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SDGs学習プログラム
「SDGs未来都市」北九州市ならではのSDGs探求学習に役立つ情報をまとめています。

SDGs学習プログラム

◆事前学習資料

SDGs未来都市北九州【事前学習用動画】 北九州市が目指すまち（動画）

マンガで分かる！SDGsって何？

◆事前学習シート

SDGsについて考えてみよう！

〜あなたが未来のためのできることは何？〜

ダウンロード [PDF：214KB]



◆SDGsに関する講演可能な団体等

講演可能な団体リスト

ダウンロード [PDF：355KB]



北九州市の公害克

服の歴史を学ぼう

深刻な公害を克服した

当時の様子や、公害克

服の歴史が学べます。

地球環境とわたした

ち

地球温暖化やカーボン

ニュートラルなどの環

境問題に、一人一人が

できる取組みを学べま

す。

北九州市の環境へ

の取り組みを学ぼう

『SDGs未来都市 北九

州市』が行っている、住

む人にやさしく、環境に

配慮したまちづくりを紹

介しています。

北九州エコハウス

～住まいから考える

環境～

本館に併設する北九州

エコハウスでは、環境配

慮技術と環境にやさし

いくらし方の工夫が学

べます。

北九州市環境ミュージアム
北九州の環境学習のスタートはここから！

SDGs学習プログラム 東田エリア

北九州市は�SDGs来来都市�に選ばれるなど、国内外から注目されています。市民‧企業‧大学‧行政が一体となって、厳しい公害

を克服してきた歴史や私たちを取り巻くカーボンニュートラルなどの環境問題、北九州市の環境への取組みなどを体験を通し

て学ぶことができます。

子どもたちと会話しながら環境問題への気づきや理解を深めてくれるガイドが学習のお手伝いをしま

す。

北九州地球の道

地球誕生から現在までの46億年の壮大なドラマを、460ｍのフィールドに置き換えて自分の足で歩いて体験する「地球の

道」。脚本家‧倉本聰氏が塾長を務める富良野自然塾のプログラムをガイドがご案内します。

地球を知ることで地球のすばらしさを感じる、地球環境をテーマにしたプログラムです。

プログラム参加料 （１人当たり）大人/500円（税込）高校生以下/250円（税込）

条件 小学３年生以上

申込 TEL：093-663-6751

※東田第一高炉史跡広場が改修工事等で閉鎖中のため、中止しています。

体験版（短縮版）のみ開催となります。



プログラム例１　

分別ゲーム

身の回りのごみを実際

に分別します。全員で正

解を確認しながら、ごみ

を出す際の注意点など

を学びます。人数によっ

て、1人1つ、または1グル

ープ１つといった分別体

験になります。

プログラム例２　

ディスカッション

「SDGsを自分事にし

よう」

ＳＤＧｓを自分の事とし

て捉えるため、一人ひと

りが世界に貢献できるこ

とはなにか、環境ミュー

ジアムスタッフと一緒に

考えます。

プログラム例3　

環境クイズ

環境クイズにチャレン

ジ！ゲーム感覚で環境豆

知識を学び、自分たちに

できることを学びます。

体験学習プログラム

体験学習プログラムは複数あります。人数や学習目標に合わせたオーダーメイドプログラムです。

※他にも多数あります。

環境トーク

展示見学

ふりかえり

環境学習コンシェルジュが北九州市での環境学習をお手伝い！

環境学習施設での体験プログラム‧テーマに応じた施設紹介、エコツアー企画など、市内の環

境学習全般についてコンシェルジュにご相談ください！

TEL：093-663-6755

E-MAIL：docoeco@eco-museum.com

Facebook：https://www.facebook.com/docoeco

住所 北九州市八幡東区東田2-2-6

連絡先 093-663-6751

休館日 月曜日（祝日‧休日の場合は翌日）、年末年始

開館 展示部分／エコハウス‧9：00～17：00（入館は16：30まで）

情報ライブラリ／リユースコーナー‧9：00～19：00（土日祝日は17：00まで）

入館料 無料

HP http://eco-museum.com/

※プログラム実施は予約が必要です。人数に制限があるため、くわしくはお電話にてお問い合わせください。



リサイクル工場を見

学しよう

リサイクル工場では私

たちが出したごみがリ

サイクルされる現場を

見学できます。

リサイクル原料や製

品を触って学ぼう

エコタウンセンターの

展示ホールではリサイ

クル原料や製品が展示

されており、見て触って

リサイクルを身近に感

じることができます。

自動車リサイクル事

業

ペットボトルリサイ

クル事業

北九州エコタウン
日本最大級のリサイクル団地

SDGs学習プログラム 若松エリア

北九州市は長年にわたる「ものづくりのまち」としての産業基盤や技術力、公害克服の過程で培われた人材‧技術等を活かし、

資源循環型社会の実現を目指しています。北九州エコタウンには、リサイクル工場がたくさん集まっており、わたしたちがごみと

して出したものがエコタウンで資源に生まれ変わる過程を学ぶことができます。

なぜリサイクルが必要かを学ぼう

セミナールームで私たちが毎日出すごみのゆくえや、なぜリサイクルが必要かを、説明員と一緒に考

えます。

体験学習プログラム 105分滞在の場合

エコタウン事業を環境学習の生きた教材として活用する拠点が北九州市エコタウンセンター。 まずエコタウンセンターで

ごみ問題やリサイクルに関する基本的なレクチャーを受けた後、実際にリサイ クル工場の現場を見学します。

概要説明 工場見学

写真は自動車リサイクル工場

工場見学

写真は家電リサイクル工場

「見学できるリサイクル工場」ペットボトル‧OA機器‧自動車‧家電‧蛍光管‧食用油‧廃木材‧廃プラスチック‧etc.（見学日

の2週間前までに要予約。曜日‧時間等に制約あり。詳細は要問合せ）



リサイクル工場見学 太陽光発電見学 風力発電見学

エコ関連施設が集まるエコタウンで資源循環、 
地球温暖化防止を学ぼう！

※その他、ご希望があれば時間の短縮、及びコース変更も可能。 

※バスが複数台の場合は、入れ替えプランで対応可能。

住所 北九州市若松区向洋町10-20

連絡先 093-752-2881

休館日 日祝日、年末年始

開館 ９：00～17：00

定員 200名（100名を超える場合はご相談ください。）

入場料 無料（工場見学の場合、市外の方は資料代として子供50円、高校生以上100円要）

HP http://www.kitaq-ecotown.com/



リサイクル工場見学 太陽光発電見学 風力発電見学

次世代エネルギーパーク

SDGs学習プログラム 若松エリア

北九州市若松区響灘エリアに立地しているエネルギー関連施設（太陽光発電、風力発電、暮らしを支えるエネルギー供給施設）

などの見学ができます。環境未来都市北九州市でエネルギー技術と私たちが目指す低炭素社会を楽しく学ぶことができます。

未来のエネルギーを学ぼう！

様々なエネルギーの特徴のほか、私たちが抱えているエネルギーの問題や解決への

取組みについて学べます。

体験学習プログラム 105分滞在の場合

概要説明

※曜日によって、見学施設が異なります。

施設見学

石炭‧太陽光‧風力‧石油‧天然ガス‧バイオマス

エコ関連施設が集まるエコタウンで資源循環、 
地球温暖化防止を学ぼう！



※その他、ご希望があれば時間の短縮、及びコース変更も可能。 

※バスが複数台の場合は、入れ替えプランで対応可能。

住所 北九州市若松区向洋町10-20

連絡先 093-752-2881

休館日 日祝日、年末年始

開館 ９：00～17：00

定員 200名（100名を超える場合はご相談ください。）

入館料 無料（工場見学の場合、市外の方は資料代として子供50円、高校生以上100円要）

HP https://www.kitaq-ecotown.com/enepa/

※見学希望日２週間前までに要予約。１名からＯＫ。無料。



チュウヒ

（国）絶滅危惧ⅠＢ類

（県）絶滅危惧ⅠＡ類

国内希少野生動植物種

ベッコウトンボ

（国）絶滅危惧ⅠＡ類

（県）絶滅危惧ⅠＡ類

国内希少野生動植物種

カヤネズミ

（県）絶滅危惧Ⅱ類

ミサゴ

（国）準絶滅危惧

響灘ビオトープ
時といのちが創った日本最大級のビオトープを体感しよう！

SDGs学習プログラム 若松エリア

若松区響灘地区の廃棄物処分場跡地に位置する日本最大級の広さ41haのビオトープです。

園内では絶滅危惧種を含めた様々な動植物が確認されており、自然とふれあいながら生物多様性の重要性や生態系の仕組み

を学べる場所です。

写真提供：岩本 光徳



体験学習プログラム

ネイチャーセンターでの概要説明

響灘ビオトープに生息する生き物や、ビオトープができるまでな

どをパネルなどでわかりやすく展示しています。見どころの最新情

報もお知らせしています。また、カヤネズミ等の飼育もしていま

す。

ビオトープの見学

台地（草原）‧湿地‧砂礫地にわかれた約41ヘクタールのビオトー

プをガイドの説明を聞きながら見学します。運がよければチュウ

ヒやミサゴなど珍しい鳥を見ることができます。

住所 北九州市若松区響町一丁目126-1

連絡先 093-751-2023

休園日 毎週火曜日（ただし、火曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3）

開館 9～17時（入園は16：30まで）

入園料 ネイチャーセンター入館無料、ビオトープ園有料

※ビオトープ園　小‧中学生無料、一般100円

一般団体料金（30人以上）70円、年間定期券400円

駐車場 無料（普通車65台、大型バス12台）

HP http://www.hibikinadabiotope.com



生ごみコンポストづくり体験

SDGs学習プログラム 若松エリア

生ごみコンポストづくり体験

生ごみが数日で分解し堆肥に生まれ変わる�魔法のカゴ�をつくります

北九州市は、ごみ問題で悩んでいる東南アジアの国々において、生ごみを数日で堆肥に変える「魔法のカゴ‧生ごみコンポ

スト」づくりを通して、環境国際協力を行っています。我が国においても、ごみ問題は深刻な課題です。毎日出てくる生ごみ

を、堆肥にかえる「コンポストづくり」を体験し、資源循環やごみ問題について学びます。家庭や学校においてSDGs（持続可

能な開発目標）に貢献する取り組みになります。

体験：学校や家庭で簡単にできる 環境への貢献 さぁ！ はじめよう！

生ごみがなくなっているのを体感できる、感動間違いなしの体験！

北九州発の生ごみコンポスト化技術により、東南アジア各地の多くの人に喜ばれているタカクラ式コンポストについて説

明を聞き、実際にコンポスト作りを体験します。このコンポスト化は学校や家庭から出るごみを減らすだけでなく、花や野

菜を元気に育て、また地球環境にも貢献できる素晴らしい活動です。

※生ごみの変化の状態は、季節や気温により変わります。

申込 北九州市観光課

連絡先 093-551-8150

料金 材料費：コンポスト機材（実費）

(2022年現在　１個　約2,000円)

講師料：5千円/日　プラス　かごの個数×2000円/日

［変化が目で見える2日コース］

［ダイジェスト1日コース］

人数 80名まで（コンポスト１個につき５～８名）

（それ以上の場合も応相談）

場所

（講座会場）

ご相談に応じます。（但し、市内に限る）

所要時間 ［変化が目で見える2日コース］ 1.5時間×2日

［ダイジェスト1日コース］ 2～3時間×1日　←おすすめ

講師 北九州市コンポストアドバイザーの会



広々とした図書室 展示は四半期ごとに変更しています 民族衣装を着たスタッフ 海外からの研修員受入も行っていま

す

JICAFe 今日は何を食べますか？ タンドリーチキン（インド） ナシゴレン（インドネシア）

JICA九州
（独立行政法人国際協力機構九州センター）
北九州市で国際協力を学ぼう！

SDGs学習プログラム その他のエリア

九州唯一のJICA（国際協力機構）で国際感覚を身に付ける！

JICA 九州では、地域の自治体や大学、NGO、民間企業などと連携し、世界各国から研修員を受け入れる事業や途上国へ技術支

援を行う活動など、SDGs に関連する幅広い取り組みを行っています。また市民のみなさんに国際協力、国際理解を深めるため

のプログラムも提供しています。

海外の知られざる情報を学ぼう！

開発途上国や国際協力をテーマにした展示を、国際協力の経験があるスタッフが分かりやすく説明します。

また、図書室では国際協力や海外に関する書籍、資料、教材が充実しています。

JICAFe(ジャイカフェ)で世界の食文化を知ろう
緑が見えるオープンテラス「ジャイカフェ」では、アジア‧アフリカなど月替わりで世界の料理を食べることができます。また

「TABLE FOR TWO」対象メニューをご購入いただくと、1食につき、20円（開発途上国の給食1食分）が、同プログラムに寄

付されます。食事を通して世界のことを考えましょう。



体験学習プログラム  120分滞在の場合（例）

※学習目的‧人数‧滞在可能時間に合わせ、全て「オーダーメイド」でプログラムを構成できます。

※新型コロナウイルスの流行状況に応じて対応人数の上限を設けさせていただくことがあります。

国際協力について知ろう（30分）

国際協力や政府開発援助（ODA）につ

いて動画などで紹介。

SDGsやJICA協力隊のことを知

ろう（60分）

SDGsについて考えるためのワークシ

ョップや開発途上国で活躍したJICA

協力隊経験者による途上国の文化や

活動を紹介。

世界の抱える課題を知ることだけで

なく、将来のことを考えるキャリア教

育の機会にも活用いただけます。

館内案内（30分）

様々なテーマで途上国の現状や課題

を知ることができる館内展示、国際協

力に関する書籍が見つかる図書室な

どを見学。

私たちがお待ちしています！

お気軽にご相談ください！

JICA九州（独立行政法人国際協力機構九州センター）

住所 北九州市八幡東区平野2-2-1

TEL 093-671-6311

開館時間 9：30〜17：45

（図書室:火～金曜日は12:00～20：00、土‧日曜日は10:00～18:00）

休館日 土日祝日、年末年始

体験学習料金 なし

バス駐車場 大型バス1台

駐車料金 無料

定員 10〜40名（人数については、ご相談ください。）

HP https://www.jica.go.jp/kyushu/index.html



事前説明 トレッキング風景

平尾台
豊かな自然を通じて自然と人との共生を学ぼう！

SDGs学習プログラム 小倉エリア

新型コロナウイルス拡大防止のために、プログラムの休止や館内への入場制限を行っています。

福岡県北東部に位置する平尾台は、九州髄一のカルスト台地として、北九州国定公園‧国の天然記念物に指定 されています。白

く丸みを帯びた石灰岩が草原で遊ぶ羊の群れのように見える「羊群原」や、地下に形成された 鍾乳洞など、自然が創り出した絶

景が広がっています。一方では、日本屈指の石灰石鉱山の側面を併せ持ち、 「自然保護エリア」「産業エリア」、その間に位置する

「バッファゾーン」に区分され共生する形をとっています。 ケイビング体験やトレッキングを通じて、自然を満喫しながら�自然と人

との共生�について学ぶことができます。

平尾台ケイビング体験（洞窟探検）

日本有数のカルスト台地‧平尾台で、神秘的な地底‧台地を探検しよう！

※ケイビング体験は当面の間、休止しています。

平尾台を形づくる石灰岩は、約三億五千万年前に赤道付近にあったサンゴ礁が、海洋プレートの運動で はるばる旅をしてきたと考えられています。鍾乳洞では、石灰岩が

雨水などで溶食されてできた多様な 鍾乳石や洞窟にすむ生き物を観察することができます。

平尾台には歩きやすいように整備された観光鍾乳洞もありますが、今回紹介しているケイビングは、一般には公開されていない自然のままの真っ暗な洞窟に入るエキサ

イティングなプログラム。人数（～20名）によっては時間やルートの調整可能。洞窟内の気温は年間をとおして約15度。夏は涼しく、冬は暖かく感じます。

15名以上　4,000円

15名未満　5,000円

※120分　保険料‧入洞料込

カルスト台地トレッキング

雄大な平尾台のカルスト地形をめぐりながら生命や地球の誕生、自然の偉大さを考えることができます。

四季折々の野草や野鳥との偶然の出会いも楽しみの一つです。

※トレッキングコース内容‧時間‧人数についてはご相談ください。



毎年２月頃

平尾台に春を呼ぶ野焼きが官民一体と

なって行われます。

春

植物がいっせいに芽吹き、ヒバリやウグ

イスのさえずりが聞こえてきます。

夏

草原の緑と、白い石灰岩のコントラスト

が美しい季節です。

秋

一面のススキが陽の光を受けて黄金色

に輝きます。

タカサゴソウ（春）

環境省絶滅危惧Ⅱ類

福岡県絶滅危惧Ⅱ類

北九州国定公園指定植物

ノヒメユリ（夏）

環境省絶滅危惧ＩＢ類

福岡県絶滅危惧ＩＢ類

北九州国定公園指定植物

ムラサキセンブリ（秋）

環境省絶滅危惧Ⅱ類

福岡県絶滅危惧Ⅱ類

北九州国定公園指定植物

キクガシラコウモリキジ キジ カルスト地形（ドリーネ）

平尾台では、毎年２月頃に野焼きが行われます。野焼きにより森林に遷移することを抑制することで、今は希少 となってしまった

里山環境が守られています。これにより、草原性の動植物のすみかとして、生物多様性において も重要な役割を担っています。自

然とのふれあいの中で、「手つかずの自然」とは異なる「手を加えることで維持し ている半自然」を体感することができます。

ソラランド平尾台（平尾台自然の郷）

北九州国定公園に指定されるエリアと石灰石鉱山に挟まれた、「自然と人との共生」を理念とする自然体験パーク。カルストガ

イドやケイビングなどの特徴的な自然体験プログラムを多数実施しています。

住所 北九州市小倉南区平尾台1-1-1

連絡先 093-452-2715

休園日 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

開館 3~11月：9時～17時、12~2月：10時～16時

定員 体験プログラムにより異なる

入園料 無料（体験プログラムは有料）

HP https://cocokite-yokatta.jp/



平尾台自然観察センター

平尾台自然観察センターでは、平尾台の自然や歴史をはじめ、動植物の情報や散策コースなどを紹介しています。ハイビジョン

シアターでは、映像鑑賞もできます。(※R5年度 受入れ不可の時期があります。事前にお問い合わせ下さい。)

住所 北九州市小倉南区平尾台1-4-40

連絡先 093-453-3737

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始（12月29日～1月3日）

開館 9：00～17：00

定員 体験プログラムにより異なる

入館料 無料（体験プログラムは有料）

HP http://www.hiraodai.jp/hnoc/



シャボン玉石けん(株)
SDGs学習プログラム 若松エリア

良質な天然油脂を原料に、昔ながらの釜炊き製法で時間をかけながら、人と環境にやさしい無添加石けんを作り続ける、老舗

メーカー。熟練職人の手によって石けんが出来上がる工程を見学することができ、身近なものが環境に与える影響について、年

齢層に合わせて説明いたします。また、SDGsへの取り組みについても紹介いたします。

住所 北九州市若松区南二島2-23-1

TEL 093-588-5489（工場見学専用電話）

見学可能日時 月～金 ※土曜日は要相談

10：00〜11：30 または 13：30〜15：00

定員 最大 140名

※越える場合は要相談

HP https://www.shabon.com/factory/index.html

※工場見学の実施状況：ホームページにてご確認ください。



ＴＯＴＯのこころざし 洗浄水量の変遷 海外商品の展示 ものづくりの流れ

ＴＯＴＯミュージアム

SDGs学習プログラム 小倉エリア

ＴＯＴＯミュージアムは、2017年に創立100周年を迎えたＴＯＴＯの記念事業として、2015年８月に開設しました。 

ＴＯＴＯが受け継いできた創業の精神や、ものづくりの想いとともに日本の水まわり文化や商品の変遷を約1,000点の展示品で

紹介しています。 

見学用の冊子を使いながら、ガイドが館内を分かりやすくご案内いたしますので、社会科見学や環境修学旅行にもぜひご活用

下さい。

＜見学内容＞

（約70～80分）

①概要説明＋映像（約10～20分）

座学にてＴＯＴＯの会社紹介や、ＴＯＴＯグループのSDGs貢献への取り組みについて説明します。 

②館内案内（約50分）

見学用冊子を使って、各展示コーナーをガイドがご案内します。 

また、その際にＴＯＴＯグループのSDGs貢献への取り組みについても関連の展示箇所でご説明します。 

例：ＴＯＴＯのこころざしコーナー 

　(3.すべての人に健康と福祉を、6.安全なトイレと水を世界中に)  

　洗浄水量の変遷コーナー 

　（6.安全な水とトイレを世界中に、11.気候変動に具体的な対策を） 

③質疑応答＋記念写真（約10分）



住所 北九州市小倉北区中島2-1-1

連絡先 093-951-2534

FAX 093-951-2539

見学可能日時 火～金曜日（祝日‧夏期休暇‧年末年始を除く）10:00～16:00

所要時間 70～80分

定員 80名（２クラスまで）

駐車場 大型バス３台まで（構内専用駐車場あり）

入館料 無料

HP https://jp.toto.com/museum/
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