
，

，
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。
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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。
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，

，

，

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
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取り組み

1992年

， ，
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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
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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
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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
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17のゴール

　平成27年（2015）年9月に開催された国連サミットにおいて，SDGs

（Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標）が採択さ

れました。

　SDGsは先進国を含む国際社会全体の開発目標として，「誰ひとり

取り残さない」社会の実現を目指し，経済・社会・環境をめぐる広範な

課題に取り組む開発目標として設定され，「気候変動への具体的な

対策」など17のゴールと169のターゲットが示されています。

１　貧困をなくそう
　あらゆる場所で，あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。

２　飢餓をゼロに
　飢餓に終止符を打ち，食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとと
もに，持続可能な農業を推進する。
３　すべての人に健康と福祉を
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を推進する。

４　質の高い教育をみんなに
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し，生涯学習の
機会を促進する。

５　ジェンダー平等を実現しよう
　ジェンダー平等を達成し，すべての女性と女児のエンパワーメントを図る。

６　安全な水とトイレを世界中に
　すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する。

７　エネルギーをみんなに，そしてクリーンに
　すべての人々に手ごろで信頼でき，持続可能かつ近代的なエネルギーへ
のアクセスを確保する。

８　働きがいも経済成長も
　すべての人々のための持続的，包摂的かつ持続可能な経済成長，生産的
な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する。

９　産業と技術革新の基盤をつくろう
　レジリエントなインフラを整備し，包摂的で持続可能な産業化を推進すると
ともに，イノベーションの拡大を図る。
10　人や国の不平等をなくそう
　国内および国家間の不平等を是正する。

11　住み続けられるまちづくりを
　都市と人間の居住地を包摂的，安全，レジリエントかつ持続可能にする。

12　つくる責任つかう責任
　持続可能な消費と生産のパターンを確保する。

13　気候変動に具体的な対策を
　気候変動とその影響に立ち向かうため，緊急対策を取る。

14　海の豊かさを守ろう
　海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し，持続可能な形で利用
する。

15　陸の豊かさも守ろう
　陸上生態系の保護，回復および持続可能な利用の推進，森林の持続可能
な管理，砂漠化への対処，土地劣化の阻止および逆転，ならびに生物多様性
損失の阻止を図る。

16　平和と公正をすべての人に
　持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し，すべての人々に
司法へのアクセスを提供するとともに，あらゆるレベルにおいて効果的で責任
ある包摂的な制度を構築する。

17　パートナーシップで目標を達成しよう
　持続可能な開発に向けて実施手段を強化し，グローバル・パートナーシップ
を活性化する。

持続可能な開発目標（SDGs）について

参考（ユニセフＨＰ：学校のためのSDGs）
SDGsの詳細等が分かりやすく掲載されています。

2013年　水銀に関する水俣条約

　水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とした条
約で，2013年10月に139か国・地域の参加のもと熊本市・水俣市で開催
された外交会議で採択されました。
　条約の発効には50か国の締結が必要となっていましたが，平成29
年5月18日に，条約発効条件である50か国の締結に到達したため，8月
16日に条約が発効しました。
　我が国では,2016年2月に条約に締結して以降,条約発効に向け，関
連法の整備として「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」を
制定しました。
　このことに伴い,水銀等の大気への排出を規制するために「大気汚
染防止法」が一部改正され,平成30年4月に施行されました。また，水
銀廃棄物の対策について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
が一部改正され，平成28年4月に施行されました。

　1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された「国連人間環境会
議」で採択された「人間環境宣言」「環境国際行動計画」を実施するた
めに，同年の国連総会でUNEPは設立されました。
　UNEPでは，国連システム内での環境分野の総合的な調整のほか，そ
の他の国際機関，各国政府，非政府機関とも幅広い協力を行っています。

　湿原，沼沢地，干潟等の湿地は，多様な生物を育み，特に水鳥の生
息地として非常に重要です。干拓や埋め立てによる破壊をくい止める
ための国際的な取組として，1971年イランのラムサールで開催された
「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において，ラムサール条約
が締結されました。この条約は，特に水鳥の生息地として国際的に重
要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促し，湿地の適正
な利用を進めることを目的としています。
　2020年12月現在，締約国171か国，登録湿地数2,414か所となってい
ます。日本の登録湿地数は52か所です。

　正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規
制に関するバーゼル条約」といい，有害廃棄物の国境を越える移動及
びその処分によって生じる人の健康・環境に係る被害を防止すること
を目的として，1989年にスイスのバーゼルにおいて採択され，1992年5月
に発効しました。
　日本では，この条約を実施するため，「特定有害廃棄物等の輸出入
等の規制に関する法律」が1993年に制定されました。

　正式名称を「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染
の防止に関する条約」といい，陸上において発生した廃棄物等の海洋
投棄による海洋汚染の防止を目的として，1972年に採択され，1975年
に発効し，日本は，1980年に批准しています。

名称 所在地 面積（ha) 登録年月日
釧路湿原 北海道 7,863 昭和55年（1980年）6月17日
伊豆沼・内沼 宮城県 559 昭和60年（1985年）9月13日
クッチャロ湖 北海道 1,607 平成元年（1989年）7月6日
ウトナイ湖 北海道 510 平成3年（1991年）12月12日
霧多布湿原 北海道 2,504 平成5年（1993年）6月10日
厚岸湖・別寒辺牛湿原 北海道 5,277 〃
谷津湿原 北海道 40 〃
片野鴨池 千葉県 10 〃
琵琶湖 石川県 65,984 〃
佐潟 滋賀県 76 平成8年（1996年）3月23日
漫湖 新潟県 58 平成11年（1999年）5月15日
宮島沼 沖縄県 41 平成14年（2002年）11月18日
藤前干潟 北海道 323 〃
雨竜沼湿原 愛知県 624 平成17年（2005年）11月18日
サロベツ原野 北海道 2,560 〃
濤沸湖 北海道 900 〃
阿寒湖 北海道 1,318 〃
風蓮湖・春国岱 北海道 6,139 〃
野付半島・野付湾 北海道 6,053 〃
仏沼 北海道 222 〃
蕪栗沼・周辺水田 宮城県 423 〃
奥日光の湿原 栃木県 260 〃
尾瀬 福島県，群馬県，新潟県 8,711 〃
三方五湖 福井県 1,110 〃
串本沿岸海域 和歌山県 574 〃
中海 鳥取県，島根県 8,043 〃
宍道湖 島根県 7,652 〃
秋吉台地下水系 山口県 563 〃
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原 大分県 91 〃
藺牟田池 鹿児島県 60 〃
屋久島永田浜 鹿児島県 10 〃
慶良間諸島海域 沖縄県 8,290 〃
名蔵アンパル 沖縄県 157 〃
化女沼 宮城県 34 平成20年（2008年）10月30日
大山上池・下池 山形県 39 〃
瓢湖 新潟県 24 〃
久米島の渓流湿地 沖縄県 255 〃
大沼 北海道 1,236 平成24年（2012年）7月3日

渡良瀬遊水地
茨城県，栃木県，
群馬県，埼玉県 2,861 〃

立山弥陀ヶ原・大日平 富山県 574 〃
中池見湿地 福井県 87 〃
東海丘陵湧水湿地群 愛知県 23 〃
円山川下流域・周辺水田 兵庫県
宮島 広島県 142 〃
荒尾干潟 熊本県 754 〃
与那覇湾 沖縄県 704 〃
涸沼 茨城県 935
芳ヶ平湿地群 群馬県 887 〃
東よか干潟 佐賀県 218 〃
肥前鹿島干潟 佐賀県 57 〃

154,696計

1,094　　　　　　　　　〃

志津川湾 宮城県 5,793
葛西海浜公園 東京都 367 〃

平成30年（2018年)10月18日

平成27年（2015年)5月28日

◆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

・家庭における環境配慮行動が促進されることにより,自然と調和し
たライフスタイルに関する普及啓発が進み資源の効率的な利用
や,気候変動対策につながります。（関連ゴール:12,13） 

・地球温暖化対策を中心とした環境問題に関する知識の習得や
意識の向上により,気候変動対策に加え海洋や森林における環境
問題への意識向上につながります。 （関連ゴール:4,13,14,15） 

・ふくおかエコライフ応援bookや九州エコファミリー応援アプリを活
用して,学校だけでなく家庭でも省エネに取り組むことで,気候変動
対策につながります。 （関連ゴール:13,17） 

◆環境教育副読本や地球温暖化対策ワークブックと,
　SDGsゴールとの関連

検索学校のためのSDGs

　限りある石油や石炭などの化石燃料や原子力とちがって,自然界に存在し,一度利用

してもなくならず,何度でもくり返し利用することができるエネルギー資源のことです。

　再生可能エネルギーには,太陽光や風力,水力,地熱,バイオマスなどのたくさんの

種類があります。しかし,2019年度の日本の再生可能エネルギーによる発電電力量

は,全体の約18％と,まだまだ少ないのが現状です。
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　2015年9月,ニューヨーク・国連本部で開催された国連サミットで，2030年までに

達成すべき17のゴールがふくまれている「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：エス・ディー・

ジーズ）」が決められたんだ。

　この目標は，貧困を終わらせ，全ての人が平等な機会を与えられ，地球環境を

こわさずにより良い生活を送ることができる世界を目指したもので，世界中が目標

達成のために努力しなければいけないんだよ。

かいさい

ひんこん

かのう
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再生可能エネルギーとは
かぎ

さいせい か のう

さいせい か のう

ねんりょう そんざい

し げん

げんじょう

　日本の環境を守るために，1993（平成5）年

11月19日に「環境基本法」ができたんだよ。

　どんなことが決められたのかな？

かんきょう

かんきょう

環境基本法の基本的な考え方

①　環境のめぐみを十分に受けられるように，また，それを将来の世代に引き

　　ついでいけるように環境を守っていく。

②　全ての人が公平に役割分担をして，環境への負担の少ない持続的発展が

可能な社会をつくる。

③　世界の人 と々手を取り合いながら，地球環境保全を積極的に推進する。

かんきょう

か  のう

かんきょう

かんきょう

かんきょうほ   ぜん

やくわりぶんたん ふ たん はってん

しょうらい

すいしん

かんきょう

さい  せい   か    のう

　2050年カーボンニュートラルの

実現に向け，2030年度の再生可能

エネルギーによる発電電力量を全体

の36～38％まで増やす目標が立て

られているよ。

さい せいじつげん か のう

　みんなが環境問題について

勉強することは，SDGsと

どのような関連があるのかな。

　副読本のページとSDGsの

ゴールがどのように関連して

いるかも，一緒に考えてみよう。

　再生可能エネルギーの中には，

太陽光発電のように天気によって

発電電力量が変わるものがあるよ。

だから，再生可能エネルギーをより効果的

に活用するには，いろいろなエネルギーを

組み合わせることが大切なんだね。

さい せい か のう

さい せい か のう

日本では

かんきょう

か  のう

飢餓：ごはんをいつも食べることができず，
　　 十分な栄養をとることができないこと。
ジェンダー：社会的・文化的に形成された性別のこと。
パートナーシップ：協力して取り組むこと。

き   が

用語の解説
かいせつ 　2011（平成23）年に，地球にやさしく，何度で

も利用できるエネルギーを普及させるため，「再生

可能エネルギー特別措置法」ができたそうだよ。

　再生可能エネルギーって何だろう。

ふきゅう さいせい

さいせい か のう

そ  ち ほうか のう

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）って知ってる？
か  のう エス・ディー・ジーズ

かんきょう

福岡県地球温暖化対策
ワークブック

「エコトン隊長と学ぶ 地球温暖化」
たいちょう おん だん  か
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17のゴール

　平成27年（2015）年9月に開催された国連サミットにおいて，SDGs

（Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標）が採択さ

れました。

　SDGsは先進国を含む国際社会全体の開発目標として，「誰ひとり

取り残さない」社会の実現を目指し，経済・社会・環境をめぐる広範な

課題に取り組む開発目標として設定され，「気候変動への具体的な

対策」など17のゴールと169のターゲットが示されています。

１　貧困をなくそう
　あらゆる場所で，あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。

２　飢餓をゼロに
　飢餓に終止符を打ち，食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとと
もに，持続可能な農業を推進する。
３　すべての人に健康と福祉を
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を推進する。

４　質の高い教育をみんなに
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し，生涯学習の
機会を促進する。

５　ジェンダー平等を実現しよう
　ジェンダー平等を達成し，すべての女性と女児のエンパワーメントを図る。

６　安全な水とトイレを世界中に
　すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する。

７　エネルギーをみんなに，そしてクリーンに
　すべての人々に手ごろで信頼でき，持続可能かつ近代的なエネルギーへ
のアクセスを確保する。

８　働きがいも経済成長も
　すべての人々のための持続的，包摂的かつ持続可能な経済成長，生産的
な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する。

９　産業と技術革新の基盤をつくろう
　レジリエントなインフラを整備し，包摂的で持続可能な産業化を推進すると
ともに，イノベーションの拡大を図る。
10　人や国の不平等をなくそう
　国内および国家間の不平等を是正する。

11　住み続けられるまちづくりを
　都市と人間の居住地を包摂的，安全，レジリエントかつ持続可能にする。

12　つくる責任つかう責任
　持続可能な消費と生産のパターンを確保する。

13　気候変動に具体的な対策を
　気候変動とその影響に立ち向かうため，緊急対策を取る。

14　海の豊かさを守ろう
　海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し，持続可能な形で利用
する。

15　陸の豊かさも守ろう
　陸上生態系の保護，回復および持続可能な利用の推進，森林の持続可能
な管理，砂漠化への対処，土地劣化の阻止および逆転，ならびに生物多様性
損失の阻止を図る。

16　平和と公正をすべての人に
　持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し，すべての人々に
司法へのアクセスを提供するとともに，あらゆるレベルにおいて効果的で責任
ある包摂的な制度を構築する。

17　パートナーシップで目標を達成しよう
　持続可能な開発に向けて実施手段を強化し，グローバル・パートナーシップ
を活性化する。

持続可能な開発目標（SDGs）について

参考（ユニセフＨＰ：学校のためのSDGs）
SDGsの詳細等が分かりやすく掲載されています。

2013年　水銀に関する水俣条約

　水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とした条
約で，2013年10月に139か国・地域の参加のもと熊本市・水俣市で開催
された外交会議で採択されました。
　条約の発効には50か国の締結が必要となっていましたが，平成29
年5月18日に，条約発効条件である50か国の締結に到達したため，8月
16日に条約が発効しました。
　我が国では,2016年2月に条約に締結して以降,条約発効に向け，関
連法の整備として「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」を
制定しました。
　このことに伴い,水銀等の大気への排出を規制するために「大気汚
染防止法」が一部改正され,平成30年4月に施行されました。また，水
銀廃棄物の対策について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
が一部改正され，平成28年4月に施行されました。

　1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された「国連人間環境会
議」で採択された「人間環境宣言」「環境国際行動計画」を実施するた
めに，同年の国連総会でUNEPは設立されました。
　UNEPでは，国連システム内での環境分野の総合的な調整のほか，そ
の他の国際機関，各国政府，非政府機関とも幅広い協力を行っています。

　湿原，沼沢地，干潟等の湿地は，多様な生物を育み，特に水鳥の生
息地として非常に重要です。干拓や埋め立てによる破壊をくい止める
ための国際的な取組として，1971年イランのラムサールで開催された
「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において，ラムサール条約
が締結されました。この条約は，特に水鳥の生息地として国際的に重
要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促し，湿地の適正
な利用を進めることを目的としています。
　2020年12月現在，締約国171か国，登録湿地数2,414か所となってい
ます。日本の登録湿地数は52か所です。

　正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規
制に関するバーゼル条約」といい，有害廃棄物の国境を越える移動及
びその処分によって生じる人の健康・環境に係る被害を防止すること
を目的として，1989年にスイスのバーゼルにおいて採択され，1992年5月
に発効しました。
　日本では，この条約を実施するため，「特定有害廃棄物等の輸出入
等の規制に関する法律」が1993年に制定されました。

　正式名称を「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染
の防止に関する条約」といい，陸上において発生した廃棄物等の海洋
投棄による海洋汚染の防止を目的として，1972年に採択され，1975年
に発効し，日本は，1980年に批准しています。

名称 所在地 面積（ha) 登録年月日
釧路湿原 北海道 7,863 昭和55年（1980年）6月17日
伊豆沼・内沼 宮城県 559 昭和60年（1985年）9月13日
クッチャロ湖 北海道 1,607 平成元年（1989年）7月6日
ウトナイ湖 北海道 510 平成3年（1991年）12月12日
霧多布湿原 北海道 2,504 平成5年（1993年）6月10日
厚岸湖・別寒辺牛湿原 北海道 5,277 〃
谷津湿原 北海道 40 〃
片野鴨池 千葉県 10 〃
琵琶湖 石川県 65,984 〃
佐潟 滋賀県 76 平成8年（1996年）3月23日
漫湖 新潟県 58 平成11年（1999年）5月15日
宮島沼 沖縄県 41 平成14年（2002年）11月18日
藤前干潟 北海道 323 〃
雨竜沼湿原 愛知県 624 平成17年（2005年）11月18日
サロベツ原野 北海道 2,560 〃
濤沸湖 北海道 900 〃
阿寒湖 北海道 1,318 〃
風蓮湖・春国岱 北海道 6,139 〃
野付半島・野付湾 北海道 6,053 〃
仏沼 北海道 222 〃
蕪栗沼・周辺水田 宮城県 423 〃
奥日光の湿原 栃木県 260 〃
尾瀬 福島県，群馬県，新潟県 8,711 〃
三方五湖 福井県 1,110 〃
串本沿岸海域 和歌山県 574 〃
中海 鳥取県，島根県 8,043 〃
宍道湖 島根県 7,652 〃
秋吉台地下水系 山口県 563 〃
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原 大分県 91 〃
藺牟田池 鹿児島県 60 〃
屋久島永田浜 鹿児島県 10 〃
慶良間諸島海域 沖縄県 8,290 〃
名蔵アンパル 沖縄県 157 〃
化女沼 宮城県 34 平成20年（2008年）10月30日
大山上池・下池 山形県 39 〃
瓢湖 新潟県 24 〃
久米島の渓流湿地 沖縄県 255 〃
大沼 北海道 1,236 平成24年（2012年）7月3日

渡良瀬遊水地
茨城県，栃木県，
群馬県，埼玉県 2,861 〃

立山弥陀ヶ原・大日平 富山県 574 〃
中池見湿地 福井県 87 〃
東海丘陵湧水湿地群 愛知県 23 〃
円山川下流域・周辺水田 兵庫県
宮島 広島県 142 〃
荒尾干潟 熊本県 754 〃
与那覇湾 沖縄県 704 〃
涸沼 茨城県 935
芳ヶ平湿地群 群馬県 887 〃
東よか干潟 佐賀県 218 〃
肥前鹿島干潟 佐賀県 57 〃

154,696計

1,094　　　　　　　　　〃

志津川湾 宮城県 5,793
葛西海浜公園 東京都 367 〃

平成30年（2018年)10月18日

平成27年（2015年)5月28日

◆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

・家庭における環境配慮行動が促進されることにより,自然と調和し
たライフスタイルに関する普及啓発が進み資源の効率的な利用
や,気候変動対策につながります。（関連ゴール:12,13） 

・地球温暖化対策を中心とした環境問題に関する知識の習得や
意識の向上により,気候変動対策に加え海洋や森林における環境
問題への意識向上につながります。 （関連ゴール:4,13,14,15） 

・ふくおかエコライフ応援bookや九州エコファミリー応援アプリを活
用して,学校だけでなく家庭でも省エネに取り組むことで,気候変動
対策につながります。 （関連ゴール:13,17） 

◆環境教育副読本や地球温暖化対策ワークブックと,
　SDGsゴールとの関連

検索学校のためのSDGs

　限りある石油や石炭などの化石燃料や原子力とちがって,自然界に存在し,一度利用

してもなくならず,何度でもくり返し利用することができるエネルギー資源のことです。

　再生可能エネルギーには,太陽光や風力,水力,地熱,バイオマスなどのたくさんの

種類があります。しかし,2019年度の日本の再生可能エネルギーによる発電電力量

は,全体の約18％と,まだまだ少ないのが現状です。
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　2015年9月,ニューヨーク・国連本部で開催された国連サミットで，2030年までに

達成すべき17のゴールがふくまれている「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：エス・ディー・

ジーズ）」が決められたんだ。

　この目標は，貧困を終わらせ，全ての人が平等な機会を与えられ，地球環境を

こわさずにより良い生活を送ることができる世界を目指したもので，世界中が目標

達成のために努力しなければいけないんだよ。
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の36～38％まで増やす目標が立て
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　みんなが環境問題について

勉強することは，SDGsと

どのような関連があるのかな。

　副読本のページとSDGsの

ゴールがどのように関連して

いるかも，一緒に考えてみよう。

　再生可能エネルギーの中には，

太陽光発電のように天気によって

発電電力量が変わるものがあるよ。

だから，再生可能エネルギーをより効果的

に活用するには，いろいろなエネルギーを

組み合わせることが大切なんだね。

さい せい か のう

さい せい か のう

日本では

かんきょう

か  のう

飢餓：ごはんをいつも食べることができず，
　　 十分な栄養をとることができないこと。
ジェンダー：社会的・文化的に形成された性別のこと。
パートナーシップ：協力して取り組むこと。

き   が

用語の解説
かいせつ 　2011（平成23）年に，地球にやさしく，何度で

も利用できるエネルギーを普及させるため，「再生

可能エネルギー特別措置法」ができたそうだよ。

　再生可能エネルギーって何だろう。

ふきゅう さいせい

さいせい か のう

そ  ち ほうか のう

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）って知ってる？
か  のう エス・ディー・ジーズ

かんきょう

福岡県地球温暖化対策
ワークブック

「エコトン隊長と学ぶ 地球温暖化」
たいちょう おん だん  か



みやま市バイオマスセンター（ルフラン）
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　新エネルギーとは，自然のプロセス由来で絶えず供給される太陽，風

力，バイオマス，地熱，水力などから生成される「再生可能エネルギー」

のうち，コストが高いためその普及に支援を必要とするものを指します。

また，自然エネルギーは自然の力に由来しているため，地球温暖化の原

因となる二酸化炭素を増やさない特徴があります。

　そのため，新エネルギーは，エネルギー問題と地球温暖化問題の両

方の対策に有効なエネルギーの一つとされています。

　現在，新エネルギーには，太陽光発電や風力発電，バイオマスなど10

種類が指定されています。

　2018年12月に‚みやま市バイオマスセンター「ルフラン」が稼働しまし

た。

　みやま市は‚福岡県再生可能エネルギー導入可能性調査事業を利

用し‚再生可能エネルギー源を調査した結果‚未利用資源の生ごみ・し

尿・浄化槽汚泥に着目した同センターを完成させました。

　同市の試算では，2022年には市内で排出される可燃ごみを約3,000

トン削減でき‚柳川市と共同で運営予定の焼却場の負担金やごみ収

集費を年間約1.7億円削減できるとしています。

水素・燃料電池

　燃料電池は，水素と酸素を化学的に反応させ電気を発生させる
「発電装置」です。発電効率が高く，反応時に生じる熱を有効利用す
ることで，非常に高い総合エネルギー効率を得ることが可能で，省エネ
ルギーにつながります。
　現在，家庭用燃料電池（エネファーム）や燃料電池自動車に続き，
フォークリフト，バスをはじめ，工場で利用する大型の燃料電池などが
次 と々製品化され，水素エネルギーの用途は拡大しています。
　福岡県には，九州大学を中核に，国内外の大学・研究機関・企業から
多数の学者・研究者が集結し，水素の製造・輸送・貯蔵から利用まで，
世界最先端の研究活動が行われています。

次世代自動車の普及について

　令和3年1月,菅首相（当時）は施策方針演説で2035年までに,新車
販売で電動車100%を実現することを明らかにしました。令和3年10月
に改訂された地球温暖化対策計画では,2035年までに乗用車新車
販売に占める電動車（EV,FCV,PHEV,HV）の割合を100%にすること
を目指すことが明記されました。
　また,EUでは同年7月にハイブリッド車を含むガソリン車など内燃機関車
の新車販売について,2035年に事実上禁止する方針を打ち出しました。

　放射線・放射能について「基本編」「暮らし編」「もしも編」の三段階
に分け,わかりやすく説明した,福岡県の子ども向けのサイトです。

出典：エネルギー白書2021（資源エネルギー庁）を基に作成

　日本では，石油や天然ガスなどの資源がとれず，ほぼ全量を海外か
らの輸入に頼っているため，エネルギー自給率は非常に低く2019年度
でわずか12.1％です。また，現在世界のエネルギー消費の約8割を占め
る石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料は，限りある資源であり，今の
ペースで使い続けるといずれ枯渇すると予想されています。さらに，
化石燃料は，使用する過程で二酸化炭素を発生するため，地球温暖化
の原因になります。
　私たちの生活を守るためには，エネルギーを安定して確保し，地球温
暖化の原因といわれる二酸化炭素を抑えることによって，これらの問題
を克服しなければなりません。

●我が国の発電電力量に占める
　再生可能エネルギーの割合（2019年度）

　福岡県では，廃棄物の処理，地域固有の生態系のかく乱など身近
なことから地球温暖化や越境大気汚染など地球規模の問題まで多
岐にわたる環境問題に対応していくため，令和4年3月に第五次福
岡県環境総合基本計画「環境総合ビジョン」を策定しました。
　今後，福岡県ではこのビジョンを通じて，県民の皆様と福岡県の環
境に関する認識を共有し，さまざまな課題解決に向けた取組を積極
的に進めています。
※計画の内容は福岡県のホームページに掲載しています。

　福岡県保健環境研究所では，科学的・専門的立場から，福岡県
の環境を保全するための試験検査や調査研究を行っています。
　また，環境教育や環境情報の発信業務も行っています。

福岡県環境総合基本計画について

福岡県保健環境研究所（太宰府市大字向佐野39）

　福岡県では,水や空気の測定に加えて大気中の放射線量や,水
道水（上水）・降下物（雨やちり）等に含まれる放射性物質を測定し,
測定結果をふくおか放射線・放射能情報サイトに掲載しています。

福岡県の放射線量等の測定について

～みんなで学ぼう～放射線・放射能ってなに？

　文部科学省では,子ども達に放射線等の基礎的な性質について理
解を深めてもらうため,「小学生のための放射線副読本」及び「中学
生・高校生のための放射線副読本」が作成されています。

放射線副読本
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，
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　北九州市環境教育副読本に詳しく掲載されています。
北九州市の公害克服の歴史について

放射線のことをよく知ろう

天然ガス
37％

石炭
32％

再生可能エネルギー
18％

石油その他
7％

原子力
6％

検索福岡県　環境ビジョン

検索福岡県　保健環境研究所

検索福岡県　放射線量

検索福岡県　放射線ってなに

検索北九州市　エコタウンセンター

検索北九州市　環境教育副読本 検索文部科学省　放射線副読本

検索大牟田市　エコサンクセンター

現在の北九州市
きたきゅうしゅうし

1960年ごろの北九州市
きたきゅうしゅうし
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さいすい

採水のようす

県や市町村では

（2）地域が動く
　福岡県でも，環境をよくするために取り組

んでいるよ。

　どんなことに取り組んでいるか調べてみよう。

ダム湖で水を
とっているところ

はいすいこう
工場の排水口から水を
とっているところ　福岡県では，空気のよごれや，川や海

などの水のよごれなどを調べています。

　水のよごれを改善するために，工場の

排水を規制したり，下水道などの整備を

進めたりしています。また，空気のよごれを

改善するために，エコカーのふきゅうを

呼びかけています。

かいぜん

はいすい き  せい せい   び

かいぜん

よ

きれいな空気と水を守るために
川で水を
とっているところ

水を検査
しているところ

けんさ

ち いき
かんきょう
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水素から電気を作って動く乗り物

再生可能エネルギーによる発電の例
さい せい   か   のう

　太陽の光から電気をつくります。日の

当たる場所ならどこでも発電できます。

太陽光発電 バイオマス発電

　風車を回して電気をつくります。風さえ

あれば夜間でも発電できます。

風力発電

バイオマスセンター「ルフラン」
（みやま市）

　動植物などから生まれた生物資源

（生ごみや木くずなど）を直接燃焼した

り,ガス化したりするなどして発電しま

す。ごみの再生利用や減少につながり

ます。

ねんしょう

し  げん

ちょくせつ

さいせい り  よう げんしょう

（株）エヌエスウインドパワーひびき

（北九州市）
きたきゅうしゅうし福岡市立香椎浜小学校(福岡市)

ふくおかしりつ かしい はましょうがっこう ふくおかし

クリーンエネルギーの活用例

電気自動車

燃料電池自動車・燃料電池フォークリフト
　水素と空気中の酸素の化学反応により発電し，モーターを動かして

走ります。走行中に排出するのは水だけで，二酸化炭素や大気汚染

物質などを発生させません。

充電した電気で動く乗り物
じゅうでんすい  そ

電気自動車
　バッテリー（蓄電池）にたく

わえた電気でモーターを動かして

走ります。走行中に二酸化炭素や

大気汚染物質などを発生させま

せん。

　福岡県では九州大学を中心に
最先端の水素の研究がされて
いるよ！
　燃料電池自動車などの環境に
やさしい車が広がっていくと
いいなあ！

将来的な環境性能

給油所等の数

給油等の時間

高い

約160か所

3分 2～3分急速充電で
30分

約30,000か所急速充電
約7,500か所

（水素の低炭素化が必要）
高い -（電源の低炭素化が必要）

※経済産業省資料をもとに作成
けいざいさんぎょうしょうしりょう

はいしゅつ お せん

ぶっしつ

すいそ さん そ はんのう ちくでん ち

お

に さん か たん そ

せんぶっしつ

ねんりょう ねんりょう

燃料電池自動車
ねんりょう 燃料電池フォークリフト

資料:豊田自動織機ＨＰより

ねんりょう

さいせんたん すい そ

ねんりょう かんきょう

に さん か たん そ

かんきょうせいのうしょうらい

ねんりょう

お せん

しんこく

きたきゅうしゅう

ひょうしょう

お せん ゆた かんきょう

き ぎょう ぎょうせい かんきょう

　1960年代の北九州市は，工場からのけむりでおおわれ，全国で最も大気汚染が

深刻な街でした。

　しかし，市民，企業，行政が協力し，環境をよみがえらせる取り組みを行った結果，

今では，大気汚染はほとんどなく，けむりの街から緑豊かな環境都市へと変わりました。

　1992年の地球サミットで，日本の自治体として，はじめて「国連地方自治体表彰」

を受けました。



みやま市バイオマスセンター（ルフラン）
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　新エネルギーとは，自然のプロセス由来で絶えず供給される太陽，風

力，バイオマス，地熱，水力などから生成される「再生可能エネルギー」

のうち，コストが高いためその普及に支援を必要とするものを指します。

また，自然エネルギーは自然の力に由来しているため，地球温暖化の原

因となる二酸化炭素を増やさない特徴があります。

　そのため，新エネルギーは，エネルギー問題と地球温暖化問題の両

方の対策に有効なエネルギーの一つとされています。

　現在，新エネルギーには，太陽光発電や風力発電，バイオマスなど10

種類が指定されています。

　2018年12月に‚みやま市バイオマスセンター「ルフラン」が稼働しまし

た。

　みやま市は‚福岡県再生可能エネルギー導入可能性調査事業を利

用し‚再生可能エネルギー源を調査した結果‚未利用資源の生ごみ・し

尿・浄化槽汚泥に着目した同センターを完成させました。

　同市の試算では，2022年には市内で排出される可燃ごみを約3,000

トン削減でき‚柳川市と共同で運営予定の焼却場の負担金やごみ収

集費を年間約1.7億円削減できるとしています。

水素・燃料電池

　燃料電池は，水素と酸素を化学的に反応させ電気を発生させる
「発電装置」です。発電効率が高く，反応時に生じる熱を有効利用す
ることで，非常に高い総合エネルギー効率を得ることが可能で，省エネ
ルギーにつながります。
　現在，家庭用燃料電池（エネファーム）や燃料電池自動車に続き，
フォークリフト，バスをはじめ，工場で利用する大型の燃料電池などが
次 と々製品化され，水素エネルギーの用途は拡大しています。
　福岡県には，九州大学を中核に，国内外の大学・研究機関・企業から
多数の学者・研究者が集結し，水素の製造・輸送・貯蔵から利用まで，
世界最先端の研究活動が行われています。

次世代自動車の普及について

　令和3年1月,菅首相（当時）は施策方針演説で2035年までに,新車
販売で電動車100%を実現することを明らかにしました。令和3年10月
に改訂された地球温暖化対策計画では,2035年までに乗用車新車
販売に占める電動車（EV,FCV,PHEV,HV）の割合を100%にすること
を目指すことが明記されました。
　また,EUでは同年7月にハイブリッド車を含むガソリン車など内燃機関車
の新車販売について,2035年に事実上禁止する方針を打ち出しました。

　放射線・放射能について「基本編」「暮らし編」「もしも編」の三段階
に分け,わかりやすく説明した,福岡県の子ども向けのサイトです。

出典：エネルギー白書2021（資源エネルギー庁）を基に作成

　日本では，石油や天然ガスなどの資源がとれず，ほぼ全量を海外か
らの輸入に頼っているため，エネルギー自給率は非常に低く2019年度
でわずか12.1％です。また，現在世界のエネルギー消費の約8割を占め
る石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料は，限りある資源であり，今の
ペースで使い続けるといずれ枯渇すると予想されています。さらに，
化石燃料は，使用する過程で二酸化炭素を発生するため，地球温暖化
の原因になります。
　私たちの生活を守るためには，エネルギーを安定して確保し，地球温
暖化の原因といわれる二酸化炭素を抑えることによって，これらの問題
を克服しなければなりません。

●我が国の発電電力量に占める
　再生可能エネルギーの割合（2019年度）

　福岡県では，廃棄物の処理，地域固有の生態系のかく乱など身近
なことから地球温暖化や越境大気汚染など地球規模の問題まで多
岐にわたる環境問題に対応していくため，令和4年3月に第五次福
岡県環境総合基本計画「環境総合ビジョン」を策定しました。
　今後，福岡県ではこのビジョンを通じて，県民の皆様と福岡県の環
境に関する認識を共有し，さまざまな課題解決に向けた取組を積極
的に進めています。
※計画の内容は福岡県のホームページに掲載しています。

　福岡県保健環境研究所では，科学的・専門的立場から，福岡県
の環境を保全するための試験検査や調査研究を行っています。
　また，環境教育や環境情報の発信業務も行っています。

福岡県環境総合基本計画について

福岡県保健環境研究所（太宰府市大字向佐野39）

　福岡県では,水や空気の測定に加えて大気中の放射線量や,水
道水（上水）・降下物（雨やちり）等に含まれる放射性物質を測定し,
測定結果をふくおか放射線・放射能情報サイトに掲載しています。

福岡県の放射線量等の測定について

～みんなで学ぼう～放射線・放射能ってなに？

　文部科学省では,子ども達に放射線等の基礎的な性質について理
解を深めてもらうため,「小学生のための放射線副読本」及び「中学
生・高校生のための放射線副読本」が作成されています。

放射線副読本
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　北九州市環境教育副読本に詳しく掲載されています。
北九州市の公害克服の歴史について

放射線のことをよく知ろう

天然ガス
37％

石炭
32％

再生可能エネルギー
18％

石油その他
7％

原子力
6％

検索福岡県　環境ビジョン

検索福岡県　保健環境研究所

検索福岡県　放射線量

検索福岡県　放射線ってなに

検索北九州市　エコタウンセンター

検索北九州市　環境教育副読本 検索文部科学省　放射線副読本

検索大牟田市　エコサンクセンター

現在の北九州市
きたきゅうしゅうし

1960年ごろの北九州市
きたきゅうしゅうし
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さいすい

採水のようす

県や市町村では

（2）地域が動く
　福岡県でも，環境をよくするために取り組

んでいるよ。

　どんなことに取り組んでいるか調べてみよう。

ダム湖で水を
とっているところ

はいすいこう
工場の排水口から水を
とっているところ　福岡県では，空気のよごれや，川や海

などの水のよごれなどを調べています。

　水のよごれを改善するために，工場の

排水を規制したり，下水道などの整備を

進めたりしています。また，空気のよごれを

改善するために，エコカーのふきゅうを

呼びかけています。

かいぜん

はいすい き  せい せい   び

かいぜん

よ

きれいな空気と水を守るために
川で水を
とっているところ

水を検査
しているところ

けんさ

ち いき
かんきょう
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水素から電気を作って動く乗り物

再生可能エネルギーによる発電の例
さい せい   か   のう

　太陽の光から電気をつくります。日の

当たる場所ならどこでも発電できます。

太陽光発電 バイオマス発電

　風車を回して電気をつくります。風さえ

あれば夜間でも発電できます。

風力発電

バイオマスセンター「ルフラン」
（みやま市）

　動植物などから生まれた生物資源

（生ごみや木くずなど）を直接燃焼した

り,ガス化したりするなどして発電しま

す。ごみの再生利用や減少につながり

ます。

ねんしょう

し  げん

ちょくせつ

さいせい り  よう げんしょう

（株）エヌエスウインドパワーひびき

（北九州市）
きたきゅうしゅうし福岡市立香椎浜小学校(福岡市)

ふくおかしりつ かしい はましょうがっこう ふくおかし

クリーンエネルギーの活用例

電気自動車

燃料電池自動車・燃料電池フォークリフト
　水素と空気中の酸素の化学反応により発電し，モーターを動かして

走ります。走行中に排出するのは水だけで，二酸化炭素や大気汚染

物質などを発生させません。

充電した電気で動く乗り物
じゅうでんすい  そ

電気自動車
　バッテリー（蓄電池）にたく

わえた電気でモーターを動かして

走ります。走行中に二酸化炭素や

大気汚染物質などを発生させま

せん。

　福岡県では九州大学を中心に
最先端の水素の研究がされて
いるよ！
　燃料電池自動車などの環境に
やさしい車が広がっていくと
いいなあ！

将来的な環境性能

給油所等の数

給油等の時間

高い

約160か所

3分 2～3分急速充電で
30分

約30,000か所急速充電
約7,500か所

（水素の低炭素化が必要）
高い -（電源の低炭素化が必要）

※経済産業省資料をもとに作成
けいざいさんぎょうしょうしりょう

はいしゅつ お せん

ぶっしつ

すいそ さん そ はんのう ちくでん ち

お

に さん か たん そ

せんぶっしつ

ねんりょう ねんりょう

燃料電池自動車
ねんりょう 燃料電池フォークリフト

資料:豊田自動織機ＨＰより

ねんりょう

さいせんたん すい そ

ねんりょう かんきょう

に さん か たん そ

かんきょうせいのうしょうらい

ねんりょう

お せん

しんこく

きたきゅうしゅう

ひょうしょう

お せん ゆた かんきょう

き ぎょう ぎょうせい かんきょう

　1960年代の北九州市は，工場からのけむりでおおわれ，全国で最も大気汚染が

深刻な街でした。

　しかし，市民，企業，行政が協力し，環境をよみがえらせる取り組みを行った結果，

今では，大気汚染はほとんどなく，けむりの街から緑豊かな環境都市へと変わりました。

　1992年の地球サミットで，日本の自治体として，はじめて「国連地方自治体表彰」

を受けました。
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　福岡県では,2017年3月に策定した「福岡県地球温暖化対策
実行計画」を改定し,2022年3月に「福岡県地球温暖化対策実行
計画（第2次）」を策定しました。
　計画では,長期目標として2050年度に県の温室効果ガス排出
の実質ゼロを目指すとともに,中期目標として2030年度における県
の温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減する目標を設定
しています。
　また,家庭,事業者,自動車から排出される二酸化炭素の削減
目標やエネルギー消費量削減の目安を設定し,目標達成に向けた
具体的な取組を示しています。

本県における主体別CO₂削減目標
 （2030年度において2013年度比）

エネルギー消費量削減の目安（いずれも2013年度比）

69％削減

60％削減

37％削減

福岡県地球温暖化対策実行計画について

8％削減

9％削減

家庭1世帯あたり

事業者の床面積あたり

37％削減

20％削減

2020年度

※　自動車のエネルギー消費量の削減の目安は,CO₂排出量の削減目標と同様

2030年度
　環境家計簿は毎月の電気やガス,ガソリンなどの使用量を

記録するエネルギー版家計簿です。

　どのくらいエネルギーを使っているかを記録し,意識するこ

とは,家計の節約にもつながります。

地球温暖化の影響への適応
適応の必要性
地球温暖化による気候変動は,既存のリスクを増幅したり,私た

ちの生活や自然界に新たなリスクを引き起こしたりすることが懸念
されています。
例えば,真夏日・熱帯夜の増加,真冬日の減少,集中豪雨・ゲリラ
豪雨の多発,台風の規模拡大などによる農作物の不作や洪水,土
砂災害の増加などが考えられます。
また,年降水量の変動幅が大きくなることで,大雨の頻度が増加
する一方で,渇水リスクが高まる可能性があります。
さらに,気温の上昇等が長期的な植生の変化や動植物の生
態・活動への影響をもたらすことが予測されており,私たちの健康
についても,熱中症患者やデング熱等蚊媒介性感染症が広がる
おそれがあります。
このような気候変動の影響に対処するため,二酸化炭素など温
室効果ガスの排出抑制（緩和）に加えて,すでに現れている影響
や中長期的に避けられない影響に対して適応を進めることが求
められています。

日本国内で確認されている気候変動の影響の例

【出典:中央環境審議会資料（環境省）】

500本分

電化製品・照明器具などで電力を消費
することは，発電所での化石燃料使用
によるCO2排出につながります

水道の使用や下水処理の際にも浄水
場や下水処理場での工ネルギー使用
によりCO2が排出されます

ごみを捨てることも，処理場への運搬や
焼却処理によるCO2排出につながります

自動車利用により，ガソリン・軽油を
消費するとCO2が排出されます 

料理や暖房などに都市ガス・灯油を
消費することでCO2が排出されます

◆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　27～28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　17～19,25～31ページ

　省エネルギー・省資源に取り組む福岡県の企業に「エコ事業所」に登録してもらい，その

取り組みを応援しています。

　暮らしの中で，二酸化炭素を減らすための工夫を紹介した「ふ

くおかエコライフ応援book」を作成し，家庭での省エネルギー・

省資源の取り組みを応援しています。また，スマートフォンを利用

して楽しみながらエコ活動ができる「九州エコファミリー応援アプ

リ（エコふぁみ）」も運用しています。

調べてみよう調べてみよう
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調べてみよう

② 企業への呼びかけ
き ぎょう よ

きぎょう

おうえん

せつげん しょうしげん

ねんりょう

きぎょうせんげん

さくげん

① 家庭への呼びかけ
しょうかいく に さん か たん そ へ

ブックおうえん

おうえん

おうえん

しょうしげん

　地球温暖化を防ぐためには，一人一人が地球にやさしい行動をとる必要があります。

　福岡県では，みんなに省エネルギー・省資源に取り組むよう呼びかけています。

ふくおかエコライフ応援book

ふせおんだん か

地球温暖化を防ぐために

◎エコファミリー：電気やガス,水道使用量の節減など省エネルギー・省資源に取り組んでい

　　　　　　　 る家庭
◎エコ事業所：電気や自動車燃料の使用量削減など，地球にやさしい活動に取り組むことを

宣言している企業

植林できた本数は？ kg×0.072= 本合計

しようりょうはいしゅつりょう はいしゅつ あたい

おんだんか ふせ

しょう し げん

しょう し げん

よ

よ

　二酸化炭素はみんなの生活からどのくらい出ているかな。学校や家庭など身近な人たち
といっしょに，できることから地球温暖化を防ぐための取り組みを始めてみよう。

おんだん か ふせ

に さん  か  たん  そ

，
さくげん

ふ さくげんりょう

こうもくこうもく はいしゅつりょうはいしゅつりょう さくげんりょうさくげんりょうはいしゅつはいしゅつ

排出係数※

おうえん
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てきおうおんだん か

地球温暖化のえいきょうに適応するために

　地球温暖化が進むと，真夏日・猛暑日・熱帯夜の日が増えたり，集中豪雨・強い

台風が多発したりと，気候そのものを変動させてしまうことにつながるんだ。

　こうした気候変動によって，熱中症が増えたり，災害が増えたりすることが

心配されているよ。ほかにも，農作物のとれる量が減ったり，動植物の生息範囲

が変わったりと，様々なえいきょうが考えられるんだ。

おんだん か もうしょ ごう う

ねっちゅうしょう さいがい

へ

ふ

ふ ふ

はん い

げんいん

　地球温暖化による気候変動によって，わたしたちの暮らしにどのような

えいきょうが出るか，どのように適応できるか調べてみよう。

おんだん か く

てきおう

気候変動によって予想されるえいきょうと必要な適応例
てきおう

農林水産業 農作物の品質が悪くなる
ひんしつ

暑さに負けない農作物の品種を開発する

雨が降らない期間が増えて，
水不足が起こる

ふだんから節水を心がける水資源
し    げん

分 野 予想されるえいきょう 必要な適応
てき おう

気温が上昇し積雪が減って，
シカやイノシシが増える

じょうしょう

自然生態系
せい たい けい ほ   ご

シカやイノシシから動植物を保護する

洪水・土砂災害などが増える
こう ずい ど  しゃさいがい ふ

ふふ

ふ

へ

ふ

自然災害
さい がい さいがい そな

ハザードマップを見て，災害に備える

熱中症患者が増える
ねっちゅうしょうかんじゃ健 康 ねっちゅうしょう よ ぼう たいしょ

ふだんから熱中症の予防方法や対処方法を学んでおく

×0.34

×2.23

※C02の排出量は，電気，ガス などの使用量に｢排出係数｣と呼ばれる値をかけて計算します。

家庭での1か月の電気使用量等を検針票や領収書でチェックしてみましょう!
りょうしゅうしょけんしんひょう

福岡県　エコふぁみ 検索

　地球温暖化は，二酸化炭素などの温室効果ガスが増え

たことが原因だったね。

　地球温暖化を防ぐためにいろいろな対応が取られて

いたけれど，環境はすぐにはよみがえらないから，環境に

適応することも大切だと考えられているんだよ。

　二酸化炭素を増やさないように省エネ・省資源に取り組

みながら，地球温暖化によってどのようなえいきょうが

出るのかを考えて，それに適応していくことが大事だね。

おんだん か

おんだん か たいおうふせ

おんだん か

てきおう

かんきょう かんきょう

てきおう

に さん  か たん そ

に さん  か たん そ

こう か ふ

ふ しょうしげん
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　福岡県では,2017年3月に策定した「福岡県地球温暖化対策
実行計画」を改定し,2022年3月に「福岡県地球温暖化対策実行
計画（第2次）」を策定しました。
　計画では,長期目標として2050年度に県の温室効果ガス排出
の実質ゼロを目指すとともに,中期目標として2030年度における県
の温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減する目標を設定
しています。
　また,家庭,事業者,自動車から排出される二酸化炭素の削減
目標やエネルギー消費量削減の目安を設定し,目標達成に向けた
具体的な取組を示しています。

本県における主体別CO₂削減目標
 （2030年度において2013年度比）

エネルギー消費量削減の目安（いずれも2013年度比）

69％削減

60％削減

37％削減

福岡県地球温暖化対策実行計画について

8％削減

9％削減

家庭1世帯あたり

事業者の床面積あたり

37％削減

20％削減

2020年度

※　自動車のエネルギー消費量の削減の目安は,CO₂排出量の削減目標と同様

2030年度
　環境家計簿は毎月の電気やガス,ガソリンなどの使用量を

記録するエネルギー版家計簿です。

　どのくらいエネルギーを使っているかを記録し,意識するこ

とは,家計の節約にもつながります。

地球温暖化の影響への適応
適応の必要性
地球温暖化による気候変動は,既存のリスクを増幅したり,私た

ちの生活や自然界に新たなリスクを引き起こしたりすることが懸念
されています。
例えば,真夏日・熱帯夜の増加,真冬日の減少,集中豪雨・ゲリラ
豪雨の多発,台風の規模拡大などによる農作物の不作や洪水,土
砂災害の増加などが考えられます。
また,年降水量の変動幅が大きくなることで,大雨の頻度が増加
する一方で,渇水リスクが高まる可能性があります。
さらに,気温の上昇等が長期的な植生の変化や動植物の生
態・活動への影響をもたらすことが予測されており,私たちの健康
についても,熱中症患者やデング熱等蚊媒介性感染症が広がる
おそれがあります。
このような気候変動の影響に対処するため,二酸化炭素など温
室効果ガスの排出抑制（緩和）に加えて,すでに現れている影響
や中長期的に避けられない影響に対して適応を進めることが求
められています。

日本国内で確認されている気候変動の影響の例

【出典:中央環境審議会資料（環境省）】

500本分

電化製品・照明器具などで電力を消費
することは，発電所での化石燃料使用
によるCO2排出につながります

水道の使用や下水処理の際にも浄水
場や下水処理場での工ネルギー使用
によりCO2が排出されます

ごみを捨てることも，処理場への運搬や
焼却処理によるCO2排出につながります

自動車利用により，ガソリン・軽油を
消費するとCO2が排出されます 

料理や暖房などに都市ガス・灯油を
消費することでCO2が排出されます

◆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　27～28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　17～19,25～31ページ

　省エネルギー・省資源に取り組む福岡県の企業に「エコ事業所」に登録してもらい，その

取り組みを応援しています。

　暮らしの中で，二酸化炭素を減らすための工夫を紹介した「ふ

くおかエコライフ応援book」を作成し，家庭での省エネルギー・

省資源の取り組みを応援しています。また，スマートフォンを利用

して楽しみながらエコ活動ができる「九州エコファミリー応援アプ

リ（エコふぁみ）」も運用しています。
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しょうかいく に さん か たん そ へ

ブックおうえん

おうえん

おうえん

しょうしげん

　地球温暖化を防ぐためには，一人一人が地球にやさしい行動をとる必要があります。

　福岡県では，みんなに省エネルギー・省資源に取り組むよう呼びかけています。

ふくおかエコライフ応援book

ふせおんだん か

地球温暖化を防ぐために

◎エコファミリー：電気やガス,水道使用量の節減など省エネルギー・省資源に取り組んでい

　　　　　　　 る家庭
◎エコ事業所：電気や自動車燃料の使用量削減など，地球にやさしい活動に取り組むことを

宣言している企業

植林できた本数は？ kg×0.072= 本合計

しようりょうはいしゅつりょう はいしゅつ あたい

おんだんか ふせ

しょう し げん

しょう し げん

よ

よ

　二酸化炭素はみんなの生活からどのくらい出ているかな。学校や家庭など身近な人たち
といっしょに，できることから地球温暖化を防ぐための取り組みを始めてみよう。

おんだん か ふせ
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，
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排出係数※
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地球温暖化のえいきょうに適応するために

　地球温暖化が進むと，真夏日・猛暑日・熱帯夜の日が増えたり，集中豪雨・強い

台風が多発したりと，気候そのものを変動させてしまうことにつながるんだ。

　こうした気候変動によって，熱中症が増えたり，災害が増えたりすることが

心配されているよ。ほかにも，農作物のとれる量が減ったり，動植物の生息範囲

が変わったりと，様々なえいきょうが考えられるんだ。

おんだん か もうしょ ごう う

ねっちゅうしょう さいがい

へ

ふ

ふ ふ

はん い

げんいん

　地球温暖化による気候変動によって，わたしたちの暮らしにどのような

えいきょうが出るか，どのように適応できるか調べてみよう。

おんだん か く

てきおう

気候変動によって予想されるえいきょうと必要な適応例
てきおう

農林水産業 農作物の品質が悪くなる
ひんしつ

暑さに負けない農作物の品種を開発する

雨が降らない期間が増えて，
水不足が起こる

ふだんから節水を心がける水資源
し    げん

分 野 予想されるえいきょう 必要な適応
てき おう

気温が上昇し積雪が減って，
シカやイノシシが増える

じょうしょう

自然生態系
せい たい けい ほ   ご

シカやイノシシから動植物を保護する

洪水・土砂災害などが増える
こう ずい ど  しゃさいがい ふ

ふふ
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自然災害
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ハザードマップを見て，災害に備える

熱中症患者が増える
ねっちゅうしょうかんじゃ健 康 ねっちゅうしょう よ ぼう たいしょ

ふだんから熱中症の予防方法や対処方法を学んでおく

×0.34
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※C02の排出量は，電気，ガス などの使用量に｢排出係数｣と呼ばれる値をかけて計算します。

家庭での1か月の電気使用量等を検針票や領収書でチェックしてみましょう!
りょうしゅうしょけんしんひょう

福岡県　エコふぁみ 検索

　地球温暖化は，二酸化炭素などの温室効果ガスが増え

たことが原因だったね。

　地球温暖化を防ぐためにいろいろな対応が取られて

いたけれど，環境はすぐにはよみがえらないから，環境に

適応することも大切だと考えられているんだよ。

　二酸化炭素を増やさないように省エネ・省資源に取り組

みながら，地球温暖化によってどのようなえいきょうが

出るのかを考えて，それに適応していくことが大事だね。
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正常な米粒 中心が白い
未熟な米粒

　夏季の高温により,水稲では米粒の中心が白い未熟な

米となったり,ぶどうでは着色が遅れたりする等の品質

低下が発生します。

　県農林業総合試験場では,県産農林産物の競争力強

化につながる県独自品種の開発に取り組んでおり,夏季

の高温に強くて,食味が良く,つやと粘りがある水稲「元

気つくし」等を育成してきました。

　2008年に育成した「元気つくし」は,良食味品種とし

て作付を推進するとともに,CM等での広報活動による

認知度向上に取り組んだ結果,2015年に県農林水産物

ブランド化推進協議会において,ブランド化に成功した

品目に位置付けられました。

　また,2015年8月には,新たに水稲「実（みの）りつく

し」を開発し,2016年から栽培が始まりました。

　「実りつくし」は,外観品質に優れ,食味が良い水稲で,

夏季の高温条件下でも,米粒の中心が白くなる未熟な米

の発生が少ない特長を持っています。また,水稲の主要

品種の一つ「ヒノヒカリ」に比べ,10%程度収量が多く,

収穫時期は1週間程度遅いため,「元気つくし」との収穫

作業の重複がありません。

　今後,中食,外食向けに,県内での普及及び作付拡大を

図ります。　また,品種開発だけでなく,高温に対応した栽

培技術の開発も行っており,これまでに,高温期の葉ネギ

の発芽を促進する種子吸水処理技術や,水稲「夢つくし」

の外観品質を向上させる栽培技術等を開発しました。

　現在も,いちじく「とよみつひめ」の施設栽培におけ

る,夏季の高温による品質低下を防ぎ,安定生産する技

術の開発等に取り組んでいます。

適応策の例：温暖化をふまえた品種の開発

【参考:福岡県地球温暖化対策実行計画（福岡県）】

福岡県における対策（適応策）
福岡県では,気候変動の影響による被害を防止・軽減するた

め,農林水産業や水資源,自然生態系,自然災害,健康に関する対
策に取り組むこととしています。
【気候変動の影響への適応の主な県施策】
■農林水産業に関する対策
・高温に強い品種の開発・普及
・森林病害虫の防除
・海水温変化への対応　など
■水資源に関する対策
・節水,雨水利用の普及啓発
■自然生態系に関する対策
・健全な生態系の保全・回復と生態系サービスの維持・向上
・グリーンインフラ（防災・減災や良好な景観形成などの自然環
境が有する機能を積極的に利用し,社会資本整備や土地利
用を進める手法）の研究

　◆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　23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　7～8ページ

■自然災害に関する対策
・堤防,治山施設等のインフラ整備
・ハザードマップの作成支援
・防災教育の推進

　◆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　25～26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　23～24ページ

■健康に関する対策
・熱中症予防,感染症予防の注意喚起

　◆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　14ページ,24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　20ページ

■分野を横断した施策
・福岡県気候変動適応センターの設置・運営
・ワンヘルスに関する施策の推進

　木の種類には,「針葉樹」と「広葉樹」があります。
　人の手で育てられた人工林の大部分は,スギやヒノキなどの
「針葉樹」です。一方,自然のままの天然林は「広葉樹」が多く,
「針葉樹」も少し混ざっています。
　木の種類は,葉の形で見分けることができます。

●針葉樹と広葉樹の違い

　スギとヒノキは,一年中葉をつけている針葉樹です。成長が良
く,木材として用途が広いため,数百年前から造林されています。

　やや湿った場所に生育して
いる。葉には表裏が無く,先がと
がっている。

　やや乾いた場所に生育し
ている。葉には表裏があり,う
ろこがつながったような形を
している。

●スギ・ヒノキの特徴

森林の種類

＜葉の特徴＞ 針葉樹（ヒノキ）の葉

広葉樹（ケヤキ）の葉

◆針葉樹

　針のように細くとがっている
　針葉樹の例：
　　スギ,ヒノキ,アカマツ等

◆広葉樹

　だ円形,丸形,卵形など様々な形
　広葉樹の例：
　　コナラ,ケヤキ,ヤマザクラ等

スギ ヒノキ

出典:猪上信義ほか『福岡県の樹木』,葦書房

（表記は登録のとおり）●福岡県内の主な天然記念物（樹木）

古処山ツゲ原始林

立花山クスノキ原始林

太宰府神社のクス

湯蓋の森・衣掛の森（クス）

本庄のクス

英彦山の鬼スギ

沖ノ島原始林

久喜宮のキンメイチク

黒木のフジ

隠家森

鎮西村のカツラ

太宰府神社のヒロハチシャノキ

犬ヶ岳ツクシシャクナゲ自生地

新舟小屋のクスノキ林

高良山のモウソウキンメイチク

名　　称 所在地

国指定天然記念物

特別天然記念物

朝倉市,嘉麻市

新宮町,久山町

太宰府市

宇美町

築上町

添田町

宗像市

朝倉市

八女市

朝倉市

飯塚市

太宰府市

豊前市

みやま市

久留米市

　福岡県は，面積の約半分が

森林なんだ。森林は，

天然林と人工林の2種類に

分けることができるよ。
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　近年，集中豪雨などによる災害が増えています。

　市町村では，浸水のひがいや土砂災害などに備えるため，津波や洪水によってひがいのおよぶ範囲

や避難経路などが書かれた「ハザードマップ」を作成しています。

　わたしたちが住んでいる地域の危険な箇所（過去に浸水した場所など）の避難経路をあらかじめ

確認しておき，早めの避難につなげましょう。

ごう  う

しん すい はん い

けい ろひ なん

けい ろひ なん

ひ なん

ど  しゃさいがい そな つ なみ こう ずい

さいがい ふ

ち いき

かく にん

き  けん か  しょ か  こ しんすい

ハザードマップを見てみよう

　農業は，温暖化のえいきょうを受けやすく，収量の減少や品質の低下などのえいきょうが発生しています。

　福岡県では，夏季の高温でも良く実るお米として「元気つくし」を開発しました。「元気つくし」は，味

が良く，つやとねばりがあるのが特徴で，福岡県ブランド米として生産されています。

【福岡県の取り組み】温暖化をふまえた品種の開発

出典：福岡市ホームページ

ハザードマップ（浸水）
しんすい

ふくおかし
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森林のはたらきを守るために

森林の種類

　森林は，雨水をたくわえて洪水を防いだり，いろいろな生きもののすみかになった

りするなどたくさんの役割があります。かん太さんときょう子さんは，自分たちのまわ

りにどんな森林があるのか調べてみました。

こう ずい ふせ

やく わり

　天然林には，コナラや

ケヤキなど，大きさや形の

ちがういろいろな種類の

木が生えているんだね。

　自分が住んでいる地域のハザード

マップについて，市町村の防災担当課

に聞いたり，ホームページで

けんさくしたりして調べてみよう。

　福岡県でも，天然林や人工林などの森林を見ることが

できるよ。みんなで森林の観察に行ってみよう。

天然林 人工林

天然林 人工林

人の手があまり入らずに，

自然にできた森林

人の暮らしを支えるために，

苗木を植えて，育てた森林

海岸のマツ林は，潮風や砂から家を守っているんだよ。
しおかぜ すな

いぬがたけ ぶ ぜん しじゅりん

犬ヶ岳の広葉樹林（豊前市）
や　め　し

スギ林（八女市）
むなかた しまつばら

さつき松原のマツ林（宗像市）

なえ ぎ

く ささ

ぼうさい たん とうか

ち いき

おんだん か

おんだん か しゅうりょう

ちょう

げんしょう ひんしつ

　元気つくしは，「暑さに強く元気に育つ，おいしいお米」「食べる人に元気

をあたえる，おいしいお米」という意味をこめて名付けられたんだよ。

　福岡県では,気温が高くなったり,大雨が増えたりといった気候変動によるひがいを予防するための

対策（適応策）を考えるために,「福岡県気候変動適応センター」を設置しました。

　自然災害や健康,農業などの分野ごとにさまざまな情報を取りまとめて,分かりやすく発信していき

ます。

【福岡県の取り組み】福岡県気候変動適応センターの設置
てきおう せっち

さいがい じょうほう

ふ

てき おう せっ ちたい さく てきおうさく

　自分が住んでいる地域でどんなえいきょうが

あるか,センターのホームページを見てみよう！

よ ぼう

ち いき

HPの
QRコード

　人工林には，スギやヒノキ

など，同じ木が並べて植え

られているんだね。

なら

福岡県　気候変動適応センター 検索
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正常な米粒 中心が白い
未熟な米粒

　夏季の高温により,水稲では米粒の中心が白い未熟な

米となったり,ぶどうでは着色が遅れたりする等の品質

低下が発生します。

　県農林業総合試験場では,県産農林産物の競争力強

化につながる県独自品種の開発に取り組んでおり,夏季

の高温に強くて,食味が良く,つやと粘りがある水稲「元

気つくし」等を育成してきました。

　2008年に育成した「元気つくし」は,良食味品種とし

て作付を推進するとともに,CM等での広報活動による

認知度向上に取り組んだ結果,2015年に県農林水産物

ブランド化推進協議会において,ブランド化に成功した

品目に位置付けられました。

　また,2015年8月には,新たに水稲「実（みの）りつく

し」を開発し,2016年から栽培が始まりました。

　「実りつくし」は,外観品質に優れ,食味が良い水稲で,

夏季の高温条件下でも,米粒の中心が白くなる未熟な米

の発生が少ない特長を持っています。また,水稲の主要

品種の一つ「ヒノヒカリ」に比べ,10%程度収量が多く,

収穫時期は1週間程度遅いため,「元気つくし」との収穫

作業の重複がありません。

　今後,中食,外食向けに,県内での普及及び作付拡大を

図ります。　また,品種開発だけでなく,高温に対応した栽

培技術の開発も行っており,これまでに,高温期の葉ネギ

の発芽を促進する種子吸水処理技術や,水稲「夢つくし」

の外観品質を向上させる栽培技術等を開発しました。

　現在も,いちじく「とよみつひめ」の施設栽培におけ

る,夏季の高温による品質低下を防ぎ,安定生産する技

術の開発等に取り組んでいます。

適応策の例：温暖化をふまえた品種の開発

【参考:福岡県地球温暖化対策実行計画（福岡県）】

福岡県における対策（適応策）
福岡県では,気候変動の影響による被害を防止・軽減するた

め,農林水産業や水資源,自然生態系,自然災害,健康に関する対
策に取り組むこととしています。
【気候変動の影響への適応の主な県施策】
■農林水産業に関する対策
・高温に強い品種の開発・普及
・森林病害虫の防除
・海水温変化への対応　など
■水資源に関する対策
・節水,雨水利用の普及啓発
■自然生態系に関する対策
・健全な生態系の保全・回復と生態系サービスの維持・向上
・グリーンインフラ（防災・減災や良好な景観形成などの自然環
境が有する機能を積極的に利用し,社会資本整備や土地利
用を進める手法）の研究

　◆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　23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　7～8ページ

■自然災害に関する対策
・堤防,治山施設等のインフラ整備
・ハザードマップの作成支援
・防災教育の推進

　◆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　25～26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　23～24ページ

■健康に関する対策
・熱中症予防,感染症予防の注意喚起

　◆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　14ページ,24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　20ページ

■分野を横断した施策
・福岡県気候変動適応センターの設置・運営
・ワンヘルスに関する施策の推進

　木の種類には,「針葉樹」と「広葉樹」があります。
　人の手で育てられた人工林の大部分は,スギやヒノキなどの
「針葉樹」です。一方,自然のままの天然林は「広葉樹」が多く,
「針葉樹」も少し混ざっています。
　木の種類は,葉の形で見分けることができます。

●針葉樹と広葉樹の違い

　スギとヒノキは,一年中葉をつけている針葉樹です。成長が良
く,木材として用途が広いため,数百年前から造林されています。

　やや湿った場所に生育して
いる。葉には表裏が無く,先がと
がっている。

　やや乾いた場所に生育し
ている。葉には表裏があり,う
ろこがつながったような形を
している。

●スギ・ヒノキの特徴

森林の種類

＜葉の特徴＞ 針葉樹（ヒノキ）の葉

広葉樹（ケヤキ）の葉

◆針葉樹

　針のように細くとがっている
　針葉樹の例：
　　スギ,ヒノキ,アカマツ等

◆広葉樹

　だ円形,丸形,卵形など様々な形
　広葉樹の例：
　　コナラ,ケヤキ,ヤマザクラ等

スギ ヒノキ

出典:猪上信義ほか『福岡県の樹木』,葦書房

（表記は登録のとおり）●福岡県内の主な天然記念物（樹木）

古処山ツゲ原始林

立花山クスノキ原始林

太宰府神社のクス

湯蓋の森・衣掛の森（クス）

本庄のクス

英彦山の鬼スギ

沖ノ島原始林

久喜宮のキンメイチク

黒木のフジ

隠家森

鎮西村のカツラ

太宰府神社のヒロハチシャノキ

犬ヶ岳ツクシシャクナゲ自生地

新舟小屋のクスノキ林

高良山のモウソウキンメイチク

名　　称 所在地

国指定天然記念物

特別天然記念物

朝倉市,嘉麻市

新宮町,久山町

太宰府市

宇美町

築上町

添田町

宗像市

朝倉市

八女市

朝倉市

飯塚市

太宰府市

豊前市

みやま市

久留米市

　福岡県は，面積の約半分が

森林なんだ。森林は，

天然林と人工林の2種類に

分けることができるよ。
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　近年，集中豪雨などによる災害が増えています。

　市町村では，浸水のひがいや土砂災害などに備えるため，津波や洪水によってひがいのおよぶ範囲

や避難経路などが書かれた「ハザードマップ」を作成しています。

　わたしたちが住んでいる地域の危険な箇所（過去に浸水した場所など）の避難経路をあらかじめ

確認しておき，早めの避難につなげましょう。

ごう  う

しん すい はん い

けい ろひ なん

けい ろひ なん

ひ なん

ど  しゃさいがい そな つ なみ こう ずい

さいがい ふ

ち いき

かく にん

き  けん か  しょ か  こ しんすい

ハザードマップを見てみよう

　農業は，温暖化のえいきょうを受けやすく，収量の減少や品質の低下などのえいきょうが発生しています。

　福岡県では，夏季の高温でも良く実るお米として「元気つくし」を開発しました。「元気つくし」は，味

が良く，つやとねばりがあるのが特徴で，福岡県ブランド米として生産されています。

【福岡県の取り組み】温暖化をふまえた品種の開発

出典：福岡市ホームページ

ハザードマップ（浸水）
しんすい

ふくおかし
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森林のはたらきを守るために

森林の種類

　森林は，雨水をたくわえて洪水を防いだり，いろいろな生きもののすみかになった

りするなどたくさんの役割があります。かん太さんときょう子さんは，自分たちのまわ

りにどんな森林があるのか調べてみました。

こう ずい ふせ

やく わり

　天然林には，コナラや

ケヤキなど，大きさや形の

ちがういろいろな種類の

木が生えているんだね。

　自分が住んでいる地域のハザード

マップについて，市町村の防災担当課

に聞いたり，ホームページで

けんさくしたりして調べてみよう。

　福岡県でも，天然林や人工林などの森林を見ることが

できるよ。みんなで森林の観察に行ってみよう。

天然林 人工林

天然林 人工林

人の手があまり入らずに，

自然にできた森林

人の暮らしを支えるために，

苗木を植えて，育てた森林

海岸のマツ林は，潮風や砂から家を守っているんだよ。
しおかぜ すな

いぬがたけ ぶ ぜん しじゅりん

犬ヶ岳の広葉樹林（豊前市）
や　め　し

スギ林（八女市）
むなかた しまつばら

さつき松原のマツ林（宗像市）

なえ ぎ

く ささ

ぼうさい たん とうか

ち いき

おんだん か

おんだん か しゅうりょう

ちょう

げんしょう ひんしつ

　元気つくしは，「暑さに強く元気に育つ，おいしいお米」「食べる人に元気

をあたえる，おいしいお米」という意味をこめて名付けられたんだよ。

　福岡県では,気温が高くなったり,大雨が増えたりといった気候変動によるひがいを予防するための

対策（適応策）を考えるために,「福岡県気候変動適応センター」を設置しました。

　自然災害や健康,農業などの分野ごとにさまざまな情報を取りまとめて,分かりやすく発信していき

ます。

【福岡県の取り組み】福岡県気候変動適応センターの設置
てきおう せっち

さいがい じょうほう

ふ

てき おう せっ ちたい さく てきおうさく

　自分が住んでいる地域でどんなえいきょうが

あるか,センターのホームページを見てみよう！

よ ぼう

ち いき

HPの
QRコード

　人工林には，スギやヒノキ

など，同じ木が並べて植え

られているんだね。

なら

福岡県　気候変動適応センター 検索
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・　戦中,戦後は,戦争資材や戦災復興資材を供給するため,全国
的に伐採が進み森林が荒廃していました。
・　昭和25年に造林臨時措置法,昭和26年に森林法が制定され,
国 ・ 地方公共団体が一体となって伐採跡地への植栽を積極的に
推進しました。

・　昭和30年代には,高度経済成長の下で増大する木材需要に
対応するため,天然林を伐採して,スギ・ヒノキを植栽する「拡大造
林」を推進しました。
・　全国的な木材需要は,昭和48年にピークに達し,1億２千万㎥と
なりました。その後需要量は減少し,令和2年は約4割減の7千4百
万㎥となっています。

・　現在,本県は県土の45％が森林であり,そのうちの65％が人工
林です。
・　人工林を中心に,毎年約50万㎥の材積（木材の体積）が増加
しており,令和2年度末時点で,総材積量は6千万㎥となっていま
す。
・　一方で,原木需要の減少等から,森林所有者の林業離れが進
み,必要な作業が行われず,森林の有する公益的機能の低下が
危惧されています。

●福岡県の森林の変遷

●福岡県内の木材価格の推移

●福岡県内の林業労働力の推移

森林・林業を取り巻く情勢

福岡県森林環境税

間伐の効果

木は細いままで,下層には下草も育ちません。

【昭和20年頃】

【昭和40年頃】

【現在】

出典：令和2年度版福岡県農林水産白書

出典：令和2年度版福岡県農林水産白書

　福岡県では,森林を健全な状態で次世代に引き継ぐため,平成20年度から福岡県森林環境税を導入し,
森林の有する公益的機能の発揮に向けた施策や,森林を守り育てる気運の向上に向けた施策を実施しています。

●森林の有する公益的機能の

発揮に向けた施策

・強度間伐※等の実施
・間伐を繰り返す体制の構築
・海岸防風林の松くい虫駆除・予防対策
※強度間伐 ： 間伐率をより高く設定した間伐

●税率と納税義務者

●森林を守り育てる気運の

向上に向けた施策

・森林づくり活動の公募
・展示効果の高い森林の整備
・森林の重要性の情報発信

森林ボランティアによる
森林づくり活動（植樹）の様子

個人

税率

納税義務者

年500円
（個人県民税均等割額に加算）

法人

年1,000円～40,000円
（法人県民税均等割額に5％相当額を加算）

個人県民税均等割の納税者 法人県民税均等割の納税者

間伐しないと 間伐すると

幹が太くしっかりとし,
下層植生も豊かな森林に育ちます。

成長が抑制される 間伐後の成長量

成長が抑制

され,木材と

しての価値も

下がります。

地表が

むき出しの

ため,表土が

流出しやすく

なります。

年輪幅の整った,

利用価値の高い

木材となります。

下草等が雨の
衝撃を緩和し,
表土の流出が
抑えられます。
雨水の浸透量や
保水量も多くなり,
水源かん養機能が
高まります。

森林の成長間伐間伐森林の成長

浸透量少ない

地表を直撃

地表流多い

浸透量多い

衝撃を緩和
地表流少ない

◆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

検索福岡県　森林環境税

（円/㎥）
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スギの木が大きくなるまでにかかる年月

森林を守り育てる人たち

木が太くしっかりし,地面の植物も豊か

木は細いままで,地面の植物は育たない

林業は,植えた苗木を育てたり,森林の木を伐って運び出したりする仕事だよ。

こうした林業の人たちの手によって,豊かな森林が守られているよ。

きなえ ぎ

ゆた

どうして木を伐ることが,森林を守ることにつながるのかな。
き

森林を守るために大きな役割をはたしているのが,林業という仕事です。

林業に関わる人たちは,どのように森林を守っているのでしょうか。

循環する森林

　森林のはたらきや，森林の種類について知ったかん太さんときょう子さんは,この

森林がどのようにして守られているのか調べてみました。

　木が木材として収穫できるよ

うになるには,何十年もかかるん

だね。今ある森林は,長い年月を

かけて,木を植え育てることで

引きつがれてきたものなんだね。

しゅうかく

　木を植えたまま手入れがされないと,森林の中に光が差しこまず,

地面に植物が育たなくなり,山くずれが起きやすくなってしまうんだよ。

　だから,育ちが悪い木や,木材として利用できるようになった木を

伐ることで,しっかりとした木を育てて,森林を守っているんだよ。
き

　人の手によって植えられた森林は,

どのように守られているのか見てみよう。

　洪水を防いだり，きれいな空気が生み出されるように，

人の手によって森林の循環を守っていく必要があるんだね。

　県では，こうした森林の循環を守るために，植栽や

間伐などの森林の整備を支援しているんだよ。

O2

O2

CO2

CO2

植える

育てる

収穫する

適材適所で使う

しゅうかく

てき てき

●住宅
じゅうたく

せいひん

●学校

●木製品

せいひん

●紙製品

もくしつ

●木質バイオマス

主伐
しゅばつ

木を伐って

木材を収穫

します。

き

しゅうかく

苗木の成長を助ける

ために回りの草などを

かりはらいます。

下刈り
した が

なえ ぎ
森林の木を伐っ

たあとに苗木を

植えます。

植栽
しょくさい

なえ ぎ

き

10年 20年 30年 40年

3～5m

10～14m
12～18m

17～23m

森林の成長

森林の成長

間伐間伐
かんばつ かんばつ

ゆた

間伐すると
かんばつ

間伐しないとじゅんかん しょくさい

かんばつ せい び し えん

混み合った木の

本数を間引くなどして

木の成長を助けます。

間伐
かんばつ

ま　び

こ

やく わり

かんばつ

じゅんかん

こうずい ふせ

じゅんかん

間伐
かんばつ

主伐
しゅばつ

植栽
しょくさい

下刈り
した　が


