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日之影町が森林セラピー基地
モニターツアーを実施

日之影町は︑来年４月からの森林セラピー基地の
グランドオープンを前に︑参加者の意見を聞くため
のモニターツアーを︑九月二十二日に実施しました︒
町内外から十四人が参加︒
今後は︑宿泊を含んだモニターツアーが計画され
ています︒

（宮崎県西臼杵支庁）
ＮＯ.４５

石垣の村トロッコ道ウォーキングコースを歩く参加者。途中ウォーキングや呼吸法等の指導もありました。
(モニターツアーのプログラム)
10:00

保健センター集合
健康チェック
10:40 森林ウォーキング
（トロッコ道
ウォーキングコース)
11:40 石垣の村散策
12:00 昼食（石垣茶屋）
13:30 栗の収穫体験
15:00 保健センターで
モニターチェック
15:30 解散
※

希望者は温泉浴(日之影温
泉駅)へ

石垣茶屋の前で記念撮影

地元の方の案内により石垣の村を散策

日之影町は「アグリホリデー」制度を開始
日之影町は、基幹産業である農業の収穫体験を短期間行うこ
とができる「日之影アグリホリデー」制度を開始しました。
現在、同町の農林業は、農業従事者の高齢化、新規就農者の
減少が大きな課題となっており、農林産物の収穫作業等の手伝
い（有償）をしていただくことにより、農林家の労働力の確保
を図るとともに都市と山村との交流を推進し、日之影町のファ
ンづくりを行うことを目的としています。
【今後の予定】
（期 間）
（内 容）
（募集人員）
平成18年11月10日〜12日 ゆずと椎茸の収穫
４名
平成19年２月23日〜25日 完熟金柑などの収穫
４名
日之影町松の木地区の栗園で栗収穫を体験

（お問い合わせ先）日之影町企画開発課

TEL(0982)87‑3910

森林環境税の活用について
県では、森林からの恩恵を受けている県民全体で森林を支えていく仕組みのひとつ
として、今年４月から森林環境税を導入し、
【水を貯え、災害に強い森林づくり事業】
、
【花粉の少ない苗木生産等促進事業】、【森林づくり応援団育成・支援事業】、【森林環
境教育推進事業】の取り組みを行うことにしています。
このうち、
「水を貯え、災害に強い森林づくり事業」について紹介します。
この事業は、長期間放置された公益保全上重要な森林を対象に森林所有者等と市町村と県で２０
年間の協定を締結し、森林所有者に代わって、荒廃林地の再造林や強度間伐による針広混交林への
誘導、竹が浸入・拡大している人工林の整備等を行うとともに、保安林の指定を推進する事業です。
◆整備区域・対象森林について
整備区域

ダム上流・取水源・集落等の保全対象上部森林
その他緊急に整備を要する森林
対象森林

対象森林
伐採後３年以上放置さ
れた森林
「要整備森林」に指定
されている森林
自然災害等により崩壊
の危険性の高い森林

４齢級以上で初回間伐又
は前回間伐から概ね１０
年以上経過した森林
「要間伐森林 」、「要整備
森林」に指定されている
森林

σ

対象森林

４齢級以上で竹侵
入の著しい森林及
び隣接する竹林

σ

広葉樹造林等推進事業
◆事業内容 人工造林、下刈等

σ

針広混交林等造成事業
間伐等

広葉樹の森づくりイメージ（広葉樹造林等）

里山人工林等再生事業
立竹整理伐、間伐等

間伐後のイメージ（針広混交林への誘導）

◆県・市町村・森林所有者の役割について
森林所有者
市町村

県

【お問い合わせ先】

協定内容の遵守
事業目的達成のための事業実施後の適切な森林管理
事業の円滑な推進のための調整
事業実施後の台帳整備
整備区域内の対象森林以外の森林整備を推進
事業の適切な実施
事業実施後に保安林、水土保全林への移行を誘導
整備区域内の対象森林以外の森林整備を支援

西臼杵支庁

林務課

ＴＥＬ（０９８２）７２−３１７８
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宮崎県道路利用者協議会長表彰を受賞
道路ふれあい月間に係る道路愛護等の功績表彰
において、高千穂町の有限会社西臼杵浄化槽管理
センター（飯干久敏代表取締役）が、宮崎県道路
利用者協議会長表彰を受賞し、８月４日に西臼杵
支庁で伝達式が行われました。
同団体は、平成８年から地域美化のために、土
日祭日を除く毎朝、事務所の周辺（県道北方高千
穂線の１５０ｍ）の道路清掃及び空き缶拾いを続
けられていることが認められました。
なお、同団体は、平成１６年度から「ふるさと
の道」愛護ボランティアの協定を西臼杵支庁との
間で締結しています。

毎朝、県道北方高千穂線の道路清掃を行う（有）西臼杵浄化槽
管理センターの皆さん

平成１８年度愛鳥作品コンクール表彰式
平成１８年度愛鳥作品コンクール表彰式が、
８月９日に県庁講堂で行われました。
西臼杵支庁管内からは、小学生ポスターの部
で、中矢敦士くん（五ケ瀬町立坂本小学校３年）
が銀賞に、飯干璃大くん（同小学校１年）が銅
賞に、中学校ポスターの部で、宮崎裕子さん（五
ケ瀬町立三ケ所中学校３年）が銀賞に、中学校
書の部で、東知佳さん（五ヶ瀬中等教育学校３
年）が銀賞に、大野恵里さん（同）が銅賞を受
賞しました。
受賞者は、審査をした県教育委員会の講評を
受けた後、安藤知事から賞状と記念品を直接授
与されました。

安藤知事と記念撮影する受賞者の皆さん
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地域づくりインターン事業を実施
高千穂町は、国土交通省の「若者の地方体験交
流支援事業（地域づくりインターン事業 ）」を活
用し、８月１０日から２３日までの２週間にわた
り、首都圏の大学や宮崎大学の学生９人を受け入
れました。
学生らは、町内の民家にホームステイしながら、
観光施設や伝統文化の体験、観光客や観光事業者
への聞き取り調査等を行い、最終日の８月２３日
には、今後の高千穂町の地域づくりや観光のあり
方について提言を行う報告会を行いました。
報告会では、農泊の活用、観光事業者の団結、
異業種との連携が重要な課題であること、インタ
ーネットの活用、歩いて楽しめる魅力を持つこと、
まちづくりについて地域住民が議論することが必
要などの提言がありました。

約１００名の町民が参加する中で行われた「高千穂町地域づくり
インターン活動報告会」（８月２３日、西臼杵支庁大会議室）

クリ選果機を新規導入
ＪＡ高千穂地区は、新山村振興等農林漁業特別
対策事業（国庫）を活用し、宮水集荷場（日之影
町）に「クリ選果機」を新たに整備し、８月２１
日に稼働式が行われました。
「高千穂ひのかげくり」は、「生産者の家庭選別
作業」と「ＪＡ選果場における評価選別」の２段
階の厳選された選果が行われています。これが、
他地域との品質差を生み出し、出荷先である菓子
製造業者から高い評価を受けています。
しかしながら、今後の高齢化に伴い、家庭選別
作業が困難となることが予想されるため、選果レ
ベルの向上と労力の軽減を図り、産地の維持拡大
を図るため、新たにクリ選果機を導入しました。

クリの内部の品質を測定することができるカメラの部分
新たに導入された選果機は、光センサーによりクリ内部の品質
を測定するカメラを備えており、外観だけで選果してきたこれ
までに比べて更なる品質の向上が期待されます。

トピックス

「青少年の主張」宮崎県大会

８月２２日

「青少年の主張」宮崎県大会は、ＪＡ・ＡＺＭ
ホールで開催され、１，７８１人の中から選ばれ
た少年の部８名と青年の部７名が発表しました。
西臼杵地区からは３名が出場し、少年の部では
甲斐潤奈さん（高千穂町上野中学校３年）が優秀
賞を、安藤美和さん（五ヶ瀬中等教育学校３年）
が優良賞を、青年の部では、甲佐夕紀さん（日之
影町臨時職員）が優良賞を受賞しました。

日之影町消防団 県大会優勝

８月２５日
日之影町消防団（甲斐好英団長）第３分団１３部
は、第３０回県消防操法大会の小型ポンプ積載車操
法の部で優勝しました。

県大会で優勝した日之影町消防団第３分団１３部のメ
ンバーと日之影町消防団幹部
(少年の部)優秀賞
「大切なものを守っ
て…」
上野中学校３年
甲斐潤奈さん

(少年の部)優良賞
(青年の部)優良賞
「過保護な言葉たち」 「地域の和を大切に」
五ヶ瀬中等教育学校
３年 日之影町臨時職員
安藤美和さん
甲佐夕紀さん

自身が生まれ育っ
た高千穂町上野地区
の豊かな大自然に
は、現代の日本人が
忘れかけている大切
なものがあると発表

ごまかした表現や、
ぼかし表現をするこ
とをやめ、素直な言
葉で表現していきた
いと発表

自ら率先して地区
の人たちと奉仕作業
を行った体験談を交
え、自分たちの世代
が地域社会を担って
いかなければならな
いと発表

【 お 知 らせ 】
「構造改革特区」個別相談会

県では、構造改革特区、地域再生の取組みを推進するため、
具体的な提案等についての個別相談会を開催します。
西臼杵地区の相談会は次のとおりです。
１ 日 時 平成18年10月16日(月) 13:00〜17:00
２ 場 所 西臼杵支庁小会議室
３ 内 容 地方公共団体、民間事業者、各種団体、個人を問
わず、どなたでも参加できます。
４ 問合せ 西臼杵支庁 総務課（担当：井上）
電話 0982‑72‑2181 FAX 0982‑72‑3760

百歳以上長寿者訪問

９月１４、１９、２１日
百歳以上の長寿者を県民挙げて祝福するため、西
臼杵郡内の今年度百歳、百五歳到達長寿者を、西臼
杵支庁長が老人週間に合わせて訪問し、内閣総理大
臣及び知事からの祝状と記念品を贈呈しました。
今年度百歳を迎えられるのは、池崎トルコさん、
甲斐ツキミさん（以上高千穂町）、甲斐ハツミさん、
岩本カネさん（以上日之影町 ）、興梠スヱさん、赤
藤清一さん
（以上五ヶ瀬
町）の６名で、
百五歳を迎え
られるのは坂
田タケノさん
（日之影町）
の１名です。
坂田さんは西
臼杵郡での最
高齢者です。
今年度百五歳を迎えられる坂田タケノさん(左側)

編集後記

▲

「地域づくりインターン（体験調査員）事業」は、
高千穂町観光協会滞在型観光開発特別委員会のメンバ
ー２名が小国町にある「九州ツーリズム大学」で学ん
だことがきっかけであり、同委員会が中心に受け入れ
ました。 最終日の報告会には、同事業に１０年間取
り組んでいる小国町の江藤訓重行政経営局長も参加さ
れ 、「インターン事業は、ＵＩＪターンで高千穂に住
む人が出たら成功と言ってよい。また、彼らは今後、
知恵袋として、困ったときに助けてくれる 。」という
話がありました。インターン事業は、高千穂の応援団
を増やす事業でもあり、効果は高いと感じました。○
修

＊西臼杵支庁の業務等について、ご意見、ご要望な
どがありましたら下記までご連絡ください。

◎お問い合わせ先
宮崎県 西臼杵支庁 総務課
T E L 0 9 8 2 (7 2 )2 1 8 1 F A X 0 9 8 2 (7 2 )3 7 6 0
U R L http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/
chiiki/shityoson/nishiusuki̲shityo/index.html

日之影町の「癒しの森運動公園」完成

日之影町が同町七折の平底地区に整備を進めて
きた癒しの森運動公園が完成しました。
同公園は、敷地面積約1 5 ｈａに、2 0 0 1 年度か
ら６ヶ年計画で多目的グラウンドをはじめ、森林
公園、周回ジョギングコース、遊具広場を整備し
てきました。来年３月のナイター照明施設の完成
でグランドオ
ープンとなり
ます。総事業
費は約2 0 億
円です。
また、敷地
内に定住用の
町営住宅が、
３ヶ年で１２
戸建設されま
「癒しの森運動公園」のこけら落しとして開催 す。
された日之影町公民館対抗ソフトボール大会

古紙配合率１００％、白色度８２％を使用しています。
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