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西諸県地域の普及活動

令和４年８月

西諸県農林振興局

（西諸県農業改良普及センター）

Ⅰ 管内農業・農村の主な動き

１）第12回全共宮崎県代表牛決定検査会が開催
２日と６日に小林地域家畜市場（西諸県畜連）におい

て、第12回全共宮崎県代表牛決定検査会が開催されまし

た。

審査は第２区から第８区に分けて行われ、厳正な審査

を経た後、県の代表牛として計23頭が選出されました。

西諸県地域からは、第２区（若雌の１）に小林市の森

田正明さん出品の「いりす184」号、森田悠斗さん出品

の「やすこ」号、第６区（総合評価群）に小林市の竹之

内利弘さん出品の「松297」号、えびの市の神田譲市さん出品の「天空」号、小林市の(有)

馬場牧場出品の「美華満点」号、第７区（脂肪の質評価群）にえびの市の神田譲市さん出品

の「第33凛太郎」、小林市の(有)馬場牧場出品の「弥土52の3」号の計７頭が選ばれました。

選出された代表牛は、10月に鹿児島県で開催される第12回全国和牛能力共進会に出品され

ます。

２）ＪＡこばやしアグリトレーニングセンター第４期生入講式の開催
24日、JAこばやし本所において、令和４年度アグリトレーニングセンター第４期生の２回

目の入講式が、JAこばやし副組合長をはじめ多くの

関係者が出席し開催されました。

第４期生については、すでに１組(夫婦)が７月よ

り研修中ですが今回は、仕事の都合で遅れていた遠

藤誠さんが入講となりました。

遠藤さんは、県外出身者で農業も初めての経験と

いうことで多少の不安もありながら「毎日真摯に研

修に臨びますので御指導、御鞭撻をよろしくお願い

します。」と決意を述べられました。２年間の予定で

施設きゅうりの栽培について学ばれます。 【決意を述べる遠藤さん】

【審査の様子】
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３）水稲栽培講習会の開催
29日、えびの市で、第2回目の水稲栽培講習会が開催されました。

8ヶ所で延べ33名の参加があり、普及センターから、水稲の生育

状況や今後の水管理等について説明し、参加者からも白穂に関す

ることや今後の台風の影響等について、積極的に質問がありまし

た。

４）８月期子牛郡品評会が開催
17日、小林地域家畜市場において、西諸県郡市畜連

主催による令和４年８月期子牛郡品評会が開催されま

した。

８月22日から24日に開催される８月期子牛セリ市に

出荷される雌子牛のうち、市町子牛品評会を経た31頭

が出品され、審査の結果、優等賞に６頭、壱等賞に15

頭、弐等賞に８頭が選ばれました。

なお、優等賞首席は高原町の小林秀峰高校出品の「み

るくてぃ」号（勝光美－満点白清－勝平正）、２席は

小林市の橋満祐治さん出品の「すずひめ618」号（福

晴茂－忠国桜－勝平正）、３席は高原町の清水政明さん出品の「こうひめ」号（耕富士－美

穂国－安福久）が受賞しました。受賞牛は、発育良好で輪郭鮮明、尻幅の充実、毛色が良い

との講評でした。

Ⅱ 主な普及指導活動等の取組

１ プロジェクト(総合、専門）に関する普及活動

(持続可能な農業生産の実現へ向けたアグリプレーヤーの確保・育成）
１）第４回アグリ★ベーシックセミナーを開催

9日、普及センターで第４回アグリ★ベーシックセミ

ナーを開催し、12名の新規就農者等が参加しました。

内容は「ライフプラン」及び「肥料について」で、講

師は普及センターが 務めました。ライフプランのセ

ミナーでは、農業経営をするにあたり将来の人生設計

の大切さを学びました。肥料に関するセミナーでは、

畑の状態を知る「土壌分析」を行って、適切な施肥を

することの重要性などを学びました。

当セミナーは、あと1回実施し、次回は12月中旬を予

定しており、畜産の「経営管理」及び「疾病の予防・

対策」を開催予定です。

【優等賞主席 みるくてぃ号】

【講習会の様子】

【セミナーを受講する新規就農者】
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２）第１回、第２回アグリ★ステップアップセミナーを開催
25日、普及センターで第1回アグリ★ステップアッ

プセミナーを開催し、6名の新規就農者等が参加しま

した。アグリステップアップセミナーは、就農３～

４年目を対象にした今年度から始めた研修になりま

す。今年度は、高鍋町の農業総合研修センターで行

っているリカレント研修をオンラインで受講する研

修形態も取り入れての開催となりました。内容は「鳥

獣害対策（オンライン）」及び「ライフプラン作成」

で、講師は鳥獣被害対策センターと普及センターが

務めました。鳥獣害対策のセミナーでは、適切な電

気柵などの設置を行い、適切な対策をとることが重

要で、集落での勉強会などを開催して地域一帯で対策することが大切である等を学びました。

ライフプラン作成のセミナーでは、アグリ★べーシックセミナーで学んだライフプランの

大切さを念頭に置いて、自分の将来を見据えたライフプランを実際に作成し、将来像を描い

てみました。

また30日、普及センターで第2回目の同セミナーを開催し、9名の新規就農者や関係機関が

参加しました。内容は、「農作業安全（オンライン）」及び「農業経営における控除・税務

について」で、講師は専門技術センターと宮崎市で税理士として活躍されている坂本税理士

が務めました。

農作業安全のセミナーでは、農業には危険が身近にあるので、農機具の適切な取り扱いな

どを徹底して事故のない農作業に努めることが大事である等を学びました。農業経営におけ

る控除・税務セミナーでは、青色申告など税金の控除ができるメリットがあるので活用し少

しでも所得が残る工夫をしていくことが大事である等を学びました

当セミナーは今年度から始まったセミナーですが、受講者の満足度も高く、充実した研修

となりました。

３）就農相談会を実施
17日、えびの市役所において１名の就農相談を行いました。相談者はえびの市で水稲や飼

料作物などを栽培している認定新規就農者で、今回は青年等就農計画になかった機械の導入

を行うにあたり、計画内容の変更が必要のため、その検討を行いました。

24日、えびの市役所において１名の就農相談を行いました。相談者はえびの市で高設いち

ごで就農している認定新規就農者の方で、ハウスを自宅近くに移設したいとの相談に対応し

ました。

今後も、就農に向けた支援を実施していきます。

※就農相談対応（面談）等 ２名２回

（内訳：えびの市：水稲１名、高設いちご１名）

４）農業次世代人材投資資金活用者の就農状況等の確認
３日、高原町役場で肉用牛繁殖経営１戸１名、８日、えびの市いちご団地で高設いちご経

営２戸２名、９日、普及センターで、露地・施設きゅうり経営１戸１名、10日、普及センタ

ーで、施設きゅうり経営１戸１名、18日、えびの市いちご団地で、高設いちご経営１戸２名

26日、普及センターで、露地・施設きゅうり経営1戸1名とぶどう等多品目経営1戸1名につい

てそれぞれ関係機関を交え面談にて就農状況等の確認を行いました。

【控除・税務に関するセミナーの様子】
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施設きゅうり経営など病害虫の発生が原因で収量が減っている事例があり、予防の徹底な

どを助言しました。また高設いちご経営では様々な販路を開拓し、観光農園にも取組んで営

業努力していましたが、経費が多くかかっている事例があったので、余分なものは削減する

よう助言しました。その他、収量も計画的に伸びている事例、家族経営で作業分担など効率

よく経営をしている事例など、経営状況が良好な場合は継続して経営の向上に努めるよう助

言しました。

（内訳：小林市３戸３名、高原町２戸２名、えびの市３戸４名）

（未来に繋ぐ“持続的な次世代型水田農業”の実現）

１）普通期水稲生育調査を実施
５日、８日に関係機関からなる普通作物部会にて、管内の普通期水稲の生育調査を実施し

ました。今回の生育調査は２回目となり、幼穂形成期の調査です。

生育は概ね順調で、草丈は平年より高く、茎数は平年並みとなりました。今年は、梅雨の

期間が短く、降雨も少なかったためか出穂期が平年より３日早くなりました。

病害虫の発生状況としては、山沿いを中心にいもち病の発生が散見されています。穂いも

ちに進展していく可能性もあることから、注意が必要です。

今年は、トビイロウンカの発生は少なく、管内の本田での発生は非常に少ないです。一方

で、斑点米カメムシ類やイナゴ・バッタの発生は非常に多いことから、乳熟期となる９月上

旬の防除が必要となります。

今後も成熟期調査・収量調査を実施し、生育や、収量等を調査していく予定です。

（にしもろの畑地を生かした収益性の高い加工・業務用野菜産地の確立）

１）加工用ほうれんそうの栽培講習会
25日に、JAこばやし野尻支店で加工用ほうれんそう栽

培講習会が行われ、生産者６名の参加がありました。新

型コロナウイルスの感染対策を取りながら、２年ぶりの

講習会の開催となりました。

普及センターからは、栽培暦に基づいた時期別の管理

のポイントや、べと病対策について説明を行いました。

加えて、実需者となる冷凍加工会社から異物混入対策に

ついての説明がありました。

他地区については講習会の開催はなく、資料の配付で

代替される予定です。今年はべと病の発生を抑制しなが

ら、良質なほうれんそうが生産されることが期待されます。

【2年ぶりに開催された講習会】
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２）早生さといも展示ほの収量調査を実施
12日に、小林市と共同で設置している早生さといも

の展示ほで収量調査を実施しました。展示ほではかん

水を行っている区とかん水を行っていない区を設け、

両区における収量・品質の比較調査を行いました。結

果は、かん水を行っている区の方が収量が約１４％高

く、水晶芋の発生も少なく、高い品質を確保すること

ができました。

これまでは、かん水による疫病の発生助長が懸念さ

れていましたが、今作では防除を徹底したことで、か

ん水の有無に関わらず疫病は確認されませんでした。

今後早生さといもでは、疫病の防除とかん水を組み

合わせた栽培体系を普及し、農業所得の向上に繋げたいと考えています。

（魅力ある西諸果樹産地の維持・発展）

1）なしのジョイント・流線型仕立て 果実調査
10日、小林市なし農家の園地にて実施しているジョイ

ント・流線型仕立て栽培での果実調査（幸水）を行いま

した。ジョイント栽培は省力化と早期成園化が図られま

すが、連年安定生産するための側枝配置方法や枝の更新

時期などが明らかにされていないため、２年前から花芽

着生・側枝の配置状況、果実品質を調査しています。

今後は、５月の花芽・側枝調査と今回の果実調査のデ

ータを取りまとめ、関係機関と側枝更新時期などの検討

を行います。

２）ぶどうの環状剥皮処理 果実調査
25日、小林市ぶどう農家のトンネル栽培施設において

３年連続で環状剥皮を行ったピオーネの果実調査を行い

ました。今後も３年連続処理の効果確認と樹勢低下等の

影響を調査していきます。また、県内の大学から３名の

インターンシップ生が調査の協力をしてくれました。今

回の果実調査のデータと今後の樹勢の様子、農家からの

意見などを取りまとめ後、関係機関と検討を行います。

【展示ほ収穫調査】

【なしジョイント・流線型果実調査】

【ぶどう環状剥皮 果実調査】
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３）ＪＡこばやしマンゴー部会運営委員会
22日、JAこばやし野尻支所にてJAこばやしマンゴー部

会運営委員会が開催され、役員９名、関係機関８名が参

加しました。９月の出荷反省会は中止となりましたが、

総会については新型コロナ対策を行いながら規模を縮小

して開催することとなり、普及センターからは炭疽・軸

腐病対策調査や後期作型のせん定後高温管理について説

明する予定にしています。

新型コロナにより活動が制限されてますが、できる活

動を探しながら活動を支援します

（西諸県地域の特色を活かした花き産地振興）

１）ラナンキュラス栽培講習会の開催
23日、小林集送センターにおいて、生産者４名、関係機

関４名が参加しました。普及センターからは、今後の管理

として、土づくりから定植までの留意事項について説明し

ました。また、試験場花き部の成果としてPon-Ponシリー

ズの冷蔵期間やフリル発生有無の条件について情報を提供

しました。

JAこばやし管内では、球根冷蔵時の培土としてバークを

使用する農家が増えています。しかし、バークでは水分量

の調整が難しく、目安とする情報がなかったため、普及セ

ンターで試験を行い、その結果を講習会で報告しました。

ラナンキュラスではこれからほ場準備と球根冷蔵に入っていきます。安定した収量と品質

を目指して、支援していきます。

２）高原町花卉部会の定期巡回及び定例会
25日、高原町管内において、生産者７名、関係機関４

名が参加し、９月彼岸出荷型を中心にキク生産者４戸の

ハウスを巡回しながら、生育状況と今後の管理について

確認を行いました。

今年は春先の降雨の影響か、高原町内のキクにおいて

例年発生の少ないハダニやヨトウムシが多く発生し、気

温の高い中、防除が実施されています。

定例会では、JAから情勢報告、普及センターからは、

アザミウマ類の防除や暑熱対策、低温開花性系統の「N-1

1」について説明を行い、防除を行いながらも体調を整え

て作業するよう伝えました。

９月には試験場花き部への視察研修や家族研修会が予定されていますが、新型コロナウイ

ルス感染症の発生状況を踏まえての行動となります。研修できる機会が少ないところですが、

関係機関と連携し、部会の活動を支援していきます。

【ラナンキュラス栽培講習会】

【高原町花卉部会定例会】

【マンゴー部会運営委員会】



- 7 -

２ プロジェクト(総合、専門）以外の普及活動

１）キクの立枯症に対する植防試験調査の実施
5日、小林市管内のキクほ場にて、植防試験の散布後調査を

実施しました。今回の薬剤は、キクの立枯症（リゾクトニア）

に効果があり、7月21日に生産者に薬剤を散布してもらい、散

布２週間後に調査を実施したところです。

調査ほ場では、立枯れが発生していなかったことから、は

っきりとした判定はできませんが予防的効果が見込め、薬害

や汚れの発生はない結果でした。

今回の結果については、部会の定例会を通して、キクの生

産者に情報提供していく予定です。

２）小林・高原地域の農業振興に関する意見交換会の開催
去る６月29日にきりしま農業推進機構サポート会

議のメンバーで実施した地域農業の維持発展に向け

た協議を受け、24日普及センターにて、同メンバー

で「新規就農者受入体制班」、「新規就農者等施設確

保班」､「労働力調整体制班」、「集落営農・農地流動

化班」(各班５～６名)に分かれ現状の課題抽出や課

題解決について意見交換を行いました。

今後は、毎月各班毎に協議を続け、定例のサポー

ト会議で意見交換会を行いながらこれからの３年間

の具体的な取組みプランとしてまとめ、サポート機

能を高めながら地域農業の発展に向け活動を展開し

ています。

３）鉢苗物における遮熱ネット設置調査
5日、小林市管内の鉢苗生産者に対して遮熱資材のサン

プルを提供した業者の方が設置箇所の状況を視察に来ら

れました。生産者２名が対応し、４名の視察者に感想な

どを伝えてもらいました。

小林市の鉢苗物生産者に導入した経緯としては、選抜

したサイネリアの親株が夏場になると枯れてしまい、選

抜系統の株の確保、及び挿し木後の高温による枯れを防

ぐ手段を検討しているところ、有効な資材があったこと

から試験的な設置に至りました。

７月に設置しサーモカメラでの表面温度差、鉢内の地温について調査を実施したところ、

表面温度では資材設置下の鉢で未設置箇所に比べ、約３℃抑えることができました。また、

鉢内の地温についても、資材設置下の鉢で未設置箇所に比べ、約２～４℃抑えることができ

ました。

今回設置した資材については、夏場の遮熱効果に加え、冬場における保温効果についても

調査していく予定としてます。資材が高騰しているとことではありますが、夏場の暑熱対策、

冬場の省エネ対策は必須となってきていることから、優良な資材について検討し、情報提供

【各班の熱心な協議】

【遮熱ネット効果の調査】

【キクの状態】
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を行っていきます。

４）西諸県地区果樹技術員会第４回定例会及びぶどう・なし食味調査
23日、普及センターにて技術員会の定例会を開催し、関係

機関13名が出席しました。会議では管内果樹の生育状況の確

認や果樹カメムシ類の多発注意喚起を行いました。

また、ぶどう３品種となし１品種の食味調査を行いました。

特に、今後の赤系ぶどうの主力品種となるクイーンニーナに

ついては、甘みが強く歯ごたえもあり好評でした。今後も関

係機関と連携し、地域の課題に取り組んでいきます。

５）西諸県地区花き技術員会第３回定例会の開催
23日、普及センターにて室内検討会を実施し、関係機関

12名が出席しました。普及センターから県内視察の提案や

管内の土壌の傾向、就農・定着プランに関し説明しました。

振興局から肥料高騰対策事業について、NOSAIから園芸施

設共済に関する情報提供がありました。

室内検討後は、小林市管内のキクのほ場を現地視察しま

した。９月彼岸出荷作型のキクほ場では、キクの概要につ

いて説明し、生育状況及び栽培方法について相互に情報交

換していました。

今後も引き続き、現地視察を交えながら関係機関との連

携しながら地域の課題に取り組んでいきます。

６）ＪＡこばやしメロン部会特別賞の授与
JAこばやしでは、毎年、めろめろメロン率や出荷実績の高

い生産者を表彰しています。今年は、藤田博志氏が成績優秀

者となり、25日、普及センターの戸敷所長より特別賞の授与

を実施しました。

賞状の授与後は、藤田氏の今作の準備状況や熱い意気込み

を聞き取りました。

来年も引き続き、優秀な成績を期待しています。

７）ＪＡえびの市ピーマン部会リアルタイム診断
9日、ＪＡえびの市にて栽培中のピーマンの葉柄中の硝酸態窒素濃度を測定しました。

栽培終了まで調査を実施し、出荷成績と合わせて分析することで、増収のための栽培期間

中の適正な窒素肥料の施用量を検討します。

今後も引き続き、ピーマンの出荷量増加のために、関係機関と連携して調査を続けます。

【果樹技術員会】

【西諸県地区花き技術員会定例会】

【特別賞授与】


