公害資料館

ネットワークの

協働ビジョン

ホームページから詳しい情報がご覧になれます

公害 資

公 害 教 育を実 施している組 織 の 交 流を図ること
を目的として、2013年度から環境省「地域活性化

各地で実践されてきた「公害を伝え

を担う環 境保 全 活 動の協働 取 組 推 進 事 業」

る 」取 り 組 み を 公 害 資 料 館 ネット
ワーク内で共 有して、多様な主体と

公害の経験から得た知恵を、
公害資料館ネットワークの議論から生まれた書籍

連 携・協 働しながら、ともに 二 度と
公 害を起こさない 未 来を築く知 恵
を全国、そして世界に発信する。

持続可能な社会の実現のために

機 関・団 体に行いました。そして、2013 年12月7

ろう！公
害
に創
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東京都
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無料でご利用いただけます。ご活用ください。
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展示パネルもあります

三重県
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公害資料館とは、公害地域で、公害の経験

公害資料館ネットワーク共通パネル「今公害から
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私達は何を学ぶのでしょうか？」公害の発生と

を伝えようとしている施 設や団 体 のこと
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を指します。公害資 料館の機 能としては、
展示機能・アーカイブズ 機能・研 修受け入
れ（フィールドミュージアム）の3分野のど
れかを担っており、必ずしもハードとして
の建物の有無は問いません。また、運営主

解決、SDGｓとのつながりが学べます

体についても国・地方自治 体・学 校・NPO

・写真やイラスト豊富なフルカラー

などがあり、公 立 ／民 間など 様 々な運 営

・サイズは扱いやすいB2版（515mm×728mm）
7枚

形態があります。したがって、各公害資 料
館の間には立場による運営方針や主張の

【公害資料館ネットワーク】
〈事務局〉〒712-8034 岡山県倉敷市水島西栄町13−23 みずしま財団内
TEL086-440-0121 FAX 086-446-4620 kougaishiryoukan@gmail.com
令和3年度地球環境基金で作成しました。

違いがあってもよいと考えています。

公害資料館とは
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を伝えることを議論しています。

¥ 1,000

クアップしたコンテンツを電子書籍にしました。
福島県

ホームページをご覧ください。
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フォーラムや研究会の開催を通じて、公害の経 験

電子書籍をご活用ください

新潟県

富山県

受入れの詳しい情報は、

19

報告書を販売しています

資

日に公害資料館ネットワークが結成されました。

公害資 料館連 携フォーラム報告書の中からピッ

展示やフィールドワークの

15

議論の記録

公害資 料館連 携フォーラムの

を共

館の
料

フォーラムでの

未来

¥ 1,800＋税

公害資料館連携
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のふれあい館の塚田 眞弘 館長とあおぞら財団か
ら、公害資料館ネットワーク結成の呼びかけを各

ら、2022年
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の加速化事業」）を活用して、新潟県立環境と人間

暮らしの中の公害、公害の学び 方について記載
ディーズー悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ』ころか

各地の
公害資
料館に
いって
みよう
！

（2014 年度から「地 域 活 性化に向けた協働 取 組

公害教育の入門書
安 藤 聡 彦 、林 美 帆 、丹 野 春 香 編 著『 公 害 スタ
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料 館ネ
ットワ
ークと
は

20 熊本大学文書館

1

各地の公害資料館にいってみよう！

〒860-8555 熊本県熊本市
中央区黒髪2-39-1
TEL.096-342-3951

21 熊本学園大学
水俣学研究センター

14 尼崎市立歴史博物館
“あまがさきアーカイブズ”

〒862-8680 熊本県熊本市中央区
大江2-5-1熊本学園大学14号館
TEL.096-364-8913

〒660-0825 兵庫県尼崎市
南城内10-2
TEL.06-6482-5246

22 熊本学園大学
水俣学現地研究センター

15 尼崎南部再生研究室
（あまけん）

〒867-0065 熊本県水俣市
浜町2-7-13
TEL.0966-63-5030

23 水俣市立水俣病資料館
〒867-0055 熊本県水俣市
明神町53
TEL.0966-62-2621

24 環境省国立水俣病総合研究センター
水俣病情報センター
〒867-0055 熊本県水俣市
明神町55-10
TEL.0966-69-2400

25 水俣病センター相思社
水俣病歴史考証館
〒867-0034 熊本県水俣市
袋34
TEL.0966-63-5800

26 宮崎大学土呂久歴史民俗資料室
〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1
宮崎大学 教育学部内
TEL.0985-58-7250

〒661-0033 兵庫県尼崎市
南武庫之荘3-20-12
TEL.06-6438-1852

16 豊島のこころ資料館
〒761-4661 香川県小豆郡土庄町
豊島家浦
TEL.0879-68-2661

17 みずしま財団
（公益財団法人 水島地域環境再生財団）
〒712-8034 岡山県倉敷市
水島西栄町13-23
TEL.086-440-0121

18 北九州市環境ミュージアム
〒805-0071北九州市
八幡東区東田2丁目2-6
TEL.093-663-6751

19 五島市カネミ油症
被害資料展示コーナー
〒853-0064 長崎県五島市三尾野1丁目
7−1五島市福江総合福祉保健センター３階
TEL.0959-88-9166

原子力災害考証館furusato

〒972-8321 福島県いわき市
常磐湯本町三函208古滝屋9階
TEL.0246-43-2191

8 法政大学大原社会問題研究所
環境アーカイブズ

2 新潟県立環境と人間の
ふれあい館 新潟水俣病資料館

〒194-0298 東京都町田市相原町 4342
法政大学多摩キャンパス総合棟5F
TEL.042-783-2098

〒950-3324 新潟県新潟市北区
前新田字新々囲乙364-7
TEL.025-387-1450

9 富山県立イタイイタイ病資料館

3 一般社団法人
あがのがわ環境学舎

〒939-8224 富山県富山市友杉151
TEL.076-428-0830

〒959-2221 新潟県阿賀野市
保田3866-1
TEL.0250-68-5424

10 清流会館
〒939-2723 富山県富山市婦中町
萩島684
TEL.076-465-4811

11 四日市公害と環境未来館
〒510-0075 三重県四日市市
安島1-3-16
TEL.059-354-8065

12 あおぞら財団付属 西淀川・公害と
環境資料館（エコミューズ）
〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区
千舟1-1-1
TEL.06-6475-8885

13 アトリエ泉南石綿の館
〒590-0522 大阪府泉南市
新達牧野1325-3
TEL.072-484-2063

4 NPO法人
足尾鉱毒事件田中正造記念館
〒374-0037 群馬県館林市
大手町6-50
TEL.0276-75-8000

5 太田市足尾鉱毒展示資料室
〒373-0817 群馬県太田市飯塚町
1549番2 太田市学習文化センター2F
TEL.0276-47-1893

6 立教大学共生社会研究センター
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
メーザーライブラリー記念館新館 中2階
TEL.03-3985-4457

7 全国公害被害者総行動実行委員会
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-3
サニーシティ新宿御苑10F
TEL.03-3352-3663

