●いのちは支えあい、つながっていく
・宮崎の生態系を支える 水生生物
・生物多様性を守るために私たちは保護に取り組んでいます

・クリーンアップ宮崎
・エコライフコンテストの募集 ・まるごとエコライフ学習会の参加団体募集

●共生共存だからこそ、希少生物の宝庫 家田・川坂湿原
・自然保護推進員

宮崎県環境情報センター
■利用時間／午前9時から午後7時まで(日曜、祝日は午後5時まで)
■休館日／月曜日(祝日の場合、翌日以降の最初の平日)、

主な活動内容
● 環境に関する相談
● 環境講座・出前研修の開催
● 環境保全アドバイザーの紹介
● こどもエコクラブ県事務局

年末年始、図書整理日及び特別整理期間
■住所／〒880-0031宮崎県宮崎市船塚3-210-1
宮崎県立図書館1F閲覧室内
TEL.0985-23-0322 FAX.0985-26-4720
■E-mail kankyojyoho@coral.ocn.ne.jp
■URL http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/center/

■発行者
環境みやざき推進協議会
（事務局：財団法人宮崎県環境科学協会内）
〒880-0911 宮崎市大字田吉6258-20
http://www.miyazaki-kankyo.or.jp/
TEL.0985-51-2077 FAX.0985-51-2085
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２０１０年は「国際生物多様性年」です。10月には、愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議が
行われました。いろんな生き物が暮らすことのできる地球を守るために、地球に住む仲間を減らさない、守っ
ていくことが大切です。

●生物多様性ってなに？
地球には、さまざまな生き物が暮らしています。科学的に明らかにされている生物
種が約１７５万種、未知のものも含めると３千万種ともいわれています。このように、
自然林や里山林・人工林などの森林、湿原、河川、サンゴ礁など、さまざまな環境が
あることを 「生態系の多様性」 、いろいろな生き物がいることを 「種の多
様性」 、同じ種であってもそれぞれの種の中で、少しずつ違いがあることを 「遺
伝子の多様性」 といいます。
生物多様性はこの３つの多様性から成り立っています。生物多様性は人間だけで
はなく、すべての生物が生きていく上で必要なものなのです。

●日本の生物多様性の危機と現状とは？
日本には、約30万種類もの生き物がいるといわれています。しかし、人間による密
猟や乱獲、地球温暖化や森林破壊、海洋汚染などによって多くの生き物が絶滅して
います。また、絶滅のスピードもどんどん早くなってきています。その一方で、保護の
取組が進み、サギソウやコウモリ類などのように環境省のレッドリストランクが下がっ
たり、レッドリストから除外された種もあります。

●危機の原因ってなに？
日本に棲むほ乳類の20％以上、は虫類、両生類の約30％が絶滅危惧種として選定
されています。なぜ、ここまで危惧種が広がっているのでしょうか。
考えられる４つの原因

・開発で生き物の棲みかが奪われている
・里山がなくなった
・在来種を脅かす、外来種の増加
・地球温暖化

●在来種を守る取組

●生命の連鎖

●生物多様性を守るためには

自然界は力の強いものが弱いも

長い年月をかけて、生態系を育んできた生き物

生物多様性の恵みによって、食べ物や水、医薬品な

のを食べるという弱肉強食の世界

たち。人間によって外国から持ち込まれた動植物

ど私たちの生活の豊かさは成り立っています。私たち

に成り立っています。例えば、田ん

によってそのバランスが崩されつつあります。

にできることは何でしょうか。

ぼの稲をイナゴが食べ、カエルがイ

ペットとして飼っていた動物が逃げだし野生化す

ナゴを食べ、そのカエルはヘビに食

ることなども報告されています。このため、２００５

・生き物も地球の仲間として大切にする
・珍しいからと絶滅が危惧される生き物は飼わない
・絶滅が心配な生き物からつくられたものは買わない
・ペットは最後ま任をもで責って飼い、捨てない
・野生の生き物に、むやみに食べ物を与えない

※外来生物法 が施行され、「入れな

べられる。このように、鎖のようにつ

年に

ながった関係を「食物連鎖」といい、

い」「捨てない」「拡げない」の呼びかけ運動が行

多様な種がいるほど生態系は安定

われています。

しているといえます。

※特定外来生物による生態系に係る被害の防止に
関する法律

地球上に棲む生き物の生態系を支えているものの中に、水生生物がいます。
水生生物が棲みやすい環境をつくることも、生物多様性につながります。

水生生物の調査を指導してい

コカクツツトビゲラ。外敵がく
ると筒の中に逃げ込む。

肉食で大きいものは６?にもな
るヘビトンボ。きれいな川にい
る。

パックテストで水質を調べる。
川内川はピンク色で水質はき
れい。

透視度計にて、水の透明度を
みてみる。

る、県衛生環境研究所・環境
科学部副部長の岩切淳さん。
飯野中学校1年生の環境学習
を川内川で実施。(参加者80
名）

水生生物を知ろう
水生生物は、生態系を支
えている一員です。水生生物

川の汚染を知る
ものさしです
水生生物には、きれいな川だ

宮崎には多種類の
水生生物が
生息しています

水質階級と
指標生物の関係
きれいな水(１)の指標生物
・ヘビトンボ
・カワゲラ
・サワガニ
・ナミウズムシ など

の中には、約３億年前の石

けに棲むものや、きたない川に棲

炭紀に繁栄し、今もカタチを

むものなどがいて、目視によって

いっぱい残っています。子ども達は水

あまり変えることなく生き続け

その川の汚れ具合を知ることが

生生物を調べることによっていろんな

ているトンボやカゲロウなど

できます。また、１００年前からド

生物が生息しているんだなぁと体感し

少しきたない水(２)の指標生

の幼虫もいます。このよう

イツでは、川の水に毒物が入って

てくれます」と、県衛生環境研究所・環

物

に、水生生物には、古代から

いないかなどを水生生物で判断

境科学部副部長の岩切淳さん。水生

生きて今でも生態系を支えて

していたそうです。

生物調査は、生物の棲みやすい環境

・コオニヤンマ
・ヒラタドロムシ など

いるものもいます。

「宮崎には、すばらしい自然がまだ

をつくるため、「水を汚さない」というこ
とを、子ども達が学ぶために有効な活
動です。

きたない水(３)の指標生物
・タニシ
・ヒル など

大変きたない水(４)の指標生
物
・アメリカザリガニ
・セスジユスリカ な
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ど

行政と地方が一緒に考える
新しい形での共存

新種の植物の宝庫、
みやざき。
問題は在来種の減少

年々広がる浜辺の浸食。増加傾向
にあるサル害やシカ害。緑豊かなイ

植物の視点からいうと生物多様性
は激しいスピードで減っているのが

メージがある宮崎の生態系が、ここ数
年急速に崩れてきています。野生動
宮崎野生動物研究会
会長

竹下 完

物が生息する自然林は減少傾向をた
どり厳しい環境は変わっていません。
それでも、新しい形での共存を進める

宮崎植物研究会
会長

南谷忠志

ため保護活動と環境教育に長年従事
してきました。行政と地方が団結し、

▲いっせいに海をめが
けて進む天然記念物
のアカウミガメ

雨量があるからでしょう。新種が多い
反面、在来種が消えているのも深刻
です。これは、鹿による食害をはじ
▲川南湿原で調査中

などによる被害です。その他、ゴミの
誤食もあるため、ビーチのクリーン作
戦など身近に出来る環境整備活動を
若い世代の育成とともに続けていきた
いです。

▲ウミガメの生態調査
と保護活動

中村 豊

▲加江田探鳥会

▲金御岳探鳥会

め、人間の生活の変化により里山が
管理放棄されてしまったり、人の手
による採取が原因と思われます。
2000年と2010年の調査で比較すると
絶滅危惧種は646種から771種に増
加、絶滅率も伸びているという危険
な状況になっています。

▲新種のヒュガサン
ショウソウ

木を見るよりも
森を見よ

日本野鳥の会
宮崎県支部

的に多い土地です。既存の集団から
離れて独自の進化を遂げ、新種とし
て発見されるなど、宮崎でしか見ら
れないものが数多いのも特徴です。
やはり豊かな自然と温暖さ、適度な

野生動物の真理を読みとき、知的に
環境保全を行うことが、ひいては被害
を減少させ動物との共存に結び付く
唯一の道だと考えています。ウミガメ
の死亡原因は、底引き漁法・定置網

現状です。しかし宮崎は植物の宝庫
と言えるほど多様であり新種も圧倒

環境に適応しながら
生きていく昆虫たち

森が育む野鳥を自然のサイクルに
戻すには、まず、環境を整備していく

水環境の変化・悪化は昆虫の多様
性に大きな影響を与えています。昔

ことが大切です。手短に種子を蒔く
のではなく、元々そこにあったものを
育てていく本来の里山管理をするこ
とが森の原動力を呼び覚まします。

から私たちの周りにいた蝶やトンボ・
ホタルなど環境の変化についていけ
ないものはいなくなり、種類も減少し
てきました。昆虫は周りの環境に適

宮崎昆虫調査研究会
会長

近年ムクドリなど市街地に順応した

応して生き抜くものと、環境の変化と

野鳥が増加の一途をたどり、渡り鳥
の減少は続いています。人間が自然
に手を加えたからには生息調査や数
の管理の必要性があります。そのこ

ともに消えていくものとがあり、特に
植物とは密接なつながりを持ってい
ます。近年の気温の上昇とともに南
から来る昆虫類が年々増加していま

とが特定の種の増加を防ぎ、種全体
の多様性につながると思います。神

▲絶滅寸前のベッコウ
トンボ

す。しかし環境に適応しないものは
そのまま絶え、棲みついたものの中

宮や城山などでの探鳥会を通じて、
野鳥の素晴しさを共感し、自然を守
る仲間を増やしていきたいです。山

には害虫として、私たちの生活に影
響を与えている種もいます。
日本は四季があり、それぞれに見ら

歩きの良さが見直されている今、
コースを逸脱しない、追い回さないと

れる昆虫は違います。昆虫を通して
四季を楽しんでいると、環境の変化

いう最低限のルールを守り野鳥との
出会いを再発見して欲しいです。時
には、憧れの野鳥が姿を見せてくれ

なども感じられるようになってきます
よ。

ることもありますよ。

▲今年夏休みに実施し
た「子ども昆虫博士事
業」
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毎年11月の第２日曜日に行われている「クリーンアップ宮崎」は、宮崎県の環境保全活動
の象徴として、県民総ぐるみの環境美化活動を全県下で一斉に実施するものです。環境み
やざき推進協議会会員の皆さんをはじめ、県民の皆さんのご協力をお願いいたします。
■日時／ 平成22年11月14日（日）
■場所／ 各市町村などが選定する公園・海岸・道 路・河川など
■実施内容／ 地域の清掃、樹木や花壇の手入れなど
▲昨年行われた青島海岸の清掃の様

■問合せ先
お住まいの市町村の環境担当窓口または、環境みやざき推進協議会
TEL.0985‐51‐2077

子

環境みやざき推進協議会では、家庭や地域、職場や学校ぐるみで楽しみながら実践しているユニークな環境保全活動を募集して
います。
(1)応募対象者
どなたでも参加できます。 （個人、団体は問いません）
また、会員以外の方にはコンテスト参加と同時に協議会入会をお願いしております。
(2)募集部門
・家庭部門（個人でも可）
・地域部門（学校、企業、地域などのグループや団体）
・エコ幼稚園・保育所部門
(3)応募期間／ 平成22年９月10日（金）～11月30日（火）
(4)応募の内容／ 「環境に負担の少ない生活スタイル」の取り組み、年間または時期的なものでも可

身近なことから始められるエコライフ（省エネの方法、エコグッズの紹介など）の学習の場
を無料で提供します。
■開催場所／知事公舎の公邸部分
（施設の予約状況により、ご希望の日時に添えない場合があります）
■内容
●エコライフの工夫を学ぶための施設見学
(1)車寄せ及び玄関(木材の利用ほか)
(2)ホール（風除室ほか）
(3)太陽光発電（表示パネル）
(4)会議室（省エネの工夫）
(5)廊下（高窓ほか）

(6)台所（冷蔵庫カーテンほか）
(7)トイレ（地下水利用ほか）
(8)和室（障子ほか）
(9)庭及び樹木（二酸化炭素の吸収）

●宮崎県環境保全アドバイザーによる環境講座
▲環境保全アドバイザーによる環境講
座

■募集人数／30人までのグループ
■問合せ／環境みやざき推進協議会
※施設の予約状況により、ご希望の日時に添えない場合がありますので、お早目にお申込
みください。
TEL.0985‐51‐2077
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環境省では、多数の専門家の意見に基づき、重要湿地を生物多様性保全
の観点から「日本の重要湿地５００」として選定しています。その中の１カ所
に延岡市北川町にある家田・川坂湿地が選ばれています。周辺の住民によ
り守られている湿原で出会える希少生物を紹介します。

川坂湿原

希少種・固有種の水生生物が多く、新種も発見されています
２００１年に環境省による「日本の重要湿地５００」に選ばれ、重要湿地選定基準２の
「希少種、固有種等が生育・生息している」に選定されている、家田・川坂湿原。県が策
定したレッドデータブックに記載されている45種もの希少生物が存在するとして、２００８
年には、宮崎県野生動植物に関する条例に基づき県の重要生息地に指定されました。
この湿原では、日本国内でも数少ないハタベカンガレイや日本産のヒルムヒロ属のどの
種とも異なるキタガワヒルムシロ（オヒルムシロ）など、新発見の植物を見ることができま
す。

日本一のヒメコウホネ群落がある家田湿原
「知れば知るほどこの湿原の大切さ
を実感します。まだまだ、新種が見
つかるかもしれないと期待してしま
います」と今回の案内役・安藤俊則
さん。

18haもある家田湿原は道の駅「北川はゆま」から車ですぐのところにあり、家田地区に
は１００世帯、約３００名の人が住んでいます。「どこからが湿原なのか分からないですよ
ね。住宅がすぐ近くにありますから。そこの水田の横から湿原なんですよ」と案内をして
いただいた「川坂川を守る会」の事務局長・安藤俊則さん。「冬になると昔からここ一帯は
休耕地も野焼きをしていたみたいです。この野焼きが希少生物の保全に大きく役立って
いると思っているんです」。家田川には、約３kmに１０００株にも及ぶヒメコウホネ群落が
あり、その規模の多さは日本一ともいわれています。黄色の可憐な花が真っ青な空に
すっと伸びた姿は６月から10月に見られます。このほかにも、赤紫色の絨毯をひいたよう
に見える小さな花のナガバノウナギツカミやサデクサが見られます。

住民の清掃作業が支える希少生物の観察路・川坂湿原
平成元年頃、家田・川坂湿原は国内でも屈指の希少動植物の宝庫として研究者に見
いだされ、保護されるようになり、今では川坂湿原には観察路が設けられています。「川
坂湿原は２haほどです。ここは地区住民の共同作業（通称・溝さらえ）により大切に守ら
れてきました」と安藤さん。いまでこそ会に所属し、保護活動に取り組んでいますが、安
家田川に咲くヒメコウホネ

藤さん自身、川坂地区に生まれ育ったこともあり、あまりにも見慣れた動植物にこれまで
は全く関心がなかったといいます。「コガタノゲンゴロウを今朝、溝さらえの最中に見まし
たよ。ほら、ここはミズマツバの群生する田んぼです」と散策途中に次から次へと紹介し
ていきます。

子どもの環境学習の場としても注目されています
「ここは、湿原観察を気軽に楽しむことができるのも大きな特徴の一つだと思うん です
ね 。道端から水田跡地に一歩入れば、希少植物が足元に広がっています。こんなところ
は、他にはないのではないでしょうか」と安藤さん。この豊かな自然を子ども達の環境学
習の場として今後活用していきたいと語ってくれました。

ナガバノウナギツ サデクサ
ミズネコノオ
カミ
花は赤色で葉は細 茎の中央から出た
茎に逆トゲがあり、 く極端なほこ型をし 多数の枝先に淡紅
色の花をつける。
８～10月に赤紫色 ている。逆トゲあ
り。
の花が咲く。

ミズマツバ

ミズオオバコ

茎が地を這うよう
に伸び、葉腋に単
生する赤い花が特
徴。

水草の女王とも呼 花の色は緑。実の
ばれているほど可 形がクリのイガに
憐な白～淡紅色の 似ている。
花。

ナガエミクリ

“絶滅”とされた｢日向斑竹 （ヒュウガハンチク） ｣を
60年ぶりに発見した植物研究家
清田さんの自宅近くを流れる沖田川沿いには、キレイなハマボウの花が咲いています。こ
の花が今も残っているのは、平成６年に初めて行った自主研究の成果です。当時、護岸工
事が予定されていた沖田川沿いの花を残すべきだと考えて、独自にハマボウの生態調査を
実施。その調査により、工事は必要最小限に抑えられました。今では、川沿いに生えるハマ
ボウの本数は当時よりも増えています。
その後、希少植物に興味を持ち、誰も見つけることのできなかった珍しい植物を次々に発
見していきます。幻のキノコと言われた「キリノミタケ」を45年ぶりに高岡町で発見したり、環
境省のレッドリスト2007年版で絶滅とされた「日向斑竹」を、今年２月に延岡市北方町で発
見して専門家をも驚かせました。「林業をしていたので、山師のカンが働くんでしょうね。ここ
清田悦司さん

にありそうだな、と思って山道を進むと、本当にあるんです」と笑顔で語ってくれます。頭の
中に様々な植物のデータが入っていて、常に新種や希少植物を見逃すまいと眼を光らせて
山に入るといいます。
「希少といわれる植物を見つけることを楽しみにしながら、それらを残していくために県内
の分布調査を続けます」。様々な植物が育つ環境を知るために、自宅の庭でもたくさんの植
物を実生で育てています。これから、どんな希少植物を発見するのか、期待が高まります。

新種かもと期待がふくらむ清
田さんが発見した、現在調査
中のノイチゴの仲間
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宮崎県総合博物館のイベント

宮崎県青島青少年自然の家

「ヤッコソウ観察会」

「青島遊び塾～秋の巻～」

日時／11/7（日）10：00～12：00
場所／高岡町瓜田ダム
対象／小学生～一般
定員／20名

日時／11/27（土）～28（日）1泊2日
対象／小学校4年生～6年生 60名
場所／青島青少年自然の家

「関之尾の滝と甌穴観察会」
日時／11/21（日）10：00～12：00
場所／都城市関之尾
対象／小学生～一般
定員／30名

「神宮の森でドングリを探そう！」
日時／11/28（日）10：00～12：00
場所／宮崎県総合博物館
対象／小学生～一般
定員／30名

「創作教室」
日時／12/19（日）
対象／親子50名
場所／青島青少年自然の家

「青島遊び塾～冬の巻～」
日時／1/29（土）～30（日）1泊2日
対象／小学校4年生～6年生 60名
場所／青島青少年自然の家
●問合せ・申込み
同会場TEL0985-58-1711 ※全て料金・時間未定

「特選！蔵出し展」
日時／12/18（土）～1/30（日）
9：00～17：00
※入館～16：30まで
場所／宮崎県総合博物館
●問合せ・申込み
往復はがき・FAX・電話で実施日の4週間前から2週間前までに要予約
宮崎県総合博物館
〒880-0053宮崎市神宮2丁目4‐4
TEL.0985‐24‐2071 FAX0985-24-2199
http://www.miyazaki-archive.jp/museum/

ひむか里山自然塾
「竹細工教室-竹とんぼづくり-」

川原自然公園のイベント
「ロックマスター2010（ボルダリング）」
日時／11/28（日）8:00～9:00受付
料金／1500円
場所／川原自然公園

「冬のカヌーツーリング」予定
日時／12/12（日）9:00～
料金／大人3000円、小学生以下2500円
場所／川原自然公園
●問合せ・申込み
実施日の1週間前までに要予約
同会場TEL.0983-32-4122

日時／11/7（日）9:30～13:00
場所／ひむか里山自然塾
定員／20名
※お昼持参

エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」

「ネイチャー迷路を活用した自然体験」

日時／11/27（土）～28（日）、1/15（土）～16（日）
場所／27（土）やまぎしの杜、15（土）へいだの里 12：30集合
料金／大人5500円、中学生以下4500円、3歳児まで無料

諸塚村観光協会のイベント

日時／12/4（土）9:30～13:00
場所／ひむか里山自然塾
定員／20名
※お昼持参

●問合せ・申込み
実施日の5日前までに要申込。
諸塚村観光協会TEL.0982-65-0178

「ひむか里山の森づくり作業」

みやざき森づくりボランティア協議会のイベント

日時／11/14（日）・20（土）・28（日）、
12/5（日）、12（日）、18（土）
9:30～14:00予定
場所／ひむか里山自然塾
●問合せ・申込み
実施日の3日前までに要予約
同会場TEL.0985-47-8115

「森づくりシンポジウム」
日時／11/28（日）
13:00～活動発表会、13:45～田部井淳子講演会
場所／綾町 酒泉の杜
●問合せ・申込み
みやざき森づくりボランティア協議会（宮崎県緑化推進機構内）
TEL. 0985-31-7759

大淀学習館のイベント
ふれあいウィークエンド「木の実でコマを作ろう」
日時／11/13（土）・12/11（土）・ 1/8（土）
13：30～14：30
場所／大淀川学習館 実験工作室
定員／先着40名

教室「木の葉のしおり作り」
日時／11/14（日）10：00～11：30
場所／大淀川学習館 実験工作室
定員／20組※小学生は保護者同伴
※事前要申込み

教室「牛乳パックで年賀はがき作り」

ひなもりオートキャンプ場のイベント
「冬！アウトドアライフinひなもり」
日時／12/11（土）～12（日）
15：00～予定
場所／ひなもりオートキャンプ場
料金／キャンプ場利用料と材料費別途
定員／150名

「極寒キャンプ」
日時／1/15（土）～16（日）15：00～予定
場所／ひなもりオートキャンプ場

日時／11/21（日）
10：00～11：30
場所／大淀川学習館 実験工作室
定員／20組※小学生は保護者同伴
※事前要申込み

●問合せ・申込み
同会場TEL.0984-23-8100

宮崎県御池青少年自然の家
「お正月をつくろう」
日時／12/19（日）9：00～受付、
9：30～15：00
場所／御池青少年自然の家
料金／520円（食事・保険料込）、ミニ門松・しめ縄作りは別途材料費あり
定員／50名※小学生4年生以下保護者同伴
※12／9（木）までに要申込み

教室「冬鳥ウォッチング」
日時／12/5（日）10：00～11：30
場所／里山の楽校に集合
定員／20名※小学生は保護者同伴
※事前要申込み

「昆虫カルタ大会」
●問合せ・申込み
宮崎県御池青少年自然の家
TEL.0986-33-1414

日時／1/16（日）13：30～15：00
受付13：00～
場所／大淀川学習館2階レクチャー室
定員／先着50名
※小学生低学年は保護者同伴
●問合せ・申込み
はがきかFAXで実施日の１ヵ月前から１週間前までに必着。定員になり
次第受付終了。
同会場〒880-0035宮崎市下北方町5548-1
TEL.0985-20-5685 FAX0985-22-8481

特定非営利活動法人子どもの森のイベント
「森で過ごそう！森に学ぼう！」
日時／11/14（日）9:00～15:00
集合8:45
場所／森の学舎（旧西門川小学校松瀬分校）
定員／先着20名
料金／800円（材料費・保険代・講師代込み）

NPO法人 五ヶ瀬自然学校
「白銀のパウダースノー！五ヶ瀬ハイランドスキー＆
スノーシュートレッキングキャンプ」
日時／1回目 12/26（日）～28（火）、
2回目 1/8（土）～10（月）2泊3日
場所／五ヶ瀬の里キャンプ村に9:00集合
料金／12000円（リフト・スキー用具・レンタルウェアは別途）
対象／小学2年生～中学生20名、高校生～大学生4名
●問合せ・申込み
NPO法人 五ヶ瀬自然学校
TEL.0982-73-6366

「竹林の整備」
日時／12/18（土）・19（日）受付9:30～、
10:00～15:00自由解散
場所／妖精の森（旧西門川小学校松瀬分校）
●問合せ・申込み
特定非営利活動法人 子どもの森
TEL.0982-95-7800

森の科学館のイベント
「自然に親しむ親子の集い」
日時／11/27（土）～28（日）1泊2日
※27日（土）9：30～受付
場所／森の科学館
料金／大人2250円、子ども1230円
定員／親子50名

「門松づくり教室」
日時／12/26（日）10：00～
場所／森の科学館
料金／1000円
定員／40名
●問合せ・申込み
実施日の1ヶ月前から予約受付。定員になり次第受付終了
同会場TEL.0982-66-2004
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