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令和４年１月期子牛セリ市 （初セリ） が開催されました

１月１８～２０日に、小林地域家畜市場（小林市）において西諸県郡市畜産販売農業協同組合連合会主催

による令和４年１月期子牛セリ市が開催されました。

セリ初日には、地元選出の国会議員及び県議会議員をはじめ、小林市長、えびの市長、高原町長、ＪＡ宮

崎経済連会長、各行政機関・家畜市場の代表者出席のもと、恒例の初セリ式典が開催され、新年の挨拶や

鏡開き等のイベントが行われた後、セリが開始されました。

開催３日間で合計１，１９８頭（雌：５２７頭、去勢：６７１頭）の出場があり、子牛平均価格は、総平均７２８千

円（雌：６３７千円、去勢：７９５千円）でした。今後も引き続き新型コロナウイルス感染拡大の影響が心配され

るところですが、安定した価格となりました。

西諸県農業改良普及事業推進協議会講演会

１月７日、西諸県農業改良普及事業推進協議会幹事会の

主催で、「農業の成長産業化・10年後、20年後の農業」と題

し、宮城大学名誉教授の大泉一貫氏による講演会をリモート

形式で開催しました。

演者の大泉氏は、農政学者・地域政策学者として活躍さ

れ、グローバル経済の観点から農業経営の成長を目指す農

業改革をはじめ、地域ビジネスモデルの構築や農商工連携を

基礎に置く農業政策、地域政策への提言活動に取り組まれ

ており、農政の現状、変化の時代に求められる農業経営シス

テム、食品産業と農業の体系化等に関する貴重な講話を聴く

ことができました。

特に、農業の成長化を実現するためには、食と連携する農業システムの構築が求められるといい、フード

バリューチェーン（生産、製造・加工、流通、消費の各ビジネスがつながることで新たに生み出される付加価

値）の重要性とその優良事例等について詳しく説明され、参加者一同（約25名)にとっても、これからの地域の

農業振興や成長化を考えるにあたって大いに参考となる講演会でした。

［普及センター］

【 講演会の様子（リモートで実施) 】

［振興局］
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小林市の畜産関係施設視察調査を実施

西諸県農林振興局農畜産課畜産担当による、小林市の畜産関係施設視察調査を実施しました。

地域の基幹産業である畜産業を支える各施設の整備状況や課題などを把握するとともに、堆肥の利用促

進に向け、耕種側との連携を深めることを目的としています。当日は、関係職員が次の３か所の稼働施設を

訪れ、それぞれの現況を見ながら、現地スタッフから事業内容や経過などの詳しい説明を受けました。

①野尻町有機センター

市やＪＡ、畜産農家が出資する第三セクターが指定管理者の堆肥化処理施設で、出資農家の家畜排せ

つ物を受け入れて再利用処理を行い、有機堆肥として製品化、販売。

②小林市バイオマスセンター

家畜糞尿や食品関連工場等の食品残渣を受け入れる堆肥化処理施設。

③小林市営牧場

畜産農家の経営安定と飼養頭数の維持のため、モデル牛舎による牛の育成や登録検査、不受胎牛の

受入を実施。平成14年度から受精卵センターを設置して採卵と受精卵の供給を開始。

【 ①野尻町有機センター 】

【 ②小林市バイオマスセンター 】 【 ③小林市営牧場 】

［振興局］
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令和４年宮崎県山火事予防運動について

山火事（林野火災）は、例年雨が少なく空気が乾燥する冬場から春

先にかけて多発する傾向にあり、昨年、本県では、２９件、１２．０５ｈａ

もの林野火災が発生しました。

さて、山火事の直接的な原因にはどのようなものがあると思います

か？消防庁の統計によると、発生した山火事のうち原因が明らかなも

のでは、「たき火」が３３．１％で最も多く、「火入れ」、「放火（疑い含

む）」、「たばこ」の順となっています。

このようなことから本県では全国山火事予防運動（３月１日～３月７

日）に先駆け、１月６日から１月３１日まで 「宮崎県林野火災予防運

動」を実施しました。

この運動の一環として、西諸県管内でも小林総合庁舎や各市町庁

舎において懸垂幕やのぼり旗の掲出による周知・啓発を実施し、１月

２５日には西諸広域消防本部、農林振興局、市町、森林管理署等に

よる山火事予防のためのパレードを行いました。

これらの普及啓発活動を通じて、山火事はもとより火災に対する予防の心構えを、一人でも多くの方に持っ

ていただければ幸いです。山火事予防運動の全国統一標語である 「山火事を 防ぐあなたの 心がけ」 の実

践をお願いします。

【 山火事予防パレードの様子 】

【 懸垂幕 】 【 のぼり旗 】

［振興局］
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香港の学生に農泊など宮崎の魅力をＰＲ

去る12月に、ＵＯＷカレッジ香港（香港伍倫貢学院）の日本語・日本文化専

攻学生を対象とした「宮崎県観光・文化セミナー」が開かれました。

このセミナーは、海外からのインバウンドや教育旅行の誘致拡大をはじめ、

留学・学生インターンシップの受入、本県のプロモーション活動の促進などを

図る取組のひとつです。当日は、現地会場と県内の３つの地域をオンラインで

結び、農業や農家民泊、食、伝統文化といった宮崎の様々な魅力を、双方向

のコミュニケーションを通して学生たちにＰＲしました。

このうち西諸県地域からは、えびの市の農家民泊「柿の家」とライブカメラで

つながりました。

当地域では「北きりしま田舎物語推進協議会」を主体とする農家民泊や体

験型観光の推進活動が盛んで、協議会事務局の千田さんがレポーター役となって「柿の家」を訪れ、オーナ

ーの永井さん夫妻とのインタビューを進めながら、和の趣のある部屋、手入れの行き届いた調理場等の施

設、屋外の開放的な庭や畑などを、日本文化やくらしの様式の説明を交えて分かりやすく紹介しました。

そのほかにも、地域の特色を活かしたガイド・体験が各地からのライブとともに供され、参加した学生から

は、バーチャルで宮崎を体験できたことで「ぜひ実際に宮崎に行き、農泊や観光・伝統文化、交流などを体験

したい」との感想が聞かれるなど、イメージアップと良好な関係づくりができたセミナーとなりました。

【 現地セミナー会場での学生たちの様子 】

【 えびの市の農家民泊「柿の家」からのライブの様子 】

［振興局］
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ＮＴＴファイナンス株式会社を装った詐欺メールが増えています。

メールに案内された電話番号に電話をかけると、電話の相手から

○ □□□（有料サイト）に登録されていますが、料金が未納です。

○ 支払わない場合は、法的措置の手続きをとります。

○ 携帯電話にウイルスが入りこんで勝手に登録された可能性も

あります。

宮崎県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、 １月２ ５日（火）か

ら、飲食店等に対する営業時間短縮要請を県内全市町村に拡大し、要請に応じた飲食店

等には協力金が支給されます。

この支給に便乗し、協力金申請代行等を名目とした不審電話や個人情報等を盗み出そ

うとする不審メールが送付されることが懸念されます。

★協力金の申請手続きを代行します。

★協力金配付につき、県民の皆さまの所在確認をしています。

★協力金を支給するので、口座番号と暗証番号を教えてください。

例年、春先にかけて多くの初心者ドライバーが誕生します。

初めは皆、緊張しながら運転しますが、慣れてくると緊張感を

欠き、悲惨な交通事故を起こすケースが少なくありません。

初心者ドライバーのみならず、ベテランドライバーの皆さんも、

どうか初心を忘れず、緊張感を持った運転を心がけ、交通事故を

防ぎましょう。

県内の交通事故状況（令和４年１月３１日現在）

[えびの警察署]

区分 本年累計 前年比増減数

件数（件）   　　２７９ 　　　　－３

死者数（人） 　  　　　５       　＋４

負傷者（人）   　　３１３ 　　　－１２

物損事故（件） 　１，６４３ 　　＋２６６
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普通救命講習で救急救命の知識と技術を学びました

119番通報をしなくてはならないほどのけがや病気の発

生に居合わせることになったらどうしますか。救急車が到

着して病院に搬送するまでの間、応急手当をして悪化を防

ぐ必要があります。それが心臓や呼吸が止まるほどの深

刻なケースだったらどうでしょうか。命を助けるために、で

きるだけ速やかに一次救命処置（心肺蘇生とＡＥＤ）を行う

ことになります。

西諸県地方連絡協議会では、家庭や職場などあらゆる場面で起こり得るこうした不慮の事態において、自

らが適切に行動できるように備えるため、協議会構成機関の職員を対象とした研修会「普通救命講習」を実施

しています。

今年度は令和３年12月16日と21日の２回、西諸広域行政事務組合消防本部中央消防署から救急救命士

の方々を講師に招いて実施し、両日合わせて約30名が受講しました。

倒れて意識を失っている人に対しては、呼びかけへの反応や傷病の状態などから早期に心停止を認識し

た上で、周囲にも助けを求め、迷わず119番通報を行うことが大切です。なによりも必要なのは、救急隊員が

駆けつけるまで心臓マッサージを繰り返すことです。講習では、受講者が一人ずつ訓練用マネキンを使って、

通報までの手順や心臓マッサージの処置の演習を行いました。

また、心臓の正常な動きを取り戻すのにはＡＥＤ（除細動器）の使用が有効です。近年、職場や公共施設な

どへの設置が進んでいるＡＥＤの正しい使い方を理解・習得するため、講習ではその仕組みの説明や訓練用

の機器を使った演習も行われました。

このほか、救命に役立つこととして、気道異物の除去方法や止血法、傷病者の搬送法、119番通報時の心

得など、約３時間にわたってさまざまな講義がありました。

事故や災害などでの緊急時に遭遇したときには、冷静に正しい処置をして人命救助につなげられるよう、こ

の研修が役に立てばと思います。

[西諸県地連協]
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地元出身選手が春の高校バレーに出場しました！

１月５～９日、東京体育館（東京都渋谷区）で春の高校バレー２０２２（第７４回全日本バレーボール高等学

校選手権大会）が開催されました。全国から選び抜かれた男女代表１０４校の高校生たちが頂点を目指して

挑む大舞台です。

宮崎県代表で初出場を果たした日南振徳高校男子バレー部は、ノーシードから勝ち上がり、３回戦では強

豪校の駿台学園（東京）を破るなど、チームの強さを見せつけました。準決勝で、昨夏の全国高校総体優勝

の鎮西高校（熊本）と激突。惜しくも決勝へのコマを進めることはできませんでしたが、最後まであきらめない

団結力で堂々とした攻撃の姿勢を貫き、初出場３位というすばらしい成績を収めました。

出場したメンバーの一人である町浦陽介さんは、地元の小林市立三松小学校出身。小学３年生から三松

小男子バレーボールスポーツ少年団に所属して本格的に習い始め、小学６年生と中学３年生の時には宮崎

県選抜代表としてメンバーに選ばれた経験もあり、当時から安定したプレイを見せるスパイカーとして実力を

発揮してきた選手です。

バレー経験者である姉兄の刺激を受けて自身も幼い頃からバレーボールと向き合い、練習に没頭してきた

町浦さんにとって、今大会はバレー生活１０年間の集大成となりました。大会後、「ずっと憧れていたオレンジ

コートで思いっきりプレーできて楽しかった。大学でもバレーを続けてもっと高いレベルでも戦える選手になり

たい」 と力強く意気込みを話してくれました。

地元に元気を与えてくれる町浦さんの今後の活躍が大いに期待されます。

［西諸県地連協］
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加久藤小学校が学校給食で県教育長表彰を受賞

えびの市立加久藤小学校が、学校給食優良学校として令和３年度の県教育長表彰を受賞し、このほど同

校内において表彰状の授与式が行われました。

この賞は、学校給食の教育的意義や期待される役割を踏まえて、創意ある給食指導の実践に努め、学校

給食の普及と充実に功績のあった学校をたたえるものです。加久藤小学校では、栄養教諭が中心となって全

校で組織的に食育を進めるとともに、家庭や地域との連携も念頭に置いて、子どもたちの安心・安全を前提と

したきめ細かな給食指導に取り組んでいます。その成果が認められて今回の受賞となりました。

授与式では、栄養教諭の 梯 先生が代表して表彰状を授与され、喜びをあらわにしていました。今後、地
かけはし

域全体のさらなる食育推進につながっていくものと期待されます。

オンラインツアーでえびの市の魅力が紹介されました

令和３年12月、オンラインツアー 「ＡＮＡの客室乗務員がご案

内！日本全国 “厳選” グルメフライト」 が開催され、宮崎県からは

えびの市が紹介・発信されました。

旅行会社の企画によるこの催しは、自宅にいながら全国各地と

ライブでつながり、双方向で観光旅行を体験するもので、注目を集

めています。今回はえびの市など全国４か所を結び、ＡＮＡの客室

乗務員で総務省の地域おこし協力隊の活動にも取り組むメンバー

が、リレー形式で各地の名物や 「食」を案内しました。

えびの市の案内役は、令和３年４月から地域おこし協力隊員と

して同市に就任している高杉せれなさんで、地元の明石酒造（株）の焼酎がメインとなりました。醸造に適した

霧島連山の豊富な湧水とともに明治24年創業から130年の長い歴史を歩み、多くの愛好者に支持されてきた

老舗による産品で、その紹介を交えて地域の魅力がＰＲされました。

高杉さんは海外出身で、フライトでは主に国際線を担当し、その幅広い経験と視野でえびの市のまちづくり

を日々模索しているとか。アウトドアを中心とした多彩な趣味からうかがえる旺盛な好奇心や、快活で親しみ

やすい人柄からも、今後の隊員としての活躍が楽しみです。

Travel At Home HP（ Torch Inc.）より©

［西諸県地連協（協力：えびの市）］

［西諸県地連協］
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霧島ジオパーク講演会（高原町）が開催されました

12月16日、町総合保健福祉センターほほえみ館（高原町）において

「霧島ジオパーク講演会」が開催されました。

この催しは、霧島ジオパークの魅力や楽しみ方を内外に発信すると

ともに、ジオサイトでもある霧島山の火山災害に備えるための心構えや

対応について学ぶ機会とすることを目的に、高原町の主催で開かれた

ものです。

当日は、ほぼ満席となった会場をオンラインで結んでのインターネット

中継も実施。会場参加者と視聴者が注目する中、新燃岳の壮大で臨場

感ある空撮映像のオープニング上映が行われた後、講師の鹿児島大

学共通教育センター准教授の井村隆介氏が 「霧島山の過去・現在・未

来」 というテーマで講演されました。

講演では、高原町で大きな被害が発生した平成23年の新燃岳噴火の経過を皮切りとして、噴火規模の科

学的検証結果や防災・観測体制の動きなどが解説され、当時の経験や記憶を風化させることなく未来に伝え

ていく必要があることを強調されました。

また、四季折々に様々な表情を見せる霧島山の魅力にも触れ、楽しみながらも火山活動の現実をしっかり

と見つめ、ワンランク上の危機意識を持って備えをしようと呼びかけられました。

[西諸県地連協]
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ソロ登山・ソロキャンプの初心者向け企画展が開催中！

えびの高原のえびのエコミュージアムセンターにおいて、企画展 「ソ

ロ登山、ソロキャンプ入門」 が開催されています。（期間：令和４年１月

21日（金）～３月26日（土））

ソロでの登山やキャンプは、リスクの高さから敬遠されることの多か

ったアクティビティですが、自分の意思だけで自由に行動でき、心ゆく

まで自然と向き合える充足感が魅力で、活動スタイルのひとつとして

次第に定着してきています。ただ、頼れる人がいないこと、何事も自分

で判断しなければならないこと、装備をすべて１人で持つ必要があるこ

となどのハードルがあり、十分な知識と対策を伴います。

この企画展は、ソロデビューを考えている人やデビュー後に不安を

抱えている人といった初心者をサポートする内容で、キャンプスポット

のガイドをはじめ、ソロの楽しみ方、服装や装備品（実物展示）、読図、

安全対策などについて分かりやすく解説しています。

期間中の３月13日（日）には、ソロ旅の経験豊かなベテランスタッフ

が伝授するソロキャンプ用品の作成教室も開催予定。展示と合わせて、ぜひお役立てください。

えびのエコミュージアムセンター （主催：自然公園財団えびの支部）
開館時間 ９：００～１７：００ 場所 えびの市末永１４９５－５ ＴＥＬ ０９８４－３３－３００２


