
「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

あきたエコマイスター県央協議
会

①
②
③

③

②
③
④
⑤

①森林の地球温暖化防止効果につい
ての学習講師の派遣
②海洋汚染におけるプラスチックごみ
の問題（特にマイクロプラスチック等に
ついて）の学習講師の派遣
③流木、端材そして木の実を使ったエ
コ工作の指導
④家庭における省エネ対策等について
の学習講師の派遣

　講師の日程調整や資料・教材等の準
備等の関係から１ヶ月前までにご連絡下
さい。
　ご要望については、できるだけ沿うよう
に対応するつもりです。

電話：018-839-8633

東北電力株式会社能代火力発
電所能代エナジアムパーク

③
④

①

②
③
④
⑤

●施設等名：
東北電力株式会社能代火力発電所能
代エナジアムパーク

●施設等住所：
〒016-0807
秋田県能代市字大森山1-6

●受入目的と環境学習との関連性：
石炭火力発電所における環境保全に
向けた取組みを紹介しながら、発電の
仕組みや、必要性、重要性について説
明しています。

●受入内容について：
・施設見学の基本的なコース
　①発電所構内一巡（30分程度）
　②発電所建屋内（30分程度）
　③発電所能代エナジアムパーク（30
分程度）
※見学コースについては、要望に応じ
て調整可能

電話：0185-52-2955

株式会社サユウ ③ ①

②
③
④
⑤

●施設等名：
当社事務所と工場内

●施設等住所：
〒013-0054
秋田県横手市柳田字新藤166-7

●受入目的と環境学習との関連性：
・見学を通じて、自動車部品のリサイク
ルについて学んでいただきたい。

●受入内容について：
・自動車部品内にあるレアメタルなどの
リサイクルに関する映像を用いた座
学。
・工場内の見学（エアバックの爆破等の
実演）

工場内の見学を予定していますので、工
場内は滑りにくい履物をお勧めします。

電話：0182-33-2627

Ｅメール：sayu@cd.wakwak.com
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「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

ユナイテッドリニューアブルエ
ナジー株式会社

② ①

②
③
④
⑤

●施設等名：
バイオマス発電所

●施設等住所：
〒010-1601
秋田県秋田市向浜1-8-1

●受入目的と環境学習との関連性：
・県内産の未利用材を主燃料としたバ
イオマス発電への理解。当発電所によ
り県内全域に雇用拡大、林業活性化な
どの効果で地位共生を図る。

●受入内容について：
・バイオマス発電所見学
　※受入期間：通年可
　※受入時間：８時～１７時
　※休・祭日対応は応相談
　※見学、説明あわせて１時間程度（内
容によって異なります。）
　※最大４０名まで受入可能
　※ホームページまたは電話にて受付

見学は有料（お一人様あたり500円）とな
ります。
※頂きました費用は、全額「千秋公園さく
らファンド」に寄付致します。

電話：018-838-4884

株式会社ナチュラルエナジー
ジャパン

②
③

①

②
③
④
⑤

●施設等名：
秋田バイオガス発電所

●施設等住所：
〒010-1601
秋田県秋田市向浜一丁目3-7

●受入目的と環境学習との関連性：
・多くが焼却処分されている食品廃棄
物を再生可能エネルギーとして活用す
るために、一般の方のリサイクルに対
する意識高揚のため。

●受入内容について：
座学にて、食品廃棄物がどのようにし
て発電するかを施設リーフレットにて説
明（20分程度）。
その後、施設外周を見学（10分程度）。
（大型バスなどで外周見学のみも可）
最大受入れ人数は30名程度、見学者
多数の場合は回数を分けて対応。

・見学の受付は10日前までにご連絡くだ
さい。
・施設メンテナンスなどにより見学をお断
りすることがあります。
・その他、ご要望があればお気軽にお問
い合わせください。

電話：018-866-9313
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「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

特定非営利活動法人　環境あ
きた県民フォーラム

① ①

①
②
③
④
⑤

①エコキャンドルづくり（ローソクの利活
用）
②ソーラークッカーでポップコーンづくり
等による（太陽熱の利用）学習
③地球温暖化防止コミュニケーターに
よる環境学習
④○○ボックス（環境学習ツール）を利
用した学習

対象：
秋田県内の市町村、学校及び住民団体
等について、講師を無料で派遣します
（営利目的としないもの。）。

内容：
地球温暖化防止についての環境学習・
体験（学習内容詳細については要相
談）。

申込：
実施希望日の１ヶ月前まで、電話でお問
い合わせください。

電話：018-839-8309

Ｅメール：mail@eco-akita.org

株式会社エコリサイクル ③ ①
②
③
④

●施設等名：
廃家電品分解工場

●施設等住所：
〒017-0005
秋田県大館市花岡町字堂屋敷

●受入目的と環境学習との関連性：
見学を通じて、家電品のリサイクルを学
んでいただきたい。

●受入内容について：
・廃家電品分解工場見学の受入
　①受入期間：通年（土、日曜日、祝日
除く）
　②受入時間：９時～１６時
　③見学時間：１時間程度
　④見学人数：最大50名程度

・見学人数が多い場合、複数グループに
分かれての案内になります。

・事前に電話連絡のうえ、予約をお願い
致します。

電話：0186-47-1001

Ｅメール：furusawn@dowa.co.jp

有限会社ＢＭＪ河辺処理セン
ター

③ ① ③･④・⑤
・木資産業廃棄物のリサイクルとバーク
堆肥について講師の派遣

●施設等名：
有限会社ＢＭＪ河辺処理センター

●施設等住所：
〒019-2632
秋田県秋田市河辺大張野字水口沢
79-2

●受入目的と環境学習との関連性：
秋田県内から排出される木資産業廃棄
物のライフサイクルについて。

●受入内容について：
・施設見学
　作業状況・バーク堆肥の見学など

※見学内容の詳細については、事前に
電話にて確認ください。

・事前に連絡のうえ、日程調整をお願い
します。

電話：018-882-4887

3



「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

特定非営利活動法人　はちろ
うプロジェクト

④
⑤

（八郎湖流域
市町村9）

②
③
④
⑤

・八郎湖流域に関する出前授業・講座
を行うことができます。環境、水質、漁
業、八郎太郎伝説など、八郎湖にまつ
わるテーマを扱っています。依頼者の
希望に応じたアレンジも可能ですので、
まずはご相談ください。

当法人は、八郎湖流域の小学校を中心
とした環境学習の出前授業を行っている
団体です。ご連絡いただければ、事前打
合せ等にもうかがいます。八郎潟・八郎
湖に関心のある方は、当法人の環境学
習プログラムをぜひご活用ください。

電話：018-874-8686

Ｅメール：info@hachiro865.net

北秋容器株式会社 ③ ①

②
③
④
⑤

●施設等名：
北秋容器株式会社　ガラスリサイクル
工場・木質ペレット製造工場

●施設等住所：
〒018-5602
秋田県大館市道目木字下谷地57-14

●受入目的と環境学習との関連性：
見学を通じて廃棄物の発生抑制や環
境保全の意義を知っていただきたい。

●受入内容について：
　・受入時間：　随時（要確認）
　・受入時間：　9:00～16:00
　・日曜日は対応不可
　・見学所要時間：１時間程度
　・受入可能人数：50名

※見学に際しては、事前にご連絡くださ
い。

・見学にあたっては、事前に日時をご確
認願います。

・要望等につきましても、お気軽にご相談
下さい。

電話：0186-49-1675

Ｅメール：
hokusyuyokigoto@future.ocn.ne.jp

一般社団法人あきた地球環境
会議

①
②
③
④

①

②
③
④
⑤

・地球環境全般
・地球温暖化防止
・省エネクッキング
・化学物質
・省エネルギー
・再生可能エネルギー
・循環型社会
・生物多様性の保全
・自然観察
・ごみ問題
・木はがき作り等々

様々なテーマで派遣が可能で、授業形
式の講座や、参加・体験型の講座な
ど、ご希望に合わせて様々なものをご
用意できます。
・オリジナルの学習ツールやその他の
ツールの貸出も行っております。

電話：018-874-8548

Ｅメール：info_ceea@ceeakita.org
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「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

秋田県森の案内人協議会
①
③

①

②
③
④
⑤

・森林の成り立ち、森林の働き、森林の
生態系、山林文化など、森に触れ、親
しみ、学ぶ、トレッキングや体験型プロ
グラムをお手伝いします。

・ご連絡は、希望日の７日前までにお願
いします。

・所要時間などについては、ご相談下さ
い。

・材料費、交通費、傷害保険等について
は、依頼者に負担いただきます。

電話：018-882-5570

株式会社ウェンティ・ジャパン ② ①

②
③
④
⑤

●施設等名：
向浜風力発電所（日本製紙ウェンティ
風力）

●施設等住所：
〒010-1623
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄3-1

●施設等見学受入を実施している目的
と環境学習との関連性について
　（見学してもらうことで、どのようなこと
を学んでいただきいと考えているか）

・風力発電について学んでいただき、再
生可能エネルギーへの理解・関心を深
めてほしい。
・地域資源である「秋田の風」がどのよ
うに地元経済と結びつくかを学んでほし
い。

●受入内容について
【　内　容　】　風力発電施設の見学
　　　　　　　 　※現地にて資料等配布の
うえ、説明・質疑応答。
【受入期間】　4～9月（土日・祝日不可）
【受入時間】　10：00～15：00　
　　　　　　　　 ※現地集合
　　　　　　　　 ※悪天候の場合中止にさ
せていただく場合もございます。
【所要時間】　30分程度
【　定　員　】　最大20名程度（人数多数
の場合は複数回に分けて対応可）

・資料の準備、日程の調整等させていた
だきますので、見学のお申込みは、ご希
望日の１ヵ月前までにご連絡ください。

・メンテナンスなどの諸事情により、見学
をお断りさせていただく場合もございます
のでご了承ください。

電話：018-827-7435

Ｅメール：info@venti-japan.jp
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「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

東部瓦斯株式会社秋田支社
①
②

①
⑤（秋田市（エ
コ・クッキング

のみ））

②
③
④
⑤

・エコクッキング
　　『食の大切さ』『環境・エネルギーの
大切さ』を伝える為に東部ガス社員が
講師となり、
　学校や公民館に出張したり、東部ガ
スショールームなどで、次世代教育を
行う。
　派遣、受け入れ共に可能ですが、派
遣は秋田市内のみとなります。

　基本的なコース
　　①パネルや資料で説明（２０分程
度）
　　②調理実習、試食（７０～９０分）

●施設等名：
①東部瓦斯株式会社秋田支社　ＬＮＧ
基地
②東部瓦斯株式会社秋田支社　秋田
工場

●施設等住所：
①〒011-0911
秋田県秋田市飯島字古道下川端220-
7
②〒010-0029
秋田県秋田市楢山川口境1-1

●受入目的と環境学習との関連性：
　都市ガスが地球温暖化にどのように
役に立っているのかを説明

●受入内容について（LNG基地または
秋田工場の見学）

施設見学の基本的なコース

①都市ガスと地球温暖化　資料で説明
（３０分程度）
②LNG基地または秋田工場の見学（３
０分程度）
③希望の場合は冷熱実験（３０分程度）
参加者により資料説明の変更は可能
です。

・お申込みは１ヶ月前までに電話にてご
連絡をお願いします。

・LNG基地、秋田工場の見学は４月～１１
月となります。　この期間以外はご相談く
ださい。

・料理教室スケジュール、施設メンテナン
スによりお断りする場合があります。

・１回あたりの人数についてはご相談くだ
さい。

電話：018-832-6595（代表）

東北電力株式会社　秋田火力
発電所

①
②
④

①

②
③
④
⑤

●施設等名：
東北電力株式会社　秋田火力発電所

●施設等住所：
〒011-0911
秋田県秋田市飯島字古道下川端217-
6

●受入目的と環境学習との関連性：
　・発電所の見学等を通じて、発電の仕
組みやエネルギー全般等について学
んでいただきたい。

●受入内容について
　・施設見学の基本的なコース
　　①電気の仕組み、秋田火力発電所
の概要説明（３０分程度）
　　②タービンフロア、中央制御室の見
学（３０分程度）
　　③ＰＲ館展示室（３０分程度）

・入場無料
・管内に飲食施設はございません。
・ＰＲ館には、社員が常駐しておりません
ので、見学をご希望のお客様は、事前に
電話でのお申し込みをお願いします。
・見学可能日でも、先行予約等がある場
合は、お断りさせていただく場合がござい
ますので、予めご了承願います。
・見学を希望されるお客様は、事前に名
簿のご提出をお願いします。

電話：018-845-4141
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「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

秋田市総合環境センター ③ ①

②
③
④
⑤

●施設等名：
秋田市総合環境センター

●施設等住所：
〒019-2614
秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝１番
地１

●受入目的と環境学習との関連性：
・見学を通じて、一般家庭からでたごみ
や、びん、缶などの資源化物がどのよ
うに処理されているのかを知っていた
だきたい。
　また、ごみ減量の必要性についても
学んでいただきたい。

●受入内容について：
溶融施設、リサイクルプラザの見学に
ついて　
　※受入れ期間：年中予約受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※見学時間：１０時～１１時３０分、１３
時３０分～１５時（内容によって異なりま
す。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※休日、祭日は対応不可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※見学を希望する場合は、事前に電
話連絡をお願いします。

・原則、当日の質疑応答の時間はもうけ
ませんので、事前に質問事項がある場
合はご連絡ください。

・当日の交通手段（バス、乗用車、公共
機関）について事前にご連絡ください。

・車いすの有無の事前確認をいたしま
す。

電話：018-839-4816

Ｅメール：ro-evgs@city.akita.lg.jp

株式会社よこてＥサービス ③ ①

②
③
④
⑤

●施設等名：
クリーンプラザよこて

●施設等住所：
〒013-0054
秋田県横手市柳田字中村126番地

●受入目的と環境学習との関連性：
・ごみを分別することで、限りある資源
を大切に使う事や資源を無駄にしない
事を学んでいただきたい。

●受入内容について：
・ごみ処理施設の見学
　①　受入期間：土日、１月１日～１月３
日を除く、月曜日～金曜日
　②　受入時間：１０時～、１４時～　の
１日２回
　③　所要時間：施設説明のＤＶＤ（約
25分）
　　　　　　　　　　見学・質疑応答　（約30
分）

※見学時間については調整が可能で
す。

・見学予定の一週間前までに電話にてご
予約ください。

・会議や施設メンテナンス等により、見学
をお断りすることがあります。

・スリッパはご用意しておりますが、小学
生や足の不自由な方などは、内履きをご
持参いただくと安全に見学することがで
きます。

電話：0182-23-6146
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「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

ＮＰＯ法人秋田水生生物保全
協会

④ ①

②
③
④
⑤

・秋田県の水産漁業
・秋田の河川・湖沼に生息する魚類の
現状について講演
・八郎潟・八郎湖に生息する魚類と漁
業について講演
・秋田県の豊かな魚類（ハタハタの生態
と漁業）の講演

・講師日程調整や資料の部数の関係に
より、１か月前までにご連絡ください。

・要望についても、どんどんご連絡くださ
い。

電話：018-827-3407

Ｅメール：ataqc@aroma.ocn.ne.jp

秋田エコプラッシュ株式会社 ③ ②

②
③
④
⑤

●施設等名：
秋田エコプラッシュ(株)本社工場

●施設等住所：
〒016-0122
秋田県能代市扇田字扇渕１１－１

●受入目的と環境学習との関連性：
・廃プラスチックを再利用するための仕
組、工場の様子、働く人の工夫を知っ
てもらい、廃プラが生まれ変わるまでの
流れを理解し、各自の役割を学んでい
ただきたい。

●受入内容について：
・受入時間：10:00～15:00
（12:00～13:00を除く）
・受入日：月曜日～水曜日
・見学・説明合わせて、１時間程度
・要１カ月前予約
※詳細についてはご相談ください

・日程調整や資料の部数の関係により、
1カ月前までにご連絡ください。

電話：0185-58-5600

Ｅメール：soumu@ecoplash.co.jp

株式会社大仙バイオマスエナ
ジー

①
②

①

②
③
④
⑤

●施設等名：
協和発電所

●施設等住所：
〒019-2521
秋田県大仙市協和稲沢字台林１６番地
１

●受入目的と環境学習との関連性：
・見学を通じて、CO2排出を削減し再生
可能エネルギーについて学んでいただ
きたい。

●受入内容について：
・受入日：火曜日・木曜日
・受入時間：13:00～15:00
・最大20名
・見学・説明あわせて約１時間

・動きやすい服装・靴でお越しください。

・上記受入内容以外の要望があれば別
途相談

電話：018-827-5002
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「あきた環境学習応援隊」登録一覧

登録名 専門分野 活動地域 活動対象 【派遣・提供型】内容 【受入型】内容 利用者への連絡事項
申込について

（こちらへ連絡）

秋田石油備蓄株式会社男鹿事
業所

② ①

②
③
④
⑤

●施設等名：
秋田国家石油備蓄基地、石油備蓄資
料館

●施設等住所：
〒019-0511
秋田県男鹿市市船川港船川字芦沢２１
９番

●受入目的と環境学習との関連性：
以下について学んでいただきたい。
・ 我が国の石油政策の一翼を担う役割
を果たしていること
・風力発電設備を活用すること等によ
り、省エネ活動を推進していること

●受入内容について：
①基地見学（約50分）、
②備蓄資料館の見学（約10分）
・見学可能日：平日のみ
・見学時間：10:00～16:00
・原則、見学日の１週間前までに、同社
様式による申込が必要

見学可能人数
・同社のマイクロバスに乗車しての見学
の場合は、最大18名まで
・バスでお越しいただき、同社社員が添
乗しての見学の場合は、バス１台まで
（これ以上の場合は、ご相談ください）

・サンダル、ハイヒール着用による基地
見学は不可。

・酒気帯びの方の基地見学は不可。

電話：0185-24-6111
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