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発表記者クラブ

宮崎県政記者クラブ

問い合わせ先

大淀川清流ルネッサンスⅡ 特別シンポジウムの開催

テーマ～次世代の子供たちへ、清流大淀川をつなぐ～

　平成３年、大淀川上流域の水質は、「生活排水対策の遅れ」や「家畜排せつ物の不
適正処理」、「畑地への過剰施肥」等により、九州の一級河川の中でワースト１位
（最も汚れた川）にランクされました。

　 これを契機に大淀川流域の行政などでは、河川浄化に向けた取り組みを開始し、
水質は改善傾向にありますが、冬場の水量が少ない時期に環境基準値を超過するな
ど、まだまだ改善が必要な状態となっています。

　 このような中、大淀川の水環境の更なる改善に向け、産官学民の連携の強化を図
り、地域と一体となった取り組みをより一層促進するため、以下の通りシンポジウム
を開催します。

　国土交通省

九州地方整備局　宮崎河川国道事務所

平成 ３１ １ ２５

＜大淀川清流ルネッサンスⅡ協議会 特別シンポジウム＞

【日時・場所】 平成31年1月30日（水） 13時30分～
都城市交流プラザ内 ムジカホール（参加無料）

当日は、２部構成で実施し、第１部は地元で環境保全活動に取り組んでいる方々の基調講演、

第２部はパネリスト８名（学識者、住民団体、行政）による討論会を実施予定です。
（詳しくは、別添チラシをご覧下さい。）

◆取材について：・取材を希望される場合は事前に以下の問い合わせ先か、当日受付まで

お申し込みください。
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大淀川に清流を取り戻せ！
～次世代の子ども達へ、清流大淀川をつなぐ～ 

大淀川の水質は、ほんと良くなっているの？
全国の河川に比べたらどう？このままで良いか？
住民から見た流域課題
対策の実態は？
大淀川の未来へ向かって実施すべき事は？

流　れ流　れ

テーマテーマ

ウエルネス交流プラザ
ムジカホール

お問い合わせ先お問い合わせ先

会場

都城市蔵原町11-25  ℡ 0986-26-7770 
※駐車場有り(3時間無料）

協力協力

時間  13:30～16:20

清流ルネッサンスⅡ地域協議会事務局　
0985-24-8221（宮崎河川国道事務所内）

株式会社   宮崎放送

プログラム

13：35～【 5 分】

14：50～【15分】 休憩

13：40～【70分】

第１部

15：05～【70分】

第2部

宮崎県立都城工業高等学校
霧島酒造株式会社
ヤマエ食品工業株式会社
NPO法人 都城メダカの学校

1

2

3

4

パネル討論会パネル討論会

基調講演基調講演

開会
大淀川の現状

13：30～【 5 分】

総合司会 フリーパーソナリティ  木佐貫 ひとみ



総合司会 コーディネーター

木佐貫　ひとみ　フリーパーソナリティー

プロフィール
フリーパーソナリティー。
司会者、シンポジウムコーディネーターとしても活躍。
MRTラジオ「エ・コ・コロカフェ」を担当し、環境や
防災などをテーマに、ココロに沁みる新しい暮らしの
提案している。

川野　武文　株式会社宮崎放送　　

プロフィール
MRTラジオ局長。司会、講師としても活躍。
MRTラジオ「GO！GO！ワイド」「お父様の夕焼け
倶楽部」のパーソナリティーを担当。
切れ味鋭いトークと幅広い音楽で、宮崎に元気を届
けている。

●杉尾　哲　　宮崎大学  名誉教授　　

●鈴木　祥広　宮崎大学  教授　　　　

●枩下　信芳　NPO法人都城大淀川サミット  理事長　　

●●平原　洋和　NPO法人どんぐり1000年の森をつくる会  会長　
●●蒲生　芳子　NPO法人手仕事舎そうあい　　　

●●児玉　宏紀　都城市  副市長　　

●●冨山　典孝　宮崎県 環境森林部  環境管理課長　　

●神山　泰　　国土交通省  宮崎河川国道事務所  所長　　

第 1 部　基調講演　登壇者

1宇賀村　心是　宮崎県立都城工業高等学校 化学工業科主任 教諭と生徒たち
●●テーマ：「都城地区河川水質改善プロジェクトから始めた8年間の環境保全活動
　　　　　～大淀川の水質改善をめざして～」
●内　容：「高校化学部における取り組み（活動状況・調査結果）と広報活動」

2宮里　拓斗　　霧島酒造株式会社 生産本部 グリーンエネルギー部
本社プラント課 本社粕プラント係 主任

●テーマ：「霧島酒造の環境への取り組み」
●内　容：企業として環境への取組（蒸留温排水の有効利用、下水放流水の再利用、
                   霧島くつろぎの森づくり、他）

3西村　栄一　　ヤマエ食品工業株式会社 取締役 工場長
●テーマ：「醸造業と河川」
●内　容：「当社の製造工程や製品の一部紹介」「当社付近の大淀川の歴史」
　　　　　「環境負荷軽減に対する取り組み」

4永田　勇作　　NPO法人 都城メダカの学校 理事長
●テーマ：「都城メダカの学校 28年間の大淀川との関わり」
●内　容：「地域団体としての現在の取り組み」

第 2部　パネル討論会　パネリスト

木佐 川野

会場ロビーにはパネル、大淀川（上流域）会場ロビーにはパネル、大淀川（上流域）
気になるマップを展示中です。気になるマップを展示中です。

 ・会場内でのご飲食はご遠慮ください。
 ・携帯電話・スマートフォンはマナーモードに設定するか、電源をお切り下さい。また通話はご遠慮ください。

 ・アンケート調査票を同封しておりますので、 ご協力のほど宜しくお願い致します。

「大淀川（上流域）気になるマップ」は、
地域のみなさんが気になる箇所にシー
ルを貼っていただき、今後の水質改善
等に役立てます。

〈会場内でのご注意〉

〈アンケートにご協力下さいアンケートにご協力下さい〉

（敬称略）



別紙－参考

●大淀川清流ルネッサンスⅡ 会員

●大淀川清流ルネッサンスⅡとは
清流ルネッサンスⅡとは、多様な自然環境の創造と、住民が安全・安心して利用

できる水環境の実現を図るため、地域住民をはじめ、学識経験者、行政等が一体と
なって取り組む計画です。

大淀川では、平成１６年７月に大淀川上流域（都城盆地）を対象とし、水環境改
善緊急行動計画を策定し、取り組みを継続しています。

 

協議会会員所属 協議会会員 

国土交通省 九州地方整備局 河川部 河川環境課長 

国土交通省 九州地方整備局 建政部 都市整備課長 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 事務所所長 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 副所長 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 調査第一課長 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 占用調整課長 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 河川管理課長 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 都城出張所長 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 大淀川砂防出張所長 

経済産業省 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課長 

農林水産省 九州農政局 生産部 生産技術環境課長 

農林水産省 九州農政局 南部九州土地改良調査管理事務所 調査課長 

農林水産省 九州森林管理局 宮崎森林管理署 総括森林整備官 

環境省 九州地方環境事務所 環境対策課長 

宮崎県 環境森林部 森林経営課長 

宮崎県 環境森林部 環境管理課長 

宮崎県 都城保健所 衛生環境課長 

宮崎県 県土整備部 都市計画課長 

宮崎県 県土整備部 河川課長 

宮崎県 都城土木事務所 用地課長 

宮崎県 農政水産部 農政企画課長 

宮崎県 西諸県農林振興局 農畜産課長 

宮崎県 北諸県農林振興局 農畜産課長 

鹿児島県 土木部 生活排水対策室長 

鹿児島県 土木部 河川課長 

鹿児島県 環境林務部 環境保全課長 

鹿児島県 大隅地域振興局 保健福祉環境部 衛生・環境課長 

鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 建設総務課長 

宮崎市 環境部 環境保全課長 

都城市 環境森林部 環境政策課長 

都城市 環境森林部 森林保全課長 



別紙－参考

協議会会員所属 協議会会員 

都城市 上下水道局 下水道課長 

都城市 土木部 都市計画課長 

都城市 農政部 畜産課長 

都城市 農政部 農政課長 

都城市 高城総合支所 市民生活課長 

都城市 山之口総合支所 市民生活課長 

都城市 山田総合支所 市民生活課長 

都城市 高崎総合支所 市民生活課長 

小林市 生活環境課長 

三股町 環境水道課長 

高原町 町民福祉課長 

国富町 町民生活課長 

綾町 町民生活課長 

曽於市 市民課長 

(学識経験者）   

宮崎大学名誉教授・リバーカウンセラー 杉尾 哲 

宮崎大学教授 鈴木祥広 

(利水者）   

都城農業協同組合 地域営農振興課長 

水環境改善に関係する団体の代表者等   

どんぐり千年の森をつくる会 会長（平原洋和） 

特定非営利活動法人手仕事舎そうあい 理事長（蒲生芳子） 

都城森林組合 組合長（岩松節男） 

ＮＰＯ法人 都城めだかの学校 理事長（永田勇作） 

０９８６会（まるくやろう会） 中村 光彦 

都城大淀川サミット 理事長（枩下信芳） 

元 大淀川イカダくだり大会実行委員会 島村尚男 

社）宮崎青年会議所 専務理事（関谷祐作） 

 



シンポジウム取材にあたってのお願い 

○報道関係者（ペン記者、カメラ記者、ライトマン等）は「自社腕章」を着用し

てください。 

○カメラ設置箇所は、下記の撮影場所を基本としますが、もしご移動して撮影さ

れる場合は、聴講者への配慮をお願い致します。なお、事務局の腕章を付けた

者が撮影のため会場内を移動させていただきます。あらかじめご了承くださ

い。 

○スチールカメラ、デジタルカメラによる写真撮影時は、シンポジウム進行の妨

げにならないよう、フラッシュの使用はお控えください。 

○身分証明書（または記者証）を必ず携帯してください 

○報道席は、会場最後列の全てを用意してあります 

◯ワイヤレスマイク使用の場合は、混線の恐れがあるため「B 帯」の使用は禁止

します。 

 

報道記者席 

撮影場所 

撮影場所 
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