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7.インフォメーション

仏さまの顔に見えるという韓国岳

●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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　宮崎県の家庭やオフィスなどから出るごみ（一般廃棄物）は年間約42
万１千トン。県民１人１日あたりでは1001ｇ、およそ１キロものごみを
毎日捨てています。個々人がこれを毎日出し続けていることを考える
と、社会全体では相当の量のごみが捨てられていることが想像できま
す。

　私たちの身の回りにはモノがあふれており、生活の中で使い捨ての便
利さに慣れてしまっているところがあります。しかし「大量生産・大量
消費・大量廃棄」の一方通行の社会を続けていると、資源の枯渇やエネ
ルギーの大量消費による地球温暖化など、さまざなま環境問題をもたら
すことになります。今、私たちに求められているのは「循環型社会」を
作ることです。そのためには、ごみの量を減らす工夫や一度排出された
ものが原料や燃料として利用されるシステムをつくっていくことが重要
です。

　では「循環型社会」を築いていくために、私たちは何ができるので
しょうか。宮崎県では、４つの「Ｒ」をキー
ワードにこれまでのライフスタイルを見直した行動を呼びかけていま

す。 ① Refuse リフューズ 　不要なもので、ごみになるものは断る

② Reduce リデュース 　ごみとして出す量を減らす

③ Reuse リユース 　まだ使えるものは再使用する

④ Recycle リサイクル 　再使用できないものでも資源として再利用
する これらは日々の生活の中で、環境に対して少し高い意識を持てば
実行できるものです。自分にできることを１つでも２つでも身につけ、
その数をどんどん増やしていくことで、「循環型社会」は身近になりま
す。

参考文献 『ごみ減量化テキスト平成23年版』／宮崎県

　　　　 『ＰＥＴボトル再利用品カタログ』／ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会
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①限りある資源の節約になる
私たちの生活は石油や天然ガス、鉄鉱石などの天
然資源によって支えられていて、日々使う製品の
原材料となっているほか、エネルギー資源にも
なっています。現在の消費ペースを前提として、
世界全体であと何年資源供給を支えられるか（採
可年数）を計算すると、石油は42年、天然ガスは
60年と見込まれています。「(経済産業省「日本
のエネルギー2010」)」、限られた資源を少しで
も大切に使っていくことは重要な課題です。
 

②ごみを燃やしたり、埋め立てる量を
減らすことができる
　ごみを燃やすと二酸化炭素が発生し、地球温暖
化の原因の１つとなります。埋立をするには当然
埋め立て地の確保が必要です。また、ごみを処理
する施設を作るには膨大な額のお金が必要となり
ます。宮崎県民１人あたりのごみ処理にかかった
経費は、年間１万４１３円（平成21年度）。ごみ
を減らすことは、実はお金の節約にもなります。
 

③ものを作るエネルギーの節約になる
　紙をリサイクルしてできた原料から商品を生産
した場合、自然界からとった原料で生産した場合
に比べて70%～75%エネルギー消費を抑制すること
ができると言われています。またアルミニウム
は、ボーキサイトという鉱物から取り出したアル
ミナを電気分解して地金を製造されます。その
際、大量の電力消費を必要とすることから「電気
の缶詰」と呼ばれることがあります。資源物とし
て回収されたアルミ缶を再利用すれば、このエネ
ルギー消費は３～５％で済むと言われています。

　2011年6月にスタートした使用済小型家電品
回収事業。現在、宮崎市の公的施設48ヵ所に
設置されており、9月30日までに543.2kgを回収
しました。回収している小型家電品は電卓、ビ
デオカメラ、電子辞書などで主に携帯電話、リ
モコン、デジタルカメラが多く回収されていま
す。どの小型家電品にも、希少金属（レアメタ
ル）や貴金属が使用されており、これらの原料
は輸入に頼っていますが、使い終わるとリサイ
クルされずにゴミとして捨てられています。宮崎
市では、地球資源を守るための活動として今
後も回収していく予定です。

月2回、市が回収にきています。いつも

コンテナの半分くらい入っています。

問合せ＝宮崎市環境業務課

　　　　☎0985-21-1762

ごみを再利用して

すてきなグッズが

出来あがります 　エコクリーンプラザみやざき
の環境学習コーナーでは、ご
み処理の仕組みやリサイクル
について学ぶことができる「エ
コタウン」があります。江戸時
代と現代を比べて、リサイクル
を考える「お江戸ごみすごろ
く」やエコクッキングのヒントが
つまった「太郎クンのエコハウ
スキッチン」があり、子どもた
ちに人気です。ここでは、見学
コースのほかにも、紙パックを
利用した紙すきやごみを燃や
したあとに残る塩を利用した
入浴剤などをつくる体験リサイ
クル教室も実施しています。

　自分が毎日出しているごみについて、少し立ち
止まって考えてみましょう。「ちりも積もれば山
となる」ということわざが示すとおり、１人ひと
りの意識の転換と「４Ｒ」実践の積み重ねが、未
来の自分達、もしくは次の世代の住む世界を少し
ずつよい方向に変えていくはずです。日々の
ちょっとした努力が、現代の社会の中で暮らす私
たちの一つの役目ともいえるのではないでしょう
か。

2011年10月に体感しながらリサイクルの大切さを学ぶこと

ができるコースがリニューアル。スチール缶やアルミ缶が

圧縮品化されている状態がどのくらい重いのか実際にロー

プを引っ張って知ることができるコーナーが登場。

受付時間＝9:00～15：30

休館日＝月曜日

問合せ＝同施設体験エコクリーンプラザみやざき

☎0985‐30‐6511
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　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２３年１１月
１３日（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
環境美化活動は全県下で行われました。

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／地域の清掃、樹木や花壇の手入れ等

　寒い冬が本番になり、オフィスや家庭で暖房機器を動かすことが多くなります。
地球温暖化防止のためには電力消費量を削減し、二酸化炭素排出量を減らすことが
必要です。電力消費量削減のために、冬のエアコンの温度設定を20℃にしても快適
に過ごせるような服装にしましょうということで、"WARM　BIZ（ウォームビズ）"
は平成17年冬に始まりました。
　"WARM　BIZ（ウォームビズ）"をさらに普及・浸透させるため、より多くの方に
取り組んでいただく必要があります。

①取組の方法
・"寒いときには着る、過度に暖房機器に頼らない"　暖房時の室温が20℃でも快適
なスタイル"WARM BIZ"（ウォームビズ）の推進
・暖房温度を控える（１℃控えるだけでも消費電力を大きく削減できます。）
②実施機関／11月１日から３月31日まで

　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
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　日本の電気の60％は石炭、天然ガス、石油などによ
る火力発電によってつくられています。そのため、こ
れらの燃焼によりたくさんのＣＯ２を排出していま
す。ＣＯ２が増えると地球の温度が上昇し、地球温暖
化の原因となります。少しでも、ＣＯ２を減らすに
は、電気だけでなくガスや灯油などすべてのエネル
ギー消費を見直す必要があります。

　１９９０年度と比べて２００９年度の家庭部門の
ＣＯ２排出量は、２６・9％も増加しています。増加し
た原因として、①電化製品の種類の増加②世帯数の増
加③電化製品の保有台数の増加④電化製品の大型化な
どが考えられます。家庭のなかでもっともＣＯ２を排
出しているのは用途別でみてみると自動車、ついで照
明・家電製品となっており、冬に使用する暖房の
ＣＯ２排出量は夏の冷房よりも多くなっているので
す。冬の暖房は、エアコンだけでなく、電気ストー
ブ、灯油ファンヒーターなどいろんな器具を使用しま
す。エアコンのみを節電するのでなく、なるべくエネ
ルギーを使用せず、暖かな生活をするためのライフス
タイルを取り入れましょう。

　九州でも、「家庭内の電力を２月３日まで５％節電
をしよう」と、呼びかけられています。時間帯は８時
から21時までです。この間は、エアコンは２０℃に設
定し、テレビは必要な時間以外は消すなどしましょ
う。また、消費電力が大きい浴室乾燥機や食器洗い乾
燥機などの使用は控えましょう。

※参考資料 『家庭ですぐ出来る冬の節ＣＯ２マニュアル』／一般社団法人　地球温暖化防止

全国ネット 『冬期の節電メニュー平成23年11月』／経済産業省
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　家の中で過ごすことが多い冬だからこ
そ、部屋の中の熱を外に逃がさない『断
熱』と、体の中から暖まる『体感温度アッ
プ』を併せて取り組んでみましょう。

　熱を逃がさない工夫をしても、暖かくな
ければなんにもなりません。がまんをしな
いで、継続的に取り組むことが大切です。
その為には、使用する暖房器具を見直して
みることも大切です。宮崎県など気温がほ
とんど氷点下にならない地域であれば、エ
アコン暖房がＣＯ２を減らすだけではな
く、暖房代などの光熱費が安くなることも
あります。エアコンで部屋全体を暖めて電
気カーペットやひざかけなどで部分暖房を
するなど工夫してみましょう。　

　空気の中に自然に存在している”熱”

を集める技術を「ヒートポンプ」といいま

す。昔からエアコンの技術として使われ

ており、少しの電気でたくさんの”熱”を

得ることができるので、とても省エネで

す。暖房の場合、電気ストーブでは「１」

の電気からは「１」の暖房効果しか得ら

れませんが、ヒートポンプでは同じ「１」

の電気から、最大で「６」程度の暖房効

果が得られます。今ではエアコンのほ

か、給湯機や乾燥機など幅広く活用さ

れています。

 

出典：ダイキン工業ホームページより

※8畳間、外気温０℃時、木造住宅における暖房負荷による計算。 　

電力ＣＯ2係数　0.373／ｋｗｈ、エアコンのＣＯＰは５として計算。

出典：ひのでやエコライフ研究所推計
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　無理なくできることから始め、ずっと続ける。これが、節電
では一番大切です。エアコンは室温を20℃にすることにより
７％の節電効果があり、不要な照明を消すだけで４％も節電で
きます。この冬、５％の節電が呼びかけられています。家庭で
できることを一つ行うだけでも節電につながります。

　暖房器具にはいろいろな種類があり、それぞれの使い方で節
電につながります。

出典：『よくわかる電気の省エネ』／九州電力

昼間の太陽熱を利用しよう
　昼間の太陽の熱を部屋に取り込むために、日が差し込むほ
うの窓は、昼間はカーテンを開けておこう。日が暮れたらすぐ
にカーテンを閉めよう。夜間は厚手のカーテンや断熱シートな
どを活用しよう。

カーテンに工夫を 　
　上部や下部にすきまができないよう、天井から床いっぱいま
でたっぷりと垂らすと、保温効果が高まります。

 
出典：ダイキン工業ホームページより

空気清浄機の置くところ
　窓や壁から少し離して置くようにしましょう。風
が直接体にあたると寒く感じるので、風が人にあた
らないようにする。

ドアはきちんとしめよう
　部屋の出入りの際には、ドアは開けたらすぐ閉め
て、冷たい空気を部屋に入れないようにする。
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　いろんな工夫をすれば、楽しくなるWARMBIZ(ウォームビズ)。衣食住に取り入れられることからチャレンジしてみよう。

首、手首、足首の「三つの首」を

あたためよう

　マフラー、手袋、レッグウォーマーを活用しよ

う。太い血管のある部分を重点的にあたためる

ことで体全体があたたまり、冷え性などの改善

にも役立ちます。

 

「素材」に着目し、

おしゃれにあったまろう

　軽くて薄い腹巻など、機能性素材の下着を活

用しよう。より薄く、軽く、暖かく、機能性素材は

進化しています。Ｔシャツ、腹巻き、股引、靴下

など、下着の素材を意識して、体幹をあたため

ましょう。

 

お風呂あがりには１枚多く羽織り、寝ると

きも、 首にタオルを巻いてあたたかく

　お風呂あがりにいつものパジャマの上にもう

一枚羽織ったり、寝るときに布団の隙間から

入ってくる冷気から首もとを守ります。

「鍋」でからだも室内も あたためよう

　家族や友達と集まって鍋を楽しみながら、か

らだも室内もあたたかくして、暖房を緩和暖房

もできる一石三鳥にも四鳥にもなる料理です。

 

冬が旬のもの、根菜類、しょうがなど、

体をあたためる食材にもこだわりを

　冬が旬の食材、根菜類、特にしょうがなどは

からだを内側からあたためる効用があります。

食材選びは「地産地消」を心がけることで流通

に係るCO2排出も削減できます。

 

食生活を整えて寒さに強い

からだをつくろう

　朝食をしっかり摂ることで１日元気に活動す

ることができます。また、新陳代謝が活発にな

り、からだの内側からあたためる効果もありま

す。

省エネ加湿器やお湯の入った

やかんなどで加湿

　体感温度は温度だけでなく、湿度や気流など

のバランスで変わります。一般的に、湿度が高

くなると体感温度が上昇しますので、鍋はもち

ろんのこと、お湯をはった器を置いたり、ストー

ブの上にやかんを置いてお湯を沸かしたりする

ことで、暖房を抑えても寒さを感じにくくなりま

す。

 

温度計、湿度計を近くに置いて

室内環境を

　「見える化」 　温度計、湿度計を置いて、室内

環境を「見える化」して、無駄な暖房使用を控

えたり、逆に冷えによる体調不良にも気をつけ

ましょう。

 

扇風機であたたかい

　お風呂で上の方が熱くなるように、あたたか

い空気は上にたまります。扇風機を短時間だ

けつけて空気を循環させましょう。

湯たんぽ、毛足の長いスリッパや座布団、カイロなどを効果的に活用

　足下を制して冬を乗り切るために、湯たんぽや毛足の長いスリッパは家だけで

なく、職場の机の下でもぜひ活用しましょう。また、毛足の長い座布団は腰まわり

からくる冷えの予防に効果的です。

 

入浴と運動の時間を大切に。入浴でからだも心もあたためる

　日本人の大好きなお風呂は冬を快適にするために最も実感しやすい方法で

す。入浴でからだを芯からあたためて、冷めにくくするには20分ほどの時間をか

けて、38〜39℃程度のぬるめのお湯に半身だけつかることが効果的です。

ゆず湯、しょうが湯、大根湯などでからだをあたためる効果が上昇

　ゆず湯、しょうが湯、大根湯などはお風呂の効果をさらに高める日本の知恵で

す。ゆずやみかんの皮を湯船に浮かべるだけで、これらに含まれている成分が

皮膚を刺激し、血行を良くしてくれます。大根湯は大根の葉を１週間ほど乾燥させ

たものを刻んで布袋に入れて湯船に浮かべます。葉に含まれるミネラル成分によ

り、血行促進や発汗効果があります。

ちょっとした時間で足湯を行うのも効果的

　体が冷えてつらい、でもお風呂に入るにはまだ早

い、という時には大きめのたらいなどにお湯をためて

足をつけることでとても楽になります。足湯の後は機

能性素材の靴下や毛足の長いスリッパなどでしっかり

保温しましょう。

 

通勤、通学で一駅分を歩いたり、3階程度なら階

段を使うことで体温上昇にも健康にも効果的

　いつもより多く動くことで体温上昇が図れます。 　新

陳代謝が活発になり、血行も良くなります。寒さを逆に

利用して、日頃の運動不足も解消しましょう。

 

家や職場で座ってできる血行促進運動

　足や首のストレッチなど、家や職場で座ってできる血

行促進運動は新陳代謝を高め、冷えやコリを防ぎま

す。
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二湖パノラマ展望台より白紫

池と六観音御池

　山や川の成り立ちやそこに住む生物について学べる場所を
「ジオパーク」といいます。 　霧島火山群は昭和９年には日
本初の国立公園に指定され、平成22年に「日本ジオパーク」
にも認定されました。霧島火山群は大小20余りの火山があ
り、「火山の博物館」ともいわれています。特に新燃岳は、
昨年の１月に約３００年振りに噴火し、韓国岳や高千穂峰を
始めとする周辺の山々は現在も入山禁止となっています。し
かし、えびの高原からはトレッキングの途中で、不動池の溶
岩堤防などの火山地形を観察することができます。

えびの高原一帯に自生している竹。シカの

食害等の影響等でほとんど見ることができ

なくなっている

木々の間から色のコントラストが美し

い六観音御池がみえる

　１年を通して、さまざまな表情をみせてくれる人気の池巡
りコース。多いときには週に３回はボランティアでこのコー
スを案内している石井久夫さんは、このコースのスペシャリ
ストです。「この一帯は火山ガスの影響を強くうけながらも
育っている植物がたくさんあります。その代表がミヤマキリ
シマです。本来ならば、朱色の花なのに火山性ガスによって
ピンク色になったんです。ほかにも「えびの高原」の由来と
なったえび色のススキもそうなんですが、今はガスが発生し
ていないので残念ですが色が変わることはありません。この
ように、ガスの影響でエコミュージアム付近の木々は極相林
ではないんです。今も成長している森でもあるんですよ」。
六観音御池の周辺は、モミやブナが生育し見ることもなく、
すっかり成長しきった極相林で、約３００年前の新燃岳噴火
の被害が及ばなかったことをモミの巨木で知ることができま
す。「この森には、南国の木と北国の木が両方見られますの
で、小学生には『暑い暑いと、この木は言ってます。』とブ
ナの木を説明します。そうするとよく理解してくれます
ね」。不動池までの道のりは秋は紅葉が美しく、葉が手のひ
らの形に似ているコハウチワカエデと、コミネカエデが森を
彩ります。「冬の間は、ヤマネなど冬眠している動物もいま
すが、木々の下にはイタチやシカの糞を見ることができます
ので、タイミングがいいと観察することができるかもしれま
せん。ただし、シカにエサは絶対に与えないでください」。

天然の「サルノコシカケ」。

不動池の途中に見ること

ができる

マンネンスギ（シダ植物）

は和名で琉球を除く日本

各地の温帯的な場所で山

地の林下や陽地に生育し

ている

落雷をうけた木。高い木

に雷が落ちるため縦の線

が入っている。それでも半

分は生きている木もある

　１月にはヤブツバキ、４月にはキリシマミズキ、５月には
世界でも霧島山にだけ自生しているノカイドウ…。赤に黄色
に白と雄大な大地に色鮮やかな花々が咲くのもここの魅力で
す。「新燃岳噴火後も、ミヤマキリシマはわずかですがちゃ
んと生き残っています。自然のすごさを感じますね。今から
春が楽しみです」。

えびの高原ボランティア レンジャーの会

会長 石井 久夫さん
環境省のパークボランティアにも

なっています。

ルールを守って楽しもう
●トイレはありません。携帯トイレを持参しましょう。
●花を摘んだり、植物を持ち帰ったり、動物を捕まえて
はいけません。
●シカにエサを与えないでください。
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霧島ジオパークの魅力を支える
霧島山系の動植物を守る

　２０１１年１月２６日に噴火した新燃岳の付近では、ミヤマキ
リシマやミヤマミツバツツジが自生しており、観光客はもちろん
登山家の目を楽しませてくれていました。しかし、今回の噴火に
よりこれらの植物が現在、どのようになっているか入山規制中な
ので確認することができません。 　そんな中でも、たくましく
育っている植物の保護に取り組んでいるのが正手久さんです。正
手さんは、若い頃から山が好きで西日本の名山に登っては植物の
写真を撮影しています。「ここには、ウインナーに似た赤い実の
『ツチアゲビ』や『キリシマシャクジョウ』など珍しい植物がた
くさんあります」。山歩きの途中で見つけた植物の名前がわから
ない時は、山仲間、宮崎県立図書館や宮崎県立博物館まで出か
け、とことん調べます。「初めは、山野草が好きでしたが、今で
は樹木にも興味があり車の中にはそれらの本でいっぱいです」と
笑います。とにかく、噴火後の植物の状況が気になると話す正手
さん。「霧島山系だから見ることができる植物がたくさんありま
す。その植物が、元気に育ってくれていることを望みます」。昨
年は、宮崎県絶滅危惧種の『クマガイソウ』の群生が盗掘被害に
あうなど人的被害も起きています。「持って帰っても育ちませ
ん。山にあるからこそ美しいのです」と正手さんはモラル向上も
訴えています。

正手　久さん

「クマガイソウ」はかつて

は、全国各地で見ること

ができました。県条例に

より野生種の採取は禁

止されている。
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