
【目標指標】 

【戦略５】畜産業の競争力強化  （その１） 

国内外の競争激化を踏まえたブランド力の向上や規模拡大等により、畜産業の競争力強化をめざしていく。 

① 地域で支える畜産クラスター推進プロジェクト 

目標指標 戦略 
策定時 

現状値 
H30 

目標値 
H32 

目標値 

畜産による産出額 
447億
（H26） 

473億
（H27） 

4８5億円 500億円 
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【前年度までの主な取組状況、評価・課題等】 

＜前年度までの主な取組状況＞ 
○若手の畜産担い手の育成 
 ・担い手のスキルアップや交流促進を図るため 
   和牛塾などの研修会を各総合支庁単位で開催 
 
○畜舎等の生産基盤強化の支援 
 ・畜産経営競争力強化支援事業（県単）により 27地区（事業費計約６億円）  
  の施設整備等を支援するとともに、畜産クラスター事業（国庫）により12地区  
   （事業費計約57億円）の施設整備を支援 
 
＜評価・課題等＞ 
○若手担い手の継続的な育成 
 ・担い手を対象とした研修会の開催により、飼養管理技術の向上や相互の  
    交流促進が図られている。生産者の高齢化等による畜産農家戸数の減少  
    が続いているため、後継者や新規就農者の担い手を継続的に育成・確保  
  していくことが必要 
○生産基盤の更なる強化 
 ・規模拡大のための施設整備や省力化・生産性向上のための機械導入へ  
  の支援により、担い手の生産基盤の強化が着実に進んでいる。畜産による 
  産出額500億円の達成に向けて、引き続き意欲ある担い手が 行う規模拡 
  大等 の取組みを地域ぐるみで支援していくことが必要 
  

(1) 畜産生産 ～山形生まれ山形育ちの畜産物の生産拡大とブランド力向上～ 

【30年度の主な取組み】 

○若手の畜産担い手の育成 
・肉用牛の担い手育成のための研修会の開催（４回） 
・酪農の担い手育成のための研修会の開催（１回） 
 
○畜舎等の生産基盤強化の支援 
・畜産経営競争力強化支援事業（県単）により施設 
 整備等を支援 
・国の平成29年度補正予算の畜産クラスター事業 
 により、肉用牛、豚、肉用鶏の事業規模の大きい 
 ６地区（事業費計約24億円）の施設整備、また、 
 省力化・生産性向上機械の導入について、国の 
 採択に基づき支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の推進方向】 

・技術向上研修会の開催や、特に新規就農者等に対しては、重点指導など   
 できめ細かな支援を実施し、畜産担い手を育成 
・意欲ある担い手に対して、国庫や県単事業により生産基盤の拡大とコスト削 
 減を推進し、経営の安定化を図るとともに競争力を強化 

  畜産クラスター事業でＨ29に整備した大規模肉用鶏舎（鮭川村） 



【目標指標】 

【戦略５】畜産業の競争力強化  （その２） 

③ 酪農生産性向上・消費拡大プロジェクト 

目標指標 
戦略 
策定時 

現状値 
H30 

目標値 
H32 

目標値 

乳用牛産出額 
81億円
（H26） 

89億円
（H28） 

89億円 93億円 

経産牛１頭当たり
生乳生産量 

7,254kg
（H23～27） 

7,645ｋｇ
（H28） 

7,600kg 7,700ｋｇ 
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(1) 畜産生産 ～山形生まれ山形育ちの畜産物の生産拡大とブランド力向上～ 

【前年度までの主な取組状況、評価・課題等】 

＜前年度までの主な取組状況＞ 
○乳用牛のベストパフォーマンス実現の支援 
・牛群の能力検定の普及や飼養管理技術の向上の 
 ためのベストパフォーマンス実現セミナーを開催。 
・後継牛の確保に向けた性判別精液活用促進のた 
 めの現地研修会を総合支庁単位に４地域で開催 
○県産牛乳等の消費拡大 
・山形県牛乳普及協会との連携により、県産牛乳 
 及び乳製品を利用した料理コンクールの開催等を通して、県産牛乳等の 
 ＰＲを実施 
・山形県ミルクブランド推進協議会との連携により、商談会やイベントへの出  
 展を通して、県産ヨーグルト等のＰＲを実施 
＜評価・課題等＞ 
○乳用牛のベストパフォーマンス実現の支援 
・セミナーや現地検討会の開催等により飼養管理技術の向上が図られ、経産  
 牛１頭当たりの生乳生産量は徐々に増加しているものの、酪農の戸数・頭  
 数が減少していることに加え、乳用初妊牛価格の高騰により後継牛の導入 
 が困難な状況が続いていることから、生乳生産量の拡大に向けた取組みを 
 引き続き推進していくことが必要 
○県産牛乳等の消費拡大 
・県産ヨーグルト等の乳製品開発と販売拡大が進んでいるものの、牛乳・乳製 
  品における産地間競争が激化していることから、県産飼料利用や資源循環 
 などの生産面でのこだわり等をアピールした販促活動が必要 

【30年度の主な取組み】 

○乳用牛のベストパフォーマンス実現の支援 
・牛群の能力検定の実施への指導・支援 
  （対象50戸） 
・ベストパフォーマンス実現セミナーの開催 
 （１回） 
・性判別精液活用促進のための現地研修会 
  の開催（２回） 
 
○県産牛乳等の消費拡大 
・山形県牛乳普及協会との連携により、イベント等での県産牛乳のＰＲ活動を 
 実施 
・山形県ミルクブランド推進協議会との連携に 
 より、商談会やイベント等での県産ヨーグル 
 ト等乳製品のＰＲと販促活動を実施 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の推進方向】 

・乳用牛の能力を最大限発揮できる飼養管理の実践と性判別精液を活用し  
 た後継牛の安定確保等により、生乳生産量の拡大及び所得向上を推進 
・本県の酪農と乳業が連携し、こだわりのある生乳生産等による高付加価値  
 化を一層推進するとともに、こうして製造された商品を牽引役として県産牛  
 乳・乳製品全体の販路を開拓・拡大 

 



【目標指標】 

【戦略６】「やまがた森林ノミクス」の推進  （その１） 

 県民総参加で森林資源を利活用する「やまがた森林ノミクス」を推進し、林業・木材産業の収益性の向上を
目指していく。 

① 再造林推進プロジェクト 

目標指標 戦略 
策定時 

現状値 
H30 

目標値 
H32 

目標値 

再造林率 
33％ 
（H27） 

32％ 
（H28） 

70％ 100％ 

再造林支援の 
基金制度創設 

－ 
制度創設 
（H29） 

制度運用 制度運用 

(2) 木材生産・加工 ～木を育て・使い・再び植える「緑の循環システム」の構築～ 

【前年度までの主な取組状況、評価・課題等】 

＜前年度までの主な取組状況＞ 
・平成29年度に関係事業者で構成する「山形県再造林推進会議」を４回開 

 催し、行政と民間が連携して再造林を支援する仕組みについて検討を行う 

 とともに、民間事業者で構成する「山形県再造林推進機構」の設置につい 

 て、関係者間で合意形成を図った 

・「主伐・再造林」を適正かつ計画的に進めるため、「皆伐・更新施業の手引 

 き」と「伐採事業者と造林事業者の連携等による伐採と再造林のガイドライ 

 ン」を平成30年３月に作成 

 

＜評価・課題等＞ 

・民間事業者で構成する「山形県再造林推進機 

 構」が平成29年12月に設置されるなど、再造林 

 を推進するための支援体制は整いつつある 

・伐採事業者と森林組合等の造林事業者が情 

 報の共有を図り、伐採前の段階で、連携して森 

 林所有者に再造林を働きかけることが必要 

 

【30年度の主な取組み】 

○再造林の推進体制の整備 
 ・「山形県再造林推進会議」において、再造林推進に向け、伐採事業者と造 
  林事業者の連携に係る課題の洗い出しと対策について継続して検討 
 ・伐採事業者と造林事業者に対し、平成29年度に作成した手引き、ガイドラ 
  インに則して、「伐採・更新計画」を自主的に作成し、連携して「主伐・再造 
  林」を計画的に実行するよう指導 
 ・再造林の低コスト化を図るため低密度植栽技術の確立に向けた実証を実施 
○再造林の支援体制の構築 
 ・再造林推進機構と連携し、補助率100％の再造林支援等により森林所有 
  者の再造林意欲を喚起 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

【今後の推進方向】 

・市町村森林整備計画や県作成の「皆伐・更新施業の手引き」等に基づき、  
 伐採事業者と造林事業者が連携して主伐（皆伐）後の再造林を適正かつ 
 計画的に実施するよう、指導を徹底 
・行政と機構が連携して、持続的に再造林を支援する取組みを継続 

「山形県再造林推進機構」の設立 
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【目標指標】 

【戦略６】「やまがた森林ノミクス」の推進  （その２） 

② 県産木材安定供給プロジェクト 

目標指標 戦略 
策定時 

現状値 
H30 

目標値 
H32 

目標値 

木材生産量 
36万㎥ 
（H27） 

42.6万㎥ 
（H28） 

55万㎥ 60万㎥ 

高性能林業機械保有
台数 

82台 
（H26) 

102台 
（H28） 

138台 150台 

林内路網整備 
117km 
（H27） 

113km 
（H29） 

143km 152km 

森林管理認証の取得
団体数（累計） 

－ 
２件 

（H29） 
３件 ５件 

ＪＡＳ製品出荷量 
28千㎥
（H27） 

30千㎥ 
（H28） 

76千㎥ 85千㎥ 
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(2) 木材生産・加工 ～木を育て・使い・再び植える「緑の循環システム」の構築～ 

【前年度までの主な取組状況、評価・課題等】 

＜前年度までの主な取組状況＞ 
 ・施業の集約化を目指した森林経営計画の策定が進んでいない地域に対 
  し、重点的な指導等を実施 
 ・東京2020オリ・パラ関連施設での木材使用の 
  調達基準となる森林管理認証を７月に取得 
 ・製材工場１工場がJASの認定を取得 
 
＜評価・課題等＞ 
 ・森林経営計画の策定や高性能林業機械の導 
  入等により、施業の低コスト化を一層推進する 
  とともに、間伐主体の森林経営から主伐主体の 
  森林経営へ方向転換を図ることが必要 
 ・県産木材や県産木材製品の高付加価値化に 
   向けて、森林管理認証やJAS認定製材工場を 
   着実に増加させ、非住宅分野への木材利用を 
   推進することが必要 

【30年度の主な取組み】 

○施業の集約化の推進 
 ・現行の間伐主体の森林経営計画から主伐主体の計画への変更の促進 
 ・森林整備活動支援交付金の活用による森林の境界明確化の推進 
○林内路網の整備促進 
 ・林道開設６路線、林道改良２路線、林業専用道４路線（うち新規開設１路 
  線を計画）について着手予定 
○高性能林業機械の導入推進 
 ・国の補助事業等を活用し、事業体の導入を 
  支援（購入６台、貸付５台） 
 ・高性能林業機械の導入に向けた普及啓発 
    や、次年度以降の機械導入計画の把握 
○効率的な伐採の推進   
 ・森林経営計画に基づく路網整備と高性能 
   林業機械を組み合せた低コスト作業シス 
  テムによる搬出間伐の促進  
○県産木材の流通拡大 
 ・県産木材加工流通施設の整備 
 ・国有林、県、原木生産団体による連絡調整 
   会議の実施 
○森林認証取得の促進 
 ・森林管理認証制度の普及、ＰＲ活動の実施 
○県産木製品の高付加価値化の推進 
 ・JAS認定取得のため県内製材所等に対する 
    普及啓発を行うとともに、取得経費に係る経 
  費を助成 

【今後の推進方向】 

 ・施業の集約化を一層進め、低コスト作業システムを構築して県産木材の 
  安定供給を推進 
 ・県産木材製品の高付加価値化の取組みを推進 

 JAS認定の取得 

  林業専用道の整備 

高性能林業機械の導入推進 

 森林管理認証の取得 



【目標指標】 

【戦略７】水産業のさらなる振興  （その１） 

 豊かな海づくり大会を契機とした水産業のさらなる振興を図り、ブランド化や消費拡大による漁業者の所得
向上を目指していく。 

① 海面漁業生産基盤強化プロジェクト 

目標指標 
戦略 

策定時 
現状値 

H30 
目標値 

H32 
目標値 

漁業の新規就業者数 
(4年間の累計) 

51人 
（H24～27） 

37人 
(H26～29) 

15人 70人 

トップランナー（漁業所
得400万円以上の経営
体）数 

23経営体 
（H27） 

35経営体 
（H28） 

28経営体 43経営体 

漁業試験調査船新船
建造 

25年経過 
（H28） 

基本設計完
了（H29） 

着工 
竣工
（H31） 

17 

漁業試験調査船「最上丸」 

漁業就業準備研修 

(1) 海面漁業 ～海面漁業のブランド化と庄内浜産水産物の消費拡大による漁業者の所得向上～ 

【前年度までの主な取組状況、評価・課題等】 

＜前年度までの主な取組状況＞ 
・県内中学生を対象に少年水産教室を開催（７月～８月、 
 96名参加）し、加茂水産高校生を対象に、底びき網体 
 験漁業（６月、11名参加）及び定置網体験漁業（10月、 
 17名参加）を実施 
・漁業就業に向け平成28年12月から１名の準備研修 
 を実施、29年４月以降、累計７名から問い合せがあり、 
 うち１名が10月から準備研修を実施 
 
＜評価・課題等＞ 
・研修制度の認知度がまだ低いことから、新たな漁業就業者の確保・育成 
 に向け、漁業研修制度の周知を図るためのＰＲ活動を積極的に行うともに、 
 新規就業者の定着率を上げるため、動機付けから独立・定着まで、各段階 
 に応じて、丁寧な支援を行うことが必要 
・老朽化し、性能が低下した漁船のまま操業するトップランナーがまだまだ 
 多いことから、漁業者の生産性向上のための代船建造の支援制度の活用 
 を積極的に図っていくことが必要 

【30年度の主な取組み】 
○水産業の人材育成 
・将来の進路として水産分野に興味を持ってもらうため、県内の中学生を対 
 象に少年水産教室を開催（７月～８月） 
・本県漁業について理解を深めてもらうため、加茂水産高校生を対象と 
 した底びき網及び定置網の体験漁業の実施（６月、10月） 
・研修制度の認知度向上のため、漁業研修制度の積極的なPR活動を実施 
・就業希望者の実情に合わせた漁業研修等の新規・独立就業支援を実施 
・生産、流通、加工など水産業に係る担い手の確保・育成対策を検討する 
 協議会の運営 
○漁業のトップランナーの育成 
・漁業の生産性の維持・向上により所得の向上を図り、漁業のトップラン 
 ナーを育成するため、継続して代船建造への支援を実施 
○漁場環境の保全と水産資源の維持・増大 
・アドバイザーや専門家の助言指導を適宜取り入れ、漁場環境の保全にかか 
 る活動内容の充実を図る。 
○漁業試験調査船「最上丸」の新船建造など 
 水産関係インフラの維持整備 
・漁業者の所得向上につながる効果的・ 
 効率的な漁業に向けた調査研究を推進 
 するため、漁業試験調査船「最上丸」の 
 新船建造に着手 
・酒田漁業無線局の無線関連機器の維 
 持整備に着手 

【今後の推進方向】 

・漁業就業者の確保や持続可能な経営体の育成、老朽化した漁船や漁港 
 施設の更新など水産関係のインフラ整備による機能強化、栽培漁業や資 
 源管理による水産資源の維持・増大に取り組み、漁業生産基盤の強化を 
 図る 
 



【目標指標】 

【戦略７】水産業のさらなる振興  （その２） 

③ 県産水産物利用拡大プロジェクト 

目標指標 
戦略 
策定時 

現状値 
H30 

目標値 
H32 

目標値 

県内内陸部におけ
る庄内浜産水産物
の流通比率 

10.5％
(H25～H28
の平均) 

7.1％ 
（H29） 

13.0％ 15.0％ 

低利用魚の平均単
価 

270円/kg 
（H27） 

256円/kg 
（H29） 

310円/kg 350円/kg 
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(1) 海面漁業 ～海面漁業のブランド化と庄内浜産水産物の消費拡大による漁業者の所得向上～ 

【前年度までの主な取組状況、評価・課題等】 

＜前年度までの主な取組状況＞ 
・平成26年9月より村山地域を中心に「やまがた庄内浜の魚応援店」の募集を
開始し、平成27年度から県内陸部全域に募集を拡大し、平成29年度末現在
123店舗に拡充。また、庄内地域において応援店と漁業者の交流会を開催し、
漁業体験や鮮度保持技術の講演等により両者のマッチングを図った 

・おいしい山形旬の魚キャンペーン（春・秋）、応援店スタンプラリー（秋）を開催
し、量販店における販売促進や応援店での利用拡大を図るため、庄内浜産
水産物のプロモーションを実施。また、山形市霞城セントラル・アトリウムにお
いて「庄内浜魚まつりin山形」、「寒鱈まつりin山形」を開催し、庄内浜産水産
物形旬の魚の認知度向上を図った 

・庄内浜文化伝道師による料理教室（伝道師講座）や「出張お魚教室」を県内
全域において開催し、魚食普及を図った。また、伝 
道師の調理技術や知識の向上のため、体験漁業及 
びレベルアップ講座を実施し、伝道師の育成を図った 

・漁家女性による低利用魚を活用した水産加工品の 
 製造・販売に対し支援を実施 

＜評価・課題等＞ 
・おいしい山形旬の魚キャンペーン等のプロモーション 
 により、内陸部での認知度向上が図られたが、更に 
 消費拡大を目指すため、時化等による鮮魚不足に対  
応できる安定供給策を検討、推進することが必要 

【30年度の主な取組み】 

○県内における認知度向上及び消費拡大 

・「やまがた庄内浜の魚応援店」の募集を内陸 
 全地区に拡大し、継続して活動を展開 
・おいしい山形旬の魚キャンペーン・応援店ス 
 タンプラリーや、庄内浜魚まつり、寒鱈まつり 
 等、県内陸部での効果的な庄内浜産水産物 
 のプロモーションを継続 
・平成30年10月より開催される「新潟県・庄内 
 エリアプレＤＣ」に向け、「食の都庄内」や観光 
 分野等と連携して、庄内浜産水産物の魅力を 
 県内外に向けて発信 
・庄内浜文化伝道師による料理教室（伝道師 
 講座）や「出張お魚教室」の継続により魚食普 
 及を図るとともに、地域と連携して伝道師の活 
 躍の場を広める取組みを推進 

・山形県漁協由良水産加工場での急速冷凍商 
 品開発及び販路開拓への支援により、庄内浜 
 産水産物の安定供給体制を構築 
 
○低利用魚を活用した水産加工品製造・販売の 
 支援 

・低利用魚を活用した水産加工品を製造・販売 
 するため、漁家女性のグループ化による6次産 
 業化への支援や販売力強化に向けた研修会 
 を開催 

・冷凍加工商品の開発及び販路開拓への支援に 

 より、庄内浜産水産物の安定供給体制を構築 

【今後の推進方向】 

・「庄内浜の魚消費拡大総合プロジェクト」の展開により、県内消費の拡大  
 に向けた積極的な情報発信とＰＲの強化、魚料理の良さを知る機会の提供 
 による魚食普及を推進 

・観光分野との連携により、県内外に向けた情報発信とＰＲを強化 

旬の魚キャンペーン・ 
応援店スタンプラリー 急速冷凍した水産物 

漁家女性対象の研修会 

寒鱈まつり In 山形 
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