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令和３年度にしもろサップ冬期大会を２年ぶりに開催

12月23日、西諸県農業改良普及センターにおいて、にし

もろサップ会員８名をはじめ関係機関や農業経営指導士

など36名が出席する中、令和３年度にしもろサップ冬期大

会を開催しました。

にしもろサップは、小林市とえびの市のＳＡＰ会議で構成

される青年農業者組織で、農業経営改善や地域農業の発

展に向けた実践活動を通じて学修と会員相互の研鑽に努

めています。

大会では、プロジェクト発表の部に３名、１人１課題プロ

ジェクトの部に５名の会員が、今年度取り組んだ内容を資

料にまとめ、成果発表を行いました。会員からの取組報告

は今回で14回目となりますが、「みんなのプロジェクト」として冊子化し、情報共有しました。

プロジェクト発表の部の３名は、２月に開催予定の県ＳＡＰグランプリに出場することになります。

新型コロナウイルスの影響で２年ぶりの開催となったにしもろサップ冬期大会ですが、ＳＡＰ会員と関係機

関等とによる積極的な情報交換ができた充実した大会となりました。

【 ２年ぶりに開催の冬期大会 】

令和４年高原町賀詞交歓会が開かれました

仕事始めの１月４日、高原町内商工業などの関係者が集い、新年

の幕開けを共に祝って交流を深める場として、令和４年高原町賀詞

交歓会が開かれました。

例年は高原町商工会にて盛大に行われるところですが、新型コロ

ナウイルス感染対策のため、昨年に続き狭野神社敷地内を会場とし

て、屋外で小規模に開催されました。

晴天に恵まれた当日、境内の澄んだ空気に包まれた中で、参加

者は静かに年始のご祈祷を受け、あいさつを交わしました。

［振興局］

［普及センター］
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味覚の授業 が行われました！

１０月２２日から１１月３０日にかけて、西諸県地域の小学校７校で味覚の授業が行われました。

味覚の授業とは、フランス由来の教育活動である 「味覚の一週間 」 の中心的な行事の一つで、味の基

本となる５味（酸味・塩味・甘み・うまみ・苦み）について学び、味わうことの大切さや楽しさに触れる体験型の

食育講座です。

今回は、希釈した酢、塩、砂糖、グミ、出汁、チョコレートがサンプルとして用意され、参加した子どもたちが

それぞれの匂いや食感のほかに、講師のシェフの指示に従って鼻をつまんだり、味を組み合わせたりしなが

ら、味覚の変化を調べました。

授業終了後はたくさんの質問が寄せられ、子どもたちの食に対する興味・関心が高まったことがうかがえま

した。また、味覚の感じ方は人それぞれで違いがあり、年齢や習慣によっても変化することを知るとともに、味

覚を 「育てる」 ことを学び、これからの食への関わり方について考える機会ともなりました。

※ 「味覚の授業 」 及び 「味覚の一週間 」 は商標登録されています。

®
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［振興局］
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～九州自然歩道（霧島山麓コース）御池周回線の復旧工事完了～

九州自然歩道（霧島山麓コース）御池周回線は、西諸県郡高原町の南部、都城市との行政界に位置する

御池（火口湖）を周回する歩道でありますが、その上部は約３０ｍの急崖となって形成されており、降雨等に対

して脆弱な地形を呈しています。

このため、ここ数年頻度が増している豪雨により斜面が浸食されて大量の雨水が浸透し、それが飽和状態

となって山腹崩壊が複数箇所で発生。倒木や崩落した土砂が歩道をふさぎ通行不能となっていました。この

たび、着手していた復旧工事が完了し、再び通行できるようになったことをご報告します。

西諸県地域に足を運ばれた際は、休憩を兼ねて冬の御池を散策されてはいかがでしょうか。

【 復旧後 】【 復旧前の倒木等 】

［振興局］
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アグリ★レベルアップセミナーでスマート農業を研修

11月10日、西諸県農業改良普及センター及び畜産試験場を会場に、認定農業者等を対象とした西諸県地

域担い手育成研修会（アグリ★レベルアップセミナー）を開催しました。

今回は、次代を担う先進的な農業人材の育成をテーマとした内容で、先端技術を取り入れたスマート農業

の導入や、データ分析を活用した労務管理などについて、講演及び実演会を行いました。

講演では、都城市の（有）新福青果で社長室長を務める栗原貴史氏を講師に招き、栗原氏に同法人の取

組事例を紹介いただきました。

（有）新福青果は、県南・県央地区にある直営農場を拠点とする農業生産法人で、ロボットトラクターなどの

導入によるスマート農業の技術実証に取り組むほか、栽培情報等のデータ化、システム化をいち早く進め、雇

用人材や経営資源の効率的な活用につなげています。栗原氏はそれらのマネージメント業務の中心的な存

在として活躍されており、自らの経験を交えながら、取組手法や成果について詳しく説明されました。

続いて屋外に場所を移し、農業用ドローンとロボットトラクターの活用について、オペレーターの解説による

実演会を行いました。

農業用ドローンの実演機は、農薬散布や播種を主な用途としたもので、自動で航行するモードへの設定機

能を搭載。また、ロボットトラクターもＧＰＳによる位置測定を自動で行うことで、ほ場内での自立走行ができる

仕様になっており、いずれも作業に要する労力や時間の圧縮が期待されます。

なお、実演会場となった畜産試験場では、それぞれの機械について数名の職員が運転資格を取得してお

り、場内で行われている実機を使った省力化等の運用試験についても説明がありました。

［振興局・普及センター］
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宮崎県コントラクター等協議会研修会を畜産試験場で行いました！

１月１１日に、宮崎県コントラクター等協議会の研修会

が畜産試験場で行われました。今回は、「飼料生産分野

におけるスマート農業の取組」をテーマにロボットトラク

ターやドローンを用いた研修会が行われました。

畜産試験場では、飼料生産分野における無人化や省

力化の試験研究に取り組んでいることから、その内容に

ついて紹介を行いました。その後、現地圃場でロボットト

ラクターによる刈り取りやドローンによる播種等の実演を

行いました。

参加者からは「近い将来の飼料生産の取組を見るこ

とができ、大変参考になった」、「今後生産コスト等につ

いても検証してほしい」等の意見をいただきました。

今後も飼料生産の無人化や省力化につながる試験研

究に取り組み、畜産経営の一助になるデータ等を提供し

ていきたいと思います。

[畜産試験場] 【 現地研修会の風景 】

【 屋内の研修風景 】

今シーズンも全国で高病原性鳥インフルエンザの発

生が相次いでおり、県内においても採取された野鳥糞便

にウイルスが確認されるなど、農場での発生リスクが高

い状態が続いています。

そこで県では、発生予防のために家畜伝染病予防法

第９条に基づく緊急消毒の実施を命じており、その支援

措置として、養鶏農家の皆様へ消毒用の石灰を配付し

ています。

西諸県管内においても、県、市町及びＪＡの協力のも

とで12月から準備を始め、124農場を対象に１月12日ま

でに受け渡しを行いました。

まだしばらくの間は予断を許さない状況が続きます

が、鶏舎まわりや農場境界などでの消毒に活用していた

だき、発生予防に役立てばと考えています。

[振興局]

養鶏農家の皆様へ消毒用の石灰を配付しました
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※事故を起こさない（あわない）ために・・・

国道２６８号で重大事故多発！

☆最近の国道268号での重大事故

R3 10/27 04:40頃 正面衝突の事故で、軽乗用車の運転手が重体

R3 12/11 10:10頃 追突事故に巻き込まれた歩行者が死亡

R4 1/17 18:00頃 道路横断中の歩行者が普通車にはねられ死亡

うそ電話詐欺の被害にあわないために
～犯人からの電話に出ない作戦！！～

作戦１
いつでも留守番電話

犯人は自分の声が録音されることを
嫌がります。在宅時でも常に留守番電
話にして相手が誰なのかを確認してか
ら電話に出ましょう。
ナンバーディスプレイを使って相手

の電話番号を確認するのも効果的です。

作戦２
優良防犯電話の活用

全国防犯協会連合会が推奨する優良
防犯電話には、
・会話を録音する
・「詐欺被害防止のために会話を
録音します」等の警告が流れる

のような機能がついています。

作戦３
自動通話録音機の活用

宮崎県警では、県内の高齢者（おおむね６５歳以上の方）
が住んでいる世帯を対象に、無償で自動通話録音機の貸出
しをしています。今お使いの固定電話に接続
するだけで、気軽に利用していただけます。
貸出しには規定の要件や期間がありますの

で、詳しくはお近くの警察署までお問い合わ
せください。

［小林警察署］
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「中山間盛り上げ隊」 がえびの市で地区の美化活動をお手伝い

県内各地の中山間地域では、過疎化や高齢化に伴っ

て、集落内の草刈りなどの共同作業や地域行事を担う人手

の確保が大きな悩みとなっています。そこで、困っている地

域の要請に応えるため 「中山間盛り上げ隊」 が組織され、

ボランティアで支援活動を行うとともに、その活動を通じて

交流の促進や地域の活性化に貢献しています。

12月４日（土）、えびの市上向江地区において、上向江自

治会による除草・竹やぶの伐採が行われました。年越しを

控えての地域住民による美化活動で、派遣依頼を受けた中

山間盛り上げ隊も事務局を含めて計６名が参加して、作業のお手伝いをしました。

当日は好天に恵まれ、まさに作業日和となりました。朝の日差しの中、まず道の駅えびのに集合・合流し、

検温と消毒を実施。続いて地区の公民館へ移動して、午前９時から全体ミーティングを行いました。

作業内容や役割などを確認した後は、いよいよ現場となる近くの竹やぶに入り、伐採ポイントを打ち合わせ

して作業を始めました。竹やぶの脇には共同墓地があるため、切った竹がお墓側に倒れないようにロープを

使って竹を引っ張りながら一本ずつ慎重に伐採。切った竹は２メートル間隔で裁断し、所定の場所に撤去して

いきました。

水分補給と休憩を挟みつつ、作業は正午ごろに終了。公民館に戻って参加者でお弁当を囲み、午後１時に

無事解散となりました。

中山間盛り上げ隊の派遣については、県から委託を受けている運営事務局が架け橋役となって調整して

います。詳しくは、下記にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

・ 運営事務局（児湯・西部地区） （株）アイロード 電話：０９８５－２３－３４４３

・ 中山間盛り上げ隊ホームページ https://www.chusankan.net/moriage/

[西諸県地連協]

【 作業の様子 】

【 公民館前で記念撮影 】
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「地域日本語教室ＫＩＺＵＮＡ」 で活発に多文化共生を展開

小林市の外国人市民は技能実習での在留を主として

年々増加しており、10年前のおよそ２倍となっています。

県内市町村では３番目に多く、地域で暮らす多数の外国

人市民のコミュニケーション・交流を支援しようと、市では

「地域日本語教室ＫＩＺＵＮＡ」が開催されています。

これは、「生活者としての外国人」を対象とした日本語

教室の普及を目指す文化庁の「地域日本語教育スター

トアッププログラム」を県内で現在唯一活用している事業

で、国際社会に開かれた誰もが住みやすい地域づくりに

向け、市を挙げて取組が進められています。

「地域日本語教室ＫＩＺＵＮＡ」は、昨年11月から今年２月にかけての全７回にわたる対話交流型の講座で、

日本語教育を学んだ経験のある小林市在住の中国人女性と日本語教師の２人を講師に、自己紹介、日本の

祭り・文化、防災、医療・病院、料理など毎回様々なテーマを掲げて開かれています。

12月４日に実施された第３回講座では、「外国人のための防災セミナー」

と題し、平成28年の熊本地震を体験した外国人からオンラインで当時の体

験談を聞いたほか、日本で災害に見舞われたときにどうするかを全員で話

し合いました。教室の本来の目的であるコミュニケーション・交流を深めると

ともに、外国人市民にとっての防災のあり方を考え、不安や悩みを相互に

理解する機会となりました。

毎回15名程度の受講生が参加し、熱心に学んでいるこの日本語教室と並行して、（公財）宮崎県国際交流

協会の主催による、小林市在住・在勤者を対象に日本語教育のボランティアを養成する「地域日本語教育サ

ポーター養成講座」も開催されています。その受講者が日本語教室に実践参加する回もあり、活発な多文化

共生理解の場となっています。

[西諸県地連協（協力：小林市）]

【 地域日本語教室ＫＩＺＵＮＡ 】
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高原町鹿児山地区で中学生たちがそば刈りを実施

のどかな田園風景が広がり、眺望のよい高台に

「おてらんば展望台」が設置されたことでも知られ

る高原町西麓の鹿児山地区で、令和３年秋、赤花

そば（高嶺ルビー）の種まきが行われ、生育したそ

ばの花で展望台周辺や近くの県道沿いの畑一面

が鮮やかな赤い色に染まりました。

その後、11月25日（木）には、町立高原中学校

の２年生や先生方など約90名が参加して、実をつ

けたそばの刈り取りが行われました。

今回の生徒たちの手によるそば刈りは、高原町が推進しているふるさと教育の一環として実施されたもの

です。鹿児山地区が植栽活動などを通じて力を入れている、地域住民の世代間交流や活気のある町づくりに

ひとつのきっかけをつくるとともに、生徒たち自身にとっても、学校や家庭ではなかなかできない体験を仲間と

一緒に楽しみながら、地元の魅力を学ぶ貴重な機会となりました。

なお、当日は、あじさいの植栽も行われました。地区では、平成28年から少しずつ数を増やしながら植栽が

続けられており、花が豊かに咲き誇る美しい町になればとの願いが込められています。

［西諸県地連協］
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◇趣 旨◇ しいたけ菌の接種・原木の伏せ込み作業等を行い、森と食文化に関する
理解を深める。

◇主 催◇ 宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森

◇日 時◇ 令和４年２月１９日（土）

9:30 10:00 10:30 12:00

日 受 研 修 駒打ち体験 解

程 付 散

◇会 場◇ ひなもりオートキャンプ場
宮崎県小林市細野字山中之前５７３９－１４
℡０９８４－２３－８１００

◇経 費 等◇ 無料：参加費
有料：原木１本４００円（種駒含む） ※一人３本まで

◇申込方法◇ 電 話
※申込順で、定員５０名（原木数１５０本）になり次第締め切ります。

(１)受付時間 午前９時００分～午後５時００分
(２)電話番号 ０９８４－２３－８１００

◇案 内 図◇

○小林市役所
至えびの市（国道２２１） 至宮崎市

○ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ
（宮崎自動車道）
○小林ＩＣ ○高原ＩＣ

至都城市

☆ひなもりオートキャンプ場

ひなもりオートキャンプ場

予約専用電話 ０９８４－２３－８１００

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｉｎａｍｏｒｉ．ｊｐ

◇そ の 他◇ 新型コロナ感染状況等により、企画内容を急遽変更・中止させて
いただく場合があります。
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日本最南端の屋外アイススケート場が営業中！

冬本番を迎え、ウィンタースポーツが盛んな時期となりまし

た。厳しい冷え込みから気温が氷点下にもなる寒冷地のえび

の高原では、このシーズンに合わせて恒例の屋外アイススケ

ート場がオープンしています。

ぐるりと豊かな自然に囲まれた開放的な銀盤に出かけて

みませんか。

※ 今季は新型コロナの感染症対策として、滑走者450名まで

の入場制限が行われています。また、感染防止と安全のた

め、マスクと手袋の着用をお願いします。

[西諸県地連協]


