佐多岬

東部から半島の中央部にかけて肝属山地が
広がり、平地は錦江湾側に多少残されてい
ます。九州本島最南端で、大隅海峡を流れ
る黒潮の影響もあるため、高温多湿の気候
条件にあり、亜熱帯性の植物も多数みられ
ます。九州本島としては非常に珍しい亜熱
帯性の植物等の豊かな自然があることか
ら、霧島錦江湾国立公園、大隅南部県立自
然公園の指定を受けています。

九州本島最南端北緯 31度線上に位置し、南端
の断崖から 50m 沖の大輪島に日本最古の一つ
である佐多岬灯台があります。この灯台は、
イギリス人の設計で明治４年に完成。昭和20年
の空襲で焼失、現在の灯台は昭和 25 年復旧し
たものです。太平洋、東シナ海、錦江湾に面し、
晴れた日には種子島、屋久島を見ることが出
来ます。眼下にはコバルトブルーの大海原が
広がります。

パノラマパーク
西原台

雄川の滝
NHK 大河ドラマ「西郷どん」のオープニング
のロケ地として使用され、人気観光スポット
になった雄川の滝。南大隅町の根占地区を流
れる雄川上流にある落差 46m、幅 60m の滝で
す。駐車場から滝つぼまでは、約1,200m の遊
歩道があり、渓流の音に癒されながら自然と
一体になれる癒しのスポットです。

標高 439ｍの高台にあり眼下に根占の市街地
やゴールドビーチが迫り、佐多方面、高隈の
山々、錦江湾、対岸の薩摩半島まで一望でき
るパノラマビュースポットです。桜島も、開
聞岳も一度に見渡せ、パラグライダーのフラ
イトスポットとしても人気です。元は林業者
が休憩する憩いの場として建てられた施設で
すが、今では絶景スポットとして有名になり
ました。

ねじめ
ドラゴンボート
フェスティバル

御崎祭り
御崎祭りは、佐多岬の御崎神社の妹神が郡の
近津宮神社の姉神に新年の挨拶で会いに行く、
という県無形民俗文化財に指定された南大隅
町の一大伝統行事です。途中の七浦といわれ
る７つの各集落でもご神幸にあわせて祭りが
行われます。1 日目の最大の難所は坂元の「ど
んひら坂下り」です。２日目の近津宮神社では、
打植祭り、神舞が奉納され最高の盛り上がり
を見せます。

10月中旬〜下旬に旧根占町の雄川で開催され
るねじめドラゴンボートフェスティバル（潮
の流れにより毎年変わります）。競技は塩入橋
から根占大橋までの約 380ｍの区間・８コー
スで男女別に行われ、着順による勝ち抜き戦
で、町内はもちろん県外、国外から総勢 100
チームほどが参加するイベントです。
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南大隅町は、三方を海に囲まれ、本土最南端に位置し、北緯 31 度線

上にあることから気候も温暖で農業が盛んな町です。水稲や春ばれ
いしょに加え、亜熱帯性の気候を活かしたパッションフルーツやマン
ゴー、アボカド、山間部では畜産業も盛んで、肉用牛や豚、ブロイラー
の生産も行われています。

南大隅町

南大隅町の就農支援制度（一部）
就農の動機や、南大隅での暮らし方など、ライフスタイルは人それぞれです。町外から
やって来て、新しく農業を始めた方の、現在の様子を、ケース別にレポートします！
※掲載年齢は就農開始時です。

ターン トロピカルフルーツを栽培する濱田祐一朗さん (41 歳 )
前職地の東京から両親のいる鹿屋市に戻り、現在は果樹の営農指導員が助言
や指導を行ってくれる環境が整っている南大隅町で、トロピカルフルーツを生産
しています。「アボカドはようやく収入につながるまでになりました。パイナップル
は 2017 年の10 月に植え、2018 年に初出荷できましたが、まだまだこれからで
す」。つなぎになるのが、パッションフルーツ。1年1年お金になるので助かるそう。
JA に出荷する他、一部を直売所にも卸しています。開聞岳などの眺めもいい大
浜に家を建て、悠々自適に農業を楽しんでいます。

ターン 肉用牛を 20 頭飼い始めた馬場園仁孝さん (25 歳 )
畜産会社勤務を経て 2017年４月に母親のふるさとでもある南大隅町で肉用牛
20 頭を飼い始めました。土地代、子牛や妊娠牛の購入代、開業資金は日本政
策金融公庫から無利子の「青年等就農資金」を借り入れ、事業をスタート。「畜
産の先輩や役場の人、JA の人たちに指導してもらうことが多いです。どういう血
統の子牛が求められているか、病気の予防はどうするかなどを聞けて、助かって
います」と持ち前の人懐こさを生かし情報収集。「早く 60 頭まで増やしたい。牛
舎拡大の追加融資も受けたい」と、若さを武器に躍進中。

ターン ピーマン生産と畜産で経営安定を図る成尾亮さん (32 歳 )

新規就農者研修制度事業

農業者入植促進事業

修に必要な生活資金や研修終了後の就

業技術の習得及び就農支援を行うことを

南大隅町の生産組織等で受ける農業研
農に必要な資金を支援します。

▼世帯 月２５０千円（１２か月）
▼単身 月１５０千円（１２か月）
▼就農支援資金 ５００千円

ターンで採卵養鶏や有機野菜に挑戦する大杉祐輔さん (24 歳 )

岩手県盛岡市出身で、東京農業大学在学中に南大隅町で農業実習合宿を体
験。2018年４月に I ターンし、採卵養鶏をスタートしました。自然の豊かさや人
の温かさに触れ、地元の人との親睦が深まるにつれ、
「ここに自分の原点があるよ
うな気持ちに」
。一足先に移住していた大学のサークルの先輩やお世話になった
農家の人たちの支援で鶏舎と家を確保でき、就農から約半年たった９月、ようや
く採卵用のヒナを 100羽仕入れました。
「実際に採卵できるのはまだまだ先ですが、
400羽まで増やしたい。有機栽培で野菜なども生産したい」と夢を描いています。

ます。

▼生活・生産基盤の状況により、
月４０千円〜１２０千円（12か月）

高齢や疾病による離農や、数年後、離
農予定であるため使用しない農業用施

設 ( 牛舎・果樹棚・ハウ ス等 ) や資機材・
農業用機械 ( トラクター・動力噴霧器・
草刈り機等 ) を、必要とされる農業者へ

した。

産業振興支援事業

農地再生支援事業

農地再生のため、暗きょ対策・土壌改良・

施設や、資機材・農業機械等を、新規

第１次産業従事者のうち担い手確保対

策として、認定農業者・認定新規就農者、

第１次産業育成のための支援を行いま

せん。

担い手農家の支援を行い、遊休農地・

す。新規就農者支援として就農後３年

▼再生事業の 1/2 助成、
上限 200 千円

新たに法人化された場合に、設立費用

耕作放棄地解消を図ります。

ますので、経済課にて登録をお願いしま
す。(注意 ) ご紹介する仕組みであり、売

し、地域特性を活かした将来性のある

人・農地プランに位置づけされる地域の

就農者・移住就農予定者等へ お繋ぎし

漁業担い手、林業担い手等の自立を促

畦畔除去等の農地保全改良を実施する

買や賃貸借を確約するものでは ありま

間に限り機材導入支援を行います。

の助成を行います。

▼国県の事業を活用された方

5%

▼独自で実施された方

10%

▼新規就農者向け支援

1/2 助成

▼認定新規就農者の方
▼法人設立費用に対して

15%

4/5 助成

※上限額や、支援基準があります。

地域特産作物導入推進事業
農業振興ビジョンに推進品目として位置

づけられたアボカド栽培における効果的

ターン インゲンを中心に果樹にも挑戦したい樋之口久孝さん(45歳)

ターン

目的として対象者に就農奨励金を交付し

つな ぐため「アグリバンク」を設置しま

28 歳で東京の会社を早期退職して U ターンし、３年前に独立してビニルハウ
スでピーマンを生産しています。これまでの作付面積は 12 アールで、「１人で１
日４畝 ( うね ) ぐらい作業できるので、３日あれば一巡できます」と成尾さん。売
上の 4 割強を資材費や運転コストに費やしてきました。2018 年11月には桜島降
灰対策事業の新しいハウスも完成し、全体で 27アールにまで面積を拡大。「今
後は、年収で 500〜600万円ベースを目指しつつ、父親の畜産と合わせて農業
の経営安定を図っていきたいです」と農業への情熱を燃やします。

５年前に U ターンし、２年前の 2016 年から17 アールのハウスでインゲンを
生産しています。農業者入植促進事業や第 1次産業成長化支援事業を活用し、ト
ラクターや暖房機を購入。ハウスは桜島降灰対策事業と支援事業で 80% の補
助を受け、４連棟と３連棟を整備しました。「就農支援制度があるから、始めら
れた」と町の後押しに感謝。9 月から準備を始め、10月半ばに植え付け、12 月
半ばから出荷がピークを迎えます。人手を借りて一斉に収穫し、JAに卸します。
「今
後は、パイナップルなどにも目を向けていきたい」と意欲的です。

新規就農者等の就農促進や定着化、農

「アグリバンク」
農業施設等利活用バンク

野菜振興対策事業

果樹振興対策事業
南大隅町の立地条件を生かした品目の

ブランド品目である「春ばれいしょ」につ

アボカドやパイナップル、そして、地理

め、共済制度への加入を推進し、ばれい

た辺塚だいだいの生産拡大に伴う苗木

くりを進めます。

▼苗木助成（アボカド、パイナップル、
辺塚だいだい）１／２助成

いて、災害等による経営リスク軽減のた

しょ生産が継続して取り組まれる体制づ
▼春ばれいしょ共済掛金の
15% 以内助成

的表示保護制度（ＧＩ）として認証され

の購入に対して支援を行います。

な防風施設整備について、その費用を

支 援し、早 期の産 地 育 成を図ります。

また、本町の立地条件を生かした果樹
品目として、新たにパイナップルの生産

振興を進めることとし、生産安定を図る

ために必要なトンネル資材の導入費用を
支援します。

▼防風施設整備、トンネル被覆整備導
入費用に対して、1/2~1/3 助成

※各整備事業の採択に係る要件があります。

