
※これは環境政策課で視察受入可能施設を調査したリストです。 

これ以外で、学校で自由に視察施設を決められても構いません。 

【リサイクル施設等】 

事業者 住所 連絡先 URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アド

レスバーに貼り付け 

アースサポート（株） 松江市八幡町 882 番地 2 0852-37-2890 http://www.earth-support.jp/

https://www.pref.shiman
e.lg.jp/infra/kankyo/kank
yo/kyoiku_gakushu/kats
udou160711.html 

エコクリーン松江 松江市鹿島町上講武 1699-1 0852-82-9625 

http://www1.city.matsue.shiman

e.jp/gomi/shisetsusyoukai/sise

tu/eco-clean-matusue.html 

https://www.pref.shiman

e.lg.jp/infra/kankyo/ka

nkyo/kyoiku_gakushu/kat

sudou180914.html 

(株)コナンクリーンシステム 松江市富士見町 1-14 0852-37-2555 
http://www.konan-

clean.co.jp/index.html

越野組(有) 松江市東出雲町揖屋 15－3 0852-52-5588 

宍道湖東部浄化センター 

 維持管理業務受託者 

 カナツ技建工業（株） 
松江市竹矢町 1444 0852-37-0502 

http://www.pref.shimane.lg.jp/

infra/jyoge/kikan/shinjikogesu

ido/toubujyouka.html 

https://www.pref.shiman

e.lg.jp/infra/kankyo/ka

nkyo/kyoiku_gakushu/kat

udou160610.html 



事業者 住所 連絡先 URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アド

レスバーに貼り付け 

松浦造園(株) 松江市大庭町 728-6 0852-21-1489 http://www.ma2urazoen.com/

https://www.pref.shimane.

lg.jp/infra/kankyo/kankyo

/kyoiku_gakushu/katsudou

181115.html 

出雲土建(株) 出雲市知井宮町 138 番地 3 0853-24-8850 http://www.i-doken.co.jp/

(株)クリエイト山陰 出雲市馬木町 1220 番地 17 0853-24-8611 http://www.create-sanin.com/

山建プラント(株) 出雲市多伎町久村 213-8 0853-86-3861 http://sankenp.co.jp/

公益財団法人 

島根県環境管理センター 

出雲市宇那手町 882 0853-48-2233 
http://fish.miracle.ne.jp/shim

akkc/

宍道湖西部浄化センター 

 維持管理業務受託者 

 カナツ技建工業（株） 

出雲市大社町中荒木 2391 0853-53-8377 

http://www.pref.shimane.lg.jp/

infra/jyoge/kikan/shinjikogesu

ido/seibujouka.html 

(株)雲南共同生コン生産会社 雲南市木次町里方 1093－17 0854-42-5560 



事業者 住所 連絡先 URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アド

レスバーに貼り付け 

東亜道路工業(株) 仁多郡奥出雲町下横田 93－1 0854-52-0136 http://www.toadoro.co.jp/

中国電力(株)三隅発電所 浜田市三隅町岡見 1810 

0855-32-3690 

(ふれあいホール) 

http://www.energia.co.jp/sh

ima/space/misumi-fure.html

島根県西部地区資源化事業協同組合

石央リサイクルセンター 

浜田市生湯町 1909-31 0855-23-1808 
http://www3.crosstalk.or.jp

/recs/ 

(有)浜田浄化センター 浜田市原井町 957 0855-22-3942 http://www.hamajo.co.jp/

本藤建工(株) 浜田市下府町 388 番地 33 0855-28-2111 

(株)毛利組 浜田市熱田町 1461 0855-27-0721 
http://fish.miracle.ne.jp/k

k-mouri/index.html

エコクリーンセンター 江津市波子町ロ３２１－１ 0855-53-5081 

https://www.pref.shima

ne.lg.jp/infra/kankyo/

kankyo/kyoiku_gakushu/

katsudou160930.html



事業者 住所 連絡先 URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アド

レスバーに貼り付け 

(株)丸惣 江津市二宮町神主 1820-5 0855-53-0811 http://www.kawara.co.jp/

森下建設(株) 江津市桜江町市山 543 番地 16 0855-92-1360 http://morishita-co.jp/

山興緑化(有) 邑智郡美郷町小松地 320 0855-77-0035 
http://sanko-

ryokka.com/index.html

(有)寺本建設 邑智郡邑南町原村 561-1 0855-83-2300 

(有)金田商店 益田市昭和町 3-20 0856-22-1060 http://kaneda-3r.jp/

https://www.pref.shimane.

lg.jp/infra/kankyo/kankyo

/kyoiku_gakushu/katsudou

161007.html 

高橋建設(株) 益田市遠田町 3815-1 0856-23-2344 
http://www.takahashi-

kensetu.com/

(株)ランドマック 益田市大谷町 37-2 0856-23-2530 http://www.ohata.co.jp/landmac/index.htm

益田市リサイクルプラザ 益田市下波田町 490 番地 0856-26-7474 http://www.m-sougou.net/plaz-kei/index.htm

https://www.pref.shimane.

lg.jp/infra/kankyo/kankyo

/kyoiku_gakushu/katsudou

170802.html 



事業者 住所 連絡先 URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アド

レスバーに貼り付け 

(有)西郷生コン 

 (株)竹田組 

隠岐郡隠岐の島町西田 300-4 08512-2-0530  

島後清掃センター 隠岐郡隠岐の島町岬町飯の山 1-2 08512-2-6303   

(有)隠岐潮風ファーム 隠岐郡海士町大字豊田 588－2 08514－2－1677 http://www.oki-

shiokaze.co.jp/index.html

食品（製造・加工）工場等】 

事業者 住所 連絡先 

受け入れ

可能人数

（最大）

URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アドレスバ

ーに貼り付け

中浦食品株式会社 松江市東出雲町錦浜 583-41 0852-53-0844 20 名 http://www.nakaura-f.co.jp/ 

中村茶舗 松江市天神町 6 0120-012-455 15 名 https://www. nippon-tea.co.jp/



事業者 住所 連絡先 

受け入れ

可能人数

（最大）

URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アドレスバ

ーに貼り付け

有限会社内田定三郎商店 松江市米子町 15 0852-21-4752 5 名
https://uchidasyouyu.jim

do.com/ 

有限会社岡富商店 大田市久手町波根西 2690-11 0854-82-3975 10 名 http://www.okatomi.jp/ 

https://www.pref.shimane.lg

.jp/infra/kankyo/kankyo/kyo

iku_gakushu/katsudou171011.

html 

原醤油有限会社 大田市久手町波根西 2042 0854-82-8427  10 名
http://www.hara-

soy.com/company.html 

https://www.pref.shimane.l

g.jp/infra/kankyo/kankyo/k

yoiku_gakushu/katsudou1811

19.html 

石見食品株式会社 浜田市下府町 388‐60 0855-28-1211 30 名
http://www.iwami-

foods.co.jp/ 

https://www.pref.shimane.l

g.jp/infra/kankyo/kankyo/k

yoiku_gakushu/katsudou1708

30.html 

株式会社キューサイファ

ーム島根 

（※7月～10月は見学不可）

益田市虫追町 320-39 0856-28-8012 10 名



事業者 住所 連絡先 

受け入れ

可能人数

（最大）

URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アドレスバ

ーに貼り付け

松永牧場 益田市種村町イ 1780-1 0856-27-1341 20 名 https://www.matunaga-

gyu.com/ 

【生産・製造等各種工場】 

事業者 住所 連絡先 

受け入れ

可能人数

（最大）

URL 

見学の様子 

※URL をコピー後、アドレスバ

ーに貼り付け

三宝化成工業株式会

社松江工場 

松江市八束町江島 1128-108 0852-76-3830 20 名 http://sanponet.jp/ 

ナスラック出雲 

ダンタニ工場 

出雲市長浜町 449-1 0853-27-0070 40 名 https://www.matunaga-

gyu.com/ 


