
全国の環境学習拠点施設一覧
No. 名称 所在地 設置年月 設置主体 施設全体面積 施設

1 北海道環境サポートセンター 札幌市北区北7条西5丁目5番 H9.10
(財)北海道環境財
団

約382㎡ 展・図・研・会

2 北海道環境の村
H16年度設置

予定
北海道

3 札幌市環境プラザ H15.9(予定) 札幌市
4 宮城県環境情報センター 仙台市宮城野区 H2.8 宮城県 約70㎡
5 仙台市環境学習コーナー 仙台市青葉区国分町3-7-1 H3.6 仙台市 40㎡ 展・図
6 環境情報センター 盛岡市飯岡新田1-36-1 H12.4 岩手県 390㎡ 展・図・研・会

7
山形県環境情報センター⇒環境科学研究
センター（仮称）にH15.4から改編予定

山形市十日町1-6-6 山形県福祉センター内 H2.12 山形県 80㎡ 展

8 茨城県環境センター 茨城県環境政策課内 H3.4 茨城県
9 栃木県環境保護センター 栃木県河内町下岡本2145-13 H8.4 栃木県 約7500㎡ 図・研・会

10 埼玉県環境化学国際センター 埼玉県騎西町大字上種足914 H12.4 埼玉県 約7500㎡ 展・図・研・会・泊
11 千葉県環境研究センター 千葉県市原市岩崎西1-8-8 S43.8 千葉県 約10469㎡ 展・研・会

12
さわやかちば県民プラザ
（環境学習コーナー）

千葉県柏市柏の葉4-3-1 H8.11 千葉県 約520㎡ 展・図・研・会・泊

13 地球環境パートナーシップセンター 東京都渋谷区神宮前5-53-70国連大学ビル1F H8.10 環境省・国連大学 約300㎡ 展・図・研・会
14 東京都環境学習センター 千代田区神田1-1-6 H6.11 東京都 350㎡ 展・図・研・会
15 板橋区立エコポリスセンター 板橋区前野町4-6-1 H7.4 板橋区 約1847㎡ 展・図・研・会
16 神奈川県環境科学センター 神奈川県平塚市四之宮1-3-39 H3.4 神奈川県 約7098㎡ 展・図・研・会
17 横浜市市民活動支援センター 横浜市中区桜木町1-1-56クリーンセンター内 H12.10 横浜市 約20㎡ 図
18 新潟県立環境と人間のふれあい館 H13年度 新潟県 2478㎡
19 環境保全相談室 富山市安住町7-18 H3.7 富山県 96㎡
20 上越市環境情報センター 上越市本町5-4-1 H11.6 上越市 62㎡ 図・研・会
21 石川県環境保険センター 金沢市太陽が丘1-11 S24.1 石川県 約7400㎡ 図・研・会

22 県民エコステーション 金沢市尾山町10-5 H13.4
（社）いしかわ環境
パートナーシップ
県民会議

235.4㎡

23 山梨県環境科学研究所 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1 H9.4 山梨県 約2500㎡ 展・研・会
24 長野県自然保護研究所 長野市北郷2054-120 H8.10 長野県 約3120㎡ 図・研・会
25 ふるさと自然塾体験ハウス（仮称） H17.3(予定) 長野県
26 笠原町クリーンセンター 岐阜県笹原町4022-7 H11.3 笠原町 約2376㎡ 展・図・研
27 静岡県環境衛生科学研究所 静岡市北安東4-27-2 H12.4 静岡県 30㎡ 展・図

28 名古屋市環境学習センター 名古屋市中区栄1-23-13
H7.11(12月開

館)
名古屋市 約1152㎡ 展・図

29 三重県環境学習情報センター 四日市市桜町3690-1 H11.8 三重県 約9730㎡ 展・図・研・会

30 緑のNPO活動支援センター 河芸町大字上野3258 H9.10
(財)三重県環境保
全事業団

70㎡ 図・研・会

31 四日市市環境学習センター 四日市市本町9-8本町プラザ4階 H8.8 四日市市 約285㎡ 展・図・研・会
32 滋賀県水環境科学館 草津市矢橋町字帰帆2108 H5.6 滋賀県 約3500㎡ 展・図・研・会
33 京都府保険環境研究所 京都市伏見区村上町395 S24.7 京都府 約3812㎡ 展・図・研・会

34
京エコロジーセンター
（京都市環境保全活動センター）

京都市伏見区深草 H14.3 京都市 約2700㎡
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35 環境情報センター 大阪市東成区 H14.4 大阪府 公害監視センターを改
36 大阪市立環境学習センター 大阪市鶴見区緑地公園2-135 H9.4 大阪市 約3300㎡ 展・図・研・会

37 ひょうごエコプラザ 神戸市中央区東川町1-1-3 H9.8
(財)ひょうご環境
創造協会

約407㎡ 図

38 神戸市環境学習室 神戸市 H10.3 神戸市 約176㎡ 展・図・研・会
39 衛生環境研究所 H14.7 鳥取県

40 日本・地域と科学の出会い館 鳥取県智頭町早瀬 H7.12
智頭町活性化ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ集団

約230㎡ 図・研・会

41 三瓶自然館 島根県大田市三瓶町多根1121-8 H14.4 島根県 8002㎡
42 岡山県環境保険センター 岡山市内尾739-1 S23.12 岡山県 約2000㎡ 図
43 岡山県自然保護センター 岡山県和気郡佐伯町田賀730 H3.11 岡山県 約1300㎡
44 岡山市保健福祉会館 岡山市鹿田町1-1-1 H10.3 岡山市 20㎡ 図
45 倉敷市環境監視センター 倉敷市福田町古新田368-2 S43.4 倉敷市 約1220㎡ 図・研・会

46 広島県保険環境センター 広島市南区皆実町1-6-29 H4.4
広島県保険環境
センター

約5480㎡ 展・図

47 広島市西部リサイクルセンター 広島市西区商工センター7-7-2 H9.4 広島市 968.7㎡
48 香川県環境保険研究センター 高松市朝日町5-3-105 H3.11 香川県 5000㎡ 展・図・研・会

49 エコライフサポートルーム
松山市山越町450番地愛媛県女性総合セン
ター内

H13.6 愛媛県 31.75㎡
ｴｺﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑにつ
いてはH15年4月に施設
統合の予定

50 高知県環境研究センター 高知県桟橋通6-7-43 S61.3 高知県 約1250㎡ 図・研・会
51 北九州市環境科学研究所 北九州市戸畑区新池1-2-1 H6.12 北九州市 約200㎡ 展・図・研・会
52 北九州市環境ミュージアム 北九州市八幡東区東田 H14.4 北九州市 4000㎡
53 福岡市保険環境学習室「まもるーむ福岡」 福岡市中央区地行浜2-1-34 H9.5 福岡市 約706㎡ 展・図・研・会
54 熊本県環境センター 熊本県水俣市明神町55-1 H5.8 熊本県 1655㎡ 展・図・研・会
55 熊本市環境総合センター 熊本市画図町所島404-1 H7.6 熊本市 約3999㎡ 展・研・会
56 水俣病資料館 熊本県水俣市明神町53 H5.1 水俣市 約39536㎡ 展・図・研・会
57 宮崎県環境情報センター 宮崎市錦町1-8 H3.8 宮崎県 約107㎡
58 大淀川学習館 宮崎市下北方町二反五瀬5348-1 H7.3 宮崎市 約1000㎡ 展・図・研・会
59 屋久島環境文化村センター 鹿児島県上屋被久町宮之浦823-1 H8.7 鹿児島県 約4500㎡ 展・図・研・会
60 屋久島環境文化研究センター 鹿児島県屋久町安房2739-343 H8.7 鹿児島県 約2800㎡ 展・図・研・会・泊

61
県民交流センター(仮称)内の「生命と環境の科
学ゾーン」

H15.3 鹿児島県

展： 展示施設
図書： 図書資料等閲覧・貸出

研： 研修室
会： 会議室
泊： 宿泊施設
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