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出の山淡水魚水族館に花で彩るディスプレイをデザイン

夏休み前の７月５日、西諸県農業改良普及センターにおいて、出の山淡水魚水族館（小林市）のディスプレ

イ設置についてのデザイン企画プレゼンが実施されました。

これは、小林市内の鉢苗生産者（西諸県地区花き振興会）が提供する花材を使い、南九州大学の学生が

デザインして、同水族館前のスペースに花で彩るディスプレイを作り上げるもので、地元生産の花を活用して

観光施設のにぎわいを創出するための、生産者×大学×観光施設のコラボによる取組です。

プレゼンでは、南九州大学環境園芸学部の学生から２案が出され、検討の結果、水族館と溶け込みやすい

題材をテーマとした「アクアリウムガーデン～フォトスポット～」の案が採用されました。アクアリウムをモチー

フに、魚などの水生生物を模した涼しげな飾り付けを加えるデザインで、考案した学生たちによって７月19日

に設置、披露されました。

このユニークなディスプレイは、８月の夏休み期間中も継続して展示され、撮影スポットとして人気を呼んで

いました。取組を通じて、観光施設の魅力アップと花の需要拡大の相乗効果が期待されます。

【 デザイン企画プレゼンの様子 】 【 設置されたディスプレイ 】

農林振興局で家畜防疫体制強化研修を実施

令和２年度の冬期は全国各地で高病原性鳥インフルエン

ザの発生が相次ぎ、県内だけでも12例に上りました。このう

ち西諸県管内では２例発生し、現地農場での埋却や防疫作

業、消毒ポイントの設置・運営など、畜産関係機関を中心に

対応に追われました。

その経験を踏まえ、まもなく到来する今年の発生シーズン

に備えるため、８月27日に西諸県農林振興局内で 「家畜防

疫体制強化研修」を実施しました。

研修では、昨シーズンの２例を参考に、時系列での防疫対応を整理し、現地対策本部における各班の役割

や作業手順、情報の伝達経路、課題への対応などを詳細に確認しました。

現在、国において畜舎の飼養衛生管理基準等の改正などが進められているところであり、振興局としても

発生の予防と、発生に備えた体制の強化を図ることとしています。

［振興局］

［普及センター・振興局］
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キジの放鳥を実施しました！

古来から和歌や民話などにも登場するキジは、本州から九州にかけての比較的人里に近い草地や農耕地

などで見られる留鳥（１年中ほぼ同じ地域に生息する鳥）で、昭和22年には国鳥に選ばれるなど広く親しまれ

ています。その生息数を維持し、鳥獣保護意識を啓発するため、県では毎年８月から９月の間、生息環境に

適した場所への計画的なキジの放鳥を実施しています。

西諸県地域においても、小林市（小林・野尻・須木）、えびの市及び高原町で合計100羽の幼鳥を放しまし

た。放されたキジたちは、それぞれが目指す方角へ勢いよく飛び立っていきました。周囲の豊かな自然環境

に早く馴染んで、たくましく育ってほしいと願っています。

［振興局］

広域連携ワーキンググループで地域振興策について協議

人口減少やコロナ禍といった社会環境の大きな変化のもとでも地域の活力を維持するべく、関係する市町

村が共通認識を持ち、アイデアを出し合いながら、地域特有の価値や魅力、強みを生かした広域的な地域振

興策を築くため、県中山間・地域政策課の事業による「広域連携ワーキンググループ」が実施されています。

８月23日には、西諸県地域２市１町の関係職員等をオンラインで結び、テレビ会議方式でディスカッションが

行われました。その中で、田園風景と霧島山の景観をポイントに置いた西諸県地域の誘客促進をテーマに、

そこで育まれた自然や歴史・文化をピックアップし、それらをどのように絡めて押し出していくか、長時間にわ

たって意見が交わされました。今後も継続的に実施され、検討・調整が重ねられた後、年度内には具体的な

取組計画がまとめられる予定で、これからの展開が期待されます。

［振興局］
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ドローンの活用に向けて －森林組合による実演と説明会－

７月29日、西諸地区森林組合連絡協議会幹事会及び

西諸地区山会議作業部会の合同会議が開かれ、市町等

の関係者が集まって、ドローンの説明と実機を用いた実

演、操作体験が行われました。

近年では、小型かつ飛行安定性の高いドローンの技術

が進み、様々な分野に普及しつつあります。農林業分野に

おいても、現場での人手不足や作業の困難さからドローン

の活用が注目されており、農場や山林での安全で効率的

な作業の実現に加えて、電子機器を積み込んでの精密な

調査や測量などへの応用も始まっています。

今回実演されたのは、森林組合が導入した、運搬用のウインチ搭載型モデルと、空撮用の高解像度カメラ

搭載型モデルの２種類です。

運搬用ドローンは、物資を抱えて飛行する能力が必要なため、サイズは約１ｍと大きく、重量は10ｋｇほどあ

りました。ウインチによる最大搭載重量は８ｋｇで、小型の資材を軽々と上空へ引っ張り上げていました。説明

では、国有林における防護柵用ポール、鹿ネット、スギ苗の運搬が活用例として挙げられました。

一方の空撮用ドローンは、サイズが約30ｃｍ、重量は１ｋｇ前後で、機動性に優れ、機体の視点映像をコント

ローラー側の端末で鮮明に見ることができました。今後の活用としては、森林の現況確認、画像処理した空撮

写真による境界確認、ＧＰＳと組み合わせた測量などがあるということでした。

農林業など産業分野において、大きな可能性を秘めたドローンのさらなる有効活用が期待されます。

【 運搬用ドローン 】

【 空撮用ドローンとコントローラー 】

【 資材を運ぶ様子 】

【 操作体験の様子 】

［振興局］
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「治山事業」 の推進について

１ 治山事業とは

治山事業は、山地が原因となる災害から県民の生命財産を守り、森林の維持造成を通じて、水源

のかん養、生活環境の保全形成を図っていく目的で実施する事業です。近年、局地的な集中豪雨や

大雨による山地の崩壊、土石流、地すべり等の災害が多発し、人命・財産に甚大な被害が及んでい

ます。

このような被害を少しでも減らすため、国・県・市町村等では、地域住民の防災意識の高揚を図る

ことを目的にポスターの掲示、パンフレットの配布、新聞への掲載などを行っておりますが、今回、令

和２年度事業にて完成した治山工事をご紹介したいと思います。

２ 令和２年度治山工事の事例

【えびの市 峯崎地区】 流路工・山腹工

【小林市 大原地区】 山腹工

［振興局］

（完成後） （着工前 被災後）

（着工前 被災後）（完成後）
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西諸県地区茶業振興協議会の設立総会開催

８月６日、ＪＡこばやし本所において、西諸県地区

茶業振興協議会の設立総会が開かれました。

これまで西諸県地域には、市町ごとに茶部会が設

置されているなど複数の生産者組織が存在していま

したが、近年の茶業情勢は一段と厳しさを増している

ことから、今後は地域内の生産者が集まって一体的

に対応していく必要が生じていました。

そこで、従来よりも効率的・横断的に活動を行っ

て、生産者相互のさらなる情報共有・連携強化を進

め、生産所得の向上を実現することを目的として、地域内の組織を集約した新たな組織 「西諸県地区茶業振

興協議会」が設立されました。

西諸県農業改良普及センターでは、今後も引き続き生産者の経営安定が図られるよう、技術・経営面から

支援を行うこととしています。

［普及センター］

【 設立総会の様子 】

株式会社ミヤザキ 九州第７工場 （小林市） を県の立地企業に認定

このほど、小林市役所において、株式会社ミヤザ

キ (本社：埼玉県) 九州第７工場の立地調印式が行

われました。

同社は、昭和48年の創業以来、樹脂加工一筋の

会社で、平成４年の九州第１工場の設置を皮切りに

これまでに６工場を小林市に設置されています。

今回認定された九州第７工場は、半導体製造装置

メーカーからの求めに応じて設置されるもので、５年

後までに、既存工場を含め小林 （西諸地区） での雇

用200名を計画、また、樹脂加工業界日本一と株式上場も視野に入れられているとのこと。国内サプライチェ

ーン強化はもとより、雇用の創出、地域経済の活性化に貢献いただけるものと期待が膨らみます。

［都城総務商工センター］

【 立地調印式の様子 】
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食生活改善普及運動 ・ 健康増進普及月間を実施しました

毎年９月は、食生活改善普及運動・健康増進普及月間とし

て、健康づくりに向けた取組が全国的に展開されています。

小林保健所では、県民の健康づくりの基本指針 「健康みや

ざき行動計画２１（第２次）」 の重点課題である “野菜摂取量

の増加”に向けた取組として、管内の直売所へ、野菜たっぷり

メニューのレシピ設置を行いました。

県民の野菜摂取量は、目標に約１００ｇ 不足していま

す。野菜不足が気になる方は、ベジ活レシピをぜひご活

用ください。

＜玉ねぎの丸ごとスープ＞

＜もやしのペペロンチーノ＞

宮崎県ベジ活レシピは 外食や中食（弁当・惣菜）を利用される方は、

こちらから 野菜たっぷりメニューを提供している

「宮崎県ベジ活応援店」をぜひご利用ください。

[小林保健所]
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～障がい者福祉施設等利用者の作品展示～

西諸地域精神保健福祉協議会は、日頃より西諸地域における精神障がい者の福祉の増進

や精神保健の向上を図ることを目的に活動しております。毎年、作品展や文化交流会など、

さまざまな活動を実施しています。

第35回国民文化祭・みやざき2020、第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会に

合わせて、小林市福祉課が主体となり、身体、知的、精神障がいや障がい者への理解促進

と障がい者施設等の周知を図るため、作品展示会が開催されます。

参加事業所は15事業所で、西諸地域精神保健福祉協議会からも６事業所参加します。

各事業所の方々は、試行錯誤しながら作品制作に励んでおられます。ぜひ、素晴らしい

表現力や芸術性をご覧いただき、障がいや障がいのある人への理解をさらに深めていただ

きたいです。

◇展示場所◇

小林市文化会館（エントランスホール及びホワイエ）

◇展示期間◇

令和３年１０月１日（金）～１０月１７日（日）

※文化会館開館日及び開館時間

◇参加事業所一覧◇ ※下線は当協議会からも参加する事業所です。

日章野菊の里 障害者地域支援センター ふれあいの里 リノラ未来

あさひの里 ハッピーポパイ 障がい者支援施設 ありの実園

多機能型事業所ＴＳＵＮＡＧＵ 日章野菊の里 障害者支援センター

ゆるいとタウンとんでーの スマイルハウス 菜の花作業所

内村病院 えびの福祉作業所 地域活動センターびーだま（えびの市）

サポート友喜たかはる 西諸地域精神保健福祉協議会

★昨年度の作品★

[小林保健所]

西諸地域精神保健福祉協議会よりお知らせです！
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令和３年度小林地区「道路愛護デー」清掃活動を実施

［小林土木事務所］

私たちの日常生活や社会経済活動にとって欠かすことのできない道路が持つ役割や重
要性を再認識し、大切かつ正しく利用するため、毎年８月は「道路ふれあい月間」とさ
れ、全国各地で道路愛護思想の普及・啓発活動が実施されています。

また、宮崎県では毎月第１日曜日を「道路愛護デー」と定め、県民の暮らしを支える
道路を美しく安全に保つ運動が展開されています。

これに合わせて、８月４日（水）の午後５時過ぎから約１時間にわたり、小林市内の
国道、市道で道路愛護デーの一斉清掃活動を行いました。

当日は、夏の日差しが照りつけ、気温も３０℃を超える暑い中を、県職員のほか、小
林地区建設業協会や西諸県地区測量設計業協議会、小林地区造園組合、青友会などから
多数のボランティアの方々に御協力いただき、合計約１２０名による清掃活動を行いま
した。

今後とも、道路を常に「広く・美しく・安全に」利用していただくために、地域の皆
様の御協力をお願いします。
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警察では、このたび歩行者の交通違反に対して指導・警告を行う

「歩行者用イエローカード」

の運用を開始しました。

歩行者自身が事故に遭わないために、ルールを守りましょう！！
※イエローカードに罰則はありません。

県内のスーパーやコンビニで万引きが多発しています！！

万引きは犯罪です！！
マイバッグを使用した万引きも増加しています！！

☆マイバッグ使用の際の店内マナー☆
○店内では備え付けの買い物カゴを使いましょう
○マイバッグは精算が済んでから使いましょう
○マイバッグを店内に持ち込む際は、折りたたみましょう
○他店で買い物したマイバッグは、バッグの口を締めて入
店しましょう

歩行者にもイエローカード
歩行者事故ゼロに向けて！！

歩行者事故の約３割で歩行者の交通違反が！！

主な違反は？

信号無視 左側通行 車道通行 横断歩道外横断

斜め横断 車両の直前直後横断 横断禁止場所横断

路上での球戯やスケボー など

～令和３年全国地域安全運動の実施について～
○運動期間
令和3年１０月１１日（月）から１０月２０日（水）までの１０日間

○運動重点
全国重点～子供と女性の犯罪被害防止、特殊詐欺の被害防止
本県重点～鍵かけの徹底による乗り物対象の盗難被害防止

［小林警察署］
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包括連携協定に基づく地域課題解決プロジェクトがスタート

去る６月に、東京大学先端科学技術研究センターをパ

ートナーとして、地域課題を解決するための包括連携協定

を締結し、その後の展開が注目されている小林市で、市の

職員を中心とする２つのプロジェクトチームが立ち上がり、

それぞれ８月から動き出しました。

協定は、大学側が有する各種の研究成果や技術、学術

的な知見を活用して、市における地域づくりの取組などを

進めることが目的とされています。

入庁経験が浅い若手職員で構成されているチームでは、若い視点から小林市の未来を創造するというテ

ーマが設定され、各メンバーがヒントを得て具体的なアイデアを出し合えるよう、１回目の研修とフィールドワ

ークが実施されたところです。今後、アイデアをまとめ、大学側との調整を重ねながら、実証実験の着手につ

なぐこととしています。

市政を中心的に担う30～40代の中堅職員によるチームでは、「健康・福祉」、「人材育成」、「産業振興」及び

「まちづくり」の４つの設定テーマごとに分かれ、これまでの業務経験に基づく課題等を出し合うことにしてお

り、最初のプロジェクトチーム会議が開かれました。こちらも大学側との調整を経て、早ければ令和３年度中に

は実証実験を始める予定です。

[西諸県地連協（協力：小林市）]

【 オンラインでの協定締結式(６月28日) 】

【 第１回研修会(８月６日) 】 【 フィールドワーク(すきむらんど) 】

【 副市長からチーム長に辞令交付 】 【 プロジェクトチーム会議(８月18日) 】
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重陽の節句にちなむ菊のフラワーアレンジメントの展示

９月９日の重陽の節句（菊の節句）にちなみ、えびの市役所の正面玄関に、えびの産の菊の鮮やかなフラ

ワーアレンジメントが展示されました。

重陽の節句は「五節句」のひとつで、これらは季節の変わり目にあたり、古くから邪気を払って祝い事を執り

行う日とされています。旧暦では菊が咲く季節でもあることから、菊の節句とも呼ばれ、菊の花を飾るなどして

長命や無病息災を祈願する風習があります。

寒暖の差がある高原の気候を生かした花の栽培・出荷が盛んな西諸県地域では、その主力のひとつに挙

げられる菊のＰＲが各所で行われています。こうした取組から、秋を代表する日本の花ともいわれる菊の魅力

が広く再認識され、盛り上がりにつながればと思います。

「かぼちゃコンテスト」 に出品されたかぼちゃの展示

高原町観光協会の主催で開催されている恒例の「かぼちゃコンテスト」。 巨大な実を付ける「アトランティッ

ク・ジャイアント」や、毎年この時期におなじみとなる「ハロウィンかぼちゃ」など、食用や観賞用の苗が事前に

参加希望者に配られ、夏の間にすくすくと生育した実を持ち寄って、重さや形、色などの部門ごとにその出来

を競うもので、平成17年から実施されている人気の催しです。

新型コロナの感染拡大に伴い、皇子原公園を会場とするコンテストイベントは中止となりましたが、参加者

から出品された立派なかぼちゃたちが、高原町役場にて展示されました。

この催しは、出品のほかにも、収穫されたかぼちゃの即売も楽しみのひとつとなっており、今回は電話受付

による販売が行われました。

［西諸県地連協］

［西諸県地連協］
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ご存知ですか？ 地域の頼れる「行政相談委員」

行政相談委員は、行政相談委員法に基づいて総務大臣

から委嘱されたボランティアの民間有識者で、行政に関す

る相談や問い合わせなどを受け付け、解決のための助言

や関係行政機関への通知を行う仕事をしています。

全国のすべての市区町村において少なくとも一人配置さ

れており、幅広い世代で多様な経歴をもった委員が、住民

からの相談に応じています。また、行政相談週間（10月）に

は、全国各地で集中的に相談窓口を設け、活動を周知する

取組も行われています。

県内では、９月現在で61名の行政相談委員が委嘱され

ています。このうち西諸県地域の委員は７名で、市役所・町

役場、福祉センター等で定期的に開設される行政相談所の

ほか、自治会や地域などとの連携を通じて、行政に関する

意見・要望等を受けています。

住民から寄せられる相談事例は、公民館等を

はじめとする公共施設設備の改善、道路や標

識、工作物の補修・改善、各種の法制度や手続

きに対する照会・要望など多岐にわたり、それぞれ解決に向けてきめ細かな対応が行われています。

詳しくは、宮崎行政監視行政相談センター（ＴＥＬ 0985-24-3370）へお問い合わせください。

行政相談委員制度60周年

昭和36年に制度がスタートした行政相談委員は、以来、地域住民の身近な相談窓口としての役割を担って

きました。今年は60周年の節目を迎え、それを記念して、これまでのあゆみの紹介とともに各種の啓発・広報

活動が実施されています。

※各画像は、総務省ホームページ（行政相談、総務省広報誌）より引用

野田　進一 汐満　孝一郎

内山　民子 原田　恵利子

秋廣　浩一 高原町 湯田　秀規

山下　康代

小林市

えびの市

　　　　　　　　　西諸県地域の行政相談委員　　　　（敬称略）

【 総務省広報誌（R3.3月号) 】

［西諸県地連協］

【 YouTube 総務省動画チャンネル 】
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