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地域特産物マイスターの更なる飛躍を期待して

地域特産物検討会　　  

座 長　平 岩 　進

　私が地域特産物マイスターの皆様と関わりを持つようになったのは平成

14 年、当時の西尾理事長から「特産農作物セミナー」の座長をやってく

れないかと言われたのが始まりでした。このセミナーでは最新の研究成果

の紹介と併せて地域特産物マイスターの方々からも地域での地域振興の取

り組みをレポートいただくようになり、現地の実情について理解を深める

と同時に、多くのマイスターの方々と知り合うことができました。

　また、「地域特産物マイスターの集い」では、会議後の交流会でマイスターの方々が持参さ

れた自慢の特産作物やその加工品を試食できるのを楽しみにしています。マイスターとして蓄

積され磨き上げた技術と経験、そして誇りをもって作られた品々はまさに絶品です。酒を片手

に行なうマイスターの方々との情報交換は私にとって重要な情報源です。

　今年 1月には、群馬県で開催された関東ブロックの「地域特産物マイスター現地意見交換会」

にも参加しました。中森会長、上田副会長を始めブロック内外から 10 名のマイスターと農水 

省・群馬県の関係者など約 20 名の参加のもと、関東地域における農業情勢報告や参加マイス

ターの活動報告などの後、意見交換があり、地域段階での連携強化・組織化の必要性について

積極的な意見が出されました。夕食を兼ねての交流会では酒を交わしながら情報交換が行われ、

親交も深められ大変楽しく有意義なものでした。翌日はユネスコ世界遺産に登録された富岡製

糸場を現地見学した後に解散しましたが名残惜しく、高崎駅で再度杯を交わし、再会を約束し

た次第です。

　ところで、今年度より協会のご尽力により、地域特産物の振興に取り組む地域への技術アド

バイザーの派遣経費が新たに確保されました。マイスターの皆様がアドバイザーとして地域特

産物の産地化の要請に応える機会が増えることにより、マイスター制度の認知度が向上するこ

とでしょう。また、マイスター協議会やブロックでの現地意見交換会等の活動の活性化に向け

て、情報交換会の開催経費等も拡充されています。私も応援団として微力を尽くしますので、

これを機に 230 名のマイスターの皆様の一層の連携強化と更なる飛躍を期待いたします。
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平成 29 年度地域特産物マイスターに 16 名を新規認定・登録 

 

 平成２９年度には、下記の１６名の方が新たに認定・登録されました。平成１２年度の

制度発足以来、認定者数は３１９名となり、現在、２３０名の方が各地で活躍されていま

す。このたび新規に認定された１６名の方々には、今後ますますの御活躍が期待されます。 

 

   

余湖 智氏 
（品目）調理・加工用トマト 

菊地哲夫氏 
（品目）葉とらず樹成り完熟りんご 

大島由紀氏 
（品目）こんにゃく 

寒冷地における調理・加工用

トマトの省力安定生産と加

工品開発 

北海道恵庭市 

減農薬・減化学肥料栽培と摘

葉の省略・樹上完熟によるり

んごの食味の向上 

宮城県白石市 

伝統的な手法によるこんに

ゃくの製造と多様な料理メ

ニューの提供 

栃木県鹿沼市 

     

宮澤初幸氏 
（品目）三島レタス 

廣瀬和正氏 
（品目）フルーツトマト（高糖度トマト）

堀 弘光氏 
（品目）せり 

露地栽培・トンネル栽培の組

み合わせによるレタスの長

期安定生産・出荷 

静岡県三島市 

環境モニタリング技術と海洋

深層水を活用したフルーツト

マトの長段栽培 

静岡県三島市 

気候の変化に対応できる苗

作りと出荷時期に合せた生

育管理 

石川県金沢市 

   

白山 稔氏 
（品目）能登志賀ころ柿 

田口常昭氏 
（品目）美濃白川茶（手もみ製法）

梅村篤志氏 
（品目）岡崎わ紅茶 

迅速確実な硫黄燻蒸と加工機

器の改良等による干し柿加工

の高位安定・効率化 

石川県羽咋郡志賀町 

美濃白川流による手もみ茶の

伝承と美濃白川茶の一貫生産

体系 

岐阜県加茂郡白川町 

有機 JAS による在来茶品種

「本宮種」を用いた紅茶の製

造・加工 

愛知県岡崎市 
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中出成幸氏 

（品目）泉州水なす 

畑中正史氏 

（品目）八尾えだまめ・八尾若ごぼう

榊野瑞恵氏 

（品目）木頭ゆず 

無加温半促成栽培での高品位

生産と連作を可能とする土作

り 

大阪府貝塚市 

若ごぼうとの輪作とカルシウ

ム補給剤の葉面散布による枝

豆の高位安定生産 

大阪府八尾市 

女性の視点での木頭ゆずの多

様な商品開発・販売と加工用

品種の減農薬栽培 

徳島県那賀郡那珂町 

   

藤田虎一氏 

（品目）甘平（カンキツ類） 

児玉 恵氏 

（品目）ブラッドオレンジ 

竹内 勝氏 

（品目）七折小梅・梅干し等 

樹冠上部摘果や土壌水分管

理等による甘平の裂果対策

と食味向上 

愛媛県宇和島市 

マルチ栽培や植物調節剤等に

よるブラッドオレンジの高品

位・安定生産出荷 

愛媛県宇和島市 

デリケートな「七折小梅」の

特性に配慮した安定生産と

加工品の開発 

愛媛県伊予郡砥部町 

   

稲田 塁氏 

（品目）河内晩柑 

  

耕種的栽培管理と落果防止

剤の適期使用による河内晩

柑の高位安定生産 

愛媛県南宇和郡愛南町 
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平成 29 年度地域特産物マイスター協議会の概況 

 

平成 29 年度地域特産物マイスター協議会総会 

 

平成３０年２月２７日、第１７回地域特産物マイスターの集い終了後に中森会長を議長

に選任し、平成２９年度地域特産物マイスター協議会総会を開催しました。 

総会では、まず中森会長からマイスターに認定された１６名の方々に祝辞が述べられま

した。続いて議事に入り、事務局から平成２９年度決算案について説明された後、高野監

事より監査報告が行われ、平成３０年度予算案も含めて、原案のとおり承認されました。 

また、運営経費の見直しについて事務局から会員の意向に関する調査結果について報告

された後、会計年度の期間を変更する内容の規約改正案と会費の見直し案が提案、承認さ

れました。これにより、平成 30 年度より入会金 5,000 円、年会費 2,000 円を徴収すること

になりました。 

なお、具体的な会費の徴収方法について事務局から、条件が満たされれば、ゆうちょ銀

行の「自動払込み」を採用したい旨を説明しました。（詳細は会費の納入方法参照） 

さらに役員の任期満了に伴い、次期役員の選任を行い、以下のとおり承認されました。 

地域特産物マイスター協議会役員名簿 

役 職 氏 名 住 所 認定年度 品目 任期

会 長 中森  慰 三重県度会郡度会町 平成１４ 茶（手もみ茶） 再任

副会長 上田  稔 茨城県小美玉市 １５ れんこん 再任

 翁長 周子 沖縄県那覇市 １２ ハーブ 再任

理 事 稲垣 富宏 愛知県西尾市 ２１ てん茶 再任

 小山 林衛 群馬県吾妻郡東吾妻町 ２２ こんにゃく 再任

 杉本 正博 静岡県三島市 １８ 野菜「小松菜」 再任

 鈴木太美雄 茨城県つくば市 １９ 果樹「ブルーベリー」 再任

 立石 修治 熊本県八代市 ２０ トマト 再任

 田村 照栄 香川県東かがわ市 １６ 農産加工 再任

 本  誠一 石川県金沢市 １９
加賀伝統野菜 
（加賀れんこん） 

再任

監 事 高野  済 大分県大分市 １９ ハーブ 再任

 藤本  勇 滋賀県米原市 ２３ 伝統野菜（赤丸かぶ） 再任

（敬称略） 

平成３０年２月２７日から平成３２年の総会の日まで 

 

なお、同日、総会に先立ち平成２９年度地域特産物マイスター協議会役員会を開催し、

総会議案及び平成３０年度事業等について検討を行いました。 
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平成 30 年度以降の協議会年会費について 

 

今後の会費納入の流れと納入方法は次のとおりです。 

 

ゆうちょ銀行自動払込で年会費を納入される場合は、同封の「自動払込利用申込書」に

ご記入のうえ、同封の返信用封筒にて 8月末日までにご返送下さい。ゆうちょ銀行の登録

が完了いたしますと、毎年 12 月 1 日（平成 30 年度は平成 30 年 12 月 3 日）に登録された

ゆうちょ銀行の口座から年会費 2,000 円と手数料 25 円が引き落とされます。 

なお、自動払込以外で年会費を納入される方は、12 月 3 日までにゆうちょ銀行の「マイ

スター協議会」の口座にお振り込み下さい。その場合には、手数料はゆうちょ銀行窓口で

のお手続きでは 130 円、ゆうちょ銀行 ATM からの送金では 80 円となります。他の金融機関

（JA、他銀行）から振り込む場合は、各金融機関にお問い合わせ下さい。 

 

認定証再発行について 

 

平成 29 年度の新規認定者の方から、認定証のサイズをＡ３（これまではＡ４）に変更し

ておりますが、既認定の方で再発行をご希望された方には、協会の経費負担により、Ａ３

サイズの認定証を順次送付いたします。 
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平成 30 年度の地域特産物マイスター関係事業について 

 

技術アドバイザーの派遣（新設） 

 

 平成 30 年度から、地域特産物マイスター制度の運営の一環として、マイスターが栽培

技術などのアドバイスを行う際の支援が出来るようになりました。平成 14 年～20 年に

も同様の取り組みを行いましたが、地域特産作物の生産・加工に取り組む地域の協議

会等からの要請を受けて指導に出向く際の経費を助成するものです。 

 ６月に都道府県経由で管内への周知をお願いしています。今後、関係機関から相談が

あろうかと思いますので、是非、ご協力ください。すでに、現地指導の予定のあるマ

イスターの方は、協会の担当にご相談ください。 

 事業の仕組については、同封の「技術アドバイザー派遣の概要」をご覧いただきたい

と思いますが、ポイントは以下のとおりです。 

・対象品目の範囲はマイスター制度と同様で、幅広い作物が対象になります。 

・研修会等の対象は生産・加工に携わる者で、５名以上参加することが必要ですが、

それ以外に学生や一般消費者が参加していても構いません。 

・地域（集落以上の範囲）で開催する研修会の講師として指導いただくことを想定し

ていますが、例えば県下全域、あるいはもっと広域であっても対象になり得ます。

・指導の内容は、栽培技術、加工技術、新商品開発、後継者の育成・確保、ブランド

化、流通・販売の強化等となっています。 

・マイスターの農場での指導は対象外で、主催者が設定した外部の研修会に出向くこ

とが条件となります。 

注：技術アドバイザー派遣の概要や実施要領、申請書様式は、協会のホームページに

掲載しています。 http://www.jsapa.or.jp/mister/index.html 

 

新規マイスターの推薦・募集 

 

平成 30 年度の地域特産物マイスター候補者の推薦・募集については、９月末日までを期

限として、６月 20 日付けの公文で都道府県あてに管内への周知をお願いしています。対象

品目の考え方や審査、認定・登録及び公表等の手続きは、これまでどおりですが、以下の

２点が変更されています。 

①候補者の年齢は、原則として認定・登録時点で満 70 歳未満としています。これ

は、10 年間程度の活動継続と、今回、技術アドバイザー派遣が開始されたこと等

を考慮したものです。 

②推薦書の提出方法は、都道府県経由で行うこととしています。 
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平成 30 年度現地意見交換会 

 

平成 30 年度は北陸・東海ブロック、近畿・中四国ブロックで開催します。 

【北陸・東海ブロック】 

開催日：平成 30 年 12 月 10 日（月）～11 日（火） 

日時 内容 会場 

12 月 10 日（月） 

15:00～ 

管内農業情勢報告 

意見交換会 

懇親会 

会議・宿泊 

賢島 宝生苑（ほうじょうえん）

12 月 11 日（火） 

～12:00 

伊勢神宮 参拝及び奉納  

賢島 宝生苑 三重県志摩市阿児町神明 718-3 電話：0599-43-3111 

 

【近畿・中四国ブロック】 

開催日：平成 31 年 2 月 7日（木）～8 日（金） 

日時 内容 会場 

2 月 7 日（木） 

13:00～ 

現地見学 

管内農業情勢報告 

意見交換会 

懇親会 

現地見学・意見交換会 

春日ふれあい会館（精麦、製粉） 

宿泊 

文珠荘（もんじゅそう） 

2 月 8 日（金） 

～12:00 

現地見学 もちむぎのやかた（製麺工程） 

春日ふれあい会館 兵庫県神崎郡福崎町八千種 3718−1 電話：0790-22-5805 

文珠荘      兵庫県神崎郡福崎町東田原 1891  電話：0790-22-4051 

もちむぎのやかた 兵庫県神崎郡福崎町西田原 1022-4 電話：0790-23-1500 

 

平成 30 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。 

時期 内容 

平成 30 年 6 月 20 日 平成 30 年度地域特産物マイスター推薦募集 

7 月 第 24 号マイスター通信 発行 

8 月 31 日 協議会年会費ゆうちょ銀行自動払込利用申込書締切 

〃   活動状況調査提出期限 

9 月 31 日 平成 30 年度地域特産物マイスター推薦書・申請書提出締切 

12 月 3 日 平成 30 年度年会費納入日 

12 月 10 日～11 日 北陸・東海ブロック別現地意見交換会（三重県伊勢志摩） 

平成 31 年 1 月 24 日 平成 30 年度地域特産農作物セミナー（赤坂石垣記念ホール） 

2 月 7 日～8 日 近畿・中国四国ブロック別現地意見交換会（兵庫県福崎町） 

2 月 22 日 

〃   

〃   

平成 30 年度地域特産物マイスター協議会役員会 

第 18 回地域特産物マイスターの集い 

平成 30 年度地域特産物マイスター協議会総会 

3 月 第 25 号マイスター通信発行 
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平成２９年度地域特産物マイスタ

ーの皆さんと谷地域対策官（一段目

左から３人目）雨宮理事長（一段目

右から３人目） 

 

平成 29 年度の地域特産物マイスター関係事業について 

 

第 17 回地域特産物マイスターの集い開催 

 

 平成３０年２月２７日（火）、午後１時３０分より東京都港

区赤坂の石垣記念ホールにおいて第１７回地域特産物マイス

ターの集いが開催されました。当日は新規マイスター１５名

の他、既存のマイスターや地方自治体の行政担当者、農業団

体の関係者など約６０名が参加しました。 

 集いでは、雨宮理事長より新規地域特産物マイスターへ祝

意と今後ますますの活躍への期待とともに、全国のマイスタ

ーの仲間との交流を深めていただきたい旨の挨拶があり、ま

た、農林水産省生産局谷地域対策官より本日の集いで情報交

流を深め、地域農業の発展に繋げていただきたい旨の挨拶が

ありました。 

 挨拶の後、雨宮理事長より平成２９年度認定者へ認定証が授

与されました。 

 続いて企業組合津島あぐり工房代表理事 山下由美氏によ

る「自分発/仲間経由“未来の元気な地域行き”～農家からの

挑戦～」をテーマに特別講演が行われました。講師は愛媛県宇

和島市で農家女性の経済的自立や食文化の継承を目指し、平成

１５年に農家女性４人とともに設立した農産物加工施設の代

表です。設立以来、着実に売上を伸ばし、農産加工のほか、カ

フェや移動販売など活動を拡大してきました。特別講演の中で

特に印象に残った点は次のとおりです。 

 

 農家女性の経済的自立 

女性がエンパワーメントを発揮させるためには、まずは、

地域で同じ意思を持つ女性同士で仲間を増やし、他のネッ

トワークとの連携やスキルアップに取り組むことが大事で

ある。 

 法人化 

思いを同じくする仲間とともに自らが組合員となり働く

場所を作った。その結果、県や中小企業団体中央会の強力 

なサポートが得られた。 

  

認定証を渡す雨宮理事長（左）

と平成２９年度地域特産物マ

イスター榊野瑞恵氏 

山下由美氏 
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 新たな事業へ参入し常に改善・進化する 

 地域との連携体制を確立しながら、より地域に密着した食を提供する場へと進化し、あ

すもで働く人が十分に働くことが可能となるよう仕事を増した。その結果として売り上げ

が向上し、雇用を安定させことができた。 

 ４つの「J」 

情熱→情熱がなければなにも始まらない 

人格→人格がなければ人脈は広がらない 

人脈→人脈がなければ物事は進まない 

持続→持続（継続）しなければ何事も成就しない 

 

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 雨宮宏司 

農林水産省生産局地域対策官 谷 睦枝 

２．認定証交付式 

平成２９年度地域特産物マイスター認定者（記念撮影） 

３．特別講演会 

演 題 自分発/仲間経由 "未来の元気な地域行き"～農家からの挑戦～ 

講 師 企業組合 津島あぐり工房 代表理事 山下由美 

４．討論会 

テーマ 地域段階での連携強化・組織化について 

座 長 地域特産物マイスター協議会長 中森 慰 

 

平成 29 年度地域特産作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２９年１月２５日東京赤坂石垣記念ホールにお

いて、地域特産物マイスターをはじめ、行政、農業関

係団体及び研究機関等から約１００名の参加を得て、

特産農作物セミナーが開催されました。 

 セミナーでは、地域特産物の生産振興や産地育成を

図るため、研究者による最新の研究成果の説明に加え

て地域特産物マイスターによる取り組み状況や先進技

術を紹介しています。 

 本年度はもち麦（高β-グルカン大麦）をテーマに取り上げ、植岡朝一氏（平成１７年度

認定 兵庫県）から、もち麦（米澤モチ 2 号）の栽培について、植岡洋子氏（平成２１年

度認定 兵庫県）から、もち麦の加工の取り組みについて講演を行いました。 

植岡朝一氏（左）、植岡洋子氏（右） 
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座 長：元独立行政法人農業・食品産業技術研究機構 野菜茶業研究所長 吉岡 宏 

（１）もち麦（高β-グルカン大麦）の健康機能性 

大妻女子大学 家政学部 学部長 食物学科 教授 青江誠一郎 

（２）もち麦（高β-グルカン大麦）新品種の開発状況と普及の展望 

農研機構 西日本農業研究センター 作物開発利用研究領域 

畑作物育種グループ 吉岡 藤治 

（３）もち麦による加工食品開発への取り組み 

㈱はくばく 市場戦略本部 開発部 部長 小林 敏樹 

（４）もち麦の栽培・加工と産地育成への取り組み 

地域特産物マイスター もち麦（米澤モチ 2号） 植岡 朝一 

地域特産物マイスター もち麦（加工）     植岡 洋子 

 

平成 29 年度現地意見交換会 

 

１ 関東ブロック 

 平成３０年１月１８日及び１９日に群馬県甘楽町甘楽ふるさ館に

おいて地域特産物マイスター、検討会委員、関東農政局、群馬県等

の約２０名が参加し、関東ブロックの意見交換会を開催しました。 

 会議の冒頭に、関東農政局 園芸特産課上杉課長補佐より関東地

域における農業情勢の報告、続いて事務局よりマイスター制度の運

用状況について説明があり、その後、マイスターの活動状況の報告

ならびに意見交換が行われました。 

 なお、意見交換会に先立ち甘楽町の㈱ヨコオデイリ

ーフーズが開設した、こんにゃくパークの工場見学を

行い、こんにゃくの歴史や群馬県におけるこんにゃく

の現状等について説明を受けた後、こんにゃくの製造

ラインを見学しながら、製造工程を見学しました。 

 また、翌日にはユネスコの世界遺産に登録された富

岡製糸場を見学しました。 

  

開会の挨拶をする中森会長

ヨコオデイリーフーズから説明を受ける

マイスター 
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２ 九州・沖縄ブロック 

平成３０年１月３０日及び３１日に熊本県八代市やつしろハー

モニーホールにおいて九州・沖縄ブロックの意見交換会を開催しま

した。意見交換会にはマイスター、検討会委員、九州農政局、八代

市等の約２０名が参加しました。 

最初に「薬用植物による地域農業の活性化について」をテーマに

熊本大学大学院 薬学教育部薬用植物学分野 渡邊 高志教授に

よる特別講演があり、続いて九州農政局生産部園芸特産課の田中農

政調整官による「管内の農業情勢報告」、八代市農林

水産部農業振興課の福嶌氏、松島氏から「八代平野（干

拓地）における農業の現状について」説明がありまし

た。その後、マイスターの活動状況及び地域段階での

連携強化・組織化の取り組みについて意見交換を行い

ました。 

翌日は八代平野土地改良施設で遥拝頭首工の歴史

等の概要の説明を受けた後、八代市の地域特産物マイ

スターの立石修治氏（平成２０年度認定 トマト）の

ハウス及び選別施設並びに、田淵稔氏（平成２０年度認定 いぐさ・畳表）の畳表製造工

場を見学しました。 

 

平成 29 年度活動状況調査報告 

 

協会では、マイスターの皆様による地域特産物の産地振興に資するため、毎年の活動状

況を把握するとともに、その結果に基づいて協会ホームページの記述内容を更新していま

す。 

 平成２９年度の調査結果は次のとおりです。 

Ⅰ 最近の活動状況（過去 1 年間）について 

１ 活動内容 

（1）自らの経営を強化するために取り組んでいる内容           （%） 

法人化 
後継者の

確保 

雇用の 

確保 
産地直売 通信販売 農産加工 観光農園 その他 

4 16 15 19 12 17 8 9 

（2）研修会（講習会を含む）の講師 

【対象者】                              （%） 

農業者 JA 関係者 行政関係者 企業関係者 学生 女性会 その他 

26 9 12 9 20 8 15 

  

地域特産物マイスター施設見学 

右 立石氏のミニトマト選別施設、 

左 田淵氏の畳表製造工場 

渡邊教授による特別講演
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【回数】                               （%） 

1 回 2～4 回 5～9 回 10 回以上 実施していない

9 53 10 13 15 

（3）視察・研修生の受け入れ 

【対象者】                              （%） 

農業者 農業高校 農業大学 
その他の

学生 
JA 関係者 行政関係者 その他 

29 9 9 16 8 16 14 

【回数】                               （%） 

1 回 2～3 回 4 回以上 実施していない その他 

11 44 27 15 2 

（4）研究・指導の内容                         （%） 

栽培技術 加工技術 新商品の開発 食育指導 その他 

46 16 14 17 6 

（5）地域振興・活性化への取組                     （%） 

後継者の育成 担い手の確保 ブランド化 流通・販売の強化 企業等との連携

23 11 24 27 14 

２ 研修講師等の活動を要請してきた機関・関係者             （%） 

県市町村 農協 農業者 流通・加工業者 その他 

35 19 21 10 15 

３ 活動の対象地域                           （%） 

県内の地元市町村 県内の他の市町村 県外 その他 

50 21 23 6 

Ⅱ 地域特産物マイスター相互間の交流促進や地域段階での組織化について、どのように

取り組むのがよいか 

１ 取組内容について                          （%） 

近隣の県・市町
村のマイスター
と個別に交流 

県単位での組織を
立ち上げて運営 

ブロック（農政
局単位）別に交
流会（意見交換
会）の開催 

他のマイスター
の農場訪問 

その他 

17 25 25 26 7 

２ 経費負担について 

【新規認定の際】                           （%） 

3,000 円 5,000 円 10, 000 円 未回答 

40 23 6 31 

【次年度以降の年会費】                        （%） 

1,000 円 2,000 円 3,000 円 負担は難しい 未回答 

19 17 21 12 31 
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平成 29 年度会員動向 

 

おめでとうございます 

 平成 29 年度 

緑白綬有功章 原田カヅ子氏 平成22年度認定 群馬県 農産加工（みょうがしそ漬け等） 

和田 俊信氏 平成27年度認定 富山県 ハトムギ 

 

おくやみ 

平成 12 年度認定 立花 孝全氏 あんぽ柿 福島 

平成 12 年度   福田 眞三氏 薬用作物 奈良県 

平成 15 年度   保坂 良知氏 山菜（ギョウジャニンニク等） 長野県 

平成 18 年度   柴田 吉美氏 山形赤根ほうれんそう 山形県 

平成 19 年度   小西 辰治氏 花き（ダリア・アイリス・グラジオラス球根）兵庫県 

平成 19 年度   上村 吉男氏 茶（大豊の碁石茶） 高知県 

平成 19 年度   桐明 靖廣氏 八女茶 福岡県 

平成 22 年度   栗坂  正氏 いぐさ 岡山県 

平成 25 年度   橋本  正氏 明石市「清水いちご」 兵庫県 

 

 

行政情報 

 

平成 29 年度の食料・農業・農村白書 

 

 ５月２２日に平成 29 年度の食料・農業・農村白書が公表されました。農水省の担当者の

説明によれば、今回の白書は「若手」と「海外」がキーワードとのことで、冒頭部分に以

下の特集とトピックスが掲載されていますので、以下、そのポイントをご紹介します。 

 

【特集】次世代を担う若手農業者の姿 ～農業経営の更なる発展に向けて～ 

 

 担い手の高齢化や減少が課題となる中で、近年は若手の新規就農者数が高水準で推移し

ています。白書では 49 歳以下の若手農業者に焦点を当て、農林業センサスや web アンケー

ト結果から経営構造の特徴や農業経営に対する考え方を明らかにしています。 

 

 若手農業者がいる販売農家の経営構造分析 

農産物販売金額規模別の戸数割合でみると、若手農家は 1000 万円以上が 45.2％、経営耕

面規模別の面積シェアでは、10ha 以上の階層が 73.1％を占める。 
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直近 10 年間の経営規模の変化をみると、稲作         

単一では 1.5 倍に、畑作でも６割、露地野菜では

３割、経営規模が拡大。 

直近10年間で常雇いを雇用した若手農家の割合

は 5.3％から 12.6％に上昇。 

 

 若手農業者向けアンケート結果の分析 

（49 歳以下の農家・法人役員及び被雇用者、1885

人が対象） 

我が国農業の在り方については、「国産シェアの回復を目指すべき」が 48.7％を占める一

方、「海外にも目を向けるべき」が 35.1％を占める。 

関心の高い農業施策は「労働力の確保」が 48.0％

と最も高く、現在の経営における課題でも、経験

年数の長さとともに「労働力の不足」が高くなっ

ている。 

今後、伸ばしていきたい方向は、農業生産では

「単収の向上」が 70.6％で最も高く、次いで「高

品質化・ブランド化」が 53.1％。販売金額が大き

いほど「IoT 等新技術の導入」と「異業種との連携」

が高くなる傾向。また、出荷・販売先では「消費

者への直接販売」が最高。 

 

 若手農業者の雇用に関する動向等 

49 歳以下の新規就農者数は３年連続で２万人を超過。新規雇用就農者も近年、増加傾向

で、雇用直前の就業状態は農業以外に勤務が６割、学生が２割。 

2015 年における 44 歳以下の常雇いの人数は、

法人経営体に 4.9 万人、販売農家に 3.8 万人。 

44 歳以下の常雇いを雇用した経営体の割合

は、法人経営体で 46.5％、販売農家で 1.5％。

これを販売金額別にみると 3000 万円を境に法

人経営体では 50％を超え、販売農家でも１割未

満から２割以上に上昇。 

法人雇用者へのアンケートによれば、将来の

進路として現勤務先にとどまるが４割、独立して就農が３割。 
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トピックス１ 産出額が２年連続増加の農業、更なる発展に向け海外も視野に 

・農業総産出額は、ここ２年連続で増加し、16 年ぶりに９兆円を回復。 

・将来の食料需要は、国内では減少、海外では増加が見込まれる。 

・国内農業の持続的発展には、国内はもちろん海外も視野に入れた対応が一つの鍵。 

 

トピックス２ 日ＥＵ・ＥＰＡ交渉の妥結と対策 

・日ＥＵ経済局連携協定が、2017 年 12 月に交渉妥結し、再生産が可能な国境措置を確保。 

・新たな国際環境でも、安心して農業経営に取り組めるよう、総合的なＴＰＰ関連政策大

綱を改定するとともに、29 年度補正予算で 3,170 億円を確保。 

 

トピックス３ 「明治 150 年」関連施策テーマ 我が国の近代化に大きく貢献した養蚕 

・我が国の生糸輸出は、明治期の富岡製糸場の建設や生糸検査所の設置など、様々な取り

組みの結果、大正期に飛躍的に拡大。 

・米国向けの輸出の拡大は、マーケットインの発想で、新たな製糸技術の導入、優良蚕品

種の育成、輸出検査の導入等に取り組んだ成果。 

 

トピックス４ 動きだした農泊 

・農泊は、農山漁村の伝統的な生活体験と交流を楽しむ農山漁村滞在型旅行。 

・地方創生等の一環として、2020 年までに 500 地域の創出を目指す。 

・外国人旅行者は、訪日回数が多い人ほど地方部への訪問割合が増加。 

 

注：1)農水省のホームページでは、以下の URL に全文と概要版が掲載されています。概要

版は 40 ページほどの分量ですので気軽にダウンロードして読むことができます。 

       http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h29/index.html 

       平成 29 年度 食料・農業・農村白書（平成 30 年 5 月 22 日公表） 

2)第２章 強い農業の創造の「１．農業の構造改革の推進」で紹介されている収入保

険が、来年の１月にスタートします。全国農業共済組合連合会からのお知らせを同

封しましたので、是非、ご一読ください。 

 

シアン化合物を含む食品の取扱いについて 

 

 本年の７月１１日に、天然にシアン化合物を含むことが知られている亜麻の実、杏子の 

種子、梅の種子、ビターアーモンド、キャッサバ、キャッサバの葉、びわの種子について 

は、加工品も含めて、シアン化合物の濃度が 10ppm を超えないように品質管理を徹底する 

ことが、関係機関に通達されています。詳細については事務局までお問い合わせください。 
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平成 30 年度活動状況調査のお願い 

 

 地域特産物マイスター制度は平成１２年度発足以来、全国４７都道府県で３１９名の方

を認定・登録し、現在、２３０名の方が各地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、ホームページを活用した情報発信等に加えて、本年度

から技術アドバイザーの派遣を開始するほか、今後も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の重要な調査です。本調査へのご協力をよろしくお

願いいたします。 

 


