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西諸県地域推進懇話会で様々な角度から意見交換

７月８日、西諸県農業改良普及センターにおいて、第八

次宮崎県農業・農村振興長期計画に係る西諸県地域推進

懇話会を開催しました。

出席メンバーは、各市町における農業経営者の代表の

ほか、ＪＡやSAP、土地改良区、学校関係者、行政機関の

担当者等で、地域の農業・農村の取組状況、課題、提案、

将来の方向性などについて、第七次宮崎県農業・農村振

興長期計画（後期計画）の取組実績を踏まえながら話し合

いました。

また、今回は令和３年度に策定した新たな第八次宮崎県農業・農村振興長期計画と当計画に基づく長期ビ

ジョン、地域ビジョンについても説明し、質疑を行いました。

会議の場では、コロナ禍における地域農業への影響、スマート農業の導入・対応、担い手や人材の育成・

指導・確保、基盤整備と農地集積の推進など、様々な角度から提言や要望が出され、長時間にわたる熱心な

意見交換となりました。

［振興局］

知事表敬訪問でえびの産麦焼酎の販売開始をＰＲ

平成30年度に発生した硫黄山噴火の影響を受け、水稲

作付けの中止を余儀なくされていたえびの市において、西

諸県農業改良普及センター、市及びＪＡでは、地元の農業

法人及び焼酎製造業者と連携し、焼酎用二条大麦の産地

化に向けた取組を行ってきました。

その大麦を収穫し、原料として100％使用した待望の新

商品である地元産の麦焼酎「むぎ神さあ」が７月７日から

販売開始されるのを前に、ＰＲのため７月１日に河野知事

を表敬訪問しました。

知事からは、「えびの市農家にとって米作りができないと

いうことは非常に大変なことではあったと思うが、その中でも血が滲むような努力をされたのではないかと思

う。この成果は地域としても県としても励みになる」との言葉をいただきました。また、

試飲もされ、「非常に爽やかな口当たりでとても飲みやすく、美味しい」との感想をい

ただきました。

今後も大麦の産地化に向け、さらに関係機関、地元企業等と一体となって取組を

支援していきます。

［普及センター］©明石酒造株式会社
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ＪＡこばやしの育苗・集出荷施設等調査を実施

７月14日、西諸県農林振興局農畜産課農産園芸担当等による、ＪＡこばやしの育苗・集出荷施設等調査を

実施しました。

６月に実施したＪＡえびの市での調査に続くもので、施設の状況等を把握して今後の整備や保全・更新の

検討材料にするほか、相互の連携を促進する機会として計画した調査です。当日はＪＡえびの市や管内市町

の担当職員も参加して点在する施設を訪れ、ＪＡこばやしのスタッフから詳しい説明を受けました。

①野尻青果物集送センター

各集荷場に集められた青果物が最終的に運び込まれる施設。メロン、マンゴー、ピーマンはこの施設で

選別した上で箱詰め出荷。選別機は更新時期にあり、故障等に対応しながら稼働させている状況。

②野尻野菜育苗センター

平成17年に1,100㎡×３棟の育苗施設を整備。昨年における主な取扱高は、メロン苗が25万本、ピーマン

苗が7万5千本。作業人員は５名で野菜苗の育苗（周年）、水稲苗の中間管理、供給などに従事。

③高原集荷場・ライスセンター・製茶工場

ライスセンターは平成23年に乾燥施設を整備し、現在は13台の乾燥機を設置。全台稼働で６ｈａ分の乾

燥が可能。製茶工場は平成10年に加工ラインを整備し、時間当たり430ｋｇを製造可能。
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④小林集送センター

野尻青果物集送センターへの中継的な役割を持つ施設。平成23年に導入した予冷庫を併設。

⑤トレーニングセンター

令和元年７月から新規就農希望者に供する就農トレーニング施設（ハウス約900㎡×３棟）として運営。

研修品目はきゅうりで、毎年１名が研修を実施。初年の研修者が修了し、今夏から経営を開始。

⑥西小林集荷場・小林製茶工場

製茶工場は平成17年に加工ラインを整備し、１日に10 ｔ近く（約25ｈａ分）を製造可能。

⑦アグリサポートセンター

苗の計画的な供給管理等を行う施設で、メロン、きゅうり、ゴーヤ、ピーマンなどの野菜苗や水稲苗を取

り扱い、JAえびの市やＪＡ都城など管外にも出荷。種まき機、発芽室、運搬用自動台車等を導入。

［振興局］
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北きりしま田舎物語推進協議会通常総会

八幡原市民総合センター（小林市）において、令

和３年度第16回北きりしま田舎物語推進協議会通

常総会が開催されました。

北きりしま田舎物語推進協議会は、霧島連山をは

じめとする西諸県地域の自然豊かなロケーションを

生かして、農家民泊や日帰りでの農業体験、田舎暮

らし体験を推進している地域協議会です。こうしたツ

ーリズムの受入主体である農家民泊オーナーを中

心に組織されており、地元の観光地域づくり法人（地

域ＤＭＯ）などと連携しながら、体験型観光メニュー・

プログラムの作成、体験旅行・教育旅行の受入誘致やプロモーション活動、会員相互の各種情報交換な

どを行い、地域活性化のトップランナーとして積極的に寄与しています。

当協議会の集合形式による通常総会開催は、コロナ感染拡大対策のため、令和元年度以来２年ぶり

となりました。当日は蒸し暑い中でしたが、たくさんの会員が会場に足を運び、前期の事業実績や今期の

事業計画等について議事が進められました。

コロナ禍の影響で全国的に旅行・観光業の低迷が続いており、協議会の熱心な誘致活動にもかかわ

らず受入は厳しさを増しています。議事では、会員同士のコミュニケーションも少なくなり、不安を抱えて

いるといった切実な声も出されましたが、執行部からは、会員からのさまざまな意見や提案を丁寧に聴き

入れながら、今後のワクチン接種の普及も見据え、笑顔で安心して利用していただけるような万全な受

入体制づくりに努めたいとの表明があり、会場内は心をひとつにしていました。

［振興局］

【 開会あいさつをする福本会長 】

【 通常総会の様子 】
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令和３年度小林保健所運営協議会を開催しました

令和３年７月９日（金）に、令和３年度小林保健所運

営協議会を開催しました。

保健所運営協議会とは、地域保健法及び保健所運

営協議会条例に基づき設置されており、管内の地域保

健に関する事項など、保健所の運営に関して委員の皆

様に審議していただくものです。

今年度も保健所が取り組んでいる業務の中から、

「宮崎県特定不妊治療費助成制度改正について」など

３項目について説明し、審議していただきました。

委員の皆様からは、保健所の取組事項に対する質

疑をはじめ、取組事項以外についても多くの発言があ

りました。

保健所としましては、これらの意見を今後の保健所運営に反映させ、これまで以上に関係行政機関や民間

団体と連携を深めながら、地域住民の生活及び健康の維持・向上に努めていきます。

※協議会の議事録は、県庁ホームページに掲載しています。

【 保健所運営協議会の様子 】

小林市の職員が熱中症対策アドバイザー養成講座を受講

７月２日、夏本番の到来を前に、これから発生が広

がる熱中症についての正しい知識を職員が率先して学

び、市民に向けた熱中症予防の普及啓発に役立てよう

と、小林市では熱中症対策アドバイザーの養成講座を

実施し、宮原市長も受講しました。

また、７月９日にも再度実施し、両日で市長をはじめ

計31名の職員が受講しました。

この講座は、環境省などの行政機関と民間企業、団

体が参加して平成24年にスタートし、全国展開している

「熱中症予防声かけプロジェクト」の主催で行われてい

ます。近年、猛暑日の影響などから熱中症による救急

搬送や死亡数の増加が指摘されており、日常の様々な

現場において的確な対策ができる人材となる熱中症対策アドバイザーを養成して、熱中症予防につなげると

いうものです。

当日は、プロジェクトの協力企業であり、健康増進に関する包括連携協定を小林市との間で締結している

大塚製薬（株）から専門家を迎えて講義を行いました。

自治体の首長による熱中症対策アドバイザーの修了・認定は、全国で４例目、県内では初となります。

［西諸県地連協（協力：小林市）］

【 ７月９日の養成講座の様子 】

［小林保健所］
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オオヨドカワゴロモに対する保護活動を県立小林高等学校の

生徒の皆さんと実施しました。 －小林土木事務所の取組－

例年、小林土木事務所では、大淀川水系岩瀬川におい

て、オオヨドカワゴロモに対する保護活動を実施していま

す。

このオオヨドカワゴロモについて、活動を共にしている県

立小林高等学校の生徒の方々から、今年度の活動を実施

する前に、その保護活動について、詳しく教えていただき

たい旨の要請を受けたことから、７月１４日（水）、当事務所

において出前教室を実施し、参加した同校生徒３名に対し

て説明を行いました。

オオヨドカワゴロモとは、世界でも大淀川水系にしか生息しない貴重な希少生物で、カワゴケソウの一種で

あり、河川の急流の岩に張り付いて生息する水生顕花植物です。

また、宮崎県の天然記念物に指定されていますが、現在、自生しているのは、小林市内を流れる岩瀬川の

一部のみとなっており、絶滅が危ぶまれています。

このため、オオヨドカワゴロモの生態の「観察」と生育を妨げる岩場の泥やゴミなどを除去する「清掃」による

保護活動を毎年実施しています。

なお、小林土木事務所は、７月２９日（木）に同校生徒の皆さん（１２名）と保護活動を実施したところです

が、今後とも、同校をはじめ、地域の様々な団体等の皆様と協力・連携しながら、オオヨドカワゴロモの保護活

動を推進するとともに、河川愛護思想の更なる普及・啓発に積極的に取り組んでまいります。

[小林土木事務所]
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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。

などと言って、言葉巧みに現金をだまし取られますので、絶対に電話しないこと！

歩行者が信号機のない場所で横断するときは 、

手を上げるなど して運転者に横断の意思を明確に

伝えましょう！！

県内の交通事故状況（令和３年７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）   ２，４８９ 　　－４４５

死者数（人） 　  　　　９       －１２

負傷者（人）   ２，８１１ 　　－４９７

物損事故（件） １１，７０２ 　　＋１８３
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ＲＣＣ子うさぎ文庫 （小林市） が文部科学大臣表彰

子供の読書活動意欲を高めるため、特色ある優れた実践活動に

取り組む学校や図書館、団体等をたたえる令和３年度「子供の読書

活動優秀実践」文部科学大臣表彰が行われ、小林市のＲＣＣ子うさ

ぎ文庫（坂下実千代代表）が団体部門の表彰を受けました。

このほど、県教育庁で表彰伝達式があり、出席した坂下代表に教

育長から表彰状が手渡されました。

ＲＣＣ子うさぎ文庫の活動は、小林市内の坂下代表の自宅を家庭

文庫として、1987年からスタートしました。きっかけは、当時お子さん

を通わせていた幼稚園での読み聞かせ会に出会ったことだそうで、

その後、絵本の楽しさをもっと多くの子供たちに伝えたいとの思いか

ら、近くの空き家に「子うさぎ文庫」と名付けた文庫を開設し、2014年

駅南に新築オープンして現在に至っています。

文庫の開館日には、子供たちのほか親子連れなどの地域住民が

訪れて自由に本を開く姿が見られるほか、季節の行事ごとの読み聞

かせやピアノ演奏を伴うおはなし会なども開かれ、子供たちが興味

を持って本に親しめる場所となっています。

また、保育所や小中学校での読み聞かせ、市立図書館と

連携した読書の推進などにも取り組み、こうした永年にわた

る積極的な活動が今回の表彰につながりました。

絵本や人とのあたたかな出会いの場となることを第一の

願いとして、本を読み本に学ぶことの魅力を伝えながら、子

供たちの心の成長を支えるＲＣＣ子うさぎ文庫の今後の活

動が注目されます。

【 トレードマークとなっているうさぎのイラストと読み聞かせなどの活動の様子 】

［西諸県地連協（協力：生涯学習課）］
※子うさぎ文庫さんのご厚意により、一部画像はホームページから転載しています。

【 表彰伝達式後の記念撮影 】

【 子うさぎ文庫 】



9

えびの市制施行５０周年記念誌・記念動画を作成

えびの市は、令和２年12月１日に昭和45年の市制施行から50周年

を迎えました。同年12月６日には市文化センターにて記念式典が華々

しく開かれ、村岡市長をはじめとする約300人が出席して輝かしい節目

を祝うとともに、次なる新たな一歩が踏み出されたところです。

このことにちなんで、えびの市の50

年にわたる歴史や今の魅力を記録とし

て残し、市内外に広く発信しようと、記

念式典の紹介を含めたえびの市制施

行50周年記念誌及び記念動画が作成

されました。

えびの市の遠景をバックに、公募で選ばれた記念ロゴのデザインが

表紙を飾る記念誌は、市の各施設で閲覧できるほか、えびの市ホーム

ページでもＰＤＦ版が配信されています。また、昔話アニメ風のつくりが

親しみやすい記念動画は、えびの市Ｙｏｕｔｕｂｅ公式チャンネルで視聴

できます。

【 記念誌の表紙 】

［西諸県地連協］

平成２３年新燃岳噴火から１０周年の記念誌を作成

平成23年１月26日、霧島山の新燃岳で大規模な噴火が発生しまし

た。ふもとに位置する高原町は、噴石や降灰によって農作物などに大

きな被害を受け、長期間にわたって住民生活に支障をきたしました。

以来10年の月日が経過し、被災経験のない子どもたちも増えている

中、噴火の記憶を次の世代にも伝えようと、高原町では当時の記録な

どを一冊にまとめた記念誌 『火山の麓で暮らしていく』 が作成され、町

内の住民への配布を通して啓発が行われました。

古くは江戸時代まで遡る新燃岳の噴火史をはじめ、専門家らが解説

する防災等に関する知識、平成23年噴火の

記録写真などがコンパクトに収められた住民

向けの資料で、わずかながら在庫がある限り

は町外の希望者にも提供されているというこ

とです。

町の記録誌としては、平成23年当時に高

原町教育委員会から発行された 『新燃岳噴火 百人の記録』 もあり、こちらは高原

町ホームページなどで閲覧することができます。

【 記念誌の表紙 】

［西諸県地連協］
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皇子原公園に木育遊具施設 「おうじばるの木」 がオープン

自然豊かな霧島連山を背後に臨む皇子原公園（高

原町大字蒲牟田）は、神武天皇の御降誕地として創建

されたといわれる皇子原神社を中心に整備された自然

公園で、四季折々の景色が広がる中に古墳群や遊歩

道、各種の遊具・レジャー施設のほか、キャンプ場、資

料館などもあり、多くの家族連れや観光客が訪れる町

内でも有数のスポットです。

このたび、園内の「神武の館」が約20年ぶりにリニュ

ーアルされ、屋内木育遊具施設ができました。

主に１～６歳の子どもたちが安心して遊べるようにつ

くられたもので、積み木やままごとキッチン、滑り台、ジャングルジム、ボルタリングなど40種類以上の遊具を

設置。壁や床といった内装を含めて県産材がふんだんに使用され、木のぬくもりや香りを感じることができる

空間になっています。

オープンに先駆けて、施設の愛称が小学生以下を対象に募集され、審査の結果 「おうじばるの木」と名付

けられました。

無料で利用でき、雨の日でも気軽に遊べる施設として地元のファミリーにも好評です。今後は屋根付きの

大型木製遊具やカフェも設置される予定で、憩いの場としてますます注目されます。

【 審査場に向かう生徒たち 】 【 乳用種の審査 】

［西諸県地連協］
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高原町鹿児山地区の活動 ～おてらんば展望台から～

のどかな田園風景が広がる高原町西麓の鹿児山地区。高原町

と野尻町を結ぶ岩瀬川越えの峠道に位置し、かつては島津家の

お殿様をはじめ往来する人々が休憩に立ち寄って、そこからの眺

めを楽しんだといいます。そんなふるさとの絶景を見直し、景勝地

としての魅力を取り戻したいとの思いが住民たちの力となり、昨

年、緑豊かな景色を一望できる手作りの「おてらんば展望台」が高

台に完成しました。

この地区も高齢化が進み、地区の活気や住民同士のつながり

を保つことが課題となっている中、区長を務める小久保幸一さん

が中心となり、展望台の活用のほか、様々な地域活動が展開され

ています。

①景観美化活動

県道29号高原野尻線の沿道（約４ｋｍ）に、平成28年から毎年500本程度のアジサイを植栽。年々広がりを

見せ、多くの住民が自主的に植栽や下草刈り作業に参加。

②交通安全対策活動

講習は「年１回の心の車検」ととらえ、住民向けの交通安全法令講習会を毎

年実施。高原町内では、現在は唯一の実施地区で、音楽演奏会などとのコラボ

を独自に企画し、参加住民の文化活動の場にも。

③住民の見守り活動

高齢者世帯の「無縁」「孤立」を防ぐため、近隣住民がお互いの無事を一目で

確認できる「黄色旗掲揚活動」を実施。「今日も元気」と書かれた黄色い旗を玄

関先に立て、元気で在宅していることを知らせるもので、見守りの意識付けや異変の早期発見にも活用。

「元気・活気・覇気の地域づくり」を第一に考える小久保さんの前向きで積極的なアクションにより、おてらん

ば展望台の次の計画として、９月４日（土）には地区内の園児や老人クラブ、住民たちの共同作業による赤花

ソバ（高嶺ルビー）の種まきが行われます。秋には、展望台付近と地区内の各所に計50ａもの鮮やかな赤い

絨毯が広がる予定で、地区の今後の展開が注目されます。

[西諸県地連協]

【 小久保幸一さん 】


