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第Ⅳ章 ●環境学習をさらに広げるために

Ⅳ　環境学習をさらに広げるために

■県立青少年教育施設

■野外活動施設

環境学習関連施設の紹介Ⅳ−1

名　　称 所在地 電話番号
芳賀青年の家 益子町益子4470 0285ー72ー2273
太平少年自然の家 栃木市平井町638 0282ー24ー8551
とちぎ海浜自然の家 茨城県鉾田市玉田336ー2 0291ー37ー4004
なす高原自然の家 那須町湯本157 0287ー76ー6240

名　　称 所在地 電話番号
宇都宮市森林公園 宇都宮市福岡町1074ー1 028ー652ー3450
宇都宮市文化の森 宇都宮市長岡町1077 028ー643ー0100
宇都宮市冒険活動センター 宇都宮市篠井町1885ー1 028ー669ー2441
中央公園 宇都宮市睦町2−50 028ー636ー1491
西鬼怒川グランドワーク活動センター 宇都宮市白沢町2411 028ー673ー9766
足利市名草ふるさと交流館 足利市名草上町3371 0284ー41ー9687
足利市迫間自然観察公園 足利市迫間町187 0284ー40ー1787
出流ふれあいの森 栃木市出流町417 0282ー31ー0810
あきやま学寮 佐野市秋山町721 0283ー87ー0022
ウッドランド森沢 佐野市秋山町787 0283ー87ー0203
古代生活体験村 佐野市秋山町771 0283ー87ー0022
作原野外活動施設 佐野市作原町818 0283ー67ー1256
根古屋森林公園 佐野市飛駒町2299 0283ー66ー2939
蓬山ログビレッジ 佐野市作原町1271 0283ー67ー1139
生きがいの森 鹿沼市栃窪字西原1225ー4 0288ー21ー1178
鹿沼市自然体験交流センター 鹿沼市板荷6130 0289ー64ー8760
出会いの森総合公園 鹿沼市酒野谷1335ー3 0289ー60ー3321
日光市上三依水生植物園 日光市上三依682 0288ー79ー0377
日光だいや川公園 日光市瀬川844 0288ー23ー0111
井頭公園 真岡市下籠谷99 0285ー83ー3121
真岡市根本山自然観察センター 真岡市根本56ー11 0285ー83ー6280
大田原市ふれあいの丘 大田原市福原1411ー22 0287ー23ー3131
県民の森 矢板市長井2927 0287ー43ー0479
鳥野目河川公園オートキャンプ場 那須塩原市鳥野目391ー1 0287ー64ー4334
那須野が原公園 那須塩原市千本松801ー3 0287ー36ー1220
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■展示施設

■研究施設等

名　　称 所在地 電話番号
箱の森プレイパーク 那須塩原市中塩原箱の森 0287−32−3018
姿川アメニティパーク 下野市石橋1119−1 0285−52−1116
益子町天体観測施設 益子町益子4231 0285−70−3305
みかも山公園 岩舟町下津原1747−1 0282−55−7272
鬼怒グリーンパーク 高根沢町宝積寺86−1 028−675−1909
那須平成の森 那須町高久丙3254 0287−74−6808
那須町野外研修センター 那須町大島1988 0287−74−3711
那珂川町緑の交流館 那珂川町大那地561−2 0287−92−1113

名　　称 所在地 電話番号
宇都宮市環境学習センター 宇都宮市茂原町777−1 028−655−6030
宇都宮市農林公園ろまんちっく村 宇都宮市新里町丙254 028−665−8800
県立博物館 宇都宮市睦町2−2 028−634−1311

わくわくグランディ科学ランド
（子ども総合科学館） 宇都宮市西川田町567 028−659−5555

せせら（渡良瀬グリーンプラザ内） 足利市岩井町465−1 0284−44−3001
渡良瀬遊水地湿地資料館 栃木市藤岡町藤岡1778 0282−62−1161

足尾環境学習センター 日光市足尾町原レ
（銅親水公園内） 0288−93−2525

日光市環境学習センター 日光市千本木945−1 0288−22−7762
日光自然博物館 日光市中宮祠2480−1 0288−55−0880
日光湯元ビジターセンター 日光市湯元 0288−62−2321
花ちょう遊館（井頭公園内） 真岡市下籠谷99 0285−83−3121
なかがわ水遊園 大田原市佐良土2686 0287−98−3055
塩原温泉ビジターセンター 那須塩原市塩原前山国有林 0287−32−3050
日新の館 那須塩原市鍋掛531 0287−64−1343
とちぎ花センター 岩舟町下津原1612 0282−55−5775
エコ・ハウスたかねざわ 高根沢町宝積寺2021−15 028−680−2080
那須高原ビジターセンター 那須町湯本207−2 0287−74−2301

名　　称 所在地 電話番号
県保健環境センター 宇都宮市下岡本町2145−13 028−673−9070
県立図書館 宇都宮市塙田1−3−23 028−622−5111
県立足利図書館 足利市有楽町832 0284−41−8881
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○市町の環境関係部署
　市町により担当部署はさまざまです。
　幼稚園・学校から問い合わせる場合は，市町教育委員会に確認するとよいでしょう。

○県の環境関係部署【栃木県のURL：http://www.pref.tochigi.lg.jp/】

環境行政窓口等の案内Ⅳ−2

課所名 電話番号 担当分野等

環境森林政策課 028−623−3185 環境白書，エネルギー，
県民協働による森づくり，環境影響評価

地球温暖化対策課 028−623−3262 地球温暖化防止，環境学習，循環型社会，
再生エネルギー，緑化

環境保全課 028−623−3188
大気・水質環境，騒音，振動，悪臭，
地盤沈下，土壌汚染，
工場・事業場の規制指導，浄化槽

自然環境課 028−623−3211 自然公園，自然保護，野生鳥獣保護
廃棄物対策課 028−623−3107 一般廃棄物，産業廃棄物
森林整備課 028−623−3298 林野保護
県西環境森林事務所 0288−21−1178 環境学習（窓口：環境企画課）
県東環境森林事務所 0285−81−9001 環境学習（窓口：環境企画課）
県北環境森林事務所 0287−23−6363 環境学習（窓口：環境企画課）
県南環境森林事務所 0283−23−1441 環境学習（窓口：環境企画課）
小山環境管理事務所 0285−22−4309 環境学習（窓口：環境対策課）
経営技術課 028−623−2286 農地土壌環境，環境に負荷の少ない農業
畜産振興課 028−623−2350 畜産環境
技術管理課 028−623−2421 建設副産物
河川課 028−623−2438 河川環境
都市整備課 028−623−2473 都市公園，下水道

保健環境センター 028−673−9070 環境に関する調査，研究，資料の分析
http://www.thec.pref.tochigi.lg.jp/

農業環境指導センター 028−626−3086
肥料・飼料・農薬に関する調査・分析，
病害虫の調査・診断
http://www.jppn.ne.jp/tochigi/

畜産酪農研究センター 0287−36−0230 畜産環境に関する調査，研究
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g70/

博物館 028−634−1311 http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
日光自然博物館 0288−55−0880 http://www.nikko-nsm.co.jp/
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●Ⅳー3 国や関係団体のホームページの紹介●

○国の関係機関

○環境関連団体
　【環境全般】

国や関係団体のホームページの紹介Ⅳ−3

名　　称 電話番号 URL
環境省
　こどものページ
　インターネット自然研究所
　大気汚染物質広域監視
　　　システム（そらまめ君）
　生物多様性センター
　（独）国立環境研究所

03−3581−3351

0555−72−6031
029−850−2314

http://www.env.go.jp/
http://www.env.go.jp/kids/
http://www.sizenken.biodic.go.jp/

http://soramame.taiki.go.jp/
http://www.biodic.go.jp/
http://www.nies.go.jp/

農林水産省
　林野庁
　こども森林館

03−3502−8111
〃

http://www.maff.go.jp/
http://www.rinya.maff.go.jp/
http://www.rinya.maff.go.jp/kids/

経済産業省
　資源エネルギー庁

03−3501−1511
〃

http://www.meti.go.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/

国土交通省
　気象庁

03−5253−8111
03−3212−8341

http://www.mlit.go.jp/
http://www.jma.go.jp/

名　　称 電話番号 URL
（一社）環境情報科学センター 03−3265−3916 http://www.ceis.or.jp/
（一財）環境情報センター 03−6695−1263 http://www.eic.or.jp/eic/
（財）グリーンクロスジャパン 048−874−9099 http://www.gcj.jp/
グリーン購入ネットワーク 03−5642−2030 http://www.gpn.jp/

（公社）とちぎ環境・みどり推進機構 028−643−6801 http://www12.ocn.ne.jp/~t-green/
栃木県環境カウンセラー協会 028−627−1216 http://www16.plala.or.jp/teca/

（一社）日本環境衛生センター 044−288−4896 http://www.jesc.or.jp/
（公社）日本環境教育フォーラム 03−3350−6770 http://www.jeef.or.jp/

（財）日本環境協会
 こどもエコクラブ全国事務局

03−5643−6251
〃

http://www.jeas.or.jp/
http://www.j-ecoclub.jp/

（財）水と緑の惑星保全機構 03−3509−9733 http://www.mizumidori.jp/

　【エネルギー・地球温暖化関連】

名　　称 電話番号 URL
（一社）エネルギー・資源学会 06−6446−0537 http://www.jser.gr.jp/
（一財）省エネルギーセンター 03−5543−3011 http://www.eccj.or.jp/
（一財）新エネルギー財団 03−6810−0360 http://www.nef.or.jp/
（社）ソーラーシステム振興協会 03−5203−9111 http://www.ssda.or.jp/
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　【エネルギー・地球温暖化関連】

　【３R（リデュース・リユース・リサイクル）関連】

　【自然環境関連】

名　　称 電話番号 URL

（一社）地球温暖化防止全国ネット
全国地球温暖化防止活動推進センター

03−6273−7785
〃

http://www.zenkoku-net.org/
http://www.jccca.org/

栃木県地球温暖化
防止活動推進センター 028−673−9101 http://homepage3.nifty.com/

tochiondan/

名　　称 電話番号 URL
アルミ缶リサイクル協会 03−3582−9755 http://www.alumi-can.or.jp/
ガラスびんリサイクル促進協議会 03−6279−2577 http://www.glass-recycle-as.gr.jp/

（社）産業環境管理協会
〔資源・リサイクル促進センター〕 03−5209−7704 http://www.cjc.or.jp/

（公社）食品容器環境美化協会 03−5439−5121 http://www.kankyobika.or.jp/
スチール缶リサイクル協会 03−5550−9431 http://www.steelcan.jp/
全国牛乳容器環境協議会 03−3264−3903 http://www.yokankyo.jp/
全国びん商連合会 03−3551−5238 http://www.zenbin.ne.jp/

（公財）日本容器包装
リサイクル協会 03−5532−8597 http://www.jcpra.or.jp/

発泡スチロール協会 03−3861−9046 http://www.jepsa.jp/
（社）プラスチック処理促進協会 03−6855−9175 http://www.pwmi.or.jp/

プラスチック容器包装
リサイクル推進協議会 03−3501−5893 http://www.pprc.gr.jp/

PETボトルリサイクル推進協議会 03−3662−7591 http://www.petbottle-rec.gr.jp/

名　　称 電話番号 URL

（財）河川環境管理財団
子どもの水辺サポートセンター

03−5847−8301
03−5847−8307

http://www.kasen.or.jp/
http://www.mizube-support-center.org/

（公財）国際湖沼環境委員会 077−568−4567 http://www.ilec.or.jp/jp/
（公社）国土緑化推進機構 03−3262−8451 http://www.green.or.jp/
（公財）森林文化協会 03−5540−7686 http://www.shinrinbunka.com/
（公財）世界自然保護基金ジャパン 03−3769−1711 http://www.wwf.or.jp/
（一財）日本気象協会 03−5958−8111 http://www.jwa.or.jp/
（公財）日本自然保護協会 03−3553−4101 http://www.nacsj.or.jp/
（公社）日本水環境学会 03−3632−5351 http://www.jswe.or.jp/
（公財）日本生態系協会 03−5951−0244 http://www.ecosys.or.jp/
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●Ⅳー4 こどもエコクラブの案内●

はじめよう こどもエコクラブ　～地球にいいことはじめよう～

１こどもエコクラブとは
　こどもエコクラブとは，幼児（3歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のク
ラブです。子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより，子どもたちが人と
環境の関わりについて幅広い理解を深め，自然を大切に思う心や，環境問題解決に自ら考え
行動する力を育成し，地域の環境保全活動の環を広げることを目的としています。
　保護者・指導者，自治体の方，企業・団体の方々といった様々な方からご支援ご協力をい
ただきながら，全国事務局からプログラムや場の提供をしています。
　みなさんのたくさんの参加をお待ちしております。

※本事業は平成7年度から環境省で実践していた「こどもエコクラブ」事業を，（財）日本環境協会にて引
き継ぎ，実施しているもので，地域における子どもたちの自主的な環境学習や実践活動を支援するも
のです。

２こどもエコクラブのメンバーになると
■ 活動に役立つツール（エコログ）がもらえます。
■ 活動をウェブサイトか全国事務局もしくはこどもエコクラブ地方事務局へ報告す

ると，アーススタンプと専門の先生からのアドバイスがもらえます。
■ アーススタンプを5個集めるとアースレンジャー認定証を授与します。また，継続

して活動すると3年で銀バッジ，6年で金バッジがもらえます。
■ こどもエコクラブ全国事務局は，こどもエコクラブに登録したメンバー，サポー

ターを「賠償責任保険」の対象として，保険の手続きを行っています（対人・対
物に限ります。詳細については，全国事務局にお問い合わせください。）。

　　★登録クラブ数【2,240クラブ】，★メンバー数【108,841人】　　（2012年12月4日現在）

３　登録方法【1年中いつでも受付けています。】
（１）対象：幼児から高校生まで誰でも登録することができます。
（２）人数：１人から20人程度（特に人数制限はありません。）
（３）サポーター：事務局との連絡等を担当し，クラブの活動を支える大人が1名以上

必要です。
（４）会費等：入会金や登録料は無料です。
（５）窓口：所定の登録用紙に必要事項を記載し，各市町の窓口（環境担当課など）

に提出してください。なお，全国事務局のウェブサイト（下記アドレス）から
も登録できます。

こどもエコクラブ全国事務局
【（財）日本環境協会】
TEL：03-5643-6251
http://www.j-ecoclub.jp/

こどもエコクラブの案内Ⅳ−4
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