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 は　じ　め　に

　平成30年度全国優良経営体表彰事業は、自らの農業経営を改善し、地域農業の振興・活
性化に取り組むなど、意欲と能力のある農業者の一層の経営発展を図るため、農業経営の
改善や地域農業の振興・活性化に関して優れた功績をあげた経営体を表彰することを目的
として実施されたものです。
　当協議会は19の関係機関・団体で組織され、農業の担い手の確保・育成という極めて重
要な役割を担っております。その重要な活動の一貫として、認定農業者をはじめとする全
国の模範となる経営体を表彰する取り組みを進めてまいりました。
　全国から多数のご推薦をいただき、事前審査、審査委員会における本審査を経て、農林
水産大臣賞（各部門３点以内）、農林水産省経営局長賞（同３点以内）、全国担い手育成総
合支援協議会長賞が授与され、平成30年11月８日に山形県山形市において開催された「第
21回全国農業担い手サミットinやまがた」ならびに全国優良経営体表彰式において表彰
状の授与式が執り行われました。
　本事例集は、同表彰事業における農林水産大臣賞の受賞者をはじめとする各受賞経営体
の経営改善への取り組みや地域活動を紹介するものであります。
　全国の農村現場で活躍する農業経営者の皆様をはじめ、担い手の確保・育成に取り組ま
れている関係者等の皆様にご活用いただければ幸いです。

　　平成31年３月
全国担い手育成総合支援協議会　
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平成30年度 全国優良経営体表彰　受賞者一覧
（敬称略）

Ⅰ　農林水産大臣賞
愛知県� 大口町� 服部農園（有）
新潟県� 柏崎市� （有）山波農場
石川県� 白山市� （有）安井ファーム

Ⅱ　農林水産省経営局長賞
山口県� 宇部市� （農）ファーム１７
熊本県� 菊池市� （有）むらかみ牧場
鹿児島県�日置市� （有）東製茶

Ⅲ　全国担い手育成総合支援協議会長賞
青森県� 三沢市� （株）宮古農園
山形県� 遊佐町� （株）髙橋園芸
山形県� 鶴岡市� （有）田和楽
秋田県� 鹿角市� （農）鏡田ファーミング
福島県� 会津若松市�（株）花実園てしろぎ
栃木県� 益子町� （株）ジーワン
鳥取県� 日南町� （株）エイト
香川県� 髙松市� 新谷雅志
福岡県� 上毛町� （株）ユーアス
長崎県� 島原市� 金子　光作
兵庫県� 神河町� （株）中村営農
大分県� 日田市� （株）栄ライスサポート
大分県� 宇佐市� （有）フラワーうさ

Ⅰ　農林水産大臣賞
宮城県� 大崎市� （有）マルセンファーム
山形県� 尾花沢市� 齊藤　寛・智実
福岡県� 小郡市� （株）RUSH�FARM

Ⅱ　農林水産省経営局長賞
新潟県� 新潟市� （株）Moimoiファーム
富山県� 高岡市� （株）森田農園
鹿児島県�徳之島町� （株）永吉ファーム

Ⅲ　全国担い手育成総合支援協議会長賞
岩手県� 雫石町� （株）みのり片子沢
宮城県� 大崎市� （株）三本木グリーンサービス
栃木県� 佐野市� （株）Ｙファーム佐野
三重県� 鈴鹿市� （有）ドリームファームスズカ
佐賀県� 白石町� 木下　重信
熊本県� 八代市� （同）黒木農園

Ⅰ　農林水産大臣賞
山形県� 天童市� （株）やまがたさくらんぼファーム
滋賀県� 高島市� （有）宝牧場
山口県� 山口市� （有）船方総合農場

Ⅱ　農林水産省経営局長賞
埼玉県� 杉戸町� （有）坂斉養鶏場
新潟県� 新潟市� （有）ワイエスアグリプラント
長崎県� 佐々町� （有）北村製茶

Ⅰ　農林水産大臣賞
山形県� 南陽市� （株）黒澤ファーム
群馬県� 太田市� （有）フジウ２１
徳島県� 小松島市� （有）樫山農園

Ⅱ　農林水産省経営局長賞
宮城県� 白石市� （有）竹鶏ファーム
長野県� 長野市� （株）未来農業計画
愛媛県� 鬼北町� （株）あかまつ農園

Ⅲ　全国担い手育成総合支援協議会長賞
東京都� 八丈町� 伊勢崎　武二

新潟県� 魚沼市� 森山　英昭

Ⅰ　農林水産大臣賞
山形県� 大江町� 渡辺　誠一
福井県� 若狭町� （有）かみなか農楽舎

Ⅱ　農林水産省経営局長賞
岩手県� 北上市� （株）西部開発農産
宮崎県� 宮崎市� （有）ジェイエイファームみやざき中央

Ⅲ　全国担い手育成総合支援協議会長賞
山形県� 長井市� （農）成田農産
千葉県� 君津市� 鈴木　芳昭

Ⅰ　農林水産大臣賞
岐阜県� 郡上市� �郡上市美並地域農地集積�

推進チーム

Ⅱ　農林水産省経営局長賞
熊本県� 荒尾市� 上田　良一

Ⅲ　全国担い手育成総合支援協議会長賞
埼玉県� 加須市� 高橋　美恵子
広島県� 安芸高田市� 本多　一雄

１　経営改善部門

３　６次産業化部門

５－ア　担い手づくり部門（人） ５－イ　担い手づくり部門（農地）

２　生産技術革新部門

４　販売革新部門
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