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愛知県内の市町村の写真や、環境に関する情報が掲載されている web ページを紹介していま
す。住んでいる市町村はもちろん、近隣の市町村の環境について調べる際や、出前授業や校外
学習の際の御参考にしてください。 

  児童が調べ学習をするときや、教師が授業の際に利⽤できる web ページには、☆印がついて
いますので、御参考にしてください。それぞれの web ページの内容は下記のアイコンで分類分
けしています。 

    環境全般   自然のはなし    水のはなし    ごみのはなし    地球温暖化 

○掲載順・連絡先 

 市町村名 担当課 電話 
1 名古屋市 環境局 環境企画課 052-223-1066 

2 豊橋市 環境部 環境政策課 0532-51-2399 

3 岡崎市 環境部 環境政策課 0564-23-6207 

4 一宮市 環境部 環境保全課 0586-45-7185 

5 瀬⼾市 市⺠⽣活部 環境課 0561-88-2671 

6 半田市 市⺠経済部 環境課 0569-84-0627 

7 春日井市 環境部 環境政策課 0568-85-6216 

8 豊川市 産業環境部 環境課 0533-89-2141 

9 津島市 市⺠⽣活部 ⽣活環境課 0567-55-9368 

10 碧南市 経済環境部 環境課 0566-41-3311 

11 刈谷市 産業環境部 環境推進課 0566-62-1017 

12 豊田市 環境部 環境政策課 0565-34-6650 

13 安城市 産業環境部 環境都市推進課 0566-71-2280 

14 ⻄尾市 環境部 環境保全課 0563-34-8111 

15 蒲郡市 産業環境部 環境清掃課 0533-57-4100 

16 犬山市 経済環境部 環境課 0568-44-0345 

17 常滑市 環境経済部 ⽣活環境課 0569-47-6115 

18 江南市 経済環境部 環境課 0587-54-1111 

19 小牧市 市⺠⽣活部 環境対策課 0568-76-1181 

20 稲沢市 経済環境部 環境保全課 0587-36-3710 

21 新城市 市⺠環境部 環境政策課 0536-23-7690 

22 東海市 環境経済部 ⽣活環境課 052-603-2211 

23 大府市 市⺠協働部 環境課 0562-45-6223 

 

 

 市町村名 担当課 電話 
24 知多市 環境経済部 環境政策課 0562-36-2660 

25 知⽴市 市⺠部 環境課 0566-95-0154 

26 尾張旭市 市⺠⽣活部 環境課 0561-76-8134 

27 高浜市 市⺠総合窓⼝センター市⺠⽣活グループ 0566-52-1111 

28 岩倉市 市⺠部 環境保全課 0587-38-5808 

29 豊明市 経済建設部 環境課 0562-92-1113 

30 日進市 市⺠⽣活部 環境課 0561-73-2896 

31 田原市 市⺠環境部 環境政策課 0531-23-3541 

32 愛⻄市 市⺠協働部 環境課 0567-55-7114 

33 清須市 市⺠環境部 ⽣活環境課 052-400-2911 

34 北名古屋市 防災環境部 環境課 0568-22-1111 

35 弥富市 ⺠⽣部 環境課 0567-65-1111 

36 みよし市 環境経済部 環境課 0561-32-8018 

37 あま市 市⺠⽣活部 環境衛⽣課 052-444-3132 

38 ⻑久⼿市 くらし文化部 環境課 0561-56-0612 

39 東郷町 経済環境部 環境課 0561-56-0729 

40 豊山町 ⽣活福祉部 住⺠課 0568-28-0916 

41 大⼝町 産業建設部 環境経済課 0587-95-1613 

42 扶桑町 産業建設部 産業環境課 0587-93-1111 

43 大治町 建設部 産業環境課 052-444-2711 

44 蟹江町 ⺠⽣部 環境課 0567-95-1111 

45 飛島村 ⺠⽣部 保健環境課 0567-52-1001 

46 阿久比町 建設経済部 建設環境課 0569-48-1111 

47 東浦町 ⽣活経済部 環境課 0562-83-3111 

48 南知多町 厚⽣部 環境課 0569-65-0711 

49 美浜町 厚⽣部 環境課 0569-82-1111 

50 武豊町 ⽣活経済部 環境課 0569-72-1111 

51 幸田町 環境経済部 環境課 0564-63-5146 

52 設楽町 ⽣活課 0536-62-0511 

53 東栄町 住⺠福祉課 0536-76-0503 
54 豊根村 住⺠課 0536-85-1313 

 

第２章 市町村の紹介 
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 １ 名古屋市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 前 講 座 自然・水・大気・エネルギー・温暖化・ごみ/３R・ESD 
冊子・チラシ等 名古屋市環境学習プログラムガイド 電話での問合せ先 各担当部署 

ウェブサイト 
エコパルなごや、市政出前トーク
http://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000007617.html 

⾒学・体験の受⼊ 
自然・水・大気・エネルギー・温暖化・ごみ/３R ※依頼があれば対応 
名古屋市環境学習センター（エコパルなごや）は常時来館可 

ウェブサイト  エコパルなごや  電話での問合せ先 各担当部署 
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本等の作成状況 ｢ごみと資源とわたしたち｣A4、本編 45p 教師⽤資料 29p 市内の小学校へ配布 
教材・資材の配布 アサガオの種、チラシ「空気のきれいさがわかるアサガオの種」 
教材の貸出 パネルシアター(市内の幼稚園・保育園対象) 

その他⽀援 
環境サポーターの派遣 
http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/ecopal/kankyo/torikumi-shien.html 

  ２ 豊橋市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

出 前 講 座 自然・水・エネルギー・温暖化・ごみ/３R・ESD 
冊子・チラシ等 まちづくり出前講座【学校版】 

ウェブサイト まちづくり出前講座 http://www.city.toyohashi.lg.jp/8851.htm 
自然史博物館  https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/08sennsei/demae.html 

電話での問合せ先 自然自然史博物館、環境保全課 水上下水道局営業課  
エネルギー・温暖化再⽣可能エネルギーのまち推進課 

⾒学・体験の受⼊ 
自然・△水・△エネルギー・△温暖化・ごみ/３R  △依頼があれば対応 
ごみ焼却施設等の⾒学・バイオマス利活⽤施設の⾒学 

ウェブサイト 
資源化センター http://www.city.toyohashi.lg.jp/7721.htm、 
下水道施設課 http://www.city.toyohashi.lg.jp/33065.htm 
自然史博物館  https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/08sennsei/demae.html 

電話での問合せ先 自然自然史博物館 水上下水道局下水道施設課 エネルギー・温暖化再⽣可能エネル
ギーのまち推進課 

移動⼿段の⽀援等 大型バス駐⾞スペース（４台分）を確保（資源化センター） 
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本等の作成状況 ○社会科資料集｢町をきれいに」 B5 サイズ、22ｐ（冊子のみ）(市内小学４年⽣へ配布） 
○アカウミガメ保護啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ http://www.city.toyohashi.lg.jp/4204.htm、A4 ｻｲｽﾞ 4ｐ(市内小学校 4 年⽣全員へ
配布) 
○豊橋の自然探検〜守ろう︕とよはしネイチャースポット 2016〜 http://www.city.toyohashi.lg.jp/30137.htm 
A5 冊子 161ｐ(市内小中学校等へ配布）○「地球温暖化をふせごう」Ｂ5 ｻｲｽﾞ、13ｐ市内小学 5 年⽣に配布 

＜参考ホームページ＞ 
１．名古屋市環境局  

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/62-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html 
☆２．エコパルなごや（名古屋市環境学習センター） 

http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/ecopal/ 

藤前干潟 
名古屋市の南⻄部に位置する、国内有

数の渡り⿃の中継地で、毎年数多くの水
⿃が飛来します。大都市の中にありなが
ら渡り⿃や干潟の自然にふれあうことが
できる藤前干潟は、平成 14 年 11 月、ラ
ムサール条約に登録されました。 

環境サポーター 
学校へ出向き、講義や自然観察、寸劇などのプログラムを⾏

うボランティアさんです。プログラムのテーマは、「地球温暖
化」「⽣物多様性」「ごみの減量」など様々あります。プログ
ラムについては「名古屋市環境学習プログラムガイド」をご覧
ください。 

夏の葦毛湿原 
夏の葦毛湿原の様子です。 

汐川干潟保全実践活動 
汐川干潟保全実践活動で中学⽣

や地元住⺠が中⼼となって、汐川
干潟の保全活動等をしています。 

アカウミガメ（親ガメ（左）、稚ガメ（右） 
産卵を終えて表浜海岸から海へ帰るアカウミ
ガメの親ガメ(左)と、ふ化し海へ帰るアカウミ
ガメの稚ガメ(右)です。 

＜参考 連絡先・ホームページ＞ 
１．豊橋市環境政策課 （0532-51-2417） 

http://www.city.toyohashi.lg.jp/2799.htm 
２．豊橋市環境保全課  （0532-51-2385） 

http://www.city.toyohashi.lg.jp/2813.htm 
３．豊橋市再生可能エネルギーのまち推進課 

（0532-51-2419） 
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2820.htm 

☆４．とよはしネイチャースポット保全マニュアル  
http://www.city.toyohashi.lg.jp/7818.htm 

５．530 運動環境協議会 
http://www.530.toyohashi.aichi.jp/ 

６．豊橋市上下水道局下水道施設課 
http://www.city.toyohashi.lg.jp/30705.htm 

７．豊橋市収集業務課（0532-61-4136） 
  http://www.city.toyohashi.lg.jp/2827.htm 
８．豊橋市上下水道局営業課 （0532-51-2761）
９．豊橋市自然史博物館 （0532-41-4747） 

https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/ 
１０．教育政策課（0532-51-2805） 

豊橋市バイオマス利活⽤センター 
⽣ごみ、下水汚泥等を集約し、メタン発酵により再⽣可能エネルギー

であるバイオガスを取り出し、発電して利活⽤します。 

http://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000007617.html
http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/ecopal/kankyo/torikumi-shien.html
http://www.city.toyohashi.lg.jp/8851.htm
https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/08sennsei/demae.html
http://www.city.toyohashi.lg.jp/7721.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/33065.htm
https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/08sennsei/demae.html
http://www.city.toyohashi.lg.jp/4204.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/30137.htm
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/62-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/ecopal/
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2799.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2813.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2820.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/7818.htm
http://www.530.toyohashi.aichi.jp/
http://www.city.toyohashi.lg.jp/30705.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2827.htm
https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
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 ３ 岡崎市 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 自然・水・エネルギー・温暖化・ごみ/３R・ESD 
冊子・チラシ等 学校で環境教室 電話での問合せ先 環境政策課 0564-23-6270・6207 
ウェブサイト    https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1514/p001125.html  
⾒学・体験の受⼊ 自然・水・大気・エネルギー・温暖化・ごみ/３R・ESD 
冊子・チラシ等 おかざきエコプロジェクトチラシ、岡崎市環境学習活⽤ガイドブック 

ウェブサイト https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1514/p001125.html   

電話での問合せ先 環境政策課 0564-23-6270・6207 各施設（クリーンセンター・浄水場等） 

移動⼿段の⽀援等 市⽴保育園・幼稚園対象の体験学習については、施設まで公⽤のバスで送迎し
ている。 

環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本等の作成状況 「おかざきエコプロジェクト副読本」A5 版 8 ページ（A4 二つ折り）郵送 

その他⽀援 環境学習⽀援団体登録⽀援制度による講師情報の提供 

 ４ 一宮市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 温暖化・ごみ/３R （講座については、各学校へ参加希望を募り実施） 
冊子・チラシ等 ⽣涯学習情報（冊子版） 電話での問合せ先 環境センター0586-45-7004（直通） 

ウェブサイト 
⽣涯学習情報(ウェブ版) 
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/shougaigakushu/1010039/1005709.html 

⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R 
冊子・チラシ等 ⽣涯学習情報（冊子版） 電話での問合せ先 環境センター0586-45-7004（直通） 

ウェブサイト 
⽣涯学習情報(ウェブ版) 
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/shougaigakushu/1010039/1005709.html 

環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本等の作
成状況 

一宮市環境センター〜ごみと資源について学ぼう〜」Ａ４版・26 ﾍﾟｰｼﾞ (市内小学
校に配布) 

＜参考 連絡先・ホームページ＞ 
１．いちのみやの環境   

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/gomi/1000177/1000390/index.html 
２．第２次一宮市環境基本計画     

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/seisaku/1010012/1010136/1003273.html 
３．一宮市 清掃対策課  

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/shinososhiki/1010123/1002831.html 
４．一宮市 施設管理課（環境センター） 0586-45-7004（直通） 

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisetsu/shi/1008925/1010793/1005344.html 
☆５．エコハウス 138   https://www.eco-yuyu.com/index 

＜参考ホームページ＞ 
１．岡崎市の環境  https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1303/1326/p018010.html 

☆２．ホタル学校   https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/hotarunosato/feature/hotaru-school/top 
☆３．おかざき自然体験の森  https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/shizen-taiken 

おかざき自然体験の森 

⾥ 山 の 自 然 環 境 の 中
で、様々な自然体験・環
境学習プログラムを⽤意
しています。 

中央クリーンセンター 
環境への負荷が少ない「ガス化溶

融炉」を採⽤し、可燃ごみを「溶融
スラグ」としてアスファルトなどの
原料として資源に再⽣しています。 

ホタル学校 

ホタルの幼虫やえさとなるカワニ
ナの⽣体展⽰やホタルに関する資料
の展⽰を⾏っています。ゲンジボタル
の飛翔時期には午後 9 時まで開館し
ています。 

エコハウス１３８ 

隣接するごみ焼却施設
の 余 熱 を 利 ⽤ し た 温 水
プールのほか、トレーニン
グルームなどの健康増進
施設、エコ情報センター、
ビオトープ、体験学習施設
などがあります。 

   環境センター 

各家庭から排出されるごみ 
の収集・処理をしています。 
ごみ焼却によって発⽣する熱
エネルギーにより発電を⾏い、

場内等で使⽤する電⼒を賄い、余剰電⼒は電⼒会社に
売電するとともに、余熱を場内の冷暖房にも活⽤して
います。 

https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1514/p001125.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1514/p001125.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/shougaigakushu/1010039/1005709.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/shougaigakushu/1010039/1005709.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/gomi/1000177/1000390/index.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/seisaku/1010012/1010136/1003273.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/shinososhiki/1010123/1002831.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisetsu/shi/1008925/1010793/1005344.html
https://www.eco-yuyu.com/index
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1303/1326/p018010.html
https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/hotarunosato/feature/hotaru-school/top
https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/shizen-taiken
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せと環境塾 
第２次瀬⼾市環境基本計画に基づ

いて“市⺠による市⺠のための環境
教育”として実施しています。 

「自然を守る」「自然と親しむ」「安全・安⼼に暮らす」
「⼼豊かに暮らす」「地球にやさしく暮らす・営む」を
テーマに、市主催の講座や、市内の環境団体が主催する
認定講座を実施しています。 

 ５ 瀬⼾市 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 △環境全般・△自然・△水・△ごみ/３R・△地球温暖化※外部講師を派遣する場合も
あります。（△︓依頼があれば対応） 

ウェブサイト ごみ・3R http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2012022000072/ 

電話での問合せ先 環境全般・自然・水・地球温暖化 瀬⼾市環境課 0561-88-2671  
ごみ/3Ｒ 資源リサイクルセンター 0561-21-3196 

⾒学・体験の受⼊ △ごみ/3Ｒ・△上水・▲下水（△︓依頼があれば対応、▲︓要相談） 

電話での問合せ先 
資源リサイクルセンター 0561-21-3196 晴丘センター 0561-54-1643 
浄水場管理事務所 （上水）0561-41-2250 
浄化センター管理事務所（下水）0561-21-2206 

環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 副読本「エコノート」、Ａ5、16 ページ 

  ６ 半田市 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 自然・水・エネルギー・温暖化・ごみ/３R 
冊子・チラシ等 講座・イベント情報（半田市の出前講座をご利⽤ください︕） 
ウェブサイト https://www.city.handa.lg.jp/shogai/bunka/gejutsu/koza/johoshi.html 

電話での問合せ 自然・水・エネルギー・温暖化 半田市環境課 0569-84-0627 
ごみ・３Ｒ 半田市クリーンセンター0569-23-3567 

⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R 
電話での問合せ先 半田市クリーンセンター 0569-23-3567  
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本等の作成状況 「はんだ水辺マップ」 

その他の⽀援 ゲストティーチャー制度 
https://www.city.handa.lg.jp/bunka/gejutsu/koza/guest-teacher/index.html 

７ 春日井市 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 自然・温暖化・ごみ/３R 
ウェブサイト 温暖化 https://wwww.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/keihatsu/tikyuuonbdanka/1019351.html 

電話での問合せ 
自然 環境保全課 0568-85-6279  温暖化 環境政策課 0568-85-6216 
ごみ/３Ｒ 小学校対象講座︓ごみ減量推進課 0568-85-6222  

幼稚園・保育園対象講座︓清掃事業所 0568-84-3211 
⾒学・体験の受⼊ 水・大気 ※施設⾒学、簡易環境調査体験、簡易科学実験 ごみ/３R ※施設⾒学 

電話での問合せ 水・大気 環境分析センター0568-51-6110  
ごみ/３R クリーンセンター0568-88-0247 

環境部局で⾏ってい
る学校への環境教育
⽀援 

守りたい春日井の自然〜外国からやってきた⽣きものたち〜 A5 6 ページ 
くらしとごみ A4 24 ページ（各学校へ配布） 
春日井市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ A4 縦 8 ﾍﾟｰｼﾞ（⾒学時に配布） 

出前講座 
（水辺の⽣き物教室） 
身近な自然などに親しみなが
ら環境について学んでもらう
ため、市内小中学校や自治区な
どを対象に、環境学習出前講座
を実施しています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．半田市環境報告書 https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/shisaku/shinokankyo/index.html 
２．環境出前講座 https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/kehatsu/kankyodemae/index.html 

クリーンセンター 
半田市内の家庭等から排

出されたごみを適切に処理
しています。また、ごみの
焼却施設や資源（空き缶や
びん）の中間処理の⾒学を
受け⼊れています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．春日井市環境報告書 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/houkoku/index.html 

２．春日井市地球温暖化対策実⾏計画（2019－2030）   
https//www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/keihatsu/1016412.html 

３．自然環境保全の取組  
https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/shizen/index.html 

４．ごみの現状

シデコブシ  
⽣息地は湧水によって礫、砂、粘⼟が再堆積し不透水層を伴う湿地に限

られ、湧水湿地という⽣育環境が減少していることにより春日井市の希少
種となっています。 

＜参考 連絡先・ホームページ＞ 
１．瀬⼾市 環境課  0561-88-2671  http://www.city.seto.aichi.jp/soshiki/kankyouka/ 

当市では市⺠、事業者、⾏政の協働を⽬指してパートナーシップ型組織による環境の取組を進めています。 
①瀬⼾市環境パートナーシップ事業者会議（事業者との協働）

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111003688/ 
②せと・まるっと環境クラブ（市⺠との協働）  

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2012041100036/ 
☆2.せと環境塾 

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020030200087/ 
☆3.資源リサイクルセンター   0561-21-3196 

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2011121000013/ 
4.晴丘センター（尾張東部衛生組合）   0561-54-1643 

瀬⼾市、尾張旭市、⻑久⼿市のごみ焼却施設です。市⺠の⽅は、家庭のごみに限り、燃えるご
み、燃えないごみ、粗大ごみを持ち込めます。（有料）http://www.haruoka-center.com/ 

5.浄水場管理事務所（上水）   0561-41-2250 
瀬⼾市の水道は、蛇ヶ洞浄水場、⾺ヶ城浄水場、原山浄水場の３つの浄水場と愛知県から受水す

る４つの配水場と２０箇所以上の配水池を利⽤し、１３万⼈の市⺠に毎日４万トンの水道水を配水
しています 

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111001146/ 
馬ヶ城浄水場 http://www.city.seto.aichi.jp/umamizu/ 

6.浄化センター管理事務所（下水）   0561-21-2206 
瀬⼾市では、下水処理施設として⻄部浄化センターと水野浄化センターの 2 箇所を設置して、

バクテリアや原⽣動物などの微⽣物が汚水の汚れを⾷べることを利⽤して水をきれいに処理して
います。http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111000826/ 

資源リサイクルセンター 
ごみ減量と資源化を促進する

ための施設です。「資源物をい
つでも持ち込める場所」として
開放しているほか、おもちゃ病
院や古布リサイクル講座、かえ 

っこ陶器市、ミニリサイクルマーケットなどのイベ
ントを実施しています。 

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2012022000072/
https://www.city.handa.lg.jp/shogai/bunka/gejutsu/koza/johoshi.html
https://www.city.handa.lg.jp/bunka/gejutsu/koza/guest-teacher/index.html
https://wwww.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/keihatsu/tikyuuonbdanka/1019351.html
https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/shisaku/shinokankyo/index.html
https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/kehatsu/kankyodemae/index.html
https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/houkoku/index.html
https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/shizen/index.html
http://www.city.seto.aichi.jp/soshiki/kankyouka/
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111003688/
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2012041100036/
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020030200087/
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2011121000013/
http://www.haruoka-center.com/
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111001146/
http://www.city.seto.aichi.jp/umamizu/
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111000826/
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８ 豊川市 
 

 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 水・温暖化・ごみ/３R   

冊子・チラシ等 ⽣涯学習まちづくり出前講座「楽しくエコしよう︕⽣活排水教室（小学⽣向け）」 
｢楽しくエコしよう︕地球温暖化教室(小学⽣向け)」「資源・ごみの分け⽅と出し⽅」 

ウェブサイト http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/demaekouza.html 

⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R 

電話での問合せ先 豊川市清掃工場 （ごみの焼却施設）  0533-87-4010 
豊川市資源化施設 （資源選別施設など）  0533-56-8878 

環境部局で⾏っ
ている学校への
環境教育⽀援 

ごみ副読本「地球にやさしいくらし」、B5、37 ページ（小学校配布（小学 4 年⽣対象）） 
エコチャレンジカレンダー、Ａ４、32 ページ（小学校配布（小学 5 年⽣対象）） 

 9 津島市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R  

電話での問合せ先 市⺠⽣活部 ⽣活環境課清掃事務所 0567-26-4228 

  １０ 碧南市 
 
 

 
   
 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R  ※環境基本計画、環境の状況についての講座も可能 
冊子、チラシ等 碧南市出前講座「市政なんでも百科」 

ウェブサイト 市政なんでも百科ウェブサイト 
http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/kyouiku/shogaigakushu/1/5121.html 

電話での問合せ先 0566-42-3511 
⾒学・体験の受⼊ 自然・ごみ/３R△ （△︓依頼があれば対応） 

ウェブサイト 自然 碧南海浜水族館 
ごみ/３R クリーンセンター衣浦  

電話での問合せ先 自然 碧南海浜水族館 ごみ/３R クリーンセンター衣浦 

   １１ 刈谷市 
 
 
 

 

出 前 講 座 △温暖化 ※ 冊子「刈谷市の環境」に基づく内容 （△︓依頼があれば対応） 
冊子・チラシ等 よかよかガイド 電話での問合せ 0566-62-1017 
ウェブサイト https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/syogaigakusyu/manabitai/demaekoza.html 
⾒学・体験の受⼊ △水・△ごみ/３R   （△︓依頼があれば対応） 
ウェブサイト https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/kankyoeisei/akuarumukariya/index.html 
電話での問合せ先 浄水管理事務所 0566-36-5339 ごみ減量推進課 0566-21-1705 
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本等の作成 社会科副読本「ゴミとわたしたち」、B5、21 ページ（小学校 4 年⽣の市内全児童に対し配布） 
教材の貸し出し 水⽣⽣物調査⽤資材 

⼩堤⻄池のカキツバタ群落 
刈谷市の最北部にある小堤⻄池は、京都・大田ノ沢、⿃取・岩美町の唐川

と並ぶ日本三大カキツバタ自⽣地の一つです。 
花の⾒頃は 5 月中旬頃で、緑一⾯の湿地に清楚な⻘紫⾊の花を咲かせます。

周囲は自然が豊かで、刈谷市の誇る天然記念物です。 

＜参考ホームページ＞ 
１．刈谷市の環境  https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/kankyoeisei/akuarumukariya/index.html 

☆２．キー坊の環境講座   
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/ekoroji/kankyokyouiku/keyboubacknumber.html 

赤塚山公園 
東三河唯一の淡水水族館「ぎょぎょランド」などを有する

総合公園は、市⺠が気軽に集い、ふるさとの身近な自然を楽
しめるリラックススペースとして広く親しまれています。 

天王川公園 
四季の移り変わりが美しく、桜、藤、睡蓮、雪

景⾊といった風景が訪れる⼈の⼼を和ませ、歴史
に加えて自然の情緒を醸し出しています。 

環境リーダー養成プロジェクト 
楽しく充実した活動を継続的に推進させることができる⼈材を養成し、推

進役になってもらうことを⽬的として、環境リーダー養成講座を年数回開催
しています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．津島市 環境・衛生  

http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/kankyoueisei/index.html 
２．津島市 ごみ・リサイクル  

http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/gomirecycle/index.html 

＜参考 連絡先・ホームページ＞ 
１．環境の状況に関する報告書について  

http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/hozen/jyouhou/6068.html 
２．環境リーダー養成プロジェクト   

http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/hozen/4412.html 
３．碧南市 環境課    http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/index.html 

  ４．碧南海浜水族館  （ 0566-48-3761） http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/kyouiku/kaihin/index.html
５. クリーンセンター衣浦  （0566-41-3479） http://www.katch.ne.jp/~kinu-ei/clean/index.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．豊川市の環境        

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/kakyoseisaku/toyokawashinokankyo.html 
☆２．豊川市 環境課   

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/soshiki/kakubukakuka/sangyokankyobu/kankyouka.html 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/demaekouza.html
http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/kyouiku/shogaigakushu/1/5121.html
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/syogaigakusyu/manabitai/demaekoza.html
https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/kankyoeisei/akuarumukariya/index.html
https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/kankyoeisei/akuarumukariya/index.html
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/ekoroji/kankyokyouiku/keyboubacknumber.html
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/kankyoueisei/index.html
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/gomirecycle/index.html
http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/hozen/jyouhou/6068.html
http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/keizai?kankyo/kankyo/hozen/4412.html
http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/keizai?kankyo/kankyo/index.html
http://hekinan-pre.smart-lgov.jp/soshiki/kyouiku/kaihin/index.html
http://www.katch.ne.jp/~kinu-ei/clean/index.html
http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/kakyoseisaku/toyokawashinokankyo.html
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/soshiki/kakubukakuka/sangyokankyobu/kankyouka.html
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 １２ 豊田市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 自然・水・大気・ｴﾈﾙｷﾞｰ・温暖化・ごみ/３R・ESD 
冊子・チラシ等 教材データベース POTETO、学校への通知文でも案内  
ウェブサイト エコット  自然観察の森 ほか各施設 HP 
電話での問合せ先 エコット 0565-26-8058、自然観察の森 0565-88-1310 ほか各施設連絡先 
⾒学・体験の受⼊ 自然・水・大気・ｴﾈﾙｷﾞｰ・温暖化・ごみ/３R・ESD 
冊子・チラシ等 教材データベース POTETO、学校への通知文でも案内 
ウェブサイト エコット  自然観察の森 ほか各施設 HP 
電話での問合せ先 エコット 0565-26-8058、自然観察の森 0565-88-1310 ほか各施設連絡先 
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本の作成 「エコブック」、A4 版、３４頁（市内全小学校） 

教材・資材の配布 ⽣物多様性ガイドブックの配付 
https://www.city.toyota.aichi.jp/s/kurashi/kankyou/gakushu/1003521/1006579.html  

教材の貸出 ルーペなど観察器具、リサイクル工程のサンプル、⼿回し発電機＆並列⾖電球台、照度計等 
https://www.city.toyota.aichi.jp/s/kurashi/kankyou/gakushu/1003521/1006579.html 

その他⽀援 環境学習プログラムカレンダーによるプログラム情報提供、市⺠参加⽣き物調査の講師派遣、 
水⽣⽣物調査のボランティア派遣等 

13 安城市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

出 前 講 座 自然・水・温暖化・ごみ／３Ｒ 
冊子・チラシ等の名称 まちかど講座・市⺠出前講座 

ウェブサイト まちかど講座 https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/shogaigakushu/machikado.html   
市⺠出前講座 https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/shogaigakushu/simindemaekouza.html 

電話での問合せ先 ⽣涯学習部⽣涯学習課⽣涯学習係 0566-76-1515 
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R ※市の事業として時期を定めて実施 

１４ ⻄尾市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 自然・水・ごみ/３R 

電話での問合せ先 自然・水 環境保全課 0563-34-8111, 
ごみ/３R ごみ減量課 0563-34-8113 

⾒学・体験の受⼊ 自然・ごみ/３R 

電話での問合せ先 自然・水 環境保全課 0563-34-8111, 
ごみ/３R ごみ減量課 0563-34-8113 

エコきち（柿田公園管理事務所内） 
環境に関する展⽰、講座、イベントなどを通じて、楽しみ

ながら環境について学ぶことができます。 

とよたエコフルタウン 
持続可能な社会につながる 

先進技術を集約し、無理なく、
無駄なく、快適な暮らしを提
案しています。世界規模の環
境問題を“⾒える化”する「さ 

われる地球」、燃料電池自動⾞に水素を供給する「水
素ステーション」などがあります。 

＜参考ホームページ＞ 
１．⻄尾いきものふれあいの⾥  http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/9,2253,94,431,html 
２．⻄尾市クリーンセンター  http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,60396,68,576,html 

⻄尾市クリーンセンターは、ごみ処理と資源の再利⽤について学ぶことができます。 
施設の⾒学も出来ます。 

⻄尾市クリーンセンター⾒学 HP http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,33681,68,576,html 

豊田市 
自然観察の森 

中⼼ 施設 であ
るネイチャーセ
ンターの他、自然
散策道や休憩舎、 

舎、探⿃⽤ブラインド等の施設が整えられていま
す。ネイチャーセンターでは自然に関する展
⽰や自然観察のアドバイス、観察コースの案
内などを⾏っています。またガイドウォーク
や動物・昆虫・植物などの観察会、団体対応
なども⾏っています。 

東海丘陵湧水湿地群 

絶滅危惧種のシラタマホシクサやミカ
ワシオガマなどの数少ない⽣息地で、ラ
ムサール条約に登録されています。季節
ごとの観察会や公開日に⼊場できます。 

＜参考 連絡先・ホームページ＞ 
☆１．豊田市環境政策課  https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/soshiki/kankyou/1004487.html 

２．環境報告書   https://www.city.toyota.aichi.jp/s/kurashi/kankyou/1006581.html 
３．環境調査報告書    https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/1027048/1027080.html 

☆４．豊田市環境学習施設「eco-T（エコット）」 （0565-26-8058）http://www.eco-toyota.com/ 
☆５．《こども向けホームページ 》⾒て、知って、考えてみよう︕  

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/gakushu/1003521/1007713/index.html 
☆６．環境の保全を推進する協定協議会  https://kankyou-hozen.org/ 
☆７．豊田市自然観察の森  （0565-88-1310） https://toyota-shizen.org/ 
☆８．とよたエコフルタウンホームページ    https://toyota-ecofultown.com/ 

事業者と市が共働して環境に配慮した取
組を進めるため、「環境の保全を推進する
協定協議会」を設置しています。市⺠への
情報発信の一環として、市や企業の環境施
設を紹介した「エコ企業ガイドブック」を
作成しています。 

⻄尾いきものふれあいの⾥ 

⻄尾いきものふれあいの⾥は、四季の移り変わりを感じながら自然の
大切さを体感出来る施設です。観察会、⽵林整備、ボランティア体験可
能です。35 ⼈程度利⽤できる研修室もあります。 

また、自然豊かで、環境学習に最適なフィールドとして、前島、佐久
島などがあります。 

 

環境学習施設 eco-T  
展⽰学習や渡刈クリーンセン 

ターの⾒学を通して、身近な暮
らしと環境問題のつながりを学
べます。ごみや地球温暖化等を
テーマにした出前講座やイベン 

ト出展を⾏い、楽しくてためになるエコ活動を推進して
います。 

環境の保全を推進する協定協議会 

＜参考ホームページ＞ 
１．安城市環境報告書   

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/kankyoshisaku/kankyohoukokusho/index.html 
☆２．⼩学生⽤環境教育冊子「ごみとわたしたち」 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/gomi-to-watashitach.html 
☆３．エコきち（柿田公園管理事務所内）  http://ecokichi.net/ 
    

https://www.city.toyota.aichi.jp/s/kurashi/kankyou/gakushu/1003521/1006579.html
https://www.city.toyota.aichi.jp/s/kurashi/kankyou/gakushu/1003521/1006579.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/shogaigakushu/machikado.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/shogaigakushu/simindemaekouza.html
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/9,2253,94,431,html
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,60396,68,576,html
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,33681,68,576,html
https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/soshiki/kankyou/1004487.html
https://www.city.toyota.aichi.jp/s/kurashi/kankyou/1006581.html
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/1027048/1027080.html
http://www.eco-toyota.com/
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/gakushu/1003521/1007713/index.html
https://kankyou-hozen.org/
https://toyota-shizen.org/
https://toyota-ecofultown.com/
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/kankyoshisaku/kankyohoukokusho/index.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/gomi-to-watashitach.html
http://ecokichi.net/
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１５ 蒲郡市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 自然・水・温暖化・ごみ/３R 
冊子・チラシ 蒲郡市なんでも出前講座 電話での問合せ先 0533-66-1167 
ウェブサイト http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gakushu/demae.html 
⾒学・体験の受⼊ 水・ごみ その他として、〇理科学習、△天然記念物の紹介展⽰（△︓依頼があれば対応） 
冊子・チラシ 水 あいちの下水道エネルギー利⽤事例ガイド  

ウェブサイト 

水 蒲郡市下水道浄化センターの施設⾒学 http://www.city.gamagori.lg.jp/site/gesui/kengaku.html 
理科学習  ⽣命の海科学館 学校関係でのご利⽤  
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/forschool.html 
天然記念物 蒲郡市博物館 http://www.city.gamagori.lg.jp/site/museum/ 

電話での問
合せ先 

理科学習  ⽣命の海科学館 0533-66-1717 ごみ・3R 環境清掃課 0533-57-4100 
天然記念物 蒲郡市博物館  0533-68-1881 水 蒲郡市下水道浄化センター0533-67-7125 

１６ 犬山市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R 
ウェブサイト 犬山市⽣涯学習情報サイトまなびナビ https://www.inuyama-manabi.com/demaekouza/ 
⾒学・体験の受⼊ 自然・ごみ/３R 
電話での問合せ先 経済環境部環境課 0568-44-0345 
環境部局で⾏っている学
校への環境教育⽀援 副読本「ごみのはなし」サイズ︓Ａ4、ページ数︓30 ページ(市内小学 4 年⽣へ配付) 

１７ 常滑市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R△  （△依頼があれば対応） 
⾒学・体験の受⼊ 水 
冊子・チラシ等の名称 広報とこなめ    
ウェブサイト http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisei/kibanseibi/1001530.html 
電話での問合せ先 建設部下水道課 0569-35-0031 
移動⼿段 市の所有するバスの予定が合えば利⽤できる。 
環境部局で⾏っている
学校への環境教育⽀援 

【副読本の作成状況】｢ごみを減らそう未来のために｣出前のごみ減量授業を希
望した市内の小学 4 年⽣にのみ 2018 年度から配布 

１８ 江南市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 自然・水・大気・ｴﾈﾙｷﾞｰ・温暖化・ごみ/３R 
ウェブサイト https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1003308/1003191/1003217.html 
電話での問合せ先 0587-54-1111（内線 421） 
⾒学・体験の受⼊ ごみ処理施設の施設⾒学会を実施 
電話での問合せ先 0587-54-1111（内線 407） 
移動⼿段 市の所有するバスの予定が合えば利⽤できる。 

環境部局で⾏っている
学校への環境教育⽀援 

環境学習アドバイザーの派遣 
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1003308/1003191/100321
7.html  

＜参考ホームページ＞ 
１． 江南市 環境教育  https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1003308/1003191/index.html 
２． ゴミはどんなふうにリサイクルされるのかな︖ 

https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/hoiku/1002844/1005471/index.html 

蒲池海岸の海浜植物 
ハマヒルガオやスナビキソウ、ハマボウフウなどの海浜植物を⾒ること

ができます。地元住⺠による清掃活動や自然観察会などが⾏われています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．環境概況  
http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisei/kankyo/1001534/1001535.html 

☆２．パンフレット「家庭ごみと資源物の出し方」  
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/1003969/1004079/1004089.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．市の出版物  https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000957.html 

☆２．犬山⾥山学センター  https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000897/1001519/index.html 

＜参考 連絡先・ホームページ＞ 
１．蒲郡市の環境実態   http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/hozen-jittai-index.html 

☆２．環境実態（経年データ）http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/hozen-jittai-data-index.html 
☆３．蒲郡市クリーンセンター   http://www.city.gamagori.lg.jp/site/seiso/ 
☆４．蒲郡市生命の海科学館 （0533-66-1717） http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/ 

犬山⾥山学センター 
⾥山にはどんな植物が⽣え、どんな⽣き物がいるのでしょう

か。⾥山とは、どんな役割をもっているのでしょうか。 
犬山⾥山学センターは、展⽰、体験を通して⾥山に触れ、⼈

と自然の関係を⾒直す場です。 

さがらの森 
野⽣⽣物や愛知県内で

⾒られる植物をキャンプ
やハイキングなどで⼿軽
に触れ合い、自然を感じ
ることができます。 

竹島 
干潟での⽣物観察や

海での体験を通じて、
環境について考えるこ
とができます。 

蒲郡市生命の海科学館 
⽣命誕⽣の源である「海」をテーマ

に、地球誕⽣ 46 億年の歴史と⽣物の
進化について紹介。展⽰室では、本物
の「化石」や「隕石」に触ったり、体
験型のコンテンツで楽しく学ぶこと
ができます。 

蒲郡市クリーンセンター 

蒲郡市から出るごみを環境や衛⽣、
安全に配慮し、最新鋭の機械で処理す
ることができる施設です。ここでの焼
却時の廃熱を施設の暖房や給湯に有
効利⽤しています。 

尾北自然歩道 
桜並木が続き、それぞれ 

の季節にはすばらしい景⾊
が水際を彩り、のどかな風
景を楽しみながらゆっくり
と歩くことができます。 

遊歩道・サイクリングロード 
雄大な木曽川の河川敷の景観

を眺めながらの四季を感じなが
らのウォーキングや、自転⾞で
のサイクリングを楽しむことが
できます。 

環境学習会 
次世代を担う子どもたちを軸として、身近な自然

に親しみながら、いのちを大切にする⼼を養うた
め、様々なテーマで環境学習会を開催しています。 

http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gakushu/demae.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/gesui/kengaku.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/forschool.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/museum/
https://www.inuyama-manabi.com/demaekouza/
http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisei/kibanseibi/1001530.html
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1003308/1003191/1003217.html
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1003308/1003191/100321
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1003308/1003191/index.html
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/hoiku/1002844/1005471/index.html
http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisei/kankyo/1001534/1001535.html
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/1003969/1004079/1004089.html
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000957.html
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000897/1001519/index.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/hozen-jittai-index.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/hozen-jittai-data-index.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/seiso/
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/
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１９ ⼩牧市 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

出 前 講 座 △ごみ/３R ※ごみの出し⽅、分け⽅、処理の⽅法（△︓依頼があれば対応） 
冊子・チラシ等の名称 資源・ごみの分け⽅と出し⽅ 
ウェブサイト http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/kankyokotsu/gomi/1_3/index.html 
電話での問合せ 0568-76-1187 
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R 
ウェブサイト http://www.city.komaki.aichi.jp/area/komakiiwakura/ 
電話での問合せ先 0568-79-1211 
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
副読本等の作成状況 「私たちのくらしとごみ」 A4 20 ページ （各小学 4 年⽣へ配布） 
教材の貸出 小牧岩倉ｴｺﾙｾﾝﾀｰの紹介 DVD の貸出 

２０ 稲沢市 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２１ 新城市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 自然・水・ｴﾈﾙｷﾞｰ・温暖化・ごみ/３R 
冊子・チラシ等 新城市お出かけ講座 電話での問合せ先 各所管への問い合わせ 
ウェブサイト http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,46424,196,html   
⾒学・体験の受⼊ 自然・水・△ｴﾈﾙｷﾞｰ・△温暖化・ごみ/３R  （△︓依頼があれば対応） 
冊子・チラシ等 新城市お出かけ講座 電話での問合せ先 各所管への問い合わせ 
ウェブサイト http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,46424,196,html   
環境部局で⾏っている
学校への環境教育⽀援 教材の貸出 小水⼒小型発電機 

環境センター 
稲沢市のごみは、稲沢市が管理運営する稲沢市環境センターの工場で

中間処理した後、市外の最終処分場で埋⽴処分しています。 
また、不燃ごみ及び粗大ごみを破砕処理した後は、鉄類・アルミ類を選
別し資源化に努めています。 

この工場は、ごみ焼却における余熱を利⽤した発電設備を設けるなど、
最新鋭の設備と公害防止に関る最新技術を導⼊した施設（平成 12 年３月
竣工）です。 

＜参考ホームページ＞ 
１．稲沢市 環境について  http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo/index.html 

四谷の千枚田 
鞍掛山の南⻄斜⾯に

広がる標高差約 200
メートルの棚田で、日
本の棚田百選にも選ば
れています。 

阿寺の七滝 
滝および周辺は国の名勝およ

び天然記念物に指定されてい
る。日本の滝百選の一つです。 

傘杉 
鳳来寺山への石段を登り始

めて約 10 分ほどの地点にあ
る、鳳来寺最大のスギ、日本
最高のスギです。国指定天然
記念物です。 

鳳来寺山自然科学博物館 
鳳来寺山に⽣息する動植物

や岩石や鉱物、化石などの展⽰
を⽣態展⽰と分類展⽰の二重
展⽰⽅式で⾏っています。 

⻑ノ山湿原 
泥炭湿原で東海地⽅最大の⾯積を擁する中間湿原です。 

＜参考ホームページ＞ 
１．環境報告書   http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,2951,180,html 
２．新城市観光協会「自然」 http://shinshirokankou.com/nature.html 
３．鳳来寺山自然科学博物館友の会  http://houraitomo.exblog.jp/ 
４．四谷の千枚田   http://www.city.shinshiro.jg.jp/index.cfm/8,4625,149,722,html 
５．水道報告書  http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,60033,143,657,html 
６．新城市クリーンセンター http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,2586,118,553,html 
７．作手中間湿原群  http://www.pref.aichi.jp/shinshiroshitara/feature/nature/bog/ 
８．中央構造線⻑篠露頭   http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/8,3150,149,722,html 

兒(ちご)の森 
小牧市東部のゆる 

やかな丘陵地帯にある
子どもたちの「自然体
験フィールド」です。 
 ハイキングや、昆虫 

や植物の観察など、楽しみながら環境について学ぶ
ことができます。 

 

エコハウス・⼩牧 
（とんぼ玉作り） 

資源ごみの再資源化のための
作業の⾒学やサンドブラストや
とんぼ玉作りなどを通して、環
境やリサイクルについて気軽に
学ぶことができる施設です。 

＜参考ホームページ＞ 
１．⼩牧市環境マップ  
 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/kankyokotsu/kankyou/6/11395.html 

 

自然観察会（サリオパーク祖父江） 
 稲沢市では、子供たちが身近な自然とのふれあいを通じて、⼈と自然が共⽣
できる社会づくりの推進を図るため、自然観察会を年７回開催しております。 

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/kankyokotsu/gomi/1_3/index.html
http://www.city.komaki.aichi.jp/area/komakiiwakura/
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,46424,196,html
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,46424,196,html
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi?tetsuzuki/kankyo/index.html
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,2951,180,html
http://shinshirokankou.com/nature.html
http://houraitomo.exblog.jp/
http://www.city.shinshiro.jg.jp/index.cfm/8,4625,149,722,html
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,60033,143,657,html
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,2586,118,553,html
http://www.pref.aichi.jp/shinshiroshitara/feature/nature/bog/
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/8,3150,149,722,html
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/kankyokotsu/kankyou/6/11395.html
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２２ 東海市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

⾒学・体験の受⼊ △ごみ/３R （△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 052-601-2053 

２３ 大府市 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出 前 講 座 大気汚染、酸性雨、河川・ため池の水質、水⽣⽣物などの環境学習(小・中学⽣対象) 
冊子・チラシ等 ⽣涯学習ガイド    

ウェブサイト https://www.city.obu.aichi.jp/bunka/manabi/shogaigakushu/1007085/1007
086.html 

電話での問合せ先 0562-45-6223 
⾒学・体験の受⼊ ⽣活排水による河川等の汚れの現状、家庭でできる対策 
冊子・チラシ等 ⽣涯学習ガイド  

ウェブサイト https://www.city.obu.aichi.jp/bunka/manabi/shogaigakushu/1007085/1007
086.html 

電話での問合せ先 0562-45-6223   
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 
教材・資材の配布 授業で説明する内容を掲載した資料、パックテスト及び透視度計の提供 
その他の⽀援 冊子、ホームページなどによる講座情報の提供 

２４ 知多市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 △自然・△水・△大気・△ｴﾈﾙｷﾞｰ・△温暖化・ごみ/３R  
（△︓依頼があれば対応） 

冊子・チラシ等 知多市⽣涯学習ガイドブック「コノハナ」  
ウェブサイト http://www.city.chita.lg.jp/ 

電話での問合せ先 自然・水・大気・ｴﾈﾙｷﾞｰ・温暖化環境政策課 0562-36-2660 
ごみ・３Ｒ清掃センター0562-32-5300 

⾒学・体験の受⼊ 水・ごみ/３R 
冊子・チラシ等 知多市⽣涯学習ガイドブック「コノハナ」   
ウェブサイト http://www.city.chita.lg.jp/ 

電話での問合せ先 水下水道課 0562-55-9591 ごみ清掃センター0562-32-5300 
３Ｒリサイクルプラザ 0562-55-0300 

移動⼿段 市有バスの利⽤ 

二ツ池セレトナ 
二ツ池公園内にある自然体験学習施設です。水辺に集まる⿃やその周辺

に広がる森に⽣息する昆虫や植物等を観察し、学習することができます。

エコスクール 
川で⽣き物を調べたり、工場

⾒学をしたり、親子で参加でき
る講座がたくさんあります︕ 

大池公園 
市内最大の緑あふれる公園で、桜祭

りや花しょうぶまつり、花火大会には
多くの⼈が集まります。 

加木屋緑地 
⽣き物調査や、植樹祭などいろん

な環境イベントを開催しています。

＜参考ホームページ＞ 
１．東海市 生活環境課  http://www.city.tokai.aichi.jp/2050.htm 
２．清掃センター  http://www.city.tokai.aichi.jp/2051.htm 

＜参考ホームページ＞ 
☆１．大府市 ごみ・リサイクル・環境  

https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/gomi/index.html 
☆２．二ツ池セレトナ  http://www.seletona.com/ 

自然調査隊 
市主催の自然調査

隊で、臨海部の企業
が整備する緑地で⽣
きものの観察を実施
しています。 

岡田散策路 
市が⼟地所有者の⽅に御協⼒

頂き、「あいち森と緑づくり税」
を活⽤して整備した散策路で、
気持ちよく森の中を歩くことが
できます。 
※散策路以外への侵⼊、伐採や
ポイ捨て禁止 

東鴻之巣最終処分場  
市の一般廃棄物最終処分場

で、清掃センターで焼却後に発
⽣する残さを埋め⽴て処分する
施設で、廃棄物について学ぶこ
とができます。 

南部浄化センター 
市の下水道終末処理場

で、市内の汚水をきれいな
水にする過程について学
ぶことができます。 

清掃センター 
市の一般廃棄物処理施

設で、収集したごみや粗大
ごみを処理していく過程
を学ぶことができます。 

リサイクルプラザ 
市で回収した資

源を選別・加工する
施設で、リサイクル
について学ぶこと
ができます。 

＜参考ホームページ＞ 
１．知多市   http://www.city.chita.lg.jp/ 

https://www.city.obu.aichi.jp/bunka/manabi/shogaigakushu/1007085/1007
https://www.city.obu.aichi.jp/bunka/manabi/shogaigakushu/1007085/1007
http://www.city.chita.lg.jp/
http://www.city.chita.lg.jp/
http://www.city.tokai.aichi.jp/2050.htm
http://www.city.tokai.aichi.jp/2051.htm
https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/gomi/index.html
http://www.seletona.com/
http://www.city.chita.lg.jp/
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２５ 知⽴市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R  
冊子・チラシ等 ⽣涯学習ガイドブック      
ウェブサイト http://www.city.chiryu.aichi.jp/kanko_bunka_sports/shogai/1451813593470.html 
電話での問合せ先 0566-83-1165  
⾒学・体験の受⼊ 自然 ※市内小中学校が毎年山の学習を実施  
環境部局で⾏っている
学校への環境教育⽀援 

副読本「ごみのゆくえ」 
A4 ページ数︓16P （市内の小学校に持ち込む） 

２６ 尾張旭市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出 前 講 座 水・温暖化・ごみ/３R  
ウェブサイト https://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/kouhou/demae/menu.html 
⾒学・体験の受⼊ △ごみ/３R （△︓依頼があれば対応） 

２７ 高浜市 

 

出 前 講 座 △ごみ/３R （△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 経済環境グループ 0566-52-1111（内線 264） 
⾒学・体験の受⼊ △ごみ/３R （△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 経済環境グループ 0566-52-1111（内線 264） 
移動⼿段 高浜市内の小学⽣を市保有バスで送迎 

 

２８ 岩倉市 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R 
ウェブサイト http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000121.html 
電話での問合せ先 0587-38-5808 
⾒学・体験の受⼊ △自然・△ごみ/３R  （△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 自然環境保全課 0587-38-5808 、ごみ/３R 清掃事務所 0587-66-5912 

移動⼿段 市所有のバスによる送迎（市内の公⽴学校、保育園のみ） 

リサイクル広場 
資源ごみの持ち込み、再

利⽤品の展⽰・提供、リサ
イクル学習展⽰やリユース
情報掲⽰などを⾏っていま
す。 

緑のカーテン 
公共施設の壁⾯等を活

⽤して「緑のカーテン」を
実施しています。 

吉賀池湿地 
貴重な植物等が⽣息する

吉賀池湿地の一般公開を春、
初夏、夏、秋、中秋、晩秋の
年６回開催しています。 

山辺の散歩道 
市北部丘陵地に

残る貴重な自然や
⾥山風景をめぐり
ながらウォーキン
グが楽しめる散歩
道です。 

＜参考ホームページ＞ 
１．尾張旭市環境保全   

http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/kankyou/index.html 
２．尾張旭市 e-Gallery〜あさひ写真館 

http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/sangyou/photo/e-gallery/index.html 
☆３．尾張旭市ごみ・リサイクル 

http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/gomi/index.html 

水生生物調査
毎年夏に市内の小学⽣を対象とした水

⽣⽣物調査を実施し、矢田川の⽣き物を調
べ、水質を判定しています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．知⽴の環境         
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/4/1451813611531.html 

２．清掃事業概要         
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/1/1/1451813613106.html 

☆３．ごみのゆくえ  
http://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/shimin/kankyo/gyomu/1/1/1487295274781.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．高浜エコハウス  

http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/seikatsu/ecohouse/top.html 

高浜エコハウス 
高浜市にある環境学習施設です。ごみの分別について楽しく学ぶ
ことができます。 

五条川 
岩倉市のほぼ中央を流れてい

ます。日本のさくら名所１００
選にも選ばれ、四季折々に豊か
な表情を⾒せ、市⺠の皆さんの
憩いの場ともなっています。 

岩倉市自然生態園 
自然との共⽣を⽬指して整備されたビオ

トープ公園です。観察会やザリガニ釣りな
どの各種イベントを実施しており、楽しみ
ながら自然について学ぶことができます。 

＜参考ホームページ＞ 
１．五条川自然再生整備等基本計画  
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000002332.html 

☆２．岩倉市自然生態園  
http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000119.html 

http://www.city.chiryu.aichi.jp/kanko_bunka_sports/shogai/1451813593470.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/kouhou/demae/menu.html
http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000121.html
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/kankyou/index.html
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/sangyou/photo/e-gallery/index.html
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/gomi/index.html
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/4/1451813611531.html
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/1/1/1451813613106.html
http://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/shimin/kankyo/gyomu/1/1/1487295274781.html
http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/seikatsu/ecohouse/top.html
http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000002332.html
http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000119.html
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２９ 豊明市 

 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 △ごみ/３R（⾷品ロス講座） （△︓依頼があれば対応）  
△エネルギー（太陽光発電屋根貸し事業を⾏っている事業者による出前講座）                              

電話での問合せ先 環境課 0562-92-1113 

３０ 日進市 

  

出 前 講 座 水・△温暖化   （△︓依頼があれば対応） 
その他、福祉・⾏政の講座も可能 

電話での問合せ先 0561-73-7111（代表） 
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R ※中央環境センター（エコドーム） 
電話での問合せ先 0561-73-7111（代表） 

環境部局で⾏っている学
校への環境教育⽀援 

⽣涯学習⼈材情報「まちかどネットワーク」 
http://www.city.nisshin.lg.jp/kyouiku/shogaigakushu/machikado
annai.html 

 

 

３１ 田原市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 ｴﾈﾙｷﾞｰ・温暖化・ごみ/３R 
冊子・チラシ等 市政ほーもん講座 電話での問合せ先 各担当課 
ウェブサイト http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kohou/1001527.html 
⾒学・体験の受⼊ △エネルギー・ごみ/３R （△︓依頼があれば対応） 

ウェブサイト エネルギー蔵王山展望台 
ごみ田原リサイクルセンター炭⽣館 

電話での問合せ先 エネルギー蔵王山展望台 0531-23-3541（環境政策課） 
ごみ田原リサイクルセンター炭⽣館 0531-23-3538（廃棄物対策課） 

環境部局で⾏っている
学校への環境教育⽀援 

田原菜の花ＭＡＰ 
たはらエコエネルギーＭＡＰ 

３２ 愛⻄市 

 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R 
冊子・チラシ等 広報あいさい 電話での問合せ先 0567-55-7114 
ウェブサイト http://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=9369 
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R   
ウェブサイト http://www.atkankyo.or.jp/reservation/ 

汐川干潟自然観察会 
豊橋市と田原市にまたがる三河湾

の汐川干潟で、毎年春と秋に開催さ
れる環境学習会です。参加者は野⿃
や干潟に住む⽣物などの観察を通じ
て、自然の大切さを学びます。 

田原リサイクルセンター炭生館 
市内で発⽣した可燃ごみを処理し

て炭化物を⽣成し、これを新たなエネ
ルギー源として社会に還元する資源
循環型の施設です。施設内には風⼒発
電所も併設されています。 

エコパーク 
エコパーク周辺では、風

⼒発電施設や大規模太陽光
発電所（メガソーラ）の整
備が進み、田原市の新エネ
ルギー活⽤のシンボル的な
景観が形成されています。 

蔵王山展望台 
「光」をテーマに、２階は星空テラスとカフェ
のある「エントランスフロア」､３階は光と遊
ぶことが出来る「体験フロア」､４階は大パノ
ラマと夜景を楽しむ「展望フロア」となって
います。展望台からは、日本最大級の再⽣可
能エネルギー施設の集積地が⾒渡せます。 

愛⻄市の蓮根 
愛知県は蓮根の⽣産量が県別で４位

であり、その大半を愛⻄市が占めてい
ます。 

＜参考ホームページ＞ 
１．日進市のごみ・環境について 

http://www.city.nisshin.lg.jp/sumai/gomi_kankyo/index.html 
☆２．天白川で遊ぼうマップ   

http://city.nisshin.lg.jp/sumai/16731/asobimap.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．田原市 「環境保全計画 改訂版」     

http://www.city.tahara.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/313/section/kankyou/
pdf/2018kankyouhozen-plan.pdf 

☆２．田原市 「田原リサイクルセンター炭生館」 
http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000837/1003235/index.html 

☆３．田原市 「たはらエコ・ガーデンシティ構想」  
http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kakushukeikaku/1002987/1001493.html 

４.田原市「蔵王山展望台」  http://www.city.tahara.aichi.jp/shisetsu/kankou/1002455.html 

ウシモツゴ 
日進市には愛知県の絶滅危惧ⅠA 類に登録されてい

る、稀少なウシモツゴが⽣息しています。 

＜参考ホームページ＞ 
☆１．愛⻄市 暮らしの情報 「ごみ」について  
  http://www.city.aisai.lg.jp/category_list.php?frmCd=3-12-0-0-0 

大狭間湿地 
シラタマホシクサやハッチョウトンボを始

めとする貴重な植物や昆虫が観察できる大
狭間湿地の一般公開を年５回⾏っています。

豊明のナガバノイシモチソウ 
ピンク⾊に近い赤⾊の花をつけるモウセンゴケ

科の⾷虫植物で、県の天然記念物に指定されてい
ます。年に５回一般公開を⾏っています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．豊明市環境課  https://www.city.toyoake.lg.jp/1097.htm 
２．生涯学習課  https://www.city.toyoake.lg.jp/3356.htm 

http://www.city.nisshin.lg.jp/kyouiku/shogaigakushu/machikado
http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kohou/1001527.html
http://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=9369
http://www.atkankyo.or.jp/reservation/
http://www.city.nisshin.lg.jp/sumai/gomi?kankyo/index.html
http://city.nisshin.lg.jp/sumai/16731/asobimap.html
http://www.city.tahara.aichi.jp/?res/projects/default?project/?page?/001/002/313/section/kankyou/
http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000837/1003235/index.html
http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kakushukeikaku/1002987/1001493.html
http://www.city.tahara.aichi.jp/shisetsu/kankou/1002455.html
http://www.city.aisai.lg.jp/category?list.php?frmCd=3-12-0-0-0
https://www.city.toyoake.lg.jp/1097.htm
https://www.city.toyoake.lg.jp/3356.htm
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３３ 清須市 

 
 
 

 
 

出 前 講 座 ごみ/３R 
電話での問合せ先 052-400-2911 

３４ 北名古屋市 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R  
ウェブサイト https://www.city.kitanagoya.lg.jp/keiei/1800017.php 
電話での問合せ先 0568-22-1111 
⾒学・体験の受⼊ △ごみ/３R （△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 北名古屋衛⽣組合（鴨田エコパーク）0568-23-7940 
移動⼿段 市保有のバスが利⽤可能 

３５ 弥富市 

 
 
 

３６ みよし市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 △ごみ/３R  （△︓依頼があれば対応） 

電話での問合せ先 0561-32-8018 

３７ あま市 

 
 
 
 
 
 
 

出 前 講 座 ごみ/３R 
電話での問合せ先 市⺠⽣活部環境衛⽣課 052-444-3132 

３８ ⻑久手市 

 
 
 
 
 

三好池 
昭和 34 年に愛知⽤水事業により造られた農業⽤ため池で水稲のほか、特

産の柿、梨、ぶどうの⽣産を⽀えています。平成 22 年３月には、農業⽤の
水源として秀でた特徴を有するため池を選ぶ「全国ため池百選」に選ばれま
した。⼊江には湿地の植物が茂り、⿃のさえずりが響くなど、多様な⽣物を
育むとともに、春は桜、秋は紅葉など、四季を通じ美しい景観を楽しむこと
ができる市内を代表する憩いの場となっています。 

蓮華寺寺叢 
尾張⻄部に自⽣する樹木が残っています。鎮守の森。

合瀬川 
市内を流れる清流で、多くの⿂が⽣息しています。川にすむ⽣

物調査を小牧市などと⾏っています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．清須市 ごみの出し方  

http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kankyo/gomi_shinyo_recycling/go
mi_dashikata.html 

河川美化活動 
 
春、秋の年２回、河川の清掃美化活動を通じて、より住

みよい街づくりを⽬指しています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．みよしの環境   http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/miyoshinokankyo.pdf 
２．みよし市 ごみ処理基本計画  

  http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/gomisyorikihonnkeikaku.pdf 
３．みよし市 環境基本計画  http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/plan.pdf 

☆４．みよし市 環境基本計画（こども版）  
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/kankyoukihonkeikaku_kodomoban.pdf 

☆５．みよしいきものマップ  http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/map.pdf 

＜参考ホームページ＞ 
１．あま市 ごみとリサイクル   

https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/index.html 
２．あま市 生活環境   

https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/kankyo/index.html 

ながくてエコハウス 
環境に負荷の少ない循環型社会へ取組む場として、資源の回収、 

リユース品の提供をしています。環境学習も実施しています。 

＜参考ホームページ＞ 
１． 北名古屋市 環境課   

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/ 
２． 北名古屋衛生組合（鴨田エコパーク） 

https://kitanagoyaeisei.sakura.ne.jp/ 
３．北名古屋市 ごみ・資源の分け方・出し方便利帳 

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/1300025.php 

＜参考ホームページ＞ 
１．弥富市  環境   https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000403/index.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．⻑久手市 ごみ・環境  

http://www.city.nagakute.lg.jp/gomi.html 
☆２．グリーンマップ  

http://www.city.nagakute.lg.jp/kankyo/seikatsu_kankyou/gm.html 

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/keiei/1800017.php
http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi?joho/seikatsu?kankyo/gomi?shinyo?recycling/go
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/miyoshinokankyo.pdf
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/gomisyorikihonnkeikaku.pdf
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/plan.pdf
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/kankyoukihonkeikaku?kodomoban.pdf
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/documents/map.pdf
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/index.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/kankyo/index.html
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/
https://kitanagoyaeisei.sakura.ne.jp/
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/1300025.php
https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000403/index.html
http://www.city.nagakute.lg.jp/gomi.html
http://www.city.nagakute.lg.jp/kankyo/seikatsu?kankyou/gm.html
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３９ 東郷町 

 
 
 
 

出 前 講 座 温暖化、ごみ／３Ｒ 
冊子・チラシ等 広報紙 
ウェブサイト https://www.town.aichi-togo.lg.jp/kurashi/kyodo/kyouiku/shougai/demae/demae.html 
電話での問合せ先 地域協働課 0561-38-3111（代） 

４０ 豊山町 

 

 

出 前 講 座 水・温暖化・ごみ/３R   

ウェブサイト https://www.town.toyoyama.lg.jp/chosei/yakuba-annai/1001298/1001
325.html 

電話での問合せ先 住⺠課 0568-28-0916 

４１ 大口町 

 

 

出 前 講 座 ごみ/３R 
その他、県環境局地球温暖化対策課が実施しているストップ温暖化教室の仲介 

電話での問合せ先 環境経済課 
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R 
電話での問合せ先 環境経済課、江南丹⽻環境管理組合 
移動⼿段 町バスの利⽤ 

４２ 扶桑町 

 
 

 

出 前 講 座 △ごみ/３R ※ごみの出し⽅、分け⽅、処理の⽅法（△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 産業建設部産業環境課 0587-93-1111 
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R 

電話での問合せ先 産業建設部産業環境課 0587-93-1111、 
江南丹⽻環境管理組合 0587-95-3200   

移動⼿段 町バスの利⽤ 

４３ 大治町 

 
 
 

出 前 講 座 △水・△ごみ/３R・水⽣⽣物調査 （△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 産業環境課 052-444-2711 
⾒学・体験の受⼊ △ごみ/３R  （△︓依頼があれば対応） 
電話での問合せ先 大治町産業環境課 052-444-2711 
環境部局で⾏っている
学校への環境教育⽀援 町内小学校が副読本を作成する際に、資料提供や内容検討等の⾯で⽀援 

４４ 蟹江町 

 
 
 

４５ 飛島村 

 
 
 
 

⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R   
ウェブサイト http://kids.atkankyo.or.jp/ 
電話での問合せ先 海部地区環境事務組合 八穂クリーンセンター 0567-68-6500 

４６ 阿久比町 

 
 
 

シラタマホシクサ     ハッチョウトンボ 

 

 
 

＜参考ホームページ＞ 
１．阿久比町ホームページ  環境係  

http://www.town.agui.lg.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=2&so_cd3=5&so_cd4=0&so_cd5=0  
☆２．板山高根湿地  

http://www.town.agui.lg.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=2&so_cd3=5&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=3 
☆３．ホタル  

http://www.town.agui.lg.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=2&so_cd3=5&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=1 

阿久比町板山高根湿地で⾒られる貴重な植物
と昆虫です。普段は一般公開を⾏っていません
が、限定的に公開する自然観察会で⾒ることが
できます。 

＜参考ホームページ＞ 
１．飛島村 暮らしの手帳「生活・環境」        

http://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/ 

＜参考ホームページ＞ 
１．大治町 生活・環境   

http://www.town.oharu.aichi.jp/seikatsu/index.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．蟹江町 環境課    http://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/11/ 

＜参考ホームページ＞ 
１．東郷町 環境・自然      

http://www.town.aichi-togo.lg.jp/machi/kankyou/index.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．豊山町 ごみと資源収集      

https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/sigen/index.html 

＜参考ホームページ＞ 
１．大口町 数字で⾒る町⺠生活  http://www.town.oguchi.aichi.jp/3940.htm 

＜参考ホームページ＞ 
１．扶桑町 環境    http://www.town.fuso.lg.jp/machi/kankyo/index.html 

https://www.town.aichi-togo.lg.jp/kurashi/kyodo/kyouiku/shougai/demae/demae.html
https://www.town.toyoyama.lg.jp/chosei/yakuba-annai/1001298/1001
http://kids.atkankyo.or.jp/
http://www.town.agui.lg.jp/soshiki?view.php?so?cd1=3&so?cd2=2&so?cd3=5&so?cd4=0&so?cd5=0
http://www.town.agui.lg.jp/soshiki?view.php?so?cd1=3&so?cd2=2&so?cd3=5&so?cd4=0&so?cd5=0&bn?cd=3
http://www.town.agui.lg.jp/soshiki?view.php?so?cd1=3&so?cd2=2&so?cd3=5&so?cd4=0&so?cd5=0&bn?cd=1
http://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/
http://www.town.oharu.aichi.jp/seikatsu/index.html
http://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/11/
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/machi/kankyou/index.html
https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/sigen/index.html
http://www.town.oguchi.aichi.jp/3940.htm
http://www.town.fuso.lg.jp/machi/kankyo/index.html
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４７ 東浦町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 自然・△水・△ｴﾈﾙｷﾞｰ・△ごみ/３R （△︓依頼があれば対応） 
その他、環境基本計画の講座も可能 

冊子・チラシ等 ⽣涯学習出前講座 電話での問合せ先 環境課 0562-83-3111  

ウェブサイト https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/shogaigakushu/gyomu/1
452566211143.html 

⾒学・体験の受⼊ △自然 
電話での問合せ先 環境課 0562-83-3111  
環境部局で⾏っている学校へ
の環境教育⽀援 

東部知多クリーンセンターにおける、ごみの処理⾏程を説明するＤＶＤを学習
教材として各小学校へ配布 

４８ 南知多町 

 
 
 
アオウミウシ  コモンウミウシ     地層岩石調べ化石採集 山海川自然観察会 
 
 
 

 
 
 
 

出 前 講 座 町⽴保育園で緑のカーテンの設置を個別に実施 
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R ※小学 4 年⽣を対象として施設⾒学を実施中  
ウェブサイト 知多南部衛⽣組合 http://chitananbu.com/ 
電話での問合せ 知多南部衛⽣組合 0569-62-0402 
移動⼿段 町のマイクロバス利⽤（学校教育課が⼿配） 

４９ 美浜町 

 

 

出 前 講 座 ごみ/３R ※ごみの出し⽅、分け⽅、処理の⽅法、ごみ減量について 
冊子・チラシ等 まちづくり出前講座   
ウェブサイト http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2016050600020/ 
電話での問合せ先 美浜町環境課 0569-82-1111（内線 216、217）   
⾒学・体験の受⼊ ごみ/３R 
ウェブサイト http://chitananbu.com/  
電話での問合せ先 知多南部衛⽣組合 0569-62-0402   
移動⼿段 町のマイクロバス利⽤（学校教育課が⼿配）  
環境部局で⾏っている学校への環境教育⽀援 双眼鏡の貸出 

５０ 武豊町 

 
 
 

たけとよ      おおあし    

 
 
 

 

出 前 講 座 水・ごみ/３R ※申し込み条件有 
ウェブサイト https://www.town.taketoyo.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1084 
電話での問合せ先 武豊町役場 秘書広報課 0569-72-1111   
⾒学・体験の受⼊ △ごみ/３R  （△︓依頼があれば対応） 
ウェブサイト http://www.tokotake.jp/ 
電話での問合せ先 クリーンセンター常武 0569-72-0530 

南知多町の海には、多くの⽣き物が⽣息しています。南知多町の豊かな自然に触れていただくため、自然観
察会を開催しています。 

町⺠の森 
地域の⾥山を守るため、森林に親しみ、自然とふれあえる場所として整

備された森です。ウォーキングや散策、樹木、野⿃の観察会、昆虫採集な
どにも利⽤され、体験や学習の場として広く町⺠に愛されています。 

＜参考ホームページ＞ 
１．美浜町の環境   

http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2015010600018/ 
２．町⺠の森  

http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2016112800023/ 

＜参考ホームページ＞ 
１．武豊町の環境  

http://www.town.taketoyo.lg.jp/category_list.php?frmCd=7-9-8-2-0 
２．壱町田湿地植物群落  

http://www.town.taketoyo.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=965 
３. 資源回収エコステーション  

http://www.town.taketoyo.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=83&frmCd=7-9-5-7-0 

一般家庭から排出されるペットボトルやアルミ缶
などの資源物を集める施設です。利⽤者が自ら捨て
ることで、分別の仕⽅がわかります。 

壱町田湿地植物群落 
武豊町の北⻄部にある

湿地です。国内稀産のシロ
バナナガバノイシモチソ
ウや東海地区特産種のヒ
メミミカキグサなどの⾷ 

虫植物が⽣育しています。昭和 59 年に愛知県の天然
記念物に指定されています。 

高根の森 
東ヶ丘団地に隣接した約 5.2ha の自然林が多く

残る身近な自然を保全し、⼟や緑とふれあいがで
きる場です。四季折々の変化が楽しめ、季節の移
り変わりを体感することができます。 

＜参考ホームページ＞ 
１．東浦の環境    

https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/torikumi/1452566832794.html 
☆２．東浦自然環境学習の森        
   https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/mori/1452566830678.html 
☆３．高根の森        

https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/toshiseibi/koenryokuchi/gyomu/torikumi/1452566961030.html 

東浦自然環境学習の森 
緒川地区の新池周辺約 17ha は、ため池や水田、草地、樹林

地が一体となった⾥地⾥山が残る場所であり、多種多様な⽣き
物が⽣息しています。⾥地⾥山の保全活動を通じて、⼈と自然
の関係を学び、⽣息する⽣き物とふれあうことができます。 

資源回収エコステーション 

＜参考ホームページ＞ 
１．南知多町 くらし ごみ環境・上下水道  

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/gomi/index.html 

https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/shogaigakushu/gyomu/1
http://chitananbu.com/
http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2016050600020/
http://chitananbu.com/
https://www.town.taketoyo.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1084
http://www.tokotake.jp/
http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2015010600018/
http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2016112800023/
http://www.town.taketoyo.lg.jp/category?list.php?frmCd=7-9-8-2-0
http://www.town.taketoyo.lg.jp/contents?detail.php?co=kak&frmId=965
http://www.town.taketoyo.lg.jp/contents?detail.php?co=cat&frmId=83&frmCd=7-9-5-7-0
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/torikumi/1452566832794.html
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/mori/1452566830678.html
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/toshiseibi/koenryokuchi/gyomu/torikumi/1452566961030.html
https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/gomi/index.html
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５１ 幸田町 

 
 
 
 
 
 

 

出 前 講 座 
自然・温暖化・ごみ/３R  
※学校側の希望により環境学習講座の出張講座を実施（環境カウンセラーによる
講座もあり） 

電話での問合せ先 環境課 0564-63-5146 
⾒学・体験の受⼊ 幸田町⽴図書館が小学校の施設⾒学を受⼊ 
電話での問合せ先 学校教育課 0564-63-5142 
移動⼿段 図書館から遠い小学校については幸田町のバスを使⽤して移動 
環境部局で⾏っている
学校への環境教育⽀援 希望校に対し、環境カウンセラーによる出張講座の経費を負担 

５２ 設楽町 

 
 
 

⾯ノ木原生林     ⾯ノ木園地樹氷 

 

⾒学・体験の受⼊ △自然・△ごみ/３R・ごみ処理施設（△︓依頼があれば対応） 
ウェブサイト http://www.hokusetsu.or.jp/kankyo/index.html  
電話での問合せ 北設広域事務組合 中田クリーンセンター 0536-78-5123 
移動⼿段 町マイクロバスを使⽤ 

５３ 東栄町 

 
 
 

⾒学・体験の受⼊ △ごみ/３R・ごみ処理施設（△︓依頼があれば対応） 
ウェブサイト http://www.hokusetsu.or.jp/kankyo/index.html  
電話での問合せ 北設広域事務組合 中田クリーンセンター 0536-78-5123 

５４ 豊根村 

 
 
 
 
 

 

 

 

＜参考ホームページ＞ 
１．とよね村  
http://www.vill.toyone.aichi.jp/ 

冬の茶⾅山 
愛知県の最高峰・茶⾅山の雪景⾊です。 

＜参考ホームページ＞ 
１．設楽町  暮らし・環境       

http://www.town.shitara.aichi.jp/index.cfm/15,html 

＜参考ホームページ＞ 
１．東栄町 住⺠福祉課        
http://www.town.toei.aichi.jp/koukyou/?page_id=2274  

ヒメタイコウチ 
湧水付近のコケの間

や浅い湿地、落ち葉の
下などで⽣活します。 

トウカイモウセンゴケ 
東海 地 ⽅ 固有 の ⾷ 虫植

物。水のしみ出るような草
地に⽣えます。深溝断層で
確認されました。 

原⽣林の中に周遊コースがあり、高木から
湿原植物まで群⽣し、春から秋までいろいろ
な花や貴重植物に出会えます。冬は樹氷が観
られます。 

＜参考ホームページ＞ 
１．幸田町 ごみ・し尿・環境保全        

http://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/33,html 
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