
2021年2月14日現在

ESD活動支援センター

地域ESD活動推進拠点（地域ESD拠点）登録一覧
計137件

識別番号 正式名称 都道府県

1 北海道01 北海道教育大学釧路校ESD推進センター 北海道（道東）

2 北海道02 羅臼町教育委員会 北海道（道東）

3 北海道03 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 国立大雪青少年交流の家 北海道（道北）

4 北海道04 NPO法人 旭川NPOサポートセンター 北海道（道北）

5 北海道05 一般財団法人 北海道国際交流センター（HIF） 北海道（道南）

6 北海道06 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル深川 北海道（道央）

7 北海道07 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル北見 北海道（道東）

8 北海道08 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル森 北海道（道南）

9 北海道09 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸 北海道（道東）

10 北海道10 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル砂川 北海道（道央）

11 北海道11 三笠ジオパーク推進協議会 北海道（道央）

12 北海道12 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル足寄 北海道足寄町

13 北海道13 白滝ジオパーク 北海道（道東）

14 北海道14 独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立日高青少年自然の家 北海道（道央）

15 北海道15 認定NPO法人 霧多布湿原ナショナルトラスト 北海道（道東）

16 北海道16 認定NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク 北海道（道北）

17 北海道17 NPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ 北海道（道央）

18 北海道18 NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト 北海道（道央）

19 北海道19 北海道名寄産業高等学校　名農キャンパス 北海道（道北）

20 東北01 NPO法人 青森県環境パートナーシップセンター 青森県

21 東北02 一般社団法人 あきた地球環境会議（CEEA） 秋田県

22 東北03 NPO法人 環境パートナーシップいわて 岩手県

23 東北04 公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON） 宮城県

24 東北05 独立行政法人国立高等専門学校機構　福島工業高等専門学校 福島県

25 東北06 公益社団法人 仙台ユネスコ協会 宮城県

26 東北07 NPO法人うつくしまＮＰＯネットワーク 福島県

27 東北08 NPO法人 環境ネットやまがた 山形県

28 東北09 只見町教育委員会 福島県

29 東北10 気仙沼ＥＳＤ／ＲＣＥ推進委員会 宮城県

30 東北11 会津ユネスコ協会 福島県

31 東北12 いわきユネスコ協会 福島県

32 東北13 八戸工大二高・附属中学校 青森県

33 東北14 認定NPO法人環境あきた県民フォーラム 秋田県

※網かけは2020年度登録団体



34 関東01 認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ 茨城県

35 関東02 学校法人 日本自然環境専門学校 新潟県

36 関東03 公益財団法人 鼓童文化財団 新潟県

37 関東04 NPO法人 アースライフネットワーク 静岡県

38 関東05 チャウス自然体験学校（NPO法人 チャウス） 群馬県

39 関東06 公益財団法人 キープ協会 山梨県

40 関東07 筑波大学附属坂戸高等学校 埼玉県

41 関東08 立教大学ESD研究所 東京都

42 関東09 NPO法人 エコロジーオンライン 栃木県

43 関東10 一般社団法人新宿ユネスコ協会 東京都

44 関東11 成蹊学園サステナビリティ教育研究センター 東京都

45 関東12 伊豆半島ジオパーク推進協議会・教育部会 静岡県

46 関東13 NPO法人環境パートナーシップちば（ＮＰＯ環パちば） 千葉県

47 関東14 多摩大学 アクティブ・ラーニング支援センター 東京都

48 関東15 新潟市水族館マリンピア日本海 新潟県

49 関東16 NPO法人新宿環境活動ネット 東京都

50 関東17 聖心女子大学グローバル共生研究所 東京都

51 関東18 晃華学園中学校高等学校 東京都

52 関東19 サンデンフォレスト（サンデンファシリティ株式会社） 群馬県

53 関東20 一般社団法人きりゅう市民活動推進ネットワーク 群馬県

54 関東21 キヤノンエコテクノパーク 茨城県

55 関東22 一般社団法人あがのがわ環境学舎 新潟県

56 関東23 認定NPO法人アクト川崎 神奈川県

57 関東24 NPO法人横浜市民アクト 神奈川県

58 関東25 栃木県環境カウンセラー協会 栃木県

59 関東26 一般社団法人新潟市ユネスコ協会 新潟県

60 関東27 一般社団法人自然エネルギー推進機構 静岡県

61 関東28 ふじのくに未来財団 静岡県

62 関東29 フォッサマグナミュージアム 新潟県

63 関東30 一般社団法人ESD TOKYO 東京都

64 中部01 一般社団法人 日本体験学習研究所 愛知県

65 中部02 一般社団法人 ネクストステップ研究会 三重県

66 中部03 名古屋ユネスコ協会 愛知県

67 中部04 一般社団法人 長野県環境保全協会 長野県

68 中部05 「なごや環境大学」実行委員会 愛知県

69 中部06 信州ESDコンソーシアム 長野県

70 中部07 豊橋ユネスコ協会 愛知県

71 中部08 石川県ユネスコ協会 石川県

72 中部09 岐阜県ユネスコ協会 岐阜県



73 中部10 中部ESD拠点（国連大学認定RCE Chubu）  愛知県

74 中部11 NPO法人 地域の未来・志援センター 愛知県

75 中部12 根羽村森林組合 長野県

76 中部13 NPO法人 大杉谷自然学校 三重県

77 中部14 NPO法人エコプランふくい 福井県

78 中部15 一般社団法人 環境市民プラットフォームとやま（PECとやま） 富山県

79 中部16 勝山市 福井県

80 中部17 富山ユネスコ協会 富山県

81 中部18 一般社団法人グローバル愛知 愛知県

82 近畿01 近畿ESDコンソーシアム 奈良県

83 近畿02 公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会 京都府

84 近畿03 森と水の源流館（公益財団法人 吉野川紀の川源流物語） 奈良県

85 近畿04 NPO法人 大阪環境カウンセラー協会 大阪府

86 近畿05 公益財団法人淡海環境保全財団 滋賀県

87 近畿06 箕面ユネスコ協会 大阪府

88 近畿07 花王エコラボミュージアム 和歌山県

89 近畿08 農林水産省 林野庁 近畿中国森林管理局 森林整備部　箕面森林ふれあい推進センター 大阪府

90 近畿09 NPO法人バイオマス丹波篠山 兵庫県

91 近畿10 NPO法人愛のまちエコ倶楽部（あいとうエコプラザ菜の花館） 滋賀県

92 近畿11 やまえこ（山内エコクラブ） 滋賀県

93 中国02 公益財団法人 水島地域環境再生財団 岡山県

94 中国01 津山圏域クリーンセンターリサイクルプラザ 岡山県

95 中国03 岡山市京山地区ESD推進協議会 岡山県

96 中国04 藤クリーン株式会社 岡山県

97 中国05 岡山地域「持続可能な開発のための教育」推進協議会 岡山県

98 中国06 公益財団法人 岡山県環境保全事業団 環境学習センター「アスエコ」 岡山県

99 中国07 島根県立しまね海洋館　アクアス 島根県

100 中国08 公益財団法人 山口県ひとづくり財団 環境学習推進センター 山口県

101 中国09 NPO法人 隠岐しぜんむら 島根県

102 中国10 NPO法人ECOフューチャーとっとり 鳥取県

103 中国11 NPO法人ひろしまＮＰＯセンター 広島県

104 四国01 新居浜市教育委員会 愛媛県

105 四国02 高松ユネスコ協会 香川県

106 四国03 IKEUCHI ORGANIC株式会社 愛媛県

107 四国04 株式会社ハレルヤ 徳島県

108 四国05 株式会社 土佐山田ショッピングセンター 高知県

109 四国06 室戸ジオパーク推進協議会 高知県

110 四国07 株式会社平野　平野薬局 愛媛県

111 四国08 NPO法人 えひめグローバルネットワーク 愛媛県



112 四国09 うどんまるごと循環プロジェクト（コンソーシアム） 香川県

113 四国10 一般社団法人そらの郷 徳島県

114 四国11 合同会社パンゲア（パンゲアフィールド） 徳島県

115 四国12 株式会社　井上組 徳島県

116 九州01 鹿島市 建設環境部 ラムサール条約推進室 佐賀県

117 九州02 国立大学法人 福岡教育大学 福岡県

118 九州03 大牟田市教育委員会 福岡県

119 九州04 北九州ESD協議会 福岡県

120 九州05 公益財団法人 肥後の水とみどりの愛護基金 熊本県

121 九州06 一般社団法人 環不知火プランニング 熊本県

122 九州07 認定NPO法人 地球市民の会 佐賀県

123 九州08 公益財団法人 再春館一本の木財団 熊本県

124 九州09 一般財団法人 沖縄県公衆衛生協会 沖縄県

125 九州10 独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立諫早青少年自然の家 長崎県

126 九州11 NPO法人 おおいた環境保全フォーラム附属はざこネイチャーセンター 大分県

127 九州12 NPO法人NGO福岡ネットワーク 福岡県

128 九州13 国立大学法人九州大学　水素エネルギー国際研究センター 福岡県

129 九州14 宮崎県環境情報センター 宮崎県

130 九州15 NPO法人 おきなわ環境クラブ（OEC） 沖縄県

131 九州16 くすの木自然館 鹿児島県

132 九州17 そらのまちほいくえん 鹿児島県

133 九州18 一般社団法人沖縄県婦人連合会 沖縄県

134 九州19 国立阿蘇青少年交流の家 熊本県

135 九州20 屋久島環境文化研修センター（公益財団法人屋久島環境文化財団） 鹿児島県

136 九州21 国立夜須高原青少年自然の家 福岡県

137 九州22 一般財団法人鹿児島県環境技術協会 鹿児島県


