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Ⅰ．表彰式の開催について

２



①開催概要
＝「農林水産大臣賞」受賞者表彰式の開催＝

「第21回全国農業担い手サミットinやまがた」の開催にあわせ、以下のとおり表彰式を
開催した開催した。

＜概要＞

「第21回全国農業担い手サミットinやまがた」の全体
会で農林水産大臣賞の表彰式を執り行った。

今年度も皇太子殿下ご臨席のもと、表彰状の授与を
実施 全国優良経営体表彰審査委員会の盛田清秀委

◆日時

平成30年11月8日（木）13時30分～

◆会場

実施。全国優良経営体表彰審査委員会の盛田清秀委
員長より、評価ポイントの報告を行った。

山形県山形市「山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）」

◆参加者

約2,100名（農業者、農業関係者等）

◆次第◆次第

１ 歓迎アトラクション
２ 開会のことば
３ 国歌斉唱
４ 主催者あいさつ
５ 皇太子殿下のおことば
６ 来賓祝辞
７ 平成30年度全国優良経営体表彰・農林水産大臣賞表彰式
８ 審査講評８ 審査講評
９ 担い手メッセージ
10 パネルトーク
11 サミット宣言
12 次期開催県引継式
13 閉会あいさつ
14 閉会のことば

【表彰状授与者】農林水産副大臣 髙鳥 修 氏【表彰状授与者】農林水産副大臣 髙鳥 修一 氏

【審査講評者】全国優良経営体表彰審査委員会 委員長 盛田 清秀 氏
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【受賞者】

●経営改善部門
服部農園有限会社（愛知県 大口町）
有限会社山波農場（新潟県 柏崎市）
有限会社安井ファーム（石川県 白山市）

●生産技術革新部門
有限会社マルセンファーム（宮城県 大崎市）
齊藤 寛氏・智実氏（山形県 尾花沢市）齊藤 寛氏 智実氏（山形県 尾花沢市）
株式会社RUSH FARM（福岡県 小郡市）

●６次産業化部門
株式会社やまがたさくらんぼファーム（山形県 天童市）
有限会社宝牧場（滋賀県 高島市）
有限会社船方総合農場（山口県 山口市）

●販売革新部門
株式会社黒澤ファーム（山形県 南陽市）
有限会社フジウ２１（群馬県 太田市）
有限会社樫山農園（徳島県 小松島市）

●担い手づくり部門●担い手づくり部門
渡辺 誠一氏（山形県 大江町）
有限会社かみなか農楽舎（福井県 若狭町）
郡上市美並地域農地集積推進チーム（岐阜県 郡上市）
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「第21回全国農業担い手サミットinやまがた」の開催にあわせ、以下のとおり表彰を

開催した。

①開催概要
＝「平成30年度全国優良経営体表彰式」の開催＝

開催した。

＜概要＞
「第21回全国農業担い手サミットinやまがた」の開催

にあわせ、「平成30年度全国優良経営体表彰式」を
開催した。

当表彰式では、農林水産大臣賞を除く、農林水産省
「経営局長賞」及び「全国担い手育成総合支援協議会
会長賞」の表彰状授与と取組概要発表を行 た会長賞」の表彰状授与と取組概要発表を行った。

◆日時

平成30年11月8日（木）9時15分～

◆会場◆会場

山形県山形市「山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング」

◆参加者

164名（受賞者、受賞関係者等）

◆次第

１ 開会
２ 主催者挨拶
３ 来賓祝辞
４ 賞状授与

●農林水産省経営局長賞
●全国担い手育成総合支援協議会会長賞

５ 審査講評５ 審査講評
６ 記念撮影
７ 取組概要発表

【表彰式授与者】
農林水産省大臣官房参事官（兼経営局） 上田 弘 氏
全国担い手育成総合支援協議会会長 二田 孝治 氏

【取組事例発表者】【取組事例発表者】
●経営改善部門 有限会社東製茶（鹿児島県 日置市）
●生産技術革新部門 株式会社森田農園（富山県 高岡市）
●６次産業化部門 有限会社坂斉養鶏場（埼玉県 杉戸町）
●販売革新部門 株式会社あかまつ農園（愛媛県 鬼北町）
●担い手づくり部門 株式会社西部開発農産（岩手県 北上市）

上田 良一氏（熊本県 荒尾市）
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【受賞者】

〈経営局長賞〉
●経営改善部門 農事組合法人ファーム１７（山口県 宇部市）

有限会社むらかみ牧場（熊本県 菊池市）
有限会社東製茶（鹿児島県 日置市）

●生産技術革新部門 株式会社Moimoiファーム（新潟県 新潟市）
株式会社森田農園（富山県 高岡市）
株式会社永吉ファーム（鹿児島県 徳之島町）

●６次産業化部門 有限会社坂齊養鶏場（埼玉県 杉戸町）
有限会社ワイエスアグリプラント（新潟県 新潟市）
有限会社北村製茶（長崎県 佐々町）

●販売革新部門 有限会社竹鶏ファーム（宮城県 白石市）
株式会社未来農業計画（長野県 長野市）
株式会社あかまつ農園（愛媛県 鬼北町）

●担い手づくり部門 株式会社西部開発農産（岩手県 北上市）
有限会社ジェイエイファームみやざき中央（宮崎県 宮崎市）
上田 良一氏（熊本県 荒尾市）

〈全国担い手育成総合支援協議会会長賞〉
●経営改善部門 株式会社宮古農園（青森県 三沢市）

株式会社髙橋園芸（山形県 遊佐町）
有限会社田和楽（山形県 鶴岡市）
農事組合法人鏡田ファーミング（秋田県 鹿角市）
花実園てしろぎ（福島県 会津若松市）
株式会社ジーワン（栃木県 益子町）
株式会社エイト（鳥取県 日南町）株式会社エイト（鳥取県 日南町）
新谷 雅志氏（香川県 髙松市）
株式会社ユーアス（福岡県 上毛町）
金子 光作氏（長崎県 島原市）
株式会社中村営農（兵庫県 神河町）
株式会社栄ライスサポート（大分県 日田市）
有限会社フラワーうさ（大分県 宇佐市）

●生産技術革新部門 株式会社みのり片子沢（岩手県 雫石町）●生産技術革新部門 株式会社みのり片子沢（岩手県 雫石町）
株式会社三本木グリーンサービス（宮城県 大崎市）
株式会社Yファーム佐野（栃木県 佐野市）
有限会社ドリームファームスズカ（三重県 鈴鹿市）
木下 重信氏（佐賀県 白石町）
合同会社黒木農園（熊本県 八代市）

●販売革新部門 伊勢崎 武二氏（東京都 八丈町）
森山 英昭氏（新潟県 魚沼市）森山 英昭氏（新潟県 魚沼市）

●担い手づくり部門 農事組合法人成田農産（山形県 長井市）
伊勢崎 武二氏（東京都 八丈町
鈴木 芳明氏（千葉県 君津市）
髙橋 美恵子氏（埼玉県 加須市）
本田 一雄氏（広島県 安芸高田市） 6



②受賞者の経営内容紹介資料等の作成・配布

＜取組内容紹介資料、受賞者一覧表の作成＞

（１）農林水産大臣賞について

全国農業担い手サミットで配布した「第21回全国農業担い手サミットinやまがた」
のプログラム資料に受賞者 覧及び農林水産大臣賞受賞者の経営概要を掲載しのプログラム資料に受賞者一覧及び農林水産大臣賞受賞者の経営概要を掲載し
た。

（２）農林水産省経営局長賞、全国担い手育成総合支援協議会会長賞

「平成30年度全国優良経営体表彰式」において、受賞者の取組概要の普及に
向けて 「経営改善部門」「生産技術革新部門」「６次産業化部門」「販売革新部門」向けて、「経営改善部門」「生産技術革新部門」「６次産業化部門」「販売革新部門」
「担い手づくり部門」において「農林水産大臣賞」「農林水産省経営局長賞」「全国
担い手育成総合支援協議会長賞」を受賞した経営体の取組概要をまとめた「平成
30年度全国優良経営体表彰受賞者概要」を作成し、資料として配布した。

なお、同資料は、後述する「Ⅱ．受賞事例の普及について」の⑥で作成したホー
ムページにダウンロードデータを掲載し、電子データでの提供も行った。

【配布資料】

●次第

●参加者名簿

●平成30年度全国優良経営体表彰受賞者概要●平成30年度全国優良経営体表彰受賞者概要

（受賞者一覧含む）
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Ⅱ．受賞事例の普及について
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①表彰式での審査講評及び取組概要報告
＜内容＞

◆審査講評

農林水産大臣賞受賞者の審査講評については、
「第21回全国農業担い手サミットinやまがた」の全
体会で表彰状授与の後、また、農林水産省経営局
長賞及び全国担い手育成総合支援協議会長賞受
賞者の審査講評については、「平成30年度全国優
良経営体表彰式」において、全国優良経営体表彰良経営体表彰式」において、全国優良経営体表彰
審査委員会委員長が評価ポイントの報告を実施し
た。

【審査講評（抜粋）】（全国優良経営体表彰審査委員会 盛田 清秀 委員長）

経営改善部門では、新潟県の（有）山波農場、石川県の（有）安井ファーム、愛知県の服部農園（有）が大臣賞を
受賞されました。この3事例は地域の農地・農業を守りつつ高いレベルの経営実践を行い、さらに社員とともに成
長するという基本理念が評価されました。

また生産技術革新部門では 宮城県の（有）マルセンファ ム 山形県の齊藤寛さん 智実さん 福岡県の（株）また生産技術革新部門では、宮城県の（有）マルセンファーム、山形県の齊藤寛さん・智実さん、福岡県の（株）
RUSH FARMが大臣賞に選ばれました。いずれも栽培技術やICT技術の特徴を理解して導入し、主体性をもって活
用している点が評価されました。

6次産業化部門では、山形県の（株）やまがたさくらんぼファーム、滋賀県の（有）宝牧場、山口県の（有）船方総
合農場が大臣賞を受賞されました。観光・交流、農畜産物加工、直売など多角的展開によって付加価値化を実現
し、それが効率的な農業生産部門に支えられていることが評価されました。

販売革新部門では、山形県の（株）黒澤ファーム、群馬県の（有）フジウ21、徳島県の（有）樫山農園が大臣賞を
受賞されました。いずれも他の生産者と連携してリレー出荷や品目・ブランドの拡大を実現しており、生産者間連
携のあり方が評価されました携のあり方が評価されました。

担い手づくり部門では、山形県の渡辺誠一さん、福井県の（有）かみなか農楽舎、岐阜県の郡上市美並地域農
地集積推進チームが大臣賞を受賞されました。新規就農者が自立するための農地等基盤確保、効果的な研修体
系、集落機能を活用した農地保全・集積が評価されました。

ここにご参集の皆様が、ご自身の経営あるいは地元の農業のさらなる発展・活性化を通して、消費者・国民の負
託に応えていかれますよう、心より祈念申し上げます。

◆取組概要報告

「 全 経 各 農 産省「平成30年度全国優良経営体表彰式」において、各部門を代表して、農林水産省
経営局長賞受賞者（各１名）による取組概要報告を実施した。 農業経営の改善や
地域農業の振興・活性化に役立つ、受賞者の経営の特徴、これまでの経営改善に
向けた取り組み及びその過程における課題、今後の取組方針等の報告を行った。

【審査講評・取組概要報告による波及効果（イメージ）】

審査講評／

取組概要報告

農業者 地域農業者

農業関係者
地域農業者

地域農業関係者
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②優良経営体事例集の作成

＜内容＞

全国優良経営体表彰において、「経営改善」「生産技術革新」

「６次産業化」「販売革新」「担い手づくり」の各部門の「農林水産

大臣賞」「農林水産省経営局長賞」「全国担い手育成総合支援

協議会長賞」を受賞した経営体の取組内容を冊子化協議会長賞」を受賞した経営体の取組内容を冊子化。

都道府県普及指導員、農協営農指導員、農業委員会など地

域農業の発展に尽力する職員が所属する機関に事例集を配布

し、受賞経営体の取組内容を広く普及した。

地域農業者

【事例集配布による波及効果（イメージ）】

都道府県普及指導員

地域農業関係団体

地域農業者

事例集 農協 営農指導員

地域農業者

地域農業関係団体

地域農業者

農業委員会

地域農業者

地域農業関係団体
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③受賞者の取組内容の全国農業新聞への掲載

＜内容＞

農林水産大臣賞受賞者の取組内容について、

全国農業新聞の紙面において連載企画で紹介し、

農業者や農業関係者に幅広く普及した。

【新聞への事例掲載による波及効果（イメージ）】

全国農業新聞

農業者 地域農業者

農業関係者
地域農業者

地域農業関係者

【全国農業新聞について】

農業委員会
地域農業者

地域農業関係者

全国農業新聞は、（一社）全国農業会議所が発行する週刊の農業専門紙であ
る。市町村農業委員・農地利用最適化推進委員、認定農業者、農業法人、専業
農家などの業者を中心に国、都道府県、市町村の議員や職員、JAの役職員など
に購読されている。

読者（農業者）の経営部門も稲作、野菜を中心に多岐にわたっており、紙面
を通じた受賞者の取組内容の紹介により、幅広い層に普及することができる。
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【平成30年11⽉9⽇号】
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【平成30年11⽉16⽇号】
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【平成30年11⽉23⽇号】
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【平成30年12⽉7⽇号】
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【平成30年12⽉14⽇号】
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【平成30年12⽉21⽇号】
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【平成31年1⽉1⽇号】
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【平成31年1⽉11⽇号】
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④全国農業経営者研究⼤会における
受賞者事例発表

＜内容＞

（一社）全国農業会議所が全国農業経営者協会、全国認定農業者協議会と
共催した「第48回全国農業経営者研究大会」の分科会（米政策分科会）におい
て、経営改善部門の農林水産大臣賞受賞者である「服部農園有限会社」（愛知
県大口町）および「有限会社山波農園」（新潟県柏崎市）による経営内容の発表
を実施した。を実施した。

【開催概要】

日 時：平成31年2月5日（火）9時～

場 所：ＡＰ東京八重洲通り

参加者：187名（うち米政策分科会82名）

農業経営者等 地域農業者

【事例発表による波及効果（イメージ）】

全国農業経営者研究⼤会

農業関係者
地域農業者

地域農業関係者
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⑤受賞者の講師派遣・紹介
＜内容＞

都道府県農業会議や担い手育成総合支援協議会、認定農業者協議会、農
業経営者協会など、（一社）全国農業会議所が有するネットワークを生かし、都
道府県段階の各種研修会等において、平成30年度全国優良経営体表彰の受
賞者を講師として派遣する取り組みを実施。また、その他の都道府県・市町村
段階の関係機関・団体等が開催する各種研修会等においても受賞者を講師と
して紹介するなど、広く受賞事例の普及に努めた。

【講師派遣実績】【講師派遣実績】

農業経営者等 地域農業者
【事例発表による波及効果（イメージ）

波及の概念図
研修会・セミナー等

農業経営者等 地域農業者

農業関係者
地域農業者

地域農業関係者
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⑥全国農業会議所ホームページにおける
受賞事例の普及

＜内容＞＜内容＞

農地や担い手対策、新規就農に関心の高い方や日本農業技術検定に興味をも
つ方など様々な方が閲覧する（一社）全国農業会議所のホームページにおいて、農
林水産大臣賞受賞経営体の紹介記事を掲載した他、「平成30年度全国優良経営体
表彰受賞者概要」及び「平成30年度優良経営体表彰事例集」のダウンロードデータ
を掲載するなど、受賞事例の普及を行った。

さらに、全国新規就農相談センターのホームページにも「全国優良経営体表彰」
の内容を掲載することで、農の雇用事業を実施する経営体等への受賞事例の普及
を積極的に行った。

【ホームページ掲載による波及効果（イメージ）】

農業者農業者

検定受検者

新規就農予定者

全国農業会議所

新規就農相談センター

ホームページ

事例閲覧

ダウンロード

農業に興味のある⼈

【掲載方法】

（全国農業会議所） （新規就農相談センター）

トップページにショートカットを作成し、受賞事例の取組

内容等を掲載。優良経営体事例集でも当ページの案内

を掲載。
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