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一見、普通の山ですが…

ココには、お宝がたくさんあります。



「しきみ」を中心とした
中山間地域農業のスマート化

令和３年11月12日
宮崎県延岡市
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延岡市について
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●宮崎県の北部に位置する人口約12万人の都市。

●旭化成㈱発祥の地。幾多の困難を乗り越え
世界一の技術・製品を数多く産み出してきた

「ものづくりのまち」

●ユネスコエコパークの山々、水質日本一の
五ヶ瀬川、全国７位の漁獲高、水質九州一の
海水浴場など、豊かな自然に恵まれている。

●高速道路が交わる東九州のクロスポイント。



最近の延岡市の動き①

4

政府のスマートシティに選定

さらに
・延岡駅西口再開発ビルを
新たな技術開発やデジタ
ル化の拠点として整備

●東京大学、慶応義塾大学、国立循環器病研究
センター、著名企業等と連携し、既に教育・
防災・交通・決済等のＤＸを実施中。



最近の延岡市の動き①
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●コワーキングスペースや実証事業ラボなどを
整備

延岡駅西口再開発ビル
２階



最近の延岡市の動き①
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●コワーキングスペースや実証事業ラボなどを
整備



最近の延岡市の動き②
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最近の延岡市の動き②
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延岡経済リンケージ機構の設置

●市内全ての金融機関や経済関係者が力を合わせ
「外とつながり外貨を稼ぐ」官民連携体制を確立。

●機構は、マネジメント人材の確保をサポート。
（首都圏等の兼業・副業人材が経営戦略や

販路拡大等を支援）



最近の延岡市の動き③
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農林業労働力人材マッチングウェブサイト

[NobeWorker(のべワーカー)]



農山漁村版ハローワーク」事業
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[NobeWorker(のべワーカー)]
Web上で農林業者と就業意欲のある人材を
マッチング

「理系人材」(企業ＯＢ等)の
就農可能性を持つまち・延岡

●求人情報を掲載している農林業者に求職者が
直接問い合わせが可能。

●プロフィールを登録している求職者に登録事
業者が直接オファー可能。



●祖母・傾・大崩ユネスコエコパークに認定
された雄大な自然を有する町。

●ニニギノミコトの御陵墓と伝わる
「可愛山陵」があり、加護を求めた西郷隆盛が
西南戦争で宿陣した歴史ある町。

さらに今回の主な舞台となる北川は…
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●大分県との県境にある「奇跡の清流」と
呼ばれる透明度抜群の川を有する町。



ところで、皆さんは
「しきみ」を ご存じですか？
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「しきみ」とは？
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●しきみとはマツブサ科シキミ属の常緑小高木。

●主に仏教において葬儀や法要、お墓、仏壇に
供える花木として利用されている。



「しきみ」について①

●昭和40年頃から町内の山間地で栽培が始まり
現在、北川町及び北浦町で栽培されている。

●北川町しきみ部会 49世帯 栽培面積100ha

●「定光早生」や「薫晩生」など作出した
個人の名前を冠する極早生から晩生までの

優良系統を多数保有。
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⇒産地の気候風土に合った系統

さだみつわせ かおるおくて

●これらの優良系統により周年出荷が可能。



宮崎 348.0ｔ
21%

全 国
1,672.1ｔ

（特用林産物生産統計調査）

令和２年しきみ生産量

北川 216.3ｔ
13%
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「しきみ」について②

鹿児島 540.3ｔ
32%

高知 217.1ｔ
13%

静岡 202.8ｔ
12%

愛媛 118.5ｔ
7%

和歌山 105.0ｔ
6%

その他17県 105.0ｔ
9%

宮崎 131.7ｔ
8%

全国の13％を
北川が生産



「北川のしきみ」としてブランド化

安定した収益を確保。

「しきみ」について③

●主な取引先：
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●出荷額：１億７０００万円
●

⇒市場・消費地から高評価を得ている。

１府９県２５市場
(ＪＡ系統出荷)

●ほぼ全量が相対取引のため



しきみ栽培のメリット①
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●専門的な技術が必要、産地に合った優良系統
の選抜に時間を要するなど参入障壁が高く

国内の主要な産地が限られている。
●信仰や供養に関する品目であり

需要の変動が少ない。
●注文を断っているほど

供給を超える需要がある。



●初期投資が安く、付加価値が高い。
（所得率47％、240千円／10a）

しきみ栽培のメリット②
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●売り先が既に決まっており、相対取引により

安定した収益を確保できる。

●シカの嗜好性が非常に低く

他の品目と比べて食害を受けにくい。



生産から出荷の流れ
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・雑草木の下刈り、つる切り
・台木の仕立て（余分な枝の剪定）

・日当たりが良く、水はけの良い場所

・傾斜地では、等高線上に植栽

・挿し木で育苗（露地挿し、箱挿し）

生産から出荷の流れ ①
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育苗

植栽

管理



台木の仕立て
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・荷造り(病害虫や古葉、実など除去)

・一定の量で結束⇒浸水⇒箱詰め

・繁忙期 年４回(盆、正月、春秋彼岸)

・次の萌芽を考えながら採取する

生産から出荷の流れ ②
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・施肥(春秋、年２回)

・病害虫防除 (年7～9回)
管理

収穫

出荷



病害虫防除
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産地の課題①
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専門的な技術と雇用の関係



産地の課題①
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●栽培の各作業において専門的な技術を
要する。

●技術継承は口伝や見よう見まねで
習得に時間を要する。

くでん

⇒外部からの雇用では
即戦力になりにくい。



産地の課題①
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外部からの雇用では即戦力になりにくい⇒

⇒消費地からの需要は多いが

しきみの持つ収益ポテンシャル
を十分に生かしきれていない。

●家族主体の経営がほとんどで

繁忙期の供給が追いつかない。



産地の課題②
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生産工程の省力化・簡略化



産地の課題②
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●中山間地の急傾斜地で栽培されており
大型機械等の導入が難しい。

⇒スマート化などによる
作業の省力化・簡略化が必須。

●産地を維持するため

生産者の高齢化への対応、
新規就農者の確保が必要。



例えば、こんな苦労が…
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●急傾斜地での防除が特に重労働。
年に７～９回 約２haを人力で
動力噴霧器を使い散布している。

ドローンも試してみたが、葉の表裏に
十分な散布が行えず、上手くいかなかった。



例えば、こんな苦労が…
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●収穫したしきみの品質維持のため

水に浸して保冷庫(８℃)で保管
している。

より長期間、品質を維持することが
可能になれば、繁忙期の出荷がもっと楽になり

出荷量も増やせるのだが…

⇒新しい技術で解決できないか



これらの課題を解決するために
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「しきみ」を中心とした
中山間地域農業のスマート化

延岡市は

に取組みます



「しきみ」を中心とした中山間地域の活性化

延岡経済リンケージ機構NobeWorker(のべワーカー)

Phase１

Phase２

生産性の向上に係る
技術・仕組みの確立

持続可能な産地づくり
に向けた体制整備

スマート技術の導入
労働力・人材の確保

集出荷施設の整備

農林業における労働力不足を解消するため
労働力人材を求める農林業者と農林業分野
での就業を希望する多様な人材とを効率的
にマッチングすることを目的とするウェブ
サイト。令和３年４月より運用開始

営業や企画等の人材を確保する新たな仕組み
都市部の大企業等で働く高い能力を持つ人材
(副業人材)と課題を抱える地元事業者をつな
ぐマッチングを行う。
令和４年１月からスタート(予定)

・アシストスーツによる省力化
・ドローン等を利用した新たな防除技術 等

期待される
効果

副業人材の活用 等

延岡市が独自に取組む
既存のシステムを利用した
労働力・人材の確保

①マーケットニーズに対応できる供給体制を整え所得をアップ
②生産性・収益力の向上により後継者問題を解決
③法人設立による雇用の創出

・学校跡地などの有効利用
・大型保冷設備の導入
・スマート技術を活用した梱包出荷
作業の効率化 等

・販売、流通、広報、企画、生産性向上
などの課題解決・専門的な技術を要する作業工程の解析

明瞭化による効率の良い技術継承
・誰でも容易にできるアシスト技術 等

法人運営のための雇用
・経理、集出荷作業等 ・園地の集約化

・休耕地の再整備による面積拡大
・モデル園地の設置

(緩勾配・作業道整備等）

・マッチングサイトの利用による労働力
不足の解消

園地の再編法人設立に向けた動き

円滑な経営資源の承継
・園地、機械等の承継

新技術・普及推進主体の構築
・新たに開発された技術等の受け皿となる
組織の設置
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延岡市既存の資源活用

作業工程の解析・明瞭化



Phase１:生産性の向上に係る技術・仕組みの確立

33

スマート技術の導入

作業工程の解析・明瞭化
・専門的な技術を要する作業工程の解析
明瞭化による効率の良い技術継承

・誰でも容易にできるアシスト技術 等

・アシストスーツによる省力化
・ドローン等を利用した新たな防除技術 等

労働力・人材の確保
・マッチングサイトの利用による労働力不足の解消

副業人材の活用 等
・販売、流通、広報、企画、生産性向上などの課題解決

新技術・普及推進主体の構築
・新たに開発された技術等の受け皿となる組織の設置



●省力化につながる技術を有するが
実証機会・場所を必要としている企業。

連携したい企業イメージ
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●しきみの作業工程を解析・明瞭化し
もっと作業を楽にする方法を提案できる企業。

●品質管理しながら

保冷・保管・梱包・出荷する
技術を有する企業。



延岡市と連携するメリット
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●様々な実証フィールドの提供

●世界最先端の技術を有する
地元企業との連携

●「しきみ」から
その他の品目への技術の応用



結びに…
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37

皆さまのご提案を

お待ちしています。

宮崎県延岡市


