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エコファミリーって何？
使っていない部屋の電気を消すとか，冷蔵庫にものを
つめすぎないとか，上手にエネルギーを使って地球に
やさしい活動をする家庭のことだよ！

れいぞう  こ

どうしたらエコファミリーになれるの？
スマートフォンから「エコふぁみ」アプリをダウンロードし，
エコファミリーに登録してね。
お家の人といっしょに登録してみてね♪

エコファミリーになったら？
エコファミリーに登録すると
①いろんなお店で割引等の特典がある「応援パスポート」が使えるよ！
②地球にやさしい活動をすると，ポイントがもらえるよ。
③ポイントを使って抽選に参加すると，福岡県のいいものがもらえるよ！何がもらえるかな？

おうえんわりびき

ちゅうせん

「エコふぁみ」アプリは
上のQRコードから
ダウンロードできるよ！



2

2

6

8

27

27

31

46

46

48

50

53

53

55

55

57

61

62

12

12

17

24

25

（3）学校や家でできること

索引

年間を通じて募集している県民参加型事業

環境に関わってみよう

身近な問題

環境教育に関する人材派遣制度

52環境啓発動画の紹介

　地球温暖化やごみ問題など今日の環境問題は，私たちの日常生活に伴い発生するもの

です。このような問題を解決するためには，私たち一人一人が環境の現状や課題について

正しく理解し，自然や人間を含めた生きものを思いやることによって，自らの行動を環境に

やさしいものへと変えていく必要があります。

　環境教育は，環境に対する関心を喚起するとともに，共通の理解を深め，問題解決能力を

育成することを通じ，各主体の行動への環境配慮を促進するものとして，今日，その重要性は，

ますます高まっています。

　その中でも，人格形成過程にある子どもたちに対する環境教育は，その効果の大きさや，

その後の取り組みの広がりが期待できることなどから，特に重点的な取り組みが求められて

います。

　また，学習指導要領でも，グローバル化する社会の中で地球規模の諸課題や地域課題を

解決し，持続可能な社会づくりにつながる素養を身に付けていく必要があるとされており，

学校教育現場においても環境教育は重要性を増していると考えられます。

　このような中，福岡県では，小学校における環境教育の実践を支援するため，県教育委員会

の協力を得て「福岡県環境教育副読本　みんなの環境」を作成し，県内の小学校に配布

しています。

　この環境教育副読本資料編は，副読本をより効果的に活用していただけるよう，県教育

委員会の協力を得て，副読本の内容を補完する情報やデータを盛り込んだ教師向け編として，

作成しているものです。

　この資料編では，副読本の中では取り扱うことができなかったより専門的な情報や副読本

の説明を補完する解説，副読本の記述を様々な観点から裏付けるデータ等を掲載しています。

また「総合的な学習の時間」などで環境をテーマに取り上げる場合の参考としていただくため，

環境関連施設やホームページ等の情報も併せて掲載しています。

　副読本を使った環境教育の実施に際し，この資料編を併せて活用していただきますよう

お願いいたします。

福岡県広報部長

　多くの方がいつでもどこでも省エネ等に取り組めるよう,パソコンや携帯電話で利用で

きる「ふくおかエコライフ応援サイト」を開設しています。

　環境教育に関する情報も発信していますのでぜひご活用ください。

こんな情報を
掲載しています！

福岡県地球温暖化
防止活動推進センター

イベントや講座で使えるパネル・資料などがダウ
ンロードでき，講師派遣情報や環境教材（DVD・
本等）の貸出情報などを掲載しています。

○県内の環境関連イベント情報

○電気，ガス，水道などのエネルギー毎の，省エ
ネ等の取組紹介

○家庭，産業・業務，運輸などの部門毎の取組

○福岡県におけるＣＯ２排出量などのデータ
ベース

福岡県地球温暖化防止活動推進センターでは，
環境教育に役立つさまざまな機材の貸し出しを
行っています。詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

白熱電球・省エネ電球エネルギー比較実験器

ワットアワーメーター（高精度小型電力計）

地球温暖化に関する情報の発信

福岡県生物多様性情報総合プラットフォーム「福岡生きものステーション」

生物多様性について学ぶ・活用する・参加する等のきっかけとなる便利な機能が満載の新たなホームページ
「福岡県生物多様性情報総合プラットフォーム（福岡生きものステーション）」を開設しました。 

検索福岡県　福岡生きものステーション

検索福岡県　地球温暖化防止活動推進センター
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出典：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
福岡県ホームページ

　福岡県は，古くから，産業，経済活動が活発であったことか

ら，開発が進んでおり，森林面積は約2,220㎢で，県土面積

の約45％（全国平均約66％）で，自然度の高い地域は残り

少なくなっています。

　自然は，私たちの生活の場であり，私たちの心に潤いと安ら

ぎを与え，生活を豊かにしてきました。その自然もひとたび破

壊されると，復元はなかなか困難です。

　北は玄界灘，響灘，東は周防灘，南西は有明海に面しています。

西の佐賀県とは東西に伸びた脊振山地及び筑後川が，南東の大

分県とは英彦山地及び山国川が，南の熊本県とは釈迦岳山地など

が境となっています。

　対馬海流の支流が流れる玄界灘に面するため，月平均気温，最

低気温の平均値，年間寒暖日数など，年間を通した気候要素を見る

と，温暖的要素が強いといえます。一方で日本海側に位置すること

から玄界灘や響灘に面した福岡，北九州地方は冬季には大陸高

気圧から吹き出す寒気の影響を受け，沿岸部を中心に季節風が吹

き付ける日が多く，日本海型気候区の特徴を示しています。

　筑後平野を中心とする内陸平野部は，三方を脊振山地，三郡山

地，耳納山地などの山に囲まれており，最高気温が高く，最低気温が

低い内陸型気候の特徴を示しています。県南部は有明海に面して

いますが，水深が浅いためその影響は小さく，降水量は比較的多く，

暴風雨日数は少なくなっています。筑豊盆地は日本海型に属するも

のの，気温の日較差や年較差が県内最高で，かつ晩秋から初春に

かけて霧の発生が著しく，盆地特有の気候を示しています。

　降水量は，年間おおむね1,800mmを超え,県境の山地では，

2,400mmを超えるところもあります。

　本県は，九州の北東端に位置し，九州及び西日本における交通

の要衝となっています。

　また，福岡－東京880kmに対して，福岡－上海間は890kmと東京

とほぼ同位置にあり，福岡－ソウル間は540kmと，中国大陸や朝鮮

半島に近く，アジアの玄関口として位置づけられています。

　県土面積は令和元年10月現在で，約4,990㎢で，全国の都道府

県のうち29番目に大きく，県民１人あたりの面積は約977㎡です。
　少年自然の家は，豊かな自然の中で集団生活や自然体験活動

を通じて，たくましさを身に付けた健全な青少年を育成することを目

的として設置された社会教育施設です。

少年自然の家

●福岡県の少年自然の家

区分 名　　　　称 場　所 内　　　　容

国立

県立

県立

夜須高原青少年自然の家
https://yasu.niye.go.jp/top.
shtml

筑前町三箇山
1103

雄大な夜須高原の下で，四季を通じて様々な動物や植物，昆虫が観察
でき，青少年が共同生活を通じて豊かな心とたくましい体を育むこと
を目的としている社会教育施設です。

玄界灘とさつき松原の大自然の中で，自然体験活動や宿泊体験活動を
通して，豊かな人間性を育み，たくましく生きる子どもの成長を支援
する社会教育施設です。

英彦山の素晴らしい景観とたくさんの動植物が生息する恵まれた自
然環境の中で，野外活動，文化活動，スポーツレクリエーションなどを
快適に体験できる社会教育施設です。

宗 像 市 神 湊
1276

添田町大字英
彦山32-18

少年自然の家「玄海の家」
http://www.fsg.pref.fukuok
a.jp/genkai/index.html

英彦山青年の家
http://www.fsg.pref.fukuok
a.jp/hikosan/

17.68％を占めています。
国立公園：日本の景観を代表すると共に、世界的にも誇りうる傑出

した自然の風景（国が指定し国が管理）
国定公園：国立公園の景観に準ずる自然の大風景（国が指定し

県が管理）
県立公園：県の風景を代表する傑出した自然の風景（県が指定し

県が管理）

（1）こころのふるさと

福岡県の自然

1すばらしい環境

2

かん きょう

　そこには，いろいろな

生きものがきっと

いるはずだよ。近くに

行って見てみたいね。

　かん太さんときょう子さん

は，福岡県の地形区分図をも

とに，先生から福岡県の自然

環境についての説明を聞きま

した。

かんきょう

ひ がた
　緑色の部分は山やおかだよ。

海や干潟も見つけることが

できるね。

　この図からどんなことが

考えられるかな。

日本地誌研究所（編） （1979）日本地誌19 福岡県九州地方総論 二宮書店をもとに作成

福岡県の地形区分図
く ぶん

福岡県では，めぐまれた自然を守るため，自然公園

を設置しているよ。国立公園が1つ，国定公園が3つ，

そして県立自然公園が5つもあるんだよ。

せっ ち

　　この自然公園では，

すばらしい景色や植物

などの自然を楽しむこと

ができるんだよ。

　福岡県の自然の様子に興味をもった二人は，県庁の広報部長のエコトンに話を

聞いてみました。

3

けんちょうきょうみ こう ほう

　福岡県の北にも南にも海が

あるね。陸には平野があって，

平野を流れる川があるね。

　福岡県にはたくさんの山が

あるから植物が多いと思うな。

先生

　福岡県には，

たくさんの自然公園

があるんだね。
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出典：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
福岡県ホームページ

　福岡県は，古くから，産業，経済活動が活発であったことか

ら，開発が進んでおり，森林面積は約2,220㎢で，県土面積
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17.68％を占めています。
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県が管理）
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1すばらしい環境
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かんきょう

ひ がた
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　この図からどんなことが
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日本地誌研究所（編） （1979）日本地誌19 福岡県九州地方総論 二宮書店をもとに作成
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く ぶん
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検索福岡県　快適な環境スポット

海岸を走る子どもたち（宗像市さつき松原海岸）
むなかたし まつばらかいがん

野山での自然観察（添田町英彦山）
そえだまちひこさん

川の生きものをさがす子どもたち（宮若市犬鳴川）
みやわかしいぬなきがわ

　野山で自然に親しむ

ゲームをしながら歩く

のは，気分が晴れるし，

運動にもなるよ。

　自然への興味を深めたかん太さんときょう子さんは，福岡県に住んでいる人

たちが自然の中で，どんな体験をしているか，友達や大人の人に聞いてみました。

こんちゅう

　海ではいろいろな遊び

ができるよ。それに，海

には魚・カニ・貝などが

いて，手にふれることも

できて楽しいよ。

　川には，魚や昆虫など，

たくさんの生きものが

すんでいるよ。

4

　みんなの話を聞いて，自分たちも自然の中に出かけて行くことにしました。

　山や川など自然の

中へ出かける時は，

　大人の人といっしょにね。

5

ハイキングを楽しむ人 （々北九州市平尾台）
きたきゅうしゅうし　ひら  お  だい

　このような広々とした

景色や，すみきった空気の

中にいると，心までも

きれいになるよ。

　あっ！ほんとうだね。

いろいろな音が聞こえてきたよ。

みんなも，自然の中に出かけてみよう。

　小鳥のさえずり，小川の

せせらぎ，木の葉をゆらす

風の音，虫の声も聞こえるよ。

……ほら……ね。

目をと
じて，

耳をす
まして

ごらん
。

きょう み



a

地図中の名称及び所在地

，
，1，199

859の

，
，
，

，

，

，

，

，

，

， ，
，

， ，

，

，，

，

，
，

， ，
，， ，
，，

，

，

，

， ， ，

，

， ，

，

検索福岡県　快適な環境スポット

海岸を走る子どもたち（宗像市さつき松原海岸）
むなかたし まつばらかいがん

野山での自然観察（添田町英彦山）
そえだまちひこさん

川の生きものをさがす子どもたち（宮若市犬鳴川）
みやわかしいぬなきがわ

　野山で自然に親しむ

ゲームをしながら歩く

のは，気分が晴れるし，

運動にもなるよ。

　自然への興味を深めたかん太さんときょう子さんは，福岡県に住んでいる人

たちが自然の中で，どんな体験をしているか，友達や大人の人に聞いてみました。

こんちゅう

　海ではいろいろな遊び

ができるよ。それに，海

には魚・カニ・貝などが

いて，手にふれることも

できて楽しいよ。

　川には，魚や昆虫など，

たくさんの生きものが

すんでいるよ。

4

　みんなの話を聞いて，自分たちも自然の中に出かけて行くことにしました。

　山や川など自然の

中へ出かける時は，

　大人の人といっしょにね。

5

ハイキングを楽しむ人 （々北九州市平尾台）
きたきゅうしゅうし　ひら  お  だい

　このような広々とした

景色や，すみきった空気の

中にいると，心までも

きれいになるよ。

　あっ！ほんとうだね。

いろいろな音が聞こえてきたよ。

みんなも，自然の中に出かけてみよう。

　小鳥のさえずり，小川の

せせらぎ，木の葉をゆらす

風の音，虫の声も聞こえるよ。

……ほら……ね。

目をと
じて，

耳をす
まして

ごらん
。

きょう み



◆サシバ（タカ目タカ科サシバ属）

◆キキョウ（キキョウ目キキョウ科キキョウ属）
で名有てしと」草七の秋「，で花草るえ生に地草いよのりた当日　

す。
　昔，牧草地などに利用されていた草原が開発で減少したり，野
焼きや草刈りなどがされなくなり，草原が林に変化したりして，数が
減少しています。キキョウがみられる草地は，人の手によって草地
が守られている貴重な自然といえます。

◆ドジョウ（コイ目ドジョウ科ドジョウ属）
　流れのゆるやかな小川や池沼，用水路に生息します。雑食性で
小動物や藻類を食べます。繁殖期は6月から7月頃で，植物が豊富
な浅い湿地や水田に移動して産卵します。野外での寿命について
は不明な点が多いですが，飼育下では10年ほど生きる個体がいま
す。食用としても知られています。かつては水田地帯に多くみられま
したが，農業の近代化により水路と水田間の移動が困難になった
結果,各地で激減しています。

◆カブトガニ（カブトガニ目カブトガニ科カブトガニ属）
　古生代からほとんど姿を変えていない「生きた化石」と呼ばれて
います。海岸開発による干潟の消失や水質の悪化などで，近年，
生息数が減っています。国のレッドデータブックでは，極めて絶滅の
危険性が高い絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。 以前は県内でも
曽根干潟などでよくみられ，漁の網にひっかかるなど，漁師から迷
惑がられていたほど生息していました。カブトガニの生息には，産
卵する砂浜と幼生が暮らす干潟，大人になる前の亜成体が過ご
す藻場が必要です。現在，県内でカブトガニが生息する場所は，
限られた場所しか残っていません。 

 ※注意

掲載している動植物について

，

，
， ，

，

，

　上記の生きものは全て,福岡県レッドデータブックに掲載さ
れています。捕まえたり，生息地を荒らしたりすることは絶対にやめ
てください。

　レッドデータブックとは，学術研究に基づいて，絶滅のおそれのあ
る野生の動植物をリストアップし，その現状や分布状況などを明ら
かにした本のことです。

　なお，冊子版については，本体冊子のほか代表的な１２０種類に
ついて，写真とより分かりやすい解説文でまとめた普及版を作成し
ており，県内の図書館，県民情報センター及び県内４カ所の県民情
報コーナーで閲覧できるほか,一部の書店等で販売しています。
（詳細は県のホームページで確認できます。）

福岡県レッドデータブック

レッドデータブック２０１１本体版 レッドデータブック２０１４本体版 レッドデータブック２０１１普及版 レッドデータブック２０１４普及版

　本県の森林面積は，約2,220k㎡，森林率は約45%で全国平均

約66%に比して低くなっています。本県の森林は，人工林の割合

が高く,約7割を占めています。また，自然林は少ないものの，過去に

伐採され復元過程にある半自然的な二次林（雑木林）の占める

割合が高いのも特徴です。県内の自然植生は標高750～800mを

境に，概ね上部ではブナなどの夏緑樹林帯，概ね下部では，シイ，カ

シなどの照葉樹林帯となっています。

，

　福岡県の里山を代表する猛禽類で,里山の食物連鎖を構成
する生態系ピラミッドの頂点に君臨する種です。大きさはカラスより
やや大きい程度で,ヘビやカエル,ネズミなどの小動物を捕食します。
そういったエサが豊富な里山に生息するため,里山の自然の豊かさ
を測る指標となります。県内には４月から５月にかけて飛来し,１０月
上旬には南に渡っていきます。 

検索福岡県　レッドデータブック

福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例

　希少野生動植物種の保護により，生物多様性を確保し，人と

野生動植物とが共生する豊かな自然環境を次代に継承すること

を目的とした「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」

が令和3年5月1日に施行されました。また，第9条に基づき，特に保護

が必要なキビヒトリシズカやムラサキ，コバンムシなど20種を「指定

希少野生動植物種」に指定しました。

検索福岡県　希少種保護条例

　なかでも，英彦山などの山地の自然林や，有明海岸，豊前海，博
多湾の干潟等は，哺乳類，鳥類，昆虫類，甲殻類など多くの種群に
とって重要な生息地となっています。また，九州の最北部で，朝鮮
半島へも近いという地理的条件から，本県は，渡り鳥の中継地とし
ても重要な役割を果たしています。

　県では平成１３年３月に福岡県版の最初のレッドデータブックを発
刊しました。これは，県内の絶滅のおそれのある野生の動植物の種
及びそれらの生育・生息状況や生態について記載したものです。 
　その後，最新の情報に更新するため，平成２３年１１月に，植物群
落，植物，哺乳類，鳥類版，平成２６年８月に爬虫類，両生類，魚類，昆
虫類，貝類，甲殻類その他，クモ形類等版の改訂版を発刊しました。
　また，この内容については県のホームページ上でも見ることがで
き，種の和名や学名，分類，生息環境，市町村などで検索を行うこと
ができます。また，平成２３年度に全体のリニューアルを行い，新たに
キッズコーナーを追加しています。

里地里山を飛びまわるサシバ（夏から秋ごろ・福津市）
ふくつ し

草原に咲くキキョウ（秋ごろ・北九州市）
きたきゅうしゅうしさ

（2）かがやく生命

こん ゆたちゅう

　かん太さんときょう子さんは，福岡県には貴重な自然が残っていて，そこにはいろいろな

生きものがいることを知りました。

貴重な自然が生きものを育む
き ちょう

　里地里山は人間が生活する

ためにつくった自然のことだよ。

　
サシバがいるところは，えさとなる

ヘビや昆虫などが多く，自然豊かな

場所だといえるね。

　きれいなキキョウだね。

　草原には，そこにしか生えない

めずらしい草花もたくさんある

そうだよ。

6

き ちょう

　川や田んぼには，魚を

はじめ，いろいろな生きものが

暮らしているよ。

　特にドジョウの仲間は

環境の良い場所に多いん

だって。

　きれいな川はたくさんの

生きものたちを守って

いるんだね。

かんきょう

く

河川に住むハカタスジシマドジョウ（糟屋郡）

干潟にすむカブトガニ
ひ がた

（福岡市）
ふくおかし  

　自然の中には，草原や干潟などいろいろな生きもののすみかがあって，そこではたくさんの生きものが，食べる
―食べられるの関係をくり返したり，植物の受粉の手助けをしたりするなど，おたがいにバランスを保って生きて
います。たくさんの種類の生きものすべてが，複雑に関わりあって存在していることを「生物多様性」といいます。 
　生きものが１種類でもいなくなると，このバランスがこわれ，他の生きものの暮らしにも悪えいきょうが出るか
もしれないので，生きものは大事にしましょう。

た   

ひ　がた

ふく ざつ そん ざい

く

じゅ ふん たも

 よう せい

　干潟は多くの生きものを

育む貴重な自然だけど，その

干潟のなかでも，カブトガニ

が生きていけるところはとて

も少ないんだよ。

かすやぐん 

7

ひ がた

ひ がた

きちょう

※ここにのっている生きものは絶滅危惧種・希少野生動植物種に指定されています。 
　つかまえたり，生息地をあらしたりすることは絶対にやめてください。

ぜつ めつ   き   ぐ  しゅ

ぜっ たい
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で名有てしと」草七の秋「，で花草るえ生に地草いよのりた当日　

す。
　昔，牧草地などに利用されていた草原が開発で減少したり，野
焼きや草刈りなどがされなくなり，草原が林に変化したりして，数が
減少しています。キキョウがみられる草地は，人の手によって草地
が守られている貴重な自然といえます。

◆ドジョウ（コイ目ドジョウ科ドジョウ属）
　流れのゆるやかな小川や池沼，用水路に生息します。雑食性で
小動物や藻類を食べます。繁殖期は6月から7月頃で，植物が豊富
な浅い湿地や水田に移動して産卵します。野外での寿命について
は不明な点が多いですが，飼育下では10年ほど生きる個体がいま
す。食用としても知られています。かつては水田地帯に多くみられま
したが，農業の近代化により水路と水田間の移動が困難になった
結果,各地で激減しています。

◆カブトガニ（カブトガニ目カブトガニ科カブトガニ属）
　古生代からほとんど姿を変えていない「生きた化石」と呼ばれて
います。海岸開発による干潟の消失や水質の悪化などで，近年，
生息数が減っています。国のレッドデータブックでは，極めて絶滅の
危険性が高い絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。 以前は県内でも
曽根干潟などでよくみられ，漁の網にひっかかるなど，漁師から迷
惑がられていたほど生息していました。カブトガニの生息には，産
卵する砂浜と幼生が暮らす干潟，大人になる前の亜成体が過ご
す藻場が必要です。現在，県内でカブトガニが生息する場所は，
限られた場所しか残っていません。 

 ※注意

掲載している動植物について

，

，
， ，

，

，

　上記の生きものは全て,福岡県レッドデータブックに掲載さ
れています。捕まえたり，生息地を荒らしたりすることは絶対にやめ
てください。

　レッドデータブックとは，学術研究に基づいて，絶滅のおそれのあ
る野生の動植物をリストアップし，その現状や分布状況などを明ら
かにした本のことです。

　なお，冊子版については，本体冊子のほか代表的な１２０種類に
ついて，写真とより分かりやすい解説文でまとめた普及版を作成し
ており，県内の図書館，県民情報センター及び県内４カ所の県民情
報コーナーで閲覧できるほか,一部の書店等で販売しています。
（詳細は県のホームページで確認できます。）

福岡県レッドデータブック

レッドデータブック２０１１本体版 レッドデータブック２０１４本体版 レッドデータブック２０１１普及版 レッドデータブック２０１４普及版

　本県の森林面積は，約2,220k㎡，森林率は約45%で全国平均

約66%に比して低くなっています。本県の森林は，人工林の割合

が高く,約7割を占めています。また，自然林は少ないものの，過去に

伐採され復元過程にある半自然的な二次林（雑木林）の占める

割合が高いのも特徴です。県内の自然植生は標高750～800mを

境に，概ね上部ではブナなどの夏緑樹林帯，概ね下部では，シイ，カ

シなどの照葉樹林帯となっています。

，

　福岡県の里山を代表する猛禽類で,里山の食物連鎖を構成
する生態系ピラミッドの頂点に君臨する種です。大きさはカラスより
やや大きい程度で,ヘビやカエル,ネズミなどの小動物を捕食します。
そういったエサが豊富な里山に生息するため,里山の自然の豊かさ
を測る指標となります。県内には４月から５月にかけて飛来し,１０月
上旬には南に渡っていきます。 

検索福岡県　レッドデータブック

福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例

　希少野生動植物種の保護により，生物多様性を確保し，人と

野生動植物とが共生する豊かな自然環境を次代に継承すること

を目的とした「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」

が令和3年5月1日に施行されました。また，第9条に基づき，特に保護

が必要なキビヒトリシズカやムラサキ，コバンムシなど20種を「指定

希少野生動植物種」に指定しました。

検索福岡県　希少種保護条例

　なかでも，英彦山などの山地の自然林や，有明海岸，豊前海，博
多湾の干潟等は，哺乳類，鳥類，昆虫類，甲殻類など多くの種群に
とって重要な生息地となっています。また，九州の最北部で，朝鮮
半島へも近いという地理的条件から，本県は，渡り鳥の中継地とし
ても重要な役割を果たしています。

　県では平成１３年３月に福岡県版の最初のレッドデータブックを発
刊しました。これは，県内の絶滅のおそれのある野生の動植物の種
及びそれらの生育・生息状況や生態について記載したものです。 
　その後，最新の情報に更新するため，平成２３年１１月に，植物群
落，植物，哺乳類，鳥類版，平成２６年８月に爬虫類，両生類，魚類，昆
虫類，貝類，甲殻類その他，クモ形類等版の改訂版を発刊しました。
　また，この内容については県のホームページ上でも見ることがで
き，種の和名や学名，分類，生息環境，市町村などで検索を行うこと
ができます。また，平成２３年度に全体のリニューアルを行い，新たに
キッズコーナーを追加しています。

里地里山を飛びまわるサシバ（夏から秋ごろ・福津市）
ふくつ し

草原に咲くキキョウ（秋ごろ・北九州市）
きたきゅうしゅうしさ

（2）かがやく生命

こん ゆたちゅう

　かん太さんときょう子さんは，福岡県には貴重な自然が残っていて，そこにはいろいろな

生きものがいることを知りました。

貴重な自然が生きものを育む
き ちょう

　里地里山は人間が生活する

ためにつくった自然のことだよ。

　
サシバがいるところは，えさとなる

ヘビや昆虫などが多く，自然豊かな

場所だといえるね。

　きれいなキキョウだね。

　草原には，そこにしか生えない

めずらしい草花もたくさんある

そうだよ。

6

き ちょう

　川や田んぼには，魚を

はじめ，いろいろな生きものが

暮らしているよ。

　特にドジョウの仲間は

環境の良い場所に多いん

だって。

　きれいな川はたくさんの

生きものたちを守って

いるんだね。

かんきょう

く

河川に住むハカタスジシマドジョウ（糟屋郡）

干潟にすむカブトガニ
ひ がた

（福岡市）
ふくおかし  

　自然の中には，草原や干潟などいろいろな生きもののすみかがあって，そこではたくさんの生きものが，食べる
―食べられるの関係をくり返したり，植物の受粉の手助けをしたりするなど，おたがいにバランスを保って生きて
います。たくさんの種類の生きものすべてが，複雑に関わりあって存在していることを「生物多様性」といいます。 
　生きものが１種類でもいなくなると，このバランスがこわれ，他の生きものの暮らしにも悪えいきょうが出るか
もしれないので，生きものは大事にしましょう。

た   

ひ　がた

ふく ざつ そん ざい

く

じゅ ふん たも

 よう せい

　干潟は多くの生きものを

育む貴重な自然だけど，その

干潟のなかでも，カブトガニ

が生きていけるところはとて

も少ないんだよ。

かすやぐん 

7

ひ がた

ひ がた

きちょう

※ここにのっている生きものは絶滅危惧種・希少野生動植物種に指定されています。 
　つかまえたり，生息地をあらしたりすることは絶対にやめてください。

ぜつ めつ   き   ぐ  しゅ

ぜっ たい



1986 2015

　本県の平均降水量は1,800mm/年で，全国平均の1,718mm/年
とほぼ同程度ですが，1人あたりに換算すると全国平均5,109㎥/年
に対し，本県は1,760㎥/年と全国平均の約１/３となっています。
　また，生活圏別の平均降水量は，筑後，筑豊，北九州，福岡生活圏
の順となっています。
　一方,水需要度の高い福岡,北九州生活圏は人口一人あたりの
水資源賦存量は低くなっています。

●水循環

●平成元年以降の本県における渇水の影響（水道用水関係）

●日本の水収支

雑用水
利用

浸潤桝の設置

蒸発
貯水

浸透

降水

河川流出

水利用

水処理

高度処理

改修水利用

水田の保全

森林の保全

水面の確保
緑地整備

取排水地点
の再編

地下水
汲み上げの
適正化

浸潤施設
の設置

浄水系
水槽
浄水系
水槽

雑用水
水槽
雑用水
水槽

植栽植栽

噴水・洗車噴水・洗車

再生処理

下水処理場下水処理場

生活用水生活用水

浄水場浄水場

下水処理場下水処理場

農業用水農業用水

工業用水工業用水

上水道上水道

出典：令和3年版日本の水資源の現況（国土交通省）

出典：福岡県における水事情について

出典：福岡県における水事情について

◆年間

◆日量

全　県

　福　岡

　筑　後

　筑　豊

　北九州

水道用水

489

232

76

47

134

132

8

41

6

77

（22.5%）

（46.9%）

（8.3%）

（16.7%）

（27.7%）

（6.1%）

（1.6%）

（4.5%）

（2.3%）

（15.9%）

1,552

255

795

229

272

2,172

495

911

283

483

（71.4%）

（51.6%）

（87.2%）

（81.0%）

（56.4%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

工業用水 農業用水 計地域・用途

資料：水道用水……「令和元年度 福岡県の水道」 　工業用水……「令和2年度 福岡県の工業」
　　 
　　
  農業用水……水田面積等を基にした推計値（令和元年度）

（注） 水道用水は，上水道，簡易水道，専用水道の合計
（注） 四捨五入の関係で集計が合わない部分がある。

 

全　県

　福　岡

　筑　後

　筑　豊

　北九州

水道用水

133.6

63.4

20.7

12.9

36.6

工業用水

36.1

2.1

11.1

1.8

21.0

農業用水

423.9

69.7

217.1

62.7

74.4

計

593.6

135.2

249.0

77.4

132.0

地域・用途

（単位：百万m3／年，％）

（単位：万m3／日）

日本の水資源賦存量と使用量 

　本県は，東西112km，南北138kmに及び，その面積は4,987k㎡
で，国土の1.3％，九州の11.8％を占めています。
　県内には，高い山が少なく，特に，人口集積が進み水需要の大
半を占める福岡，北九州両都市圏域では山が低く，大河川が少
ない状況にあります。
　本県は人口集積に比較し，県域内で自ら供給する水資源に
乏しい県であり，水資源の一部を他県に依存せざるを得ない自
然的制約があります。

　県全体の水利用は年間約22億ｍ³で，そのうち農業用水が約
71％，水道用水が約23％，工業用水が約6％となっています。

1. 国土交通省水資源部作成 
2.生活用水,工業用水で使用された水は2018年の値で，国土交通省水資源部調べ
3.農業用水における河川水は2018年の値で，国土交通省水資源部調べ。地下水は農林水産省
　「第5回農業用地下水利用実態調査」（2008年度調査）による。
4.四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

（注）

6時間の断水

8時間の断水

減圧給水

10～30％の送水制限

10～45％の送水制限

6時間から18時間の断水

減圧給水

30～50％取水制限

10～15％取水制限

20～55％取水制限

10～22％取水制限

減圧給水10％

10％取水制限

2％取水制限

10～15％取水制限

10～20％取水制限

2％取水制限

20％送水制限

減圧給水10％

10％取水制限

減圧給水10～15％

10～40％取水制限

5～7％送水制限

10％取水制限

減圧給水10～15％

（120日間）

（25日間）

（28日間）

（最長28日間）

（38日間）

（最長295日間）

（最長148日間）

（60日間）

（71日間）

（254日間）

（254日間）

（262日間）

（20日間）

（20日間）

（15日間）

（26日間）

（26日間）

（31日間）

（28日間）

（3日間）

（32日間）

（204日間）

（179日間）

（16日間）

（最長117日間）

1町

1町

1市

2水道企業団

福岡地区水道企業団

10市14町

2市1企業団

福岡地区水道企業団

福岡県南広域水道企業団

福岡地区水道企業団

福岡県南広域水道企業団

1市

福岡地区水道企業団

福岡県南広域水道企業団

京築地区水道企業団

福岡地区水道企業団

福岡県南広域水道企業団

山神水道企業団

1市

京築地区水道企業団

1市

福岡地区水道企業団

福岡県南広域水道企業団

1市

1市1町

市町村（事業体）年 給水制限の内容

平元（冬期）

5（冬期）

6

19

20

21

7（冬期）

2
（冬期）

11
（冬期）

14

17

22

令元

18
（冬期）

人間

フンや
死がい

大きな魚

小さな魚

プランクトン

カビやバクテリア

9

雨や雪が降ります。

川に流れます。

海一部は土に
しみこんで
地下水になります。

川や池・湖・沼
ぬま

じょうはつ

ふ

海や川，地表の水が蒸発して
雲になります。

自然と人間とのつながり1

（3）かけがえのない環境

すがた

　動物や植物の生きる姿を見てきたかん太さんときょう子さんは，自然と自分たちとの

つながりについて考えてみることにしました。

8

かん  きょう

水と生物2

9

　水の中には生きものどうし

の命のつながりがあるね。

小さな魚から大きな魚へ，

そして大きな魚のフンや

死がいが，小さな魚のエサ

となりつながっているね。

すがた

　自然の中の水は，いつも姿を変えながらまわっているんだね。

そして，わたしたちの暮らしを支えているんだね。
ささく

　水や空気，日光，土は

わたしたちとどんなつな

がりがあるのかな？
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で，国土の1.3％，九州の11.8％を占めています。
　県内には，高い山が少なく，特に，人口集積が進み水需要の大
半を占める福岡，北九州両都市圏域では山が低く，大河川が少
ない状況にあります。
　本県は人口集積に比較し，県域内で自ら供給する水資源に
乏しい県であり，水資源の一部を他県に依存せざるを得ない自
然的制約があります。

　県全体の水利用は年間約22億ｍ³で，そのうち農業用水が約
71％，水道用水が約23％，工業用水が約6％となっています。

1. 国土交通省水資源部作成 
2.生活用水,工業用水で使用された水は2018年の値で，国土交通省水資源部調べ
3.農業用水における河川水は2018年の値で，国土交通省水資源部調べ。地下水は農林水産省
　「第5回農業用地下水利用実態調査」（2008年度調査）による。
4.四捨五入の関係で合計が合わないことがある。
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市町村（事業体）年 給水制限の内容
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令元
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人間

フンや
死がい

大きな魚

小さな魚

プランクトン

カビやバクテリア

9

雨や雪が降ります。

川に流れます。

海一部は土に
しみこんで
地下水になります。

川や池・湖・沼
ぬま

じょうはつ

ふ

海や川，地表の水が蒸発して
雲になります。

自然と人間とのつながり1

（3）かけがえのない環境

すがた

　動物や植物の生きる姿を見てきたかん太さんときょう子さんは，自然と自分たちとの

つながりについて考えてみることにしました。

8

かん  きょう

水と生物2

9

　水の中には生きものどうし

の命のつながりがあるね。

小さな魚から大きな魚へ，

そして大きな魚のフンや

死がいが，小さな魚のエサ

となりつながっているね。

すがた

　自然の中の水は，いつも姿を変えながらまわっているんだね。

そして，わたしたちの暮らしを支えているんだね。
ささく

　水や空気，日光，土は

わたしたちとどんなつな

がりがあるのかな？



福岡県
194千ha

外円(全国) 37,297千ha
内円（福岡県）499千ha
出典：令和2年度福岡県農林水産白書

　福岡県の森林面積は224千haで,県土面積に対する森林面
積の割合である森林率は45％です。
　これは全国の森林率67％より22ポイント低いです。

　福岡県は人口に対して森林面積が少なく,県民1人あたりの森
林面積が,国民1人あたりの面積よりも少なくなっています。

　福岡県の民有林における人工林面積は125千haで,民有林面
積に対する人工林面積の割合である人工林率は65％です。
　これは全国の46％より19ポイント高くなっており,全国第２位です。

●福岡県の森林面積

●福岡県の人工林,天然林の面積

福岡県の森林の現況

　日本の森林が,光合成によって吸収する二酸化炭素は年間約
１億トンで,これは国内のすべての自家用車が排出する量の７割
に相当します。

●地球温暖化を防ぐ

●県民1人あたりの森林面積

　地面に落ちた雨は,①地表流となって地面を流れていくもの,②
地面から蒸発していくもの,③地面の中に浸透していくものに分か
れます。さらに地面に浸透した雨は,④土壌の中に溜まるもの（貯
留水）,⑤土壌の隙間（孔隙）をゆっくり流れて地下水になるもの,
⑥基岩に達してさらに深く浸透していくものに分かれていきます。
 降った雨はいろいろな寄り道をして,川や湖,海に流れ込むので,そ
れらに流れ込むまでの時間に大きな差が生まれます。その時間差
の仕組みによって,洪水を防ぎ,雨が降らない時も水を供給し,河川
や地下水の水の量をなるべく一定に保つことができます。この働き
を水源かん養といいます。

●水をたくわえ,きれいにする

　山崩れには大きく分けて表層崩壊と深層崩壊の二つがありま
す。森林は,特に表層崩壊を防ぐ効果があります。

　森林の土壌中にはいくつもの根が広がり,伸び,絡み合ったりし
ています。そんな樹木の根の中には,基岩層の亀裂にまで入り込
むものもあります。雨が降った時,土壌層と基岩層の境界（すべり
面）が滑りやすくなります
が,この時根が基岩層ま
で達していれば,すべり面
をしっかり固定するため,
崩壊が起こりにくくなりま
す。また,絡んだ根は,ちょう
ど人と人が腕を組んで支
え合うように,樹木同士も
土の中でスクラムを組ん
でいる状態になり,崩壊を
防ぐ力を発揮します。

●山が崩れるのを防ぐ

森林のはたらき

福岡県
499千ha

その他
7,829
21%

その他
193
39%

農耕地
4,420
12%

農耕地
81
16%

森林
224
45%

森林
25,048
67%

外円(全国の森林計画対象民有林) 17,341千ha
内円(福岡県の森林計画対象民有林) 194千ha
出典：令和2年度福岡県農林水産白書

その他
719
4%

その他
20
10%

天然林
49
25%

天然林
8,719
50%

人工林
125
65%

人工林
7,903
46%

表層崩壊：山の表面を覆っている土壌の部分（土壌層）だけ
             が崩れる状態
深層崩壊：土壌の下の岩盤の部分（基岩層）もろとも弱い
             地質から一気に崩れる状態

◆表層崩壊を防ぐしくみ
県民1人あたり439m2あ 1,985m2

約439m2約1,985m2

日本の森林が光合成によって吸収する
二酸化炭素量と酸素放出量

酸素放出量 二酸化炭素吸収量
国内の全自家用自動車が
排出するCO2の７割

7,100万トン 9,700万トン（約１億トン）

表層崩壊防止のしくみ

雨

雨

浸
透
浸
透

蒸発

蒸発

森林に降った雨のゆくえ

地表流

さらに深くしみ込む水

貯留水貯留水

基岩

地表の土
（落葉層）

地表の土
（腐葉・腐植層）
土壌の隙間
（孔隙）の
拡大模式図
土粒子
空気
水

幹を伝って地表に
達する雨

枝葉から地表に
落ちる雨

1
2

3

地下水地下水5

6

4

◆福岡県地球温暖化対策ワークブック小学校5・6年生用関連ページ　21～22ページ

土壌層土壌層

基岩層基岩層

基岩層の亀裂に根が侵入し
しっかりと固定
基岩層の亀裂に根が侵入し
しっかりと固定

すべり面すべり面

落葉層落葉層

空気・日光・土と生物3

　植物は，動物がはき出した二酸化炭素や土の中の水を吸収し，太陽の光を使って，

動物に必要な酸素やでんぷんなどをつくり出しています。

　土の中には小さな生きものがたくさんすんでいて，植物の落葉・落枝や動物の死がい，

フンなどを分解して，栄養分に変えています。このようにいろいろな種類の植物や動物は

たがいに支えあって生きているのです。

きゅうしゅうに さん か たん そ

さん そ

おちえだ

ささ

ぶんかい

10

  

森林のはたらき4

　

11

　ほかにも，木材やきのこの生産の場となるなど，森林にはもっと
いろいろなはたらきがあって，みんなの暮らしを支えているんだよ。

　森林がなくなると
おいしい水も空気も
できなくなってしまうね。

　森林には，
とても大切な
はたらきがあるね。

水をたくわえ，きれいにする

　かん太さんときょう子さんは，水や空気，日光，土のはたらきは，森林との間に深い

つながりがあることに気づきました。そこで，二人は，森林のはたらきについて調べて

みました。

す

よ

　森林の土は，落葉などが積み重なって，スポンジのようになって

います。この土が雨水を吸いこみ，きれいでおいしい水をつくり出し

ます。このため，森林は「緑のダム」とも呼ばれています。

おいしい空気をつくり，地球温暖化を防ぐ
おん だん  か ふせ

さん そ

おんだん　か げんいん

に  さん  か たん そ きゅうしゅう
　森林の木は，光合成によって，地球温暖化の原因といわれる

二酸化炭素を吸収し，代わりに酸素をつくり出しています。

たくさんの生きもののすみかとなる

　森林の中には，たくさんの種類の木や草やキノコなどがあり

ます。また，木の実などのえさが多いため，たくさんの種類の生き

ものが生きています。

山がくずれるのを防ぐ

　森林の土は雨水を吸いこみ，土砂が地表を流れるのを防いで

います。また，地中に張りめぐらされた木の根も山くずれなどの災害

を防いでいます。

さいがいは

ふせ

す ど  しゃ ふせ

ふせ

ささく

水蒸気
すいじょうき

おちえだ

酸素

分解
ぶんかい

土の栄養分

び生物

水
小さな動物

ミミズ

モグラ

死がいや
フン

でんぷん
など

光合成の
しくみ

二酸化炭素二酸化炭素

酸素
落葉 落枝

雨

水

光

酸素
さん そ

二酸化炭素
に さん か たん そ

に さん か たん そ に さん か たん そ

さん そ

ぶんかい

さん そ
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　今，世界各地でそれまで草木があった土地が砂漠化する現象
が増えています。
　砂漠化の原因としては，地球規模での気候の変化もありますが，
人間による過剰な放牧や薪炭材の採取なども大きな要因といわれ
ています。

　地球の平均気温の上昇に関する予測は，各機関・研究者で行わ
れており，予測される上昇温度には幅があります。
　IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第6次評価報告書
第1作業部会報告書では,今後,現在と比較して厳しい地球温暖化
対策がなされない場合,21世紀末には地上気温は2.6～4.8℃上昇し,
厳しい地球温暖化対策がなされた場合でも0.3～1.7℃の上昇は
避けられないとされています。

　IPCCの第五次評価報告書の知見を踏まえ，環境省と気象庁が
行った予測結果によれば，日本の年平均気温は21世紀末（2080年
～2100年平均）には20世紀末（1984年～2004年平均）と比較して
0.5～5.4℃上昇すると予測されています。
　気象庁の観測によると，我が国の年平均気温は1898年～2020
年において，100年あたり1.26℃の割合で上昇しています。特に
1990年代以降，高温となる年が頻出しています。
　福岡管区気象台のデータによると，福岡県の年平均気温は，日本
の平均を上回る状態で推移しています。（1891年～2020年におい
て，100年あたり福岡市は2.45℃上昇）

※福岡管区気象台「九州・山口県の気候変動監視レポート2020」
　（https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/kaiyo/chikyu/report/repo/repo_download.html）より

◆福岡県地球温暖化対策ワークブック小学校5・6年生用関連ページ　1～2ページ
◆福岡県地球温暖化対策ワークブック小学校3・4年生用関連ページ　1～4ページ

取り組みを行うこ

とが

●地球温暖化による2100年の日本への影響予測

出典：気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018～日本の気候変動と
　　 その影響～（環境省）

◆福岡県地球温暖化対策ワークブック小学校5・6年生用関連ページ　3～6ページ
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地球の環境は，長い時間をかけてつくられたものです。

　しかし，わたしたち人間の活動によって，そのバランスが少しずつくずれてきています。

こうした地球の環境にえいきょうをあたえる問題を地球環境問題と言います。
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　2015年にパリで開催された気候変動枠組条約第21回締約
国会議（COP21）において,2020年以降の国際的な枠組みとして,
全ての国が参加し,平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃未満
に抑え,1.5℃以下に抑える努力をすることを世界共通目標とした
パリ協定が採択され,2016年に発効しました。パリ協定では,気候
変動の影響への適応計画プロセスや行動の実施も規定されて
います。
　2021年4月には,米国主催の下で気候サミットが開催されました。
各国が,2030年を目標年とする「自国の貢献する決定（NDC）」の
さらなる引上げや,脱炭素化に向けた取組を発表し,世界の脱炭素化
に向けた国際協調を呼びかけました。また,今後重要とされる10年間
の取組,クリーンエネルギーへの移行,イノベーションの促進などに
ついて議論が行われました。
　2021年8月にIPCCが公表した第6次評価報告書第1作業部会
報告書は,人間の活動が温暖化に及ぼす影響について,2018年の
第5次評価報告書の「可能性が極めて高い」という表現から踏み
込み,初めて「疑いの余地がない」と断言しました。また,たとえ1.5℃
の気温上昇であっても高温などの極端現象の頻度や強度が増加
することなどが示されました。気候変動問題という喫緊の課題に
対応するために,温室効果ガスの排出と吸収の均衡を目指す
「脱炭素化」が世界的目標となっています。

出典：温室効果ガスインベントリオフィス　JCCCAのウェブサイトから引用

　

　日本やアメリカなどの先進国は，発展途上国と比べると，一人あた
りの排出量が多い傾向にあります。
　我が国の2018年度の二酸化炭素排出量は，世界の3.2％を占め
ており，一人あたりの排出量は8.5トンで，アメリカやロシアなどと比べ

　お祭りなどの地域イベントでクイズや実験を交えながら
省エネ・省資源を呼びかけたり,幼稚園や小学校へ講師とし
て出向き,環境に関する講座を行ったりするなど,県内約100人
の推進員の皆さんが,地域に密着した様々な啓発活動を
実施しています。

　省エネ・省資源に自主的に取り組
む「エコファミリー」を募集・登録し，
その活動を支援しています。
※資料編 49,56ページ参照。

　地球温暖化対策の普及啓発の拠点として「福岡県地球温暖化
防止活動推進センター」を指定しています。また，市町村ごとに「福
岡県地球温暖化防止活動推進員」を委嘱し，地域で普及啓発活
動を行っています。
　＜活動例＞
　・ホームページ等を活用した情報発信
　・啓発イベントの開催
　・講師派遣制度（出前講座）の実施
　・県民等からの地球温暖化対策に係る照会，相談への対応
　・環境家計簿の作成，普及促進

◆地球温暖化防止活動推進センター・推進員の指定・委嘱

◆エコファミリー応援事業

　事業所における省エネルギー・省資源等の地球温暖化対策を
推進するため,エコ事業所応援事業を実施しています。次の活動
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　・自動車燃料使用量の削減に向けた取組
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地球温暖化防止活動推進員による啓発活動
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国際的な取り組み

　我が国ではパリ協定を受けて,2016年5月に,2030年度の温室
効果ガス排出量を2013年度比26.0%削減する目標を定めた
「地球温暖化対策計画」を策定しました。この目標は,「2050年
カーボンニュートラル宣言」を踏まえて見直しがなされ,2021年気候
変動サミットで2030年度の温室効果ガス排出量46%削減（2013
年度比）に改められています。

日本の取り組み

　2021年のノーベル物理学賞の受賞者に,大気と海洋を結合した
物質の循環モデルを提唱し,二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化
に影響するという予測モデルを世界に先駆けて発表したアメリカ
国籍の真鍋淑郎氏が選ばれました。
　1960年代に,地球の気候に関するモデルの開発に先駆けて取り
組み,地表面が太陽から受け取るエネルギーから宇宙に逃げてい
くエネルギーを差し引いた「放射収支」と,空気の縦の動きがお互い
にどのように影響するかを世界で初めて解明し,現在の気候モデル
開発の基礎となったことが評価されました。

真鍋淑郎氏の2021年ノーベル物理学賞受賞について
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日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

ると少ないものの，アフリカ諸国の約8.7倍となっています。
　このように，日本を含めた先進国は，豊かで快適な生活をするた
めに，多くの資源やエネルギーを消費して二酸化炭素を排出してお
り，その結果として，今日の地球温暖化問題が起こっています。
　国内の部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量を見ると，大
企業を中心とした施設・設備の省エネルギー化により，産業部門が
減少傾向にある一方で，家庭や業務部門では，1990年度と比較し
て増加しています。
　この原因は，世帯数の増加や，業務部門における空調・照明設備
の増加及び営業時間の延長などが考えられ，家庭や事業所にお
ける省エネルギー対策が重要となっています。
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　地球温暖化について，多くの人に知ってもらうために，「ふくおかエコライフ応援サイ
ト」を開設しています。
　ホームページを見ると，地球温暖化のしくみや，地球温暖化を防ぐためにわたした
ちにできることなどがわかります。
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天然ガスを燃やしてつくられているので，わたしたちが電気を使えば二酸化炭素

（CO2）を出していることになります。

　また，水道の水をきれいにしたり，ごみを集め焼きゃくしたりする時にも燃料や電気

が使われているので,わたしたちは,日々の生活で水を使ったりごみを出したり,

いろいろな場面で二酸化炭素を出していることになります。
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へいきんのうど じょきょ

けいざいとうけいようらん ばん

のうど

きしょうちょう

ふくおかエコライフ 検索

★世界の平均気温の変化について,「地球温暖化対策ワークブック」で調べてみよう。

　福岡県でも,地球温暖化のえいきょうとみられる自然災害が多く発生

しているよ。地球温暖化が進行すると,大気中の水蒸気が増えて,雨が一度に

たくさん降ったり台風の勢力が強くなってしまうと考えられているよ。
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の実現を目指す宣言がされたよ。
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　オゾン層は上空の成層圏にあり,有害な紫外線を吸収して地球
上の生物を守っていますが,CFC,HCFCなどは大気中に放出され
ると,オゾン層を破壊してしまいます。モントリオール議定書に基づき,
CFC,HCFC等の生産・消費の国際的な規制が行われ,現時点で
は長期的な拡大傾向はみられなくなり,今世紀末には元の状態に回
復すると予想されていますが依然として深刻な状況にあり,引き続き
対策が必要です。

　酸性雨は石炭や石油などの燃焼等に伴い排出される硫黄酸化
物,窒素酸化物などが大気中で水分と結びついて変化し,酸性（一
般的にはpH5.6以下）の雨となって降る現象です。
　欧米では酸性雨により,森林が枯れたり,湖沼や河川が酸性化し
魚が住めなくなるなどの影響が発生しています。

オゾン層への影響と対策

　CFC,HCFCは温室効果も大きい物質です。CFC,HCFCの代替
として,主にHFC（代替フロン）への転換を進めてきましたが,HFCは
オゾン層を破壊しないものの,二酸化炭素の100倍から10,000倍以
上の大きな温室効果があります。地球温暖化の防止のためフロン
の排出を抑制するとともに,ノンフロンや温室効果の低い物質にして
いくことが重要となっています。   

地球温暖化への影響と対策

　

身近な問題

　大気汚染とは,工場のばい煙,自動車の排出ガスなどによって大
気が汚されることをいい,大気汚染が進行すると,人の健康や生活
環境,動植物の生育などに良くない影響が出てきます。
　二酸化硫黄などの汚染物質は,主に肺などの呼吸器系に影響
を及ぼし,濃度によっては人の健康を損なうことがあることから,人の
健康を保護し,生活環境を保全する上で維持することが望ましい
基準として環境基準が定められています。

　大気汚染は，工場や事業場のばい煙発生施設や自動車，航空
機などが運行するときに排出されるばい煙や粉じんが原因となって
おこります。
　高度経済成長期には特に石油系燃料消費量が増大したため
大気汚染が急速に進行しましたが，昭和40年代に「公害対策基本
法」や「大気汚染防止法」が成立し，工場や事業場における大気
汚染防止対策が着実に進展したことから，県内の大気汚染の状況
は大きく改善されました。
　近年では，都市化の進展や自動車保有台数の増加，国境を越え
る広域的な大気汚染等の影響により，大気汚染濃度は横ばいの状
況で推移しています。

微小粒子状
物質

（PM2.5）

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり，かつ，１時間値が0.1ppm
以下であること。

１時間値の１日平均値が0.10mg/㎥以下であり，かつ，１時間値が0.20
mg/㎥以下であること。

1年平均値が15μg/㎥以下であり，かつ，1日平均値が35μg/㎥以下であること

1時間値が0.06ppm以下であること。

１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又は
それ以下であること。

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり，かつ，１時間値の8時間
平均値が20ppm以下であること。

石油・石炭などの化
石燃料の燃料に伴い
発生

低硫黄重油の使用, 良
質燃料への転換, 脱硫
装置の装着

のどや肺を刺激し，気
管支炎や上気道炎な
どを起こす

不完全燃料に伴い発
生，主に自動車排出
ガスによる

自動車排出ガス低減血液中のヘモグロビン
と結びつき，体内の酸
素供給能力を妨げる

工場などからのばいじ
んと粉じん，ディーゼ
ル黒煙，自然源によ
るものなど

工場・事業場等のば
い煙発生施設の規制
や自動車排出ガス規
制など

肺胞に沈着し，気管
支炎や上気道炎などを
起こす

窒素酸化物と炭化水
素類の光化学反応に
より二次的に生成

炭化水素類の排出抑
制，自動車排出ガス
抑制

目，のどなどを強く刺
激する（光化学スモッ
グの原因物質）

燃焼に伴い発生，工
場，事業場及び自動
車などの移動発生源

自動車排出ガス低減，
交通量の分散，工場な
どからの発生量の抑制

のどや肺を刺激し，気
管支炎や上気道炎な
どを起こす

工場・事業場等のば
い煙発生施設の規制
や自動車排出ガス規
制など

呼吸器疾患，循環器
疾患及び肺がんの疾
患に関して，一定の影
響を与えていることが
示されている

自動車の排出ガス，工
場の排出ガス，タバコ
の煙，黄砂，火山灰，汚
染物質が紫外線と反応
して発生するものなど

フロンの問題

酸性雨の問題

酸性雨を調べてみましょう

（測定方法）

（測定上の留意点）

①雨が降り出してから，きれいなビニールシートの上に容器を置い
て雨水を採取します。
②ｐＨ試験紙やパックテストで採取した雨水のｐＨを測定します。
③身の回りにある様々なもののｐＨを測定し，雨水と比較してみま
す。

・容器が汚れていると正確な値が測れません。容器はきれいに洗っ
てから使用するようにします。

・降り始めの雨は，汚染物質を比較的多く含み，ｐＨが低くなる傾
向にあります。降り始めの雨と，その後の雨を別に採取して比較
してみるのも良い方法です。

・測定誤差を少なくするため ,何回か繰り返し測定してみましょう。
・場所を変えたり，継続的に測定するのも良い方法です。

ノンフロン・低GWP化

出典：2019年版オゾン層に関するパンフレット「オゾン層を守ろう」（環境省）

　福岡県や政令市などでは，地域内の大気汚染の状況を把握す
るため，県内18市町55か所の大気常時監視測定局を整備して常
時の測定を行っています。
　このうち，浮遊粒子状物質は，気象現象等の影響を受けるた
め，毎年環境基準適合率が大きく変化します。
　また,光化学オキシダントは全国的に環境基準達成率が低く,
本県においても全測定局で環境基準未達成となっております。
微小粒子状物質は平成26年度までは環境基準を達成できて
いませんでしたが,徐々に改善し,令和2年度はほとんどの測定局
で達成しております。
　自動車の走行により排出される窒素酸化物や浮遊粒子状物質，
大陸からの大気汚染物質の移流などが，県内の大気汚染の主な
原因になっています。
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たくさんの車が混み合っている様子

福岡県の環境問題

（2）身近な問題

空気のよごれ

　わたしたちの住む福岡県には，

どのような環境問題が

あるんですか。

　車が多いところ
はまだまだ空気が
よごれているね。

かんきょう

かんきょう

　地球の環境問題を調べたかん太

さんときょう子さんは，自分たちの

住む福岡県の環境のことが,心配に

なって，パパトンに聞くことにしました。

かんきょう

かんきょう

しょ りゆた
　福岡県には，美しい自然もたくさんあるけど，みんなの生活が

便利で豊かになるにつれて，「空気のよごれ」や「ごみの処理」，

「水のよごれ」が大きな問題になってきているんだよ。

豆知識：正しく知ろうフロンガス
まめ   ち  しき

　わたしの名前はフロン！

みんなの暮らしを快適に

するために人間の手で

つくられたガスなんだ。

　エアコンや冷蔵庫の中

で空気を冷やすお手伝い

をしていたよ。

れいぞう こ

かいてきく

　わたしは機器の中にいるのが好き

なんだけど，機器のお手入れや処分

が正しくされず，空気中に出てしまう

と，オゾン層を破壊したり，地球温暖化

を進めたりしてしまうんだ。

　みんなで地球を守る

ために，気をつけて

あつかうことが大切だよ。

そう は かい おんだんか

しょぶん

　最近では，オゾン層を破壊せず，地球温暖化のえいきょうが少ない

ガスの使用もすすめられているんだ。

　環境にやさしいガスが使われた製品は，このマーク　　　　　　が

目印！みんなのまわりでも使われているかな？学校やお家で探してみてね。

そう は かい おんだんか

かんきょう せいひん

さが

おんだん  か さん せい  う

げん いんはいしゅつ

　地球温暖化や酸性雨などの

世界の問題は，身近なところ

から出る排出ガスなどが原因

になっているんだね。

❶工場から出るけむりや

　自動車の排出ガスが

　空気をよごします。

はいしゅつ

❷よごれた空気が雨雲や

　雨とまざりあって酸性度の

　強い雨（酸性雨）が降ります。
さんせい  う ふ

さんせい ど

❸酸性雨によって木がかれたり

　魚が死んだりするひがいが出ます。

さんせい う

いこう

もう

こ

よ

ちいき

げんいん

はいしゅつ げんいん

ぎじゅつ げんいん へ

　昔は，工場からでるけむりが空気をよごす原因だったけど，けむりをきれいにする

機械をつけるなどして，今ではずいぶんきれいになったんだよ。 

　また，１９８０（昭和55）年以降は自動車の排出ガスが空気をよごす原因になったけど，

技術の進歩によって，最近は自動車が原因の空気のよごれも減ってきているんだよ。 

　さらに，｢ノーマイカーデー｣を設けて，できるだけ公共交通機関を利用するよう呼び

かけている地域もあるんだよ。

酸性雨の問題
さん せい　う



　オゾン層は上空の成層圏にあり,有害な紫外線を吸収して地球
上の生物を守っていますが,CFC,HCFCなどは大気中に放出され
ると,オゾン層を破壊してしまいます。モントリオール議定書に基づき,
CFC,HCFC等の生産・消費の国際的な規制が行われ,現時点で
は長期的な拡大傾向はみられなくなり,今世紀末には元の状態に回
復すると予想されていますが依然として深刻な状況にあり,引き続き
対策が必要です。

　酸性雨は石炭や石油などの燃焼等に伴い排出される硫黄酸化
物,窒素酸化物などが大気中で水分と結びついて変化し,酸性（一
般的にはpH5.6以下）の雨となって降る現象です。
　欧米では酸性雨により,森林が枯れたり,湖沼や河川が酸性化し
魚が住めなくなるなどの影響が発生しています。

オゾン層への影響と対策

　CFC,HCFCは温室効果も大きい物質です。CFC,HCFCの代替
として,主にHFC（代替フロン）への転換を進めてきましたが,HFCは
オゾン層を破壊しないものの,二酸化炭素の100倍から10,000倍以
上の大きな温室効果があります。地球温暖化の防止のためフロン
の排出を抑制するとともに,ノンフロンや温室効果の低い物質にして
いくことが重要となっています。   

地球温暖化への影響と対策

　

身近な問題

　大気汚染とは,工場のばい煙,自動車の排出ガスなどによって大
気が汚されることをいい,大気汚染が進行すると,人の健康や生活
環境,動植物の生育などに良くない影響が出てきます。
　二酸化硫黄などの汚染物質は,主に肺などの呼吸器系に影響
を及ぼし,濃度によっては人の健康を損なうことがあることから,人の
健康を保護し,生活環境を保全する上で維持することが望ましい
基準として環境基準が定められています。

　大気汚染は，工場や事業場のばい煙発生施設や自動車，航空
機などが運行するときに排出されるばい煙や粉じんが原因となって
おこります。
　高度経済成長期には特に石油系燃料消費量が増大したため
大気汚染が急速に進行しましたが，昭和40年代に「公害対策基本
法」や「大気汚染防止法」が成立し，工場や事業場における大気
汚染防止対策が着実に進展したことから，県内の大気汚染の状況
は大きく改善されました。
　近年では，都市化の進展や自動車保有台数の増加，国境を越え
る広域的な大気汚染等の影響により，大気汚染濃度は横ばいの状
況で推移しています。

微小粒子状
物質

（PM2.5）

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり，かつ，１時間値が0.1ppm
以下であること。

１時間値の１日平均値が0.10mg/㎥以下であり，かつ，１時間値が0.20
mg/㎥以下であること。

1年平均値が15μg/㎥以下であり，かつ，1日平均値が35μg/㎥以下であること

1時間値が0.06ppm以下であること。

１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又は
それ以下であること。

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり，かつ，１時間値の8時間
平均値が20ppm以下であること。

石油・石炭などの化
石燃料の燃料に伴い
発生

低硫黄重油の使用, 良
質燃料への転換, 脱硫
装置の装着

のどや肺を刺激し，気
管支炎や上気道炎な
どを起こす

不完全燃料に伴い発
生，主に自動車排出
ガスによる

自動車排出ガス低減血液中のヘモグロビン
と結びつき，体内の酸
素供給能力を妨げる

工場などからのばいじ
んと粉じん，ディーゼ
ル黒煙，自然源によ
るものなど

工場・事業場等のば
い煙発生施設の規制
や自動車排出ガス規
制など

肺胞に沈着し，気管
支炎や上気道炎などを
起こす

窒素酸化物と炭化水
素類の光化学反応に
より二次的に生成

炭化水素類の排出抑
制，自動車排出ガス
抑制

目，のどなどを強く刺
激する（光化学スモッ
グの原因物質）

燃焼に伴い発生，工
場，事業場及び自動
車などの移動発生源

自動車排出ガス低減，
交通量の分散，工場な
どからの発生量の抑制

のどや肺を刺激し，気
管支炎や上気道炎な
どを起こす

工場・事業場等のば
い煙発生施設の規制
や自動車排出ガス規
制など

呼吸器疾患，循環器
疾患及び肺がんの疾
患に関して，一定の影
響を与えていることが
示されている

自動車の排出ガス，工
場の排出ガス，タバコ
の煙，黄砂，火山灰，汚
染物質が紫外線と反応
して発生するものなど

フロンの問題

酸性雨の問題

酸性雨を調べてみましょう

（測定方法）

（測定上の留意点）

①雨が降り出してから，きれいなビニールシートの上に容器を置い
て雨水を採取します。
②ｐＨ試験紙やパックテストで採取した雨水のｐＨを測定します。
③身の回りにある様々なもののｐＨを測定し，雨水と比較してみま
す。

・容器が汚れていると正確な値が測れません。容器はきれいに洗っ
てから使用するようにします。

・降り始めの雨は，汚染物質を比較的多く含み，ｐＨが低くなる傾
向にあります。降り始めの雨と，その後の雨を別に採取して比較
してみるのも良い方法です。

・測定誤差を少なくするため ,何回か繰り返し測定してみましょう。
・場所を変えたり，継続的に測定するのも良い方法です。

ノンフロン・低GWP化

出典：2019年版オゾン層に関するパンフレット「オゾン層を守ろう」（環境省）

　福岡県や政令市などでは，地域内の大気汚染の状況を把握す
るため，県内18市町55か所の大気常時監視測定局を整備して常
時の測定を行っています。
　このうち，浮遊粒子状物質は，気象現象等の影響を受けるた
め，毎年環境基準適合率が大きく変化します。
　また,光化学オキシダントは全国的に環境基準達成率が低く,
本県においても全測定局で環境基準未達成となっております。
微小粒子状物質は平成26年度までは環境基準を達成できて
いませんでしたが,徐々に改善し,令和2年度はほとんどの測定局
で達成しております。
　自動車の走行により排出される窒素酸化物や浮遊粒子状物質，
大陸からの大気汚染物質の移流などが，県内の大気汚染の主な
原因になっています。

1716

たくさんの車が混み合っている様子

福岡県の環境問題

（2）身近な問題

空気のよごれ

　わたしたちの住む福岡県には，

どのような環境問題が

あるんですか。

　車が多いところ
はまだまだ空気が
よごれているね。

かんきょう

かんきょう

　地球の環境問題を調べたかん太

さんときょう子さんは，自分たちの

住む福岡県の環境のことが,心配に

なって，パパトンに聞くことにしました。

かんきょう

かんきょう

しょ りゆた
　福岡県には，美しい自然もたくさんあるけど，みんなの生活が

便利で豊かになるにつれて，「空気のよごれ」や「ごみの処理」，

「水のよごれ」が大きな問題になってきているんだよ。

豆知識：正しく知ろうフロンガス
まめ   ち  しき

　わたしの名前はフロン！

みんなの暮らしを快適に

するために人間の手で

つくられたガスなんだ。

　エアコンや冷蔵庫の中

で空気を冷やすお手伝い

をしていたよ。

れいぞう こ

かいてきく

　わたしは機器の中にいるのが好き

なんだけど，機器のお手入れや処分

が正しくされず，空気中に出てしまう

と，オゾン層を破壊したり，地球温暖化

を進めたりしてしまうんだ。

　みんなで地球を守る

ために，気をつけて

あつかうことが大切だよ。

そう は かい おんだんか

しょぶん

　最近では，オゾン層を破壊せず，地球温暖化のえいきょうが少ない

ガスの使用もすすめられているんだ。

　環境にやさしいガスが使われた製品は，このマーク　　　　　　が

目印！みんなのまわりでも使われているかな？学校やお家で探してみてね。

そう は かい おんだんか

かんきょう せいひん

さが

おんだん  か さん せい  う

げん いんはいしゅつ

　地球温暖化や酸性雨などの

世界の問題は，身近なところ

から出る排出ガスなどが原因

になっているんだね。

❶工場から出るけむりや

　自動車の排出ガスが

　空気をよごします。

はいしゅつ

❷よごれた空気が雨雲や

　雨とまざりあって酸性度の

　強い雨（酸性雨）が降ります。
さんせい  う ふ

さんせい ど

❸酸性雨によって木がかれたり

　魚が死んだりするひがいが出ます。

さんせい う

いこう

もう

こ

よ

ちいき

げんいん

はいしゅつ げんいん

ぎじゅつ げんいん へ

　昔は，工場からでるけむりが空気をよごす原因だったけど，けむりをきれいにする

機械をつけるなどして，今ではずいぶんきれいになったんだよ。 

　また，１９８０（昭和55）年以降は自動車の排出ガスが空気をよごす原因になったけど，

技術の進歩によって，最近は自動車が原因の空気のよごれも減ってきているんだよ。 

　さらに，｢ノーマイカーデー｣を設けて，できるだけ公共交通機関を利用するよう呼び

かけている地域もあるんだよ。

酸性雨の問題
さん せい　う



達成

○大気環境測定車などによる環境調査

， ，

，
，

，
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，
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用による交通量の抑制，エコドライブなどを通じて，県民一人一人が
自動車による環境への負担の低減に心がけることが重要です。

大気環境測定車（さわやか号）

　福岡県では,環境大気調査,揮
発性有機化合物や重金属などの有
害大気汚染物質モニタリング調査な
どを行っています。

　環境基準法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望まし
い基準として 以下のとおり環境基準を定めています。　
・１年平均値が15μg/㎥以下でありかつ１日平均値が35μg/㎥以下であること。
※ １年平均値は１年間にわたる１日平均値の総和を測定日数で除した値で 年度単
位で評価します。１日平均値は１時から２４時までの１時間値を平均し,低い方から数え
て98％に相当する値を評価します。

 ）ムラグロクイマ ： gμ（ g100000.0 = gm100.0 = gμ1※ 
 ※PM＝Particulate Matter
 

 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）

環境基準

常時監視測定
PM2.5の生成

北九州市，行橋市，豊前市，中間市，芦屋町，水巻町，岡垣町，遠賀町，苅田
町，みやこ町，吉富町，上毛町，築上町

福岡市，筑紫野市，春日市，大野城市，宗像市，太宰府市，古賀市，福津市，糸
島市，那珂川市，宇美町，篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，久山町，粕屋町

大牟田市，久留米市，柳川市，八女市，筑後市，大川市，小郡市，うきは市，朝
倉市，みやま市，筑前町，東峰村，大刀洗町，大木町，広川町

直方市，飯塚市，田川市，宮若市，嘉麻市，小竹町，鞍手町，桂川町，香春町，
添田町，糸田町，川崎町，大任町，赤村，福智町

筑豊地域

筑後地域

福岡地域

北九州地域

区域 市町村

　県内を４区域に分け 区域ごとに注意喚起を実施します。

　様 な々媒体を通じて注意喚起を配信します。
（１）市町村関係機関等への通知
（２）テレビラジオでの放送
（３）県の防災メールまもるくんによる配信
（4）福岡県ホームページへの掲載

　注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。
（１）不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らし
ましょう。
（２）換気や窓の開閉を最小限にし屋内への外気の侵入をできるだけ少
なくする。
（３）高感受性者（呼吸器系や循環器系疾患のある方小児高齢者等）に
おいては体調に応じてより慎重に行動することが望まれます。

　微小粒子状物質（PM2.5）には，物の燃焼などによって直接排出されるも
の（一次生成）と，環境大気中での化学反応により生成されたもの（二次生
成）とがあります。
　一次生成粒子の発生源としては，ボイラーや焼却炉などばい煙を発生
する施設，コークス炉や鉱物堆積場など粉じん（細かいちり）を発生する施
設，自動車，船舶，航空機などのほか，土壌，海洋，火山など自然由来のものや
越境汚染による影響もあります。また家庭内でも，喫煙や調理，ストーブなど
から発生します。
　二次生成粒子は，火力発電所，工場・事業所，自動車，船舶，航空機，家庭
などの燃料燃焼によって排出される硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物
（NOx），燃料燃焼施設のほかに溶剤・塗料の使用時や石油取扱施設か
らの蒸発，森林などから排出される揮発性有機化合物（VOC）等のガス状
物質が大気中で光やオゾンと反応して生成されます。

（1）午前中の早めの時間帯での判断
　同一地域内の２か所以上の測定局において，午前５時～７時の１時間値の平均値が
８５μg/㎥を超過した場合
→暫定指針値（日平均値７０μg/㎥）を超えると予測し，午前８時を目途に，地域毎に注意
喚起を実施
（2）午後からの活動に備えた判断
　同一地域内の１測定局でも，午前５時から１２時の１時間値の平均値が８０μg/㎥を
超過した場合
→暫定指針値（日平均値７０μg/㎥）を超えると予測し，午後１時を目途に、地域毎に注
意喚起を実施 

http://www.taiki.pref.fukuoka.lg.jp/homepage/
Nipo/OyWbNpKm0151.htm

注意喚起の判定の方法

　注意喚起を実施した地域内にある判断基準値を超過した全ての測定局において，
PM2.5濃度の１時間値が２時間連続して５０μg/㎥以下に改善した場合
→当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して注意喚起を解除
（PM2.5濃度が解除条件まで改善しない場合，午前０時をもって自動解除）

注意喚起の解除の方法

注意喚起の配信方法

注意喚起時の行動の目安

注意喚起の方法
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が取り組みを進めていく必要があります。

検索福岡県 PM2.5

　福岡県では，県内のPM2.5の状況を把握するため，40局の大気汚染常時監視
測定局で，PM2.5を常時測定しています。測定結果についてはホームページで
公表しています。

こう か  がく

光化学オキシダント

PM2.5

はいしゅつ
　これは，工場から出るけむりや車の

排出ガスなどが，太陽の光にあたって

でき，人の目やのどを強くいためます。

はい

はいしゅつ
　これは，車や工場の

排出ガスなどから発生し，

風で遠くに運ばれやすく，

肺などに悪いえいきょう

をあたえるおそれが

あります。

19

　電車や自転車を利用

したら，少しは空気が

よごれないですむかも

しれないね。

18

　　の　こ　と　を　よ　く　知　ろ　うPM2.5

　PM2.5は，つぶの大きさがとても小さいため，肺のおくまで入りやすく，呼吸器

の病気などが心配されています。特に肺などに病気がある人は注意が必要です。

「PM2.5は体にどんなえいきょうがあるの？」
はい

はい

こきゅうき

　空気中にある2.5μｍ（マイクロメート

ル）以下の小さなつぶのことをPM2.5とい

います。正式には，微小粒子状物質と呼ばれ

ています。

　PM2.5は右の図のように，ひとつひとつの

つぶはとても小さく，目で見ることはできま

せんが，空気中にPM 2.5がたくさん増える

と，空がかすんだようになります。

ＰＭ2.5の大きさを比べた図
「PM2.5ってなんだろう？」

1μm（マイクロメートル）：１ｍｍの1000分の１の大きさ

びしょうりゅうしじょうぶっしつ よ

ふ

くら

人間の頭髪 00

5050

100
μm

100
μm

スギ花粉PM2.5

PM2.5

直径：1mmの10分の1前後直径：1mmの約30分の1

（下の円内を10倍に拡大）

出典）東京都ホームページ

ＰＭ2.5が少なくきれいな空（2007年5月（晴））
撮影場所：福岡県保健環境研究所（太宰府市）

「PM2.5はどうして発生するの？」

ＰＭ2.5が多くかすんだ空（2007年4月（曇））
微粒子により視界が悪い
びりゅうし しかい

　PM2.5はいろいろなところから発生します。例えば，車や工場の排出ガス,タバコ

のけむりやストーブなど人の生活で発生するもの,土の巻き上げや火山ふんか

のような自然現象で発生するものがあります。

　また,大陸で発生したものが流れてくることもあります。

　さらに，空気中の汚染物質が光やオゾンと反応して，発生することもあります。 

はいしゅつ

げんしょう

ま か ざん

お せんぶっしつ はんのう

ねんりょう

はいしゅついどう
　最近では，少ない燃料で長きょり

を移動できる車や，排出ガスを出さ

ない車も街を走っているそうだよ。

　これは，工場から出るけむりや

車の排出ガスにふくまれていて，

人ののどや肺をいため，気管支炎や

ぜんそくを引き起こします。

はい き かん し  えん 

はいしゅつ

ちっ  そ  さん か  ぶつ ふ  ゆうりゅう し  じょうぶっしつ

窒素酸化物・浮遊粒子状物質

福岡県　PM2.5 検索
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○大気環境測定車などによる環境調査
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用による交通量の抑制，エコドライブなどを通じて，県民一人一人が
自動車による環境への負担の低減に心がけることが重要です。

大気環境測定車（さわやか号）

　福岡県では,環境大気調査,揮
発性有機化合物や重金属などの有
害大気汚染物質モニタリング調査な
どを行っています。

　環境基準法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望まし
い基準として 以下のとおり環境基準を定めています。　
・１年平均値が15μg/㎥以下でありかつ１日平均値が35μg/㎥以下であること。
※ １年平均値は１年間にわたる１日平均値の総和を測定日数で除した値で 年度単
位で評価します。１日平均値は１時から２４時までの１時間値を平均し,低い方から数え
て98％に相当する値を評価します。

 ）ムラグロクイマ ： gμ（ g100000.0 = gm100.0 = gμ1※ 
 ※PM＝Particulate Matter
 

 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）

環境基準

常時監視測定
PM2.5の生成

北九州市，行橋市，豊前市，中間市，芦屋町，水巻町，岡垣町，遠賀町，苅田
町，みやこ町，吉富町，上毛町，築上町

福岡市，筑紫野市，春日市，大野城市，宗像市，太宰府市，古賀市，福津市，糸
島市，那珂川市，宇美町，篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，久山町，粕屋町

大牟田市，久留米市，柳川市，八女市，筑後市，大川市，小郡市，うきは市，朝
倉市，みやま市，筑前町，東峰村，大刀洗町，大木町，広川町

直方市，飯塚市，田川市，宮若市，嘉麻市，小竹町，鞍手町，桂川町，香春町，
添田町，糸田町，川崎町，大任町，赤村，福智町

筑豊地域

筑後地域

福岡地域

北九州地域

区域 市町村

　県内を４区域に分け 区域ごとに注意喚起を実施します。

　様 な々媒体を通じて注意喚起を配信します。
（１）市町村関係機関等への通知
（２）テレビラジオでの放送
（３）県の防災メールまもるくんによる配信
（4）福岡県ホームページへの掲載

　注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。
（１）不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らし
ましょう。
（２）換気や窓の開閉を最小限にし屋内への外気の侵入をできるだけ少
なくする。
（３）高感受性者（呼吸器系や循環器系疾患のある方小児高齢者等）に
おいては体調に応じてより慎重に行動することが望まれます。

　微小粒子状物質（PM2.5）には，物の燃焼などによって直接排出されるも
の（一次生成）と，環境大気中での化学反応により生成されたもの（二次生
成）とがあります。
　一次生成粒子の発生源としては，ボイラーや焼却炉などばい煙を発生
する施設，コークス炉や鉱物堆積場など粉じん（細かいちり）を発生する施
設，自動車，船舶，航空機などのほか，土壌，海洋，火山など自然由来のものや
越境汚染による影響もあります。また家庭内でも，喫煙や調理，ストーブなど
から発生します。
　二次生成粒子は，火力発電所，工場・事業所，自動車，船舶，航空機，家庭
などの燃料燃焼によって排出される硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物
（NOx），燃料燃焼施設のほかに溶剤・塗料の使用時や石油取扱施設か
らの蒸発，森林などから排出される揮発性有機化合物（VOC）等のガス状
物質が大気中で光やオゾンと反応して生成されます。

（1）午前中の早めの時間帯での判断
　同一地域内の２か所以上の測定局において，午前５時～７時の１時間値の平均値が
８５μg/㎥を超過した場合
→暫定指針値（日平均値７０μg/㎥）を超えると予測し，午前８時を目途に，地域毎に注意
喚起を実施
（2）午後からの活動に備えた判断
　同一地域内の１測定局でも，午前５時から１２時の１時間値の平均値が８０μg/㎥を
超過した場合
→暫定指針値（日平均値７０μg/㎥）を超えると予測し，午後１時を目途に、地域毎に注
意喚起を実施 

http://www.taiki.pref.fukuoka.lg.jp/homepage/
Nipo/OyWbNpKm0151.htm

注意喚起の判定の方法

　注意喚起を実施した地域内にある判断基準値を超過した全ての測定局において，
PM2.5濃度の１時間値が２時間連続して５０μg/㎥以下に改善した場合
→当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して注意喚起を解除
（PM2.5濃度が解除条件まで改善しない場合，午前０時をもって自動解除）

注意喚起の解除の方法

注意喚起の配信方法

注意喚起時の行動の目安

注意喚起の方法

,

,

,

, , ,

,

◆福岡県地球温暖化対策ワークブック小学校5・6年生用関連ページ　18ページ

が取り組みを進めていく必要があります。

検索福岡県 PM2.5

　福岡県では，県内のPM2.5の状況を把握するため，40局の大気汚染常時監視
測定局で，PM2.5を常時測定しています。測定結果についてはホームページで
公表しています。

こう か  がく

光化学オキシダント

PM2.5

はいしゅつ
　これは，工場から出るけむりや車の

排出ガスなどが，太陽の光にあたって

でき，人の目やのどを強くいためます。

はい

はいしゅつ
　これは，車や工場の

排出ガスなどから発生し，

風で遠くに運ばれやすく，

肺などに悪いえいきょう

をあたえるおそれが

あります。

19

　電車や自転車を利用

したら，少しは空気が

よごれないですむかも

しれないね。

18

　　の　こ　と　を　よ　く　知　ろ　うPM2.5

　PM2.5は，つぶの大きさがとても小さいため，肺のおくまで入りやすく，呼吸器

の病気などが心配されています。特に肺などに病気がある人は注意が必要です。

「PM2.5は体にどんなえいきょうがあるの？」
はい

はい

こきゅうき

　空気中にある2.5μｍ（マイクロメート

ル）以下の小さなつぶのことをPM2.5とい

います。正式には，微小粒子状物質と呼ばれ

ています。

　PM2.5は右の図のように，ひとつひとつの

つぶはとても小さく，目で見ることはできま

せんが，空気中にPM 2.5がたくさん増える

と，空がかすんだようになります。

ＰＭ2.5の大きさを比べた図
「PM2.5ってなんだろう？」

1μm（マイクロメートル）：１ｍｍの1000分の１の大きさ
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出典）東京都ホームページ

ＰＭ2.5が少なくきれいな空（2007年5月（晴））
撮影場所：福岡県保健環境研究所（太宰府市）

「PM2.5はどうして発生するの？」

ＰＭ2.5が多くかすんだ空（2007年4月（曇））
微粒子により視界が悪い
びりゅうし しかい

　PM2.5はいろいろなところから発生します。例えば，車や工場の排出ガス,タバコ

のけむりやストーブなど人の生活で発生するもの,土の巻き上げや火山ふんか

のような自然現象で発生するものがあります。

　また,大陸で発生したものが流れてくることもあります。

　さらに，空気中の汚染物質が光やオゾンと反応して，発生することもあります。 

はいしゅつ

げんしょう

ま か ざん

お せんぶっしつ はんのう

ねんりょう

はいしゅついどう
　最近では，少ない燃料で長きょり

を移動できる車や，排出ガスを出さ

ない車も街を走っているそうだよ。

　これは，工場から出るけむりや

車の排出ガスにふくまれていて，

人ののどや肺をいため，気管支炎や

ぜんそくを引き起こします。

はい き かん し  えん 
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出典：令和3年版環境白書（福岡県）

●ごみ処理の状況

，
， ，

，

，，
，
，

，

，

，

， ， ，

，，

，

1人あたり排出量（g／日）
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1,814,737

4,972

1,403,723

(78.3)

17,266

(1.0)

279,680

(15.6)

91,531

(5.1)

1,792,200

209,401

5,127

954

1,377,721

323,972

83,682

1,785,375
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(0.8)
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(5.5)

1,774,346
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　ダイオキシン類はゴミの焼却による燃焼過程の他，金属の精錬過
程や紙などの塩素漂白過程など様 な々ところで発生します。そのた
め，環境中には広く存在していますが，量は非常にわずかです。
　このようなダイオキシン類について，施策の基本とすべき基準等
や事業に係る措置等を定めた「ダイオキシン類対策特別措置法」
が平成11年７月に公布され，平成12年１月から施行されました。
　この法律の施行などにより，我が国におけるダイオキシン類の排
出量は確実に減少しています。

　ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD），ポリ塩化

ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル

（コプラナーPCB）を総称してダイオキシン類といいます。

　ダイオキシン類は，無色無臭の固体で，ほとんど水に溶けま

せんが，脂肪などには溶けやすい性質を持っています。

●家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合
　（令和2年度）

災害廃棄物の広域処理

　福岡県内の海岸では,日本海に面した海岸を中心に,有害な液
体が入っているおそれがあるポリタンク,細菌やウイルスが付着して
いるおそれがある注射針などの医療系廃棄物・鉛などの有害な
物質が含まれているおそれがある特定漁具（青色浮子）など危険
な漂着物が数多く発見,報告されています。
　海岸漂着物は，河川からの流れ込み，現地でのポイ捨て等による
国内由来のごみのほか，外国で発生したごみが海流や風の影響に
より海洋を広域で移動している実態も問題となっています。

出典：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」
（注）割合は容積で計算したもの

　一般廃棄物は，原則として廃棄物が発生した市町村やその周辺
市町村で形成する処理区域内において処理を行っています。
　しかしながら，大規模な災害によって多量に生じた災害廃棄物は，
被災地だけでは迅速な処理を行うことが困難であることも多く，その
場合には，生活環境保全の観点から，処理区域外における協力が
必要となります。
　本県では，近年多発する大規模災害に対応するため，平成28年3
月に「福岡県災害廃棄物処理計画」を策定し，さらに平成29年11月
には，九州・山口9県と「九州・山口9県における災害廃棄物処理等に
係る相互支援協定」を結ぶなど，災害が発生した場合において速や
かに県民の生活基盤を復旧・復興させるべく，災害廃棄物の迅速か
つ適切な処理体制づくりを進めています。
　令和2年7月豪雨では,被災自治体における災害廃棄物の処理に
ついて,県内の市町村等に対して支援要請をし,広域処理の調整を
行いました。さらに熊本県からの要請を受け,広域処理の調整を行う
など,県外の被災自治体の支援も行いました。

取り組みを行っています。
※令和2年度は、速報値である。構成比は、端数処理により合計が一致しない場合がある。
※「住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成21年法律第77号）」により外国人住民について
も住民基本台帳制度の対象となったため、処理計画区域人口には、外国人住民も含まれる。

　ごみやし尿は,市町村により,そのほとんどが計画的に収集処理さ
れています。
　令和2年度のごみの排出量は,1人1日あたり949g（前年度比4ｇ
増）でした。
　１人１日あたりのごみ排出量とは,家庭から出るごみの量と事業
所から出るごみの量とを合わせた量（ごみの総排出量）を,総人口
と365日又は366日で割った値のことを言います。そのため,各家庭で
の消費活動や事業等経済活動の影響により,ごみの総排出量が
変動し,１人１日当たりのごみ排出量も変動します。
　ごみの総排出量は平成30年度までは減少していましたが,その
後は横ばいで推移しています。現状を踏まえごみ減量化に係る
啓発等の市町村の取組や,生活系ごみの50％以上を占める食品
廃棄物,紙類の排出削減,リサイクルの促進の取組が進められて
います。
　また,道路周辺や行楽地での空き缶などの散乱防止対策として
広域的かつ総合的な対策を推進するため，「福岡県ごみ散乱防止
条例」の制定，「環境美化の日」の設定など各種の啓発事業を実
施しています。
　し尿は，令和2年度で９割が下水道，浄化槽等で処理され，残りの
１割についても市町村により収集が行われ，し尿処理施設，下水道
投入等により処理されています。
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理
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年
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（A＋C＋D）／（B）×100（％）

ごみの処理

わたしたちが捨てたたくさんのごみ

ごみの処理

例）給食用の牛乳空き
にゅう

こ

こ

　パックだと約95個分

※空きパック1個あたり
10gで計算しています

　いろいろなものを使って，1人が1日あた
りに出すごみは，どれくらいの重さになる
か調べてみよう

　まだまだこんなにたくさんの

ごみが出ているんだね。

　ごみを減らすにはどうしたら

いいんだろう？

1人が1日に出したごみの量
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出典：令和3年版環境白書（福岡県）
ばんかんきょう

　福岡県内で家庭や事業所から出されたごみの量は，2020（令和2）

年度，1年間で約177万tになるんだよ。これは，福岡PayPayドーム

3.5杯分に相当し，1人あたり1日に949g排出していることになる

んだよ。この数値は全国平均より高いため，ごみを減らそうとする

努力がさらに必要だね。

　また，道路や公園，海，山，川などに捨てられるごみも大きな社会

問題となっているんだよ。
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3

　ごみの分け方はみんなの住んでいる市町
村でちがいます。
みんなの住んでいるところは，ごみをどの

ように分けているのか調べてみよう。

ごみを分ける前のマナー
－リサイクルを進めるために－

再利用 家で処理 燃やす うめる

燃やして出た灰もうめられる。

いぶつ のぞ

しょりさい も

はいも

ごみの処理
しょり

も

もも に さん か たん そ

しょ り

かぎ

ぶっしつ

しょ り

しょ り

　ごみは，燃やしたり，うめたりして，処理されているんだよ。

　ごみをうめて処理する場所には限りがあることは知っているかな。

　場所の問題の他にも，ごみを処理するにはたくさんのお金がかかるんだよ。

　また，ごみを燃やすと二酸化炭素が出て，燃やし方によっては，

ダイオキシン類などの有害な物質がでることがあるんだよ。

　ごみになってしまったもの

は，ごみを種類ごとに分けたり

するなどして，リサイクルを

進めることが大切だね。

分別してリサイクルへ
　台所から出る生ごみは

水気を十分に切って出せば，

軽くなるし，ごみを燃やす

ために必要な燃料も少なく

て済むんだって。
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1人1日あたり
949g

す
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（g）

（年度）

そうがく

しょり ひ  よう
　2020（令和2）年度の

福岡県内のごみ処理費用は、

総額約844億円だよ。
　１人あたりにすると

　16,484円になるんだよ。



出典：令和3年版環境白書（福岡県）

●ごみ処理の状況
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(0.8)

274,284

(15.5)
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(5.5)

1,774,346
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　ダイオキシン類はゴミの焼却による燃焼過程の他，金属の精錬過
程や紙などの塩素漂白過程など様 な々ところで発生します。そのた
め，環境中には広く存在していますが，量は非常にわずかです。
　このようなダイオキシン類について，施策の基本とすべき基準等
や事業に係る措置等を定めた「ダイオキシン類対策特別措置法」
が平成11年７月に公布され，平成12年１月から施行されました。
　この法律の施行などにより，我が国におけるダイオキシン類の排
出量は確実に減少しています。

　ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD），ポリ塩化

ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル

（コプラナーPCB）を総称してダイオキシン類といいます。

　ダイオキシン類は，無色無臭の固体で，ほとんど水に溶けま

せんが，脂肪などには溶けやすい性質を持っています。

●家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合
　（令和2年度）

災害廃棄物の広域処理

　福岡県内の海岸では,日本海に面した海岸を中心に,有害な液
体が入っているおそれがあるポリタンク,細菌やウイルスが付着して
いるおそれがある注射針などの医療系廃棄物・鉛などの有害な
物質が含まれているおそれがある特定漁具（青色浮子）など危険
な漂着物が数多く発見,報告されています。
　海岸漂着物は，河川からの流れ込み，現地でのポイ捨て等による
国内由来のごみのほか，外国で発生したごみが海流や風の影響に
より海洋を広域で移動している実態も問題となっています。

出典：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」
（注）割合は容積で計算したもの

　一般廃棄物は，原則として廃棄物が発生した市町村やその周辺
市町村で形成する処理区域内において処理を行っています。
　しかしながら，大規模な災害によって多量に生じた災害廃棄物は，
被災地だけでは迅速な処理を行うことが困難であることも多く，その
場合には，生活環境保全の観点から，処理区域外における協力が
必要となります。
　本県では，近年多発する大規模災害に対応するため，平成28年3
月に「福岡県災害廃棄物処理計画」を策定し，さらに平成29年11月
には，九州・山口9県と「九州・山口9県における災害廃棄物処理等に
係る相互支援協定」を結ぶなど，災害が発生した場合において速や
かに県民の生活基盤を復旧・復興させるべく，災害廃棄物の迅速か
つ適切な処理体制づくりを進めています。
　令和2年7月豪雨では,被災自治体における災害廃棄物の処理に
ついて,県内の市町村等に対して支援要請をし,広域処理の調整を
行いました。さらに熊本県からの要請を受け,広域処理の調整を行う
など,県外の被災自治体の支援も行いました。

取り組みを行っています。
※令和2年度は、速報値である。構成比は、端数処理により合計が一致しない場合がある。
※「住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成21年法律第77号）」により外国人住民について
も住民基本台帳制度の対象となったため、処理計画区域人口には、外国人住民も含まれる。

　ごみやし尿は,市町村により,そのほとんどが計画的に収集処理さ
れています。
　令和2年度のごみの排出量は,1人1日あたり949g（前年度比4ｇ
増）でした。
　１人１日あたりのごみ排出量とは,家庭から出るごみの量と事業
所から出るごみの量とを合わせた量（ごみの総排出量）を,総人口
と365日又は366日で割った値のことを言います。そのため,各家庭で
の消費活動や事業等経済活動の影響により,ごみの総排出量が
変動し,１人１日当たりのごみ排出量も変動します。
　ごみの総排出量は平成30年度までは減少していましたが,その
後は横ばいで推移しています。現状を踏まえごみ減量化に係る
啓発等の市町村の取組や,生活系ごみの50％以上を占める食品
廃棄物,紙類の排出削減,リサイクルの促進の取組が進められて
います。
　また,道路周辺や行楽地での空き缶などの散乱防止対策として
広域的かつ総合的な対策を推進するため，「福岡県ごみ散乱防止
条例」の制定，「環境美化の日」の設定など各種の啓発事業を実
施しています。
　し尿は，令和2年度で９割が下水道，浄化槽等で処理され，残りの
１割についても市町村により収集が行われ，し尿処理施設，下水道
投入等により処理されています。
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りに出すごみは，どれくらいの重さになる
か調べてみよう

　まだまだこんなにたくさんの
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出典：令和3年版環境白書（福岡県）
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　福岡県内で家庭や事業所から出されたごみの量は，2020（令和2）

年度，1年間で約177万tになるんだよ。これは，福岡PayPayドーム

3.5杯分に相当し，1人あたり1日に949g排出していることになる

んだよ。この数値は全国平均より高いため，ごみを減らそうとする

努力がさらに必要だね。

　また，道路や公園，海，山，川などに捨てられるごみも大きな社会

問題となっているんだよ。
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　ごみの分け方はみんなの住んでいる市町
村でちがいます。
みんなの住んでいるところは，ごみをどの

ように分けているのか調べてみよう。

ごみを分ける前のマナー
－リサイクルを進めるために－

再利用 家で処理 燃やす うめる

燃やして出た灰もうめられる。
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　ごみは，燃やしたり，うめたりして，処理されているんだよ。

　ごみをうめて処理する場所には限りがあることは知っているかな。

　場所の問題の他にも，ごみを処理するにはたくさんのお金がかかるんだよ。

　また，ごみを燃やすと二酸化炭素が出て，燃やし方によっては，

ダイオキシン類などの有害な物質がでることがあるんだよ。

　ごみになってしまったもの

は，ごみを種類ごとに分けたり

するなどして，リサイクルを

進めることが大切だね。

分別してリサイクルへ
　台所から出る生ごみは

水気を十分に切って出せば，

軽くなるし，ごみを燃やす

ために必要な燃料も少なく

て済むんだって。
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福岡県内のごみ処理費用は、

総額約844億円だよ。
　１人あたりにすると

　16,484円になるんだよ。



　汚水処理方法は地域によって異なります。各種汚水処理施設の
有する特性等を踏まえ，建設費と維持管理費を合わせた経済比較
を基本としつつ，地域特性を考慮し，最適な処理を行っています。

　家庭や工場・事業場から出る汚れた水を,排水設備から道路下
に埋設された下水道管に流して処理場に集め，きれいな水にして
川に流す施設です。
　市街地や住宅密集地における生活排水対策に有効です。

　家庭や店舗等から出るし尿や台所・洗濯・風呂水等の生活排水
を，微生物の力を利用して環境負荷のないレベルまで浄化して排
水路や川に流す施設です。 
　各戸に整備されるため,人口密度の低い地域における生活
排水対策に有効です。

　農業集落・漁業集落からのし尿，生活雑排水などの汚水や雨水
を処理するための汚水処理施設や管路施設です。 
　農業用水の水質の改善や河川や湖沼などの公共用水域の環
境保全，漁港及び漁場の水域環境等の改善に貢献しています。

汚水処理の種類 マイクロプラスチックについて
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※　ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
　水中のバクテリアなどの微生物によって分解される時に
必要な酸素の量をいいます。ＢＯＤの値が高いほど水が汚
れていることを示します。
ＣＯＤ（化学的酸素要求量）
　水中の汚濁物質が，化学的に酸化される時消費する酸
素の量を言い，値が高いほど，汚れていることを示します。

　ＢＯＤが河川の水質を評価する指標となるのに対し，ＣＯ
Ｄは海域や湖沼の水質の評価に用います。

　水質汚濁とは，工場・事業場からの排水や家庭からの生活排水
などによって，河川，湖沼，海などの水の状態が悪化することをいい，
水質汚濁が進行すると，人の健康や生活環境，動植物の育成など
に良くない影響が出てきます。
　水質については，カドミウム，シアンなど人の健康の保護に関する
環境基準（健康項目）やBOD，COD（※）など生活環境の保全に
関する環境基準（生活環境項目）が設定されています。

　福岡県内の河川，湖沼及び海域の水質については，水質測定計画
に基づき，国，県，市町村等で，180の環境基準点（河川142，湖沼5，海域
33；BOD，CODに限る。）で環境基準の達成状況を監視しています。
　福岡県の水質汚濁の状況は，水質汚濁防止法による排水規制，
事業場における排水処理施設の整備，生活排水対策の推進によっ
て，改善が図られているものの，環境基準を達成していない水域もあ
り，望ましい水質環境を保全するための取り組みを進めています。

県内主要水域水質汚濁概況図

出典：令和3年版環境白書（福岡県）

日本の取り組み

　5mm以下の微細なプラスチックのことを言います。マイクロ
プラスチックは,有害物質を吸着しやすい性質があり,生態系に及
ぼす影響が懸念されています。2015年独G7首脳宣言においても,
海洋ごみ（とりわけプラスチック）が世界的な問題であることが確認
されました。

　日本でも,年間で多くのプラスチック製品が消費されています。日
本のプラスチック容器包装の廃棄量（2015年）を見ると,人口一人
あたりのプラスチック容器包装の廃棄量は,アメリカに次いで,世界
で２番目の多さとなっています。

●陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量
（2010年推計）ランキング

●マイクロプラスチックの分類

　洗顔料や歯磨き粉等のスクラブ剤等の製品や原料として
使用するため,5mm以下の大きさで製造されたプラスチックの
こと。
⇒微細なため,一度流出すると自然環境中での回収は困難。

一次的マイクロプラスチック

　街中等で捨てられたプラスチック製品が,自然環境中で紫
外線による劣化や波等により砕かれて,5mm以下の大きさに
なったもの。
⇒流出する前や小さくなる前での回収が有効。

二次的マイクロプラスチック

　新たに,事業者に対してマイクロプラスチックの使用抑制や廃プ
ラスチック類の排出の抑制に努めることや,政府がマイクロプラス
チックの抑制のための施策の検討を行い,必要な措置を講ずるこ
とが定められました。

海岸漂着物処理推進法改正（平成30年6月）

　海洋プラスチックごみ問題,気候変動問題,諸外国の廃棄物輸
入規制強化等への対応を契機として,国内におけるプラスチックの
資源循環を一層促進する重要性が高まりました。このことを背景に,
多様な物品に使用されているプラスチックに関し,包括的に資源循
環体制を強化するため,2021年6月にこの法律が制定されました。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の制定

　環境省では,ごみ拾いイベントへの参加やマイバッグの活用など
の個人の行動 ・ アイデアや,自治体 ・ NGO ・ 企業 ・ 研究機関などに
よるポイ捨て ・ 不法投棄撲滅の運動やプラスチックの３Rなどの取組
を募り,その取組をキャンペーンサイト,G20や各種イベントなどを通
じて広く国内外に発信しています。
（キャンペーンサイト）http://plastics-smart.env.go.jp/

プラスチック・スマートキャンペーン

出典：UNEP“SINGLE-USE PLASTICS”（2018）
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川に流される生活排水
はいすい

福岡県の多くの市町村では，川の水を

水道水として利用しているんだよ。

　水はどこでよごれるのかな？　
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　ペットボトルや食品トレーなど
をポイ捨てすると，雨などで川に
集まり海まで流れ着くよ。
　ごみはきちんと処理しよう。

　川や海の水がよごれる原因の
多くが，家庭からそのまま出される
生活排水によるものだそうだよ。

しょ   り

す

はいすい

げんいん

げいいん

知っていますか？マイクロプラスチックの問題

◆　マイクロプラスチックってなんだろう？ 海から採取された
マイクロプラスチック

　食品の容器やレジぶくろ，ペットボトルなどのプラスチック

ごみが細かくくだかれて，５ｍｍ以下の大きさになったものを，

マイクロプラスチックといいます。

　び生物によって分解されるような一部のプラスチックを

除き，ほとんどのプラスチックはマイクロプラスチックに

なっても分解されることはなく，数百年以上もの長い間，

自然環境に残り続けると言われています。
かんきょう

す

すな

す

しょ  り

しょ  り

す

しょ  り

よう  き

ぶんかい

のぞ

ぶんかい

◆　マイクロプラスチックはどうやって発生するの？
　ポイ捨てされるなどしてきちんと処理されなかったプラ

スチックごみが，風や雨により，川や水路に落ちて海へ流れ

着き，波の力，海岸の砂や日光などで細かくくだかれること

で，マイクロプラスチックは発生します。

　マイクロプラスチックを発生させないためには，ごみの

ポイ捨てなどをせずにきちんと処理することが大切です。

それに加えて，落ちているごみを拾うなどして，ごみが細かく

くだかれる前に処理することや，使い捨てのプラスチック製

品をなるべく使わないようにしたり，ペットボトルなどはリサ

イクルしたりして，原因となるプラスチックごみが出ないよう

にすることも重要です。

げんいん

せい

ひん

◆　マイクロプラスチックはなぜ問題になっているの？
　マイクロプラスチックには，プラスチックの製造過程で使

用される塗料などの化学物質が付着しているほか，海水中

の有害な物質を吸着しやすい性質があります。このため，海に流れ出たマイクロプラス

チックをエサとまちがえて食べた生きものへのえいきょうを心配する声もあります。

　また，海に流れ出たマイクロプラスチックはとても小さいので回収がむずかしく，

海流や風に乗って世界中の海に広がっているため，大きな問題となっています。

ぶっしつ きゅうちゃく せいしつ

と りょう

せいぞう か  てい

しゅうかい

かいりゅう

水のよごれ

写真提供：
九州大学応用力学研究所（大気海洋環境研究
センター　海洋力学分野）　教授　磯部篤彦

　特に油は水をよごす大きな原因に
なるから，流さないようにしようね。

げんいん

5mm

さいしゅ

写真提供：大牟田市
現在は浄化槽などの普及により改善されています。

　川にポイ捨て

されたごみは,この後

どうなるかな？

す

日光

波の力
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水路や川に流す施設です。 
　各戸に整備されるため,人口密度の低い地域における生活
排水対策に有効です。

　農業集落・漁業集落からのし尿，生活雑排水などの汚水や雨水
を処理するための汚水処理施設や管路施設です。 
　農業用水の水質の改善や河川や湖沼などの公共用水域の環
境保全，漁港及び漁場の水域環境等の改善に貢献しています。
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※　ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
　水中のバクテリアなどの微生物によって分解される時に
必要な酸素の量をいいます。ＢＯＤの値が高いほど水が汚
れていることを示します。
ＣＯＤ（化学的酸素要求量）
　水中の汚濁物質が，化学的に酸化される時消費する酸
素の量を言い，値が高いほど，汚れていることを示します。

　ＢＯＤが河川の水質を評価する指標となるのに対し，ＣＯ
Ｄは海域や湖沼の水質の評価に用います。

　水質汚濁とは，工場・事業場からの排水や家庭からの生活排水
などによって，河川，湖沼，海などの水の状態が悪化することをいい，
水質汚濁が進行すると，人の健康や生活環境，動植物の育成など
に良くない影響が出てきます。
　水質については，カドミウム，シアンなど人の健康の保護に関する
環境基準（健康項目）やBOD，COD（※）など生活環境の保全に
関する環境基準（生活環境項目）が設定されています。

　福岡県内の河川，湖沼及び海域の水質については，水質測定計画
に基づき，国，県，市町村等で，180の環境基準点（河川142，湖沼5，海域
33；BOD，CODに限る。）で環境基準の達成状況を監視しています。
　福岡県の水質汚濁の状況は，水質汚濁防止法による排水規制，
事業場における排水処理施設の整備，生活排水対策の推進によっ
て，改善が図られているものの，環境基準を達成していない水域もあ
り，望ましい水質環境を保全するための取り組みを進めています。
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日本の取り組み

　5mm以下の微細なプラスチックのことを言います。マイクロ
プラスチックは,有害物質を吸着しやすい性質があり,生態系に及
ぼす影響が懸念されています。2015年独G7首脳宣言においても,
海洋ごみ（とりわけプラスチック）が世界的な問題であることが確認
されました。

　日本でも,年間で多くのプラスチック製品が消費されています。日
本のプラスチック容器包装の廃棄量（2015年）を見ると,人口一人
あたりのプラスチック容器包装の廃棄量は,アメリカに次いで,世界
で２番目の多さとなっています。

●陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量
（2010年推計）ランキング

●マイクロプラスチックの分類

　洗顔料や歯磨き粉等のスクラブ剤等の製品や原料として
使用するため,5mm以下の大きさで製造されたプラスチックの
こと。
⇒微細なため,一度流出すると自然環境中での回収は困難。

一次的マイクロプラスチック

　街中等で捨てられたプラスチック製品が,自然環境中で紫
外線による劣化や波等により砕かれて,5mm以下の大きさに
なったもの。
⇒流出する前や小さくなる前での回収が有効。

二次的マイクロプラスチック

　新たに,事業者に対してマイクロプラスチックの使用抑制や廃プ
ラスチック類の排出の抑制に努めることや,政府がマイクロプラス
チックの抑制のための施策の検討を行い,必要な措置を講ずるこ
とが定められました。

海岸漂着物処理推進法改正（平成30年6月）

　海洋プラスチックごみ問題,気候変動問題,諸外国の廃棄物輸
入規制強化等への対応を契機として,国内におけるプラスチックの
資源循環を一層促進する重要性が高まりました。このことを背景に,
多様な物品に使用されているプラスチックに関し,包括的に資源循
環体制を強化するため,2021年6月にこの法律が制定されました。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の制定

　環境省では,ごみ拾いイベントへの参加やマイバッグの活用など
の個人の行動 ・ アイデアや,自治体 ・ NGO ・ 企業 ・ 研究機関などに
よるポイ捨て ・ 不法投棄撲滅の運動やプラスチックの３Rなどの取組
を募り,その取組をキャンペーンサイト,G20や各種イベントなどを通
じて広く国内外に発信しています。
（キャンペーンサイト）http://plastics-smart.env.go.jp/
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川に流される生活排水
はいすい

福岡県の多くの市町村では，川の水を

水道水として利用しているんだよ。

　水はどこでよごれるのかな？　

23

　ペットボトルや食品トレーなど
をポイ捨てすると，雨などで川に
集まり海まで流れ着くよ。
　ごみはきちんと処理しよう。

　川や海の水がよごれる原因の
多くが，家庭からそのまま出される
生活排水によるものだそうだよ。
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知っていますか？マイクロプラスチックの問題

◆　マイクロプラスチックってなんだろう？ 海から採取された
マイクロプラスチック

　食品の容器やレジぶくろ，ペットボトルなどのプラスチック

ごみが細かくくだかれて，５ｍｍ以下の大きさになったものを，

マイクロプラスチックといいます。

　び生物によって分解されるような一部のプラスチックを

除き，ほとんどのプラスチックはマイクロプラスチックに

なっても分解されることはなく，数百年以上もの長い間，

自然環境に残り続けると言われています。
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◆　マイクロプラスチックはどうやって発生するの？
　ポイ捨てされるなどしてきちんと処理されなかったプラ

スチックごみが，風や雨により，川や水路に落ちて海へ流れ

着き，波の力，海岸の砂や日光などで細かくくだかれること

で，マイクロプラスチックは発生します。

　マイクロプラスチックを発生させないためには，ごみの

ポイ捨てなどをせずにきちんと処理することが大切です。

それに加えて，落ちているごみを拾うなどして，ごみが細かく

くだかれる前に処理することや，使い捨てのプラスチック製

品をなるべく使わないようにしたり，ペットボトルなどはリサ

イクルしたりして，原因となるプラスチックごみが出ないよう

にすることも重要です。
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◆　マイクロプラスチックはなぜ問題になっているの？
　マイクロプラスチックには，プラスチックの製造過程で使

用される塗料などの化学物質が付着しているほか，海水中

の有害な物質を吸着しやすい性質があります。このため，海に流れ出たマイクロプラス

チックをエサとまちがえて食べた生きものへのえいきょうを心配する声もあります。

　また，海に流れ出たマイクロプラスチックはとても小さいので回収がむずかしく，

海流や風に乗って世界中の海に広がっているため，大きな問題となっています。
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と りょう

せいぞう か  てい

しゅうかい

かいりゅう

水のよごれ

写真提供：
九州大学応用力学研究所（大気海洋環境研究
センター　海洋力学分野）　教授　磯部篤彦

　特に油は水をよごす大きな原因に
なるから，流さないようにしようね。

げんいん

5mm

さいしゅ

写真提供：大牟田市
現在は浄化槽などの普及により改善されています。

　川にポイ捨て

されたごみは,この後

どうなるかな？

す

日光

波の力
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約70％
（30g）

生活排水
BOD

43g／人／日

出典元：遠賀川河川事務所ホームページ

遠賀川の水の汚れの原因

自然の汚れ
11％

畜産等
１％

工場等
7%

生活排水
81％

（17g）

（9g）

（4g）

（13g）

　通常水に溶けている酸素の量は約10ｍｇ/Lであるため,
BOD43ｇの汚れは43gの酸素,つまり約4,300L（浴槽約14杯）分
の水に溶けている酸素が必要になります。

（用意するもの）

　5cm 程度の両面テープを貼った台紙（番号か場所を

記入）, 台紙を固定するテープ , 調査用紙 , 学校周辺の

地図

（調査のやり方）

・両面テープを貼った台紙（以下,「テープ台紙」）を,建物

の軒下などの雨が当たらず風で飛ばされない,高さ1～

1.5メートルの場所に設置し,はくり紙をはがして,1週

間放置します。

・調査用紙に,テープ台紙を固定した場所と周囲の様子

（駐車場,煙突,工場,道路など）を記録します。

・1週間後,テープ台紙を回収し,調査用紙に貼り付けます。

・学区の地図上のテープ台紙を設置した場所に,それぞ

れの調査用紙を貼り付け,「空気の汚れマップ」を作り

ます。

・テープの汚れの量や色を比べて,どのような場所が汚

れていたか,汚れの原因は何かを考えます。

ものばかりでなく,家庭で製品やサービスを使用するまでの,
材料や製品を加工,輸送する際の環境負荷なども視野に入れ
て考える必要があります。

　都市河川等においては,水質環境基準を達成していない状
況が続いている水域もあります。その原因は,水質汚濁防止
法の規制により産業系排水の水質が大幅に改善されたのに
対し,炊事,洗濯,入浴等人の生活に伴い排出される生活排水に
よる汚濁負荷が水域の自浄能力を超えて流入しているため
であり,河川等の汚濁負荷の約６～８割が生活排水によるも
のとなっています。

魚のひとりごと

　地球の環境や生活の環境が悪くなっていることについて学習してきたかん太さんと

きょう子さんは，その原因がどこにあるか，考えてみることにしました。

　そこで，二人は，地球にすむ生きものたちの声に耳をかたむけてみました。

生きものたちの声

（3）環境をこわしたのは
かん きょう

ふろの浴そう1杯 ＝300L

よごれのもとを捨てた場合

しょう油
（15mL）

みそしる
）Lm002（）杯1んわお（

）Lm002（）本1んび乳牛（

牛乳

使用ずみ天ぷら油
）Lm005（）分半ンパイラフ（

魚がすめるきれいな水にするために
ふろの浴そう何杯の水が必要？

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい330杯
（プール1杯）

10杯

4.7杯

1.5杯

25

にゅう

はい

にゅう

かんきょう かんきょう

げんいん

きれいな水にすむ生きもの よごれた水にすむ生きもの

川の中の生きもので，水のよごれ具合を調べよう

̶「 わ たし た ち に もで き る 環 境 チ ェッ ク 」̶
かん　きょう

（調べる方法）
川の中の石の下や底の砂の中にいる

生きものを調べ，下の写真の生きもの

がいるか見ます。

きれいな水とよごれた水にすむ生

きものに丸をつけ，種類の多さから水

のよごれ具合を判断します。

すな

はんだん

サワガニ カワゲラの幼虫

ヘビトンボの幼虫

ホタルの幼虫 カワニナ

ミズムシ ヒル

ユスリカの幼虫

サカマキガイ

イトミミズ

ヒメモノアラガイ

カゲロウの幼虫

※

。
す
で
さ
き
大
の
そ
よ
お
お
の
ど
な
虫
の
い
さ
実
は

ふくおかけん ほ けんかんきょうけんきゅうしょ
。うよみて見をジーペムーホの所究研境環健保県岡福，は人いたり知をとこいしくわとっも

※川の生きもの調べは大人といっしょにしましょう。

24

ようちゅう

ようちゅう

ようちゅう

ようちゅう

ようちゅう

　わたしのすんでいる海はよごれているよ。

海のよごれの多くは，生活排水が原因なん

だって。油や洗たくの排水が流れてきて息を

するのも苦しい。昔は水もきれいで，仲間も

たくさんいて楽しかった。 川でも， 昔は

たくさんいたメダカやドジョウがいなく

なってきているらしい。使ったものを捨てる

時，ちょっと川や海の生きもののことを

考えてくれたらいいな。

はいすい

はいすいせん

す

げんいん

　川の中の石の下や底の砂

には，わたしたちの知らない

生きものがたくさんすんで

いるんだね。

すな

　調べた後の石は元の場所にもどし，

生きものも，川に返してあげよう。

す

福岡県　水生生物 検索
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約70％
（30g）

生活排水
BOD

43g／人／日

出典元：遠賀川河川事務所ホームページ

遠賀川の水の汚れの原因

自然の汚れ
11％

畜産等
１％

工場等
7%

生活排水
81％

（17g）

（9g）

（4g）

（13g）

　通常水に溶けている酸素の量は約10ｍｇ/Lであるため,
BOD43ｇの汚れは43gの酸素,つまり約4,300L（浴槽約14杯）分
の水に溶けている酸素が必要になります。

（用意するもの）

　5cm 程度の両面テープを貼った台紙（番号か場所を

記入）, 台紙を固定するテープ , 調査用紙 , 学校周辺の

地図

（調査のやり方）

・両面テープを貼った台紙（以下,「テープ台紙」）を,建物

の軒下などの雨が当たらず風で飛ばされない,高さ1～

1.5メートルの場所に設置し,はくり紙をはがして,1週

間放置します。

・調査用紙に,テープ台紙を固定した場所と周囲の様子

（駐車場,煙突,工場,道路など）を記録します。

・1週間後,テープ台紙を回収し,調査用紙に貼り付けます。

・学区の地図上のテープ台紙を設置した場所に,それぞ

れの調査用紙を貼り付け,「空気の汚れマップ」を作り

ます。

・テープの汚れの量や色を比べて,どのような場所が汚

れていたか,汚れの原因は何かを考えます。

ものばかりでなく,家庭で製品やサービスを使用するまでの,
材料や製品を加工,輸送する際の環境負荷なども視野に入れ
て考える必要があります。

　都市河川等においては,水質環境基準を達成していない状
況が続いている水域もあります。その原因は,水質汚濁防止
法の規制により産業系排水の水質が大幅に改善されたのに
対し,炊事,洗濯,入浴等人の生活に伴い排出される生活排水に
よる汚濁負荷が水域の自浄能力を超えて流入しているため
であり,河川等の汚濁負荷の約６～８割が生活排水によるも
のとなっています。

魚のひとりごと

　地球の環境や生活の環境が悪くなっていることについて学習してきたかん太さんと

きょう子さんは，その原因がどこにあるか，考えてみることにしました。

　そこで，二人は，地球にすむ生きものたちの声に耳をかたむけてみました。

生きものたちの声

（3）環境をこわしたのは
かん きょう

ふろの浴そう1杯 ＝300L

よごれのもとを捨てた場合

しょう油
（15mL）

みそしる
）Lm002（）杯1んわお（

）Lm002（）本1んび乳牛（

牛乳

使用ずみ天ぷら油
）Lm005（）分半ンパイラフ（

魚がすめるきれいな水にするために
ふろの浴そう何杯の水が必要？

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい330杯
（プール1杯）

10杯

4.7杯

1.5杯
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にゅう

はい

にゅう

かんきょう かんきょう

げんいん

きれいな水にすむ生きもの よごれた水にすむ生きもの

川の中の生きもので，水のよごれ具合を調べよう

̶「 わ たし た ち に もで き る 環 境 チェッ ク 」̶
かん　きょう

（調べる方法）
川の中の石の下や底の砂の中にいる

生きものを調べ，下の写真の生きもの

がいるか見ます。

きれいな水とよごれた水にすむ生

きものに丸をつけ，種類の多さから水

のよごれ具合を判断します。

すな

はんだん

サワガニ カワゲラの幼虫

ヘビトンボの幼虫

ホタルの幼虫 カワニナ

ミズムシ ヒル

ユスリカの幼虫

サカマキガイ

イトミミズ

ヒメモノアラガイ

カゲロウの幼虫
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※川の生きもの調べは大人といっしょにしましょう。
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ようちゅう

ようちゅう

ようちゅう
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　わたしのすんでいる海はよごれているよ。

海のよごれの多くは，生活排水が原因なん

だって。油や洗たくの排水が流れてきて息を

するのも苦しい。昔は水もきれいで，仲間も

たくさんいて楽しかった。 川でも， 昔は

たくさんいたメダカやドジョウがいなく

なってきているらしい。使ったものを捨てる

時，ちょっと川や海の生きもののことを

考えてくれたらいいな。

はいすい
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す
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　川の中の石の下や底の砂

には，わたしたちの知らない

生きものがたくさんすんで

いるんだね。

すな

　調べた後の石は元の場所にもどし，

生きものも，川に返してあげよう。

す
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外来生物「ミシシッピアカミミガメ」
　夏祭りやペットショップで「ミドリガメ」として売られています。
　もともとペット用としてアメリカから輸入された外来生物です。店
で購入するときは５㎝くらいの大きさですが，成長すると３０㎝くらい
の大きさになり，また，寿命も３０年くらいあります。
 飼い主の様 な々事情などで川などに放たれたものが野生化し，国
内で定着しており，在来のカメと生息地や餌が競合するので，生態
系への被害が懸念されています。

， ，

，

，
，

，，

，，

，

，
，

，，

，

，

，

2010年 第10回生物多様性条約締結国会議（COP10）
資料編42ページ参照。

，

，

，

，

BOD 150,000㎎/ℓ

醤　　油
（15㎎）

BOD 200,000㎎/ℓ

日  本  酒
（20㎎）

BOD 3,000㎎/ℓ

と  ぎ  汁
（２ℓ）

BOD 35,000㎎/ℓ

味  噌  汁
（200㎎）

BOD 1,200,000㎎/ℓ

マヨネーズ
（10㎎）

BOD 78,000㎎/ℓ

牛　　乳
（200㎎）

BOD 74,000㎎/ℓ

おでんの汁
（500㎎）

BOD 1,000,000㎎/ℓ

使用済み天ぷら油
（500㎎）

BOD　５㎎/ℓ

1.5杯

BOD　５㎎/ℓ

2.7杯

BOD　５㎎/ℓ

4.0杯

BOD　５㎎/ℓ

4.7杯

BOD　５㎎/ℓ

8.0杯

BOD　５㎎/ℓ

10.0杯

BOD　５㎎/ℓ

25.0杯

BOD　５㎎/ℓ

330.0杯

汚 れ の も と を
捨 て た 場 合

きれいな水を取り戻す為に風呂桶
何杯の水が必要？

魚が住める水

◆福岡県地球温暖化対策ワークブック小学校5・6年生用関連ページ　24ページ

，
，， ，

1992年

，
，，，

1992年

， ，，

，
，

，
，

取り組み

1992年

， ，
， ，

1992年

1992年

資料編14ページ参照。

2015年 気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）

汲み取り便所や単独処理浄化槽をやめ，合併処理浄化槽

などに転換する。

・ 工場や事業所における排水の適正処理を行う。

☆浄化槽は，正しく使い，適正に
維持管理しましょう。
☆浄化槽は下水道が未整備また
は整備が困難な地域において、
各家庭や事業所から出る汚水
を個別処理する施設です。定期
的に検査を受けましょう。

外来種に関するホームページ

（資料編　42ページに関連記事）

検索福岡県　外来種リスト

　この会議では，2020年以降の地球温暖化対策の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択さ

れました。この協定では，平均気温の上昇を産業革命前から２℃より十分低く保つという目標が立

てられました。

　また，各国はそれぞれの削減目標を定め，国内対策

を進める義務を負い，５年ごとに目標を見直すこととさ

れています。

　この協定には，条約に加盟する197か国・地域のす

べてが参加しており，地球温暖化を防止するための歴

史的一歩をふみ出しました。

〈新たな排出削減目標〉

　2021（令和3）年4月，日本や米国，中国，EUなど世界

各国・地域の首脳が気候変動対策について議論しました。

　そして，参加した一部の国・地域は改めて削減目標を表

明し，世界の脱炭素に向けた国際協調を呼びかけました。

　地球環境を守るために，いろいろな国際会議が

開かれているんだね。

かんきょう こくさい世界では

（1）世界が動く・日本が動く

（国連地球生きもの会議）2010年10月18日～29日　日本（名古屋市）

てい やく

な  ご   や
生物多様性条約第10回締約国会議

※生物多様性条約とは
　…各国が協力して，自然を守りながら自然のめぐみを受け続けるための約束

※気候変動枠組条約とは
　・・・各国が協力して地球温暖化対策に取り組むための約束

3 環境をよみがえらせよう

た   ようせいじょうやく

気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）
わく  ぐみ き    こう  へん  どう じょうやく てい  やく  

２０１５年１１月３０日～１２月１３日　フランス（パリ）

さんぎょうかく めい まえじょうしょうへい きん

い  こう たい さく

さく げん たい さく

ぎ　む

か めいじょうやく ち いき

おん だん か

しゅのう たいさく ぎ ろん

さくげん

だつたん そ

ぼう  し

おん だん  か さい たくわく ぐこく さい

たも

27

わくぐみき こうへんどう

た     よう   せい じょう  やく

じょうやく

おんだん か たいさく

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

　この会議では，180か国の代表が参加し，たくさんの生きものが生きていける環境を守るための

目標と様々なルールづくりが行われました。（愛知目標）

　愛知目標を達成するため，２年ごとに各国の代表が集まって会議を開いています。2016年にも

メキシコのカンクンで会議が開催され，農業や観光業でも生物多様性への配慮を求めるなど，

各国が生物多様性を守るための取り組みを強化することとしました。

はいりょた  ようせい

た  ようせい

かいさい

かんきょう

あい ち

あい ち

かん きょう

26

見つけてみよう

生活の中で，環境をこわしてしまっていると思うことを見つけてみよう
かんきょう

　わたしたちは昔から日本にすんでいるんだけど，最近外国からきたカメが増えて困っている。

彼らは人間がペットとして買ったカメで，大きくなって捨てられたり，にげ出したりしたもの

らしい。わたしたちのエサや住んでいた場所がうばわれて，わたしたちの仲間がめっきり

少なくなってしまった。人間がペットをむやみに捨てると，自然界の

バランスがくずれてしまうんだ。

こまふ

かれ

す

す

　環境をこわしたのがわたしたち

なら，わたしたちが美しい環境を

とりもどさないといけないと思うな。

かんきょう

かんきょう

かんきょう げんいん

　そうだね。簡単にペット

を捨てたり，便利さばかりを

求めたりする生活の仕方に

原因があると思うな。

かんたん

げんいん

す

　近ごろの雨は変なんだ。雨が降るたびに，仲間の木が弱っているんだ。わたしの

体も最近少しおかしい。雨が降ると葉っぱが変色する。昔はこんなことはなかった。

時々やってくる鳥たちの話では，人間が車を走らせるときに出る排出ガスのため

に空気がよごれ，そのよごれが雨にまざっているそうだ。車を使う人間は便利

かもしれないが，わたしたちは困っているんだ。

はいしゅつ

こま

木のひとりごと

　生きものの声を聞いた二人は，環境をこわしている原因について話し合いました。
かんきょう げんいん

　環境を守るために，わたし

たちが今できることを考え

なければいけないね。

かんきょう

昔から日本にいる生きもののひとりごと

　環境をこわしている原因は

人間にあるね。水をよごし，

動物のすみかをうばい，木をからした

のは，わたしたち人間だよ。

ふ

ふ


