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西諸県地域の普及活動

令和５年２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）西諸県農業改良普及事業推進協議会幹事会及び西諸県地区農業経
営指導士会普及事業実績検討会を開催
16日に普及事業推進協議会幹事と農業経営指導士合同

の令和４年度普及指導活動実績の検討会を開催しまし

た。

この検討会では、普及指導活動計画の総合プロジェク

ト３課題、専門プロジェクト５課題の令和４年度の活動

実績について説明を行いました。参加者からは、自身が

就農相談を受けた場合の窓口、果樹の担い手確保の課題

や水稲の高密度播種苗栽培を導入した場合の田植機の部

品交換に係る支援等についての助言や意見が出されまし

た

今後は、検討で出された内容を参考に令和５年度の普

及指導活動計画に活かして行く予定です。

２）２月期子牛郡品評会が開催
８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５年２月期子牛郡品評会が開催されました。

２月13日から15日に開催される２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40頭が出品さ

れ、審査の結果、優等賞に８頭、壱等賞に20頭、弐等賞に

12頭が選ばれました。

なお、優等賞首席は小林市の中島ちどりさん出品「りさ」

号（耕富士－満点白清－勝平正）、２席は高原町の吉田正弘

さん出品の「ふくひめ」号（耕富士－義美福－美穂国）、３席は高原町の大濵一文さん出品

の「ちこりん」号（二刀流－秀正実－忠高盛）が受賞されました。受賞牛は、体積豊か、体

の均称のきれいさ、品位において全体的に高く評価できるとの講評でした。

【普及指導活動実績について協議】

【優等賞首席 りさ号】
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３）小林特別栽培米講習会の開催
22日、普及センターにおいて、JAこばやし主催による

特別栽培米の講習会が開催されました。

11名の生産者が参加し、普及センターからは病害虫対

策や令和４年度の気象・生育概況、令和５年度の栽培暦

について説明しました。

講習会終了後、食味鑑定会も行い、良食味米を生産で

きた農業者の栽培管理等について情報交換が行われまし

た。

４）畑かん事業水利用研修会を開催
20日、高原町鹿児山地区において水利用研修会を開

催し、地域の農業者６名が参加しました。

研修会では、水利用の方法や散水器具の申込方法、

散水器具の説明、作物へのかん水方法などについて、

関係機関、散水器具メーカーが説明を行い、畑かんへ

の理解を深めました。参加した農業者からは、ロール

カー（小型自走式散水機）を導入したいなど畑かんを

活用した営農を期待する声もありました。

今後も引き続き、畑かん事業の実施地区で水利用研

修会を開催し、畑かんへの理解を深め、畑かんを活用

した営農を広げたいと思います。

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）就農相談会を実施

8日、小林市で肉用牛繁殖での就農希望者1名とえびの市で肉用牛繁殖での就農希望者1名

の相談に対応しました。どちらも親の経営を継承しての就農を考えており、今後の継承の流

れや補助事業などの助言をしました。

17日、現在きりしまトレーニングセンターで施設きゅうりの研修を受けている夫婦の就農

相談に対応しました。昨年の7月から研修を受けており、令和5年6月末で研修を修了し、高

原町に就農予定なので、就農に向けた準備などの助言を行いました。

22日、えびの市で肉用牛繁殖での就農希望者1名と養鶏での就農希望者1名の就農相談に対応

しました。肉用牛繁殖での相談者は、父親の経営を5年かけて継承して就農する希望があり、

牛の導入や継承の流れなどの確認をするよう助言しました。養鶏での相談者は、認定農業者

となり補助事業や資金の活用を希望しており、必要事項などについて助言しました。

今後も、就農に向けた支援を実施していきます。

（内訳 小林市：肉用牛繁殖１名 高原町：施設きゅうり1名 えびの市：肉用牛繁殖２名、養鶏

１名）

【水利用研修会】

講習会の様子
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２）農業次世代人材投資事業活用者の就農状況等の確認
13日、17日、高原町にて施設きゅうりでの新規就農者1名、えびの市にて高設いちごでの

新規就農者3名の農業次世代人材投資事業活用者の就農状況等の確認を行いました。それぞ

れ、自分の経営の問題点を解決するため、試行錯誤しながら営農している状況を確認できま

した。

３）令和4年度宮崎県SAPグランプリに小林市SAP会議、えびの市ＳＡＰ
会議会員が出場
3日、宮崎市のJA・AZMにて、2年ぶりに宮崎県SAPグランプリが開催され、小林市SAP会議

とえびの市SAP会議から1名ずつプロジェクト発表の部に出場しました。2名とも、自分の経

営における課題解決に向け取り組んだ内容をまとめ、堂々と発表しました。えびの市 SAP

会議の出場者は、優秀賞となり来年度開催される九州・沖縄地区青年農業者会議（九州大会）

に出場することが決まりました。

今後も、SAP会員の資質向上に向け支援していきます。

（未来に繋ぐ“持続的な次世代型水田農業”の実現）

1）次世代型水田農業推進会議の開催
16日に管内市町、JA、NOSAI、振興局による次世代型水田農業推進会議（以下、推進会議）

を開催しました。

今年度の担当者ワーキンググループ（以下、担当者WG）の活動経過について共有するとと

もに、前回の推進会議で、普及センターから提案した露地野菜の種苗供給体制構築や推進品

目の検討状況を説明し、意見交換を行いました。今後も、推進会議で出された意見や担当者

WGで検討している市町水田営農地図等の活動について、担当者WGと連携しながら、西諸県地

域の水田営農の維持・発展に向けて活動を行います。

2）水田担い手ネットワーク交流会を開催
20日に普及センターにおいて水田営農経営体26法人・戸（参加者数36人）を参集し、水田

担い手ネットワーク交流会を開催しました。

交流会では、令和４年度に取り組んだ省力化水稲栽培技術及び飼料用米新品種の展示ほの

結果について普及センターから説明しました。また、最近の農業をめぐる情勢や水稲栽培の

基本技術励行の情報提供を行いました。

意見交換会では、農業経営で改善したいことについて、参加者が発表し合いました。農地

【えびの市SAP会員の発表】 【小林市SAP会員の発表】
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分散とともに水路・農道管理などの生産基盤の問題や労働力不足に関する意見がが多く出さ

れました。

今後も今回のようなネットワーク活動を継続し、技術の情報共有や課題の意見交換を行う

ことを確認し、次回から共通課題の改善に向けて活動していく予定です。

（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）さといも採種栽培の継続に向けた取組み
西諸県地区はさといもの種芋の県内最大の産地ですが、年々、栽培面積が減少し、需要の

約半分しか供給できていません。そこで、さといも採種栽培を拡大できるように県単事業に

よってコンサルタント業者を活用した現状分析と課題、対策の整理に取り組んでいます。

20日にJMAC（コンサルタント業者）、JAこばやし、ジェイエイ・アグリシードと共にオン

ライン会議を実施しました。さといも栽培を支えている採種栽培を継続できるような提案を

４月に行えることを目指し、３月も関係機関と連携して検討を重ねていく予定です。

２）しょうがの栽培講習会を開催
３日、JAこばやしにおいてしょうがの栽培講習会を開催し、

管内のしょうが生産者21名が参加しました。

研修会では、今作に向けた栽培のポイントや注意点などにつ

いて、説明を行いました。今年も、栽培期間中の現地巡回など

を行い、管内の目標収量4t/10a以上を達成する生産者が増える

ように、支援を行います

（魅力ある西諸果樹産地の維持・発展）

１）モデル農家（マンゴー）との検討
８日、モデル的経営体育成支援活動の対象者であるマンゴー生産者へ経営分析結果等につ

いて説明及び聞き取り調査を行いました。対象生産者は、負債はあるものの、収入は年々上

昇、安定しているため、今後も予定通りの返済ができれば10年程度で完済できる予定です。

また、面積が広く、本人が過重労働気味のため繁忙期のさらなる雇用や作業内容の拡充も検

討します。今後も、生産者から聞き取り・栽培管理等への助言を行い、経営改善に向けて支

援を行います。

【展示ほの結果等の情報提供】 【農業経営の改善についての意見交換】

【栽培講習会】
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２）JAこばやしマンゴー部会 運営委員会の開催
16日、小林市野尻町内にて、JAこばやしマンゴー部会の運営委員会が開催され、生産者約

10名、JAこばやし・普及センターの担当者が参加しました。JA担当者から出荷経費見直し案

等について説明があり、検討が行われました。出荷経費の引き上げについては、生産者から

「燃油等も上がっている中、出荷経費を上げられては苦しい」との声が上がり、上げ幅を抑

える方向で修正することとなりました。また、新型コロナが５類へ移行することから、徐々

に活動を戻していくということで販促活動等が計画されました。今後も、引き続き関係機関

で協力し、高品質なマンゴー生産・販売へ向けた支援を行います。

３）小林市果振協 役員会の開催
21日、小林市役所にて、小林市果振協役員会が開催され、役員５名、小林市役所・普及セ

ンターの担当者が参加しました。総会の開催について協議され、今年度は３年ぶりの集合型

で開催することとなりました。今後は、新型コロナが５類へ移行することから徐々に活動を

戻していくこととなります。引き続き関係機関で協力し、高品質な梨ぶどう生産へ向けた支

援を行います。

（西諸県地域の特色を活かした花き産地振興）

１）JAこばやしラナンキュラス研究会定例巡回及び市場との意見交換
1日、JAこばやし管内のほ場２カ所にて、定例巡回とJF

鶴見花きの担当者との意見交換が実施され、生産者６名と

JF鶴見花き１名、関係機関６名が参加しました。

温度などの環境によって発色などが変化する性質のある

PonPonシリーズを栽培している西諸県地域にとって重要

な、選花の重要性について市場から詳しい説明がありまし

た。

普及センターからは、今後の管理について説明し、試験

場花き部からは、高温対策と試験内容について説明しまし

た。

高品質な切り枝を生産することはもちろんですが、信頼のある産地として確立するために

も生産者の心構えを改めて確認するよい機会となったと思われます。引き続き安定的な品質

を栽培できるよう支援していきます。

２）キイチゴ「ベビーハンズ」及びユーカリの栽培講習会の開催
22日、ＪＡえびの市にて、キイチゴ「ベビーハンズ及び

ユーカリの栽培講習会を開催しました。キイチゴ栽培講習

会では、生産者13名、関係機関４名、ユーカリの栽培講習

会では、生産者６名、関係機関３名が出席しました。

キイチゴでは、今年度当初に薬害やべと病の発生により、

初期出荷ができなかったことから、これからの作に向けた

意識付けも含め、病害虫や今後の管理について説明を行い

ました。今年度実施した現地調査の結果について情報共有

し、来年度も引き続き調査の協力をお願いしました。

また、ユーカリでは、今年度栽培開始した生産者や興味

【ラナンキュラス定例巡回】

【キイチゴ栽培講習会】
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のある生産者が増えていることもあり、西諸県地域における初めての講習会を開催しました。

栽培方法や産地の栽培事例について情報共有しました。

キイチゴやユーカリについては、えびの市を中心に関心を持っている方が増えている状況

です。今後、安定的に出荷できるよう支援していきます。

３）JAこばやし花卉部会定例巡回及び定例会の開催
27日、JAこばやし花卉部会員４戸の定期巡回が行われ、

生産者４名と関係機関４名が出席しました。３月彼岸出荷

を中心に巡回し、生育の状態を検討しました。彼岸より早

めのほ場もあり、部会長からは温度調整などで各自開花調

整を図るよう話がありました。

夜の定例会では、JA販売課から情勢報告として、現在の

キクの販売状況が説明され、普及センターからは、アザミ

ウマ類の今後の対策として除草の実施について説明を行い

ました。振興局からは花の祭典2023について情報提供され

ました。

また、今回は宮崎県花き共進会にて農林水産大臣賞を授賞された佐藤さんの祝賀会も開催

され、小林のキクを支えてきた力量と人柄もあり、多くの祝福とともに賑やかな会になりま

した。

長年キクを栽培して地域を支えてきた佐藤さんが授賞できとても嬉しく思います。部会活

動でも様々な助言をされている方なので、引き続き連携しながら活動していきます。

２ プロジェクト(総合、専門）以外の普及活動

１）令和４年度西諸県茶業振興協議会定期総会の開催
21日、JAこばやしにおいて、令和４年度西諸県茶業振興

協議会定期総会が開催され、生産者15名、関係機関９名の

計24名が出席しました。

総会では、令和４年度事業実績及び収支決算や来年度以

降の役員体制等が議論され、全ての議案が承認されました。

来年度は、新型コロナウイルスの影響も落ち着くと予想

されるため、研修などを充実させていくことも決まりまし

た。また議事終了後には、令和４年度の茶情勢の報告や、

西諸県農林振興局から事業の紹介が行われました。

２）「花の祭典２０２３」が開催され西諸県管内の花きが出展
4～5日、イオンモール宮崎にて花の祭典2023が開催されまし

た。西諸県地域からはキクやラナンキュラス、デルフィニウム

の20点が出典されました。

華やかなラナンキュラスやデルフィニウムは人気がありまし

た。また、珍しいキクの染色も８点出品され、多くの来場者を

魅了しました。

【定期総会】

【JAこばやし花卉部会定例巡回】

【西諸県管内の出典花き】
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３）県産品点検事業における長野県視察と大阪での県産品点検
8～10日、西臼杵農業改良普及センターの普及指導員とと

もに、ラナンキュラス産地である長野県の２カ所の視察と、

関係機関６名で大阪の市場視察及び県産品点検を実施しまし

た。

長野県は、本県とは気候が異なることもあり、栽培の方法

や考え方が異なり、多くのことを勉強することができました。

情報を整理して、現地支援に活かしていきたいと思います。

また、大阪では、JF鶴見花きとなにわ花いちばの協力を得

て、県産品点検を実施した県内外７産地に対する評価等につ

いて意見交換を実施でき、現在の花きやラナンキュラスの情

勢について学ぶことができました。

今回学んだ内容については、ラナンキュラス研修会や技術

員会などで情報共有し、産地振興に活かしていきたいと思い

ます。

４）県下でのラナンキュラス研修会の開催
16日、JAこばやし管内ほ場１カ所で現地検討、県小林

総合庁舎にて室内検討が実施されました。

ほ場では、県内の生産者や関係機関との交流があり、

情報交換が行われました。室内検討では、普及センター

から長野県の視察や県産品点検の内容を報告し、特に、

選花の重要性について説明しました。専門技術センター

からは、湿度管理と花弁のシミ発生の仕組みに関する説

明があり、生産者は興味津々で耳を傾けていました。

これからの時期、気温も上昇し、管理が難しくなり、

花シミの発生も増える時期となります。今回の研修会を

受けて、今後の栽培管理や選花の見直しを行うなど、生産者には出荷終盤の３月も高品質で

安定的な出荷を頑張ってもらいたいと思います。

５）西諸県地区花き技術員会第７回定例会の開催
20日、花き技術員会の定例会を開催しました。今後の天候の見通しや情勢報告など情報共

有を行った後、来年度の営振協展示ほ設置計画などについて検討しました。

また、２月４～５日にイオンモール宮崎で開催された花の祭典2023の結果について情報共

有され、３月実施の西諸県管内でのラナンキュラスＰＲ活動についても検討しました。今年

は、関係機関が連携し、ラナンキュラスの特別販売や小林市内のTENAMUビルでのラナンキュ

ラス展示・人気投票イベント（３月15日～17日）を開催することとなりました。関係機関、

そして生産者とともにラナンキュラスＰＲを実施していきます

【長野県ラナンキュラスほ場】

【県産品点検、市場との意見交換】

【ラナンキュラス研修会現地視察】
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６）梨農家での農家研修
13日から５日間、管内の梨農家にて農家研修を行いました。今回の研修では、実際にせん

定を行い、、毎年安定して良い果実を作ることを念頭に置いたせん定することの重要性を学

びました。また、ハサミ・ノコの使い方や枝の配置など、実際に作業をして初めて気づく生

産者の技術を垣間見ることができ、今後も作業体験を通じて技術を高めていきたいと感じま

した。さらに、被雇用者も作業しやすいようにジョイント仕立や流線型仕立を取り入れ、枝

が単純に配置されていることを実感し、作業性を考慮した樹形づくりの重要性を再確認でき

ました。今後は自分がせん定した樹がどのような樹形となり、果実をつけるのかこまめに観

察をします。これからは、この研修で学んだことを活かし、課題解決に向けて自分ができる

ことを考え、生産者の視点に立った普及活動を行っていきます。


