
１．水も限りある資源です

２．水を大切にして“いのち”を守ろう

３．宮崎の河川や水環境について取り組んでいる

　　団体や個人の方を紹介します

４．環境みやざき推進協議会だより

５．干潟に行こう・宮崎市

　　生物の多様性を支える干潟の役割を学ぼう

６．自然保護推進員

７．インフォメーションスクエア 一ツ葉入り江の干潟

●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)、 　

　　　　　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

TEL.0985-51-2077 　FAX.0985-51-2085

http://www.miyazaki-kankyo.or.jp/

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
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　地球上には約14億km3というたくさんの水が

あり、「水の惑星」と呼ばれています。そのうち

のほとんどは海水で97・5％を占めます。飲み

水や農業用水として使用できる真水は、地球

全体の水をドラム缶１本とすれば、スプーン２

杯ほどの量にしかなりません。

※「地球の水資源（水の王国とやまWAKUWAKUみずNAVIより引用「富山県提供」）」

　日本では、お風呂やトイレなどに使われる生

活用水が1日一人当たり約２４５ℓといわれて

ます。その一方で、世界では、汚水に関連し

た病気が原因で毎日約４５００人の子どもが

死亡していると報告されています。このような

地域では、上下水道がなく、川や湖から安全

ではない水を直接汲んで生活しているからで

す。まだまだ世界にはトイレが衛生的に整備

されていない国が多いのです。

※平成23年版「日本の水資源」／国土交通省より

　一人が使える水資源量は、国連開発計画（UNDP）の『人間開発報告書

２００７／２００８』によると国によって大きな差があります。特にアジア地域は水

資源が少なく人口が多いので、水の需要増加が予測されています。中央アジア

のアラル海は、世界で４番目に大きな湖でしたが、潅漑のために水位が下がり、

約50年間で約71％の面積が失われてしまいました。水問題は、食料不足や生

態系への影響をもたらすほか、洪水被害の増大などさまざまな問題を深刻化さ

せる恐れがあります。

※平成23年版「日本の水資源」／国土交通省より
※平成22年版　図で見る環境白書／循環型社会白書／生物多様性白書
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　私たちは、日常生活をおくる上で、料理や洗濯など、様々

な場面で水を必要としています。また農畜産物を生産する

ときにも、その過程でたくさんの水が必要です。日本は食料

自給率が低く、海外から多くの農畜産物を輸入しているた

め、間接的に世界中の水を使っていることになります。

　バーチャルウォーター（仮想水）とは、ある国が輸入してい

る食料や工業製品を、自国内でつくった場合、必要となる

水のことをいいます。日本は食料自給率が約40％と先進国

の中でも低いため、大量の水を海外から食料という形で間

接的に輸入している世界最大の「水輸入国」です。水ストレ

スと縁がないように思える日本ですが、世界の水資源につ

いて考えると、食料の輸入とともに、大量の水も輸入してい

ることを知っておくことが必要です。そして、できるだけ、日

本国内で生産された農畜産物を消費することが求められて

います。

※平成21年版「日本の水資源」／国土交通省より

※平成20年版「日本の水資源」／国土交通省より

　日本に輸入される食料のバーチャルウォーター量を

算出すると、640億立方メートル／年となります。これ

は、国内で使用される生活用水、工業用水、農業用

水を合わせた年間使用量の約80％の量になりま

す。 　詳しい食料のバーチャルウォーターについて

は、下記のアドレスにアクセスすると計算できます。
http://www.env.go.jp/water/virtual_water/kyouzai.html

世界の水資源の状況を考慮すると、日本の食料自給率を

アップさせ、海外からの水の輸入を削減していくことが重要

です。 　また、一人ひとりがきちんと節水の意識を持ち行動

することが必要です。 　今後、安定的な水の確保を図るた

めには、日頃の節水のほか、節水型トイレなどに見られる

ような節水技術の向上や、雨水利用、再生水利用の促進

など、一層効率的な水利用が求められます。
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　2000年に、郷土『みやざき』を自分達の手で創り出そうをテーマに設立さ

れたドゥ・ピープル。地域のまちづくりや、まつりなど地域活性化のための

活動を行っています。その活動の一つとして2003年から宮崎市の小学生

を対象に大淀川の源流調査や下流調査を行う「わんぱく大淀川源流探検

隊」を開催し、今年も8月27日に20名の子どもたちが参加しました。「8月に

子どもたちと一緒に大淀川の源流まで観察に行き、川のことについて学

びます。その後、3月に大淀川の下流でゴミ拾いを行い、この探検隊は終

了です」と同会理事長の島田博良さん。川の成り立ちから、現在の状況ま

でをきちんと学ぶことにより、子どもたちが川の役割と自然との共生につ

いて体験を通して学べると保護者からも好評です。8回目を迎えた今年、

特別支援学校の子ども達へも呼びかけ、活動の輪がどんどん広がってき

ています。 「この活動を通して、地域の川を守るのは“自分たち”なんだと

いう意識づけができ、河川美化活動へのきっかけになればと思います」。

今後も河川美化へ取り組む芽を育てていきたいと意欲的です。

参加してくれた小学生にはオリジナルの「わ
んぱく大淀川源流探検隊」バッチがもらえ
る。

大淀川源流に行くと子
ども達の目も輝き、川
への関心が一気に高ま
る。

　日本の滝100選にも選ばれている「関之尾滝」の名水が流れ込む、庄内

川。荘内商工会女性部は“地元・庄内川を美しい川に！”を合言葉に平成

22年6月に同川の水質検査を実施。いつもの風景に、いつものようにある

川ですが、目視では分からない川の汚染を数字ではじめて把握できまし

た。また、そのことにより、次世代まで美しいまま川を残すことが厳しいこと

が分かりました。そこで、自分たちでもできる事はないかと模索していたと

ころ、愛媛県産業技術研究所が考案した酵母や乳酸菌・納豆菌を使った

浄化水のことを知り、さっそく導入。 「作り方も簡単で自分たちで試してみ

たらすごく効果があり、これはぜひ広げたいね、ということになり、商工会

の女性部なので、さっそく自分たちの店でも販売をスタートしたんですよ」と

同会メンバーの蒲生芳子さん。1ヵ月に1回、メンバーが集まり20ℓの

「ＳＯＡＩ（そうあい）水」を製造しています。トイレや生ゴミの消臭、台所のヌ

メリとりなど様々な用途で使用できると好評です。「容器もペットボトルを再

利用していますのでエコ度120％です」。河川の浄化を家庭から考えた

「ＳＯＡＩ（そうあい）水」に注目です。

少し酸味のある香りが特徴だが、これは天
然酵母が生きている証拠だ。500ｍｌ150円
で発売中。

同会メンバーの蒲生芳子さ
ん。この「ＳＯＡＩ（そうあい）
水」についての作り方など
も教えてくれる。

　宮崎大学名誉教授の坂口孝司さんは、県内89箇所の名水環境を調べ

て本を出版するなど、長年にわたり宮崎の水について調査・研究を行って

います。80歳になる今でも県内各地へ出かけ調査しています。 　「宮崎県

は総面積の約76%が森林山岳地帯です。そこには、数多くの名水環境が

みられます。特に、五ヶ瀬や、都城の霧島裂罅水などは、全国でも上位の

名水環境で、都城の水道水は全国でも1･2位を争うほど良質の水なんで

す」。 　そんな県内の名水環境も年々悪化しているといいます。「10年前

に調査したときには、こんこんと湧き出ていたのに、水が枯渇してしまった

ところが数箇所ありました」。産業の発展にともない、水の利用が多くなっ

たことも要因の一つで、水量が豊富な宮崎県でも危機的な状況にありま

す。 　「一度破壊された水資源は、なかなか元に戻りません。名水環境を

守るために、自治体でも規制をするなど、さまざまな取組が始まっていま

す。この取組が、１つでも多くの名水をまもり、水資源の豊かな宮崎を次

世代へ繋げてくれることを願っています」。

坂口孝司さん。「五ヶ瀬川の源流はとってもすばらしいと
ころです」。

Copyright © Miyazaki Prefecture. All rights reserved.



ecoみやざき82 TOPページ

1. 環境保全　水は限りある資源です　

2. 環境保全　水を大切にして“いのち”を守ろう

3. エコびと　宮崎の河川や水環境に取り組みを紹介

4. 環境みやざき推進協議会だより

5. 自然保護　干潟に行こう　宮崎市

6. 自然保護　自然保護推進員

7. インフォメーションスクエア
 

　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」は全県下で

一斉に実施する県民総ぐるみの環境美化活動です。環境みやざき推進協

議会会員の皆さんをはじめ、多くの県民の皆さんのご参加をお願い致しま

す。

　日時／平成２３年１１月１３日㈰ 　

　場所／各市町村等が選定する公園・海岸・道路・河川等 　

　内容／実施地域の清掃、樹木や花壇の手入れ等 　 　

　問合せ先／お住まいの市町村の環境担当窓口

　　　　　　又は、環境みやざき推進協議会

　　　　　　☎０９８５（５１）２０７７

 

　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）の学習の場を提供します。（無料）

　・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　

　　〇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）

　　〇宮崎県環境保全アドバイザーによる環境講座

　・募集人員／30人までのグループ

　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応募部門 　

　　● 家庭部門（個人でも可）

　　● 地域部門 （学校、企業、地域 等のグループや団体）

　　● エコ幼稚園・保育所部門

　③応募期間　

　　平成23年９月10日㈯～11月30日㈬

　④応募内容

　　「環境に負担の少ない生活スタイル」の取組(時期的なものでも可)
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　甲殻類70種、貝類65種、鳥類65種を観察できる、一ツ葉入り江にあ

る干潟。この干潟をメインフィールドとして調査・研究をしているのが、

宮崎大学農学部教授の三浦知之先生です。 　「2001年からこの干潟

の調査を始めました。市内からも近く、トイレや駐車場などの設備も

整っていますので初心者でも観察しやすい場所ですね」。 　大潮の日

に観察するのが望ましく、干満の差が大きいほどいろいろな生物を見

ることができます。「ここの干潟は、波から守られており、粒のそろった

細かな砂の海底になっています。また、淡水の影響も少なく、河口近く

の干潟としてはちょっと変わっています。その結果、国内ではほとんど

絶滅した、ムラサキガイやカニノテムシロが一ツ葉入り江では普通に見

ることができます」。

・場所を確認しよう
　危険な場所や物がないか、など下見をしっかりしましょう。

・記録をつけましよう
　日付、観察時間、天気、生きものをノートやデジタルカメラで記録しましょう。

・当日の潮汐表を熟知しておこう
　潮が引いた干潮のときに多くの生き物を見ることができるので、必ずその日の干潮時刻を調べておき
ましょう。

※干潮、満潮の時刻は、新聞の天気予報欄などに掲載されています。気象庁のホームページから確認
できます。
　http://www.data.kishou.go.jp/db/tide/suisan/index.php/

◎注意すること
・日射病や熱中症の防止のために水や帽子を持参
・できるだけ長袖シャツや軍手を着用
・長ぐつかマリンシューズ、スポーツサンダルを履く

案内してくれる人
三浦　知之先生

鹿児島大学水産学部講師、教授
を経て2001年より宮崎大学農学
部教授。

　三浦先生は５年に１度、この入り江に棲むヘナタリ、カワアイ、フトヘナ

タリの調査を行っています。この３つの貝は環境省のレッドデータでは絶

滅危惧種になっていますが、ここでは数万個の単位で見ることができま

す。「範囲をきめて学生が一つひとつ丁寧に目視で数えています。前回

の調査よりも増えているようです」。

　このほかにも、2006年４月にはヒロクチカノコの発見、2006年９月にはホ

ウシュノタマを初採取するなど10haの小さなエリアで次から次へと多くの

貝の生息が確認され、生息していることがわかります。

穴を見ただけで「ヒメシオマネ
キ」というから三浦先生はさすが
です。

先が切れているのがフトヘナタ
リ。カワアイは口が小さくなって
います。

　ここにも多くの野鳥が飛来します。30年ほど前には県内各地で繁殖を

確認できた夏の鳥、コアジサシ。3月下旬から8月にかけてこの干潟でも

姿をみることができます。「檍地区の方と一緒になってコアジサシの保護

活動に取り組んでいます。安心して繁殖できる様に保護エリアを設けて

います」。

　このように三浦先生は地域の人の力をかりながら、今いる生物の保護

のために積極的に干潟の生き物の観察会や講演会などを行っていま

す。地域の人の協力があると、その場所はどんどん"いのち"が吹き込ま

れ元気になっていきます。地域の人の理解が、小さな生き物を残し、自然

を豊かにするのです。

ムラサキガイ。この干潟にはたく
さん生息しています。

オオシジミ。まん丸な二枚貝。泥
の色で黒くなることがあります。

カニの糞。とにかく小さい円形の
糞が干潟を埋め尽しています。

トゲノコギリガザミ。成長の途中
で脱皮した殻がたくさん見つかり
ます。

枕などに入っているハマゴウの実。自
然のハーブで匂いもスッキリ。自生群
が海岸に沿ってあります。



ecoみやざき82 TOPページ

1. 環境保全　水は限りある資源です　

2. 環境保全　水を大切にして“いのち”を守ろう

3. エコびと　宮崎の河川や水環境に取り組みを紹介

4. 環境みやざき推進協議会だより

5. 自然保護　干潟に行こう　宮崎市

6. 自然保護　自然保護推進員

7. インフォメーションスクエア

 

生態系を知る上で"カタツムリ"の

環境を調べることは重要です
 

　西邦雄さんは学生時代にカタツムリを研究していた友達に誘

われたのをきっかけに、研究をスタート。今年で約45年になりま

す。これまでに、新種のカタツムリをいくつも発見しています。

「採集は一年を通してできます。とくに落ち葉の中にいることが

多いので、落ち葉を拾ってきては自宅でヘッドルーペをつけて1

ミリあるかないかの小さなものを探すんですよ」。カタツムリに

も、在来種を脅かす、外来種がいます。どんなカタツムリがどこ

にいるのか、調べて分布調査をしている西さん。この調査が、多

くの在来種を守り、生態系への悪影響を減らすことに繋がるとい

います。「土壌生物の一つであるカタツムリが落ち葉などを食べ

て細かくする分解者としての働きは大切です」とカタツムリの生

態についての講演会なども積極的に行っています。とにかく、根

気強く落ち葉の中から小さなカタツムリを探す作業は想像をはる

かに超える大変な作業です。「まだまだ、たくさん名前のないも

のもいます。宮崎での調査はすべてが終わったとは言えませ

ん。これからも、できる範囲で調査していきたいです」。退職後は

時間もでき、今後は、熊本県との県境の調査も予定しているとい

います。今日も分布調査のため、落ち葉の中のカタツムリを探

す作業が西さんを待っています。

西 邦雄さん

「宮崎県固有種のサダミマイマイ」も
自慢の接写レンズで撮影する西邦雄
さん。カタツムリは生きたまま撮影する
という。

西さんが最近発見した
新種（殻径　4.5㎜、殻
高　3.0㎜）。名前はま
だついていない。
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