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地域特産物マイスターへの期待

農林水産省生産局地域対策官　　  

谷 　睦 枝

　明けましておめでとうございます。皆様には、健やかに新春を迎えられ

たことと、お慶び申し上げます。

　さて、地域特産物は、地域の加工技術等と結びつき高品質な製品が生み

出されることで、地域農業の振興のみならず地域経済の活性化にも貢献す

るとともに、伝統的な食文化等の維持・継承にも重要な役割を果たしてい

ます。しかしながら、農業者の高齢化の進展や後継者不足の中で技術指導

等に対応する体制整備が難しく、生産・加工技術の伝承が途絶え、次第に

産地が衰退することが危惧されています。

　こうした中、近年、消費者の自然・本物志向が高まり、地域特産物やこれを原料とした製品

が再評価され、地域資源等を活かした６次産業化や農商工連携等の取組も進んでいます。さら

に、海外での和食の普及や訪日外国人観光客の増大などにより、和の文化への関心が高まって

おり、地域特産物を原料とした製品の輸出拡大やインバウンド需要の増大、和の文化を核とし

た地域活性化等が期待されるところです。

　地域特産物マイスター制度は、地域特産物の生産・加工の分野で卓越した技術・能力を有し、

産地育成の指導者となる人材を地域特産マイスターとして認定・登録し、技術の伝承・開発、

相互交流、組織化を進めることにより産地育成を図るもので、平成 30 年 12 月現在で 240 名の

方が各地域で研修会や講演会の講師、視察や研修生の受け入れ等で活動されています。

　また、全国的には日本特産農産物協会の主催により、マイスター協議会、マイスターの集い、

ブロック別の現地意見交換会等が開催され、地域特産物マイスターの活動の活性化が図られて

います。さらに、平成 30 年度から地域の要請に応じて、地域特産物マイスターを栽培技術等

のアドバイザーとして各地へ派遣する取組が実施されており、地域特産物マイスターの皆様が

アドバイザーとして各地域で活躍される機会が益々増えることにより、優れた技術の継承と発

展がさらに進むものと存じます。

　こうした活動は、地域特産物等の生産性向上や需要の拡大はもちろんのこと、地域の活性化、

担い手の確保、伝統的な文化等の維持・継承にも大きく貢献するものであり、今後とも地域特

産物マイスターの皆様が各地域の産地育成においてさらに重要な役割を果たされることを期待

しております。

　農林水産省としましても地域特産物の振興について、必要な支援措置や情報提供等に努めて

まいりますので、引き続き、皆様のご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
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平成 30 年度地域特産物マイスターに 13 名を新規認定・登録 

平成 30 年度には、下記の 13 名の方々が平成 30 年 12 月１日付けで新たに認定・登録さ

れました。平成 12 年度に制度発足以来、認定者数は 332 名となり、現在、240 名の方が各

地でご活躍されています。

No. 氏名 年齢 住所 品目

1 
さとう まさえつ

69 宮城県富谷市 佐藤 政悦 ぶどう（シャインマスカット等） 

2 
ちゅうばち こうき 

64 山形県鶴岡市 
やきはた 

忠鉢 孝喜 焼畑あつみかぶ 

3 
おくとみ やすひろ 

67 埼玉県狭山市 
さやままっちゃ 

奥富 康裕 狭山抹茶 

4 
ひらの みつなお 

43 静岡県三島市 
みしまばれいしょ 

平野 光直 三島馬鈴薯 

5 
ないとう ひでかず 

61 静岡県三島市 
みしまななくさ 

内藤 秀一 三島七草 

6 
ふくおか しげみつ 

70 福井県鯖江市 
よしかわ 

福岡 重光 吉川ナス 

7 
まみや てつろう 

55 愛知県西尾市 間宮 哲朗 てん茶 

8 
たまだ てるゆき 

67 京都府京都市 
きょうとめいさん 

玉田 照幸 京都名産すぐき 

9 
ひらの まさのり 

71 兵庫県篠山市 
たんばささやまやまのいも 

平野 正憲 丹波篠山山の芋 

10 
おの まさる 

70 奈良県五條市 
よしのきりえだかぼく 

尾野 優 吉野の切り枝花木 

11 
おおなか かおり

43 徳島県名東郡
佐那河内村大仲 香織 すだち

12 
ささき たかのり

43 徳島県名西郡
神山町佐々木宗徳 すだち

13 
なかやま しげお

63 熊本県菊地市中山 繁雄 茶（煎茶）

平成 30 年 12 月 1 日現在 

このたび、新規に認定された 13 名の方々には、今後ますますのご活躍が期待されます。 
なお、平成 31 年２月 22 日（金）に開催予定の第 18 回地域特産物マイスターの集いにおい

て認定証が授与されます。
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本協会ブースに立つ中森会長（右）、雨宮理事長（左） 

入場者にふすべ細工を説明する

矢野専務（左）

平成 30 年度地域特産物マイスター協議会活動報告 

実りのフェスティバル 

農林水産祭「実りのフェスティ

バル」は、農林水産省と（公財）

日本農林漁業振興会が、農林水産

業と食に対する国民の理解を増

進し、消費を拡大するため、毎年、

11 月に２日間の日程で開催して

います。会場は池袋のサンシャイ

ンシティで、ここでは５年目にな

ります。(公財)日本特産農産物協

会も２年連続で出展してＴＰＰ

対策関連事業で開発した外食

産業向けの新規開発加工食品

（試作品）をＰＲしています。 
イベントの冒頭では、例年、農林水産団体の展示

コーナーへも皇室御視察が行われ、本年は当協会が

対応することになりました。マイスターの皆様の取

り組みをＰＲする絶好の機会と考え、認定品目のサ

ンプルを展示するとともに大型液晶ディスプレイで

マイスターのプロフィールを動画で閲覧できるよう

にしました。スペースが狭いため、今回はマイスタ

ー協議会の役員や直近年度の認定者の方々を中心に

25 人の方々にご協力をいただいています。 
イベントが開催された 11 月２日から３日は、２日

間ともに穏やかな好天に恵まれ、主催者によれば入

場者は昨年度を上まわる 52,000 人となったそうで

す。当日は、早朝の秋篠宮様ご夫妻によるご視察に

備えてマイスター協議会の中森会長にも参加いた

だき、殿下からの「手もみ茶」についてのご質問にも的確にお答えいただくことができま

した。殿下はコーナーに展示した特産物を熱心にご視察され、かんぴょうの「ふすべ細工」

もご覧になりました。

その後、イベントは一般公開され、多くの来場者に展示品目の由来やマイスターの皆様

の取り組みなどを丁寧に説明させていただくことができました。初めて見て驚いたという
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東海農政局伊藤課長 

中森会長

森川まさる氏井芹靖彦氏 

方や、地元の産品なので懐かしく拝見したという方など、反応は各様でしたが、マイスタ

ー制度の認知度を向上させるためには、様々な取り組みが必要であることを改めて実感し

た次第です。

-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-
当日の皇室ご視察の様子が、フジテレビの『皇室ご一家』で 11 月 25 日の早朝に放送さ

れています。「天皇・皇后両陛下 北海道地震の被災地へ」というタイトルで、最後の部分

で秋篠宮様による実りのフェスティバルご視察の様子が放映されました。

現地意見交換会 

（１）北陸・東海ブロック（報告）

平成 30 年 12 月 10 日に三重県志摩市の賢島宝生苑会議室において北

陸・東海ブロックの現地意見交換会を開催しました。この取り組みは、

地方段階でのマイスターの組織化・連携を強化して産地の維持・発展に

資するため、平成 28 年度に茨城県で試行的に開催し、平成 29 年度から

は、全国を「北海道・東北」、関東、「北陸・東海」、「近畿・中四国」、「九

州・沖縄」の５ブロックに分けて毎年、２ブロックで実施することとし

ています。

当日は、これまでの意見交換会で最も多い 14 名のマイスターの他に地

域特産物検討会委員や東海農政局、三重県の行政担当者など 26 名が出席

し、最初に東海農政局生産部園芸特産課の伊藤課長から管内の農業情勢

について説明いただき、その後に協会から平成 30 年度の新規マイスター

の認定・登録や実りのフェスティバルでの対応等を報告しました。  

その後、マイスター協議会の中森会長が座長となっ

てマイスターによる自己紹介と活動状況報告を行いま

した。今回、この会議のために、はるばる北海道の中

標津から井芹靖彦さん（平成 17 年認定：ギョウジャニ

ンニク・ハマボウフウ）も参加され、実生直播一貫栽

培による生態系重視の草生栽培や加工品の開発・販売

状況などについて説明いただきました。また、地元の

志摩市で隼人いもの「きんこ」（さつまいもの煮切り干し）に取り組んでいる森川まさる

さんからは、取り組み状況の説明とともに、隼人いもで造った『志州隼人』のレギュラ

ーとゴールドの２種類の焼酎を提供いただきました。

続いて平成 30年度に新設された技術アドバイザー派遣の活用なども含めて地域段階で

の連携強化・組織化の取り組みについてフリーディスカッションを行いました。当日、参加

された三重県農林水産部の矢野農産園芸課長からは、マイスターの方々が後継者の育成・確
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内宮 正宮石段下にて 

内宮 宇治橋前にて 

保など、現場での課題解決に向けて意欲的に活動して

いる点が素晴らしく、新たなＩＣＴなどにも取り組み

ながら是非、活動を継続して欲しいとのコメントをい

ただいています。会議の後の懇親会には、谷口順吾さ

ん（高品質トマトと熟成メロン）も参加され、大いに

盛り上がりました。

翌日は宝生苑から伊勢志摩の農業地域を経由し

て伊勢神宮の外宮に参拝した後、内宮に移動し、地

域特産物マイスター協議会としての奉納を行ない

ました。当日は曇り空でかなり冷え込みましたが、

内宮での奉納までの約２時間、神宮前の「おかげ横

丁」を散策した後、内宮の厳かな雰囲気の中で神楽

奉納などの神事を無事に終えることができました。 

●参加されたマイスター（敬称略、認定年次順）

氏名 認定年度 県名 品目

中森 慰 平成 14 年 三重県 茶（手もみ製法） 〔マイスター協議会会長〕

髙野 喜代 平成 17 年 茨城県 セリ

井芹 靖彦 平成 17 年 北海道 ギョウジャニンニク・ハマボウフウ

小松美恵子 平成 18 年 静岡県 ハーブ

本  誠一 平成 19 年 石川県 加賀野菜（加賀れんこん） 〔理事〕

立石 修治 平成 20 年 熊本県 トマト 〔理事〕

稲垣 富宏 平成 21 年 愛知県 てん茶 〔理事〕

南野 英二 平成 21 年 石川県 郷土野菜（加賀野菜、能登野菜等） 
市川 浩美 平成 21 年 三重県 茶「手揉み製法」

森川まさる 平成 21 年 三重県 きんこ（さつまいもの煮切り干し） 
法師  励 平成 26 年 埼玉県 狭山茶

鈴木 文雄 平成 27 年 愛知県 てん茶

中村 栄伸 平成 27 年 石川県 五郎島金時（さつまいも）

谷口 順吾 平成 28 年 三重県 高品質トマトと熟成メロン
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（２） 近畿・中四国ブロック現地意見交換会

平成 30 年度には、北陸・東海ブロックに続いて、2 月に以下のプログラムにより近畿・

中四国ブロックでの意見交換会を開催します。該当ブロック以外のマイスターの皆様も

参加できますので、遠慮なくご連絡下さい。

① 近畿・中四国ブロック（開催案内）

１ 開 催 日 平成 31 年２月７日（木）～８日（金） 
２ 開催場所 春日ふれあい会館会議室

〒679-2202 兵庫県神崎郡福崎町八千種 3718-1 
電話：0790-22-5805 

３ 現地見学 春日ふれあい会館（もち麦の精麦・製粉施設）

もちむぎのやかた（製麺工程）

４ 参集範囲 近畿・中四国ブロック等のマイスター及び地域特産物マイスター協議

会、農林水産省（近畿農政局）、兵庫県、（公財）日本特産農産物協会

ほか

５ 経費宿泊費：１万円程度（２食付・税込、懇親会、会議費など）

６ プログラム

【第１日】平成 31 年２月７日（木） 
13:00 集合ＪＲ福崎駅前（マイクロバスで移動）

13:30～14:30 春日ふれあい会館の「もち麦加工施設」を見学

14:30 開会（春日ふれあい会館会議室）

あいさつ

14:30～17:00 意見交換会

18:00～20:00 懇親会（宿泊）文殊荘

〒679-2205 兵庫県神崎郡福崎町東田原 1891 
電話：0790-22-4051 

【第２日】平成 31 年２月８日（金） 
9:00～12:00 もちむぎのやかた（製麺工程）を見学ほか 
12:00 解散



－ 7 －

ら３時間、バスを乗り継いで那賀町木頭地区にある柚冬庵 榊野瑞恵氏（後ろは柚子畑）

柚冬庵と榊野瑞恵氏（右）

地域特産物マイスター紹介（マイスタールポ） 

地域特産物マイスターの皆様の技術や活動状況については、産地振興のために指導を受

けることを希望する方がすぐに判るよう、一人一人のプロフィールを(公財)日本特産農産物

協会のＨＰに掲載させていただいています。

トップページ（http://www.jsapa.or.jp/）→事業内容→地域特産物→マイスター制度

→プロフィール（http://www.jsapa.or.jp/mister/index.html）
という順番です。都道府県別や品目別、認定年度別にマイスターの方を検索できます。け

れどもスペースの制約もあり、情報量には限りがあります。以前は平成 14 年４月の第３号

から平成 20 年３月の第 14 号まで『マイスタールポ』を掲載していましたので、今回、こ

れを復活させ、ご紹介していきたいと思います。特産農産物セミナーの講演依頼や現地意

見交換会の準備などで、事務局が訪問した際に取材させていただきますのでご協力くださ

るようお願いいたします。

榊野瑞恵さん 木頭ゆず（栽培・加工） 徳島県那賀郡那賀町 

－女性の視点での多様な商品開発・販売と加工用品種の減農薬栽培－

平成 30 年度の特産農作物セミナーのテーマは「香酸カンキツ類の機能性と産地育成」で

す。特産農作物セミナーでは、従来、２つの作物を対象に取りあげていましたが平成 28 年

度からは１つに絞り、健康機能性や育種、栽培技術に係る

最新の研究開発の成果の紹介や民間企業等での商品開発、

そしてマイスターによるレポートという構成で実施して

います。香酸カンキツといえば、まずイメージが浮かぶの

がゆず（柚子）ですね。という訳で、昨年、マイスターに

認定されたばかりの榊野さんに講演をお願いし、快諾いた

だきました。その打合わせのために８月８日、徳島駅前か

を訪ねました。途中、道路は山腹の険しい斜面のルートを

辿ります。その景色は本当に素晴らしく、紅葉の季節には

多数の方が訪れるそうです。バスの運転主さんが「この地

域はゆずと杉が特産品。山道を抜けると木頭だよ」と教え

てくださいましたが、その言葉どおり突然、目の前に魔法

のように木頭集落が現れました。この日は、榊野さんと長

いお付き合いの阿南農業支援センターの野村課長補佐に

も同行いただき、一緒に柚冬庵に向かいました。

榊野さんは 1960 年生まれ。1981 年にゆず農家に嫁ぎ、

1995 年から義母が経営に携わっていた柚冬庵でアルバイ
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柚冬庵の作業場 

柚冬庵内部 

トを始め、2006 年に高齢化で経営陣が引退した際に代表

となって経営を継承しました。それ以来、売り上げを伸

ばすために東京など県外に営業に出向くとともにバイヤ

ーが集る展示会にも積極的に参加。加工品のレシピも見

直して、化学調味料を使わない素材にこだわった商品開

発に取り組みました。概ね５年の歳月を要したそうです

が、苦労のかいあって経営を継承した当時 400 万円に満

たなかった売り上げは、その後、４倍以上に増え、現在

では役員２名、雇用６名、計８名で運営し、販売額は約

2,200 百万円となっています。 
さらに 2009 年には木頭ゆずクラスター協議会を設立、

2012 年以降は、大手流通業者のイオンとの連携を開始、

さらに2013年には古民家を再生して柚冬庵のカフェ部門

「くるく」を開設しました。「くるく」では毎週金曜日に

は郷土料理のランチを提供しているほか、高齢者向けの

弁当配達に加え、各種のベントを開催するなど、地域内

外の人々の交流の場となっています。このような活動が

認められ、榊野さんは 2016 年に農山漁村女性・シニア活動表彰の農林水産大臣賞を受賞さ

れました。榊野さんの取り組みで素晴らしいのは、女性ならではの視点でポン酢やゆず味

噌等の伝統的な加工品に加えて、「かんたんおかずシリーズ」や故郷の伝統食「かきまぜセ

ット」など約 20 種類の商品を開発されただけでなく、栽培面でも無核で豊産性の「多田錦」

の減農薬栽培（慣行比 40％の減）による作業の省力化、さらに「ゆず茶」の商品化に加え

てスライスした果実の凍結乾燥による低コスト化も試行するなど新たな取り組みを継続さ

れているところです。木頭ゆずの更なる発展が大いに期待されます。

【木頭ゆず】

・那賀町木頭地区に伝わる在来品種から選抜・増殖さ

れ、果実は大玉で玉揃いがよく、果皮が厚くて外観

は美しく、色や香りも良い。

・平成 24 年に「とくしま特選ブランド」認証、26 年

には「木頭ゆずクラスター協議会」を設立、大手量

販店と連携して加工品を開発、ＥＵにも輸出して高

い評価を得ている。

・平成 29 年にはＧＩを取得し、HACCP(県版)対応の加工場を整備して販売力を強化して

いる。

【柚冬庵】徳島県那賀郡那賀町木頭南宇字ナカバン 26 
http://yutouan.com
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技術アドバイザー派遣 

 
本協会では農林水産省からの助成を受けて、本年度から地域特産物マイスターの皆様を

地域特産作物の栽培技術等に関する技術アドバイザーとして、全国各地からの要望に応じ

て派遣させていただいております。 

この技術アドバイザー派遣により、現地で研修会を開催する際に、地域特産物マイスタ

ーを協会の経費負担により派遣することが可能となりましたので、是非、ご活用下さい。 

指導の予定があるマイスターは本協会担当者まで遠慮なくご連絡下さるようお願いいた

します。 

【事業の流れ】 
 
 
 
 
 
 
なお、本制度の詳細は本協会ホームページに掲載しておりますので、ご覧下さい 

  http://www.jsapa.or.jp/mister/index.html 
 
① 平成 30 年度は、これまでに 10 件（予定を含む）ほど実施しておりますが、まだ十分

に予算枠があります。 
② 助成できる経費の内訳は、会場までの交通費（往復）と謝金（2 万円/日）、宿泊費（必

要な場合のみ）です。 
 
技術アドバイザー派遣の一例 
平成 30 年 12 月 12 日から 14 日までの 3 日間で、鈴木太美雄氏（平成 19 年度認定 茨

城県 ブルーベリー）が京都府南丹市でブルーベリー美山（代表 渋谷清孝氏）の要請に

より、ブルーベリー美山栽培技術研修会の講師として派遣されました。 
研修会では、参加者（3 日間延べ 36 名）に座学及びブルーベリーの剪定や接ぎ木の有効

性と方法などの技術指導を実施しました。 
 
  

現地で指導する鈴木太美雄氏（中央） 座学 

事
前
相
談 

派
遣
申
請 

派
遣
決
定
通
知 

指
導 

実
績
報
告
書 

・
請
求
書 

支
払
い 
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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 

 
第 18 回地域特産物マイスターの集い 

 
地域特産物マイスターの集いでは、認定証交付式の他、本年度は農林水産省が推進する

農産物等の輸出プロジェクトである GFP（Global Farmers/Fishermen/Foresters/Foods 
Manufactures Project）についての特別講演を行います。なお、地域特産物マイスターの集

い終了後には地域特産物マイスター協議会総会及び懇親会を開催いたしますので、併せて

ご参加下さい。 
 
日時：平成 31 年２月 22 日（金） 
場所：東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 9 階石垣記念ホール 

1 開会  13:30 
2 挨拶  13:35 
 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 
3 認定証交付式  13:40 
 平成 30 年度地域特産物マイスター認定者（記念撮影） 
4  特別講演会  14:10 
 演題 GFP(農林水産物･食品輸出プロジェクト)について  
 講師 農林水産省食料産業局輸出促進課 課長補佐 武藤 誠 
 休  憩  15:10 
5 討論会  15:30 
 テーマ地域段階での連携強化・組織化について－技術アドバイザー 

派遣の活用－ 
 座長 地域特産物マイスター協議会 会長 中森 慰 
6 閉会  16:30 
 （地域特産物マイスター協議会総会）  16:40 
 平成 30 年度決算案、平成 31 年度予算案   
 （懇親会） 17:00 

 
平成 30 年度特産農作物セミナー 

 

当協会では、例年、地域特産物の生産振興上の情報交換のため特産農作物セミナーを開

催しており、今年度は香酸柑橘を取り上げます。 
ユズなどの香酸カンキツ類には、ノビレチンやヘスペリジンなど、様々な機能性成分が

豊富に含まれていることから、最新の研究成果や産地における商品開発等を通じた地域振

興の状況について紹介するとともに、地域特産物マイスターによる現地での取組みをレポ

ートします。 
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日 時：平成 31 年１月 24 日（木）13:00～17:00 
場 所：東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 9 階石垣記念ホール 
テーマ：香酸カンキツ類の機能性と産地育成 
1 開会 13:00 
2 挨拶 公益財団法人日本特産農産物協会 理事長 雨宮宏司  
3 研究会 
  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) 香酸カンキツ類の機能性について 13:10～14:00 
  農研究機構果樹茶業研究部門ブドウ・カキ研究領域 小川一紀 
 (2) 「すだち」と「ゆこう」の機能性について 14:00～14:50 
  徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 講師 堤 理恵 

休   憩 14:50～15:00 
 (3) 徳島県における香酸かんきつ類の産地振興について 15:00～15:40 
  徳島県農林水産部もうかるブランド推進課 課長補佐 徳永忠士 
 (4) 沖縄シークヮ－サーのブランド化と地域振興 15:40～16:20 
  沖縄ハム総合食品株式会社 代表取締役社長 長濱徳勝 
 (5) 木頭ゆずをめぐる『柚冬庵』の取り組み 16:20～17:00 
  地域特産物マイスター（有限会社柚冬庵代表取締役） 榊野瑞恵 
 総合討論 17:00～17:30 
4 閉会 17:30 

（敬称略） 
（参考）これまでの対象作物 

開催年度 対象作物 
平成 29 年度 もち麦（高β-グルカン大麦） 

28 ヤマイモ 
27 ネギ、ヤマブドウ 
26 レンコン、薬用植物（薬用作物） 
25 ソバ、地方伝統野菜（加賀野菜） 
24 ハトムギ、特産果実（ブルーベリー） 
23 なたね、茶 
22 生薬・薬用作物、ゴマ 
21 紅花、生薬 
20 落花生、えごま 
19 黒大豆、いぐさ（畳） 
18 ウコン、有色ばれいしょ 
17 アマランサス、ゆず 
16 茶（べにふうき）、ブルーベリー 
15 ひまわり、そば 
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行政情報 

 
(1)平成 30 年度の第２次補正予算及び平成 31 年度予算概算決定について 

12 月 21 日に平成 30 年度補正予算（第２号）及び平成 31 年度予算が閣議決定されまし

たので、そのポイントをお知らせします。 
 
①平成 30 年度第２次農林水産関係補正予算 

総額は 5,027 億円で、この中には日本特産農産物協会が基金管理団体となっている

産地パワーアップ事業や外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策などが含まれて

います。 
【産地パワーアップ事業】400 億円 
・地域一丸となって収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画策定経費、計画の

実現に必要な農業機械のリース導入、集出荷施設等の整備に係る経費等をすべての農

作物を対象として総合的に支援します。 
○生産支援事業 22,990 百万円 
優先枠：ICT やロボット技術等の先端技術導入 〔10 億円〕 

1)コスト削減に向けた高性能な農業機械のリース導入・取得 
2)雨よけハウス等、高付加価値化に必要な生産資材の導入 
3)果樹の競争力のある品種について、同一品種での改植 等 

○整備事業 17,010 百万円 
優先枠：中山間地域の体制整備 〔40 億円〕 
乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、生

産技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の施設整備 
・産地パワーアップ事業は総ての農産物が対象になりますが、これまでの実績としては

野菜や果樹向けが多くなっています。 
 
②平成 31 年度農林水産関係予算 
総額は 2 兆 43157 億円で、以下の９つの施策で構築されています。 
1） 担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進 
2） 水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施 
3） 強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現 
4） 農林水産業の輸出力強化と農林水産物・食品の高付加価値化 
5） 食の安全・消費者の信頼確保 
6） 農山漁村の活性化 
7） 林業の成長産業化と生産流通構造改革の推進 
8） 水産改革を推進する新たな資源管理と水産業の成長産業化 
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9） 重要インフラの緊急点検等を踏まえた防災・減災、国土強靭化のための緊急対策 
 
上記のうち「3)強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現」の中には、持続

的な農業の発展に向けた生産現場の強化のため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金

（230 億円）、持続的生産強化対策事業（201 億円）などが予算措置されています。 
以下は、その概要です。 

 
○強い農業・担い手づくり総合支援交付金 

産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進するため、産地・担い手の発展の状況

に応じて、必要な農業用機械・施設の導入を切れ目なく支援します。 
  （これまでの強い農業づくり交付金と経営体育成支援事業を統合） 
 
【産地基幹施設等支援タイプ】 

1） 地域農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による産

地の基幹施設の導入を支援します。 
2） 品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、産地・消費地での共同配送等に必要

なストックポイント等の整備を支援します。 
・助成対象：農業用の産地基幹施設（耐用年数５年以上） 
・補助率：１／２以内等   
・上限額：20 億円 

【先進的農業経営確立支援タイプ】 
広域に展開する農業法人等が、自らの創意工夫と判断により経営の高度化に取り組

むために必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 
・助成対象：農業用機械・施設（耐用年数５年～20 年） 
・補助率：３／10 以内等 
・上限額：個人 1,000 万円、法人 1,500 万円等 

【地域担い手育成支援タイプ】 
農業者が経営基盤を確立し、更に発展するために必要な農業用機械・施設の導入を

支援します。 
・助成対象：農業用機械・施設（耐用年数５年～20 年） 
・補助率：３／10 以内等 
・上限額：300 万円等 
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○持続的生産強化対策事業 
産地の持続的な生産力強化に向けて、農業者や農業法人、民間団体等が行う生産性

向上や販売力強化に向けた取組や、地方公共団体が主導する産地全体の発展を図る取

組を、関連事業における優先採択と併せて総合的に支援します。 
 
【農業者等向け補助金等】 

野菜・施設園芸、果樹、花き、茶、畜産、有機等の品目ごとに対応した支援メニュ

ーを設けて、重点的に取り組むべき課題の解決を後押しします。 
【都道府県向け交付金】 

次世代の営農体系構築（処方せんの策定・実践）や新たな園芸産地の形成、ＧＡＰ

拡大推進等、都道府県のイニシアチブの下で行なう取組を支援します。 
ア 野菜・施設園芸支援対策 

水稲からの作付転換による新たな園芸産地の育成、加工・業務用野菜への転

換、施設園芸における生産性向上と規模拡大を加速化する取組等を支援します。 
イ 果樹支援対策 

果樹の生産・供給体制を強化するため、優良品種・品目への改植やそれに伴

う未収益期間に対する支援を行うとともに、省力樹形の導入に必要となる苗木

生産体制の構築のための取組等を支援します。 
ウ 茶・薬用作物等支援対策 

茶や薬用作物、甘味資源作物等の地域特産作物について、地域の実情に応じ

た生産体制の強化や需要の創出等に関する取組を総合的に支援します。 
エ 花き支援対策 

花きの生産拡大を図るため、品目ごとの特徴に応じて、生産から流通・消費

拡大に至る一貫した取組を支援します。 
 
上記の予算関係の詳細については、農林水産省のホームページで関係資料を閲覧、入手

することができます。http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html 
 
(2)農林水産省のＨＰ紹介 
地域特産物あるいは地域特産作物には、茶やいぐさ、こんにゃくなどの工芸作物のみな

らず、伝統野菜や特産果樹から薬用作物や和紙原料作物など、非常に多くの品目（作物）

が含まれます。これらについての情報が農林水産省のホームページには豊富にアップされ

ているのですが、ＨＰ全体が非常に大きくて複雑なので探すのが大変だと思います。以下、

品目別に該当のページ（URL）をご紹介します。 
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農林水産省のホームページ http://www.maff.go.jp/index.html 
↓ 

政策情報の「農業生産」  http://www.maff.go.jp/j/lower.html#4 
 
上記の URL に閲覧ソフト（ブラウザ）でアクセスすると、「農業生産」という文字の下

に『米（稲）・麦・大豆』『野菜・果樹・花き』『甘味資源作物・いも類・そば・なたね』『蚕

糸・茶・工芸作物』という４つのタイトルが表示されていると思います。それぞれの文字

をクリックしていただくと、該当品目（区分）に関する詳細な情報を確認することができ

る訳です。代表的なものと掲載情報の内容は以下のとおりです。 
 
○大豆のホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/index.html 
・大豆 300A 技術（湿害を回避する耕起・播種技術） 
・大豆をめぐる事情 
・入札制度や各種トピックス 

 
○いも類のページ 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/imo/imonope-ji.html 
・いも・でん粉に関する資料  

 
○お茶のページ 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/ocha.html 
・お茶をめぐる情勢、お茶の淹れ方マニュアルなど 
・茶需給・流通状況調査結果 
・茶に関する補助事業の要綱、要領等 

 
○薬用作物のページ 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/yakuyou/yakuyou.html 
・薬用作物関連情報（栽培方法、生薬の概略・規格・取引状況など） 
・産地化に向けた相談窓口、技術アドバイザーの派遣、売買支援 
・薬用作物及び和紙原料作物の栽培面積・生産量、産地化取組事例 

 
注：上記のページには、協会のホームページからもリンクさせています。 
協会のホームページ（http://www.jsapa.or.jp/）の『事業内容』にマウスのカーソルを当

てると、メニューが表示されます。この中の【国産大豆入札取引】の「大豆関連情報」も

しくは【地域特産物】の「工芸作物・薬用作物＆和紙原料」をクリックすると該当ページ

が開きます。 
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協議会からのお知らせ 

協議会会費について 

地域特産物マイスター協議会の年会費（２，０００円）については、ゆうちょ銀行の自

動払込を基本とし、それ以外の方法を希望された方には、個別に協議会の口座に振込んで

いただくこととして、平成 30 年 12 月 21 日（金）までにお振込のお願いをいたしました。

まだお手続きを済ませていないマイスターは至急、下記によりお手続きをして下さるよう

お願いいたします。

年会費が２年連続してご連絡しても未納の場合は、「地域特産物マイスター協議会」規約

附則に基づき退会されたものとみなされますのでご注意下さい。

１ ゆうちょ銀行 ATM で現金・通帳・カードでお振り込みされる場合 
【金融機関名】ゆうちょ銀行

【記号】１００８０ 【番号】９２６９５０６１

【口座名】マイスター協議会

２ ゆうちょ銀行以外の金融機関でお振込みされる場合

【金融機関名】ゆうちょ銀行

【店名】〇〇八（読み ゼロゼロハチ）

【店番】００８【預金課目】普通預金【口座番号】９２６９５０６

【口座名】マイスター協議会

なお、ゆうちょ銀行自動払込の利用申込みは随時承っておりますので、変更を希望され

る方は協会事務局までご連絡下さい。利用申込書をお送りいたします。

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３３２名の方を

認定・登録し、現在、２４０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、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。
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平成 30 年度会員等の動向 

 
おめでとうございます 
平成 30 年度農事功労者緑白綬有功章 
米林 利衛氏 平成 12 年度認定 石川県 加賀野菜（金沢太きゅうり） 

 
おくやみ 
生方 喬美氏 平成 15 年度認定 群馬県 こんにゃく 
小川 辰雄氏 平成 19 年度認定 千葉県 落花生（種子） 

 
 

平成 30 年度行事予定 

 
現在、下記の行事を予定しております。詳細は決定次第、ご案内します。 

時期 内容 
平成 31 年１月 24 日 平成 30 年度地域農作物セミナー 

2 月 7 日～8 日 近畿・中国四国ブロック別意見交換会（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 

 
 

お願い 

 
住所・電話番号・FAX 番号等を変更された場合は、お手数ですが、速やかに協議会事務

局までご連絡下さい。 


