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暖
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て地球
CO2を減らし
本城干潟
生命の楽園」
「
に
さ
ま
、
は
自然保護 県南最大の干潟
削減
めざせ！CO2

串間市本城干潟

ＣＯ ２を減らして地球温暖化を防止しよう

●エコキュート
メリット
空気の熱のエネルギーを
効率的にお湯として使え、 高効率で環境への負担が小さい。
必要なときに使用する蓄
エネのシステムです。
『2013年版 省エネ家電 おすすめＢＯＯＫ 電気をかしこく使う スマートに暮らす』
出典：
家電製品協会

同園では年間を通して環境に関する
イベントを開催。

●詳しくは
ホームページにて。
http://b.park-miyazaki.jp/

今回のエコ達人
公園を管理している

平原和彦さん

樹木は地球温暖化防止に
役立っています

問合せ＝宮崎県総合文化公園 ☎0985-31-1410

出典：温暖化対策に貢献する文化公園の樹木
㈳宮崎県緑化推進機構より
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宮崎市民の憩いの場として人気の宮崎県

素材によって違う作り方を勉強し、
実際につくってみましょう。
定員＝20人 料金＝500円

総合文化公園︒ここには︑ 種類927本

8/6 きれいなドライフラワーの作り方教室

もの樹木が植栽されています︒樹木は︑Ｃ

を行い︑有機化合物を合成します︒有機化

Ｏ ２を取り込み︑太陽の光と水分で光合成

若い樹木ほど︑年間のＣＯ ２の吸収量は

8月の予定

合物は樹木の呼吸・成長に使われます︒

ト情報
イベン

・500㎖の
ペットボトル
約2600万本分

多く何十年もＣＯ ２を吸収し︑C
︵炭素︶
を

吸収し続けます︒

文化公園の
年間CO2吸収量

エコ の 目

-１

㎏

出典：宮崎県ごみ減量化テキスト 平成26年度版

エネルギーを上手に使った暮らし方

夜間に蓄えた電気や太陽光発電
の電気を、昼間のピーク時に利
用できます。

64

年でなくな

メリット

・2年︑天然ガスは

リチウムイオンの移動を
利用して充電を行う二次
電池です。

54

資源には限りがあります︒石油はあ

●家庭用リチウムイオン蓄電池

せず︑資源が無くなる心配がありませ

天災等で送電がストップしても
晴天ならば非常用電源になる。
家庭で余った電力は電力会社へ
売電できます。

ん︒

メリット

これからは家庭でも︑エネルギーの

太陽の光エネルギーを太
陽電池が発電して家電に
使用できます。

効率的な暮らし︵＝スマートライフ︶

●住宅用 太陽光発電システム

に取り組みましょう︒

家庭でのスマートライフ (例）

1日1人

と

出典：経済産業省エネルギー庁「エネルギー白書」2013

豊かな生活の背景には︑化石燃料の使用の増加があります︒豊かであればある
ほどエネルギーは必要です︒しかし︑エネルギーの使用にはCO 2の排出などの
問題点もあるため︑日々の生活の中でできることを考えましょう︒

ると言われています︒そこで注目され

地球温暖化とＣＯ ２の関係

います︒温められた地球から放出され

ているのが︑太陽光や風力︑水力など

地球の表面は太陽の光で温められて

た熱は︑二酸化炭素などの温室効果ガ

化石燃料

地球温暖化

スに吸収されて地球に残ります︒この

↓

14

の再生可能エネルギーです︒再生可能

ＣＯ２が発生

℃前後に

日本では
エネルギーの
約88.3％が

↓

エネルギーは︑ほとんどＣＯ ２を排出

ごみ 燃やして灰にする

温室効果ガスの量が多くなると地球全

水道 水道水をつくるため、浄水場で電気やガスを使う

体の温度が上がってしまいます︒

ガス・灯油・ガソリン 燃やすことでエネルギーになる

地球の表面温度は︑現在

電気 石油や石炭を燃やしてつくる

保たれていますが︑この温度がどんど

暮らしの中でのＣＯ２を生み出すものとは？

ん上がっていくことを地球温暖化とい

います︒

〜地球温暖化の仕組み〜

めざせ！ＣＯ ２削減

環 境 保 全

参考資料：
『暮らしの中で
できる地球温暖化対策
ＣＯ２を減らす100の方法』
宮崎県地球温暖化防止活
動推進センター
『2013年版 省エネ家電
おすすめＢＯＯＫ 電気
をかしこく使う スマート
に暮らす』
家電製品協会
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1

冷蔵庫を選ぶときの方程式
家庭部門
年間CO2排出量

容量＝
（70L×○）
＋
（100〜150L)＋70L
（○＝ご家族人数、100〜150L＝常備品容量、70L＝予備スペース）

ここに注目!

今どきの冷蔵庫は10年前と比べると

平均的な加速時の燃費に対する割合

ムダな加速・減速で市街地で
は2％程度、郊外では6％程
度も燃費が悪化
ポイント

2

燃費が２％改善

平均的な加速

ポイント

ゆるやか

10

15

20

20km／hから40km／hまでの加速にかけた時間（秒）

3 ecoみやざき 2014 夏号

ポイント

25

3

エアコンの使用は
適切に

エアコンスイッチをONにした
ままだと12％程度燃費が悪化

エコ の 目

4

車間距離にゆとりをもって、 ムダなアイドリングは
加速・減速の少ない運転
やめよう

出典：経済産業省資源エネルギー庁 平成24年省エネルギー設備導入促進事業
（自動車実走行燃料消費情報等提供事業）
報告書

2

１

減速時は早めに
アクセルを離そう

５

2011年

10分間のアイドリング（エ
アコン O F F の 場 合 ）で 、
130cc程度の燃料を消費
ポイント

5

タイヤの空気圧から
始める点検・整備

タイヤの空気圧が適正値
より不足すると、市街地で
2％程度、郊外で4％程度
燃費が悪化
ポイント

6

不要な荷物はおろそう

100kgの荷物を載せて走
ると、3％程度も燃費が悪化

出典：エコドライブ普及連絡会のホームページより

年間1万円の
〝省エネ〟
エコドライブ

ポイント

加速による
燃費の変化

０

1990年

ちょっとした心がけが
エコドライブのポイント

普通の発進より少し緩やかに発進する
（最初の
5秒で時速20キロが目安です＝ふんわりアク
セルe-スタート）
だけで11％程度燃費(km/L)
が改善します

0.5

（百万トン）

家計にやさしく︑環境にもいいエコドライブ︒
年間︑エコドライブをこころがけると︑およそ
1万円もお得になると試算されています︒すぐ
にできるので︑チャレンジしてみませんか︒

急な加速は、燃費が悪くなり、
ゆっくり加速すると燃費は良くなります

急加速

189

127

出典：『平成 25 年度地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業
日常生活に関する温室効果ガスの排出実態調査 年次レポート』
全国地球温暖化防止活動推進センター （一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット）

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

1.0

48.1％増

（百万トン）

約68％の省エネ

1.5

家電の大型化などさまざまな要因が重なり︑
家庭での消費エネルギーが増えてきています︒
少しでもエネルギーの消費をおさえることが必要です︒

する情報
ちょっと得

冷蔵庫の使い方が〝省エネ〟のポイント

出典：経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
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時間365

4,340円

品 で ︑ 中 で も 冷 蔵 庫 が 高 いウ エ イ ト を

96.2kg

占めています︒冷蔵庫は

670
960
1360
990
230
130

48

日本全体では家庭からのCO 2排出

14.7
21.3
30.1
22.0
5.1
3.0

量が１９９０年に比べると2011年

エアコンの冷房設定温度を27度→28度
冷蔵庫に詰め込みすぎない
冷蔵強度 強→中にする
冷蔵庫を壁から離す
冷蔵庫の無駄な開閉をやめる
冷蔵庫を開けている時間を短くする

日︑一日も休まずに黙々と働くわけで

年間CO2削減量（kg） 年間節約金額（円）

すから︑家電の中でも最大の消費量で

家庭で出来る省エネ

度では︑ ％も増加しています︒その

出典：『平成22（2010年）年度温室効果ガ
ス排出状況について』 宮崎県環境森林課

出典：『2013年版 省エネ家電 おすすめＢＯ
ＯＫ 電気をかしこく使う スマートに暮らす』
家電製品協会

要因の一つとして︑家庭での電化製品

家庭部門
16.8％

す︒特に夏場は︑できるだけ﹁手早く﹂

産業部門
46.3％

ドアの開け閉めをすることが省エネの

業務部門
10.8％

平成
22年度

の消費エネルギーが増えてきているこ

運輸部門
22.6％

とがあげられます︒家庭で一番︑

その他
3.4％

ポイントです︒

その他
ごみ 2.7％
灯油・LPガス・
３％
都市ガス
21.6％
ガソリン
25％
平成
23年度
宮崎県でも
家庭部門の
電気
値が高く
47.7％
なっています

CO 2を排出する量が多いのは電化製

宮崎県の
二酸化炭素の排出割合

家庭からのCO2排出割合

家庭での〝省エネ〟が地球温暖化を防ぎます

環 境 保 全

宮崎県次世代エネルギーパーク
宮崎県環境情報センター

● 宮崎県環境情報センター

● バイオマス発電・バイオ燃料

中心施設・各パークへの受入窓口

● 水力発電

25

●見学の申し込みは

団体・グループ・学校などの複数名で、宮崎
県環境情報センターへまずは申し込みを。

☎0985−23−0322

平成 年度
宮崎県地域環境保全功労者等表彰

順子さん ︵延岡市︶

てるはの森の会︵宮崎市︶

社会福祉法人 五十鈴福祉会

いすず保育園︵門川町︶

トワークを設立し︑川の歴史や情

わっています︒五ヶ瀬川流域ネッ

タ﹂の実行委員や事務局等に携

再発見をテーマに﹁リバーフェス

土井裕子さんは五ヶ瀬川の環境

ども行なっています︒

流域の環境向上のため︑研修会な

進活動などを行っています︒川の

り︑地域づくり︑川文化向上の推

して︑大淀川の環境保全︑川づく

ネットワークは住民や団体と連携

特定非営利活動法人大淀川流域

大淀川流域ネットワーク
代表理事の杉尾哲さん

報収集・発信︑自然環境の再生復

清武中央保育園︵宮崎市︶

川水流保育園︵延岡市︶

社会福祉法人 清武社会福祉会

社会福祉法人 川水流福祉会

ドリームフラワー︵宮崎市︶

家田の自然を守る会︵延岡市︶

一般社団法人

大淀川流域ネットワーク︵宮崎市︶

特定非営利活動法人

●団体の部

詠田 トキ子さん︵宮崎市︶

土井 裕子さん ︵延岡市︶

関

●個人の部

熱心に取り組んでいる方々です︒

が７団体表彰を受けました︒日頃から︑地域の環境保全に

今年も宮崎県地域環境保全功労者等で個人が３名︑団体

26

広く活動しています︒

3
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これからのエネルギーを体感

経 済 産 業 省 は ︑ 国 民 に 次 世 代 の エ ネ ル ギ ー に つ い て 理 解 を 深 め て も ら う ため
﹁ 次世代エネルギーパーク﹂の取り組みを行っています︒宮崎県は平成 年に
施設が認定されました︒

次世代エネルギーパークってどんなところ？
施設が認

５施設︑水力発電が１施設︑それに宮
崎県環境情報センターの全

次世代エネルギーパークとは︑太
陽光・バイオマス・水力発電などの
定を受けました︒

報告より
活動事例

再生可能エネルギー関連施設を環境

地域 を 愛 して 環境保全

元︑環境教育など川をテーマに幅

土井裕子さん

E-mail/kankyojyoho@coral.ocn.ne.jp
HP/http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/center/
太陽熱利用（集光装置による）
備考：88基のヘリオスタット
集光型太陽光発電システム
規模14kW×2基、10kW×3基
太陽光発電
規模4,028kW
木質チップ・ペレット製造
規模10,000t/年（チップ化）
1,200t（木質ペレット化）

見学に行くと︑専門の方に施設の働

太陽熱利用 規模 集光量
平均約80ｋWh /日

学習のための受け入れ施設とし︑だ

水力発電
規模最大28,000kW
太陽光発電 50kW

きや特徴などをわかりやすく説明して

太陽熱ハウス
冷暖房システム

れでも気軽に環境学習ができる場所

綾第二発電所

いただけるので︑次世代のエネルギー

畜産バイオマス発電
規模11,350kW

を体感することができます︒

ごみ処理発電
規模11,200kW

を提供するというものです︒県内で

みやざきバイオマス
リサイクル発電所

は太陽光発電・太陽熱利用が８施設︑

エコクリーンパークプラザ
みやざき

バイオマス発電・バイオマス燃料が

太陽光発電
規模1,050kW
太陽光発電
規模1802.2kW

宮崎大学集光型ビーム
ダウン式太陽集光装置
宮崎大学集光型太陽光
発電システム
清武発電所
株式会社三共

宮崎市広原太陽光発電所
大淀ソーラーパークⅠ
高千穂牧場
バイオガスプラント

● 太陽光発電・太陽熱利用

フォレストエナジー門川

宮崎ソーラーウエイ
木質ペレット製造
規模16,000t以上/年
西都市清水
メガソーラー発電所

太陽光発電
規模842.8kW
太陽光発電
規模500kW
バイオガス発電
規模30kW
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１５

﹁宮崎県次世代エネルギーパーク﹂の認定

環 境 保 全

協 議 会 だ よ り

●環境フェスタ

及・啓発を図るため︑県内8ヵ所で街

広く県民に環境保全に関する意識の普
等表彰︑受彰者の活動事例発表︑タレ

平成 年度宮崎県地域環境保全功労者

第6回エコライフコンテスト表彰︑

●学校等部門 優秀賞

﹁生ゴミ排出ゼロの取り組み﹂

・久々原九州男︵宮崎市︶

●家庭部門 優秀賞

﹁グリーンカーテンの推進﹂

︵都城市︶

・住友ゴム工業株式会社宮崎工場

環 境 みや ざ き 推 進 協 議 会 だ よ り
●環境月間・環境の日
キャンペーン
日︵ 月 ︶に宮 崎 市 民 文 化 ホ ー ル

頭キャンペーンを行い︑啓発チラシや
ント高木美保氏による講演︵演題

で﹁環境フェスタ2014﹂を開催

マイバッグを配布しました︒また︑6
﹁命を感じる暮らし﹂︶が行われまし

︵宮崎市︶

・社会福祉法人学周会 梅野保育園

環境学習なら
宮崎県環境情報センターへ

宮 崎 県 立 図 書 館 １ F にあ る 宮 崎 県 環 境

情報センターでは︑環境に関する資料の閲

覧︑環境教材の貸出や環境保全アドバイザ

や環境講座なども行なっています︒

ーの派遣︑リサイクル工作などの出前講座

宮崎県環境情報センター

6月

月 1日︵日 ︶宮 崎 市 の 環 境 ミ ニ フ ェ ア
た︒
また︑協議会総会承認事項の平成

︵詳細は協議会ホームページ参照︶

﹁みんなで学ぶエコ活動﹂

8月3日(日) 「木のバッチ作り」
定員20名
● 8月10日(日) 「ソーラーバッタ作り」 定員10名
● 8月17日(日) 「牛乳パック帽子作り」 定員20名
時間 13：30〜15：30 会場 宮崎県環境情報センター
対象 小学生（全着順） 参加料 無料
問合せ・申込み 当センターへ

6 月 5日︵ 木 ︶の ﹁ 環 境 の 日 ﹂ に ︑

に参加し︑環境グッズの配布等により
啓発を行いました︒

年度事業実績︑平成 年度事業計画及
ました︒

●節電・省エネ集中実施月間

び平成 年度重点行動項目が承認され
︵詳細は協議会ホームページ参照︶

6月から9月までの省エネキャンペ
ーン期間のうち︑節電協力要請期間で

E-mail
HP

ある7月から9月は﹁節電・省エネ集
省エネルギー・節電対策を実施しま

中実施月間﹂です︒
しょう︒
●節電要請期間・時間帯
平成 年7月１日〜9月 日の平日
9時から 時

︵お盆期間8月 日〜 日は除く︶
・室温 ℃を心がけましょう
の日差しを和らげましょう︒

・〝 す だ れ 〟や〝 よしず 〟な ど で 窓 か ら

扇風機を使用しましょう︒

・無理のない範囲でエアコンを消し︑
・日中は不要な照明を消しましょう︒
・テレビはリモコンの電源だけではな

住所

９時〜１９時
（日曜、
祝日は１７時まで）
月曜日（祝日の場合は翌日以降の最初の平日）、
年末年始、
図書館整理及び特別整理期間
〒８８０-００３１ 宮崎市船塚３-210-1
宮崎県立図書館１F
TEL.0985-23-0322 FAX.0985-26-4720
kankyojyoho@coral.ocn.ne.jp
http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/center/

利用時間
休館日

リサイクル工作教室

Info
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高木美保氏講演

●第6回エコライフ
コンテスト診査結果︵敬称略︶
●地域部門 優秀賞
﹁廃材利用でエコノートづくり﹂

・諸塚村商工会女性部︵諸塚村︶
・長江区自治会 ︵日向市︶

30

15

26

﹁区民総参加で資源回収﹂

13

エコライフコンテスト表彰

・山下子ども会育成会︵日向市︶

20

く︑本体の主電源を切りましょう︒

●

30

26

26

﹁子ども会で取り組む公園清掃﹂
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26

28

宮交シティアポロの泉（宮崎市）
綾手づくり ほんものセンター（綾町）

宮崎県重要生息地

県南最大の干潟は
まさに﹁生命の楽園﹂
本城
干潟

の供給を受けるため藻やバクテリアが

温められやすく︑干上がるたびに酸素

が堆積しやすく水深も浅いので︑水が

また︑河川から運ばれてきた有機物

ため干潟だけにいる生き物もいます︒

全国で埋立て事業などに伴い減少を続けてい
る干潟︒宮崎は消滅してしまった干潟が９カ所︑
現存しているのが8カ所と言われています︒今
回は〝生命のゆりかご〟という言葉がピッタリ
の串間市本城干潟を紹介します︒

希少な生き物も
住む本城干潟

串間市にある本城干潟は﹁日本の重

とで知られています︒干潟に流れ込む

定され︑たくさんの生物が生息するこ

白い小石のようなものが無数に散ら

干潮を迎えた干潟を訪れてみると︑

ように食物連鎖を行い生きています︒

それらを餌とする鳥類が集まるという

多く発生し︑それを食べるカニや貝類︑

本城川は︑串間市都井に向かう峠から

ばって見えました︒よく目を凝らして

選﹂に選

湧き出て︑中園川と黒仁田川と合流し

みるとハクセンシオマネキです︒音や

要湿地500﹂﹁全国干潟

の本城干潟です︒干

満差２ｍで︑シオマネキ︑トビハゼ︑

潜ってしまいますが︑大きなハサミを

気配に敏感で近寄ると一斉に穴の中に

種類生息しますが︑体長1

ほどのコメツキガニも二つのハサミ

カニは

ハクセンシオマネキ︑アカメなど絶滅

も訪れる豊かな場所です︒

25

を上下に動かし︑米をついているよう

土と同じ色をしたトビハゼもよくよ

な姿で見入ってしまいます︒

く見てみると︑水際などにみられます︒

低湿地です︒時間により陸地と水面下

に発達する︑砂や泥が堆積してできる

干潟は川や波の働きによって海岸部

穴は生き物が潜む場所︑生命の息吹を

がっています︒無数に見られる小さな

土の上にばら撒かれたように一面に広

イといった細長いカラをかぶった貝は

また︑フトヘナタリガイやカワアイガ

を繰り返し︑淡水と海水が交じり合う

愛嬌たっぷりの
ハクセンシオマネキ

cm

コアジサシやセイタカシギなどの野鳥

上下に動かす仕草は愛嬌たっぷりです︒

あるのが︑約８

志布志湾に注いでいます︒その河口に

50

危惧種に指定されている生物が住み︑

ha

護
自 然 保

ハクセンシオマネキ

5

自 然 保

護

自然保護推進員

干潟で出会った生き物たち

＜＜＜ 私の自然保護活動 ＜ ＜ ＜
高崎町自然に親しむ会
会長

本薗 篤則 さん

ウミニナ

ウモレベンケイガニ

クワイロコミミガイリ

フトヘナタリ

花の植栽や自然保護
看板の設置など、町を
彩りながら、自然の大
切さを訴える活動を
行っています。

子どもたちのために
素晴らしい自然を残したい
もえ（飲み会）仲間が集まって、町内
の自然を守る活動をと始まった会は、す
でに活動歴約30年。現在は10名の会員
が地域のために汗を流しています。

ムラサキオカヤドカリ
ミナミアシハラガニ

駅前を中心に、季節の花をプランター
や花壇に植栽。
「植えるのもたいへんだ
けど、その後の管理はもっとたいへん。
夏場は軽トラックにタンクを積んで、毎日
１時間半かけて水遣りします」と本薗さ
ん。そこで鉢を深くしたり、ポンプを手づ
くりするなど工夫を凝らしています。
「満

シオマネキ
ワラスボ
写真提供：串間市

開を迎えた花は、それはもう見事。手を
かけた分だけ自然は応えてくれます」。
毎年コツコツ続けてきた運動公園へ
の桜の植栽は485本となり、植える場所
がなくなるほどに。また、自然保護を訴
える手づくり看板も町内50ヵ所に設置
し、
「この町にこの子が育つきれいな自
然」など会員が考えた標語が町民の目
に止まります。学校講演に呼ばれること
も多く、本薗さんの子ども時代のエピ
ソードを話すと子どもたちは興味津々。
「昔は学校帰りに川で泳ぎ、ウナギやフ

イベントに
参加してみよう

トビハゼ

本城干潟の生きものを観察しよう
本城干潟に生息する生きものを観察し、生きものの名
前や特徴などを学習します。
● 実施日９月２０日
（土）
● 時間：10：00〜12：00
● 申込期間：8月23日
（土）
〜9月6日
（土）
● 対象：小・中・高・一般
● 定員：５０名
● 参加料：無料
● ホームページより申し込みを
https://www.interproserver.com/museum/moushikomi/
問合せ=宮崎県総合博物館

案内役 竹下主之さん
全国５０選本城河口干潟
を楽しむ会、宮崎県野 生
動植物保護監視員、太陽
光・風 力 発 電トラスト 共
同代表などをつとめる。

☎0985-24-2071

ナもたくさんいたというと、子どもたちは

実感します︒

串間が
誇れる自然

﹁ 本城地区は低農薬地帯に指定され

ており︑下水道も整備されています︒

それ以外特別なことはしていませんが︑

昔と同じ環境を保っています︒ここは

土の中に生物が多いため浄化作用があ

り匂いがしない︑満潮になるとボラ・

スズキ・エバなどのたくさんの魚がと

れる︑最近では青のりも復活してきた

小学生が遠足に来ること

も増え竹下さんが案内役を
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務めますが︑土を触ったり︑

6

生き物に触れたりすること

会員は皆、手弁当
で熱心に活動。植
えた後は毎日の
水 遣りと定 期 的
に肥料を施す。

が自然保護の気持ちに繋が

込みです。

観察会

るのでは︑と語ります︒

を続ける意気

んですよ︒干潟の素晴らしさを感じま

然を残していくために、可能な限り活動

す﹂と語るのは本城河口干潟を楽しむ

たが、次代を担う子どもたちに豊かな自

会の竹下主之さん︒

驚きます」。高齢の会員が多くなりまし

インフォメーションスクエア
イベント名

日 時

ほねほね大集合
〜骨が語る動物のふしぎ〜

〜8/31(日)

採集作品の名前を調べる会

8/17
（日）

親子イベント
「大淀川と友達になろう」

内

Information Square
容

場

ほ乳類、鳥類、は虫類など動物の骨が集合。ジャイア
ントパンダの骨格標本・はく製も大迫力です。
入場料/大人500円、小中高200円、未就学児無料
夏休みに採集した植物・昆虫・貝・岩石・化石の名前を
調べます。
対象/小・中・高・一般 事前申込み不要

H26/8〜H27/2 大淀川の素晴らしさ・大切さ・楽しさを冒険や体験をし
ながら感じてみませんか。 対象/園児や小学生の親
第１日曜日
子
（4年生以上は一人での参加も可） 参加料/100円
9：00〜12：00

所

お問い合わせ・お申し込み

宮崎県総合博物館

宮崎県総合博物館
☎0985-24-2071
http://www.miyazaki-archive.jp/museum/

大淀川など

大淀川流域ネットワーク
☎0985-20-2377

森の科学館

森の科学館
☎0982-66-2004
http://www.m-forest-a.or.jp

宮崎科学技術館
みんなの工作室

宮崎科学技術館
☎0985-23-2700

夏休み親子木工教室

親子で木工作品を作ってみませんか。
8/10(日)、8/17(日) 対象/幼児、小・中学生と保護者 定員/40名
材料費/300円〜2000円

草木染め教室

9/28(日)

ギーギーぜみを作ろう

わりばしの先の竹をつけた紐を回すと、
セミの鳴き声
8/14(木)、24(日) の出るおもちゃを作ります。 入館料のみ

風船ロケットを作ろう

9/7(日)、27(土)

細長いゴム風船を使い、風船ロケットをつくって飛ば
します。 入館料のみ

矢岳登山

9/28(日)

標高1132ｍ、植生豊かで花の多さも魅力です。
定員/20名 参加無料

キャンプフェスティバル

9/13(土)〜14(日)

秋風を感じながら楽しいひとときを過ごしませんか。
定員/100名 利用料・材料費実費

ハロウィンキャンプ

10/25(土)〜 26(日)

ハロウィンに合わせてみんなで盛り上がりませんか。
定員/50名
利用料・材料費実費

ツリークライミング

9/14(日)

遊の森の中で道具を使用して安全・簡単にできる木
登りやチロリアンに挑戦する。 対象/小学生
定員/30名 はがきかFAXかメールで申込みを。

草木染め教室

10/19
（日）

遊学の森に自生する樹木などを染色の材料に使い、布
などに染める作業を体験。 対象/一般 定員/30名
はがきかFAXかメールで申込みを。

蘇陽峡カヌー体験

〜11月

大渓谷でカヌー体験。水と森林の関係を知る環境教
育プログラム。
参加料/大人5500円、小・中学生4000円

蘇陽峡

夏限定！チュービング

〜9月上旬

五ヶ瀬川上流の激流をタイヤチューブに乗って流れる
冒険体験。
対象/小学3年生以上 参加料/3000円

五ヶ瀬川

白滝川リバートレッキング

〜9月上旬

美しい白滝から流れ出る透き通った川の中を歩く夏
限定の冒険。
対象/小学2年生以上 参加料/3000円

白滝川

サバイバルキャンプin青島

9/13(土)〜15(祝)

青島を舞台に自然体験をしながらキャンプを楽しみま
す。 対象/小学4〜6年生 定員/40名

青島青少年自然の家

青島青少年自然の家 ☎0985-58-1711
http://www.aoshima-msgsi.jp/

むかばき青少年自然の家まつり

9/23(祝)

宮崎県むかばき
青少年自然の家

宮崎県むかばき青少年自然の家
☎0982-38-0272 http://www.mukabaki-msgsi.jp/

身近な草木を利用して、草木染めに挑戦します。
対象/小学生〜一般 定員/40名 材料費1200円

みんなで楽しめるイベント満載。

矢岳

ひなもり
オートキャンプ場

宮崎県
川南遊学の森

宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森ひなもりオー
トキャンプ場
☎0984-23-8100
http://www.hinamori.jp

宮崎県緑化推進機構
☎0985-31-7759、FAX0985-31-2776

五ヶ瀬町山学校推進協議会
☎0982-73-6366

県の新エネルギー関連の窓口のご案内
●相談窓口

●主な関係法の窓口

新エネルギーの種類
新エネルギー全般
太陽光発電
太陽熱利用
風力発電
地熱発電
温度差熱利用

担当窓口（課・担当）

環境森林課
温暖化・新エネルギー対策担当

電話番号（直通）

0985-26-7084

木質バイオマス

山村・木材振興課
企画・木質バイオマス担当

0985-26-7155

木質バイオマス

農産園芸課 野菜担当

0985-26-7137

畜産バイオマス

畜産振興課
環境草地担当

0985-26-7138

小水力発電

企業局工務課 計画調査担当

0985-26-9884

農村整備課 施設保全担当

0985-26-7143

(発電・熱利用・燃料製造)
(施設園芸における熱利用)
（発電・熱利用）
（河川など）

小水力発電

（農業用水路など）

主な関係法
環境影響評価法（条例）

担当窓口（課・担当）
環境管理課 環境審査担当

電話番号（直通）
0985-26-7082

土壌汚染対策法
水質汚濁防止法

環境管理課 水保全対策担当

0985-26-7085

大気汚染防止法

環境管理課 大気・化学物質担当

0985-26-7085

自然公園法
宮崎県立自然公園条例
宮崎県における自然環境の
保護と創出に関する条例

自然環境課 自然環境保全担当

0985-44-2624

農業振興地域の整備に
関する法律

農村計画課 農業振興担当

0985-32-4464

農地法
河川法
都市計画法（開発行為）
建築基準法（建築行為）
景観法

農村計画課 農地調整担当
河川課 水政担当
建築住宅課 宅地審査担当
建築住宅課 建築指導担当
都市計画課 まちづくり推進担当

0985-32-4464
0985-26-7184
0985-26-7195
0985-26-7195
0985-26-7192

「ecoみやざき」に関するご意見・ご感想をお聞かせください
発行者

環境みやざき推進協議会（事務局：公益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

みやざきの環境ホームページアドレス

TEL.0985‐51‐2077 FAX.0985‐51‐2086

http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/

