
西諸県地方連絡協議会

第78号

〒８８６－０００４ 小林市細野３６７－２ TEL ０９８４－２３－３１６４ FAX ０９８４－２２－７８８４ E-mail nishimoro-norin@pref.miyazaki.lg.jp

令和３年（２０２１年）１２月

「にしもろ日和」は、
 西諸県農林振興局及び西諸県地方連絡協議会
 各所属の取組や地域情報を発信しています！

霞神社 （高原町）

今月号の目次
 「えびの米」 新米出荷にあたり知事を表敬訪問　ほか ・・・ 1

 高病原性鳥インフルエンザ対策に係る防疫演習を実施 ・・・ 2

 永山副知事が西諸県管内を視察訪問　ほか ・・・ 3

 つつが虫病にご注意を！ ・・・ 4

 道路環境保全のための植栽活動を三松中学校の生徒の皆さんと実施しました。 ・・・ 5

 「土木の日」 イベントを開催しました。 ・・・ 6

 うそ電話詐欺 （還付金詐欺） が連続発生中！　ほか ・・・ 7

 ２０２２年４月から、成年年齢が１８歳に引き下げられます。　１８歳から大人！ ・・・ 8

 読書サポーター養成研修会　とどけよう 本の魅力 ～読み聞かせ講座～ ・・・ 9

 創立１００周年記念式典を挙行しました　県立小林高等学校 ・・・ 10

 小林秀峰高校野球部が県大会で初優勝！ ・・・ 11

 地域資源ブランド現地学習会 （霧島ジオパーク第２回） ・・・ 12

 霧島ジオパークに関するオンライン講座が開催中　ほか ・・・ 13

 令和３年度 小林市総合文化祭が開催されました　ほか ・・・ 14

 市政・町政情報を発信しています！ ・・・ 15



1

「えびの米」 新米出荷にあたり 知事を表敬訪問

11月17日（水）、「えびの米」の新米出荷にあた

り、ＪＡえびの市小吹代表理事組合長、えびの市

杉元副市長、さらには生産者を代表してＪＡえび

の市稲作振興会の高牟禮会長らによる河野知事

への表敬訪問が行われました。

霧島連山・硫黄山の噴火から４年。河川の水

質悪化で、一部地域の稲作に影響を受けていた

えびの市では、取水対策等の着実な進展によっ

て市内全域での水稲作付けが今年から再開し、

収穫された新米の出荷が始まりました。

表敬訪問では、出

荷の喜びと硫黄山対

策の現状が報告され、知事からは、これまでの苦労へのねぎらいと、えびの米ブ

ランドへの期待が述べられました。

令和３年産は、例年より１等米比率が上昇し、県内の米どころにふさわしい高い

品質を確保しています。

【 河野知事を笑顔で囲んで 】

県民ボランティアの集いで森林づくり活動を行いました

11月27日（土）、小林市で「県民ボランティアの集い ｉｎ 小林」を開催しました。

10月～11月は「宮崎県水と緑の森林づくり条例」に定める森林づくり推進期間であることにちなんだ行事

で、「みんなで育てよう！どんぐりの森づくり植樹祭」と題して、どんぐりなどの苗木850本を植栽しました。

好天に恵まれた当日は、受付場所の小林市役所に「えびのみどりの少年団」や一般ボランティアなど約100

人が集まり、マイクロバスで会場の松ヶ尾市有林（小林市北西方）に移動して、式典と植栽作業を実施。作業

は西諸地区森林組合による丁寧な指導のもとで行われ、午前中のうちに無事に終了しました。

参加者の手によって植えられた木々がすくすくと生長し、豊かな森林になればと思います。

［振興局］

［振興局・普及センター］
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高病原性鳥インフルエンザ対策に係る防疫演習を実施

令和２年度は全国各地で高病原性鳥インフルエンザの発生

が相次ぎました。県内では12例、このうち西諸県管内は２例発

生しており、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、発生時点での初動対応とその後の継続的な防疫

措置及び衛生管理に追われました。

今年も11月に入ってから隣県等で発生が確認され、危機意識

が高まってきていることを受けて、関係所属の協力により11月29

日に防疫従事者演習を実施しました。

当日は、西諸県管内の県出先機関に所属する、作業未経験または経験の少ない職員20名が参加し、はじ

めに都城家畜保健衛生所から発生農場における防疫作業、西諸県農林振興局から消毒ポイントの運営対応

について、それぞれ基本的な流れや実務などのガイダンスを聞きました。

続いて、小林保健所から防護服の着脱の手順が説明され、各参加者も配られた防護服一式を使って実際

に着脱を行いました。

最後は屋外に移動して、都城家畜保健衛生所による動力噴霧機の操作説明とデモンストレーションがあ

り、参加者も公用車を消毒車両に見立てて消毒液噴霧を模擬体験しました。

約２時間に及ぶ幅広い内容の演習でしたが、参加した職員は熱心に受講し、今後に備えていました。本格

的な発生シーズンの到来に合わせて、人員の確保並びに体制の強化につなげたいと考えています。

[振興局・西諸県地連協]

【 ガイダンスの様子 】

【 動力噴霧機の操作方法の説明 】

【 防護服の着脱演習 】

【 公用車への噴霧の模擬体験 】
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永山副知事が西諸県管内を視察訪問

11月18日（木）から19日（金）にかけて、永山副知事による

西諸県管内の農畜産業関連事業に係る現地視察が実施さ

れ、西諸県農林振興局が行程の案内を務めました。

初日の18日は、研修・就農施設であるえびの市いちご団

地を皮切りに、陣の池の湧水や小水力発電施設、岡元地区

水質監視・緊急取水停止システムなどを訪問。また、２日目

の19日は、小林地域家畜市場での子牛セリ市、西諸県土地

改良区などを訪問しました。

短い時間ではありましたが、それぞれ現地担当者による現

状・課題等の詳しい説明や率直な意見交換が行われ、西諸県管内の実情について副知事と情報を共有する

ことができました。

【 いちごハウスでの様子 】

［振興局］

「２０２２宮崎県ふるさと就職説明会 ＯＮＬＩＮＥ ＬＩＶＥ！」

開催のお知らせ

県では、人材を求める県内企業と県内就職希

望者の出会いの機会として、オンライン形式によ

る「宮崎県ふるさと就職説明会」を開催します。

２月に県内企業約100社が自社で働く魅力を発

信する企業説明会、３月には県内企業約30社の

担当者とざっくばらんに意見交換する座談会を企

画しています。

宮崎県内での就職を希望される皆さん、是非

ご参加ください！

●申込方法

下記専用サイトからの事前申込

https://www.miyazaki-furusato.com/

※申込期限

【２月企業説明会】 各開催日前日まで

【３月座談会】 １月中旬から申込受付

先着順 (各日20名程度)

●お問い合わせ

運営事務局

リクルーティング・パートナーズ株式会社

℡ ０９２－４００－３１４０

［都城総務商工センター］
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つつが虫病とは

つつが虫病は、病原体を持つツツガムシに吸血されて感染した後、５日～１４日ほどして発症

します。症状は、発熱、リンパ節腫大、発疹などが認められます。

ツツガムシ類は草むらや藪などに

生息しているダニです。

（リケッチア症診療の手引きより）

県内のつつが虫病の発生動向 （宮崎県感染症週報第４７週より）

過去３年間に報告された患者の年齢別割合は、６０

歳以上が約８割を占めており、発生時期は１１月をピ

ークとし冬期に多くなっています。

小林保健所管内でも、１０月以降、１９例の報告が

あっており、県内で最も多い発症者数となっています。

予防方法

小林保健所健康づくり課

※2021年は第47週までの発症者数
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道路環境保全のための植栽活動を三松中学校の

生徒の皆さんと実施しました。 －小林土木事務所の取組－

小林土木事務所では、県民との協働による道路環境の保全活動を推進するため、「道路環境保全活動協

働推進事業 “クリーンロードみやざき” 」に取り組んでいます。

その一環として、１１月１８日（木）に小林市立三松中学校の生徒の皆さんと道路脇の花壇への植栽活動を

実施しました。

同校との間で、この事業に関する協定を平成２２年に締結し、相互に協力・連携して沿道の保全活動を進

めているもので、当日は１年生と先生方の合わせて約８０名が国道２６８号沿い（水流迫地区）の花壇に参集

し、当事務所及び地元の造園組合のスタッフとともに、手作業でパンジーやビオラなどの花の苗を植えていき

ました。

風が冷たく肌寒い日でしたが、作業後は生徒の皆さんたちが心を込めて手入れした美しい花壇となり、周

辺の道路景観にぬくもりを与えていました。

当事務所は、今後とも、同校をはじめ地域の様々な方々と一緒になって、道路環境の保全活動に積極的に

取り組んでまいります。

[小林土木事務所]
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「土木の日」 イベントを開催しました。

－小林土木事務所の取組－

令和３年１１月１９日(金)、小林市立須木小学校の４～６年生(２４名)を対象に、「土木の日」 イベントを開催

しました。

「土木の日」は、「土」 「木」 の二文字を分解すると 「土」が十一(１１)に、「木」 が十八(１８)になることから、

１１月１８日とされており、小林土木事務所、小林市、小林地区建設業協会、西諸県地区測量設計業協議会、

小林地区造園組合の５団体が参加しました。

イベントでは、「土木」 のＰＲを兼ねた 「橋の模型づくり」、「コンクリート補修・ドローン」、「クレーン体験」、

「測量教室」を体験していただきました。

また、奉仕作業として、各団体に 「樹木選定」、「コンクリート補修・非常階段の撤去」、「グラウンドマーカー

測量」を行っていただきました。

生徒の皆さんは、普段、経験することのない土木の体験を楽しく学んでいました。イベント後にアンケートを

実施したところ、「土木に興味を持った」、「将来は土木に関する仕事をしてみたい」等の大変心強い感想をい

ただきました。

今後とも、地域の若い世代に壮大な夢や希望を与えられるよう、また、次代を担う多数のリーダーを確保で

きるよう、「土木」の魅力発信やＰＲ活動に対して、より一層力を注いで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。

県内で、市役所や金融機関等の職員を装った還付金詐欺が連続

発生しました。

電話で次のような話をされたら、うそ電話詐欺を疑い、すぐに最

寄りの警察署や交番・駐在所又は警察安全相談電話（＃９ １ １ ０ ）に相談してください。

電話の内容は、

★保険料（年金、税金等）の過払いがあります

★還付金があります

★以前、書類を送っています

★手続きの期限が切れています

★口座を教えてください

★ＡＴＭに行ってください

★キャッシュカードを預かります

です。

県内では、 １ １月 １ ６日から １ ２月 １ １日の間に、交通死亡事故が９件（死者 １ ０名 ）と多発し

ています（うち１件はえびの市内で発生）。

運転者は、 「夕暮れ時は早めにライトを点灯！」 「対向車・先行車がいない場合はハイ

ビーム！」「横断歩道、まずは減速！歩行者がいたら一時停止」を行い、交通事故防止に

努めましょう。

また、歩行者は、「夕暮れ時や夜間は、明るい色の服装と反射材の着用！」「横断歩道

を利用し、左右をしっかり確認しながら横断！」 「横断歩道がない場所では、車の近くの

横断、斜め横断は禁止！」を心掛けましょう。

県内の交通事故状況（令和３年１１月３０日現在）

[えびの警察署]

区分 本年累計 前年比増減数

件数（件）   ３，９２９ 　　－６５０

死者数（人） 　  　　２３       　－９

負傷者（人）   ４，４４８ 　　－６８１

物損事故（件） １８，９９９ 　　＋４５５
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県では、「読書県みやざき」を掲げて「生涯にわたって読書に親しむみやざき県民の育成」を目指し
た事業を進めています。その一つとして「読書サポーター養成研修会」を西諸県地区の２会場で開催

しました。講師は小林市・えびの市・高原町からそれぞれ１名ずつ、 各市町の読み聞かせボランティア

の中心となって活躍されている３名の方にお願いしました。研修は、読み聞かせボランティアとしての基

本からスキルアップを目指した内容で実施しました。

研修会では、講師の先生のこれまでの経験を生かした講義・演習の他、
読み聞かせやストーリーテリングの実演も交えられ、どちらの会場も和やか

な雰囲気でした。学校等に読み聞かせボランティアとして訪問されている方

やこれから読み聞かせをやってみたいという方、図書館の関係職員、さらに

は、中学生まで、世代をこえて参加してくださいました。

「読み聞かせで絵本の魅力を伝えたい」という思いに溢れた、参加者にと

っても、貴重な研修の機会となったようです。【高原中の生徒も参加】

【入門コースの様子（高原町会場）】 【スキルアップコースの様子（えびの市会場）】

【スキルアップコース】 ・選書のポイントやプログラムの組み方 ・実演 ・情報交換 など

【入門コース】 ・読み聞かせの基本的なスキル ・発声練習 ・おすすめの本 ・実演 など

日　　時 令和３年１１月２７日（土） 日　　時 令和３年１２月７日（火）　

１０：００～１２：００ １９：００～２１：００

会　　場 高原町ほほえみ館 会　　場 えびの市文化センター

参加者数 ［入門コース］１３名 参加者数 ［入門コース］７名

［スキルアップコース］６名 ［スキルアップコース］８名

・ 畠里 良文 講師 ～どんぐりの会代表（えびの市）～

・ 相良 禮子 講師 ～高原町読み聞かせボランティア代表～

・ 坂下 実千代 講師 ～小林市小・中学校「読みきかせ」連絡協議会代表～

（南部教育事務所 教育推進課 家庭・地域教育担当）
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創立１００周年記念式典を挙行しました 県立小林高等学校

大正１０年に「旧制宮崎県立小林中学校」として創立、その後、「宮崎

県立小林高等女学校」と昭和２３年、学制改革により合併し、「宮崎県

立小林高等学校」が誕生。11月13日(土)小林市文化会館にて記念

式典を行いました。

【おもてなし】 茶道部によるお点前 【アトラクション】 式典に先立ち、生徒による伝統芸能披露

【記念式典】 生徒代表誓いのことば

「立志鍛練」 どんな困難な状況下でも粘り強く向き合い、一歩を

踏み出そうとする強い精神の根幹には、この校訓があります。最

後に、私たちは夢を実現し、地域社会に貢献する人材として、これ

までの伝統を受け継ぎながら、新たな小林高校の伝統を築くこと

をここに誓います。 （抜粋）

【基金贈呈式】

小林高等学校同窓会より、新体育館の舞台幕一式、および

学力向上・競技力向上・キャリア教育推進などを目的とす

る令和4年度以降10年間にわたる支援金をいただきまし

た。生徒のために大切に使わせていただきます。

【記念講演】 ～「内から成長しない者は基礎が弱い！」～

本校OBで、現在、宮崎大学教育・学生

支援センター特別教授をされている谷

口氏をお招きしました。 厳しくもあたた

かいお話、ありがとうございました。小

林高校も、さらに成長し続けます。

現 生徒会長

同窓会会長より目録が贈呈されました。

真方１区の兵児踊り 細野１区輪太鼓踊り

地元の方々の熱心な指導、ありがとうございました。

次の１００年に向けて、頑張ります。

(現職員一同）

谷口浩美 氏
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小林秀峰高校野球部が県大会で初優勝！

10月18日、県立小林秀峰高校が第149回九州地区高等学校野球大会宮崎県予選で優勝を果たしました。

同校の優勝は、平成20年度の開校及び野球部創部以来初めての快挙です。

西諸地区内の在住者を中心に生徒約30人が選手として活躍する新進気鋭のチームで、バッテリーを軸に

固い守備で甲子園出場経験のある強豪校を次々と破り、県大会を制覇。九州大会に進みました。

11月16日に開幕した九州大会本戦では、一回戦で長崎日大高校（長崎県）と激突。惜しくも敗退しました

が、試合の前半には５点ものリードを奪う場面もあり、その健闘ぶりや最後まであきらめないプレーに対して

会場からは大きな拍手と声援が送られました。今後のさらなる活躍を期待したいと思います。

[西諸県地連協（協力：小林市）]
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地域資源ブランド現地学習会（霧島ジオパーク第２回）

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。

こうした宮崎の宝を訪れ、体験活動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）が実施されました。（県中山間・地域政策課事業）

そのひとつである霧島ジオパークを訪れるツアーにも子どもた

ちが参加し、雄大な自然の営みについて学びを深めました。

11月23日（火・祝）に実施された霧島ジオパーク編２回目のツアーは、10月の初回（御池・ひなもり台県民ふ

れあいの森）とは別コース（関之尾滝・えびの高原）で組まれ、ジオガイドなど霧島ジオパークに関わる専門家

の方々を講師として、関之尾の甌穴群と滝や、二湖パノラマ展望台でのフィールド学習、えびのエコミュージ

アムセンターの見学などを行いました。

えびの高原の気温は約０℃で、雪がちらつく場面もありましたが、途中で野生の鹿に出会って感動したり、

山に向かって「ヤッホー」と大声を出すなど、元気に学習スケジュールをこなし、火山活動から長い年月をかけ

てできた霧島の自然の造形をはじめ、郷土のジオパークが持つ魅力を存分に体感していました。

県中山間・地域政策課では、後日保護者を対象に報告会を開催し、保護者の皆さんにもジオパークの魅力

や当日の子どもたちの様子をお伝えしました。次回は是非御家族で当地域を訪れていただきたいものです。

[西諸県地連協]
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霧島ジオパークに関するオンライン講座が開催中

霧島ジオパークでは、自然保護意識やリスク管理、ホスピタ

リティの技術に優れ、エリア地域に精通してその魅力を発信す

る案内人（ジオガイド）の養成講座が実施されています。その

多彩なカリキュラムのうち、有識者によるオンラインの座学講

座が「霧島ジオ講座2021」として一般に公開されています。

この講座は、11月から１月までに８回のシリーズで開講して

いるもので、11月５日には第１回「地球と火山」が行われまし

た。講師は、鹿児島大学共通教育センター准教授の井村隆介

氏で、専門である火山学・地質学からとらえた地球の持つ特徴

を皮切りに、視点を霧島・桜島に移して、その噴火史や噴火の

科学的検証などが分かりやすく解説されました。

第２回以降も霧島ジオパークに深く関わる充実したラインナ

ップで、多くの関心を集めています。

＜今後の予定＞

第６回 １月11日（火） 「霧島ジオパークの楽しみ方」 石川徹氏（霧島ジオパーク推進連絡協議会）

第７回 １月19日（水） 「霧島の歴史」 大學康宏氏（高原町町民福祉課）

第８回 １月25日（火） 「シラスを知り・活かす」 大木公彦氏（鹿児島大学名誉教授）

※受講方法は、霧島ジオパークホームページをご覧ください。 http://www.mct.ne.jp/users/kiri-geopark/

ジオパーク10周年記念パネル展が開催されました

霧島ジオパークは、令和２年に日本ジオパークの認定を受けてから10周年を迎えました。これを記念して、

その10年間の歩みを写真とともに振り返るパネル展が、各地で順次開催されています。

10月18日から11月１日にかけて、県庁防災庁舎１階展示スペースでも開催され、「活火山の麓に生きる」と

いうテーマで、霧島地域の多様な自然や歴史文化が、それらを保護・継承する人たちの活動などを交えなが

ら紹介されました。

［西諸県地連協］
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令和３年度 小林市総合文化祭が開催されました

11月23日（火・祝）から11月24日（水）にかけての２日間、小林会場（小林市民体育館・小林中央公民館）と

野尻会場（野尻町農村環境改善センター）で、文化と芸術の祭典「小林市総合文化祭」が開かれました。

会場内の作品の展示では、小林市内の保育園児及び小中学生による絵や書をはじめ、一般から寄せられ

た生け花、写真、パッチワーク、竹細工など、合計で約4,000点もの多彩な作品が一堂に並べられ、注目を集

めていました。

今年度も前回と同様に、コロナ感染の予防対策を徹底した上での開催となりましたが、幅広い年代から延

べ5,400人以上の来場があり、文化と芸術にじっくりと触れる２日間となりました。

[西諸県地連協]

吉都 願い叶う
き つ と

ＪＲ吉都線の駅で絵馬の願掛けを

ＪＲ吉都線の都城駅、高原駅、小林駅、えびの飯野駅、吉松駅に「吉

都（きっと）願い叶う 縁起のよい吉都線」絵馬がお目見えしました。

あなたの願い事を書いて、掲示

台に結びつけてください。集まった

絵馬は、霧島六社権現のひとつの

東霧島神社に奉納されます。

【企画・問合せ】

ＪＲ吉都線利用促進協議会事務

局（小林市企画政策課内）

ＴＥＬ 0984-23-0456



  [西諸県地連協 （協力：小林市・えびの市・高原町）]　

市政・町政情報を発信しています！

こすも～
お問合せ：小林市地方創生課
☎０９８４－２３－１１４８

▶QRコード

▲QRコード ▶QRコード

フェイスブック（よかとこ小林市） ツイッター（よかとこ小林市） YouTube（小林市公式チャンネル）

えびの市
LINE

公式アカウント
QRコードから
友だち登録
してください

＠ebinocity

◀出てきた画面の「追加」
ボタンを押すと、えびの市
と「友だち」登録できます。
または、ＩＤ検索で登録！

お問合せ：えびの市企画課情報係
☎０９８４－３５－３７１４みなほ

https://www.town.takaharu.lg.jp/

はるちゃん
お問合せ：高原町総合政策課
☎０９８４－４２－２１１５

高原町公式ホームページ
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