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葉たばこ農家に向けた生産品目転換に係る相談会

10月28日、小林市地域・観光交流センター「ＫＩＴＴＯ小林」

において、葉たばこからのスムーズな生産品目の転換を行う

ための葉たばこ農家を対象とした相談会を開催しました。

葉たばこは、国内の紙巻きたばこの需要減に伴う市場縮

小により、日本たばこ産業（ＪＴ）による廃作希望の募集が行

われており、西諸県管内でも生産品目を換える動きが見られ

ています。

相談会は、全体での概要説明とブースに分かれての個別

相談会の２部構成とし、はじめの概要説明では、ＪＡから代替

品目の説明、市及び西諸県農林振興局から補助事業や制度資金に関すること、西諸県農業改良普及センタ

ーから経営シミュレーション等について説明しました。

また、個別相談会では、具体的な営農状況の確認と希望する代替品目の聞き取りを行った後、関係機関か

ら相談者に合わせた具体的なアドバイスを行いました。

当日は、西諸県管内の葉たばこ農家のうち14名が参加し、熱心に品目や経営に関する相談を受けていまし

た。今後も引き続き、関係機関と連携して支援を行っていくこととしています。

[普及センター]

「にしもろサップ農産物即売会」 が今年も大盛況

10月26日、「にしもろサップ農産物即売会」が開催されました。

にしもろサップは、小林市とえびの市の両ＳＡＰ会議で構成される青年農業者組織で、農業経営の改善や

地域活性化などに向けた活動を通して研鑽に努めています。

この農産物即売会は、ＳＡＰ会員自らが生産したキャベツやゴボウ、カラーピーマン、長ねぎ、梨などを、市

役所などを訪問して直接販売するもので、４年目となる今回は会員を代表して７名が計15品目を販売。新鮮な

地元農産物を買い求める人で大いに賑わいました。

にしもろサップでは、今後もこうした取組によって活動を積極的にＰＲするとともに、地域に元気を届けたい

と考えています。

［振興局・普及センター］
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全国和牛能力共進会まで１年・・・プレ全共が開催されました

来年10月に鹿児島大会が開幕する第12回全国和牛能力共進会 （全共） を１年後に控えて、10月７日に第

12回全国和牛能力共進会宮崎県出品対策共進会 （プレ全共）が児湯地域家畜市場で開催されました。

全共は、（公社）全国和牛登録協会の主催で５年に一度開かれ、種牛・肉牛の改良の成果を競う全国規模

の「和牛のオリンピック」で、宮崎牛は最高賞の内閣総理大臣賞を過去３大会連続で受賞するなどの快挙を

達成し、極めて高い評価を得ています。

今回開催されたプレ全共は、今後の代表牛の選出決定に向けて本大会さながらに出品牛を競わせ、宮崎

牛を擁する「チーム宮崎」の体制強化、課題抽出等を図るもので、全国和牛登録協会宮崎県支部の県内各

支所や県立小林秀峰高校などから４区分・計61頭が出品され、ハイレベルな審査が行われました。

感染対策のため会場の立ち入りは関係者のみに限られた中での開催となりましたが、会場の模様はインタ

ーネットでライブ配信され、関心を呼びました。

西諸県地域からは11頭が出品され、いずれも好成績を収めました。宮崎牛の本大会への活躍が大いに期

待されます。

［主な成績］

第１区（繁殖雌牛群） 優等賞３席 あいか（大濵一文、高原町）、まさふじ（谷之木輝喜、小林市）、

ながおか421（竹山昭徳、小林市）

第２区（高等登録群） 優等賞３席 いずみ341、かほ（福元敏郎、高原町）

第３区(若雌の１) 優等賞首席 ももえ８（脇屋敷誠、小林市）

Ｙｏｕｔｕｂｅ ライブ配信より

【 プレ全共会場の様子 】 【 第３区首席を先頭に場内を周回 】

【 県立小林秀峰高校も健闘 】 【 グランドチャンピオンは第２区首席に 】

［振興局］
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生乳品質の優れた功績をたたえて小林市の酪農家を表彰

九州生乳販売農業協同組合連合会が主催している令

和２年度生乳品質共励会の審査において、小林市で酪農

を経営する黒木英教さんが、宮崎県内ではトップの成績

を収め、優秀賞を受賞されました。

生乳品質共励会は、行き届いた生産管理を行い、高い

品質の生乳を供給している生産者を表彰し、酪農業のレ

ベルアップを図るもので、出荷量や検査成績を基準として

厳格な審査が行われます。

黒木さんは今回を含めて４年連続で受賞されていま

す。10月12日には県畜産振興課をはじめ酪農関係者が

農場を訪れ、黒木さんの優れた功績をたたえる表彰状を

贈呈しました。

より良質な生乳の生産を目指して、牛にとって気持ちのいい環境づくりにも目を配り、ご夫婦で日々邁進さ

れている地域の酪農家・黒木さんの今後ますますの活躍が期待されます。

[西諸県地連協]

【 黒木英教さん、千穂さんご夫妻 】

知りたい！伝えたい！相談したい！

にお応えします！！

「ひなたＭＡＦｉＮ」は、農業・水産業に関する情報を

集約したホームページ「宮崎県農業・水産業ナビ」

の愛称です。「ＭＡＦｉＮ」は、Ｍｉｙａｚａｋｉ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ

ａｎｄ Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ の頭文字を組み合

わせたものです。

農業・水産業に関する

→多様な情報をホームページでわかりやすく提供！

→タイムリーな情報をＳＮＳ等を活用して発信！

→皆様の思いや意見を集約！

していきますのでぜひご活用ください！

ＵＲＬ https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp
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小学校・中学校で 「租税教室」 を行っています。

小林県税・総務事務所では、11月に真幸小学校（６年生対象）と加久藤中学校（３年生対象）で 「租税教室」

を行いました。

「租税教室」は、小学生や中学生の皆さんに税について関心を深めてもらうとともに、税の意義や役割を正

しく理解してもらうため、国（税務署）や都道府県、市町村、教育関係機関、税理士会、法人会などにより構成

される全国各地の「租税教育推進協議会」の活動の一環として、税に携わる職員が派遣講師となって税に関

する授業のお手伝いとして実施するものです。

次代を担う児童・生徒さんが税金を身近なものとして考え、税金のしくみや使われ方に関心を持っていただ

くことは、将来にわたって大変重要なことと考えておりますので、関係機関と協力して租税教育の推進に努め

てまいります。

【 えびの市立真幸小学校（R3.11.5) 】 【 えびの市立加久藤中学校（R3.11.19) 】

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県立小林高等学校の

生徒の皆さんと行っています。

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。

この表面に泥やゴミが付着すると健全な生育が妨げられるこ

とから、これらを除去するため、７月29日（木）に引き続き、今

回、10月19日（火）に同校生徒の皆さんと今年度２回目の清掃を（デッキブラシを用いて）実施したところです。

こうした地道な保護活動の結果、例年、冬になると美しいオオヨドカワゴロモの花が目に映るところとなって

います。

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。

［小林県税・総務事務所］

［小林土木事務所］

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－
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令和３年度 小林保健所相談・つどい一覧

ひきこもり・こころの健康相談

「眠れない」「家に閉じこもりがち」「アルコールや薬物等への依存で悩んでいる」

「精神的な病気ではないか心配している」などの悩みを抱えていませんか？

保健所では、御本人、御家族を対象とした精神科医による個別相談を行っています。

日 時：毎月第４火曜日（１１月、１２月は第３火曜日）

午後１時30分から午後３時30分まで

場 所：小林保健所

費 用：無 料 ※予約制ですので、前日までに保健所へお電話ください。

アルコール家族教室

ご自身やご家族、ご友人など身近な方のアルコール問題で悩んでいませんか？

アルコールについての正しい知識や対処方法、健康障害について学び、身近な方の治療

や回復について一緒に考えていきましょう。

日 時：毎月第２火曜日（１２月は第３木曜日）

午後１時30分から午後３時30分まで

場 所：小林保健所 １階 会議室

費 用：無 料

その他：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とする場合もありますので、

参加を希望される場合は事前にお問い合わせください。

わかちあいの会（自死遺族のつどい）

つらい気持ちをお一人で抱えていませんか？悲しみを話せないでいませんか？

「わかちあいの会」は遺族の方々が安心して思いを分かち合える場です。

ひとりで悩まず話してみてください。

日 時：毎月第４木曜日

午後１時から午後３時まで

場 所：小林保健所 １階 会議室（建物裏側から直接会場へはいることもできます）

費 用：無 料

その他：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とする場合もありますので、

参加を希望される場合は事前にお問い合わせください。

【予約・問合せ先】 小林保健所 健康づくり課 疾病対策担当
ＴＥＬ ０９８４－２３－３１１８
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～夕暮れ時の早めの点灯・ピカピカ運動～

事故にあわないために・・・

今年は全国的に還付金詐欺による被害が急増しています。

このような電話には要注意！！
自治体や金融機関の職員を名乗って

○過払い金（未払い）があります。
（医療費、年金、税金等）
○書類を送っていましたが、手続きがされて
いないようなので電話をしました。
○ＡＴＭで手続きができます。

被害にあわないために・・・

◆電話でお金の話が出たら、家族に相談する
◆犯人からの電話に出ない方法を実行する
・常に留守番電話機能を設定
・迷惑電話防止機器を活用

◆県警では、コールセンターによるうそ電話詐欺の注意
喚起を行っています。

不審な電話があった場合、絶対に応じることなく、すぐに最寄り
の警察署や交番・駐在所にご連絡ください。

見ゆぃごっすっど運動実施中

☆過去10年間の交通死亡事故の特徴
月 別～12月、11月、１月の順に多く、全体の約35％
時間別～午前６時台、午後５時台、午後６時台が約30％
状態別～歩行者の割合が約60％

運転者は、

ライトを点けて、他の車・歩行者から見ゆぃごっすっど

歩行者は、

反射材を身につけて、車から見ゆぃごっすっど

明るい服装を心がけて、車から見ゆぃごっすっど
道路を渡るときは手を上げて、車から見ゆぃごっすっど

～還付金名目のうそ電話詐欺に注意～

［小林警察署］
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県道１号みどりのトンネル育樹祭に参加しました

県道１号みどりのトンネル推進協議会（事務局：小林商工会議

所）は、県道１号（小林えびの高原牧園線）の沿道を対象に、景観

整備の推進と観光の振興を目的とした美化・緑化活動 「県道１号

みどりのトンネル育樹祭」 を例年開催しています。

10月29日に、第21回となる今年度の育樹祭が開かれ、私たち

県出先機関の職員を含む個人や団体など市内外から約170名の

参加者が集まりました。

当日は秋のすがすがしい青空のもと、午前９時に生駒高原 「花

の駅」 駐車場にて開会式が始まり、小林市の宮原市長から激励

の言葉をいただきました。

その後、参加者たちは現場に移動し、県道１号の旧料金所付近

からえびの高原北展望所までの約８kmの区間内で、それぞれ割り

当てられた担当パートに分かれ、枝の除伐や下草刈り、道路清掃

など、約２時間の作業にかかりました。

今回の活動などを通じて、美化・緑化の取組の輪を広げ、地域が誇る豊かな自然の景勝地を大切に守って

いきたいと思います。

[西諸県地連協]
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地域資源ブランド現地学習会（霧島ジオパーク）

宮崎県内には、ユネスコエコパークや世界農業遺産、ジオパ

ークなど国内外に誇れる７つの地域資源ブランドがあります。そ

のいずれも、ここにしかない自然の営みや景観、農村風景、伝

統文化などの希少な価値と大きな魅力を有しています。こうした

宮崎の宝を訪れ、実体験することを通して地域を再認識し、郷土

愛を育もうと、小中学生を対象としたツアー（現地学習会）が実施

されています。

このうち西諸県地域では、鹿児島県との両県にまたがる自然豊かな霧島連山を中心とする霧島ジオパーク

エリアの学習会が実施されました。

10月16日（土）に実施された１回目の学習会（Ａコース）は、御池（皇子港、奥霧島御池キャンプ村）と、ひな

もり台県民ふれあいの森を訪問。ジオガイドをはじめとする霧島ジオパークの専門家の方々を講師に、火山

や地質が大きなテーマである霧島ジオパークについてのオリエンテーション、火口湖や地層のフィールドワー

ク、森林環境学習などを行いました。参加した子どもたちは、日常ではなかなか体験することがない野外活動

や御池でのクルージングなどに目を輝かせ、自然のスケールの大きさや、郷土にもこうした自然の造形があ

ることを楽しみながら学んでいました。

県（中山間・地域政策課）による児童生徒を対象とした地域資源ブランド現地学習会の取組は今年度が初

めてで、今後の広がりが期待されます。

[西諸県地連協]

【 並べられたガイドマップなど 】【 14点の受賞作品を掲げた展示パネル 】
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えびの市真幸地区で地域づくりを考えるワークショップを開催

県中山間・地域政策課では、人口減少や少子高齢化が進む

中においても日常生活に必要なサービスや機能を維持し、住み

慣れた地域に安心して住み続けられる仕組みづくり（「宮崎ひな

た生活圏づくり」）に取り組んでいます。そのひとつとして、住民

による地域の将来像の議論や地域課題の共有、それらを踏ま

えた地域運営を支援するための、住民参加による地域ワークシ

ョップを開催しています。10月13日には、えびの市真幸地区で第

１回目のワークショップが開かれ、地域の「これまで」と「これか

ら」について、熱心な意見交換が行われました。

真幸地区は人口4,400人余りで、10年前から約1,000人も減少しているほか、高齢化率は50％近くに上るな

ど、過疎化・高齢化が進んでいます。ワークショップでは、地区の現状として、お互い顔見知りである安心感

や、若い人の移住や高齢者のボランティアが増えたなどの良い面も出されたものの、高齢者の通院や買い物

が不便、スポーツ少年団などの活動が難しいなど、心配ごとについての意見が一段と多く、くらしの維持や集

落の存続への危惧が浮き彫りになりました。20年後の地区の人口は2,500人を下回る予想で、人口減少のも

とでの子どもと高齢者との交流、高齢者の移動手段の確保、防犯・防災対策などが今後の優先事項として挙

がりました。

第２回以降のワークショップでは、次のステップとして、課題解決のためのアイデアを集約し、地域づくりの

ための協働計画をまとめていくことになっています。

[西諸県地連協]

ワークショップ開催チラシより
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令和３年度に二十歳を迎えた新成人へ

～えびの市と高原町の取組～

毎年１月の 「成人の日」 にちなみ、西諸県地域の各市

町でも成人式が開かれていますが、今年は新型コロナウ

イルスの感染拡大により、残念ながら中止となりました。こ

のため、式とは異なる形で新成人たちを祝福する取組が

行われています。

えびの市では、成人式で実施される予定だった 「２分の

１成人式タイムカプセル」の開封が、新成人の代表者の手

によって８月29日に行われました。このタイムカプセルは

新成人たちが小学４年生のときに作られたもので、10年前

の思い出とともに現在の自分を見つめ直す機会となりまし

た。そのほか、市から新成人に向けて、記念ＤＶＤなどが

送られました。

また、高原町では、10月10日、新成人を代表して成人式の企画や準備に携わった実行委員を対象に成人

証書授与式が行われました。後日、町から新成人に向けて、成人証書や中学時代の恩師からのメッセージを

収録した記念ＤＶＤなどが送られました。

【 高原町の成人証書授与式より 】

冬の風物詩 イルミネーションが始まります

年末年始シーズンに夜を彩るイルミネーションが今年も色鮮

やかに点灯します。それぞれに工夫を凝らした、ムードあふれる

光のオブジェをお楽しみください。

＜主な点灯場所＞

❄ 野尻町中心部 ・ 道の駅ゆ～ぱるのじり … 中心部を走る

国道268号沿線が七色にきらめきます。 11月28日（日）～１月８日（土） 17：30～23：00

【 えびの市文化センター広場 】

❄ ＪＲ小林駅前ロータリー周辺 … 小林秀峰高校の生徒が

手がけた個性的な作品の数々が見どころです。

11月23日（火）～１月７日（金） 17：30～21：00

❄ えびの市文化センター広場 … 今年はインスタグラムを使ったフォトコンテストも開催されます。

12月６日（月）～１月５日（水） 17：30～21：00

❄ ＪＲ高原駅前広場周辺 … 駅舎とホームが電飾ツリーやモニュメントの光に満たされて輝きます。

12月１日（水）～１月15日（土） 17：30～22：30

［西諸県地連協］

［西諸県地連協］
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高原中学校にブーゲンビリアがプレゼントされました

10月５日、宮崎空港ビル株式会社から、高原町立高原中学校にブーゲンビリアの鉢植えが贈呈され、生徒

たちが参加して学校の花壇への植樹が行われました。

宮崎空港は、平成26年に開港60周年を迎えたことを記念し、空港のシンボルの花ともいえるブーゲンビリア

をモチーフとして 「宮崎ブーゲンビリア空港」の愛称が付けられました。このことにちなみ、花のあるまちづくり

の活動を進めようと 「宮崎空港発 ブーゲンビリア植栽プロジェクト」が立ち上げられ、各地への花木の贈呈、

植樹が実施されています。

当日は、生徒や先生たち、空港ビルの職員が協力し、色鮮やかに咲き誇る花木が一本ずつ丁寧に植えら

れていきました。コロナ禍においても、きれいな花々があることで学校が活気づき、少しでも生徒たちの心の

支えになれば、との願いが込められています。

宮崎空港ビルホームページより

西諸県地区の中核機関 「つなご」 がオープンしました

成年後見制度の利用・普及に関する中核機関として、にしも

ろ地区権利擁護推進センター 「つなご」が設立され、９月からオ

ープンしました。

成年後見制度とは、認知症や障がいなどから自分の意思決

定について正しい判断ができない人を法律的に支援し、その人

の権利や財産を守るための制度です。

「つなご」は、小林市・えびの市・高原

町が今年３月に共同で策定した 「にしも

ろ地域成年後見制度利用促進基本計

画」に基づいて設立されたもので、地域

住民に向けて権利擁護や成年後見制

度の普及啓発を行うとともに、制度の利

用が必要な人に支援が行き届くように

サポートする相談窓口の役割を担います。小林市内に拠点を置き、２市１町によって

連携して運営されることになっています。

厚生労働省ホームページより

［西諸県地連協］

［西諸県地連協］
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環境省霧島錦江湾国立公園管理事務所では、“暮らしと国立公園”、“ナイトタイム”をテーマとしたフォトコ

ンテストを開催しています。霧島連山をはじめとする当地の文化・歴史、自然の恵みを活用した人々の暮らし

などを切り取った作品、ナイトタイムならではの映えや魅力が伝わる作品を募集。

Ｗｅｂフォームまたはインスタグラムから応募できます。詳しくはフォトコンテストのＷｅｂサイトをご覧くださ

い。応募締め切りは１２月１６日（木）です。

コンテストＷｅｂサイト https://nationalparks.tokyocameraclub.com/kirishimakinkowan2021/
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令和３年度主催事業

年越しキャンプ
開催要項

◇趣 旨◇ 手軽で快適・安全に楽しむことができるキャンプの魅力を学ぶとともに、
野外料理等をとおして、家族や友人のふれあいを深め、アウトドアライフ
を満喫する。

◇主 催◇ ひなもりオートキャンプ場

◇期 日◇ 令和３年１２月３１日（金）～令和４年１月１日（土） <１泊２日>

◇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

◇募集人員◇ アウトドア愛好者 １００名

◇経 費 等◇ 参加費 ３００円／１人

※各自利用のサイト利用料・レンタル料金等は負担してください。
※各自のキャンプに関する装備品や食材等は準備してください。

◇日 程◇
日時 14:00 17:00 18:00 20:00
１２

月 年越しそばの振る舞い ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ場
３１ ｽｳｪｰﾃﾞﾝﾄｰﾁ鑑賞会
日 ※各家庭で作り食べてください

(金) インスタグラムフォトコンテスト
日時 6:45 7:30 9:00 10:00 11:00 12:00
１

月 各自 餅つき体験 ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ 各事業の参加
１ 朝食 表彰 は自由です。
日
(土)

１１月２０日（土） ９時より、電話のみ受付開始

◇申込方法◇ 電 話 <申込順で、定員になり次第締め切ります>
(１)締 切 令和３年１２月１７日（金）
(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

◇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・中止とさせて
いただく場合があります。

初日の出
ｳｫｰｷﾝｸﾞ


