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13 その他

13－(1) 名水百選

環境省は，昭和60年３月，全国に多くの形態で存在する清澄な水について，その再発見に努

め，広く国民にこれらを紹介し，普及・啓発を図るとともに，優良な水環境を積極的に保全す

ることを目的として，全国から100か所の「名水」を選定しました。この「昭和の名水百選」

の選定から20年が経過し，環境省では社会情勢の変化も踏まえ，水環境保全の一層の推進を図

ることを目的に，地域の生活に溶け込んでいる清澄な水や水環境の中で，特に地域住民等によ

る主体的かつ持続的な水環境の保全活動が行われている名水を新たに「平成の名水百選」とし

て平成20年６月に100か所を選定しました。本県からは「昭和の名水百選」に３か所 「平成，

の名水百選」に４か所が選定されています。

「昭和の名水百選」

名 称 所 在 地 分類 概 要

霧島山麓 姶良郡湧水町 湧水 霧島山麓の湧水群の１つで，湧水量は約59,000t／日と豊富，湧

丸池湧水 水は上水道・生活用水・灌漑用水として用いられている。町内

会で組織する保全組合が清掃等保全管理を行っている。

屋久島 熊毛郡屋久島町 河川 九州の最高峰宮之浦岳を主峰とする屋久島は年間降水量が

宮之浦岳流水 5,000mmを越え，また原生林に覆われていることから，豊富な水

量があり，安房川をはじめとして多くの河川，滝等がある。地

元町でも自然環境と一体となった水環境保全に努めている。

清水の湧水 南九州市川辺町 湧水 シラス台地急崖下からの湧水で地域住民の飲用水・生活用水・

懽漑用水として利用されている。かつて，地域住民が組織した

保全委員会が管理していたが，市上水源になってからは市が管

理している。

「平成の名水百選」

名 称 所 在 地 分類 概 要

甲突池 鹿児島市郡山町 湧水 甲突川源流。地元自治会などを中心に甲突池や周辺環境の保全

に努めている。湧き出る水は「穣（ゆたか）の水」と名づけら

れ地域住民，市民に親しまれている。

， ，唐船峡 指宿市開聞仙田 湧水 池田湖からの伏流水とされ 豊富な水量は開聞地域の灌漑用水

京田湧水 水道水源となっている。湧水を利用する唐船峡そうめん流しは

年間約20万人が利用する観光資源となっている。

普現堂 志布志市有明町 湧水 「蓬の郷」の親水公園内にあり，３つの池が形成されるなど，

湧水源 豊かな自然が保たれている。湧水は灌漑用水，年間約13万人に

愛用されている冷泉として利用されている。

ジッキョヌ 大島郡知名町 湧水 知名町指定有形文化財，瀬利覚字指定民族文化財に指定されて

ホー おり，同町瀬利覚にある。農業用水，洗濯，野菜洗い，子ども

の遊び場など地域のコミュニティの場となっており，地域住民(瀬利覚の川

の保全活動も定着している。の意)
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13－(2) 音風景100選

全国各地で，人々が地域のシンボルとして大切にし，将来に残していきたいと願っている音

の聞こえる環境（音風景）について，音環境を保全する上で，特に意義があると認められるも

のを 「残したい“日本の音風景100選 」として，環境省が認定したものです。， ”

主なねらいは 「日常生活の中で耳をすませば聞こえてくるような様々な音についての再発，

見を促すこと 「良好な音環境を保全するために地域に根ざした取組みを支援すること」と」，

され，本県からは 「出水のツル （出水市）と「千頭川の渓流とトロッコ （屋久島町）が選， 」 」

定されています。

音風景の名称・所在地 分類 概 要

出水のツル 鳥 冬鳥として渡来するナベヅル，マナヅルの我が国最大の越冬地。

（出水市） 地域の人々の永年の愛護活動により，約１万羽が飛来し，多数の

ツルの鳴き交わす様は壮観である。

千頭川の渓流とトロッコ 複合 屋久杉の山を流れる千頭川に沿って，渓流の音の中を森林軌道の

（屋久島町） トロッコが走る。世界遺産の島・屋久島の自然にふれる“動く環

境教室”として活用しようという計画がある。

13－(3) かおり風景100選

平成13年，環境省は，豊かなかおりとその源となる自然や文化・生活を一体として将来に残

し，伝えていくため，かおり風景を広く募集し，そのなかから，特に優れた100地点を「かお

り風景100選」として選定しました。

100選には，花や樹木，潮風，温泉，みかん・カボス・りんご等の果物などの自然の香りの

ほか，にかわ，墨，線香，茶，塩わかめづくりなどの伝統工芸や地方の特産などに関わるもの

など様々なかおり風景が選定されており，本県からは 「指宿知林ヶ島の潮騒 （指宿市）と， 」

「屋久島の照葉樹林と鯖節 （屋久島町）が選ばれています。」

かおり風景の名称・所在地 源 季 節 概 要

鹿児島湾（錦江湾）の入り口に浮かび，干潮時に指宿知林ヶ島の潮騒 潮 一年中

は砂の道（砂州）で薩摩半島と陸続きになる無人（指宿市） 草木

島です。砂州を渡って多くの観光客や家族連れが樹木

訪れ，潮のかおりを満喫しています。

世界自然遺産に連なる大規模な照葉樹林が集落に屋久島の照葉樹林と鯖節 森林 一年中

肉薄しており 「もののけ姫」の舞台となった白谷（屋久島町） 潮 ，

の森から吹きおろす風にのって花のかおりが漂い鯖節

。 ， 。ます また 地元特産の鯖節のかおりも漂います
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13－(4) 快水浴場百選

環境省は，人々が水に直接触れることができる個性ある水辺を積極的に評価し，これらの快

，「 」，「 」，「 」，「 」，適な水浴場を広く普及することを目的として 美しい 清らか 安らげる 優しい

「豊か」という水辺に係る新たな評価軸に基づき，全国100か所の水浴場を 「快水浴場(かい，

すいよくじょう)百選」として選定しました。本県からは「脇本海水浴場（阿久根市 「阿）」，

久根大島海水浴場（阿久根市 「大浜海浜公園（奄美市 」の３か所が選定されています。）」， ）

名 称（所在地） 概 要

白い天然のビーチが約３kmにわたり，東シナ海に沈む夕陽が

脇本海水浴場 美しい海水浴場です｡良好な水質を維持し､遠浅で安全面にも

優れています｡また，毎年６月から８月にかけて，ウミガメが（阿久根市）

産卵に上陸します。

阿久根市街地から船で約10分，沖合３kmに浮かぶ，周囲４ｋ

阿久根大島海水浴場 ｍの阿久根大島に位置し，良好な水質と安全面にも優れた海

（阿久根市） 水浴場です｡県立自然公園に指定されている島内には 「日本，

の名松100選」に選定された松林があり，野生鹿とふれ合うこ

ともできます。

サンゴ礁の真っ白な砂浜が美しい，東シナ海に面した海水浴

大浜海浜公園 場です 良好な水質を維持しているほか 奄美古来の穀物庫(高。 ，

（奄美市） 倉)を模した休憩施設や野外ステージなどの施設も整備されて

います｡奄美大島でも有数のサンセットビーチとして知られて

います。



団体名 条例名称 制定年月日 条例改正年月日

鹿児島県環境基本条例 平成11年3月26日

鹿児島県環境影響評価条例 平成12年3月28日 平成25年3月29日

鹿児島県公害紛争処理条例 昭和45年10月1日 平成22年3月26日

鹿児島県地球温暖化対策推進条例 平成22年3月26日

鹿児島県自然環境保全条例 昭和48年3月30日 平成22年6月25日

県立自然公園条例 昭和33年4月18日 平成24年3月27日

鹿児島県ウミガメ保護条例 昭和63年3月28日 平成22年3月26日

鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例 平成15年3月25日

指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例 平成31年3月22日

鹿児島県公害防止条例 昭和46年10月15日 平成13年3月27日

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例 昭和48年3月30日 平成16年10月8日

鹿児島県森林環境税条例 平成16年6月25日 平成26年12月24日

鹿児島県産業廃棄物税条例 平成16年6月25日 平成30年3月23日

鹿児島県景観条例 平成19年12月25日

鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例 昭和60年10月11日 平成24年3月27日

鹿児島市環境基本条例 平成16年3月23日

鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月25日 平成24年12月25日

鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例 平成16年3月23日

鹿児島市環境保全条例 平成16年3月23日 平成16年10月18日

鹿児島市みんなでまちを美しくする条例 平成16年7月1日

かごしま環境未来館条例 平成20年3月26日 平成26年6月26日

鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 昭和60年10月15日 平成24年3月19日

鹿児島市景観条例 平成19年12月25日 平成29年12月22日

鹿屋市環境基本条例 平成20年3月25日

鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成18年1月1日 平成26年3月26日

鹿屋市環境保全条例 平成20年6月30日

枕崎市民の環境を守る条例 昭和54年3月31日 平成21年3月27日

枕崎市の河川をきれいにする条例 平成11年3月30日

枕崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年5月30日 平成19年3月28日

阿久根市環境基本条例 平成13年3月29日

阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月24日 平成21年12月

阿久根市環境美化条例 平成18年3月31日

出水市環境基本条例 平成18年3月13日 平成30年3月23日

出水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成18年3月13日

出水市環境美化推進条例 平成18年3月13日

出水市景観条例 平成22年3月19日 平成30年3月23日

枕崎市

鹿児島市

鹿屋市

阿久根市

13－(5)  県・市町村の環境関連条例

出水市

鹿児島県
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団体名 条例名称 制定年月日 条例改正年月日

指宿市環境保全条例 平成18年1月1日 平成24年3月29日

指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成18年1月1日 平成30年10月1日

指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例 平成18年12月27日

指宿市鰻池をきれいにする条例 平成18年1月1日

西之表市環境基本条例 平成15年12月19日 平成15年12月19日

西之表市環境保全条例 昭和59年7月6日 平成15年12月19日

西之表市空き缶等散乱防止条例 平成8年9月13日

西之表市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年6月29日 平成26年3月27日

垂水市廃棄物の適正処理，減量化，資源化等に関する条例 平成7年3月22日 平成20年3月21日

垂水市浄化槽清掃業に関する条例 昭和60年12月23日 平成12年12月22日

垂水市環境基本条例 平成25年12月20日

垂水市ポイ捨て等防止条例 平成30年3月16日

薩摩川内市環境基本条例 平成16年10月12日

薩摩川内市環境美化推進条例 平成16年10月12日

薩摩川内市廃棄物の適正処理，減量化，資源化等に関する条例 平成16年10月12日 平成27年12月21日

薩摩川内市環境保全条例 平成24年9月13日 平成30年12月25日

日置市環境保全条例 平成17年5月1日

日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年5月1日 平成22年1月1日

日置市空き缶等ポイ捨て防止条例 平成17年5月1日

曽於市環境基本条例 平成19年7月6日

曽於市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年7月1日

霧島市環境基本条例 平成18年9月29日

霧島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年11月7日 平成18年3月31日

霧島市生活環境美化条例 平成19年12月26日 平成29年2月22日

霧島市天降川等河川環境保全条例 平成19年12月26日

霧島市景観条例 平成24年7月3日 平成29年3月31日

南さつま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年11月7日 平成23年3月22日

南さつま市公害防止条例 平成17年11月7日 平成26年1月15日

南さつま市自然保護条例 平成17年11月7日

南さつま市ごみ処理施設条例 平成17年11月7日 平成25年3月25日

南さつま市水道水源保護条例 平成17年11月7日

南さつま市環境基本条例 平成26年1月15日

志布志市環境基本条例 平成19年3月28日 平成20年2月21日

志布志市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例 平成18年1月1日 平成19年3月12日

志布志市ポイ捨て防止条例 平成21年3月27日

いちき串木野市環境基本条例 平成19年3月30日

いちき串木野市市民の手による美しいまちづくり推進条例 平成19年3月30日

いちき串木野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年10月11日 平成31年3月27日

霧島市

指宿市

薩摩川内市

日置市

南さつま市

いちき串木野市

志布志市

曽於市

西之表市

垂水市
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団体名 条例名称 制定年月日 条例改正年月日

奄美市民の環境を守る条例 平成18年3月20日 平成21年3月31日

奄美市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成18年3月20日

奄美市飼い犬取締条例 平成18年3月20日

奄美市希少野生動植物の保護に関する条例 平成18年3月20日 平成28年3月23日

奄美市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成18年3月20日 平成23年12月26日

奄美市生活環境保全林条例 平成18年3月20日

奄美市浄化槽清掃業に関する条例 平成18年3月20日

奄美市笠利蒲生崎絆の森条例 平成18年3月20日

奄美市山羊の放し飼い防止等に関する条例 平成19年12月20日

奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 平成23年7月20日 平成29年7月10日

南九州市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成19年12月1日 平成22年9月16日

南九州市空き缶等ポイ捨て防止条例 平成19年12月1日

南九州市環境基本条例 令和元年6月28日

伊佐市環境美化推進条例 平成20年11月1日

伊佐市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例 平成26年6月30日

伊佐市浄化槽清掃業に関する条例 平成20年11月1日

姶良市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成22年3月23日 平成23年10月13日

姶良市環境美化条例 平成22年3月23日

姶良市環境基本条例 平成24年3月30日

三島村自然保護条例 平成4年9月30日

三島村昆虫保護条例 平成18年6月29日

十島村自然環境保全条例 昭和49年5月7日 平成4年6月16日

十島村昆虫保護条例 平成16年6月22日

十島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月16日

十島村自動車放置防止条例 平成14年3月25日

さつま町環境美化条例 平成17年3月22日

さつま町浄化槽清掃業に関する条例 平成17年3月22日

さつま町環境基本条例 平成23年3月25日

長島町自然保護条例 昭和48年7月9日 平成18年3月20日

長島町空き缶等ポイ捨て防止条例 平成15年4月1日 平成18年3月20日

湧水町水道水源保護に関する条例 平成17年3月22日

湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例 平成17年3月22日

大崎町 大崎町ポイ捨て等防止条例 平成21年12月16日

東串良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年3月14日 平成20年3月21日

東串良町空き缶等ポイ捨て防止条例 平成15年4月1日

錦江町 錦江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日 平成21年3月9日

南大隅町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日

南大隅町ふるさと環境美化条例 平成27年3月25日

十島村

さつま町

長島町

湧水町

東串良町

南大隅町

奄美市

南九州市

伊佐市

姶良市

三島村

- 75 -



団体名 条例名称 制定年月日 条例改正年月日

肝付町 肝付町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年7月1日

中種子町自然保護条例 昭和47年12月23日 昭和48年6月21日

中種子町空き缶等散乱防止条例 平成8年9月25日

中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成18年12月14日

中種子町浄化槽清掃業の許可に関する条例 昭和61年3月26日 平成19年3月6日

南種子町自然保護条例 昭和47年6月23日 平成4年3月30日

南種子町空き缶等散乱防止条例 平成8年9月30日

南種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年10月1日 平成28年12月26日

屋久島町環境基本条例 平成19年10月1日

屋久島町空き缶等散乱防止条例 平成19年10月1日

屋久島町ふるさと景観条例 平成21年3月26日

屋久島町水と緑のふるさと環境条例 平成19年10月1日

屋久島総合自然公園条例 平成19年10月1日 平成25年3月26日

屋久島町浄化槽清掃業に関する条例 平成19年10月1日

屋久島町憩の森条例 平成19年10月1日

屋久島町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例 平成19年10月1日

屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成19年10月1日 平成27年3月24日

屋久島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果
の縦覧等の手続に関する条例

平成21年4月16日

屋久島町ごみ処理施設条例 平成19年10月1日 平成21年12月28日

屋久島町し尿処理施設条例 平成19年10月1日

屋久島生物多様性保全協議会運営資金貸付条例 平成20年12月24日

屋久島町水と緑のふるさと環境基金条例 平成19年10月1日
平成21年6月16日廃
止

屋久島町山岳部保全基金条例 平成20年3月31日
平成27年9月17日廃
止

世界自然遺産屋久島山岳部環境保全協力金条例 平成27年9月17日

屋久島公認ガイド利用推進条例 平成27年9月17日

屋久島町猿のえ付等禁止条例 平成19年10月1日

大和村における野生生物の保護に関する条例 平成13年6月22日

大和村廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成9年3月26日

大和村自動車放置防止条例 平成11年10月1日

大和村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 平成23年6月23日

宇検村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和53年3月23日 平成13年6月21日

宇検村浄化槽清掃業に関する条例 昭和61年3月20日 平成13年6月21日

宇検村合併処理浄化槽設置推進条例 平成21年6月19日 平成30年4月1日

宇検村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 平成23年6月24日

放射性廃棄物等の持込拒否に関する条例 平成19年6月22日

宇検村山羊の放し飼い防止等に関する条例 平成19年12月14日

中種子町

南種子町

屋久島町

大和村

宇検村
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瀬戸内町自然保護条例 昭和49年4月1日 平成10年3月18日

瀬戸内町山羊の放し飼い防止等に関する条例 平成19年12月7日

瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年7月7日 平成26年3月6日

瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年6月21日

瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 平成23年6月17日 平成29年6月7日

龍郷町山羊の放し飼い防止等に関する条例 平成20年3月27日

龍郷町廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成9年3月31日

龍郷町生活排水処理浄化槽の設置及び管理に関する条例 平成10年3月31日 平成19年9月27日

龍郷町自然観察の森の設置及び管理に関する条例 平成8年4月1日 平成10年12月24日

龍郷町自動車等放置防止条例 平成12年12月26日

龍郷町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 平成23年6月21日

龍郷町希少野生動植物の保護に関する条例 平成25年6月14日

喜界町自然保護条例 昭和48年6月30日

喜界町地下水保全条例 昭和63年3月23日 平成4年6月18日

オオゴマダラ保護条例 平成1年3月24日

喜界町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月22日 平成12年3月22日

徳之島町自然保護条例 昭和48年6月22日 昭和49年9月28日

徳之島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年9月6日 平成12年3月9日

徳之島町自動車等放置防止条例 平成11年12月13日

徳之島町ポイ捨て及び飼養動物等のふん害の防止に関する条例 平成22年3月9日

天城町自然保護条例 昭和48年9月29日

天城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成27年6月22日

天城町自動車等放置防止条例 平成12年3月13日

天城町ごみのポイ捨て及び飼養動物等のふん害の防止に関する条例 平成22年10月1日

伊仙町自然保護条例 昭和48年9月28日

伊仙町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年12月25日 昭和62年4月1日

伊仙町自動車等放置防止条例 平成12年3月23日

伊仙町ごみのポイ捨て及び飼養動物等のふん害の防止に関する条例 平成22年9月17日

和泊町自然環境保全条例 昭和55年6月20日 平成25年3月12日

和泊町廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成10年3月19日

和泊町自動車放置防止条例 平成12年12月22日

和泊町地域環境保全型農業の推進に関する条例 平成6年3月25日

和泊町ポイ捨て及びふん害の防止条例 平成30年9月21日

知名町自然環境保全条例 昭和56年4月10日

知名町廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成10年3月20日

知名町空き缶等ポイ捨て防止条例 平成23年12月16日

与論町自然保護条例 昭和46年6月25日 平成4年10月20日

ごみのない島さわやか条例 平成7年10月1日

与論町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和58年4月1日 平成17年9月27日

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

瀬戸内町

龍郷町

喜界町

徳之島町

天城町
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