギー、途上国支援、ESD、SDGs、音楽を活用した社会事業などの実
践型情報を発信しています。

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】

　このゆびとまれ！エコキッズ　　【(一財)環境イノベーション情報機構】

　世界遺産のページ　　【(公社)日本ユネスコ協会連盟】

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。

■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。予め御了承ください。
※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.１０

ＵＲＬ

内容

No.１１

ＵＲＬ

内容

No.１２

ＵＲＬ

内容

No.１３

ＵＲＬ

内容

No.１４

ＵＲＬ

内容

No.１５

ＵＲＬ

内容

No.１６

ＵＲＬ

内容

No.１７

ＵＲＬ

内容

No.１８

ＵＲＬ

内容

No.１９

ＵＲＬ

内容

No.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。

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。

　水に関する国際教育プロジェクト　　　【(公財)河川財団】

http://www.kasen.or.jp/wet/tabid121.html

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】

http://www.ecoloshiga.jp/

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】

水環境学習・水環境保全活動の先進的な取組、具体的な学習プログラムやお役立ちヒントが
満載です。

　ＥＣＯ学習ライブラリー　　【環境省】

　EICネット　【(一財)環境イノベーション情報機構】

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

　じゃぶじゃぶ川ねっと！　　【国土交通省】

https://mizuiku.suntory.jp/

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。

http://www.cgr.mlit.go.jp/tosyo/kids/Jabu/

　サントリー「水育」　　【㈱サントリーホールディングス】

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。

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】

　パナソニック　キッズスクール　　【パナソニック㈱】

https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pks.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】
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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.２１

ＵＲＬ

内容

No.２２

ＵＲＬ

内容

No.２３

ＵＲＬ

内容

No.２３

ＵＲＬ

内容

No.２４

ＵＲＬ

内容

No.２５

ＵＲＬ

内容

No.２６

ＵＲＬ

内容

No.２７

ＵＲＬ

内容

No.２８

ＵＲＬ

内容

No.２９

ＵＲＬ

内容

No.３０

ＵＲＬ

内容

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。

　「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】

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/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。

　リーフェルの森　　【本田技術工業㈱】

http://www.pwmi.jp/

　JREC-IN Portal　【国立研究開発法人　科学技術振興機構】

https://www.jst.go.jp/data/m13.html

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。

https://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。

　プラスチックとプラスチックリサイクル　　【(一社)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㈱】

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。

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　　【(一財)新エネルギー財団】

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　　【ＪＩＣＡ　国際協力機構】

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」

http://www.eco-kururin-matsuda.co.jp/index.html

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　　【東京海上日動火災保険㈱】

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/kids/

　こどもページ　　【農林水産省】
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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.３１

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。

　「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】

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/gakusyu/program/gaiyo.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.１

対象 企画・製作 時間 ２０分

内容

No.２

対象 企画・製作 時間

内容

No.３

対象 企画・製作 時間 ２２分

内容

No.４

対象 企画・製作 時間 １００分

内容

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

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、子供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

小学生～一般 環境省（Ｈ２０年）

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）

　和歌浦干潟学習DVD　「干潟って何？」

小学生～一般 環境省（Ｈ１４年）

　知ろう学ぼう考えよう地球温暖化

■環境学習・環境保全活動に関するＤＶＤ一覧

県環境生活総務課で、貸し出し可能なＤＶＤは下記の通りです。貸出期間は２週間で
す。御希望の方は本課に問い合わせてください。
県環境生活総務課 073-441-2674
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