
エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 33

平成１９年２月

2.6. 臨海コンビナートと地域との共生 
 
 京葉臨海コンビナートでは、周辺地域に対して経済面のみならず、環境保全・防災面、社

会文化面などで大きな貢献をしている。 
 
 
2.6.1. 現状把握 
 

（１）経済面での寄与 

図表 2.6-1 に示す通り、京葉臨海コンビナートの地域、県全体に対する貢献規模は非常に
大きく、京葉臨海コンビナートは千葉県経済のみならず、住民・県民にとって、欠かすこと

のできない存在となっている。 

 
図表 2.6-1 京葉臨海コンビナートの経済面での貢献 

 

①雇用創出：工場における多人数の雇用 等 

  従業員数 1 万 3 千人(S31)→8 万 5 千人(S59) 

 

②税 収 増：法人税、事業税、所得税、消費税 等 

  事 業 税 3 億円(S27)→ 500 億円(S59) 

  市町村税 8 億 6 千万円(S27)→ 1,530 億円(S59)     

 

③その他経済効果：地域における消費効果 等 

  商品販売額 15 億円(S28)→ 3 兆 6 千億円(S60) 

 

※参考      米 10ｋｇ価格 800 円(S27)→5,200 円(S59) 

  人   口       50 万人(S30)→130 万人(S60)   

 

◎ 統計数値は、千葉市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市の集計 

 
 
 
（２）環境保全・防災面での取組 

京葉臨海コンビナート地域においては、公害防止協定及び緑化協定を企業、県、市で取り

交わし、企業と行政とが共に環境と調和した地域づくりに努めてきた。地域防災へのとりく

みについては、地域防災協定に基づき石油コンビナートを特別防災区域に定め、企業と行政
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とが協働して防災体制の強化にあたっている。 
また地球温暖化防止への取組については、本年改定した地球温暖化防止計画において、製

造業のエネルギー使用量を 10％削減する目標を定めて、各企業の取組を促進している。 
 

図表 2.6-2 環境保全・防災面での取組 
 

①公害防止協定による環境保全 

  －主要６２工場（Ｈ１７．１１現在）と協定を締結 

   ・硫黄酸化物、窒素酸化物、ＣＯＤ等汚濁負荷量の総量規制） 

 

②緑化協定による緑地確保 

 －工場用地等の緑化率を定めた協定を８００を超える企業と締結 

 

③地域防災の取り組み 

  －石油コンビナートを特別防災区域に定め、防災体制を強化 

 

④地球温暖化防止の取り組み 

  －平成１８年に地球温暖化防止計画を改定 

   ・製造業の使用エネルギー削減目標： ▲１０％(H18～22 年度) 

 
 

 

（３）社会･文化的な活動等への取組 

京葉臨海コンビナートの約８５％の企業が、地域貢献活動に取り組んでいる。環境、健康、

教育など、多岐に渡った活動がなされている。 
 

図表 2.6-3 社会・文化的な活動等への取組分野 

 

21%

14%

12%9%7%
7%

6%

6%

4% 3% 2%
1%3% 2% 1%2% 地域社会の活動 環境

スポーツ 教育、社会教育

社会福祉 災害被災地支援

文化、芸術 国際交流、協力

学術研究 健康、医学

防災まちづく支援 史跡、伝統文化保存

特に行っていない その他

人権 NPOの基盤形成
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（４）新エネルギーに関する取組 

太陽光や風力、バイオマスなどを利用する新エネルギーの導入は、石油代替エネルギーと

して地球温暖化やエネルギー問題の解決に有効である。 
石油、石炭、天然ガスを大量に使用している京葉臨海コンビナートは、その一方で新エネ

ルギーの事業化や導入の取組みも盛んである。 
 

＜京葉臨海コンビナート内企業の具体的な取り組み＞ 

 京葉臨海コンビナートを構成する企業においては新エネルギーに関して以下のような取り

組みを展開している。 

 

・ 東京電力： 事業所の屋根の太陽光発電設備の設置、マイクロ水力発電の共同研究・開

発、ユーラスエナジーホールディングスへの出資、余剰電力購入メニュー、事業用風力

購入メニュー、グリーン電力基金（１口５００円で募集、集まった額と同額を東京電力

も供出）、グリーン電力証書システム 
 富津火力発電所に新エネルギーパークを設置： 新エネルギーパークは、「新エネル

ギーとエネルギー学習」をテーマに、電気の面白さや不思議さ等について“見て・

聞いて・触れる”ことができる「新エネルギー体験空間施設」。展示施設は、遊び感

覚で“ゲーム”をしながら新エネルギーの原理等を学習・体験できる「新エネルギ

ーの部屋」をはじめとした５つの部屋を設けてあるほか、屋外には３種類の小型風

力発電設備と太陽光発電設備を設置。 
 

図表 2.6-4 東京電力富津火力発電所新エネルギーパークのオープンエリア 

 
出典：東京電力新エネルギー体験空間，http://www.tgn.or.jp/enepark/ 
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・ 新日本製鐵： 水素製造、燃料電池開発、バイオマス（木質系、乾燥汚泥、廃プラ混入

バイオマスのガス化、下水汚泥の造粒乾燥）、ＧＴＬ製造、CO2分離回収・地中固定化）
などを手がける。富津市では木質バイオマスのガス化（噴流床試験研究）を進めている。 

・ 出光興産： 水素ステーションの取り組み、定置式燃料電池の取り組み 
・ 東京ガス： 風力発電、バイオマス発電、クリーンエネルギー自動車、天然ガスコージ

ェネレーション、燃料電池 
・ 荏原製作所： 風力発電やバイオマス、燃料電池に係る研究開発やプロジェクトを進め

ており、千葉県においては袖ヶ浦市にバイオマスガス化発電施設（流動床試験研究，H15
年文科省リーディングプロジェクト）を導入している。 
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（５）工場見学等 

 京葉臨海コンビナート地域では、地域との共生、企業活動や企業活動が産み出す各種製品・

サービスに関するアウトリーチの一環として、各企業が長きにわたり工場見学等の受入を実

施している。 
 以下に京葉臨海コンビナート内及び周辺地域における工場見学等の事例を示す。 
 

図表 2.6-5 京葉臨海コンビナート及び周辺地域での工場見学等の事例 
 所在地 施設の概要 備考 

TEPCO 地球

館 
千葉市中央

区 問 屋 町

1-35  千 葉
ポートスク

エア内 

地球を楽しく学ぶ、夢いっぱいのワンダーラン

ド。エネルギーや自然、環境などを通じて、いろ

いろな地球の姿を案内。また、併設する「地球館

ホール」では、千葉県にゆかりの芸術家・文化人

を紹介するコンサートやイベントを開催すると

同時に、市民の文化・芸術活動を発表する場とし

ても活用され、千葉の文化発展に貢献。 

地球館ならではの「ふしぎ実

験」では液体窒素が作り出す超

低温の世界で起こる現象を観

察したり、果物や水など身近な

ものから電気を作り出したり、

不思議な現象を間近で体験で

きる。 
東京電力株式

会社 
東火力事業所 

千葉火力発電

所（ビオトー

プそが） 

千葉市中央

区蘇我町 2
の 1377 

1957年に発電を開始し、総出力 60万㎾の東洋一

の規模を誇り長年にわたって電気を作り続けて

きたが、老朽化および年々増加する電力需要に対

応するため 2000（平成 12）年 6月に高い熱効率・
優れた機動性・環境にやさしい ACC（改良型コ
ンバインドサイクル）発電方式を採用した、総出

力 288 万㎾の最新鋭火力発電所に生まれ変わっ

た。 

「ビオトープそが」では、各種

イベントを開催。 

JFE スチール
株式会社 
東日本製鉄所

（千葉地区） 

千葉市中央

区川崎町 1
番地 

JFEスチール東日本製鉄所（千葉地区）は、戦後
初めての鉄鋼一貫の臨海製鉄所として建設。以

来、首都圏を代表する製鉄所として、常に最先端

の技術と設備を駆使しながら、最高級の鉄鋼製品

を生産。現在の総面積は、東京ドームのおよそ

176倍、約 820万㎡というビックスケール。製鉄
所のシンボルである溶鉱炉と、世界最新鋭の熱間

圧延工場を見学可能。 

真っ赤に加熱された鋼の板の

温度は 1,100℃にも上り、その
熱気は見学用通路からも肌で

感じ取ることができる。ダイナ

ミックに薄く延ばされていく

大迫力を体験可能。 

東京電力株式

会社 東火力

事業所 
姉崎火力発電

所 

市原市姉崎

海岸 3 
1967 年に運転を開始し、その後の増設を重ね、
現在は 6機、総出力 360万㎾の世界でも有数の大

容量火力発電所。構内は約 30％が樹木や芝生で
覆われた庭園や緑地で、キジをはじめ数十種類の

野鳥が生息しており、「緑の発電所」として親し

まれている。 

 

東京電力株式

会社 東火力

事業所 
五井火力発電

所 

市原市五井

海岸 1 
1963 年に運転を開始し、その後の増設を重ね、
現在は 6機、総出力 188.6万㎾の発電所。6号機
はガスタービンを追設し、ガスタービンを回した

あとの高熱の排気ガスをボイラの燃焼用空気と

して利用する「排気再熱型コンバインドサイクル

発電設備」として出力を増強。 

 

市原エコセメ

ント株式会社 
市原市八幡

海岸通 1-8 
市原エコセメントは従来埋立処理されていた都

市ゴミ焼却灰や汚泥等を主原料としてセメント

を製造する画期的なリサイクル施設。焼却灰に含

まれるダイオキシン・重金属類も安全に処理。製
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造するエコセメントはこれまでのセメントと同

様に使用することが可能。 
ライオン株式

会社 
千葉工場 

市原市八幡

海岸通 74-13 
千葉工場は 1982年に竣工し、23年目を迎え、ラ
イオン工場の中でも一番大きく、新しい工場。千

葉工場では洗濯用粒状洗剤、柔軟剤、台所用洗剤

などの生産をしており、生活に密着した製品の生

産を行っている。見学では包装工程、倉庫等が確

認可能。 

 

東京ガス株式

会社 
袖ヶ浦工場 

袖ヶ浦市中

袖 1-1 
昭和 48年（1973年）に操業を開始した日本で始
めてのＬＮＧ（液化天然ガス）専用工場。現在は

都市ガスの原料であるＬＮＧをブルネイ、マレー

シア、オーストラリア、インドネシア、アラスカ、

カタールから輸入。東京ガスの都市ガスの約 40％
を製造するとともに、東京電力㈱の 3発電所に発
電用燃料ガスを供給。 

 

東京電力株式

会社 
東火力事業所 

袖ヶ浦火力発

電所 

袖ヶ浦市中

袖 2の 1 
1974 年に運転を開始し、その後増設がなされ、
現在は 4機、総出力 360万㎾の発電所となってい

る。また、ＬＮＧ（液化天然ガス）基地を併設し

ており、ＬＮＧ貯蔵タンクが 18 基（共用設備を
含む）ある。ＬＮＧは低圧ガス導管を通して他の

火力発電所に供給しているほか、その一部を販

売。 

 

日本道路公団 

東京湾アクア

ライン 
（海ほたるパ

ーキングエリ

ア） 

木更津市中

島地先海ほ

たる PA 

東京湾アクアラインは、東京湾のほぼ中央を横断

し、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ延長

15.1km.の道路。この道路は大都市の国際貿易港
が連なり船舶航行が非常に多い海域を横断する

特異な道路であるため、数々の最先端技術により

実現している。見学は「海ほたる PA」内で技術
資料館「うみめがね」が中心。 

海ほたるパーキングエリア 4
階に「わくわくランド」があり、

アクアトンネルに設置されて

いる防災設備の使用体験やド

ライビングシュミレーターな

どが体験できる。 

独立行政法人

製品評価技術

基盤機構 
（NITE）バイ
オテクノロジ

ー本部 

木更津市か

ず さ 鎌 足

2-5-8 

NITEバイオテクノロジー本部では、国際水準で
の生物遺伝資源の収集・保存・提供と、それらの

有用機能の産業利用への促進を図っている。施設

見学では、多種多様な有用微生物の入ったアンプ

ルを保管している部屋や、微生物のアンプルへの

封入装置を中心に案内。 

 

かずさ DNA
研究所 

木更津市か

ず さ 鎌 足

2-6-7 

かずさ DNA研究所は、千葉県の支援により設立
された DNA 専門の研究機関。平成 6 年（1994
年）の開所以来、光合成生物「ラン藻」を始めと

する世界初の植物ゲノムの完全解読や 2 千個以
上の新規ヒト遺伝子の発見など、多くの世界的な

研究成果を挙げてきた。見学の際には、これらの

世界的研究の意義や研究室の様子等を紹介。 

簡単な実験で身近な生物の中

の DNAを自分の目で確認する
ことができる「植物（ブロッコ

リー）や魚の白子から DNAを
抽出する実験」などを体験可

能。 

新日本製鐵株

式会社 
君津製鐵所 

君津市君津 1
番地 

当製鐵所は国内最大の需要地である関東地区に

立地し、関東圏内における鉄鋼製品製造の拠点と

なっている。東京ドーム約 220個分の広大な敷地
の中に、想像を絶するスケールの大きな設備が並

んでいる。 

 

株式会社 
宮崎酒造店 

君津市戸崎

1780番地 
慶応 2年（1866年）創業。樹齢 500年を超える
椎の大樹に守られて今も昔ながらの手造りにこ

だわる酒蔵。千葉の名水の一つに数えられる久留
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里の水と水脈を同じくする清らかな水を仕込水

とし、磨き込んだ酒造米を原料として、昔ながら

の手造りの良き伝統を守りつつ、地酒「峯の精」

を醸出。所在地の小字が「峯」であることから「峯

で生まれたまじりけのない優れたもの」の意味

で、銘柄を「峯の精」と称している。 
東京電力株式

会社 
東火力事業所 
富津火力発電

所（TEPCO新
エネルギーパ

ーク） 

富津市新富

25 
1985 年に初軸が運転を開始し、現在はコンバイ
ンド CC発電方式 14軸と、CC発電方式の熱効率
を向上した改良型コンバインドサイクル（ACC）
発電方式4軸の総出力352万㎾の発電となってい

る。また、ＬＮＧ（液体天然ガス）基地を併設し

ており、ＬＮＧ貯蔵タンクが 10 基存在。ＬＮＧ
は高圧ガス導管を通して他の火力発電所に供給。

「富津火力発電所開放デー」

（毎月 3月頃開催）では、発電
所見学や自然観察会などを実

施。隣接する TEPCO新エネル
ギーパークでは、「子供科学実

験教室」として、光や圧力、静

電気についてなどの科学実験

を実施（随時開催）。 
TEPCO 新エ

ネルギーパー

ク 

富津市新富

25 
新エネルギーパークは、親子で楽しく遊びながら

学べる“見て、聞いて、触れる”ことのできる「体

験空間施設」。「環境とエネルギー」の校外学習の

場として広く利用されている。舘内には、「新エ

ネルギーの部屋」、「エジソン／発明・発見の部

屋」、「風の部屋」、「電気を科学する部屋」、「面白

不思議実験の部屋」等を設置し、科学する心を育

む教育の場として施設の改善充実を図っている。

また、オープンエリアには、「ソーラーサーキッ

ト」、「ソーラーキャビン」「風の庭」等がある。

「新エネルギーの部屋」では、

遊び感覚で新エネルギーの原

理を学ぶことができる。「ゲー

ム」をしながら「太陽・風・地

熱・水素」の必要な部品を集め

て新エネルギーの発電システ

ムを建設。「面白不思議実験の

部屋」は、電気のしくみ、各種

電池、磁力線、音の世界をテー

マにしている。実際に手で触れ

て体験しながら、電気に関する

基本原理や、不思議で面白く、

役に立つ現象を学ぶことがで

きる。 
有限会社 
宮醤油店 

富津市佐貫

247番地 
江戸末期、天保 5年（1834年）、上総国佐貫藩 1
万 6千石の城下町に創業して以来、醤油造り一筋
の蔵元。温暖な気候と良質な水に恵まれ、人工的

な温度管理をしない天然醸造・無添加の醤油を製

造。年間製造石数 2 千石（1.8 リットル瓶で 20
万本）という小規模の蔵であるが、全国醤油品評

会ではほぼ毎年上位に入賞。 

 

小泉酒造合資

会社 
富津市上後

423-1 
寛政 5 年（1793 年）の創業以来、210 年余り、
当酒蔵は木更津と館山のちょうど中間あたりに

位置して伝統の味を守り続けて来た。澄んだ空気

と清涼な水をたたえた湊川のほとり、野猿も多く

いる自然豊かな環境のもと、自ら育てた米と熟達

した技を用いて、芳醇な香りと味を持つ銘酒「東

魁」を醸造。酒蔵に隣接する「ソムリエハウス・

酒匠の館」では、酒造り体験、うどん・蕎麦作り

体験、試飲ができる。 

酒蔵に隣接する「ソムリエハウ

ス・酒匠の館」では、酒の寒仕

込期間中（10 月～3 月）、酒造
り体験が体験可能。また、年間

を通して、うどん・蕎麦作りを

体験することも可能。うどん・

蕎麦はこだわりの国産小麦、蕎

麦粉を使用、大吟醸を練り込ん

で作る。また、常設の「利き酒

コーナー」では、多彩な銘柄の

味を試飲できる。 
出典：おもしろ工場発見！千葉県をもとに作成 
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2.6.2. 国内外の地域共生事例 
 
臨海コンビナートと地域との共生のためには企業が連携して地域づくりをすすめることが

望ましい。ここでは、地域づくりの例として、企業による地域貢献活動に着目して事例を収

集し、京葉臨海コンビナートでの地域共生のあり方を検討する。 

企業による地域貢献活動には、（１）環境・エネルギー、（２）学術研究、（３）緑化保全、

（４）芸術・文化、（５）教育、（６）福祉・健康などの分野があり、各企業の特徴を活かし

た独自の活動を行っている。 

 
 

＜一般的な地域共生の視点＞ 

  ①環境･エネルギー 

    企業の環境･エネルギーに関する取組を、周辺地域と連携しながらより充実するもの

 

  ②学術研究 

    様々な分野の学術･研究の取組を支援するもの 

 

  ③緑化保全 

    地域の緑化保全や自然保護に繋がるもの 

 

  ④芸術･文化 

   メセナ活動の一環として、地域の芸術･文化振興に資するもの 

         

  ⑤教育 

    次代を担う子どもや、人材の育成を目指したもの 

 

  ⑥福祉･健康 

    従業員や地域住民の福祉及び健康等の向上を目的としたもの 

 
 
 

以下では、様々な地域貢献活動の取組事例について調査し、その中で特に参考となる

事例（アンダーラインを付した事例）について、詳細に調査し個表にまとめた。 
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図表 2.6-6 事例調査結果一覧 
分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(1)環境・エネ
ルギー 

TEPCO新
ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰ
ｸ 

 “見て”“聞いて”“触れる”
ことのできる｢新ｴﾈﾙｷﾞｰ体
験空間施設｣ 

東京電力 

東京電力では新エネルギーの研
究開発に取り組んでいるが、さら
に実用化へ向けて実証研究を加
速し、広く社会とともに考えなが
ら進むため設置を決定 

入館料:無料 主体者負担 

風の部屋､新ｴﾈﾙｷﾞｰの部
屋､ｵｰﾌﾟﾝｴﾘｱ(ｿｰﾗｰｻｰｷｯﾄな
ど)､富津火力発電所構内見
学など 

 
日高港ｴﾈﾙ
ｷﾞｰﾊﾟｰｸ(仮
称) 

日高港を県内外に広く発
信するとともに､新ｴﾈﾙｷﾞｰ
の研究･普及促進を目的 

設置･管理運
営:関西電力
公園施設運
営:御坊市 

和歌山県､御坊市及び関西電力株
式会社による日高港の活性化 不明 

関西ｸﾞﾘｰﾝ電力
基金 
市民参加型寄
付金 

太陽光発電､小型風力発
電､ﾊﾞｲｵﾏｽ発電等設置 

 
三菱みな
とみらい
技術館 

地域の人々との交流と科
学技術への関心を育むこ
とを目的に設立 

三菱重工 地域社会への貢献活動の一環と
して設置 

入館料: 
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯ
ﾌﾟ 

不明 

最先端の科学技術･製品を
｢環境｣｢宇宙｣｢海洋｣｢建
設｣｢ｴﾈﾙｷﾞｰ｣と｢身近な技
術の知恵と工夫｣の 6つの
展示ｿﾞｰﾝに分け､分かりや
すく紹介 

 
三井化学
杯ｻｯｶｰ大
会 

健全な青少年育成につな
がることを期待し､地元ｻｯ
ｶｰｸﾗﾌﾞ主催の少年ｻｯｶｰ大
会を支援 

三井化学市
原工場 

地球の将来を担う次世代の育成
に役立つ地域社会活動の展開の
一環 

不明 不明 
2006年は 20 ﾁｰﾑが参加 
毎年 12月に開催｡毎回､豚
汁を準備 

 
愛･地球博 
(ｻｲﾊﾞｰﾊﾟﾋﾞ
ﾘｵﾝ) 

長久手日本館のｴﾈﾙｷﾞｰ需
給の様子をｲﾝﾀｰﾈｯﾄの｢ｻｲ
ﾊﾞｰ日本館｣でﾘｱﾙﾀｲﾑ表示 

政府出展事
業(経済産業
省) 

長久手日本館､瀬戸日本館と連携
する 3つ目のﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝとしてｲﾝﾀｰﾈ
ｯﾄ上に構築 

現地情報とｲ
ﾝﾀｰﾈｯﾄ上の
ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝとを
連携 

全て政府費用
により賄う  

 東芝科学
館 

人々が科学や技術や文化
に触れ､総合学習の場とし
て地域社会とのより良いｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る 

東芝 不明 入館料:無料 不明 

電気･電子に関する知識と
最新の科学技術を楽しく
わかりやすく理解出来る
ように､約 70のﾌﾞｰｽに展示 

 

米国 
Disney_wor
ld_EPCOT 
ｴﾈﾙｷﾞｰ館 

恐竜の住む太古の時代か
ら未来まで人類とｴﾈﾙｷﾞｰ
の関わりが楽しく学べる 

ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
ｽﾎﾟﾝｻｰ:ｴｸｿﾝ
ﾓｰﾋﾞﾙ
(1982-2004) 

不明 入場料､協賛 不明 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾜｰﾙﾄﾞ内にあるﾊﾟ
ﾋﾞﾘｵﾝ施設 

 ｿｰﾗｰｱｰｸ 
地域社会や行政､教育､企
業と協力しｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ社
会の実現をめざす 

三洋電機 
ｿｰﾗｰｱｰｸの太陽電池ﾊﾟﾈﾙは全て
2000年の出力表示問題で回収さ
せていただいたものを使用 

入館料:無料 

年間発電電気
相当額を｢三洋
ｴｺ基金｣に繰
入、環境保護活
動を支援 

太陽電池最大出力:630kW､
年間発電量:約 53万 kWh､
節約できる石油量:灯油缶
で 7145缶分/年､CO2削減
量:95t-C/年 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(2)学術研究 
英国 
ｴﾃﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ 

植物と人とを結びつ

け､環境保護､責任あ

る土地利用､および持

続可能な未来を模索

し､実証するための再

生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

Eden Trust 
Eden Project 
Ltd(EPL) 

音楽ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ､ﾃｨﾑ･ｼｭﾐｯﾄ

が中心となり立ち上げたﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄで 2001年 3月に一般
公開開始 
投資家などからの資金を元

にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをｽﾀｰﾄ 

入場料､年会費､

寄付､助成 
設置経費は総

額約 300億円 

多湿熱帯と高温温帯

の 2種類のﾊﾞｲｵｰﾑ､が
あり､さらに乾燥帯ﾊﾞ

ｲｵﾄﾞｰﾑの建築を計画

中 

  

英国 CＡT 
(Center for 
Alternative 
Technology) 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費と環境に

与える影響について

総合的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽの提

供 

CAT(自然･技術･
人間の調和を目指

して活動している

公益団体) 

地球環境と文明社会の調和

を目標とする人々の実験生

活共同体として誕生｡1975
年に一般公開開始 

入場料､寄付､協

賛 
(会員､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 

中央政府のｳｪｰ

ﾙｽﾞ特別予算枠

や EUからの援
助 

CATの見学ｾﾝﾀｰは､ﾖ
ｰﾛｯﾊﾟ最先端の環境展

示施設である 

 
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ産学

連携研究機

構(IJARC) 

高度で先進的なﾃｸﾉﾛ

ｼﾞｰや日本の市場ﾆｰｽﾞ

に対応したﾃｰﾏに関す

る共同研究､研究助成

や研究者育成を推進

し､日本のｱｶﾃﾞﾐｯｸ界

の発展に貢献 

主体:ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ､ﾏｲｸ
ﾛｿﾌﾄﾘｻｰﾁ 
提携:東京大学､早
稲田大学 

2005年ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ株式会社と
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄﾘｻｰﾁが協力して､共

同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの拡大･充

実および大学との提携の推

進組織として設立 

IJARCが共同研
究先へ奨学寄付

(300~500万円/
年､最長 2年ま
で｡採択件数は

10件程度) 

不明 

共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､大

学との提携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､

CORE連携研究ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄ､ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑなどに

取り組んでいる 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(3)緑化保全 ﾄﾖﾀの森 

どうすれば自然の力

を環境のためにうま

く使うことができる

かの実験 

ﾄﾖﾀ 
環境を経営の最重要課題のひと

つと位置付け､森がもともと持

っている｢力｣に着目 

活動誌の

販売など 不明 

｢整備ｿﾞｰﾝ｣｢保全ｿﾞｰﾝ｣

｢活用ｿﾞｰﾝ｣の 3つに分
けて整備し､｢ｴｺﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞ｣や環境教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を開催 

  京浜の森 

周辺の工場･企業の緑

化を促進し､緑少ない

京浜工業地帯を公と

民の豊かな緑で包み

込んでいく仕組みづ

くり 

･協働､技術支援､

助成:横浜市 
･参加予定企業:旭
硝子､JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ 他 

平成 14年度のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ事
業での提案をきっかけとして､

地元企業と行政が協働 
不明 

平成 16年度｢高
原基金の森｣支

援(支援総額(予
定 35,000千円)
など 

貨物線跡地の一部を緑

道として整備 

 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ

館／ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ 

地球環境やｴﾈﾙｷﾞｰに

ついての気づきや､暮

らしのﾋﾝﾄを発見して

もらう 

東京ｶﾞｽ 

1998年､環境学習の場として､
｢環境ｴﾈﾙｷﾞｰ館｣を設立｡ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ

は 2000年に都市の緑の復活と
地元神奈川の里山の自然の再生

をﾃｰﾏとして設置 

入館料:無
料 不明 ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ･ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨやﾜｰ

ｸｼｮｯﾌﾟなどを開催 

 王子製紙森

林博物館  

広大な社有林を研究

や教育の場として活

かす 

王子製紙(北海道
夕張郡栗山町) 

“紙づくりは森づくりから始ま
る”という王子製紙の理念を実
現のため林木育種研究所を 1956
年北海道栗山町に設立､その後

博物館へ 

見学:無料 不明 

広さ:27ha､施設:標本
館､温室､苗畑､遺伝子

資源林､新品種検定林

など 

 
あきついお 
(四万十川学
遊館) 

四万十川の生き物た

ちの世界を学び､楽し

む場の提供 

･社団法人ﾄﾝﾎﾞと

自然を考える会 
･ﾄﾝﾎﾞ(ｻﾎﾟｰﾀｰ) 

ﾍﾞｯｺｳﾄﾝﾎﾞ(環境省･種の保存法
指定種)の増殖研究地として
(社)･ﾄﾝﾎﾞと自然を考える会を設
立 

･入館料 
･ｸﾞｯｽﾞ販

売 

ﾄﾝﾎﾞと自然を

考える会会員

費 

ﾄﾝﾎﾞ館､さかな館 
標本:ﾄﾝﾎﾞ 1000種､3000
点､魚 300種､1000匹 

  
(財)C.W.二ｺ
ﾙ ｱﾌｧﾝの森
財団 

森と人と生き物との

共生を目指す 

･(財)C.W.ﾆｺﾙ･ｱﾌｧ
ﾝの森財団 
･ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ:日
本ﾊﾑ､ｻﾝﾃﾞﾝ､ﾀﾞｲﾄﾞ

ｰﾄﾞﾘﾝｺ､ﾘｺｰ､ﾄﾝﾎﾞ 

C.W.二ｺﾙが長野県に小さな森を
買い､｢ｱﾌｧﾝの森｣と名付けて､こ

の森を寄附し､"(財) C.W.ﾆｺﾙ･ｱﾌ
ｧﾝの森財団"の森とした 

･個人:ｱﾝﾌｧ
ﾝの森財団

会員､ﾄﾗｽﾄ

基金､寄付

･法人:ｵﾌｨｼ
ｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ 
･ｸﾞｯｽﾞ販

売 

財団法人 C.W.
ﾆｺﾙ･ｱﾌｧﾝの森

財団(支援者数:
個人約 550人､
法人約 20社) 

会員は年に一回半日入

場 
森面積:約 15.2ha 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(以下､ｿﾌﾄ施
策) 

HAT脇の浜
公園つくろ

うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

生田川の河口部の自

然を守り､人が憩える

ような場所となるよ

う､人と人が､人と自

然がふれあえる公園

をめざす 

事務局:神戸市建
設局 
市民､企業(神戸新
聞社､川崎製鉄な

ど)､NPO 

公園を､市民や企業などからﾌﾟﾚ

ｾﾞﾝﾄされた｢もの｣や｢お金｣､｢労

力｣､｢知恵･知識｣を活用してつ

くっていこうというﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

不明 

事業費:1億 5千
万円 
企業等からの

各種寄付 

公園が、市民と企業の

つながりや信頼をはぐ

くむ場所となり、公園

づくりが企業ｲﾒｰｼﾞの

向上や社会貢献につな

がる 

 ｴｺ･ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ 

自治体の主導によっ

て､地域の企業が環境

保護と光熱費といっ

た経費の削減を目的 

市民､評議委員会ｱ

ｼﾞｪﾝﾀﾞ･ﾋﾞｭｰﾛｰ(自
治体に設置)､市民
基金など 

ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの地球ｻﾐｯﾄで採択さ

れた｢ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ 21｣(1992年 6月)
に組み込まれた､ﾛｰｶﾙ･ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ

21のｱｼﾞｪﾝﾀﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのひとつ

市民基金

(市､銀行､
企業､市民

拠出)など 

不明 

ﾐｭﾝﾍﾝでは､26の事業者
が取り組み､一年後に､

CO2が 1,940t､廃棄物が
543t､水使用量 2,600万
ﾘｯﾄﾙ減少｡約 1億円のｴ
ﾈﾙｷﾞｰ費などを削減 

 

 
地域の清掃

活動など 

清掃活動を通じ､地域

の人々や団体と交流

と深めながら､環境を

考える 

各企業 
地域住民 地域の環境美化活動の一環 

･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

(各社､従業
員とその

家族など) 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 多数の会社が取り組ん

でいる 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(4)芸術･文化
 川村記念美

術館 

｢作品｣｢建物｣｢自然｣

の三要素を調和させ

ることで､理想の美術

館の実現に努める 

大日本ｲﾝｷ化学工

業 

･大日本ｲﾝｷ化学工業が関連

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社とともに収集し

てきた美術品を公開するた

め､1990年に開館 

･入館料､会

員費､ｸﾞｯｽﾞ

販売､貸しｷﾞ

ｬﾗﾘｰなど 

不明 

木立のなかを数百ﾒｰﾄﾙ

にわたって散策路が続

く 
2004年｢ﾒｾﾅ大賞｣受賞 

 

出光美術館 
各国にてｺﾚｸｼｮﾝを通

じて日本文化の紹介

に努める 

出光興産 
(財)出光美術館 

出光興産の創業者の出光佐

三が収集した美術品を展

示･公開するため､昭和 41
年､東京･丸の内の帝劇ﾋﾞﾙ 9
階に開館 

入館料､ｸﾞｯ

ｽﾞ販売､会員

費など 
不明 

平成 12年に創設者ゆ
かりの地､北九州･門司

港ﾚﾄﾛ地区に出光美術

館(門司)を開館 

 

紀尾井ﾎｰﾙ 

<発掘･創造･育成･交
流の場>をﾃｰﾏに音楽
家と聴衆を結び､ｸﾗｼｯ

ｸと邦楽の心をつなぐ

建設主体:新日本
製鐵 
運営:(財)新日鐵文
化財団 

1995年､新日本製鐵株式会
社の創立 20周年記念事業
として建設･ｵｰﾌﾟﾝ 

ﾁｹｯﾄ販売､会

員費､協賛

費､ｸﾞｯｽﾞ販

売､ﾊﾞｰ､貸し

ﾎｰﾙなど 

新日鐵文化財団が

ﾎｰﾙ主催公演を作

成･開催し､運営 

･紀尾井ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ東京 
･新日鉄音楽賞の主催 

 

ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙ 

音楽を愛する人々が

ともに集い､奏でるこ

と､聴くことを堪能し

合う響きの空間を提

供 

ｻﾝﾄﾘｰ 

｢利益三分主義｣のもと､第

二代社長佐治敬三が 1986
年に東京初のｺﾝｻｰﾄ専用ﾎｰﾙ

として設置 

ﾁｹｯﾄ販売､ｷﾞ

ﾌﾄｼｮｯﾌﾟ､ﾊﾞ

ｰ､貸しﾎｰﾙな

ど 

不明 ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

開催 

 

ｻﾝﾄﾘｰ美術館 
名作や名品の｢生活の

中の美｣を愉しんでも

らう 
ｻﾝﾄﾘｰ 

1961年東京･丸の内に｢生活
の中の美｣を基本理念に開

館 
2007年 六本木にﾘﾆｭｰｱﾙｵｰ
ﾌﾟﾝ 

入館料(展示
内容によっ

て異なる) 
不明 ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

開催 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(5)教育 

ｷｯｻﾞﾆｱ東

京 

2~12歳のこどもたちを主
な対象として､好きな仕事

にﾁｬﾚﾝｼﾞし､楽しみながら

社会の仕組みを学んでも

らう 

(株)ｷｯｽﾞｼﾃｨｰｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ 
ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ､ｼｱ

ﾀｰｽﾎﾟﾝｻｰ､協賛会

社 

ｷｯｽﾞｼﾃｨｰｼﾞｬﾊﾟﾝ社長の

住谷氏がﾒｷｼｺのｷｯｻﾞﾆｱ

を視察｡そのｺﾝｾﾌﾟﾄに

感銘を受けｵｰﾌﾟﾝにこ

ぎ着けた 

ｽﾎﾟﾝｻｰ料:1企業
あたり数千万円

程度 
入場料 

不明 

ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰは単独のﾊﾟﾋﾞﾘ

ｵﾝにて､業務内容を再現した

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨやﾕﾆﾎｰﾑなどを提

供｡ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｱﾋﾟｰﾙの場 

 ｱﾌﾘｶ学校

建設 

深刻な貧困問題を抱えて

いるｱﾌﾘｶのｻﾌﾞｻﾊﾗ地域に

おいて､小学校の建設な

ど､子どもたちを対象とし

た教育の支援 

住友信託銀行､住

友生命､三井住友

海上､住友化学 
など 

住友化学が開発した防

虫蚊帳で得た利益を｢ｱ

ﾌﾘｶの人たちの生活改

善に活かせないか｣と

考え､ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社に呼

びかけ実現 

運営:現地の住
民､政府､各国のﾜ

ｰﾙﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ事務

所など 

建設費(4000万
円:1000万円×
4社で負担) 

住友化学とWVJは 2005年 8
月から､ﾀﾝｻﾞﾆｱとｹﾆｱの 2 ｶ国
でそれぞれ 1校の小学校の建
設開始｡3社の参加により､さ
らに 4件の建設を計画 

 ｺｽﾓ子ども

地球塾 

｢人間社会が存続するため

の基盤である地球環境の

保全｣などをｺﾝｾﾌﾟﾄとして

取組む 

･ｺｽﾓ石油 
･ｻﾎﾟｰﾀｰ: NPO､団
体など 

1992年から全社的な社
会貢献活動への取り組

みをｽﾀｰﾄ 

｢ｺｽﾓわくわく探

検隊｣はｺｽﾓ石油

ｸﾞﾙｰﾌﾟ社員がﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱで参加･運営

不明 

環境教育ｳｪﾌﾞｻｲﾄにて石油や

地球環境などの解説や､環境

活動に取り組んでいる人物(ｴ
ｺﾈｯﾂ･ﾏｽﾀｰ)を紹介 

 少年少女

発明ｸﾗﾌﾞ 

青少年の自由闊達な想像

力を尊重し､科学技術に対

する夢と情熱を育み､創造

力豊かな人間形成を図る 

主体:(社)発明協
会､ 
協力:住友化学な
ど 

住友化学千葉工場で､

工場の操業 35周年の
記念事業として取組を

開始 

市原･袖ヶ浦での

活動の場合､住友

化学が運営･資金

提供 

不明 
全国各都道府県に､192のｸﾗ
ﾌﾞが設置され､9,000人以上の
ｸﾗﾌﾞ員が所属 

 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ学

校建設 
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの未来を担う子ど

もたちへの教育を支援｡ 

主体:(財)日本ﾕﾆｾ
ﾌ協会 
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ:ｲｵﾝ
(2001 ~ 2003年) 
など 

1989年に｢ｲｵﾝ 1%ｸﾗﾌﾞ｣
を設立､･2000~2003年
にｶﾝﾎﾞｼﾞｱ学校建設へ

の支援 

お客からの募金

とｲｵﾝ 1%ｸﾗﾌﾞか
らの寄付 

不明 

教師の再教育研修､子どもた

ちのへの奨学金制度､PTAへ
の啓蒙活動､ｺﾐｭﾆﾃｨのｾﾝﾀｰと

しての学校などのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

も進行 

 ﾀｲ学校建

設 

ﾀｲ王国の次代を担う子ど

もたちへ､より良い学習環

境を提供する 
NTT ﾄﾞｺﾓ など 

NTTの社会貢献活動の
一環として､NTT ﾄﾞｺﾓ
が 1998年より支援 

NTT ﾄﾞｺﾓが NGO
の活動を助成 不明 

1998年から学校建設を支援
し､2006年までに 9校の学校
を建設 

 日本建築

専門学校 

日本伝統の木造建築工法

を中心に､最近の建築理

論･設計技術を学ぶ 

日本建築専門学

校､菊池建設株式

会社､日本製紙

(社有林を学習林
として公開) 

菊池建設創業者が､自

社の職人養成ではな

い､広く木造建築技術

者を育成するため開校 

学費､父母の会会

費など 不明 

日本製紙は北山社有林を学

習ﾌｨｰﾙﾄﾞとして､適切な森林

管理と木材の生産に至るま

での過程を実地 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(6)福祉･健康
 

川鉄千葉

病院 

「安全かつ質の高い医療

を提供し、患者さんに信頼

される病院」をめざす 

川崎製鉄健

康保険組合 

昭和 41年に川崎製鉄
健康保険組合立として

開設 

診察･入院などの

医療費など 不明 

･病院機能評価機関である

(財)日本医療機能評価機構の
認定病院 
･救急二次指定病院 
･糖尿病教室の開催 

 
(財)朝日生
命成人病

研究所 

生活習慣病の研究を行い､

生活習慣病に対する施策

に寄与する 
朝日生命 昭和 35年､創業 70周年

事業の一環として設立 
事業収入､寄付金

収入など 

事業･寄付金収

入などを､研究

業費､研究助成

費､管理費など

として運用 

6つの研究室などの研究施設
と外来･入院診療施設(病床数
40床)を備えた附属丸の内病
院がある 

 
東芝林間

病院 
 

「人を大切にする医療を

実践して社会に貢献する」

を基本理念として、他医療

機関と連携して患者中心

の地位に密着した病院を

目指す 

東芝健康保

険組合 
昭和 28年､東芝 7健保
による共同設立 

診察･入院･検診･

ﾄﾞｯｸなどの医療

費など 
不明 病院機能として医療･保険･

福祉･連携機能をもつ 
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（１）環境・エネルギー 

（１）－１ TEPCO新エネルギーパーク 

①趣旨・目的 ・新エネルギーパークは、「新エネルギーとエネルギー学習」をテーマに、

電気の面白さや不思議さ等について“見て・聞いて・触れる”ことができる
「新エネルギー体験空間施設」である 

②主体・協働者 ・東京電力 

③設置経緯 ・東京電力では新エネルギーの研究開発に取り組んでいるが、さらに実用化

へ向けて実証研究を加速し、広く社会とともに考えながら進むため設置を

決定 
④運営方法 ・入場料無料 

⑤設置・運営費

等 

・主体者負担 

⑥その他 ・展示施設は、遊び感覚で“ゲーム”をしながら新エネルギーの原理等を学
習・体験できる「新エネルギーの部屋」をはじめとした５つの部屋を設け

てあるほか、屋外には３種類の小型風力発電設備と太陽光発電設備が設置

されている 
 

図表 2.6-7 施設のイメージイラスト 

 

出典：東京電力 HPより作成
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（１）－２ 日高港エネルギーパーク（仮称） 

①趣旨・目的 ・日高港を県内外に広く発信するとともに、新エネルギーの研究・普及促進

を目的として設置 
②主体・協働者 ・主体：関西電力（実施主体、管理運営） 

・協力：御坊市（公園施設運営）、和歌山県（隣接する港湾緑地の整備） 

③設置経緯 ・和歌山県、御坊市及び関西電力株式会社による日高港の活性化の検討によ

り設置を決定 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営費

等 

・関西グリーン電力基金（運営：財団法人関西情報・産業活性化センター）

・市民参加型 

・寄付金 

⑥その他 ＜日高港エネルギーパーク（仮称）施設概要＞ 

場所・面積：和歌山県御坊市塩屋町 日高港企業用地内 9、900m2 

工期：平成 18年 8月（着工予定）、平成 19年 9月（竣工予定） 

施設概要： 

実証研究設備…太陽光発電（100kW）、小型風力発電設備 （数 kW1 基、

数百W2基）、バイオマス発電設備 

PR施設…ソーラーハウス ：新エネルギーの仕組みや研究状況を展示など

で分かり易く説明 

公園施設…芝生公園および新エネ設備（ソーラーカー、マイクロ水力発電、

太陽光・風力小型ハイブリッド、くじら型風力発電 

図表 2.6-8 日高港新エネルギーパーク（完成）イメージ図 

 

出典：和歌山県 HPおよび関西電力 HPより作成 
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（１）－３ 三菱みなとみらい技術館 

①趣旨・目的 ・明日を担う青少年たちが「科学技術」に触れ、夢を膨らませることのでき

る場になること、また地域の人々との交流と科学技術への関心を育むこと

を目的に設立 
②主体・協働者 ・三菱重工業 

③設置経緯 ・地域社会への貢献活動の一環として設置 

④運営方法 ・入館料 

・ミュージアムショップ 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・最先端の科学技術・製品を「環境」「宇宙」「海洋」「建設」「エネルギー」

と「身近な技術の知恵と工夫」の 6つの展示ゾーンに分け、実機・模型、
パネルなどで分かりやすく紹介 

・小・中学生を対象に工作＆実験教室や映画会、講演会、バス見学ツアーな

どを随時開催 
・会員制度「みらいくらぶ」を設け、展示・イベント開催情報の提供などを

実施 
・1994年にオープン、2005年に入館者 100万人達成 

 

図表 2.6-9 展示室 

 

出典：三菱みなとみらい技術館 HPより作成 
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平成１９年２月

 
（１）－４ 三井化学杯サッカー大会 

①趣旨・目的 ・健全な青少年育成につながることを期待し、地元サッカークラブ主催の

少年サッカー大会を支援 

②主体・協働者 ・主催：地元サッカークラブ 

・後援：三井化学市原工場 

③設置経緯 ・地球の将来を担う次世代の育成に役立つ地域社会活動の展開の一環 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・2006 年は 20 チームが参加 

・毎年 12 月に開催。毎回、豚汁を準備 

 

 

図表 2.6-10 大会風景 

 

出典：三井化学株式会社 HPより作成 
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平成１９年２月

 
（１）－５ 愛・地球博（サイバーパビリオン） 
①趣旨・目的 ・長久手日本館は、NEDO による新エネ実証施設から 100％の新エネルギー供

給を受けた。そのエネルギー需給の様子を、長久手日本館 ZONE3 の「パビ

リオンの試み」及びインターネット上の「サイバー日本館」でリアルタイ

ムに表示した 

②主体・協働者 ・政府出展事業（経済産業省） 

③設置経緯 ・愛・地球博の政府出展事業、長久手日本館、瀬戸日本館と連携する３つ目

のパビリオンとしてインターネット上に構築。直接来訪者以外からの参加

④運営方法 ・展示内容はもちろん、新エネ利用などの現地情報とインターネット上のパ

ビリオンとを連携。各種センサの利用により生きているパビリオンの演出

に成功 

⑤設置・運営費

等 

・全て政府費用により賄う（運用益はなし。） 

⑥その他 図表 2.6-11 愛・地球博のＮＥＤＯ新エネ実証施設 

 
図表 2.6-12 サイバー日本館におけるエネルギーモニタリングイメージ

 

出典： ＮＥＤＯホームページ及びサイバー日本館（2005 年日本国際博覧会政府出展事業）

より作成 
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平成１９年２月

（２）学術研究 

（２）－１ 英国エデンプロジェクト 

①趣旨・目的 ・教育チャリティーとしてバイオドームなどの展示から植物と人とを結びつ

け、環境保護、責任ある土地利用、および持続可能な未来を模索し、実証

するための再生プロジェクト 

②主体・協働者 ・Eden Trust、Eden Project Ltd (EPL) 

・多数の基金団体（The Body Shop Foundation、Kellogg Company など） 

③設置経緯 ・音楽プロデューサー、ティム・シュミットが中心となり立ち上げたプロジ

ェクトで 2001 年 3 月に一般公開開始 

・投資家などからの資金を元にプロジェクトをスタートさせた 

④運営方法 ・入場料、年会費、寄付（個人および団体）、助成、グッズ販売をもとに運

営（助成金：約 17 億、寄付金：7.8 億円、2005 年 3 月） 

⑤設置・運営費

等 

・設置経費は以下のとおり 

土地購入費 - £7million （約 16 億円） 

建設費・基盤設備費- £71.6million（約 170 億円） 

バイオーム建設費 - £21million（約 50 億円） 

プラント・機器費- £12million（約 28 億円） 

技術・コンピューター費 - £2million（約 4.7 億円） 

備品・付属品費- £1million（約 2.4 億円） 

教育・観光設備費- £19million（約 45 億円） 

合計- £133.6million（約 300 億円） 

⑥その他 ・多湿熱帯と高温温帯の 2種類のバイオーム、コーンウォール地方の自然を

展示したアウトドア・バイオーム、学校教育プログラムを提供する The 

core、ビジターシアターなどから構成される｡乾燥帯バイオドームの建築

を計画中 

・成功事例：廃棄物の削減・リサイクリングプロジェクト（Waste Neutral）、

英国、インドおよびケニアの学校と連携し、食糧交換・交易やヘルシーダ

イエットなどについてのアイデア交換プロジェクト（Garden for Life）

図表 2.6-13 バイオーム 

 

出典：The Eden Project(http://www.edenproject.com/)、「Out of Eden」（Eden Project Books、

2005）、「Eden Project Annual Report 2005」、「ｸﾞﾘｰﾝ・LOVES・ﾕｰ」（小田高史、2004）より作成



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 54

平成１９年２月

 

（２）－２ 英国 CAT (Centre for Alternative Technology) 

①趣旨・目的 ・エネルギー消費と環境に与える影響について総合的なアドバイスを提供す

る目的で設置 

②主体・協働者 ・CAT：自然・技術・人間の調和を目指して活動している公益団体。 

③設置経緯 ・地球環境と文明社会の調和を目標とする人々の実験生活共同体として誕

生。1975 年に一般公開開始 

④運営方法 ・入場料、寄付、協賛（会員、ボランティア）、助成（EC、英国エネルギー

技術助成協会、the lottery-funded grants programme 'Awards for All 
Wales'：£5,000（2004年、約 120万円）,ReDiscover fund：£410,000(2004
年、約 9.8 億円)） 

・規模の大小を問わず多くの企業が CAT の活動にし、寄付を行っている。こ

れらのパートナーシップは、各企業のビジネスを CAT の活動に関連づけら

れる機会であり、CAT にとっても重要な経験を獲得する機会となっている

・売店、レストランの経営、エコキャビンの時間貸し、出版、コンサルタン

ト事業など 

⑤設置・運営費

等 

・中央政府のウェールズ特別予算枠（Welsh Quangos-The Wales Tourist Board 

and the Development Board for Rural Wales） 

・EU の援助（1994 年、新しい教育施設設備の名目で） 

⑥その他 ・Southern Snowdonia の山稜の傍らに立地する CAT の見学センターは、ヨ

ーロッパ最先端の環境展示施設である 

・7エーカー（2.8ha）に及ぶ敷地は、風、水流、太陽光が持つ驚異的な力、

環境問題に応える建築や、省エネルギー、有機栽培、堆肥醸成に関する魅

力的かつ双方向的に学べる展示物を揃えている 

・2006 年 9 月、過去最大の構内再開発事業を完遂し、エネルギー、廃棄物

とリサイクル、環境住宅の三つの主要分野の展示を登場させた 

・再生可能エネルギーを活用した Rocket コンポストおよびコンポストトイ

レによるゴミやし尿の堆肥化を実際の機能として展示 

   図表 2.6-14 CAT 内の環境や省エネルギーに配慮した展示物   

  

出典：Centre for Alternative Technology HP および CAT 日本語版 HP より作成
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平成１９年２月

 

（２）－３ マイクロソフト産学連携研究機構（IJARC） 

①趣旨・目的 ・マイクロソフトと日本の大学・研究機関との相互交流を通じて、高度で

先進的なテクノロジーや日本の市場ニーズに対応したテーマに関する共

同研究、研究助成や研究者育成を推進し、日本のアカデミック界の発展

に貢献 

②主体・協働

者 

・主体：マイクロソフト株式会社、マイクロソフトリサーチ 

・提携：東京大学、早稲田大学 

③設置経緯 ・2005 年マイクロソフト株式会社とマイクロソフトリサーチが協力して、

共同研究プロジェクトの拡大・充実および大学との提携の推進組織とし

て設立 

④運営方法 ・IJARC が共同研究先へ奨学寄付（300～500 万円/年、最長 2年まで。採択

件数は 10 件程度） 

⑤設置・運営

費等 

・不明 

⑥その他 ・共同研究プロジェクト：研究者・研究室単位でテーマを選定し、研究支

援を行う 

・大学との提携：大学または学内の組織と提携し、研究者の育成を含む総

合的な学術交流、研究支援 

・日本の若手研究者を対象に、2005 年より CORE 連携研究プロジェクトを

開始 

 

図表 2.6-15 組織図 

 

出典：マイクロソフト産学連携研究機構 HP より作成
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平成１９年２月

（３）緑化保全 

（３）－１ トヨタの森 

①趣旨・目的 ・どうすれば自然の力を環境のためにうまく使うことができるか、そ

の実験を行う 

②主体・協働者 ・トヨタ（豊田市郊外、フォレスタヒルズ） 

③設置経緯 ・トヨタは、環境を経営の最重要課題のひとつと位置付け、再生社会・

循環型社会の到来に向け、地球にフレンドリーな技術で地球再生を

牽引する企業を目指している 

・環境のことを考える中で、トヨタ自動車が注目しているのは、森が

もともと持っている「力」。その「力」について調べ、活用するため

に、豊田市郊外のフォレスタヒルズに「トヨタの森」をつくった 

④運営方法 ・活動誌の販売など 

⑤設置・運営費等 ・不明 

⑥その他 ・1997 年から一般公開開始 

・1998 年から里山を詳しく知るための「エコモニタリング」や環境教

育プログラム「エコのもりセミナー」（～2004 年まで。日本環境教育

フォーラムと共催）を開催 

・整備森林面積 15ha。「整備ゾーン」「保全ゾーン」「活用ゾーン」の 3

つに分けて整備 

図表 2.6-16 フォレスタヒルズ・モデル林 施設内図 

 

図表 2.6-17 里山学習館「エコの森ハウス」展示内容 

 

出典：トヨタ自動車 HP より作成 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 57

平成１９年２月

 

（３）－２ 京浜の森 

①趣旨・目的 ・末広地区に所在する事業所と横浜市は、海に広がる地区に良質な緑の環境

をつくり出し、次世代に継承する共有財産とする 

②主体・協働者 ・協働、技術支援、助成：横浜市 

・参加予定企業：旭硝子㈱京浜工場、ＪＦＥエンジニアリング㈱鶴見事業所、

末広ファクトリーパーク協議会、㈱ダスキン横浜中央工場、鶴見曹達㈱、

東京ガス㈱横浜管理事務所 環境エネルギー館、㈱東芝京浜事業所、矢代

工業㈱、ユニバーサル造船㈱京浜事業所 

③設置経緯 ・平成 14 年度のアントレプレナーシップ事業での提案をもとに京浜臨海部

の環境創造を進める「京浜の森」づくり事業を展開 

・京浜地区は、埋立地という特性から、古くからの樹林地等がないため、地

区にふさわしい環境創造を進め、良好な地区イメージをつくり出すため

に、企業緑地や公共緑地の新たな確保とともに、これらと市民に身近な水

辺の緑や企業公開施設などの地区の魅力資源を、企業・市民・行政が協働

して有機的につなげる取組の実践 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営費

等 

・緑化整備費の助成金（横浜市） 

・平成 16 年度「高原基金の森」支援（支援総額(予定)：35,000 千円（平成

17、18年度：支援なし、平成 19年度(予定) 35,000千円）、支援対象所在地：

横浜市鶴見区大黒町 18 番 1 外、面積：3,068 ㎡、森の完成予定：平成 20

年 3月) 

⑥その他 ・森づくりの概要：京浜工業地帯の中心となる鶴見において、貨物線跡地の

一部を緑道として整備していくもので、この公共による緑化を種子とし

て、周辺の工場・企業の緑化を促進し、緑少ない京浜工業地帯を公と民の

豊かな緑で包み込んでいく仕組みづくりを伴っている 

 

図表 2.6-18 敷地現況写真        図表 2.6-19 ロゴ 

        

出典：横浜市 HP および(財)都市緑化緑化基金 HP より作成 
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平成１９年２月

 

（３）－３ 東京ガス 環境エネルギー館／ビオトープ 

①趣旨・目的 ・子ども達の持つ不思議に思う心、センス・オブ・ワンダーを大切に「循

環」「意識」「エネルギー」「行動」という 4つの側面で展示を展開。展示

物やアクティビティを通して、地球環境やエネルギーについての気づき

や、暮らしのヒントを発見してもらう 

②主体・協働

者 

・東京ガス 

③設置経緯 ・未来を担う子どもたちが環境問題を正しく理解し、主体性をもって行動

できるようになるための環境学習の場として、もともと自社の土地であ

ったところに「環境エネルギー館」を 1998 年に設立。「環境・エネルギ

ー・都市」をテーマに、地球環境を総合的にとらえ、特に生態系におけ

る“循環”の意味をあらためて考えるとともに、エネルギー分野におけ

る環境保全の取り組みに対しても理解を深めていくとのコンセプトで、

ビオトープは 2000 年に都市の緑の復活と地元神奈川の里山の自然の再

生をテーマとして、土壌は県内大和市の畑の土を、池の底と周囲は水田

の荒木田土を使って設置 

・ビオトープ設置にあたっては、「１．都市部で失われた「身近な自然」を

創出する」「２．環境教育のフィールドとする」「３．建築物の蓄熱を防

ぎ消費電力を抑える」の 3点が基本的な考えとされている 

④運営方法 ・入館料：無料 

⑤設置・運営

費等 

・不明 

⑥その他 ・プログラムとしてビオトープ・アクティビティ、ワークショップ、ワン

ダーシアター、フロア・アクティビティー、地球大好き放送局を開催 

・ビオトープにはインタープリターが 1名常駐 

 

図表 2.6-20 環境エネルギー館概観（左）とビオトープ（右） 

  

出典：東京ガス環境エネルギー館 HP および文化環境研究所 HP より作成
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平成１９年２月

 

（３）－４ 王子製紙森林博物館 

①趣旨・目的 ・森林に関心のある人たちを対象とした専門博物館。林木の品種改良、森林

と環境の研究、王子製紙の植林への取り組みを展示する“フィールドミュ

ージアム” 

②主体・協働者 ・王子製紙 

③設置経緯 ・“紙づくりは森づくりから始まる”という王子製紙の理念を実現のため、

日本で初めての林木育種研究所を１９５６年北海道栗山町に設立。2000

年 7 月に森林博物館として生まれ変わった 

④運営方法 ・見学：無料 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・王子製紙グループは現在、日本各地に 19万 haにおよぶ社有林を保有。民

間企業としては最大規模。水源の涵養や土砂の流出防止など、主として環

境保全の観点から国内の広大な社有林を守り続けている 

・これらの森をさらに研究や教育の場としても活かそうというのが「王子の

森」の活動で、1995 年に一般の方々を受け入れるための環境を整えて、

人が自然の森と接し学ぶ場を提供している 

・展示内容：森林博物館のフィールドは 27ha。標本館、温室、苗畑、遺伝

子資源林、新品種検定林などの施設がある。世界中から集められた遺伝子

資源、また品種改良で作出された約 130 樹種 2000 クローン余の樹木や植

物が生きた標本としてフィールドに展示。また、誰でも森林浴を楽しめる

バリアフリーゾーンや、天然更新の稚樹を踏まないように観察できるネッ

トの橋など。冬期間の構内見学は歩くスキー。季節ごとに森林や自然に関

する話題を取り上げてミュージアムトークを開催 

図表 2.6-21 フィールド展示の概略図 

 
出典：王子製紙森林博物館 HP および王子製紙 HP より作成
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平成１９年２月

 

（３）－５ HAT 脇の浜公園つくろうプロジェクト 

①趣旨・目的 ・公園が位置する生田川の河口部の自然を守り、人が憩えるような場所と

なるよう、人と人が、人と自然がふれあえる公園をめざす 

②主体・協働

者 

・事務局：神戸市建設局 

・市民、企業（神戸新聞社、川崎製鉄など）、NPO 

③設置経緯 ・HAT 神戸脇の浜の西端につくられる公園を､市民や企業などからプレゼン

トされた｢もの｣や｢お金｣､｢労力｣､｢知恵・知識｣を活用してつくっていこ

うというプロジェクト 

平成14～15年 公園計画ワークショップ 

平成16年 公園整備工事着手 

平成 18 年 公園開園式 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営

費等 

・事業費：1億 5千万円 

・企業等からの各種寄付 

⑥その他 ・公園が、市民と企業のつながりや信頼をはぐくむ場所となり、公園づく

りが企業イメージの向上や社会貢献につながる 

図表 2.6-22 企業等からの各種寄付一覧 
寄付施設 寄付企業 

太陽電池時計 （株）シチズン TIC 

太陽電池証明 （株）ノナガセ 

スツール 神戸市立科学技術高等学校 

川鉄フライホイール 川崎製鉄(株) 

ハゼ遊具(モザイクタイル) 黒崎播磨(株) 

スプリング遊具 (有)ハマダ商店・株式会社キューブ 

横断防止フェンス 朝日スチール工業(株) 

インターロッキング舗装・花壇縁石 久保田セメント工業(株) 

樹木 神戸市造園協力会・名谷園造園土木(株) 

照明灯 大光電機(株) 

水飲台 日本興業(株) 

モニュメント作成 神戸市立なぎさ小学校・神戸市立渚中学校 

HAT 公園つくろう会運営資料作成 (社)ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部 

寄付金 神戸新聞社 
 

出典：神戸市 HP より作成
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平成１９年２月

 

（３）－６ エコ・プロフィット 

①趣旨・目的 ・自治体の主導によって、地域の企業が、環境専門機関の指導の下、環境

保護と光熱費といった経費の削減を実現することを目的とする 

②主体・協働者 ・市民、評議委員会（各界の代表 50 人）、アジェンダ・ビューロー（自治

体に設置）、市民基金など 

③設置経緯 ・リオデジャネイロの地球サミットで採択された「アジェンダ 21」（1992

年 6 月）に組み込まれた、ローカル・アジェンダ 21（LA21）のアジェン

ダ・プロジェクトのひとつ。 

・エコ プロフィット自体は、1990 年代半ば、オーストリアのグラーツ市

で始まり、1998 年ミュンヘン市がドイツでアジェンダプロジェクトとし

て導入 
④運営方法 ・市民基金（市、銀行、企業、市民拠出）など 

⑤設置・運営費

等 

・ミュンヘンでは、26 の事業者に専門家がエネルギー廃棄物削減などの具

体的なアドバイスのもと、取り組み、一年後に、CO2 が 1,940t、廃棄物

が 543t、水使用量 2,600 万リットル減少となった。同時に約 1億円のエ

ネルギー費などが削減された 

⑥その他 ・ドイツでは 50 以上の自治体が導入し、一年サイクルで、参加している

全事業体で取り組むテーマ別ワークショップ、認証取得企業への視察、

環境専門機関によるコンサルティング、環境対策の提案・実施、最後に

審査、認証が行われる 

・日本では、同様の趣旨で札幌市と宝塚市で独自のシステムで取り組んで

いる 
 

図表 2.6-23 エコプロフィットを実施している 
     ミュンスター市のロゴマーク 

 

出典：ドイツ環境ジャーナル HP、札幌市役所 HP、宝塚市 HP、地球環境戦略研究機関 竹内

恒夫氏資料より作成 
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平成１９年２月

 

（３）－８ 地域の清掃活動など 

①趣旨・目的 ・清掃活動を通じ、地域の人々や団体と交流と深めながら、環境を考える

②主体・協働者 ・各企業（極東石油、富士石油、丸善石油化学、他多数） 

・地域住民 

③設置経緯 ・地域の環境美化活動の一環 

④運営方法 ・ボランティア（各社、従業員とその家族など） 

⑤設置・運営費

等 

・ボランティア 

⑥その他 ・丸善石油化学（株）：四日市市の公園及びコンビナート周辺の清掃活動

・東芝グループ：各社・事業場の通勤路や会社周辺の清掃、河川清掃（2005

年、57 社、70 活動、4,698 名） 

・イトーヨーカドー・セブン＆アイ HLDGS.：『全国一斉清掃活動』として、

店舗・事業所周辺を清掃（2006 年から開始） 

・NEC：NEC Makes a Difference という社員が一年に一日だけ、ボランテ

ィア活動を行い地域貢献するボランティアプログラムの一環として清

掃活動を行う 

・コカ・コーラ：びん・缶・PET ボトルの散乱防止を目的に、自治体や学

校、観光地などにくずかご・缶プレス機・ポリ袋などを寄贈。 

 

図表 2.6-24 富士石油：清掃活動の様子 

 

出典：富士石油(株)HP、丸善石油化学(株)HP、(株)東芝 HP、イトーヨーカ堂（株）HP、日本

電気(株)HP、日本コカ・コーラ(株)HP より作成 
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平成１９年２月

（４）芸術・文化 

（４）－１ 川村記念美術館 

①趣旨・目的 ・17 世紀のレンブラントから 20 世紀美術に至る多彩なコレクション、展

示作品に最もふさわしい空間づくりを目指した建物、四季折々の変化が

楽しめる美しい自然環境、この、「作品」「建物」「自然」の三要素を調

和させることで、理想の美術館の実現に努める 

②主体・協働者 ・大日本インキ化学工業および関連グループ会社（千葉県佐倉市の総合研

究所内） 

③設置経緯 ・大日本インキ化学工業株式会社がその関連グループ会社とともに収集し

てきた美術品を公開するため、1990 年 5 月に千葉県佐倉市の総合研究所

敷地内に開館 

④運営方法 ・入館料（展示内容によって異なる）、ガイドツアー参加費、会員費、グ

ッズ販売、貸しギャラリーなど 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・隣接する大日本インキ化学工業総合研究所と併せて約３０ヘクタール（9

万坪）の敷地内は、樹木 200 種、草花 500 種を超え、野鳥や昆虫も数多

く生息しており、木立のなかを数百メートルにわたって散策路が続き、

四季の移ろいを間近で感じることができる 

・ガイドツアーや美術教育サポートなどのプログラムを開催 

・開館以来、1000 点を超える収蔵作品のなかから代表作約 50～80 点を展

示するとともに、年に数回の特別展・企画展を催している 

・学芸員実習の受け入れ、学芸員の採用を行っている 

・2004 年「メセナ大賞」受賞 

 

図表 2.6-25 敷地内マップ 

 

出典：川村記念美術館 HP および大日本インキ化学工業(株)HP より作成 
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平成１９年２月

 

（４）－２ 出光美術館 

①趣旨・目的 ・美術研究および保存・修復にもとづく展観の活動を積極的に行うととも

に、広く内外から招いて特別展を開催し、各国にてコレクションを通じ

て日本文化の紹介に努める 

②主体・協働者 ・出光興産 

・（財）出光美術館 

③設置経緯 ・出光興産の創業者の出光佐三が約 70 年あまりの歳月をかけて収集した

美術品を展示・公開するため、昭和 41 年（1966）、東京・丸の内の帝劇

ビル 9階に開館 

④運営方法 ・入館料、グッズ販売、会員費など 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・平成 12 年に創設者ゆかりの地、北九州・門司港レトロ地区に出光美術

館（門司）を開館 

・学芸員による列品解説や少人数での特別講義を開催 

・展覧会の内容や出品作品を案内するメールマガジンのの発行（月 2回）

 

図表 2.6-26 出光美術館 （左：東京・丸の内、右：北九州・門司） 

    

 

 

出典：出光美術館 HP より作成 
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平成１９年２月

 

（４）－３ 紀尾井ホール 

①趣旨・目的 ・半世紀にわたる新日鉄コンサートや、新日鉄音楽賞などを通じて積み重

ねてきた経験を生かし、＜発掘・創造・育成・交流の場＞をテーマに音

楽家と聴衆を結び、クラシックと邦楽の心をつなぐ 

②主体・協働者 ・建設主体：新日本製鐵(株) 

・運営：(財)新日鐵文化財団 

③設置経緯 ・新日鉄は創立以来一貫して、日本経済の発展を支えるとともに芸術文化

においても「新日鉄コンサート」や「新日鉄音楽賞」の創設などを通じ

て音楽分野に対する支援を継続してきており、1990 年、社の創立 20 周

年を機に、記念事業の一環として、音楽活動の拠点たる「紀尾井ホール」

の建設を開始し、1995 年４月に開館 

④運営方法 ・チケット販売、会員費、協賛費、グッズ販売、バー、貸しホールなど 

⑤設置・運営費

等 

・新日鐵文化財団がホール主催公演を作成・開催し、運営。 

・(有)紀尾井ホールサービスがホール使用の運営。 

・協賛会社：赤坂プリンスホテル、オーエムシーカードなど 

⑥その他 ・施設：室内オーケストラの演奏に最もふさわしい音響空間を創造するシ

ューボックス形式の紀尾井ホール（800 席）、邦楽の演奏にふさわしい明

瞭な響きの音空間を演出する紀尾井小ホール（250 席） 

・紀尾井ホールレジデント・オーケストラ：紀尾井シンフォニエッタ東京

・新日鉄音楽賞：1990 年(平成 2年)新日本製鐵創立 20 周年と新日本製鐵

が提供してきた「新日鉄コンサート」放送 35 周年を記念して設けられ

た音楽賞 

 

図表 2.6-27 紀尾井ホール 図表 2.6-28 紀尾井シンフォニエッタ東京

  

出典：紀尾井ホール HP より作成 
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平成１９年２月

 

（４）－４ サントリーホール 

取組み概要  

①趣旨・目的 ・音楽を愛する人々がともに集い、奏でること、聴くことを堪能し合う響

きの空間を提供 

②主体・協働

者 

・サントリー 

③設置までの

経緯 

・1899 年の創業以来、事業による利益は「顧客へのサービス」「事業の拡

大」そして「社会への還元」に使わなければならないという信念を持ち、

「利益三分主義」を唱えて社会福祉活動・慈善活動に力を注いだ。それ

を引き継いだ第二代社長佐治敬三は、コンサートホールや美術館の運営

など、特に文化の面で貢献。サントリーホールは 1986 年に東京初のコン

サート専用ホールとして開場 

④運営方法 ・チケット販売、会員費、ギフトショップ、バー、貸しホールなど 

⑤設置・運営

費用等 

・不明 

⑥その他 ・施設：大ホール、小ホール、ホワイエ（ロビー）、貸しホール、アークカ

ラヤン広場など。世界最大級のパイプオルガンを有する 

・2004 年から、豊かな音楽文化に貢献するため、ホール活動の主要な柱と

して「ひろがれ！音楽の恵み」の標語のもと、「エデュケーション・プロ

グラム」を開催。「若い世代にクラシックのすばらしさを伝える」「豊か

な文化生活へのいざない」「アーティストの飛躍のために」と銘打った活

動を実施中 

 

図表 2.6-29 エデュケーション・プログラムのロゴマーク 

 

出典：紀尾井ホール HP より作成 

 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 67

平成１９年２月

 

（４）－５ サントリー美術館 

①趣旨・目的 ・「美を結ぶ。美をひらく。」をミュージアムメッセージとして、名作や名

品の「生活の中の美」を愉しんでもらう 

②主体・協働

者 

・サントリー 

③設置までの

経緯 

・1899 年の創業以来、事業による利益は「顧客へのサービス」「事業の拡

大」そして「社会への還元」に使わなければならないという信念を持ち、

「利益三分主義」を唱えて社会福祉活動・慈善活動に力を注いだ。それ

を引き継いだ第二代社長佐治敬三は、コンサートホールや美術館の運営

など、特に文化の面で貢献。1961 年東京・丸の内に「生活の中の美」を

基本理念に開館。 

④運営方法 ・入館料、会員費、ショップとカフェの運営。 

⑤設置・運営

費用等 

・不明 

⑥その他 ・ 2007 年  六本木にリニューアルオープン  

・「生活の中の美」をテーマに、絵画、陶磁、漆工、ガラス、

染織など、日本人の生活に密着した作品を主体とする総数

約 3,000 件を有する。うち、国宝 1 件、重要文化財 12 件、

重要美術品 8 件を所蔵  

・エデュケーション・プログラムとして、講演会やワークショップ、フィ

ールドワークなどを開催 

 

図表 2.6-30 サントリー美術館 外観 

 

 

出典：サントリーHP より作成 
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平成１９年２月

（５）教育 

（５）－１ キッザニア東京（Kidzania Tokyo） 

（子供たちが遊びながら仕事を学べる疑似体験施設） 

①趣旨・目的 ・2～12 歳のこどもたちを主な対象として、好きな仕事にチャレンジし、

楽しみながら社会の仕組みを学んでもらう 

②主体・協働者 ・主体：株式会社キッズシティージャパン 

・オフィシャルスポンサー（44 社）、シアタースポンサー（3 社）、協

賛会社（3社） 

③設置経緯 ・キッズシティージャパン社長の住谷氏が 2003 年にメキシコのキッザ

ニアを視察。そのコンセプトに感銘を受け、日ごろ日本で感じてい

たニート等の若年層への不安感を改善できる環境を提供できるので

はと考え、オープンにこぎ着けた 

④運営方法 ・スポンサー料：１企業あたり数千万円程度 

・入場料 

⑤設置・運営費等 ・不明 

⑥その他 ・1999 年キッザニア 1号店（メキシコシティ、年間約 82 万人来場） 

・オフィシャルスポンサーは単独のパビリオンにて、業務内容を再現

したアクティビティやユニホームなどを提供。ブランドアピールの

場でもある。シアターサポーターは劇場のサポート、協賛会社は施

設内の各種設備や機材、サービスの提供を行っている 

・キッザニアの通貨（キッゾ）で給料が支払われ、キッゾを使って、

いろいろなサービスを受けたり、ショッピングをすることができる。

銀行でキャッシュカードの発行、ATM での引き落としや次回の来場ま

で貯金もできる。大人はアクティビティには参加できず、外部から

の見学や大人専用ラウンジなどを利用 

・セキュリティ用のブレスレットを導入し、入場者の管理を徹底 

図表 2.6-31 キッザニアタウンマップ 

  

出典：キッザニア東京 HP および日経ビジネス 2006/08/21 より作成
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平成１９年２月

 

（５）－２ アフリカ学校建設 

（住友信託銀行他 4 社が連携し、アフリカ（ケニア・タンザニア・ウガンダ・ザンビア）

の小学校建設費を負担） 

①趣旨・目的 ・深刻な貧困問題を抱えているアフリカのサブサハラ地域において、小学

校の建設など、子どもたちを対象とした教育の支援 

②主体・協働者 ・特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ） 

・住友信託銀行、住友生命、三井住友海上火災、住友化学 

③設置経緯 ・住友化学がマラリア対策として開発した防虫蚊帳で得た利益を、「アフ

リカの人たちの生活改善に活かせないか」と考え、グループ各社に呼び

かけ実現 

④運営方法 ・運営：現地の住民、政府、各国のワールド・ビジョン事務所など 

⑤設置・運営費

等 

・建設費（4000 万円：1000 万円×4社で負担） 

⑥その他 ・住友化学と WVJ は 2005 年 8 月から、タンザニアとケニアの 2 カ国でそ

れぞれ 1校の小学校の建設開始。さらに 3社の参加により、さらに 4件

の建設を計画 

 

図表 2.6-32 教室内風景 

 

出典：住友化学(株)HP、「国際開発ジャーナル」（No.591、2006.2）より作成 
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平成１９年２月

 

（５）－３ コスモ子ども地球塾 

（自然体験プログラム「コスモわくわく探検隊」、子どものための自然アートワークショッ

プ、Web 環境教育サイト「エコネッツ」、地球環境ブックの配布） 

①趣旨・目的 ・「コスモ石油としてオリジナリティのある活動を行う」、「社員が参加し

て活動する」、「経営状況に左右されず長期継続する」を基本方針に、「未

来の社会をつくる子どもたちの啓発」、「人間社会が存続するための基盤

である地球環境の保全」、「平和で心豊かな文化的社会の構築」をコンセ

プトとして取組む 

②主体・協働者 ・コスモ石油 

・サポーター：環境活動を行っている会社、NPO、団体など 

③設置経緯 ・1992 年から全社的な社会貢献活動への取り組みを、②に示した基本方針、

コンセプトの元にスタート 

・1993 年に、初めての社会貢献プログラムとして交通遺児の小学生を対象

とした自然体験プログラム「コスモわくわく探検隊」を開催し、以来 10

年以上にわたり毎年、継続実施 

④運営方法 ・コスモ石油エコカード基金 

・「コスモわくわく探検隊」は毎年 20 名程度のコスモ石油グループ社員が

ボランティアとして参加し、運営 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・環境教育ウェブサイトにて石油や地球環境などの解説や、環境活動に取

り組んでいる人物（エコネッツ・マスター）を紹介 

・「ずっと地球で暮らそう。」プロジェクトとして、コスモ石油エコカード

基金で途上国と子どもたちの環境教育支援を実施 

 

図表 2.6-33  ワークショップの様子 

出典：コスモ石油 HP より作成 
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（５）－４ 少年少女発明クラブ 

（市原・袖ヶ浦少年少女発明クラブと住友化学千葉工場では、2002 年から小・中学生を対

象に、化学実験や工作を通じて科学的創造性を養う活動を行っている） 

①趣旨・目的 ・青少年の自由闊達な想像力を尊重し、科学技術に対する夢と情熱を育み、

創造力豊かな人間形成を図る 

②主体・協働者 ・主体：(社)発明協会 

・協力：住友化学など、各地方自治体、教育委員会、学校、企業など 

③設置までの

経緯 

・1974 年に発明協会の少年少女発明クラブ事業として設立 

・住友化学千葉工場では、工場の操業 35 周年の記念事業として取組を開

始、社内に事務局を置いて開設 

・この地域を故郷とする企業として、自分たちの得意とする分野で何か地

域に貢献できないかと考え、社員からのアイデアを実現 

④運営方法 ・協力企業からの資金提供など 

・市原・袖ヶ浦での活動の場合、後援･･･市原市、袖ヶ浦市、運営・資金

提供･･･住友化学、指導･･･（社）発明協会 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・全国各都道府県に、192 のクラブが設置され、9,000 人以上のクラブ員

が所属（2006 年 8 月 1日現在） 

 

 図表 2.6-34 活動サイクル   図表 2.6-35 活動の様子 

 

 

出典：少年少女発明クラブ HP、住友化学 HP および地域情報紙シティライフ HP より作成 
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（５）－５ カンボジア学校建設 

①趣旨・目的 ・長期の内戦によって失われたカンボジアの教育基盤の早期回復を願い、

カンボジアの未来を担う子どもたちへの教育を支援 

②主体・協働者 ・主体：(財)日本ユニセフ協会 

・パートナーシップ：イオン（2001～2003 年）など 

③設置までの

経緯 

・1989年に環境保全と社会貢献活動を行う「イオン 1％クラブ」を設立 
・業績に関わらず継続的に活動するため、グループ優良企業各社が税引き

前利益の 1％を拠出し、「環境保全」「国際的な文化・人材交流、人材育

成」「地域の文化・社会の振興」「支援事業及び寄付」を柱に事業を実施

・2000～2003 年にカンボジア学校建設への支援を実施 

④運営方法 ・個人・団体からの寄付金 

・イオン：お客からの募金とイオン１％クラブからの寄付 

⑤設置・運営費

用等 

・2000～2003 年度にかけて、149 校を寄贈 

・支援額は約 3億円（店頭募金：約 1億 4700 万円、イオン１％クラブ：1

億 5,400 万円） 

⑥その他 ・学校建設以外に、「教育システム」の面から、教師の再教育研修、子ど

もたちのへの奨学金制度、PTA への啓蒙活動、コミュニティのセンター

としての学校などのプロジェクトも進行（イオン）。 

 

図表 2.6-36 建設校舎（左：旧校舎、右：新校舎） 

  

出典：イオン HP より作成 
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（５）－５ タイ学校建設 

①趣旨・目的 ・タイ王国の次代を担う子どもたちへ、より良い学習環境を提供する 

②主体・協働者 ・NGO「アジアの女性と子どもネットワーク」 

・NTT ドコモ 

③設置までの

経緯 

・NTT では、1992 年に「社会貢献委員会」と「社会貢献推進室」を設置し、

積極的かつ継続的に社会貢献活動に取り組んできた。現在は、NTT グル

ープの基本的な考え方を踏まえ、NTT グループ各社が各々の事業特性に

あわせた活動方針に沿って、さまざまな社会貢献活動を推進 

・その中で NTT ドコモがタイの学校建設を 1998 年より支援 

④運営方法 ・NTT ドコモが NGO の活動を助成 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・1998 年から学校建設を支援し、2006 年までに 9校の学校を建設 

・2005 年度は、インド洋大津波の被害を受けたタイ南部において、保育園

及び小・中学校の校舎再建を支援 

 

図表 2.6-37 支援の様子 

 

出典：NTT ドコモ HP、日本財団 HP、NGO キャンヘルプタイランド HP より作成
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（６）福祉・健康 

（６）－１ 川鉄千葉病院 

①趣旨・目的 ・川崎製鉄の従業員とその家族、さらに多くの地域の皆様に信頼される医

療を提供。「安全かつ質の高い医療を提供し、患者さんに信頼される病

院」をめざす 

②主体・協働者 ・川崎製鉄健康保険組合 

（千葉県千葉市中央区） 

③設置までの

経緯 

・昭和 41 年に川崎製鉄健康保険組合立として開設 

④運営方法 ・診察・入院などの医療費など 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・その他施設：訪問看護ステーション、付属看護学校（3年課程）  

・病院機能評価機関である（財）日本医療機能評価機構の認定病院 

・千葉県の救急二次指定病院 

・糖尿病教室の開催（月 2回） 

・病床数：360 床 

 

図表 2.6-38 川鉄千葉病院外観 

 

出典：JFE 健康保険組合川鉄千葉病院 HP より作成 
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（６）－２ (財)朝日生命成人病研究所 

①趣旨・目的 ・生活習慣病の研究を行い、生活習慣病に対する施策に寄与する 

・生活習慣病に関する情報提供や、生活習慣病予防のためのセミナーの

開催など、健康分野に対する取組みを積極的に展開 

②主体・協働者 ・朝日生命 

③設置までの経

緯 

・昭和 35 年、朝日生命保険相互会社の創業 70 周年事業の一環として、

東京丸の内（後に新宿に移転）に設立、昭和 60 年には、同社の創業

100 周年記念事業の一環として、丸の内センタービル内に朝日生命糖

尿病研究所が開設され、糖尿病に関する研究・診療体制を拡充 

・その後、平成 16 年 3 月、集約化による研究・診療体制の充実を図る

ことを目的に、両研究所を丸の内に統合し、現在に至る 

④運営方法 ・事業収入、寄付金収入など 

⑤設置・運営費

用等 

・事業・寄付金収入などを研究業費、研究助成費、管理費などに運用 

⑥その他 ・当院の生活習慣病専門病院としての特徴を会社診療所や地域医療機関

の先生および医療スタッフの方々に活用していただける窓口として

医療連携室を設置 

・6つの研究室などの研究施設と外来・入院診療施設（病床数 40 床）を

備えた附属丸の内病院があり、成人病（生活習慣病）に関する基礎的

研究および診療を通しての臨床的研究の成果は年報に収録・刊行さ

れ、学会その他において多大な評価を得ている 

・東京都から「特定公益増進法人」の認可を受け、寄附について、税制

上、次の様な特別措置が認められている 

「所得税」･･･特定寄附金として所得税控除の対象となる 

「法人税」･･･一般寄附金の損金参入限度額と同額まで別枠で損金参入

できる 

「相続税」･･･寄附財産として相続税が非課税となる 

図表 2.6-39 外来入り口 

 

出典：(財)朝日生命成人病研究所 HPより作成 
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（６）－３ 東芝林間病院 

①趣旨・目的 ・「人を大切にする医療を実践して社会に貢献する」を基本理念として、

他医療機関と連携して患者中心の地位に密着した病院を目指す 

②主体・協働者 ・東芝健康保険組合（神奈川県相模原市） 

③設置までの

経緯 

・昭和 28 年、東芝の 7つの健康保険組合により共同設立 

④運営方法 ・診察・入院・検診・ドックなどの医療費など 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・救急指定病院、相模原市夜間二次救急医療協力機関、林間訪問看護ステ

ーション（訪問看護、在宅介護支援事業）併設 

・健康管理センター、リハビリセンター（リハビリテーション総合承認施

設）、血液透析センター、内視鏡センター 、介護教室 を開設 

・病床数 199 床 

 

図表 2.6-40 病院外観 

 

出典：東芝林間病院 HP より作成 
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2.6.3. 地域との共生に関する課題 
 
先に示したとおり、臨海コンビナートと地域との共生のためには企業が連携して、地域住

民や行政とも対話しながら地域づくりをすすめることが望ましい。 
2.6.2では、地域との共生に係る成功例として、各種成功事例を調査した。企業の社会貢献
活動への取組意欲は高く、地域で様々な活動が行われているが、これら成功事例からは、地

域の特性に着目した地域ならではの施設整備が重要であること、地域環境の向上や地域活性

化に寄与すること、更には複数企業また企業と行政とが連携して地域づくりに取り組むこと

で、関係主体相互の競争力強化やブランド力強化、そのアピール等のシナジー効果を志すべ

きことを伺い知ることができる。 
上記に基づくと、京葉臨海コンビナートの企業間連携や競争力強化と連動して進めるべき

取組として、 
○ コンビナート及び周辺の特性・資源を最大限に活かせる取組 
○ 地域環境の向上や地域活性化に大きく寄与する取組 
○ 対外的なアピール度が高い先進的な取組 
○ 地域住民と企業双方にとってメリットが高い取組  

が有効であることがわかる。 
ここでは特に京葉臨海コンビナートでの取組という観点から、化学・石油産業に代表され

る様々な産業集積を活かせる点、２１世紀に人類が取り組むべき地球環境保全に資し、企業

間連携を通じた省エネ・新エネ等環境活動へ取組を進める点、そして、それらの活動が、地

域住民と企業双方にとってメリットが生み出される点などを重視することにより、（１）環

境・エネルギー、（２）学術研究、（３）緑化保全の３分野について重点的に地域共生施策を

進めることが大きな課題と認識される。 
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－京葉臨海コンビナート地域での取組が有効な３分野－ 

 

（１）環境･エネルギー 

 京葉臨海コンビナート地域に特徴的なエネルギーや素材を活用し、地域の環境負荷等に資す

る取組。また、コンビナートそのものを企業間連携のもとに観光素材として演出し、地元や首

都圏、あるいは全国、世界から人が集まる観光拠点となり得る取組。 

 

（２）学術研究 

イギリスのエデンプロジェクトなどのように、地球環境・エネルギーに関する研究・教育・観

光的側面を兼ね備えた研究施設を地域内に整備することで、企業と地域が協働しながら地球環

境･エネルギー問題のあり方を研究できる取組。 

 

（３）緑化保全 

企業毎の取組に留まるのではなく、各社が連携してコンビナート全体として緑地を確保･整

備することにより、地域にとって、より便益の高い効果が期待できる取組。 

 

 


