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地域特産物マイスターへの期待

公益財団法人日本特産農産物協会

理事長 髙 � 一

盛夏の候地域特産物マイスターの皆様におかれましては、益々ご

清栄のこととお慶び申し上げます。

さて私こと小高理事長の後を受け６月１９日付けで理事長に就任

致しました。今後、協会業務の円滑な推進に向けて全力を傾注し、

努力致しますのでよろしくお願い申し上げます。

地域特産物マイスター制度は、地域特産物の需給の安定や伝統的な食文化等の維持・継承を

図ることを目的とするものであり、本協会の重要事業として運営してまいりました。

平成１２年度の制度発足以来の認定登録者は全国都道府県で２６３名に達し、多くの方が様々

な分野でその卓越した栽培・加工技術を更に磨き上げることにより自らの経営の安定化を実現

しつつ、技術伝承や産地形成・地産地消などの地域活動にご尽力をいただいております。ここ

に深く敬意を表する次第です。

最近の消費者ニーズには、価値や安全・安心、絆を重視する変化が見られると言われる中で、

元来、価値訴求力の強い地域特産物の戦略的重要性が増したと考えております。地域特産物を

活かした新たな需要作りと付加価値の向上、潤いと豊かさの創出などの地域活性化の取組にとっ

て、この状況は追い風とみられます。これらの取組で、知見や技術に優れ、そして何よりも強

い地域愛をお持ちのマイスターの皆様が地域特産物の供給力の確保、新商品開発・販路開拓等

の面で重要な役割を果たされることを期待しております。

協会としても、マイスターの皆様の活動支援の充実に力を入れる所存です。先ずマイスター

制度の認知度向上に資するため情報発信の改善を行うほか、相互交流の充実のためマイスター

空白県の早期解消に努力したいと考えております。皆様のご協力とご支援をよろしくお願いし

ます。

共にがんばりましょう。

地域特産物マイスター通信
第 ２１ 号
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平成２６年度マイスター（１４名）が新規認定・登録

平成２６年度は１４名の方が新たに認定・登録され

ました。平成１２年度の地域特産物マイスター制度発

足以来、認定者数は２６３名となり、このうち２２５

名の方が現在活躍中です。

新規マイスターの方々におかれては、今後、ますま

す地域農業の発展のために活躍されることが期待され

ます。

（別添平成２６年度地域特産物マイスター認定者）

第１４回地域特産物マイスターの集い開催

平成２７年２月１６日（月）、午後１時３０分から、東京赤坂三会堂

ビル石垣記念ホールにて、第１４回地域特産物マイスターの集いが開催

されました。当日は新規認定されたマイスターをはじめ、既存マイスター、

行政、農協および関係団体からおよそ６０名が参加しました。

集いでは、小高理事長から新規マイスターへ祝意と今後の期待が、既

存マイスターの方々には日頃の活動への謝意が述べられました。また、

農林水産省の地域作物課白井地域対策官よりマイスターの方々へ生産・

加工技術などの伝承活動への謝意と挨拶がありました。

挨拶の後、小高理事長より平成２６年度認定者へ認定証（本人受領１３名、代理受領１名）

が手渡されました。

続いて農研機構中央農業総合研究センター 主任研究員 後藤一寿氏による特別講演会「新

品種で拓く地域農業の未来～食農連携の実践モデル～」が行われました。

特別講演の概要は次のとおりです。

１ 農業試験研究機関の強み

農研機構の研究体制研究拠点は全国に14研究所、1,500名で農業・食品産業に関する研究を

実施している。農研機構の研究開発の強みは、新品種開発、新技術開発（生産支援、環境制御、

バイオサイレンス）、食品・健康機能性研究、マーケティング・経営研究が総合的に行われて

いること。農商工連携の必要性が叫ばれているが、これは農林漁業者と中小企業者が連携して

新商品等を開発することでお互いがWin-Winの関係になる。
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認定証を手渡す小高理事長（左）、平成26年

度地域特産物マイスター羽石二夫氏（右）

後藤一寿氏



２ ニーズとは何か。

ニーズ・オリエンテッド（needsoriented）というが、ニーズとは、消費者の要求であり、

シーズとは生産者が有する消費者の要求に応えるための諸資源、とりわけ自己保有技術を指し、

お互いに作用し合い新商品などを欲する欲望をwantsという。このwantsの強さが成果を生む

原動力となる。

技術と市場の関係は、技術によるプッシュ（基礎研究、応用研究、製品開発、要素技術、周

辺技術、生産技術など）が性能や波及効果、標準化や信頼性など技術の関門を経て、経済性、

金融投資、政治・規制、文化障壁、経営課題など市場のプル（社会ニーズ、受益者ニーズ、社

会目標、社会基礎整備、社会ライフスタイル、消費者価値観、健康欲求、個人ニーズなど）に

遭遇。その結果が技術のプッシュに戻り、製品が生み出される（プロダクトアウト）ことにな

る。

① 品種育成から産業化までの流れ

品種育成 → 栽培研究 → 機能性・栄養成分等分析 → 機能性・安全性検証 →

マーケティングリサーチ → 産地化・商品化支援 → 地域経済波及効果検証

（事例紹介）

ムラサキサツマイモの展開

黒大豆コンソーシアムの事例 「クロダマル」

② 成功のポイント

（ア）６次産業化プロジェクトの仕掛け方

（イ）食農連携を効果的に進めるポイント

ポイント１ ニーズをつかめ！

ポイント２ 新品種の強みと弱みを知れ！

ポイント３ チームを創れ！

ポイント４ PRは効果的に！

ポイント５ Win-Winの関係を！

（ウ）支援策

食農ビジネス研究センター発足

農業技術辞典「NAROPEDIA」農文協と協力し、インターネットで無償公開

新品種の栽培・利用を希望する方の照会先 農研機構連携広報センター

図書「新品種で拓く地域農業の未来」（農林統計出版）
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プ ロ グ ラ ム

１．挨拶

公益財団法人日本特産農産物協会理事長 小高 良彦

農林水産省生産局農産部地域作物課地域対策官 白井 正人

２．平成２６年度地域特産物マイスター認定証交付式

３．特別講演会

演 題：新品種で拓く地域農業の未来（～食農連携の実践モデル～）

講 師：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業総合研究センター 農業経営研究領域 主任研究員 後藤 一寿

兼任 東京農業大学 客員教授

４．討論会

テーマ：地域特産物マイスターの活動の現状と課題

座 長：山田 琢三（地域特産物マイスター協議会 会 長）

助言者：上田 稔（ 同 副会長）

中森 慰（ 同 副会長）

岸本 英之（農林水産省生産局農産部地域作物課課長補佐）

多田 和子（特定非営利活動法人ちば農業ネットワーク理事）

後藤 一寿（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業総合研究センター 農業経営研究領域

主任研究員）
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左から中森副会長、上田副会長、山田会長、多田理事、岸本課長補佐



平成26年度地域特産物の持つ機能性に関する研究会「特産農作物セミナー」開催

平成２７年２月１月１９日午後１時から東京赤坂三会堂ビル石垣記念ホールにて地域特産物

マイスター、行政、農業団体および研究機関より約１３０名が参加し、特産農作物セミナーが

開催されました。

セミナーは、地域特産物の生産振興のため、研究者の新技術の研究成果や地域特産物マイス

ターの先進技術を紹介しています。

本年度はレンコンと薬用作物をテーマに取り上げ、レンコンは上田副

会長、薬用作物は平成１５年度認定古木益夫さんが講演を行いました。

上田副会長はレンコンの新品種開発と栽培の現状について、収穫時の

形状や収穫時期等の条件を満たした優良系統の選抜（５品種）と栽培の

取り組みについて紹介しています。

また、古木さんは北海道の薬用作物の栽培が衰退した理由、また、薬

用作物の調製までの栽培技術や現在、生薬を生かしたまちづくりを進め

ている宮城県涌谷町の薬草園、薬膳料理講習会における生薬の活用事例

を発表しました。

そのほか、農林水産省生産局農産部地域作物課白井地域対策官から緑

茶やこんにゃく、いぐさ等の現状や最近開発された地域作物が紹介され

ています。

また、医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター川原センター長から、

薬用作物の国内栽培にむけての対策や薬用植物資源センターと取り組ん

でいるカンゾウ栽培について紹介し、佐賀県工業技術センター 鶴田特

別研究員からはポリフェノールはレンコンの下位節に多く含まれ、マウ

スの実験により脂肪肝改善作用に効果があることが実証されたことや佐賀県ではレンコンを活

用した茶、食品などが開発事例されていることなどが紹介されました。

プ ロ グ ラ ム

１．開 会

２．挨 拶 公益財団法人日本特産農産物協会理事長 小高 良彦

農林水産省生産局農産部地域作物課地域対策官 白井 正人

３．研究会

座 長：元農林水産省北陸農業試験場長 平岩 進

（１）地域特産作物の生産・流通の現状と課題

農林水産省生産局農産部地域作物課 地域対策官 白井 正人

（２）レンコンの持つ機能性と産地の現状と課題

①レンコンの機能性研究とその利用

佐賀県工業技術センター食品工業部 特別研究員 鶴田 裕美
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上田副会長

古木益夫氏



②いばらきレンコンの新品種開発と栽培の現状

地域特産物マイスター（レンコン） 上田 稔

（３）薬用作物の研究及び栽培の現状と今後の方向

①薬用植物資源研究センターにおける薬用植物研究の現状と今後の展望

独立行政法人 医薬基盤研究所

薬用植物資源研究センター長 川原 信夫

②北海道薬用作物の来歴及び栽培の実態と利活用

地域特産物マイスター（薬用作物） 古木 益夫

（４）総合討議

座 長：元北陸農業試験場長 平岩 進

助言者：元農研機構野菜茶業研究所長 吉岡 宏

平成２６年度地域特産物マイスター協議会総会開催

－平成２６年度決算及び平成２７年度予算案が承認－

平成２７年２月１６日の地域特産物マイスターの集い終了後に、山田会長が議長となって平

成２６年度地域特産物マイスター協議会総会が開催されました。

総会では、会長から平成２６年度新たに認定された１４名の方へ祝意と協議会入会の歓迎の

辞が述べられました。

議事に入り、平成２６年度決算案が事務局から説明された後、田村監事より監査報告が行わ

れ、承認されました。続いて、平成２７年予算案が提案され、原案のとおり承認されました。

（別添 地域特産物マイスター協議会役員名簿）

平成２６年度地域特産物マイスター活動状況調査結果

協会のホームページで公表しているマイスター個人毎の紹介内容について、最近の活動状況

を調査し、その結果を反映させて記述内容を更新しました。

平成２６年度は、マイスターへの技術指導依頼や相談の参考となるよう、県・市町村などか

らアドバイザーや推進委員などの委員に委嘱されている場合や、農協や生産組合の役員に就任

している場合には、新たに記述を追加しました。
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平成２７年度地域特産物マイスター活動状況調査に対する協力のお願い

地域特産物マイスター制度は平成１２年度に発足して以来の認定・登録者の数は全国４３都

道府県で２６３名に達し、現在、２２５名が様々な分野でご活躍されています。

当協会では、マイスターの皆様の活動を支援するため、これまでマイスター名鑑の発行やホー

ムページを活用した情報発信に取り組んでおりますが、本年度はホームページの内容を充実さ

せるなど、支援策の強化に取り組むこととしております。

マイスター活動状況調査は、マイスターの皆様の最近の活動状況を広く情報発信し、マイス

ター制度の認知度向上を図るために重要な調査です。本調査にご協力をお願いします。

平成２７年度行事予定

現在、下記の行事を予定しています。詳細は決定次第、ご案内いたします。

平成２８年１月２５日（月） 地域特産物の持つ機能性等に関する研究会

（特産農作物セミナー）

対象作物は「ヤマブドウ」、「ネギ」の予定

２月２２日（月） 第１５回地域特産物マイスターの集い

平成２７年度地域特産物マイスターの推薦・募集は７月１６日より開始しております。〆切

りは９月末日までです。

「地理的表示保護制度」スタート

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）」に基づく地理的表示保護制

度が平成27年6月1日から施行されました。

１ 地理的表示保護制度とは

この制度は、「地理的表示」すなわち或る地域の地名が農林水産物・食品等の名称であって、

その産品の品質、評価等の特性がその地域の人的・自然的要因に主として帰せられる（結び付

きがある）ものを知的財産として保護するものです。（地理的表示例○○地名＋□□産品名）

－7－
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２ 地理的表示保護制度の概要と効果

生産・加工業者団体が「地理的表示」を生産地や品質等の基準とともに登録申請。農林水産

大臣が審査の上、地理的表示及び団体を登録（⇒産品の品質について国が「お墨付」を与える。）

① 基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認め、GI

マークを付す。（⇒GIマークにより、地域ブランド産品

として他の産品との差別化が図られる。品質を守るもの

のみが市場に流通する。）

② 不正な地理的表示の使用は行政が取締り（⇒訴訟等の負

担なく、自分たちのブランドを守ることが可能）

③ 生産者は登録された団体への加入等により、「地理的表

示」を使用可（⇒地域共有の財産として、地域の生産者

全体が使用可能）

３ 地理的保護制度の運用状況

平成27年6月1日から登録申請が開始されました。1日の初日には、夕張メロン、知覧茶、

砂丘らっきょう、江戸崎かぼちゃ、くまもと県い草・畳表、市田柿など19産品の登録申請が

あったと発表されました。このうち、夕張メロン、江戸崎かぼちゃ、八女伝統本玉露の３産品

については、現在、登録申請の内容が公示され、3か月間にわたる第3者からの意見書提出の

期間に入っています。他の産品も漸次、同様の手続きに入ると見込まれます。意見書提出期間

が終了した後、専門家等の意見を聴き、農林水産大臣が登録の可否を決めます。登録までには、

申請から半年ほどかかると見込まれています。

問い合せ先：農林水産省 食料産業局 新事業創出課

電話03-6738-6319

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html

鳥獣害対策用の電気さくについて

「電気さく」は、人に対する危険防止のために、電気事業法によって施設方法が定められて

います。詳細については電気さくメーカーまたはお近くの地方自治体、農林水産省生産局農産

部農業環境対策課鳥獣災害対策室（電話 ０３－３５０２－８１１１ 代表（内線４７７２）

までお問い合わせ下さい。
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