宮崎県大 阪事務所は大阪駅 前第１ビル９階にあります︒宮崎の
観光名 所︑地元グルメの紹 介のほか︑みやざきブランドの各種
フェア や食育︑農育の支 援を行っています︒また︑宮崎県での
就 農を希望 される 方の相 談も行っ ていま す︒
宮 崎県の 気候
宮崎県は︑東部は 太平洋に面し︑北西部は九州山地が連なっ
ています︒大淀川 流域に宮崎平野が 広がり︑南西部は鹿児島県
からつづく火山 灰土のシラス台地で す︒気候は温暖で降水量が
多いの が特徴 ︒太平洋 岸の沖 合に流れ る黒潮 ︵暖流︶ の影響 で日南 海岸一帯 は亜熱 帯植物
が自生 します ︒７月〜 ９月は 台風の 影響を受 けやす く集中豪 雨の被 害がでる ことも 少なく
あり ません︒ 冬は︑ 九州山地 が冷た い北西の 季節風 をさえ ぎるため 乾燥し ています ︒晴天
の日 が多いこ とから も︑プ ロスポー ツなど のキャン プ地に 選ばれて います ︒

産 地が ﹁み やざ きブ ラン

数 ある ﹁み やざ きブ ランド ﹂認 定品 の中 から ︑
じ と つ こ

今 回は ︑畜 産県 宮崎 が誇 る宮 崎牛 ︑ハマ ユウ ポー
ク ︑み やざ き地 頭鶏 を紹 介し ます ︒宮 崎牛 は︑県
内 で 生産飼 育さ れた 黒毛 和牛 で︑ 日本 食肉 格付 協
会 が定め る格付基 準の肉 質等級 ４等級以 上のも の ︒
年 から大 相撲福岡 場所で 優勝力士 に贈呈 されるよ うにな ったこ とで︑全 国に

２００８ 年に鳥 取県で開 催され た﹁第９ 回全国 和牛能 力共進会 ﹂では 日本一と 評価さ れま
した︒昭 和

名店と して知 られてい ます︒
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宮崎 ブラン ド
気 候が温暖 で︑年 間の日照 時間が 多いと いう気象 条件に 恵まれて いる宮 崎県は全 国有数
の農業県です︒県南平野部では促成栽培が盛んで ︑ピーマン︑きゅうりの収穫量は全国１︐
２ 位を争 います︒ また︑ 県の特 産品千切 大根は ︑全国生 産量の ９割を占 めます ︒農業産 出
額のうち ︑多く を占める 畜産物 の中心は 肉用牛 ︑豚︑若 鶏のブ ロイラ ーです︒
宮崎県 では ︑
﹁消費 者が いま︑ 農産 物に求 めて い
るも のは 何か ﹂を 出発 点に ︑商 品ごと に︑ おい し
さや 鮮度 ︑安 全性 など の基 準を 定め ︑その 基準 を
クリ アし た農 産物 を﹁ みや ざき ブラ ンド ﹂と して
品目

認証 し ていま す︒ 現在 のと ころ ︑多 くの 農産 物や
畜 産物 のう ち︑
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ド﹂ に認定 されてい ます︒

34

知られ るように なりま した︒大 阪では 堺の﹁ 南海グリ ル﹂が 宮崎牛の 鉄板焼 きステー キの
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ハマユ ウポーク は︑日 本食肉格 付協会 の格付 けで中以 上︑さ らに肉質 ・脂肪 が良好な も
のだけ とされ ています ︒脂肪 が甘く臭 みが無 いうえ︑ アクが 少ない のでしゃ ぶしゃ ぶに最
年 今治市

適︒み やざき 地頭鶏は ︑霧島 山麓で 飼われて いた天 然記念物 ﹁地頭 鶏﹂を原 種とし て︑宮
崎県 畜産試験 場で開 発された 品種を ︑定めら れた方 法で飼 育された もの︒ 平成
で開 催された 全国の 焼き鳥 職人が競 う﹁第 ４回やき とりン ピック﹂ で最高 位を受賞 した逸
品で す︒
宮 崎の観光
種 １００万本 のコスモスが 咲きま

小 林市の生 駒高原 は︑霧 島山系の 裾野に 広がる標 高５０ ０㍍の高 原です ︒９月 下旬から
月 下旬は︑
す︒
一方海岸線に は︑周囲約 １．５㎞の小 さな島を
橋で結ぶ青 島︵宮崎市︶ があり︑青 島神社は縁結
う

ど

びにご利益 があるとさ れます︒島を 取り囲む鬼の
洗濯板は 全国的にも有 名です︒日 南市の鵜戸神宮
では︑亀 石のくぼみ に願をかけた 運玉が入ると願
いが 叶うとい われま す︒
高千 穂町でお こなわ れる伝 統芸能の 夜神楽 では ︑
月下旬 から２月上 旬にかけて︑ 秋の実りに対す
る感 謝と翌年の豊 穣を祈願し て三十三番の 神楽が
奉納 されます︒ 町の観光協会 では夜神楽 をメイン
に した専門ガイ ドによる観 光のほか︑椎 茸の駒打
ち や石臼豆腐 作りなどの体 験ツアーを 実施してい
ます︒
日 に︑ダ ンロップ フェ

スポーツの祭典も 多く開催されます︒２０１１プ
月

サ ンマリ ンスタジ アム宮 崎︶が

日に 開催さ

日に ︑ＬＰ ＧＡツ
〜
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20

ロ野球 ファーム 日本選 手権

月

〜

アーチ ャンピ オンシッ プリコ ーカップ ︵宮崎 カント リークラ ブ︶は
れます ︒

24

︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞

掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テン ツ 無 断複 写 ︑ 転載 を 禁 じま す ︒

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/osaka/

０ ６・６ ３４５・ ７６３ ３

大 阪駅前 第１ビル ９階

宮 崎県大阪 事務所

自慢 の味を 目で舌で 感じて くださ い﹂と仰 ってい ました︒

県事務所の職員の方は︑﹁県事務所で物産販売をしているのは宮崎だけです︒工芸品や
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