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アグリ★ベーシックセミナーの第１回を開催

６月24日、西諸県農業改良普及センターでアグリ★ベ

ーシックセミナーを開催し、11名の新規就農者等が参加

しました。

今回の内容は「農業経営の基礎」及び「収入保険制

度」で、講師は普及センターとＮＯＳＡＩ宮崎西諸センター

の職員が務めました。

農業経営の基礎では、自分の農業経営の『見える化』

が大切であることをテーマに、損益や農業簿記の考え

方を学修しました。また、収入保険制度では、自然災害

等による農作物などの収量減少や市場価格の下落とい

った様々なリスクから農業経営を守り、農業者を支援するための保険制度について学修しました。

このセミナーは、今年度はあと３回実施の予定で、次回は植物生理と畑かん水について講義することとして

います。

[普及センター]

【 職員がプロジェクターを使って説明 】

サツマイモ基腐病等対策会議を開催

５月に入り、県内の青果用かんしょの複数のほ場に

おいてサツマイモ基腐病の発生が確認され、以来、本

病の発生が散見されている状況にあります。

こうしたことから、６月４日に西諸県管内の市町やＪＡ

など関係機関が集まり、西諸県サツマイモ基腐病等対

策会議を開催しました。

サツマイモ基腐病は、カビの一種とされる病原菌に感

染した茎や塊根が次々に腐敗する病害で、2018年に初

めて発生が確認されており、昨年５月にも病害の蔓延に

対して県内に注意報が出されています。排水不良の場

所で発生しやすく、降雨の滞留などから周辺株に広がる

ため、梅雨時期を中心として排水等の対策やほ場の監視が重要となります。

会議では、開催時点での西諸県管内における本病の発生はないことが報告されたほか、病害に関する知

見の共有、発生と被害の拡大を防ぐための薬剤防除、発生株の処分、農具等の洗浄といった対応措置の確

認などが行われました。

今後も、関係機関が連携して予防に取り組み、収量・品質の向上を支援していくこととしています。

[振興局]

【 対策会議の様子 】
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畜産を学ぶ高校生たちによる家畜審査競技会が開かれました

６月10日、高原出口畜産振興センター（高原町）に

おいて、宮崎県学校農業クラブ連盟大会の家畜審査

競技会が開かれました。

将来の畜産業の担い手を目指して学ぶ高校生たち

が、日頃の学習活動の成果を発揮して、互いに専門

的な畜産技術や能力を高め合うための催しで、万全

な家畜防疫対策のもと、地元の小林秀峰高校が中心

校となり、都城農業高校、高鍋農業高校及び高千穂

高校の４校から約70名の生徒が参加しました。

＜家畜審査競技＞

競技は、肉用種種牛（黒毛和種）と乳用種種牛（ホルスタイン種）の２部門で実施されました。

参加生徒は班に分かれ、会場に搬入されている４頭の出題用の牛について体型審査を行って優劣を比較

し、順位を記録した解答用紙を提出します。制限時間は班ごとに20分です。

４頭には、あらかじめ審査委員によって正規の審査標準表に基づく模範順位がつけられており、それを正

解として、参加生徒が提出した解答用紙が採点されます。

牛の状態や質を効率よく正確に見極める技術が問われる競技で、生徒たちは、牛の各部位に触れたり、体

型を観察するなど、真剣な様子で審査に取り組むとともに、他校との交流を深めていました。

[西諸県地連協]

【 審査場に向かう生徒たち 】 【 乳用種の審査 】

【 肉用種の審査講評 】【 肉用種の審査 】

［振興局］
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ＪＡえびの市の育苗・集出荷施設等調査を実施

６月23日、西諸県農林振興局農畜産課農産園芸担当による、ＪＡえびの市の育苗・集出荷施設等調査を

実施しました。

えびの市では、市内全域での稲作が４年ぶりに可能となり、県内有数の米どころとして今後の期待を集め

ているところですが、今回の調査は、その一翼を担うＪＡえびの市の関連施設を訪れて整備状況などを確認

するもので、市の担当課職員も参加し、ＪＡのスタッフから詳しい説明を受けながら行いました。

①白鳥育苗センター

昭和50年代に整備された施設で、育苗プラントに自動で播種を行うラインが稼働。播種能力は１時間当

たりプラント約700枚。敷地内の最大育苗数は約４万５千枚。

②精米センター

色彩選別機や金属探知機等を導入し、年間で900～1,000トンを処理。パッケージ規格は、300ｇ、500ｇ、

１ｋｇ、２ｋｇ、10ｋｇがあり、白米、玄米のほか米粉の加工処理も可能。

③野菜集出荷場

平成８年に当施設の１箇所に集約。現在共同選果を行っているピーマンは、４月末から11月末までの時

期に18名の生産者が約180トンを出荷。キャベツ等を保管する貯蔵施設を併設。

［振興局］
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えびの市飯野地区「お弁当の日講習会」が行われました！

五感で食べものを味わう親子教育が行われました！

７月１１日に、食育ティーチャー小川紘未さんによる五感で食べものを味わう親子教育が、小林市

内の小学生と保護者を対象に行われました。マスタードシードというアブラナ科の種子をそのまま用

いて、食感も風味も楽しむことができるマスタードを作りました。

また、「いただきます」という言葉の意味を考えることで、農業や人との関わり、食べものの大切さ

についても学びました。

※『食育ティーチャー』は、地域に根ざした食育・地産地消活動の牽引役として、みやざきの食と農を考える

県民会議が選定・育成し、登録している方々です。食生活改善推進員、管理栄養士、農林漁業者など、

西諸県地域支部で現在９名を登録しています。

[振興局]

７月９日に、食育ティーチャー今山麻貴さんと飯野高校生活文化科の２年生２１名による、えびの

市飯野地区小中高一貫教育 体の向上部会「お弁当の日講習会」が行われました。今回の講習は、

今山さんをメインとして高校生が教える側に回り、飯野中学校の３年生を対象に、飯野高校の調理

室と飯野中学校の調理室をオンラインで中継しながら活動しました。

高校生は、調理方法を教えるだけでなく、地産地消と食品ロス削減というテーマをわかりやすく伝

える工夫を施し、中学生は、食について楽しく学び、興味・関心を高めました。
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[小林保健所]
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「牛の見方」 研修会を行いました！

来年の１０月６日から１０日にかけて、鹿児島県で第

１２回全国和牛能力共進会が開催されますが、西諸県

地域でも生産者や関係団体が一丸となって、出品準備

が進められているところです。

そこで、県の畜産関係職員も「チーム宮崎」の一員と

して少しでもお役に立てるよう、まずは牛を見る目を養

おうと、畜産試験場において、肉用牛部の職員を講師

に、西諸県農林振興局や西諸県農業改良普及センタ

ー及び畜産試験場の若手職員を対象とした「牛の見

方」の研修会を開催しました。

研修会では、牛体測定の方法や審査標準に沿った

牛の見方について、熱心に学ぶ姿が見られました。

牛の見方は、一朝一夕で身につくものではありませ

んが、このような研修の機会を通じて、職員のスキル

アップが図られればと思います。

[畜産試験場]

【 研修風景 】

【 測尺実習 】

畜産物のポイ捨てはやめましょう！

豚熱及びアフリカ豚熱は、強い伝染力と高い致死率

が特徴の豚の病気です。発生した農場の豚は、法的

に殺処分されるため、畜産業への影響は甚大なもの

となります。

国内の養豚農場でも発生が継続的に確認されてお

り、野生イノシシへの感染も拡大しているため、本県も

警戒が必要です。

豚熱及びアフリカ豚熱を発生させないために、養豚

農家では、施設等の衛生管理と豚の健康観察を行っ

ています。わたしたちがキャンプ場等の行楽地におい

て、ウイルスに汚染された畜産物の食べ残しをポイ捨

てすると、それを捕食した野生動物を介して農場への

感染拡大につながる恐れがあります。野外での畜産

物のポイ捨てはやめて、大切な家畜を守りましょう。

ひなたＭＡＦｉＮ https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp より



7

教科書展示会を開催しました！

文部科学省の教科書検定に合格した小学校、中学

校、高等学校、特別支援学校の教科書の展示を行う

「教科書展示会」（主催：宮崎県教育委員会）が、６月

１１日（金）から２８日（月）までの期間に県内８地区で

開催されました。

本展示会は各地区において、毎年１回、６月から７

月までの間に一定期間実施しており、小林・西諸県地

区は、６月１１日（金）から２５日（金）まで小林市立図

書館を会場に開催しました。誰でも手にとって教科書

を見ることができます。

本年度は約３００名近くの多数の来場がありました。来場者からは、「地域の子どもたちがどんな教科書で

学んでいるのか知る機会をつくっていただき、とても嬉しい展示会です。」 「ｗｅｂリンクも多く取り入れ、ＩＣＴ活

用も主体的に行えるようになっていると感じた。」等の感想が寄せられました。

私たちが子どもの頃に使っていた教科書とは、ずいぶん違ってきています。来年度も、同じ時期に実施され

る予定ですので、ぜひ、会場にお越しいただき、子どもたちがどのような教科書で学習しているのか見てみて

ください。

[南部教育事務所]

＜えびのエコミュージアムセンター企画展＞

～ ２０２１年昆虫企画展 ～

観察、採集、標本作成のしかたを学ぼう♪

昆虫の魅力をはじめ、昆虫の観察・採集・標本

作成の方法をテーマとして、霧島山の大切な住人

でもある「昆虫」のことについて、より理解や知識

を深めることができる企画展です。

少し難しい内容もあります。お子様の自由研究

の材料としてはもちろん、大人の方も一緒になっ

て楽しく学べる展示です。

開催は８月31日（火）まで。入館無料です。

えびのエコミュージアムセンター

えびの市末永1495-5 TEL 0984-33-3002
開館時間 9:00～17:00
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飲酒運転の悪影響

・周囲に対する注意力が鈍る

・判断力や視力が低下し、危険を見落としやすくなる

・ブレーキ等の反応が遅れる

・気が大きくなり、ルールを無視したり、無謀運転をする

酒が残っていると感じたら、絶対に運転しない。

携帯電話やスマートフォン等に、突然、

「○億円が当たりました」

などと高額な金額の当選を告げるメールを送り、

・手数料等として金銭を要求する

・通帳等の番号や個人情報を聞き出す

うそ電話詐欺が発生しています。

こんな言葉が出てきたときは・・・・

まずは詐欺を疑い、誰かに相談しましょう！！

飲酒運転の根絶！
飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしに比べて約８倍

ちょっと寝たから大丈夫は×、「二日酔い」に要注意

・「睡眠をとったから酒が抜けた」は間違い

・４時間睡眠をとった場合のアルコール濃度は、

眠らなかった場合の約２倍

「●億円が当選しました」の
メールにだまされないで！！

◆「当選金を受け取るためには手数料が必要です」

◆電子マネーで払ってください

［小林警察署］
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小林市と東京大学先端科学技術研究センターが協定を締結

小林市と東京大学先端科学技術研究センターが包括連携協定を締結しました。６月28日には、双方をオン

ラインでつなぎ、宮原市長と神崎所長によるリモートでの協定締結式が行われました。

東京大学先端科学技術研究センターは、昭和62年に設立された研究所で、理工系の先端研究部門をはじ

め社会科学やバリアフリー、環境・エネルギーなど、異分野が融合した多彩な研究活動を行っているほか、産

学官の連携による様々な課題解決や研究交流などにも積極的に寄与している学術機関です。

小林市との協定締結は県内の自治体では初めてで、人口減少対策、地域産業の発展、健康・教育の充

実、活力ある個性豊かな地域づくりといった、市による地域振興に向けた取組について、東京大学が有する

情報処理分野などの先端科学技術を活用しながら、市の若手職員を中心とするプロジェクトチームが主体と

なって課題解決を進めていくことにしており、今後の成果が大いに期待されます。

[西諸県地連協 （協力：小林市）]

ＪＡこばやし酪農部会が牛乳・乳製品の消費拡大ＰＲを実施

６月18日、ＪＡこばやし酪農部会から代表者

の２名（大山副会長及び黒木監事）が小林市役

所を訪問し、牛乳・乳製品の消費拡大をＰＲし

ました。

この訪問ＰＲは、６月第３日曜日の「父の日」

と、牛の乳（ちち）とを掛けて、毎日がんばって

いるお父さんに元気の源になる牛乳をプレゼン

トすることで牛乳の普及を図ろうと、全国的に展

開されている「父の日に牛乳を贈ろうキャンペ

ーン」の一環として実施されたものです。

新型コロナウイルスの影響もあり、牛乳の消費が低迷している現状などから、安全で安心な地元産の牛乳

をみんながたくさん飲むことで酪農経営を応援するとともに、地産地消の促進にもつなげたいとの願いを込め

て、宮原市長に牛乳が贈呈されました。

[西諸県地連協 （協力：小林市）]
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ひなもりオートキャンプ場に新しいキャビンが完成

ひなもりオートキャンプ場（小林市）に４棟の新しい木造

キャビンが完成し、７月３日（土）から一般への供用が開

始されました。

霧島錦江湾国立公園内に広がる総面積310ｈａの「宮

崎県ひなもり台県民ふれあいの森」の中にあるひなもり

オートキャンプ場は、平成10年７月に整備され、環境・施

設・サービスが良好であるとして、九州で唯一ＪＡＣ（日本

オートキャンプ協会）の「４つ星」認定を受けた、定評のあ

る屋外レクレーション施設です。年々人気を集め、利用者

も増えています。

県民ふれあいの森の魅力創出の一環として、「新しい

生活様式」に対応したモデル施設の整備が計画され、自

然に触れることによる癒やしの機会の増進やリモートで

の森林環境教育の充実、企業等のワーケーションの促進

などを図るほか、全国でも数少ない「５つ星」認定キャン

プ場を目指して誘客を拡大すべく、県産材を活用した新し

いキャビンの建築が進められていたものです。

「ひなたキャビン」と名付けられ、キッチン、トイレ、浴室を含む必要最小限の生活空間にウッドデッキが備え

られた９坪のシンプルな小型キャビンは、それぞれ県内の業者が独自のコンセプトで設計や建築を担当して

おり、１棟ごとに個性的な外観や内装を有しています。

前評判も高く、６月から始まった予約受付は好調で、４棟とも週末を中心に続々と予約が入っているというこ

とです。

１号棟の紹介

コンセプト 「眠りに就く一瞬までひなもりを感じて欲しい」

（設計：ｎ＋設計事務所／施工：坂口建設（株））

▶ ロフトにある大きな天窓を通して、山々や空とともに非日常の時間をゆっくりと過ごせます。
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２号棟の紹介

コンセプト 「デッキに腰掛けてひなもりのゆったりとした時間を楽しんで欲しい」

（設計：メイ建築研究所宮崎／施工：（株）渡部工務店）

▶ 思わず座りたくなる広いデッキを備え、室内にいながら心地よい開放感を実現しました。

３号棟の紹介

コンセプト 「ひなもりに突如あらわれた大きなタープ」

（設計・施工：（株）坂下組）

▶ エッジの効いた高い天井と全方位に開いた窓で、ひなもりの風を感じることができます。

４号棟の紹介

コンセプト 「ひなもりのキノコキャビン」

（設計：慎設計事務所／施工：（株）西尾組）

▶ スギ材の内装と対面キッチンを採用し、仲間と過ごす癒やしの空間を演出しています。

（資料提供：県森林経営課森林管理推進室、協力：小林土木事務所、取材協力：ひなもりオートキャンプ場）



に真鯛、３０日に地頭鶏を提供しました。

　～私たちにできること～　県内の生産者の方々を支え、地域の経済を守って行くために、今私たちができる

　こと。それが地産地消で応援することです。“知ろう”　“使おう”　“広げよう”をスローガンに、できることから

　少しずつ始めましょう！

と、給食だよりで家庭にも呼びかけられました。今後も魚（カンパチ）などが給食に提供される予定です。

▲この日のメニューは、地頭鶏の照り焼き丼

　　　　　　　　トッピングにきざみのり☆

　　　▲子どもたちに大人気の魚のピリ辛ソース

　　　　今回は延岡市で育てられた鯛！

　◀生産者の方からのメッセージ
　　（一部抜粋）が当日放送で

　　流されました。

  [西諸県地連協（協力：小林市）]

県産農畜水産物応援消費推進事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外食などでの消費が特に大きく落ち込んでいる食材を、学校

給食で子どもたちにも食べてもらおうと、小林市内の給食センター（小林・東方・野尻）では昨年同様宮崎県

産の農畜水産物を使用した献立を提供しています。このうち、小林東方学校給食センターでは、６月１６日

13
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えびの高原荘がリニューアルオープンしています！

令和２年度中は休業が続いていた「県営国民宿舎え

びの高原荘」が、新たな指定管理者によってリニューア

ルされ、令和３年度から「ホテルピコラナイえびの高原」と

して営業開始されています。

行き届いた設備やサービスがあらかじめ整えられた、

ハイクラスの快適なキャンピングを満喫できるという、近

年アウトドア愛好家からも注目を集めている「グランピン

グ」が取り入れられるなど、標高1,200ｍの立地で豊かな

自然を満喫しながら、えびの高原の魅力をゆっくりと楽し

むことができる観光スポットとして、脚光を浴びています。

名付けられた「ピコ ラナイ」とは、ハワイ語で「天空にあるベランダ」を意味するとか。４月３日には、ホテル

内で記念式典とテープカットが催され、山と空を臨む特別なリゾート空間への扉が華々しく開かれました。

ホテルピコラナイえびの高原

https://ebinokogenso.com 〒889-4302 えびの市大字末永1489 TEL 0984-33-0161

[西諸県地連協（協力：えびの市）]

令和３年の霧島連山夏山開き

「霧島連山夏山開き」は、毎年４月の第２日曜日に開催さ

れています。令和３年は４月11日（日）に、山岳関係者など

がえびの高原に集まってソーシャルディスタンスをとりなが

ら開かれ、安全祈願が行われた後、参加者による清掃登

山が実施されました。

すでに夏山登山の本格的なシーズンを迎えていますが、

コロナ感染拡大対策を忘れずに徹底し、マナーを守って楽

しみたいものです。
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夏の風物詩 「夏越の大祓」 ～ 霧島岑神社

６月30日、霧島六社権現のひとつ霧島岑神社（小林市細野）において、夏越の大祓（なごしのおおはらえ）

が執り行われました。

古くから、暦の節目となる６月（夏越）と12月（年越）の晦日には、気持ちを新たにして健康で穏やかに過ご

すことができるようにとの祈りを込めて、各地の神社で心身の不浄を清める大祓の神事が行われます。

夏越の祓では、茅で編み上げた、人の背丈ほどの大きさの輪を参道などに立て、輪をくぐることで前の年越

からの穢れを落とし、次の年越までの無事を願う 「茅の輪（ちのわ）くぐり」 という儀式があります。

霧島岑神社でも神事に続いて茅の輪くぐりが行われ、参拝者が宮司の後について順番に茅の輪をくぐって

回り、身を清めました。

最後に氏子による獅子舞が奉納され、勇壮な演舞が披露されるとともに、参拝者の頭に噛みつく（神付く）

厄除けも行われました。

霧島岑神社では、「水無月の 夏越のまつり する人は 千歳の

寿命（よわい） 延ぶというなり」 という歌を唱えながら、「真茅の

輪」を神殿に向かって左回り・右回り・左回りに３回くぐるという作

法で災厄を祓い、身を清めます。

また、神事では、形代（かたしろ）と呼ばれる、身代わりとして人

の形に切った紙に、悪いものを託して祓う儀式も行われます。

[西諸県地連協]


