宮崎県のゴミの排出量は、平成19年度実績でみると年間44万2千トンで、1人1日当り1033ｇものゴミを毎日捨てています。収
集されたゴミのうち、資源ゴミとしてリサイクルされているのものは、18.8％です。まだまだ、リサイクルされずに処分されてい
るゴミがたくさんあります。資源の有効活用をするために、できることを一緒に考えていきましょう。

便利で暮らしやすい環境が
ゴミを増やしている
私たちの生活は、大変便利で豊かになりました。身の回りにはもの
があふれ、ほしい物は簡単に入手できます。一方で、便利になれば
なるほどゴミの量も増え、その対応が課題となっています。このような
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会は、エネルギーや資源を
大量に使用するなど地球温暖化の原因にもなり、天然資源の減少も
まねきます。消費する前からゴミを減らすことを意識した買い物や、
不要なものは購入しない、壊れたものは修理して使用する、きちんと
分別してゴミをだすなど、ライフスタイルの見直しが大切です。

ゴミは有料です
ゴミ処理には私たちの税金が使われています。全国でゴミ処理に
かかる経費は平成19年度で約１兆8599億円。昭和60年からすると2
倍になっており、1人当り年間1万4600円もゴミ処理にかかっていま
す。

どれくらい1人で使っているの？
ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんは、日本語の
「もったいない」という言葉に感動して、世界に「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」を広め
ました。資源の少ない日本だからこそ、繰り返して使うことが大切で
す。しかし、便利さを優先して消費してしまうと、ゴミがあふれる要因
となってしまいます。必要なものだけを買う･使うことがゴミ減量への1
歩です。

★参考資料
『ごみ減量化テキスト 平成22年度版』宮崎県、『ちなみちゃんのごみコツコツ減ら
し読本』宮崎県、『地球を救うエコ数学 数から読み解くぼくらの未来』 監修：左巻
健男 小学館
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リサイクルって大切なの？
ゴミの中には資源として使用されるものもあります。それは、紙やび
ん、スチール・アルミ缶などです。中でも、紙は多くのものに再利用さ
れており、新聞やダンボールはトイレットペーパーの芯に、コピー用
紙や牛乳パックはトイレットペーパーなどになっています。平成19年
の古紙回収量は全国で2332万５千トンで、リサイクル率（古紙回収
率）は74・5％でした。しかし、まだまだ回収されずに可燃ゴミになって
いるのもあります。紙は3～5回程度のリサイクルが可能です。みんな
でリサイクル率を上げていきましょう。
★出典
『地球にやさしくなれる』／北野大 PHP研究所

リサイクル製品を
利用しよう
現在、多くのリサイクル製
品が販売されています。リサ
イクル原料から生産した場合
は、エネルギーの節減にもな
ります。限りある資源をムダ
にせずに再生資源を積極的
に利用しましょう。

工夫して
買い物しましょう
ものを買うときには、いっしょにゴ
ミを買っているという意識を持ちま
しょう。なるべく、ゴミを出さないた
めにも普段のひと工夫が大切で
す。
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本ネットワーク事務局
高橋保雄さん（右）と
会長の阿南和夫さん（中央）・
岩満徹郎さん（左）

代表の安元喜久子さん（右）と
副代表の武田恭子さん（左）
日南市大堂津小学校で
の取り組みの様子

家庭からの生ゴミを100％堆肥に
宮崎ダンボールコンポストネットワーク
2008年11月に設立した同ネットワーク。福岡市にあるＮＰＯ
法人循環生活研究所との連携で、ダンボールコンポストの普
及に取り組んでいます。現在、会員は55名。自治会や小学校
で教室を開催しています。「日南市は助成金が支給されるこ
ともあり、ダンボールコンポストに積極的な方が多いですね」
と同事務局の高橋保雄さん。2010年は2009年よりも倍の受
講生が参加し、注目度も高まってきているといいます。「講習
会の際に、虫対策や管理の仕方の説明をうけ、資材一式を
持ち帰り、１ヵ月後にフォロー講座を行い長く続けられるよう
にバックアップしています」。毎月第２金曜日の19時から宮崎
市民プラザで相談会を開催。興味のある方は参加してみま
せんか。

資源ゴミ分別運動へのさきがけ
延岡市生活学校連絡協議会
平成6年から始めた同協議会による、川島埋立地での不燃
ごみに混ざった資源物の調査。代表の安元喜久子さんは「始
めた時はバブル絶頂期でゴミの分別への取組も始まったば
かり。本当に使えるゴミも多かったですね」と振り返る。毎年、
11月下旬頃に2トンゴミ収集車を会員みんなで仕分けし、デー
タ分析を行いました。その結果、この取組が延岡市に認めら
れ、資源ゴミを分別するための資料に採用されました。「今は
古布を使用したマイバック作りなどに取り組んでいます。これ
からはゴミを出さない社会になるための啓発活動も積極的に
取組んでいきたいですね」。

国産ナタネだから
こそできる廃油ゼロ

焼酎廃液を農の営みに
黒木本店

坂之下 旭さん

坂之下さん手造りのナタ
ネ油。揚げ物に使用した
後は熱に強く酸化しにく
いので炒め物の油とな
り、廃油はゼロとなりま
す。

自家製の堆肥は鶏糞が
ベース。この堆肥が良い
国産ナタネをつくってい
る。

家畜排泄物と農作物残渣を発酵さ
せた完熟堆肥により、自家栽培した
国産ナタネを使ってナタネ油を造っ
ている坂之下旭さん。小学校などで
子どもたちに、栽培から昔ながらの
技術で搾油までを教えている。「国
産ナタネはビタミンE、リノール酸、
オレイン酸など健康維持に役立つ
成分が多く含まれている。また、熱
に強く酸化しにくいので油のもちが
よく、最後まで使いきることができ廃
油ができない。ナタネは冬作なので
土地の有効利用にもなり、二酸化炭
素を吸収しますので環境にも負担が
かからない」。搾油ででた油かすは
堆肥になり、ゴミがでない国産ナタ
ネ油は、資源循環リサイクルの筆頭
食品です。これからも、国産ナタネ
にこだわった本物ナタネ油造りに挑
戦しつづけます。

平成13年までゴミ収集車
の調査は9回行われた。
年間の活動をまとめた冊
子からゴミの社会事情が
知ることができます。

黒木本店の
代表取締役
黒木 敏之さん

自社で作った「甦る大
地」。
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高鍋町にある酒造会社『黒木本
店』では、「人と大地が一体となった
生き方とものづくり」をテーマに、12年
前から地域循環型農業に取り組んで
います。きっかけは20年前。地球環
境と自然の美しさを守るため、廃棄
していた有機性の焼酎廃液をエコ・リ
サイクルできないかを追究。構想か
ら8年、自社有機肥料工場を設立し、
有機性土壌改良材「甦る大地」を作
りました。さらに、家畜用の栄養価の
高い飼料も手掛け、年間平均で肥料
500キロ、飼料10トンを生産。有機
JASにも認定され、現在、自家農園
をはじめ、協力農家、畜産農家など
で使われています。「環境保全型農
業を目指し、食の安全をアピールで
きる特化した農産物づくりを実現した
い」と語る黒木さん。将来の宮崎の
農業の姿を描いています。

環境みやざき推進協議会及び宮崎県主催の環境フェスタが10月28日?に宮崎市民文化ホールで開
催され、平成22年度宮崎県地域環境保全功労者等表彰、受賞者による環境保全に関する活動事例
発表、東京大学名誉教授の山本良一氏による講演が行われました。

平成22年度宮崎県地域環境保全功労者等表彰
〇個人の部
今村紘康さん（宮崎市） 永田克己さん （木城町）

〇団体の部
清武町新農法研究会（宮崎市） 延岡市生活学校連絡協議会（延岡市）
水源の森づくりをすすめる市民の会（宮崎市）
社会福祉法人 和会 中央保育園（高千穂町） 社会福祉法人 学周会 梅野保育園（宮崎市）

〇事業所の部
延岡鉄工団地協同組合（延岡市） 九州電力株式会社宮崎支店（宮崎市）
原田建設グループ（宮崎市）

毎年11月の第２日曜日に行われる「クリーンアップ宮崎」が平成22年11月14日?に多くの県民の皆様
のご協力により実施されました。
地域によっては、11月の他の日に実施されたところもありますが、県民総ぐるみ環境美化活動が全
県下で行われました。

■日時
平成22年11月14日(日）

■場所
各市町村等が選定する公園・海岸・道路・河川等

■実施内容
地域の清掃、樹木や花壇の手入れ等
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人々が生活するためにつくった田畑や火を焚くために必要
な薪の原料となる雑木林。木を育てるために下草を刈った
り、肥料となる落ち葉を集めたりと人の手が入っていまし
た。しかし、便利になればなるほど、そのような作業をする
ことがなくなり、放置されたままになっています。人の手が
入っていたからこそ守られてきた自然形態＝里山の良さを
見直してみましょう。

ベースキャンプに建っているログハウス。

みんなで造ろう 里山を
宮崎市高岡町の山間にある「ひむか里山の森」。この里山は、宮崎森
林管理署、宮崎市および宮崎中央森林組合の協力により平成18年に
ＮＰＯ法人ひむか里山自然塾が着手し、今も里山づくりが続いていま
す。広さは７.57haあり、利用目的ごとにゾーン分けがされています。この
里山は、32名の会員を中心にボランティアや一般公募により参加した人
たちの手によって、目的にあった樹木を植樹しています。

里山の素晴らしさを体験しながら学ぼう
この里山は、７つの森のゾーンからなっており、それぞれの森を使った
子ども達の自然体験教室も行っています。ログハウスが活動の拠点と
なっており、さらに山に入ったところがこの里山のスタート地です。今回
は、ＮＰＯ法人ひむか里山自然塾の代表・岩切重人さんの案内で里山を
歩いてみましょう。「この里山はぐるりと1周、3時間かけて総延長 3000ｍ
のコースを散策することができます。この山の木を伐採していた頃に使
用していた道を歩くのですが、道の途中には、倒木した木が横の木と一
つになっている木やウラジロの群生を見ることができます」。山道を15分
ほど歩くとまず見えてくるのが、少し平地になっているイベント広場で
す。「フカフカしている土のところは昨晩、イノシシが掘り起こしたところで
すね。イノシシは夜行性なので、夜、土の中にいるミミズや草の根を食
べているのです」。
誰でも利用できる「ツリーハウス」があ
ります。木を囲むように建つハウスは
まるでトム・ソーヤの冒険に出てきそ
うな家です。

植樹した木には目印のピンクのリボンが
結んであります。このリボンは劣化したら
自然にもどるエコなリボンです。

代表の岩切重人さん。森林
インストラクター・プロジェク
ト・ワールドファシリテータで
もあります。

カブトムシやクワガタなどの昆虫が住める森

「昆虫の森」
平成18年に初めて植樹を行ったのが「昆虫の森」。ここでは、昆虫が集まるクヌギやア
ゲハチョウの仲間の食草となるミカン科の樹木が植林されています。
「植樹した木がだんだん、大きくなってきて森らしくなってきました。子ども達が喜んで、昆
虫を見つけたりしてくれます。夏には人気のゾーンです」。
山菜を採取できる森

「エコクッキングの森」
倒木した木が横の木の根とつながり、さらに高く成長していま
す。自然大さを感じますの偉。

この森で採取したものでクッキングが楽しめるようにと、タラノキやヤマグワ、クリなど
の実のなる木を中心に植樹されています。「残念ですが、今年は、タラノキをウサギが
ほとんど食べてしまっていますね。でも、野イチゴはいっぱいあるので食べてみてくださ
い。甘くて酸っぱいけど美味しいですから」。
ゲームを通して木の名前を覚えよう

「環境学習の森」
このようなプレートが樹木には
あるので、どんな葉なのか、実
がなるのかなど、子どもでも覚
えることができます。

小さな小さな野イチゴです。
この冬はクッキングの森に
はたくさん実っています。

樹木の名前を覚えながら、森を巡るための方法として「かくれんぼの森（ネイチャー迷
路）」を設置。いくつかのポイントを探しながら森を歩くことで、森の仕組みや役割を学習
することができます。「樹木には、一目で分かるように名前が書かれたプレートがありま
す。植樹した花の咲く木が成長すると木の垣根ができ、もっと迷路らしく なると思いま
す」。

五感を使った里山の使い方
風の音・鳥の声・虫の鳴き声。どの音もこの里山で
は大切なものです。風の音が静かになると、風が弱
まってきたことを感じ、花の香りを風が運んでくると、
特定の樹木が近くにあることを知ることができます。
その樹木がどのエリアにあるかによって、自分がいる
現在地を知り、自然体験ゲームを楽しむことができま
す。
「ミミズがいるから、イノシシがいる。食べられる植物
があるから動物たちがいる。いろんな生態系が複雑
に混ざっているからこの森が成り立っているんです。
森がいつまでも森の役割を果たすためには、人が下
草刈りなどの手を入れる必要があるのです」。自然と
の共存の大切さを、里山づくりを通して学ぶことができ
ます。
自然の景観や地形を活かしながらも整備され
た遊歩道です。落ち葉のじゅうたんが脚にもや
さしく心地いい踏み心地です。
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途中にはこのような憩いの場が
あり、ゆっくりと深呼吸したりする
とまるで自然と一体になった感じ
がします。

すぐ近くの公園を里山として
あらためて観察してみませんか

金丸文昭 さん

県総合博物館では県内の植物や地質について研究し、当時、所属されていた文化課(現
在は文化財課)では文化遺産につい調べていたという経歴をもつ金丸文昭さん。築きあげて
きた知識を今は環境保全アドバイザーとして、子ども達に里山の大切さやその魅力を伝え
ています。「宮崎市内にもすぐ近くに観察するにはぴったりの里山がいくつもあります。平和
台公園に市民の森、阿波岐原森林公園などです。どの施設もきちんと人の手が入ってお
り、里山としての機能が果たされています。散歩する感覚で気軽に観察できるのも初心者
や子どもたちにはもってこいの場所ですね」。金丸さんもシーズン毎に各施設で、観察教室
をする場合に備えて植物観察を行っています。「平和台の第2駐車場付近では、さまざまな
植物を観察できるのでお薦めです」。また、宮崎市の大淀川学習館の「里山の楽校」は金丸
さんのアイデアで造られ、宮崎市内で観察できる里山をまとめたものです。「里山の森で学
んでから、実際の里山へ観察に出かけるととっても参考になると思います。たくさんの植物
と出会って欲しいですね」。里山に魅せられ、ひむか里山の森づくりにも参加するなど積極
的に活動を行っている金丸さん。次の夢は江田川でホタルを見られるようにすることです。

植物観察をしながら地層や文化
遺産についても学ぶことができ
る、金丸さんの講座はたくさんの
子ども達が参加します。
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■大淀川学習館

■NPO法人大淀川流域ネットワーク

「ペットボトルで工作」

「ノスタルジーを感じる散策」

日時/2/13（日）10：00～11：30
場所/実験・工作室
定員/20組（小学生は保護者同伴）
※事前要申込み

日時/3/20（日）、3月までの毎週水曜日13:30～15:00
場所/橘公園内 川端康成文学碑「たまゆら」前集合
参加費/500円（ガイド・保険料・お茶菓子代込）
締切/参加希望日の前日まで

「植物でアクセサリーを作ろう」

●問合せ・申込み
NPO法人大淀川流域ネットワーク
℡.FAX0985-20-2377

日時/2/26（土）、3/26（土）
13：30～14：30（受付13：15～）
場所/実験・工作室 定員/先着40名

「野鳥の巣箱作り」

■大河内癒しの森林ガイドの会

日時/3/6（日）10：00～11：30
場所/実験・工作室
定員/20組（小学生は保護者同伴）
※事前要申込み

「原木しいたけ収穫・コマ打ち体験と早春の滝」

「タネ模型を飛ばそう」
日時/3/12（土） 13：30～14：30（受付13：15～）
場所/実験・工作室 定員/先着40名

「シイタケの種駒打ち」
日時/3/12（土）10：00～11：30
場所/里山の楽校 杉の家集合
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
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。
大淀川学習館
〒880-0035宮崎市下北方町5548-１
℡0985-20-5685 FAX.0985-22-8481

日時/3/20（日）10:00～16:00※9:30に集合
会場/大河内癒しの森
参加費/大人4000円、小学生以下3000円
（体験料・昼食・保険付き）
定員/40名
締切り/3/12（土）
※先着順、事前要予約

「2011年森びらき」
日時/4/23（土）9：00～受付
場所/矢立高原キャンプ場 定員/100名

「山菜採りとツツジの森ハイキング」
日時/4/24（日）9：30～受付
場所/大河内生活改善センター集合
参加費/中学生以上4000円、小学生以下3000円、3歳未満無料
定員/30名 締切り/4/16（土）
●問合せ・申込み
大河内癒しの森林ガイドの会
℡FAX0983-41-8433

■NPO法人子どもの森
「竹林の整備」

■春の森でワクワク！

日時/3/5（土）
9：30～受付、10：00～15：00※雨天中止
場所/妖精の森（森の学舎）
※事前要申込み

日時/3/13（日）
9:00～受付、9:30～12:30※少雨決行
場所/遊学の森 ビオトーブ集合
※緑の旗が目印
参加費/300円（保険料・資料代込）
持ってくる物/バンダナ、筆記用具、
履物、動きやすい服装、帽子、雨天時は雨
具

「植樹」
日時/3/21（祝）
9:10～受付、9:30～スタート
場所/妖精の森（森の学舎）
※事前要申込み

●問合せ・申込み
同会場 〒889-2151宮崎市大字熊野宇藤兵衛中州
℡0985-58-1711FAX.0985-58-1712

■青島青少年自然の家
「わくわく自然の家まつり」
日時/3/5（土）～6（日）1泊2日
5（土）15：00～宿泊受付、
6（日）9：30～15：00予定
場所/宮崎県青島青少年自然の家
定員/200名（宿泊者）
参加費/要問合せ
締切/2/1（火）～2/27（日）まで
●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

●問合せ・申込み
フェニックス宮崎ネイチャーゲームの会
℡.FAX0983-35-1478（古田）

■賢治の学校 綾自然農生活実践場
「田舎ぐらしエコ生活半日体験会」
日時/3/13（日）・4/9（土）
9:30集合～12:00
場所/賢治の学校 参加費/1000円
持ってくる物/長袖・長ズボン・帽子・飲物・タオルなど ※前日までに要
予約
●問合せ・申込み
同会場 ℡0985-30-7090

■第4回 森の恵みの感謝祭（世界森林認証祭り）
日時/3/13（日）10:00～12:00
場所/耳川広域森林組合諸塚木材加工センター
●問合せ・申込み
諸塚村森林認証研究事務局（諸塚村役場企画課内）
℡0982-65-1116

■NPO法人ひむか里山自然塾

■わくわくの森Ⅲの植樹

「森づくり作業」

日時/3/13（日）9:00集合
場所/綾町三本松町有林
※実施日の2～3日前までに申込み

日時/3/5（土）・13（日）・26（土）
9：30～
場所/ひむか里山の森
※事前要申込み

●問合せ・申込み
わくわくの森 ℡090-7457-0987（前原）

●問合せ・申込み
NPO法人ひむか里山自然塾
℡.FAX0985-47-8115

■ひなもりオートキャンプ場
「春！アウトドアライフinひなもり」
日時/3/26（土）～27（日）
場所/ひなもりオートキャンプ場
定員/150名
参加費/小学生以下100円、キャンプ場利用費別途
締切/～3/23（水）

■宮崎県総合博物館
「水晶と鉱物を観察しよう」
日時/3/6（日）10:00～12:00
場所/研究室2
定員/25名
対象/小学校高学年～一般

●問合せ・申込み
同会場 ℡0984-23-8100

「出羽洞穴を探そう」
■むかばき青少年自然の家

日時/3/20（日）10:30～14:30
場所/日之影町・見立
定員/25名
対象/小学生～一般

「行縢山山開き登山」

●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
℡0985-24-2071 FAX0985-24-2199
http://www.miyazaki-archive.jp/museum/

■第26回諸塚山山開き
「森づくり作業」

日時/3/27（日）
8：00～受付、9：00～スタート予定
場所/むかばき青少年自然の家
定員/100名
対象/小学生4年生以上
参加費/要問合せ※事前要申込み
●問合せ・申込み
同会場 ℡0982-38-0272
http://www.mukabaki-msgsi.jp/

■森の科学館

日時/3/6（日）時間未定
場所/飯干緑地広場に集合

「山野草に親しむ集い～春を食べよう～」
日時/3/27（日）10：00～14：00
場所/森の科学館
定員/50名
参加費/昼食代500円
持ってくる物/筆記用具・軍手・動きやすい服装
※事前要申込み、定員になり次第受付終了

●問合せ・申込み
諸塚村観光協会 ℡0982-65-0178

■御池青少年自然の家
「わくわく祭り」

●問合せ・申込み
同会場 ℡0982-66-2004

日時/3/13（日）
10：00～14：00
場所/御池青少年自然の家

■森林ウォークin森林セラピー基地

●問合せ・申込み
同会場 ℡0986-33-1414

日時/4/23（土）予定
※事前要申込み、詳細は要問合せ
●問合せ・申込み
日之影町役場地域振興課
℡0982-87-3910 http://www.hinokage.jp

■宮崎アースライド2011
「森づくり作業」
日時/3/19（土）・20（日）10:00～
参加費/大人5200円、高校生以下2100円（2日間）
締切/～2/20（日）
●問合せ・申込み
地域活性化プロジェクト℡0985-31-7086
http://earth-ride.jp
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