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概要情報

農林水産業システムの名称

宮崎の太陽と風が育む「干し野菜」と露地畑作の高度利用システム

日本農業遺産の認定年月日：令和 3年 2月 19 日

申請団体

・団体名 ：田野・清武地域日本農業遺産推進協議会

・組織構成：宮崎市、宮崎県、宮崎中央農業協同組合、宮崎中央森林組合、清武川漁業協

同組合、宮崎市観光協会、田野町商工会、田野地域自治区地域協議会、清武

地域自治区地域協議会、田野まちづくり協議会、清武地域まちづくり協議会、

加納地域まちづくり協議会、田野町雨太鼓保存会、大淀川右岸土地改良区、

田野中学校、田野小学校、七野小学校、道本食品㈱、野崎漬物㈱、㈲田中漬

物等

認定地域の位置

・申請地域名：宮崎県宮崎市（田野・清武地域）

・申請地域の位置に関する説明

宮崎市南西に位置

・地理座標（緯度経度）

北緯 31 度 55 分， 東経 131 度 25 分

主要都市から認定地域までのアクセス

羽田空港から宮崎空港まで 1時間 40 分

宮崎空港から申請地域まで車で約 30 分

面積

156.11ｋ㎡（田野町：108.30ｋ㎡ 清武町：47.81ｋ㎡）

地形的特徴

鰐塚山系の麓に広がる火山灰土壌の畑台地帯

気候区分

年間降水量は、3,000mm を超えており、日照時間が年平均 2,100 時間を超える国内有数

の日照時間を有する「温暖湿潤」な気候

年間を通じて積雪がなく、冬季には乾燥した冷たい西風が吹く

人口（うち受益者）

39,615 人（令和 2年 7月 1日現在） 農家戸数 495 戸

主な生計源

農業・商業・工業

旧宮崎市旧高岡町

旧佐土原町宮崎市

旧清武町

旧田野町



農林水産業システムの概要

本地域は、宮崎平野の南西の地域に位置し、鰐塚（わにつか）山系の麓に肥沃な火

山灰土壌（黒ボク）の畑が広がる。夏は降水量が多く、冬は乾燥した西風「鰐塚おろ

し」が吹き、わが国有数の日照時間を誇る地域である。

露地畑作の高度利用システム（以下、「本システム」とする。）は、この風土を最大

限に活かし、季節に柔軟に対応した二毛作露地栽培と、時間と手間暇をかける「大根

やぐら」に象徴される乾燥野菜の伝統技術を組み合わせた独自のものである。

本地域は、古来より自然災害にみまわれ、農地は多大な被害を受けてきた。これは、

地域住民にとって大きな脅威であったが、江戸末期の郷土の偉人である儒学者・安井

息軒が、自然災害への備えとして、短冊状に切ったかんしょを冬場に干して乾燥させ

保存食として蓄えることを提唱したことが、本システムの始まりである。

大正期になると、夏はかんしょ、冬は大根の作付けをする年間を通した露地作物の栽

培に、細切りにした大根を天日と「鰐塚おろし」で乾燥させ千切り大根に加工する「干

し野菜」の技術とを組み合わせた、本地域独自の営農システムの基礎が確立された。

現在は、夏は、かんしょだけではなく葉たばこ、里芋なども盛んに作られるように

なり、前述の営農システムが、より発展してきた。これにより、自然災害などで夏作

に被害が発生しても、冬作の生産面積を増やすなどの対応で、農家の所得安定が図ら

れるようになった。また、本地域の農業は、地域内の畜産農家にも支えられている。

露地畑作農家は、畜産農家からたい肥の供給を受け、農作物の生産の基本となる土作

りに活用している。一方、畜産農家は、冬場に生産される「干し大根」で不要となる

乾燥した葉を牛の飼料として活用するなどの自然循環体系が形成されている。

地域の農村景観は、鰐塚山系の麓に広がる畑地帯と青々とした空が織りなす緑と青

の 2色のコントラストが広がっている。特に、冬季に観られる、本システムのシンボ

ルであり、地域住民の誇りとなっている「大根やぐら」が地域内に建ち並ぶ光景は、

世界でも類を見ないこの地域ならではのランドスケープである。

しかしながら、近代の農業、とりわけ畑作農業は、一般的に農業生物多様性とは相容

れない側面がある。本地域も例外ではないが、近年では、環境保全型の農業である有機

栽培や自然農法に取り組む若手農家も出てきている。また、温暖な気候の恩恵を受け、

多くの越冬ツバメや希少価値の高い動植物が生息する生態系が確立されている。

本地域の農業は、気候風土を最大限に活かし、年間を通じた露地畑作と「干し野菜」

の技術を多角的に組み合わせた露地畑作の高度利用システムとして発展してきた。農

業が大規模化や施設園芸によって効率化が進むなか、本システムは、干し野菜の伝

統・技術を活かし、土地を高度利用することで農業に「ゆとり」を生んでいる。農業

のゆとりは伝統の継承とともに新たな技術の開発をもたらす。これは、国連が定めた

「家族農業の 10 年」のコンセプトとも合致しており、本システムは世界の畑作農業

の重要なモデルとなりえると確信しており、それを目指すものである。
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１ 世界及び日本においての重要性

1）本地域の気候の特徴（気候）－夏は「田野のわたくし雨」、冬は「日本のひなた」－

宮崎市は、九州の東南端に位置し、黒

潮の流れる日向灘に面していることから、

冬季に温暖で多日照の気候が大きな特徴

となっている。年平均気温は約 17℃、年

間平均降水量は約 2,600mm であり、全国

平均約 1,700mm に比べて非常に多い。

また、快晴日数も多く、日照時間は、

年平均 2,100 時間を超えており、我が国

で最も太陽に恵まれた地域の一つと言え

る。

宮崎市内の中でも本地域は、鰐塚山系

に囲まれた盆地であり、東からの雨雲が

鰐塚山系の山々に遮られるため、年間降

水量が 3,000mm を超える特徴がある。こ

のため、夏季には、宮崎市内が雲一つな

い天気でも、「田野のわたくし雨」と呼ば

れる局地的に雨が降ることがあり、「晴天

の日に長靴を履いて、傘を持っている人

は田野人」と言われたという話もある。

本地域は雨が多いことから、地域内の

ため池は少ないが、年によっては降水量

に偏りがあるため、年間を通した水の安

定供給による生産力の向上を目的とした

農業用天神ダムからの水を供給する畑地

かんがいの整備が行われている。

また、冬季には、鰐塚山系から乾燥した冷たい西風「鰐塚おろし」が吹き、氷点下

となる日もあることから、冬季露地栽培の農作物の選定に大きな影響を与えている。

宮崎の降水量・日照時間・平均気温の平年値（1981～2010年）
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図 1 宮崎の降水量・日照時間・平均気温の平均値

（1981～2010 年）

出典：令和元年度農林水産振興の概要(宮崎市）

順位

第1位 沖　縄 23.1 山　梨 2183.0 埼　玉 58.6

第2位 鹿児島 18.6 高　知 2154.2 宮　崎 52.7

第3位 宮　崎 17.4 宮　崎 2116.1 静　岡 52.4

平均気温（℃） 日照時間（hr） 快晴日数（日）

写真 1 申請地域の航空写真

表 1 平均気温、日照時間、快晴日数の平均値（1981～2010 年）

（令和元年度農林水産振興の概要）
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2）本地域における地理の特徴（地理） －鰐塚山系に囲まれた黒ボク土壌の盆地－

本地域は、宮崎市の南西部に位置し、標高 130ｍ～200ｍの台地で、西南西に大き

く入り込んだ地溝をなす帯状の地域で、宮崎平野を臨んでいる。この地域を取りまく

山地は、南側に鰐塚山が美しくそびえ、「朝陣野山（あさじんのやま）」や「前平山（ま

えびらやま）」等の 600ｍを超える山々に囲まれた盆地の性質を持った地形である。(

図 2）

本地域の土壌は、数枚の層（ローム層）から形成されており、代表的地質は、黒ボ

ク土壌（写真 2、3）であり、ほとんどの畑でみることができる。この土壌は、腐植

を含んだ特長的な黒土であり、約１万年前から現在までに形成されたものである。こ

の黒ボク土壌は、保水性や透水性が良く、ち密度（土の硬さ）が低いため、冬場に作

付けされる大根の肉質を軟らかくする特質を備えている。

図 2 地域内の農地分布図

写真 2 黒ボク土 写真 3 大根畑

前平山

鰐塚山
朝陣野山

水田地帯（1045ha）

　畑地帯（1426ha）
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3）本地域における社会的特徴 －世代交代が円滑で、若手農業従事者が多い－

①全体の人口

本地域は、宮崎市中心部の郊外にあるベッドタウンである。

宮崎市中心部への交通が便利な地域であることから、住宅開発が進み、多数の若

者の移入がみられ、図 3、4で示すとおり就学児数が増加しているのが特徴である。

都市化が進んでいく中でも、豊かな風土に育まれてきた農業が継承されてきており、

新たな世代と伝統的な農業が共存しあうポテンシャルのある地域となっている。

②農業従事者について

宮崎市の 15 歳以上の総人口は、表

3 で示すとおり、338,548 人であり、

就業人口は、全体で 187,229 人となっ

ている。その内、第 1次産業の人口は

9,661 人となっている。内訳は、農業

8,938 人（92.5%）、林業 338人（3.5％）、

水産業 385 人（4.0％）となっている。

田野・清武地域で農業に就業している

人口は 2,149 人であり、宮崎市全体の

農業従事者人口の 24％（表 2）となっ

ている。

表 3 宮崎市産業別就業人口

（令和元年度農林水産振興の概要 2015 年国勢調査(H27.10.1 現在)）

表 2 宮崎市第 1 次産業地区別就業人口

（令和元年度農林水産振興の概要 2015 年国勢調査(H27.10.1 現在)）

2,304
2,290

2,251
2,267

2,281

2,344

2,397 2,406

2,470
2,493

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

1,222 1,217 1,215
1,139 1,107

1,018 1,020 1,001 1,020 1,027

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

図 3 地域内小学校児童数推移（人）

（平成 22 年～令和元年）

（宮崎市教育委員会調べ）

図 4 地域内中学校生徒数推移（人）

（平成 22 年～令和元年）

（宮崎市教育委員会調べ）

総人口(人) 就業者数 割合 就業者数 割合 就業者数 割合

15歳以上 　　(人) (%) 　　(人) (%) 　　(人) (%)

平成27年 338,548 187,229 9,661 5.4 28,871 16 141,376 78.6

総　　数 第1次産業 第2次産業 第3次産業

宮崎市 就業人口

(人)

第1次産業
就業者(人)

農業
(人)

割合
(％)

田　野 1,059 1,012 11.3%

清　武 1,169 1,137 12.7%

2,228 2,149 24.0%

宮　崎 4,885 4,410 49.3%

佐土原 1,576 1,452 16.2%

高　岡 972 927 10.4%

9,661 8,938

区　分

田野、清武 計

宮崎市全体 計
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農業経営は、田野・清武地域で 794 経営体あり、その内の 495 経営体（62.3％）

が本システムに係る経営体となっている。

年齢別では、60 歳以上の農業従事者が半数近くいるものの、60 歳未満の農業従

事者の割合は全国の値より高い水準を示している。その結果、田野地域では平均年

齢が 60 歳以下となっており、本地域の農業従事者は若い年齢層が多く、世代交代

が円滑に進んでいることを示している（表 5、図 5、6）。

表 5 年齢別の農業従事者数（自営農業に従事した世帯員数）

（2015 農林業センサス 統計書）

図 5 年齢別農業従事者割合（全国）

単位：人

計
平均
年齢

全　国    2,096,662 63,714 (3.0%) 77,308 (3.7%) 110,329 (5.3%) 234,318 (11.2%) 627,091 (29.9%) 634,088 (30.2%) 349,814 (16.7%) 66.3歳

宮崎県 45,001 1,201 (2.7%) 2,109 (4.7%) 2,891 (6.4%) 6,671 (14.8%) 12,328 (27.4%) 13,116 (29.1%) 6,685 (14.9%) 65.2歳

宮崎市 7,304 281 (3.8%) 479 (6.6%) 608 (8.3%) 1,293 (17.7%) 1,831 (25.1%) 1,908 (26.1%) 904 (12.4%) 63.0歳

田野 964 43 (4.5%) 104 (10.8%) 98 (10.2%) 207 (21.5%) 244 (25.3%) 183 (19.0%) 85 (8.8%) 59.5歳

清武 1,000 53 (5.3%) 63 (6.3%) 80 (8.0%) 194 (19.4%) 279 (27.9%) 228 (22.8%) 103 (10.3%) 61.9歳

小計 1,964 96 (4.9%) 167 (8.5%) 178 (9.1%) 401 (20.4%) 523 (26.6%) 411 (20.9%) 188 (9.6%) 60.7歳

29歳
未満

30歳
～

39歳

40歳
～

49歳

50歳
～

59歳

60歳
～

69歳

70歳
～

79歳

85歳
以上

29歳未満
4.9%

30歳～39歳
8.5%

40歳～49歳
9.1%

50歳～59歳
20.4%

60歳～69歳
26.6%

70歳～79歳
20.9%

80歳以上
9.6%

29歳未満
3.0%

30歳～39歳
3.7%

40歳～49歳
5.3%

50歳～59歳
11.2%

60歳～69歳
29.9%

70歳～79歳
30.2%

80歳以上
16.7%

図 6 年齢別農業従事者割合（田野、清武地域）

露地野菜 工芸農作物
いも類
豆類

肉用牛 酪農 小計

131,307 35,700 30,127 33,993 16,127 247,254 997,978 1,245,232 

10.5% 2.9% 2.4% 2.7% 1.3% 19.9% 80.1% 100%

2,295 510 944 5,045 252 9,046 14,278 23,324 

9.8% 2.2% 4.0% 21.6% 1.1% 38.8% 61.2% 100%

414 167 196 309 3 1,089 2,208 3,297 

12.6% 5.1% 5.9% 9.4% 0.1% 33.0% 67.0% 100%

231 119 33 110 2 495 299 794 

29.1% 15.0% 4.2% 13.9% 0.3% 62.3% 37.7% 100%

※工芸農作物…茶、葉たばこ、さとうきび、てんさい（ビート）、こんにゃくいも等

（単位：上段は経営体数、下段はその割合）

本システム

その他 計

全国

宮崎県

宮崎市

田野・清武地域

表 4 当該農業システムに係る作物別経営体数と割合

（2015 農林業センサス）
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4）180 年前の安井息軒の発案

本地域の農業システムの理念をなす儒学者・安井息軒の教え

日向国（旧宮崎県の名称）は、台風の通り道であり、例年、暴風雨にみまわれ、農作

物への被害が大きかった。江戸時代の災害は、暴風雨のほか、干ばつ、長雨、洪水、地

震、虫害、火災、火山の噴火などがあり、これらによって凶作や大飢饉となり、何万に

ものぼる人々を死亡させることもあった。表6は、主な災害と、記録として残っている

被害状況をまとめたものである。

農業が中心であった本地域にとって、このような災害が起これば農家への被害は甚大

であった。そのため、1840年（天保11年）代に日頃からの心構えとして、清武郷中野(現：

宮崎市清武町加納)の儒学者・安井息軒（写真4）が、災害や凶作に備える対策の必要性

を訴え、日常の生活に根付いていった。具体策として、「畑の10分の1には必ず稗（ひ

え）を植えること」、「寒中にかんしょを切って干すこと」、「椎の実（しいの実）を水に

浸し、その後に炒ること」、「樫の実（かしの実）、まての実を俵に入れて水に浸し、1か

月後に引き上げ、乾燥させて貯蔵すること」など保存食としての備えを伝えていった。

これらの取組を地域内に拡大したことが、本システムの始まりとなっている。

和暦 西暦 出来事 主な被害

元和３年 1617年 大雨・洪水 溺死者が84名、多数の牛馬が流された

寛文２年 1662年 大地震 津波により清武郷の61.4％田畑が被害

延宝２年 1674年 大風雨・洪水 倒れた家屋が2,000戸

元禄元年 1688年 田畑の被害が甚大

延享４年 1747年 暴風雨・洪水

宝暦１２年 1762年 大風雨

明和２年 1765年 暴風雨・洪水

明和３年 1766年 暴風雨・洪水

安永６年 1777年 暴風雨・洪水

安永７年 1778年 大風雨・洪水

安永８年 1779年 大風雨

天明１年 1781年 大風雨・洪水

天明２年 1782年 大風雨・洪水

天明３年 1783年 暴風雨・洪水

寛政１１年 1799年 大風雨

文政１０年 1827年 大風雨

文政１１年 1828年 大風雨・洪水

天保７年 1836年 暴風雨 今橋等の橋が落ちた

天保８年 1837年 長雨で凶作 麦作に被害

天保９年 1838年 暴風雨・洪水 清武川の通行が不可

天保１１年 1840年 大風雨・洪水 河川が決壊、人畜・田畑に被害

天保１２年 1841年 凶作 没落百姓が多数

天保１３年 1842年 大風雨・洪水 田畑の損地が200ha

弘化４年 1847年 大風雨・洪水

嘉永３年 1850年 大風雨

安政１年 1854年 凶作

安政４年 1857年 大風雨・洪水

文久２年 1862年 大風雨・洪水

写真 4 安井息軒

表 6 飫肥藩領の主な災害

（清武町史 通史編 上巻）
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5）本地域における「干し野菜」の歴史

5-1）自然災害に対応する「保存食」から、「干し大根」へ

日本書紀によると、日向の国は奈良時代に五郡に分かれ、本地域は宮崎郡に属し

ていた。当時の政治経済の中心は、児湯郡妻、現在の西都市であったため、その中

心から遠く離れた僻村であったことから、交通機関も徒歩か馬しかないさびしい農

村であった。図 7は、「干し野菜」の全国と本地域の変遷をまとめたものである。

【江戸後期】

台風による暴風雨や干ばつなどの自然災害に襲われ、人畜や田畑は甚大な被害に

みまわれていた。これらの自然災害が地域住民の大きな脅威であったが、1840 年

代（約 200 年前）に郷土の偉人である儒学者・安井息軒が、自然災害による飢饉や

凶作の備えとして、短冊状に切ったかんしょを冬場に干して乾燥させ保存食として

蓄えるように提唱した。これが、「干し野菜」農法の始まりとされている。その後、

「千切り大根」や「干し大根」の生産へと続き、干し野菜の技術・知識が蓄積され

ていった。

【明治期】

明治から大正にかけては、生活環境が大きく変化し、地域内に電灯が灯り、国鉄

日豊本線が開通した。これにより、愛媛県、高知県を始め全国各地から多くの移民

が流入した。農地では、開田事業に村民や入植者が意欲的に取り組み、耕地面積が

急速に拡大した。明治時代後半を迎えると、かんしょの他に農家の副業収入を見込

んで葉たばこの生産が奨励されていった。

【大正期】

大正になると、食用並びに牛馬の飼料として生産されていたかんしょと葉たばこ

の作付面積は年々増加していった。1918 年（大正 7 年）からは、現在も冬季に生

産されている青くび大根（品種：宮重大根）を原料に、乾燥した鰐塚山から吹き降

ろす西風いわゆる「鰐塚おろし」を活かし、長期保存可能な干し野菜として「千切

り大根」の生産が始まった。

【昭和初期】

昭和初期になると、かんしょは戦時中の重要な食料として重宝・増産され、本地

域は「芋どころ」といわれ、地域内一番の農産物となった。同時に芋に次ぐ農産物

として「千切り大根」の生産量が上がり、夏場のかんしょ、冬場の大根とそれを加

工した「千切り大根」による営農体系が確立され、現在の土地利用率の高い本シス

テムの礎が築かれた。
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【昭和中期】

昭和中期になると、でん粉の輸入自由化により、でん粉用かんしょの生産が先細

りとなり、それに代わって配給制が撤廃された葉たばこの生産が増加した。また、

漬物業者との直営方式による「干し大根」の生産も始まった。

【昭和後期】

昭和後期になると、夏作物の葉たばこの生産面積がさらに増加していった。

また、当時、冬作物の大根の加工は「千切り大根」が主流であった。

しかし、「千切り大根」は、「干す」段階で「干し大根」よりも天候（雨、風）に

大きく左右されることや大根をスライスして干す作業が加わるために規模拡大が

難しかったこと、また「干し大根」は、契約栽培が定着したことで規模拡大が容易

となったことなどにより、徐々に「千切り大根」から「干し大根」へ栽培の中心が

移行していった。

さらに、1975 年（昭和 50 年）頃には、「干し大根」の品質を向上させるため、

種苗会社と共同で現在も続く「干し大根」向けの品種「干し理想」の開発や育成、

現地実証も行い、「干し大根」生産の一大産地となり、現在の生産体制へと引き継

がれている。

図 7 「干し野菜」の全国と本地域の変遷の比較

1820年 1860年 1900年 1940年 1980年 2020年

江戸期 明治期 大正期 昭和期 平成期 令和期

かんしょ

千切り大根（愛知県尾張地方で江戸時代から生産、時期は不明）

干し大根1951年

干しいも（静岡県御前崎市が発祥とされている）1824年

大根

共
　

通

全
　

国

当
地
域

千切り大根1918年

干しいも1840年

干し大根
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5-2）風土のなかで発展した「干し野菜」の知識・技術

江戸末期より脈々と受け継がれてきたこの農法は、家の軒下に大根を縄で縛って

暖簾状に吊して乾燥させる干し野菜（「いかん手」干しあがった姿がイカの手のよ

うに見えることから名づけられた（写真 5））や竹の簾の上に大根を千切りに切っ

て干して乾燥させる干し野菜（「千切り大根」（切り干し大根）（写真 6））へと発展

してきた。

こうした野菜（大根）を干す技術が結実したものが、今日見られる「大根やぐら」

である。後述するが、杉丸太と孟宗竹（もうそうだけ）を組み合わせた大根やぐら

は、最初は低く小規模だったものが、効率よく乾燥させるため、今では高さ約 6ｍ、

幅約 6ｍ、延長約 50ｍと、より高くより大型化した。やぐらに大根を 2本一対でか

け乾燥させる手法は、本地域の「干し大根（写真 7）」生産の主流となった。

こうした干す技術の発展を可能とし

てきたのが、本地域の風土である。冬

には「日本のひなた」と呼ばれるほど

陽光が降りそそぎ、乾いた西風「鰐塚

おろし」が吹きつける。大根やぐらを

立てる場所をめぐって「風争い」とい

う言葉が残るが、冷たい風さえも大切

な資源としてきた「干し野菜」の知識・

技術が本地域では受け継がれている。

5-3）品種改良による「干し野菜」農法の進化

地域の土壌、気候に適した品種「干し理想」の共同開発

5-1）で記述したとおり、もともと「千切り大根」の生産地として成長を遂げて

きた本地域であるが、先進的な技術を持つ優良農家が取り組んだ「干し大根」生産

の収益の高さ等から「干し大根」の生産が拡大していった。

写真 8、9は、「千切り大根」と「干し大根」の原料として使用される大根を示し

写真 5 いかん手

写真 6 千切り大根 写真 7 干し大根
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たものである。「千切り大根」は、上部が緑の青果兼用の「青首大根」が使用され

る。しかし、「干し大根」は、上部が白の「白首大根」が使用される。

また、「干し大根」の栽培に使用される大根の品種は、当初、練馬尻細系の「中

長練馬」や理想系の「黄葉理想」、「黒葉理想」といった交雑種が多く導入されてい

た。しかし、品質面でのバラツキが大きく、作業の効率化にも支障をきたしていた

ことから、新しい品種の選定、導入が急務となっていた。

1975年（昭和50年）からは国内の大根産地や種苗会社で選抜・育成された品種を

取り寄せ、それぞれの比較・検討が重ねられた。その結果、品質・揃い・収量・加

工適正に優れた品種が選抜され、「干し理想」として世に送り出されることとなった。

「干し理想」の見た目は、一般的にスーパーで販売されている青首大根に比べ、大

根の首が白くて、大きいものは70cm ほどになり、細くて長いのが特徴である。

この新たに導入された「干し理想」は栽培性や加工適正に優れていることが、農

家や漬物業者に高く評価された結果、瞬く間に「干し大根」の主力品種となり全国

に広まった。さらに、本地域では、「干し理想」の出現が、収穫作業の機械化を推

進する要因ともなった。1980 年（昭和 55 年）頃になると、「干し大根」の掘り取

り機が開発され、収穫作業時間の短縮や効率化による面積の拡大が図られた。

本地域で育成・誕生したこの「干し理想」は、他産地に誇る実績として特筆すべ

きものである。

写真 10 干し大根用品種比較写真
（左から順に「干しじまん」・「埼玉理想」・「干し理想」）

写真 8 青首大根 写真 9 白首大根「干し理想」
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6）露地畑作の高度利用システム

6-1）露地畑作の高度利用システムの概要

－夏作と冬作の巧みな組み合わせにより、耕地利用率 200％の土地の高度利用を実

現！－

露地畑作は、気象条件、地形条件（土

壌条件など）が農産物の作付に大きく

影響する。日本国内をみると、積雪の

影響による冬の作付けが困難な地域が

ある一方で、南九州（熊本県、鹿児島県、

宮崎県）では、露地畑作の二毛作が行わ

れている。表 7 に示したとおり、畑地

における 1経営体あたりの経営面積は、

全国平均で約 1ha であり、北海道を除

くと南九州が最大となっている。この

ことから、南九州は畑作が中心の経営

を行っているといえる。

本地域においては、江戸中期から、春から夏にかけてのかんしょ、秋から冬にか

けての大根などが作付けされており、この作付け体系が現在まで続けられている。

現在では、夏は、葉たばこ、かんしょ、茶、里芋等、冬は大根や人参、高菜、深ね

ぎ等の生産を行い、夏作と冬作の農作物の巧みな組み合わせによって、年間を通して

農業収益があり、結果として農家のゆとりと土地の高度利用が実現されている。

これに加え、地域の風土である「鰐塚おろし」を活かした伝統的な知恵と技術に

よって、「干し野菜」を生産し、付加価値を加えることで、農家の収入の安定につ

なげている。特に冬の収入の核となっている「干し大根」は、p.16 7）「大根やぐ

ら」に詳細があるように、巨大な建築物にかけて、地域の風土を最大限に活かして

生産されている。この「大根やぐら」は、作付しない畑の一部に建てられており、

結果的に農地の有効利用に繋がっている。

このような季節に柔軟に対応した露地栽培と干し野菜の知識と技術を組み合わせた

本地域独自の農業形態が、世界に類をみない露地畑作による土地の高度利用システム

である。

図 8は、農林水産省統計部「作物統計」にて調査された 2004 年度（平成 16 年度）

の主な畑作地域を比較した耕地利用率のデータである。この結果からも、本地域の

耕地利用率の高さがうかがえる。また、p.54「資料編」の表 2にある「宮崎農林水

産統計年報」のデータをみると、1965 年（昭和 40 年）代から右肩上がりに推移し

ており、平成初期の耕地利用率は、200％を超え、非常に高い水準となっている。

表 7 地域別１経営体あたりの経営面積

（2015 農林業センサス）

（単位：a）

112 112

835 1,895

161 50

133 21

91 58

63 32

70 16

75 21

64 27

85 60

92 45

66 84

田野・清武地域 87 152

全　国

北海道

東　北

北　陸

関東・東山

東　海

近　畿

中　国

四　国

九　州

北九州

南九州

地域名称 水田 畑地
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6-2）畜産との連携 －地域内循環の実現－

宮崎県は、牛、豚、鶏とバランスの取れた全国有数の畜産県である。特に、宮崎

牛は、2010 年（平成 22年）に甚大な被害をもたらした口蹄疫を乗り越え、史上初

めて内閣総理大臣賞を 3大会連続で受賞するなど、日本一の称号を手にするまで復

興、成長を遂げており、本地域でも畜産はきわめて重要な活動である。

昭和 45年頃の本地域は、露地畑作を中心に牛を 2～3頭飼養している小規模な複

合経営の農家が大多数を占めていた（図 9）。当時から、耕作地の畦草や野菜類の

残渣等（主に、乾燥した大根の葉やかんしょ）を牛の飼料として利活用し、牛糞を

たい肥化後、畑に施用することで資源

循環が行われ、現在の耕畜連携の礎が

築かれた。

その後、農業機械の導入、畜産や露

地畑作の専業化により経営の大規模化

が進んだ。その時期でも、露地畑作農

家と畜産農家の間では資源循環が互酬

的に行われていた。

牛糞のたい肥は、露地畑作の基本と

なる「土づくり」にとって欠かせない

ものであり、この資源循環は、今日の

露地畑作の高度利用システムの骨格を

なしている（図 10）。

図 8 平成 16 年度主な畑作地域の耕地利用率

（農林水産省統計部「作物統計」）
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図 9 本地域の畜産農家戸数と飼養頭数の推移

宮崎県市町村累年統計（農業編）

九州農政局宮崎農政事務所
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露地畑作農家は、乾燥した大根の葉を畜産農家へ飼料として提供し、その見返り

として譲り受けた牛糞たい肥を「土づくり」のために、耕作する畑に施用している。

畜産農家は、ビタミン類やカルシウム等の栄養が豊富で、「シャキシャキ」とし

た食感があり、牛の食い込みが良かったことから、大根の葉を露地畑作農家から譲

り受けて牛に与えていた。現在では、ＷＣＳ（稲発酵粗飼料）と乾燥した大根の葉

を組み合わせて複合的に飼料としてあたえている。また、飼料を提供してもらった

見返りとして、畑の「土づくり」に欠かすことのできない有機質肥料として、牛糞

のたい肥を提供している。

2020 年（令和 2年）12 月に宮崎市田野・清武総合支所農林建設課で実施した耕

畜連携アンケートでは、畜産農家の約 3割が乾燥した大根の葉を牛の飼料として利

図 10 耕畜連携循環型システム

（宮崎市田野総合支所農林建設課調べ）

畜
産
農
家

露
地
畑
作
農
家
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干された大根の葉

乾燥した大根の葉を運ぶ

畜産農家

作物を生産する様子

畑に散布された牛たい肥

地域内のたい肥盤

牛が大根の葉を食べる様子

大根の葉の発酵

牛糞をたい肥化し提供

乾燥した大根の葉を飼料として提供
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用している結果となった。一方、「干し大根」農家のほぼ全員が牛のたい肥を畑に

使用している結果となった。また、「干し大根」農家は、乾燥した大根の葉を畜産

農家に提供するだけでなく、水田や茶、みかん山、きゅうりといった多品目の肥料

として使用していることが分かっている。

このように、露地畑作農家と畜産農家との間で資源循環がなされてきたことで、

「土づくり」が行われ、安定して露地作物が栽培できる環境が整い、持続可能な露

地畑作が可能となっている。

○畜産農家

アンケート対象者 135 名 アンケート回収件数 122 名（回答率 90.4％）

※ＪＡ宮崎中央田野支店（田野町）、南宮崎支店（清武町）の繁殖牛部会、肥育牛

部会の部会員 135 名を対象にアンケートを実施。

（１）飼養している牛の頭数（122 名の総計）

①繁殖牛 3,239 頭

②肥育牛 200 頭

（２）牛のたい肥の処理方法（複数回答有）

①自家消費 120 名 98.4％

②露地畑作農家に提供 113 名 10.7％

③その他 113 名 12.5％

（３）干し大根農家より乾燥した大根の葉を

受けている、もしくは、干し大根を自作して

おり牛の飼料として利用しているか。（図 11）

①は い 34名 27.9％

②いいえ 88名 72.1％

図 11 干した大根の葉を牛の飼料として

利用している畜産農家の割合

（宮崎市田野・清武農林建設課調べ）

はい
27.9
%

いいえ

72.1%
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○干し大根農家

アンケート対象者 66 名 アンケート回収件数 63 名（回答率 95.5％）

※ＪＡ宮崎中央田野支店（田野町）、南宮崎支店（清武町）の干し大根の部会員

66 名を対象にアンケートを実施。

（１）作付品目と面積（複数回答有）

・干し大根 57 名 93.7ha

・葉たばこ 20 名 41.0ha

・里芋 23 名 14.1ha

・かんしょ 12 名 15.8ha

・高菜 8名 4.1ha

・その他 33 名 26.7ha

（２）干し大根の葉の処理方法（複数回答有）

畜産農家に提供 23名 36.5％

（内訳）田野・清武地域内 22 名

それ以外の地域 1 1 名

畑にすき込む 1 32 名 50.8％

その他 126 名 41.3％

（内訳）※複数回答有

田の肥料 13 名

みかん山の肥料 15 名

きゅうりの肥料 12 名

茶の肥料 11 名

その他 19 名

（３）牛のたい肥を畑に使用しているか。（図 13）

は い 62 名 98.4％

いいえ 1名 1.6％

図 13 牛のたい肥を畑に使用しているか

（宮崎市田野・清武農林建設課調べ）

はい
98.4
%

いいえ

1.6%

図 12 品目別作付面積の構成比

（宮崎市田野・清武農林建設課調べ）
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6-3）露地畑作の利点と可能性 －露地畑作と施設園芸－

本地域では、露地畑作は、天候や土

壌に左右される反面、初期投資が小さ

い。また、気象被害にあった場合も品

目転換や種の蒔き直しなどで、早い段

階で経営を立て直すことが可能である。

露地畑作の農作業は、天候を見ながら

の作業で、収穫期以外は時間的にゆと

りのある生活が可能であることが、本

地域の人間性とも合致した農業となっ

ている。

一方で、施設園芸は、露地栽培と異なり、近年頻繁に発生する豪雨や台風等の被

害を軽減し、一定の生産量を確保しやすいため、少ない面積で安定した収入を得る

ことができる。このため、宮崎市全体では、近年の傾向として新規就農者や農業後

継者は施設園芸に移行しており、全国上位に位置する宮崎市全体の農業産出額を支

えているのは、施設園芸となっている。

実際近年では、本地域でも土地利用型の露地畑作から労働集約型の施設園芸へ営

農体系を転換する農家も見られるようになった。労働集約型の施設園芸は、管理し

ていた農地よりも小さな面積で高収益を上げることができる。ただ、労働力の制約

から施設の拡大が困難で、耕作放棄地や遊休地の増加の一因となっている。周辺に

耕作放棄された農地が広がると、病気や害虫の温床となることから、露地畑作農家

だけでなく、施設園芸農家にとっても、その解消は重要な課題となる。

本地域では、農地を広大に利用する露地畑作農家が、遊休化する農地を引き受け、

本地域のシステムを継続させることで、課題に対応できると考えている。耕作放棄

地・遊休地がなくなることによって、用水路等の農業用施設についても、その維持、

保全が継続して行われる。

本地域は、長年培われてきたノウハウのある土地利用型の露地畑作と労働集約型

の施設園芸の選択ができる数少ない地域である。そうしたなか、本地域の若手農業

従事者の多くは、露地畑作を選択する傾向がある。土地の高度利用と 6次産業化で

収入が安定していることだけでなく、農作業にゆとりがあることもひとつの理由で

ある。

たとえば、夏の炎天下の作業はつらいが、本システムではちょうど夏作の収穫と

冬作の開始の間に 2 か月ほど農閑期があり、子どもの夏休みの時期と重なる。冬場

の大根の収穫・乾燥期の農繁期には重労働を伴う作業となるが、そのほかの時期に

は余裕を持った農作業ができる。労働の軽減化を図っている施設園芸のほうが楽に

見えるが、収穫など通年で行なうため拘束時間は長い。「家族と一緒の時間をとれ

る」のは本システムの露地畑作であり、稼ぐことだけではなく、家族を大切にした

写真 11 畑地が広がる光景
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いという若い世代の価値観に合致している。

畑作農業が、大規模化や施設園芸への転換によって効率化が進むなか、伝統的な

技術・知識と農業に「ゆとり」を生んでいる土地を高度利用する農業によって、地

域文化と担い手を確保・維持する本地域の農業システムは、世界の畑作農業の重要

なモデルとなりうると考えている。

7）大根やぐら

設計図のない生産者の経験と知恵の粋を集めた「大根やぐら」と将来に向けた竹林管理

「大根やぐら」は、冬季に鰐塚山系か

ら吹き降ろす乾燥した冷たい西風「鰐塚

おろし」と「安定した晴天」という風土

を最大限に活かすことから生み出された

本地域独自の農業のための工夫であり、

冬季に作付けされる「白首大根」を干し

て効率よく「干し大根」にするために組

み立てるものである。大根を播種し、収

穫されるまでの約 2 か月の期間に組み立

て、収穫作業が終わる 2月に解体される。

組み立て、解体作業は、専門の業者は雇わず、生産者自らが家族や地域住民の協力

を得ながら行っている。釘を一本も使用せず、ハウス用のビニル紐等を使用して縛り

ながら組み上げている。やぐらには、設計図は存在せず、畑の長さの違いにより、延

長は異なるが、高さや角度、段数など、どの農家のやぐらもほぼ同じ作りになってい

る。

先人たちが長年かけて培ってきた知恵や技術をもとに、生産者自らの経験も加え、

やぐらを組み立てている。生産者一人ひとりの経験・知恵が、「大根やぐら」の設計

図となっている。

写真 12 大根やぐら

幅 約6m

図14 大根やぐらイメージ図

高
さ

約
６
ｍ

延長 約50m
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やぐら 1基の大きさは、図 14 のイメージ図に示すとおり、高さ約 6ｍ、幅約 6m、

延長が約 50m になるものが標準であるが、大根の作付面積や圃場の広さによっては、

延長が 150m を超えるものもある。農家での天日干しが始まった当初は、片面のみの

横 6段ほどに組まれたものであったが、時代を経るごとに大型化し、現在は高さ約 6

ｍの 10 段に組みあがったやぐらが主流となっている。

「大根やぐら」は、原材料として杉丸太と孟宗竹が使用される。主材料となる孟宗

竹は、標準的なやぐらでは、約 300 本使用されており、その内 100 本を毎年入れ替え

ることになる。

やぐらの親柱として使用される杉丸太は、地域内の山林より調達する。一方で、孟

宗竹は、1975 年（昭和 50年）頃までは、地域内の竹林より調達していたが、現在は、

宮崎中央農業協同組合が、他県より原材料の竹を運び供給したものを購入するように

なっている。竹の切り手の減少や農家の高齢化が進行したことが原因である。

供給される竹は、全国的な竹林の管理不足から、価格が上昇しているだけでなく、

品質の低下も問題となっている。かつては 4、5 年使用できていたものが、2 年程度

しかもたなくなっている。このままの状況が続くと「大根やぐら」が地域内から消え

てしまう可能性がある。品質の悪い竹材を足場として利用するのは危険でもある。

そのため、近年では、かつてのように地域内の竹を使用して「大根やぐら」を建て

ることができるように将来に向けた竹材調達の仕組みづくりが検討されている。荒廃

した竹林は活用することで、生き返らせることができる。自らの手で竹林の利活用を

行い、高品質の足場として安全な竹材の供給を行うことは、美しい景観づくりにも通

じる。

後述するが、本システムのシンボルとして進化してきた「大根やぐら」は、地域の

観光資源としても注目されており、夜間には一部の農家の「大根やぐら」をライトア

ップし、昼間とは違った、「干し大根」の一面を見せている。こうした外部からの価

値の再認識は、再び竹材の地産地消を行う契機となった。

8）「干し大根」生産 －大根の生産から加工・商品の開発・製造・販売の一貫生産シス

テムを構築－

宮崎市の大根栽培は、1900 年に入り愛知県から「千切り大根」への加工技術が伝

わり、宮崎市住吉地域を中心に「千切り大根」の産地として発展してきた。しかし、

夏、冬と大根を作付けしたことによる連作障害に悩まされ、徐々に生産面積が縮小し

衰退していった。その後、「千切り大根」は、宮崎県国富町（くにとみちょう）に産

地が移り発展していった。一方で、本地域も「千切り大根」が主流な地域であったが、

宮崎市中心部にあった民間企業が始めた大根を天日干しして漬物へ加工する生産方

式が根付き、冬季に一次加工する「干し大根」へと発展していった。

1951 年（昭和 26 年）に「干し大根」の生産が始まった当初は、大根生産に重点が

置かれ、民間業者が直営方式により天日干しを行い加工していた。1966 年（昭和 41
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年）頃から、地域内で「干し大根」を漬物に加工し、付加価値を付けて販売したいと

いう気運が高まり、田野町内の民間企業が漬物製造に着手し、1973 年（昭和 48 年）

には田野町農業協同組合直営の漬物工場が建設され、それを皮切りに多くの加工業者

が出現し、地域に「干し大根」の生産から加工・商品の開発・製造・販売までの一貫

生産システムが構築された。加工工場には、地域内の多くの住民が雇用され、雇用創

出の場としても重要な役割を担っており、「干し大根」は、地域経済においてなくて

はならない存在となっている。

また、漬物として加工された「干し大根」は、地域内の道の駅や物産センターなど

の直売所はもとより、県内外の量販店でも取り引き、販売されている。

以上のように、大根を軸に、大切に育てた作物にひと手間もふた手間も加えてより

良いものを作ろうという精神を培ったこと、別の見方で言えば、域内での 6次産業化

が伝統的に行われてきたのが本システムの特徴である。

写真 13 四季の夢（清武町） 写真 14 四季の夢 販売状況

写真 15 田野物産センター「みちくさ」 写真16 田野物産センター「みちくさ」

加工品販売状況
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9）干し野菜の知恵と技術 －保存食から多機能食品、災害対策食品へ－

①災害対策食品

このシステムは、江戸時代末期から儒学者・安井息軒の提唱した不測の事態に備え、

備蓄のための手法として、「干し野菜」が根付き広まったものである。干して水分が

抜けることで乾物と同じように腐らせることなく長期保存ができ、容量も小さくなる。

また、生食できない野菜も干すことで食べることができるようになり、気候変動によ

り農業生産が不安定になったり、災害が頻発したりする中で、不測の事態の備えとし

ての防災食品としての活用も期待されている。

②「干し野菜」の栄養価

近年、野菜を活かす方法として「干し野菜」の関心が高まってきており、スーパー

やコンビニなど身近なところで手に入れることができるようになった。常温保存が可

能であるうえに、食前の調理が不要であるため、簡便性の高い食品としても注目され

ている。このようなことから、自宅での調理を行わない家庭が増加する傾向にある現

代の日本人のライフスタイルに合った食品である。

以下の表 8から 10 は、「だいこん類」を例にあげ栄養価を比較した表である。

結果として、だいこん類の中で比較すると「生だいこん」より「干しだいこん」に

したものが栄養価が高くなると示されている。

図 15 地域内の加工業者（黄色）、直売所（青色）分布図
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特に、栄養成分のカリウム、カルシウム、マグネシウム、ビタミン B1、ナイアシ

ンについては、天日干しにすることで栄養素成分が著しく増加している。

単位 % kJ kcal mg

生だいこん 10 62 15 94.6 0.4 0.5 Tr 0 0.1 2.7 * 2.6 2.9 1.4 - 4.1 - 0.6

千切りだいこん 0 1178 280 8.4 (7.3) 9.7 (0.3) (0) 0.8 - - 51.3 * 21.3 - 69.7 - 8.5

塩押しだいこん（漬物） 0 183 43 85.0 (0.5) 0.6 - (0) 0.3 0 - 8.5 * 2.3 0 10.8 0.2 3.3

干しだいこん（漬物） 0 96 23 88.8 (1.4) 1.9 - (0) 0.1 - - 2.3 * 3.7 - 5.5 - 3.7
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表 8 栄養価比較表（大根） その①

（出典：日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）（文部科学省））

単位

生だいこん 19 230 24 10 18 0.2 0.2 0.02 0.04 3 1 0 3 - 0

千切りだいこん 210 3500 500 160 220 3.1 2.1 0.13 0.74 20 2 3 29 - 0.5

塩押しだいこん（漬物） 1300 56 16 5 12 0.2 0.1 0.03 0.06 2 0 1 3 - 3.3

干しだいこん（漬物） 970 500 76 80 150 1.0 0.8 0.05 0.89 - - - - - 2.5
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表 9 栄養価比較表（大根） その②

（出典：日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）（文部科学省））



21

③機能性の高い「干し野菜」

本地域で冬に作付けされる「白首大根

（干し理想）」は、漬物専用に品種改良さ

れており、生の状態で食すると辛味がある。

しかし、天日に干し、「鰐塚おろし」に当

てることにより、ポリポリとした食感と甘

味をもった「干し大根」が生まれる。

さらに、「干し大根」は、大根の水分を

蒸発させるとともに、表面に膜（薄皮）を

つくり、大根に含まれる栄養素を増加させ

旨味を閉じ込める役目を果たしている。

近年、血圧上昇を促す要因の一つとし

て、漬物の塩分が指摘されているが、宮

崎県産の「干し大根」のたくあんは、冷

蔵保存での製法に切り替えたことで塩分

を約 4.3％から約 3.0％に抑えている。

加えて、血圧降下の作用などが認めら

れている機能性成分ＧＡＢＡの量は、

県・宮崎大学・地元民間企業の共同研究

により、天日乾燥中に 2 週間で約 7倍増

加することが明らかになっており、下漬

けした干したくあん 100g で、含有料が高

いとされている発芽玄米 100g に含まれ

G
ABA

含
有
量
（m

g

）

図16 天日乾燥中の大根の

GABA含有量の変化

宮崎県、宮崎大学、

宮崎県干したくあん・漬物研究会調べ

図 17 発芽玄米との比較

宮崎県、宮崎大学、

宮崎県干したくあん・漬物研究会調べ

単位 μg mg μg mg

生だいこん (0) 0 0 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 Tr 0.02 0.01 0.3 0.4 0.04 (0) 34 0.12 0.3 12

千切りだいこん (0) 0 2 0 2 0 (0) 0 0 0 0 Tr 0.35 0.20 4.6 (6.1) 0.29 (0) 210 1.24 5.9 28

塩押しだいこん（漬物） (0) 0 1 0 1 (0) (0) Tr 0 0 0 0 0.01 0.01 0.1 (0.2) 0.01 0 10 0.03 0.2 40

干しだいこん（漬物） (0) 0 0 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 0 0.21 0.03 1.6 (1.9) 0.22 (0) 47 0.66 - 12
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（出典：日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）（文部科学省））
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る量の 10 倍のＧＡＢＡを摂取することができる。

したがって、これまで高血圧上昇の要因ともされてきた漬物の概念を変える「干し

たくあん」として、血圧の上昇を抑制させるＧＡＢＡ高含有の「干したくあん」が見

直されることが期待されている。

④エコロジーな「干し野菜」

近年、食品ロスが問題になる中、「干し野菜」は、必要な分量を必要な分だけ調理

することによって野菜を無駄なく食すことができ、ゴミを出さないエコロジー食品と

もいえる。また、生の野菜からは出にくい「うまみ」・「うまみ成分」や「美味しい出

汁」がとれるなど、昔からの様々な知恵が詰まっている食品と言える。

10）「ゆとり」の実現 －家族農業を主体とした「日向時間（ひゅうがじかん）」と「な

なっちゃ」－

露地栽培農家のほとんどは家族農業を

営んでおり、天候を先読みしながら労働

配分を考え、時間に追われるような生活

ではなく「日向時間」と言われるゆった

りとした時間感覚のもとで営農を行って

いる。このため、繁忙期でも作業の合間

や夏作と冬作の間にある農閑期には、家

族や子どもと過ごす時間の確保や、趣味

の時間が確保できるなど、時間を有効に

活用することで精神的余裕が生まれてい

る。

近年では、大規模農業や IT 農業がクローズアップされているが、多くの先進国や

発展途上国でも本地域と同様に家族農業が主体となっている。このような家族単位の

小さな農業が、それぞれの地域に合った方法により、地域独自の農村文化や食文化を

形成している。

また、地域内では、町内放送により、1 日 4 回（10 時、12 時、15 時、17 時）、時

刻を知らせる時報（音楽）が流れる。農家は、午前 10 時と午後 3 時の時報（音楽）

を合図に「ななっちゃ」の時間を設け、農作業で疲れた体を癒し、次の作業の英気を

養っている。青空の下、家族で輪になり、自家製の漬物（たくわん）や地域で生産さ

れたお茶を飲み、冬場は、やぐらの中で談笑する風習がある。この風習は、ゆとりと

コミュニケーションの時間を大切にするこの地域ならではの農村風景である。

このような営農体系が脈々と引き継がれており、他地域では新規就農者がきゅうり

やトマト、ピーマンといった施設園芸を選択することが多いなか、先述したように、

本地域では時間的、精神的にもゆとりのある「家族を大切にできる」露地栽培を選択

写真 17 「ななっちゃ」の時間
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する者が多い。

人間性豊かな農業が受け継がれてきたことも、本地域の露地畑作の高度利用システ

ムが発展してきた一つの所以である。国連は 2019 年（令和元年）、家族農業の大切さ

を再認識するため「家族農業の 10 年」を定めたが、本システムはその考えと共鳴す

る部分がある。

11）国内における「つけもの」の歴史

「伊勢たくあん」から南九州に根付いた「つけもの」の歴史

ご飯と味噌汁と同様に漬物は、その歴史は古く、日本人の食文化に深く根付いたも

のである。最も古いたくあんは、三重県伊勢地方で御園大根を原料につくられた伊勢

たくあんと言われ、そのほか練馬大根を原料につくられたたくあんも有名である。

練馬大根の歴史は古く、8代将軍吉宗の時代に改良が重ねられ、大根の長さが長く

中央が太いことを特徴とする練馬大根が定着している。西南戦争の起こった 1877 年

（明治 10 年）には官軍にたくあん漬を送った記録や販路を拡大し、朝鮮・満州に陸

軍の食料として納められた記録もある。

さらに 1933 年（昭和 8 年）以降、大根栽培は度重なる野菜の伝染病の蔓延等によ

り、多くの農家がキャベツ等の生鮮野菜に転換し減退していった。たくあん用の漬物

大根の生産は、徐々に南下していき、広島県江田島市では、日本帝国海軍の補給品と

して、大根の漬物が重宝されていた記録が残っている。最終的に南九州まで南下し、

本地域でも 30 年代に本格的につけもの用大根の生産が始められている。

伝わってきた当初は、練馬尻細系（ねりましりぼそけい）の「中長練馬（ちゅうな

がねりま）」や理想系の「黄葉理想（きいばりそう）」、「黒葉理想（くろばりそう）」

といった交雑種が多く導入されていたが、本地域の土壌に合わず、大きさ等の品質に

バラツキがみられた。このため、安心して安定的な生産ができるよう、種苗会社、田

野町農業協同組合（現：宮崎中央農業協同組合）、生産農家、行政が一丸となり、品

種改良と現地実証が進められた。その結果、現在も生産されている品種「干し理想」

が育成され、形状・品質に優れる大根が生産されるようになった。これらの先人の努

力もあって、本地域が「大根の町」として全国に名が知られることとなった。

２ 認定地域の特徴

（1）食料及び生計の保障

これまですでに、本システムが、施設園芸に比べても、十分安定した収入が得られて

いることに断片的に触れてきた。歴史的には、自然災害の多い地域でもあるため、災害

への備えとして、日常的に畑で採れた作物を乾燥させ保存食とする食料の生産・備蓄体

制が確立されてきたこと、また開墾当初の早い段階から、作物を栽培・商品化して販売

畑作地域であることなどがその背景にある。

ここでは、露地畑作を基盤とした本システムの夏冬の作付体系で、1）現実にどの程
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度の収入が得られているのか生計が保障されていることをデータで示すとともに、2）

露地作物を支援する制度について説明しておきたい。

1）安定した収入

夏と冬の農作物を補完的に組み合わせた安定収入

露地栽培は、計画的に作付けすることにより、反当たりの収益は平均して 30 万

円前後と施設園芸に比べて高くないが、面積を確保すると同時に土地利用率を高め

ることで十分な所得をあげることができている。

土地利用率の高い露地畑作の高度利用システムとして発展してきた本地域の農

業は、図 18 の「夏作・冬作の作付け体系」にあるように、夏は主に、葉たばこ、

かんしょ、茶、里芋を、冬は、「大根やぐら」を活用し、生の大根を干して作る「干

し大根」を生産の核とし、「千切り大根」や「高菜」等の干し野菜に加え、青くび

大根や深ねぎ等の生鮮野菜を生産している。

図 19「年間所得モデル」に示すとおり、本地域で最も主流である組み合わせは、

「葉たばこ」「干し大根」「里芋」である。年間平均農業所得は 760 万円となってお

り、「農林水産省 農業経営統計調査（平成 30 年度）」の 1経営体あたり全国畑作農

家平均所得 317 万円と比較すると安定した収入が得られていることがわかる。その

他にも、「葉たばこ」を中心とした認定農業者の年間平均所得は 761 万、「干し野菜」

を中心とした認定農業者の年間平均所得は 663 万円と巧みな組み合わせにより安

定した生計を立てているといえる。

① 茶（ 釜 入 り 茶 ） ■■■－■■

② 葉 た ば こ －－－■■■■■■■■■ ○－－－－－◎－

③ さ と い も－－－－－－－－－－－－■■■ ◎－－－

④ 食 用 か ん し ょ ◎－◎－－－－－－－－■■■■

Ａ 大根（千切り用） ○○○－－－－－－－■■■■■■■■

Ｂ 大根 （ 生漬用 ） ○○－－－－■■■■■

Ｃ 大根(干し加工用) ○－○－－－－－■■■■■■

Ｄ 高 菜 ◎－－－－－■■■■■■■■■■■■■■■

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

「○」…播種　「◎」…定植　「■」…収穫　「－」…生育期間

夏
　
　

作

冬
　
　

作

図18 夏作・冬作の作付け体系

（宮崎県 農業経営指針）
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2）新規就農者の育成・支援システム

市独自の就農支援事業で新規就農者の育成、露地畑作への支援制度の創設

高齢化が進む農家の担い手を確保するため、国の新規就農のための事業を活用す

るほか、国の採択要件では規模や条件で事業の対象になりにくい新規就農者に対し、

宮崎市独自の就農支援事業を活用し、本地域のレジリエントな農業を継承する本シ

ステム新規就農者の育成に努めている。

①宮崎市農業後継者育成支援事業

宮崎市では、就職・進学のため、現在、農業をしてない農業後継者の方が実家の

農業経営に取り組み、地域営農の担い手となる場合に｢支援金」（就農時１回に限り

120 万円）を交付している。表 11 は 2016 年度（平成 28 年度）から 2019 年度（令

和元年度）までの実績データである。図 20 で示したとおり、宮崎市全体の農業後

図19 年間所得モデル

（宮崎市認定農家名簿 宮崎市農政企画課調べ（令和 2 年 5 月現在））

【参考情報】※平成30年度

全国畑作農家平均所得（１経営体あたり）

宮崎市民平均所得（宮崎市勤労者世帯あたり（平均世帯員数3.24人・世帯主平均年齢49.7歳）

5,414千円（宮崎県 家計調査より）

3,167千円（農林水産省 農業経営統計調査より）
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葉たばこを中心とした認定農業者 干し野菜（干し大根、千切り大根）を
中心とした認定農業者
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継者の 75.8％が施設園芸を選択している中で、本地域の農業後継者の約半分が、

時間的、精神的にもゆとりのある露地栽培を選択しており、今後も本システムの継

続が見込まれている。

②新規就農者生産基盤整備支援事業

農業経営を開始して 2年以内の認定新規就農者または認定農業者を対象に、トラ

クター等の農業機械の導入助成を行っている。

表 11 農業後継者育成支援事業給付対象者

（宮崎市農政企画課まとめ）

表 12 生産基盤整備支援事業（機械購入）各年度実績

（宮崎市農政企画課まとめ）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
令和元年度
（見込み）

件　数（人） 20 10 20 19 23 25 25

補助額（円） 8,142,000 5,400,000 7,652,000 6,521,000 9,059,000 11,234,000 9,406,000

合　計

平成28年度 124人 露地 30人 宮崎市 8人

～ 24.2% 佐土原 3人

令和元年度 高岡 1人

田野、清武 計 18人

田野 9人

清武 9人

施設 94人 宮崎市 40人

75.8% 佐土原 19人

高岡 14人

田野、清武 計 21人

田野 13人

清武 8人

図20 宮崎市農業後継者育成支援事業

経営形態内訳

露地畑作
24.2%

施設園芸
75.8%

【農業後継者育成支援事業 経営形態内訳】
（宮崎市全体）

露地畑作
46.2%

施設園芸
53.8%

【農業後継者育成支援事業 経営形態内訳】
（田野、清武地域）
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（2）農業生物多様性

世界的に見れば、麦作地域で猛禽類の個体数が維持されている南ヨーロッパの例な

ど、畑作農業であっても、貴重な生物種が保全されている事例は数多い。しかし、急

速に集約化が進んだ日本の畑作農業は、むしろ生物多様性とは関係のない方向で発展

してきた。

しかし、身近な生きものとの共存をはかる環境保全型農業への関心は、消費者・市

場の志向も追い風となって、高くなっている。本地域の北部に位置する綾町の「自然

生態系農業」の成功が良い刺激となっている。また身近な生きもののなかで、近年そ

の個体数が激減しているツバメは、本地域で多くみられ、本システムだからこそ共存

できている。「ツバメと共存できる農業のある町づくり」など今後の取り組みは保全

計画で述べるが、ここでは 1）環境保全型農業の現状、2）域内のツバメの現状、に

ついて述べておきたい。

1）環境に配慮した農業

希少性植物の保全のための環境保全型農業

一般的に畑作農業は、生産性や所得向上を追及し、肥料や農薬等を多用するため、

生物多様性とは相入れない側面がある。本地域も例外ではないが、近年では、環境

保全型の農業である有機栽培に取り組む若手農家も出てきている。消費者の志向の

変化が大きな支えとなっており、聞き取りでも潜在的に環境保全型農業に取り組み

たい農家は多い。課題は、エコファーマーなどの登録が、個別の努力で行われてい

ることである。登録に至るまでのプロセスの共有など、地域内で取り組むシステム

が必要とされている。

主要産品である「干し大根」は、地域内の加工業者によりたくあんに加工され食

品になること、また、「干し大根」から切り離され不要になる乾燥した大根の葉は、

牛の飼料とする循環体系も行われていることから、すでに極力農薬を減らした栽培

に取り組んでいる。これらの環境に配慮した取組は、土壌や水質の汚染を防止し、

オオイタサンショウウオなど、露地畑作地ではないが、地域内の希少生物の保全に

も繋がっている。

また、農地周辺の森林は、「大根やぐら」に親柱として使用する杉の管理が行わ

れている。竹林に関しても利活用を図ることで、今後整備を行うことになっている。

例えば、地域内の農地については、多面的機能支払交付金事業を活用し定期的な

草刈り等の管理が行われる。このような取組が、持続的に行われていることで、キ

リノミタケやイワザクラといった植物が多数保全されているのでないかと考えて

いる。
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2）ツバメ

自然生態系と共存する露地畑作の高度利用システム

「ツバメ」は元来、蛇等の肉食の天

敵から身を守るため、民家の納屋等に

巣を作ってきたが、日本野鳥の会の報

告によれば、近年、昔ながらの自由に

つばめが出入りできる構造のある家が

減少し、軒先のないものや壁面が加工

され、巣が作りにくいものとなり、住

む場所を追われてきている。

しかしながら、畑作農業が発展して

きた本地域は、ツバメと共生している

地域である。農家は、作業効率を上げ

るために多種の農業機械を所有し、この農業機械を保管するための間口の広い倉

庫・納屋を自宅や圃場近くに建てている。この間口の広い倉庫・納屋は、ツバメが

常に自由に出入りでき、営巣しやすい環境となっている。

2020 年（令和 2年）12 月に宮崎市田野・清武総合支所農林建設課で実施したツ

バメ調査アンケートでは、干し大根農家の約 7割が自宅もしくは倉庫・納屋にツバ

メの巣がある結果となった。

写真 18 キリノミタケ 写真 19 オオイタサンショウウオ

写真 20 ツバメの営巣
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茶の栽培を例にあげると、夏から秋

にかけて茶園には、害虫であるアオバ

ハゴロモ（成虫）が発生する。

茶の収穫期（4 月から 7 月）や 9 月

から 10 月に行う整枝作業の際に、機械

の周りをツバメが旋回し、機械の振動

により刺激を受けたアオバハゴロモが

飛び跳ねるところをツバメが捕食し、

害虫駆除の一翼を担っている。

そのため、本地域では、ツバメは「福

を呼ぶ鳥」とも呼ばれており、カラス

や蛇に襲われないように、早朝からラ

ジオを鳴らすなど、ツバメと共生して

いる。

日本野鳥の会の見解では、地域内に点在しているたい肥盤の多さや幼虫期の生育

場所である地域内を何本も貫流する河川が、豊富な採餌資源となっていることもツ

バメが営巣しやすい要因の一つとなっているようである。

図 21 ツバメのアンケート調査結果

（宮崎市田野・清武総合支所農林建設課調べ）

【対象者】JA 宮崎中央田野支店（田野町）南宮崎支店（清武町）干し大根部会員 66名

【回答者】63 名（回答率 95.5％）

図 22 アオバハゴロモのイメージ図

（イラスト）
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（3）地域の伝統的な知識システム

■地域の貴重で伝統的な知識および慣習

長い年月続けてきた露地畑作であるが、申請にあたって振り返ってみると、先人た

ちの知恵と工夫にあふれた農業システムであることに気づく。システムの隅々まで、

こうした知恵・工夫がみられるが、すでに記述したものもあり、ここでは冬作に関し

てとくに 1）主要産物である「干し大根」の品質管理、2）省力化に向けた機械化の

試み、3）畑作全般ではあるが特に大根の栽培にかかわる課題解決への努力、そして

最後にとくに夏作に関して 4）労働力配分を念頭に置いた作目選択の試行錯誤につい

て述べておく。

1）良質な「干し野菜」を生産するための知恵

年々改良を重ねてきた「干し野菜」農法の知識と技術

①「千切り大根」の変遷

1951 年（昭和 26 年）の記録では、干し場の骨組みの材料には竹が使用されて

おり、骨組みに竹を編んだ「よしず」に網をかけ、大根を干していた（写真。大

根をスライスする作業やスライスした大根を撒く作業は、手作業で行われていた。

現在では、干し場の骨組みは竹または鉄パイプが使用されており、大根をスラ

図 23 地域内（田野町）に点在しているたい肥盤分布図

（宮崎市田野総合支所農林建設課調べ）
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イスする作業やスライスした大根を撒く作業は、省力化された。

②「干し大根」の変遷

良質な「干し大根」の生産には、気温や天候が大きく影響する。

気温が 0℃を下回るとやぐらにかけた大根が凍結し、雨に濡れると大根の表面

にカビが発生するなどの危険がある。

凍結やカビの発生があると、「干し大根」の商品価値を著しく低下させ、生産

者に大きな損失をもたらすことになる。そのような被害を未然に防ぐため、生産

者は常に気温や天候に気を配り、変化を先読みして対応することが求められてい

る。

1951 年（昭和 26 年）の記録では、

「大根やぐら」の段数は 6、7段で、

高さは約 4～5ｍ程であった。収穫し

た大根は、やぐらの外側からかけら

れ、気温が氷点下を下回る時には、

やぐらの中で焚き火をして、大根が

凍らないように温度管理を行ってい

た。

1971 年（昭和 46年）の記録では、

「大根やぐら」の段数は現在と同じ

10 段となり、やぐらの内側から大根

をかけるようになった。気温が氷点

下を下回る時や雨が降るときには、

手作業でやぐらにブルーシートをか

け、「干し大根」の品質を守っていた。

1980 年（昭和 55 年）頃になると、

ブルーシートは「大根やぐら」の天

写真 21 1951 年（昭和 26 年）

「千切り大根」の作業風景

写真 22 2018 年（平成 30 年）

「千切り大根」の作業風景

写真 23 1971 年（昭和 46 年）の「大根やぐら」

写真 24 1980 年（昭和 55 年）の「大根やぐら」
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端に固定され、雨や気候変化に備え

るようになった。

現在では、「大根やぐら」にセンサ

ーを設置し、気温が氷点下に下回る

時には自宅のブザーが鳴り、温風器

や石油ストーブを使用して温度管理

を行う。ブルーシートは、ロープと

滑車を利用して、軽トラックで一気

に引っ張り上げて覆う手法がとられ

るようになった。

しかし、大根やぐらをブルーシートで覆うことは、乾いた風に当たるチャンス

を奪うことになり、やぐらにかけてある大根を乾かす作業と相反することになる

ため、それだけ大根の乾燥に時間がかかり、品質の低下を招く恐れが出てくるこ

とから、やぐらが立ち並ぶ時期は、24 時間気を抜くことなく、気温や天候が悪化

し始める兆候を見極め、いつやぐらをブルーシートで覆うか判断している。

2）省力化への取組 ―大根栽培・加工のイノベーション―

畑を耕起するための機械は年々進化しており、牛馬の時代から、耕運機、今では

トラクターが導入され、能力が高くなり作業効率もアップしている。また、土壌の

健全性を保つための天地返し等にもトラクターが効率よく活用されている。

また、「干し大根」の生産にあたっては、品質や成長をよくするためにポリマル

チが張られているが、その作業に使用する機械や播種や収穫機、大根洗浄機、乾燥

を行うために2本の大根を1つに束ねる結束機などを用いることで一連の作業を機

械化し、省力化に努めている。生産者の話によると、大きいもので 70cm にもなる

大根は、引き抜こうとしても簡単にはいかず、時計回りや反時計回りで何度も回し

て引き抜いていた。そのため、

1本の大根を引き抜くのに時間と労力が

かかり、場合によっては、折れて製品に

ならないものも数多くでていた。大根と

大根の結束も、藁を使いすべて手作業で

結んでおり、年間で生産できる量が限ら

れていた。作業が機械化されていなかっ

たら「干し大根」を選択していないかも

しれないと、農業機械の進化にありがた

みを感じている様子であった。 写真 26 大根堀り取り機

写真 25 2016 年（平成 28 年）の「大根やぐら」
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3）畑作にともなう課題への克服の技術

1965 年（昭和 40 年）頃から本格的に始まった「干し大根」の生産は、地域内に

加工工場ができたことにより、栽培面積も飛躍的に拡大し、1975 年（昭和 50年）

頃には全国から注目される大根の産地となった。

一方、栽培面積の拡大に伴い、品質の低下や機械化に対応した栽培法の確立、水

田や湿潤な畑地での根部表面異常症の対策が課題となった。なお、前者については、

p8.5-3）に記述した優良品種「干し理想」やポリマルチの導入等で改善を図り、後

者については、高畔栽培や天地返し、深耕ロータリーの導入で克服した。

しかしながら、1979 年（昭和 54 年）頃には春から初夏にかけて出荷する生漬け

用の大根も一部栽培されるようになり、それまでの秋冬一作の作付け体系は事実上

崩れる結果となった。

そのような中、最も恐れていた連作に起因する土壌病害「大根萎黄病」の発生が

本地域内の畑地で散見され、徐々に拡散していった。そこで、関係者すべてが危機

意識を共有すべく「田野町漬物大根産地体制強化大会」（1982 年（昭和 57 年）6月）

を開催し、産地を維持するための実行性のある取組と協力を訴えた。具体的には、

行政と農協が行う対策として、対処療法的ではあるが、激発地帯での土壌消毒の実

施、発生圃場・発生株を特定し次年度以降の作物転換を促すこと、また、生産者に

ついては、連作を避けると同時に秋冬一作を基本として、適正な作付面積と適期播

種に務めることを掲げた。さらに加工業者についても、生産者との契約栽培の厳守

と完全な履行を要請した。

その結果、数年間は散発的に発生がみられたものの、産地が衰退するほどの爆発

的な発生には至らなかった。漬物需要の変化による作付面積の減少も幸いした面も

あるが、何よりも生産者の「地域の資源」は地域で守る信念と関係するすべての人

たちの努力が産地存続の礎となっている。

写真 27 大根結束機で結ぶ様子 写真 28 大根洗い機で洗う様子
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4）夏の農作物の選択に見られる知恵・工夫

露地畑作の高度利用システムにおける労働力の適正配分

当該地域の土地の高度利用を実現するために、夏の露地作物は冬場の作物栽培に

支障がでないものが選定されており、イモ・根菜類の栽培や葉たばこを中心に発展

してきた。

冬作が終わりにかけ、苗圃で苗の準備を進め、冬作の終了と同時に夏作のための圃

場の準備に取り掛かるというサイクルが、労力的にもイモ・根菜類や葉たばこは適し

ていることから定着していった。（年間の「夏作・冬作の作付け体系」については、p.24

図 18を参照。）これらの作物は、例年のように台風の影響を受ける本地域の風土にも

適しており、台風にも強く、安定した収益を得ることにもつながっている。

現在は葉たばこが、契約栽培でもあるため安定した補完的な収入をもたらすこと

になり、冬は大根、夏は葉たばこが一般的な作付体系として確立されたと考えられ

るが、葉たばこは、今後の需要の拡大は見込めず、また黒ボク主体の本地域の土壌

には適していないことから、夏作の作目選択は本システムの恒久的課題である。

（4）文化、価値観及び社会組織

本地域で育まれてきた文化や組織について述べる。1）雨太鼓や船引神楽は、他の

地域でも類似のものが見られるが、本地域の農業従事者に共通の思いや考えを培われ

ることに寄与してきた。また、2）ときに重労働となる農作業を通じたコミュニティ

の輪、3）加工業者との連携 4）水利組合 5）宮崎中央農業組合のそれぞれの関わりの

中で、本地域のシステムが支えられてきた。特に、3）加工業者との連携は他の地域

ではあまり見られない独自性のあるものと考えられる。本システムが日本農業遺産に

認定されたときに、こうした組織も連携することで活性化されることを期待される。

1）価値観・文化的慣習

本システムに育くまれた伝統文化「雨太鼓」「船引神楽」

本地域は、元来、農耕中心の農村であり、大自然がもたらす環境に順応する暮ら

しとともに、長い年月の中で本地域に根差したまちづくりが行われ、先人が残して

きた風俗、習慣、知恵は洗練された貴重な文化財として今も脈々と受け継がれてい

る。雨乞いの太鼓である「雨太鼓」や「神楽」、各地区で行われる春の「花見」な

ど、農業にまつわる伝統文化は、地域のコミュニティ形成、絆づくりに役立てられ

ている。
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【雨太鼓】

雨太鼓は、南北朝時代に島津氏と伊

東氏との対立が始まり、これらの戦の

中で使用されてきた陣太鼓が、明治の

初め頃から「雨乞い」の道具として使

用されるようになった。干ばつが続く

ときには、「鐘太鼓を打ち鳴らして、雲

に振動を与えれば、雨を呼ぶだろう」

と考え、田野町内に夜遅くまで太鼓の

音が響きわたっていたという記録が残

っている。

現在では、「雨乞い」としては使用されていないが、その伝統的な風習は現在で

も色濃く継承されており、貴重な文化遺産として、毎年夏に開催される「太鼓フェ

スティバル」などイベント等で披露されるなど、脈々と受け継がれている。

また、田野町内にある街灯のデザインになっており、地域の至るところで目にす

ることができ、地域住民の誇りとなっている。

【船引神楽】

船引神楽（ふなひきかぐら）は、清武町にある船引神社の境内で奉納される昼神

楽で、江戸時代の初期にはすでに独自の神楽として定着していた。その特徴は、県

北の夜神楽が「岩戸開き」に重きを置くのに対し、船引神楽は、「作祈祷神楽（さ

くきとうかぐら）」である。1番舞「方謝舞（ほうしゃまい）」から最後の「神送り」

まで 33 番の舞いが行われ、演目の終盤に舞われる「めご舞」や「箕取舞（みとり

まい）」は、五穀豊穣や子孫繁栄を祈願する「舞」である。

1991 年（平成 3年）には、宮崎県の無形民俗文化財にも認定されている。

農業が盛んな地域では、一年の祭事に欠かすことのできない大きな存在であり、

写真 30 太鼓フェスティバル 写真 31 本地域内の街灯

写真 29 雨太鼓
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昔から伝承されている地域住民の心の拠り所となっている。

※「めご舞」

五穀の誕生から、国造り、人造りの由

来を神主との問答で披露し、｢農耕文化｣

と｢種｣の起源を説く舞い。

※「箕取舞」

豊作を感謝する意味であるが、箕を杵

でつく動作は「生産」を表す。

2）「干し野菜農法」で広がる地域の輪

伝統農法で形成された住民同士が支えあうコミュニティ

本地域の露地畑作は、p.22「10）「ゆとり」の実現」で記述したとおり、家族農業を

中心に発展してきたが、「大根やぐら」の組み立てや解体等の重労働な手作業について

は、地域住民同士が支えあって作業する体制が整っている。

このコミュニティ形成は、午前 10 時と午後 3時には、農作業で疲れた体を癒し、次

の作業の英気を養うための休息する「ななっちゃ」と呼ばれる文化が大きく影響して

いる。この文化は、午前 10 時と午後 3時の時間に必然的に実施され、地域の人柄や土

地柄、生活習慣によって地域ごとの特徴がある。休息を目的とすることだけでなく、

みんなで集まって談笑し、コミュニケーションを形成する大切な時間となっている。

このように、地域住民同士が支え合いによって作られる「大根やぐら」は、地域の

魅力的な景観形成としてだけでなく、「干し大根」をわが子のように育てる農家の温か

な気持ちや地域住民同士が支えあうコミュニティ（結いの心）が高く評価されている。

また、その魅力を発信することで大きな集客効果を生み出す可能性のある観光資源と

して「宮崎県観光遺産」やＪＴＢツアー日本の絶景感動の瞬間(100 選)、県内の美し

い宮崎づくりに取り組んでいる地域として「美しい宮崎づくり大賞」を受賞している。

3）加工業者と連携した組織

■資源管理や食糧生産に関連した社会組織と、システムの継承・保全

加工業者等と内容の協議が行える体制

本地域の農作物、特に「干し大根」は、取引企業との関係が強く、生鮮野菜と異

なり、販売に時間的余裕があり、価格、数量等の交渉を行いながら、契約栽培を行

ってきた。

p1.1）本地域の気候の特徴（気候）、p2.2）本地域における地理の特徴（地理）で

記述したとおり、極めて良質な「干し大根」ができる環境が整っていた。1918 年

より、「千切り大根」の生産が本格的に始まり、1960 年頃からは、食生活の変化に

写真 32 船引神楽
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より、「千切り大根」から「干し大根」へ発展していった。当時は、「加工用大根」

の生産地であったにもかかわらず、大規模な漬物加工機能を有していなかったため、

他県加工業者への出荷元として機能してきた。そのため、本地域の農家と漬物加工

業者は、このころより契約栽培による安定した収入が得られている。その結果、「干

し大根」の生産は、本地域の農家の所得向上に大きく寄与しているといえる。

現在でもその体制は続いており、生産者組織と加工業者との交渉により価格設定

の協議が行える体制が整っている。

4）水利組合、土地改良区、多面的組織

農村地域の将来を見据えた活動や話し合い組織

本地域には、農業施設を農家自らが維持保全するための組織として、土地改良区

（田野町域 7 団体、清武町域 2 団体）、水利組合（田野町域 13 団体、清武町域 17

団体）、また、農家・非農家が一体となって農村地域を守る多面的機能維持管理組

織（田野町域 10 団体、清武町域 9団体）が組織され、農村地域の将来を見据えた

活動や、話し合いが行われており、地域内の農地が保全されている。

5）宮崎中央農業協同組合

営農力の底上を図る専門組織

安全・安心で品質の良い作物を生産するため、作物毎に専門部会等が組織され、節

目ごとに研修会等を開催し、生産者個々のレベルアップと農産物の品質の均一化を行

っている。また、経験の浅い農家は、研修会等を通して営農技術を身に着けるととも

に、ベテラン農家の取り組む姿勢等を学び、地域全体の営農力の底上を図っている。

さらに、研修会以外でも地域内の農家は相互に手伝うことにより支えあう関係が

築かれており、地域全体が一つの家族経営となっているといえる。

（5）ランドスケープの特徴

本地域の景観の特徴は、鰐塚山を中心に山々に囲まれた台地に、住居と農地が共存

しており、少し高台に登れば、遠くまで見渡すことのできる風景である。この独創的

な風景こそが、鰐塚山系から吹き降ろす「鰐塚おろし」を妨げることなく、遠くまで

運ぶ道筋を形成している。

施設園芸が少ない、露地畑作が拡がるランドスケープは、ありふれた風景のようで

あるが今や珍しく、本システムの誇りたいところでもある。とくに 1）緑と青の色彩

的コントラストとしてまとめてみた。ランドスケープのハイライトが 2）冬場に林立

する「大根やぐら」である。青い空にそびえたつやぐらは、自分たちの農業に対する

本地域の農業従事者の心意気を示したものだ。
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1）恵まれた気候と農地のコントラスト

露地畑作の高度利用システムが織りなす「緑」と「青」の広がる農村景観

露地畑作の高度利用システムは、夏に

葉たばこ、かんしょ、茶、里芋、冬に「干

し大根」、千切り大根、高菜等の干し野

菜のほか、青果大根、深ねぎ等の生鮮野

菜を生産するという年間を通して土地

を有効活用する農業システムである。日

照時間にも恵まれ、特に冬には、安定し

た晴天が続くため、鰐塚山系の黒ボク土

壌の畑に広がる露地野菜と青々とした

空が織りなす「緑」と「青」の 2色のコ

ントラストが広がる農村景観となっている。

2）大根やぐらのある農村景観

何十万本の真っ白な大根がかけられた「大根やぐら」が建ち並ぶ独自の農村景観

冬季の 11 月から 2月にかけては、地域内の畑に、高さ約 6ｍ、幅約 6m、棚数が

約 10 段、延長が約 50ｍにもなる巨大な「大根やぐら」が約 300 基建ち並び、収穫

された何十万本の真っ白な大根が何段にもかけられる。この何十万本にもなる大根

は、生産者一人ひとりが手間暇をかけてすべて手作業でかけられる。

鰐塚山系からの「鰐塚おろし」が吹けば、何十万本の真っ白な大根がカーテンの

ように揺れ、幻想的な景色を味わうことができる。夕暮れ時になると、西日を浴び

た大根が真っ赤に染められ昼間とは違う風情を味わうことができる。

本地域で冬季に観られる「大根やぐら」は、「干し大根」生産のための設備であると

ともに、その景観は、本地域の冬の風物詩であり、このような大根やぐらが、地域の

至るところで立ち並ぶ姿は、世界でも類をみないこの地域ならではの農村景観である。

近年では、大根やぐらに掛かる真っ白な大根をスクリーンに見立て、ライトアッ

プも行われ更なる魅力を演出している。

写真 33 本地域の農村景観

写真34 大根やぐらに大根を干す様子 写真 35 大根やぐらの中の様子
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（6）変化に対するレジリエンス

災害への備えを旨とする安井息軒の教えを受けた本システムは、当初から自然災害に

対して周到な準備を怠っていないものとなっている。また古くから商品作物生産を意識

してきたことは、既述したように経済的変化にも柔軟に対応できる心構えが自然と備わ

ることになった。ここでは自然災害を受けやすい露地栽培であるからこそ、1）早期回復

能力を保つようになった点と、一見するとレジリエンスと関係がない2）農業機械への

対応にもレジリエントな側面があらわれていることを示した。既述のように、柔軟に作

物・品種転換をおこなってきたことも本システムのレジリアンスを高めていることだが、

ここではとくに3）種苗業者とのつながりに触れている。最後にレジリエンスで強調し

ておきたいのは、4）次世代への継承を積極的に行ってきたことである。

■自然災害や生態系の変化に対する早期回復能力

1）自然災害への対応

自然災害に柔軟に適応する露地畑作の高い早期回復能力

土地利用型の露地栽培は、台風等による自然災害の影響を受けやすい。そのため、

夏の作物は、台風の襲来前に収穫を終える「葉たばこ」や、台風の被害を受けにく

いかんしょや里芋等を作付けしている。

また、万一、夏作に被害が発生した場合は、冬作の生産面積を増やして所得を補

完し、同様に、冬作に影響がでた場合も、夏作で所得を補完する生産体系となって

おり、この体制は露地栽培の大きな特徴である。

また、冬作の播種時は、台風にみまわれることがあるが、マルチ栽培の普及もあ

り、被害がでた場合は、当初、植え付けしていた作物の種を 2度、3度蒔きなおし

生産を行っている。また、間に合わない場合でも、品目を変更して作付けするなど、

柔軟に対応できる体制を整えており、経営の安定による持続可能な農業経営に取り

組んでいる。

2）農業機械への対応

省力化、効率化を目指した農業機械の開発・検討

災害時の早期復旧、高齢化に伴う作業の省力化や土地の集積にかかる効率化など

のため、農業機械は年々進化している。畑を耕起するための機械は、高性能のトラ

クターが導入され、能力が高くなり作業効率もアップしている。また、近年注目さ

れているＧＰＳ機能などの最新技術を備えたトラクターや、自宅に居ながらにして

圃場の様子や温度などを把握し、被害の軽減を図るためのＩＣＴ技術についても、

更なる効率化のため、検討を進めている。

さらに、「干し大根」の生産特有の機械である大根洗浄機、乾燥を行うために２

本の大根を１つに束ねる結束機は、老朽化が進み生産メーカーも製造中止しており、

生産者団体、行政とタイアップし、新たなメーカーを見つけ部品調達を行うなど、
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持続可能な取組にも着手している。

3）品種改良のための「つながり」

種苗会社とのシステム継続・保全体制の構築

現在使用している「干し大根」の品種は、前述（p.8 5-3）品種改良による「干し野

菜」農法の進化）したように、種苗会社と研究・開発され、これまで安定した生産が

続けられており、本地域の種子のほとんどが「干し理想」という、現在まで続く品種

である。この品種は、管内の加工業者と取り引きのある農家も同じであり、また、加

工業者も種苗会社との関係は良好であり、今後も継続して確保できる状況にある。

4）次世代につなぐ

■自然災害や生態系の変化に対して、システムの保全と次世代へ継承する仕組み

【地域内の小学校での地域学習】（大根栽培と大根やぐらによる乾燥野菜の実習）

「干し野菜」の知恵と技術を次世代に継承する取組

伝統的に災害時のための保存食として発展してきた「干し野菜」の知恵と技術を次

世代に継承するため、地域内の小学校 3年生を対象に社会科授業の一環として地域農

業の体験学習を行っており、約半年間の工程で講師を現役の生産農家が務め、学校花

壇に種を撒き大根を作り、収穫、「干し大根」にした後、漬物にする一連の作業内容

となっている。

また、大根を干す時期には、農家の生産現場を訪れ、収穫、洗浄、大根結束などの

作業を学び、自分たちの活動の参考にしている。

さらに、干しあがった大根を、漬物として食べる授業も行っている。「ハリハリ漬

け」と言われる簡単な漬物で、授業では、児童の保護者が講師となり、作業を行って

いる。

これらの取組は、これまで地域で脈々と継承されてきた「干し野菜」農法が将来

にわたって引き継がれていくようにとの想いが込められている。

写真 36 生産者の農地で学ぶ様子 写真 37 学校の花壇で収穫する様子
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【社会科副読本】

地域の偉人である「安井息軒」は、郷土や国のためにつくす人物を育てることを念

頭に、教育者として、地域住民の生活や文化を高めようと努力し、活躍をしてきたと

語り継がれている。この考えは本地域の教育に深く根付いており、宮崎市教育委員会

が作成している社会科の副読本「わたしたちの宮崎市」、「郷土宮崎」の中に、日本一

の「干し大根」として掲載され、地域の農業への理解と担い手不足解消が期待される。

また、宮崎市内のほとんどの小学校が社会科授業の一環として加工工場の見学に

訪れ、身近な食品がどのような工程でつくられているのかを体験している。

（7）多様な主体の参画

本地域は宮崎市の一部であり、農村地域でありながら都市に近いという特徴がある。

ベッドタウンとして新規移入者も増え、比率が高くなった農業従事者以外の住人に、

本地域の農業への理解を得ることは、システムの存続的発展のために不可欠である。

そのためにこれまで 1）地域や学校との連携を図り、2）地域内で農業への理解を深

める様々な活動を行い、3）地産地消の活動の一環として小学校給食を活用し、さら

に地域住民の主体的なかかわりを重視した 4）多様な主体が参画できる環境づくりに

着手している。

1）地域や学校との連携 －近隣の農業高校との連携－

①宮崎県立宮崎農業高等学校 －露地畑作農家での農業体験実習－

2012 年（平成 24 年）、宮崎県により、魅力的な農業経営の研修や地域農業と連

携した取組を通じて、農業を学ぶ高校生の就農の夢を育むとともに、幅広い経営感

覚を身に付けた創造性豊かな意欲ある農業の担い手を育成する「夢づくり人づくり

農業教育支援事業」が創設されている。

この事業をきっかけとして、宮崎農業高等学校の生徒を地域内の露地畑作農家に

受け入れ、1日農業体験実習を行っている。今年で７年目を迎え、農業理解を深め

写真 38 自家製のやぐらに収穫した

大根を干す様子

写真 39 小学校でのハリハリ漬けを

作る授業風景
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る欠かすことのできない取組となっている。

②日南学園高等学校宮崎穎学館 －地域の農産物を活用した「食育講座」－

日南学園高等学校宮崎穎学館（みやざきえいがくかん）は、1951 年（昭和 26 年）

に設立した看護の専門性を学ぶ本地域内唯一の高等学校であり、地域に密着した取

組を積極的に行っている。

2019 年（令和元年）8月にお茶の淹れ方教室、2020 年（令和 2年）2月に「ハリ

ハリ漬け」教室を開催している。生産者が講師を務め、本地域の露地栽培で収穫さ

れる「干し大根」や茶等を活用した食育講座を実施している。

また、空港等で実施している大根や

ぐらのＰＲイベントでは、体験した生

徒が、ボランティアとして参加し、強

力な応援団・消費者、スポークスマン

として本地域の良さをＰＲしていく人

財として、活躍するなど、成果も現れ

ている。

2）地域内の連携

①田野・清武地域日本農業遺産推進協議会

（旧：日本一の干し大根と大根やぐら日本農業遺産推進協議会）

－本システムについての理解を深める市民講座－

宮崎市民を対象に、2016 年度（平成 28 年度）より本地域の農業についての市民

講座(勉強会)を実施している。表 13 は、取組の実績をまとめたものであり、本地

域のシステムの理解を深めてもらっている。

写真 40 農業体験（大根引き抜き作業） 写真 41 農業体験（干し大根の収穫作業）

写真 42 看護学生による「ハリハリ漬け」教室
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②地域内商業団体、宮崎中央農業協同組合田野支店【地域と連携したイベント】

－地域全体で伝統農法を後世に残すための周知活動－

地域の宝である「大根やぐら」は、様々な団体の協力を得ながら、地域振興の一

貫として、ＰＲイベントを開催している。

宮崎県の空の玄関口である「宮崎ブーゲンビリア空港」で開催したイベントでは、

宮崎平野の冬の風物詩である「大根やぐら」を農業後継者（宮崎中央農業協同組合

田野支店青年部）の協力で建築し、本物の大根をかけて紹介するほか、「干し大根」

の漬物を中心に田野・清武地域の特産品の販売や、高校生ボランティアによる「お

茶」と「漬物」のふるまいも行っている。来場者からは、地域を懐かしむ声が多く

聞かれ、「ほっこり」とする一面も見られる。

このイベントは、地域内外の多様な主体が集結して実施される取組となっており、

県内外に向けたＰＲの絶好の機会となり、地域全体で伝統農法を後世に残していく

想いが込められている。

写真 44 宮崎中央農業協同組合田野支店

青年部がやぐらを建てる様子

写真 45 イベント会場の様子

写真 43 市民講座

件数 人数
平成29年度 5件 162人
平成30年度 3件 54人
平成31年度 4件 83人

表 13 市民講座 各年度実績

（推進協議会まとめ）
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3）地産地消の取組

①田野小学校‐学校給食とのコラボレーション‐

【学校給食への取組】

地域の「干し大根｣で開発された学校給食

日本一の生産量を誇る「干し大根」の

地産地消の取組として、学校給食で人気

のある「キムタクご飯」の材料を提供し

ている。本来は白菜のキムチ漬けとたく

あんを組み合わせて作る混ぜご飯であ

るが、たくあんそのものをキムチ味で作

り、それをそのままご飯に混ぜ込んで作

るものである。

【企業の取組】

地域内の事業者では、小中学生、留学生など幅広く漬物工場見学を受け入れ、た

くあんについての理解を深める取組を行っている。

4）多様な主体が参画しやすくなる環境づくり・取組

①まちづくり協議会（大根やぐらイルミネーション）

地域が一丸となった伝統農法を生かした地域のＰＲ

自治会、青少年育成協議会、民生委員児童委員協議会等の地域の委員で構成され

る本地域のまちづくり協議会では、毎年 12 月に、地域の宝である「大根やぐら」

を使用したイルミネーションを田野駅前に設置している。2011 年（平成 23年）か

らのこの取組は、まちづくり協議会が単体で始めたものであるが、現在では地域内

の小中学校や商工会、婦人会等の多様な主体が参加する一大イベントとして発展し

てきている。

設置される「大根やぐら」は、生産現場と同じサイズのものを使用し、アクリル

板を丸めた手作りの大根の内側にＬＥＤ電飾を入れたものをやぐらにかけて、イル

ミネーションとしている。2019 年（令和元年）12 月には、手作りの大根を地面に

植えて畑を演出したイルミネーションも登場し、年々バージョンアップしている。

また、地元の小学校 6年生、中学校 3年生が将来の夢を書いた短冊を吊すなど、伝

統農法を生かした地域のＰＲを住民が一丸となって取り組んでいる。

写真 46 キムタクご飯
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②田野もりあげる研究所

田野町の魅力発信のため多種多様な職種の若手メンバーで構成された団体

田野町の魅力を情報発信するため、田野町内の若者が集まった任意団体であり、

20代から 40 代までの男女で、飲食店業や美容師、農家など多種多様な職種のメン

バーで構成されている。

主な活動は、ホームページを活用した地域の魅力発信や地域内の農産物や特産品

を集めたマルシェの開催など、嗜好を凝らした取組は、幅広い年代が楽しめるよう

工夫されている。

③大根やぐらライトアップ

地域のシンボル「大根やぐら」を活用した地域活性化

冬場の風物詩である「大根やぐら」に掛かる真っ白な大根をスクリーンに見立て、

まちづくり協議会、田野町電気事業組合等と協力しながらライトアップを行い、知

名度アップと本システムの理解を深める取組を行っている。

写真 49 ライトアップの様子

写真 47 イルミネーションの様子 写真 48 児童生徒の短冊

写真 50 点灯式での園児の小太鼓演奏
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（8）6次産業化の推進

本システムは、地域の風土を活かして農作物（かんしょ、茶、大根、高菜等）を「干

し大根」などに加工し、製品にする農業として成り立ってきた 6次産業化を基盤とし

て成立している。そのため、今日の 6次産業化は本地域の人々が長年培ってきた農作

物に対する手間と工夫、技術をさらに発展・展開させているものといえる。

ここではあらためて 1）地域の 6次産業化の基盤をとりあげた。また 2）干し野菜

へと実績を重ねている防災食品開発について簡述しているが、干し野菜と防災食品に

ついては、本システムの将来において重要な位置を占めていると考えており、可能性

と課題を明らかにしたうえで、「保全計画」のなかでやや詳しく説明している。

そのほか 3）その他の商品開発について、4）直売所について、さらに 6 次産業化

と密接に関係する 5）契約栽培について記述し、最後に 6）観光への潜在力について

も、日本農業遺産の認定を契機とする今後への期待とともに、現在行っていることを

記した。

図24 大根やぐらマップ
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1）地域で取り組む 6次産業化

「干し大根」の生産から加工・商品の開発・製造・販売までを行う地域内一貫生産シ

ステムを構築

1970 年代頃から、地域内で「干し大根」を漬物に加工し、付加価値を付けて販

売したいという気運が高まり、1973 年（昭和 48年）に田野町内に農協直営の漬物

工場が完成している。それを皮切りに多くの加工業者が出現し、地域に「干し大根」

の生産から加工・商品の開発・製造・販売までを行う一貫生産システムが構築され

ている。加工工場には、地域内の多くの住民が雇用され、雇用創出の場としても重

要な役割を担っており、「干し大根」が、地域経済において、なくてはならない存

在となっている。

現在、本地域内のすべての加工業者が、地域内の「干し大根」生産者と契約して

いる。県内でもほとんどの加工業者が地域内の「干し大根」生産者と契約を結んで

おり、このことから本地域で生産される「干し大根」が、いかに漬物加工において

大きなウエイトを占めており、重宝されているかが窺い知れる。

また、近年、「たくあんの缶詰」を開発し海外に輸出したり、色々な飲み物にあ

う漬物を開発したりして、販路開拓を行うなどの取組も行われている。

2）新たな干し野菜と長期保存のきく防災食品の開発

【製品の進化】

「鰐塚おろし」を利用した伝統的な「干し大根」の生産が主流で進められてきた

が、その他の野菜においても、乾燥野菜として商品化する取組が進められている。

商品化にあたっては、近年の天候不順により、加工が計画的に進まないことも見受

けられることから、地域内の加工業者においては、加工施設を整備し、野菜の乾燥

を行い、多機能に使える食品、防災食品としての役割を持たせた製品としての進化

を見せている。

写真 51 野菜を乾燥させる加工施設
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【加工品の多様な展開】

たくあんは、長期保存のきく保存食

としての役割を果たしてきたが、新た

な取組として、さらに長期間保存でき、

においもなく、持ち運びも便利で、デ

ザイン性に優れた「たくあんの缶詰」

も商品化され、自衛隊の保存食や、味

付けを変えることで海外にまで販路を

広げている。

そのほか地域内には、かんしょなどの 1次加工品（遠赤焼芋、蒸し芋ペースト、

ボイルペースト）を製造している企業や自社農園で栽培した野菜やフルーツを焼酎

やジャム、ソースに加工して販売している企業も出現している。

3）特産品開発

「たくあん」を使ったパンや、ケーキの開発、「乾燥野菜」の商品開発

地域内で生産された「たくあん」を使ったパンや、ケーキの開発も行われている。

一見アンマッチなイメージもあるが、癖になる味でファンも徐々に広がりつつある。

また、地域内で生産される農産物が、年間を通して利用できるよう、機械化され

た工場内で「乾燥野菜」を生産するなどの新たな商品開発にも挑戦している。

4）地域内の直売所

直売所での「干し大根」の実演販売

地域内の直売所では、地域で生産された農産物、漬物、加工品の販売のほか、

「干し大根」そのものを販売し、「はりはり漬け」などの実演販売を行っている。

また、「はりはり漬け」セットとして、自宅ですぐに漬けられる商品の開発や、手

間のかかる「干し大根」のカットにも対応し、ファンを増やしている。

写真 52 加工施設で作られた製品

写真 53 海外向けのたくあんの缶詰
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5）契約栽培

■利益配分

生産者と加工業者間の契約栽培システムの確立

高付加価値の商品、外部企業等との信頼関係が最大の利益

地域内で生産された農産物は、農業協同組合のほか、県内外の業者と契約し販売

が行われている。気候に左右されやすい露地畑作を継続していくためには、生産者

が持続可能な経営が基本となる。そのため、価格、取引量についてもお互いに満足

できる取引ができるように協議が行われている。これまで、付加価値を付けた優れ

た「干し大根」等の商品を作ってきたこと、外部の企業等とつながってきた信頼関

係があることが、今日の利益につながっており、これが本システムの宝ともいえる。

6）地域資源としての潜在力

「大根やぐら」の観光資源としての活用と地域活性化の取組

「大根やぐら」が建ち並ぶ農村景観は、他に類をみない魅力的な景観であるが、

地域住民にとっては、暮らしの中に「大根やぐら」が当たり前のように存在してい

たため、その価値に気づいておらず有効活用できていない傾向にあった。日本農業

遺産認定への取り組みは、地域住民にとって大きな影響を与えており、（7）多様な

主体の参画でも記述しているように、積極的な地域活性化活動への参加が見られる

ようになっている。

また、平成 31 年度（令和元年）には、都会の殺伐とした生活から逃れ、田舎暮

らしや農村の美しい景観への関心の高まりを受け、農業体験のモニターツアーが実

施された。見て楽しむ従来型の観光スタイルに加え、農作業の体験や、生産から出

荷までの過程を学ぶ体験型の観光スタイルへの活用が検討されており、県内外の観

光誘客、インバウンドに向けた取組を進めるうえで、重要な観光資源の一つになる

ことが期待されている。

写真 54 体験ツアー（昼食） 写真 55 体験ツアー（農作業体験）
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○宮崎県レッドリスト（2015 年改訂版）

【種子植物】

【シダ植物】

【藻類】

【菌類】

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

イシヅチコザクラ
Primula farinosa subsp.

modesta var. modesta
絶滅危惧ⅠＡ類

イワザクラ Primula tosaensis 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類

センニンモ
Potamogeton

maackianus
絶滅危惧ⅠＡ類

ミズスギナ Rotala hippuris 絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

ケヒエスゲ Carex mayebarana 絶滅危惧ⅠＡ類

ヤマトミクリ Sparganium fallax 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

ヤッコソウ
Mitrastemon

yamamotoi
絶滅危惧Ⅱ類

ツクシナルコ Carex subcernua 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅱ類

コギシギシ
Rumex dentatus subsp.

klotzschianus
絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

キバナノホトトギス Tricyrtis flava 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

クサマルハチ Cyathea hancockii 絶滅危惧ⅠＢ類

テツホシダ Thelypteris interrupta 絶滅危惧Ⅱ類

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

オウシャジクモ
Chara corallina var.

corallina
絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

キリノミタケ Chorioactis geaster 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類

シイノトモシビタケ Mycena lux-coeli 絶滅危惧Ⅱ類
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【鳥類】

【両生類】

【魚類】

【昆虫類】

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

ツミ

Accipiter gularis

gularis (Temminck &

Schlegel, 1844)

準絶滅危惧

ハイタカ

Accipiter nisus

nisosimilis (Tickell,

1833)

準絶滅危惧 準絶滅危惧

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

オオイタサンショウ

ウオ

Hynobius dunni Tago,

1931
絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

カマキリ Cottus kazika 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

カワアナゴ Eleotris oxycephala 準絶滅危惧

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

オオウラギンヒョウ

モン
Fabriciana nerippe 絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

クロシジミ Niphanda fusca 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

タベサナエ
Trigomphus citimus

tabei
準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＢ類

オオクワガタ
Dorcus hopei

binodulosus
絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

キリシマミドリシジ

ミ

Thermozephyrus ataxus

kirishimaensis
準絶滅危惧

オニホソコバネカミ

キリ
Necydalis gigantea 情報不足
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【クモ類】

【貝類】

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

キムラグモ（広義）
Heptathela kimurai

sensu lato
絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

キノボリトタテグモ
Conothele fragaria (Dӧ

nitz, 1887)
準絶滅危惧 準絶滅危惧

種名 レッドリスト

和名 学名 環境省 宮崎県

サダミマイマイ
Satsuma sadamii

Kuroda & Minato, 1975
絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＡ類
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○資料編

全体 田 畑 全体 田 畑

昭和 40 152,100 148.1 

50 119,100 58,600 60,500 133.5 128.8 138.4 

55 113,100 58,300 54,800 135.2 133.1 137.3 

60 109,900 59,200 50,700 136.2 140.3 131.7 

61 108,100 58,400 49,700 134.8 139.0 130.1 

62 104,900 56,700 48,200 131.8 135.6 127.5 

63 102,900 55,400 47,500 130.4 133.2 127.3 

平成 元 101,600 55,700 45,900 129.0 131.3 126.4 

2 98,800 53,500 45,300 129.0 130.8 126.9 

3 97,200 52,300 44,900 128.1 128.8 127.2 

4 95,500 51,800 43,700 127.0 128.5 124.9 

5 93,800 51,300 42,500 125.4 128.3 122.5 

6 93,300 51,300 42,000 125.1 128.3 121.7 

7 90,600 49,600 41,000 122.1 124.3 119.5 

8 88,000 47,700 40,300 119.6 120.2 118.5 

9 85,300 45,900 39,400 116.7 116.5 117.3 

10 83,000 44,100 38,900 114.3 112.5 116.5 

11 82,200 44,200 38,000 113.9 113.0 114.8 

12 80,400 43,500 36,900 112.1 111.8 112.5 

13 79,600 43,100 36,500 111.6 111.4 112.3 

14 79,000 43,000 36,000 111.3 111.4 111.5 

15 77,600 42,000 35,600 109.9 109.4 110.6 

16 77,500 41,900 35,600 110.1 109.7 110.9 

17 76,900 41,500 35,400 109.5 108.9 110.3 

18 76,100 40,700 35,400 109.0 107.4 110.3 

19 75,300 40,300 35,000 108.2 106.9 109.4 

20 74,800 39,800 35,000 107.6 105.9 109.7 

21 74,500 39,600 34,900 107.5 105.6 109.7 

22 74,000 40,000 34,000 107.5 107.0 107.6 

23 73,900 40,500 33,400 107.3 108.6 106.0 

24 73,900 41,500 32,400 107.6 111.3 102.9 

25 73,400 41,400 32,000 107.2 111.3 102.2 

26 73,000 41,500 31,500 107.0 112.2 101.0 

27 72,200 41,600 30,600 106.3 112.7 98.7 

28 72,000 42,100 29,900 106.4 114.7 96.8 

29 71,600 42,100 29,500 107.0 116.6 96.1 

作付延べ面積（ha） 耕地利用率（％）
年次

表 1 農作物の作付け延べ面積及び耕地利用率（宮崎県）

農林水産省「耕地及び作付面積統計」
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【田野町】 【清武町】

作付延べ面積（ha） 耕地利用率（％） 作付延べ面積（ha） 耕地利用率（％）

昭和 45 2,090 143.2 昭和 45 2,100 147.9 

46 2,200 154.9 46 1,960 139.0 

47 2,380 170.0 47 1,970 140.7 

48 2,270 166.0 48 1,930 141.8 

49 2,320 173.2 49 1,920 147.9 

50 2,160 171.3 50 1,950 155.8 

51 2,240 180.5 51 2,010 163.3 

52 2,270 184.6 52 2,040 171.4 

53 2,250 184.4 53 1,940 164.4 

54 2,200 181.8 54 1,910 164.7 

55 2,250 189.5 55 1,840 160.0 

56 2,270 194.0 56 1,780 157.5 

57 2,350 200.9 57 1,760 157.1 

58 2,390 206.0 58 1,760 160.0 

59 2,310 199.1 59 1,770 160.9 

60 2,320 200.0 60 1,760 161.5 

61 2,320 198.3 61 1,830 169.4 

62 2,230 189.0 62 1,730 161.7 

63 2,270 192.4 63 1,710 161.3 

平成 元 2,230 197.3 平成 元 1,630 158.3 

2 2,260 201.8 2 1,600 156.9 

3 2,210 199.1 3 1,560 151.5 

4 2,230 200.9 4 1,540 151.0 

5 2,260 205.5 5 1,540 151.0 

6 2,250 204.5 6 1,520 150.5 

7 2,240 203.6 7 1,490 149.0 

8 2,220 203.7 8 1,440 145.7 

9 2,230 204.6 9 1,450 151.5 

16 2,010 177.9 16 1,100 151.5 

年次 年次

表 2 地区別農作物の作付け延べ面積及び耕地利用率

宮崎農林水産統計年報
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【宮崎市全体】 【田野】

品目 生産額 割合 品目 割合

きゅうり 10,793,847 26.2% 肉用牛 18.6 

肉用牛 6,306,401 15.3% きゅうり 18.4 

水稲 2,517,210 6.1% 葉たばこ 11.3 

トマト 2,335,415 5.7% 漬物用だいこん 11.1 

ピーマン 2,181,622 5.3% さといも 6.2 

卵 1,765,327 4.3% かんしょ 4.4 

洋ラン 1,314,314 3.2% スギ 3.4 

マンゴー 1,282,973 3.1% 水稲 3.0 

葉たばこ 1,246,107 3.0% 荒茶 2.3 

いちご 861,328 2.1% ブロイラー 2.0 

ブロイラー 817,802 2.0% その他 19.3 

しょうが 726,506 1.8%

漬物用だいこん 602,975 1.5% 【清武】

豚 593,414 1.4% 品目 割合

なす 559,104 1.4% きゅうり 18.5 

さといも 335,018 0.8% 肉用牛 18.0 

荒茶 250,749 0.6% 卵 14.5 

乳用牛 249,151 0.6% なす 9.1 

かんしょ 236,923 0.6% トマト 8.8 

スギ 182,356 0.4% いちご 4.7 

日向夏 165,064 0.4% 葉たばこ 4.5 

温州みかん 158,176 0.4% マンゴー 3.7 

にがうり 133,475 0.3% 水稲 3.3 

きんかん 128,041 0.3% 日向夏 2.7 

その他 5,493,370 13.3% その他 12.3 

生産額

1,007,343 

998,123 

612,070 

602,975 

335,018 

236,923 

182,356 

164,547 

123,030 

109,982 

1,043,304 

生産額

1,135,937 

1,103,292 

890,476 

559,104 

538,963 

286,208 

277,368 

229,089 

201,321 

165,064 

752,519 

表 3 宮崎市農畜産物生産額ランキング

平成 30 年度農林水産振興の概要（宮崎市）


