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県では、農林水産業を活性化し、農林水産業を起点とした産出額の増大を図るため、

平成２１年度から平成２６年度までの６年間、「農林水産業創意工夫プロジェクト支援

事業」を実施してきました。

この事業は、農林漁業者等の皆さんの現場視点での創意工夫に富んだプロジェクト

計画の実現に向け、

① 農林漁業者等の自主性

② 市町村の主体性

③ 採択の透明性

④ 県民への公開性

を確保しつつ、事業メニューや補助への要件を必要以上に設定せず支援していく

「オーダーメイド型」の支援事業となっています。

これまでに３４８件のプロジェクトを採択しており、そのうち主な６５プロジェクトについ

て事例集を作成しました。

農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業について農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業について農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業について農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業について

事業の流れ事業の流れ事業の流れ事業の流れ

プロジェクト計画の策定

「現場の自由な発想」「創意工夫」を活かして、農林漁業者等は５年のプロ

ジェクト計画書を策定し、市町村へ提出します

事業実施年度のみ

事業実施計画の提出・承認

事業実施事業実施事業実施事業実施

実績報告書の提出・完成検査・補助

具体的な事業計画を作成し、市町村へ提出します。市町村は

県へ提出し承認を受けます

市町村の規則等に準じて、入札等により事業を実施します

事業完了後、報告書を提出し、完成検査受検後、補助金が支

払われます

プロジェクト期間中、各年度終了後、事業評価報告書を作成し、市町村へ提出

します

市町村長は、意見を付して県へ提出します

プロジェクト成果評価審査会において、事業の進捗状況等について評価を行

います。

事業主体へ評価を通知するとともに、必要に応じ、支援チーム等によるフォ

ローアップを行っていきます。

また、県ホームページ等で事業の成果を公表していきます

事業評価報告書の作成

市町村長の報告

成果評価審査会の開催

評価・助言

毎年度

市町村長の推薦

計画審査会の開催

採 択採 択採 択採 択

市町村は意見を付して県へ提出します

外部委員を中心としたプロジェクト計画審査会において、産出額の増大や創

意工夫性等の５つの視点でポイント評価を行います

県ホームページで、プロジェクトの名称、事業主体名、事業内容等を公開します



平成21年度採択 プロジェクト計画平成21年度採択 プロジェクト計画平成21年度採択 プロジェクト計画平成21年度採択 プロジェクト計画

番号 分野 プロジェクト名 事業実施主体名 地域 市町村

1 園芸 豪雪地の降雪期における野菜生産プロジェクト （株）あさあけ農場 村山 尾花沢市

2 園芸 真夏のルビー「紅姫」ブランド立上げプロジェクト （株）多田農園 村山 山辺町

3 園芸

施設整備で女性による周年栽培と新品目での生産拡大と雇

用確保

渡辺貞子 村山 大江町

4 園芸 ねぎの生産拡大による産地形成と雇用創出プロジェクト 新庄もがみ農業協同組合 最上 新庄市

5 園芸

ｹﾞﾝﾁｱﾅ（りんどう）　ﾊｲﾄﾞﾗﾝｼﾞｱ（あじさい）

「Gentiana&Hydrangea/Kumagai Engei」

（有）熊谷園芸 最上 鮭川村

6

土地利用型

園芸

中山間地における園芸を核とした周年栽培（鮭川村モデル）の

確立

早坂栄一 最上 鮭川村

7 畜産 酪・肉連携による優良肉用牛増産・増頭プロジェクト 置賜和牛改良ＥＴ組合 置賜 米沢市

8 土地利用型

転作田を活用した枝豆の長期出荷体制の確立による所得向

上

イズミ共同農産 置賜 長井市

9

土地利用型

園芸

新たに取り組むハウスのフル活用 五十川生産組合 置賜 長井市

10 特用林産物 施設園芸ハウスフル活用プロジェクト （有）後藤農場 置賜 飯豊町

11 園芸 転作田・遊休農地を有効活用した小菊栽培

庄内みどり農業協同組合花き部会

切花専門部小菊班

庄内 酒田市

12 園芸 休耕農地を利用した大規模庄内あさつきの栽培 土田裕道 庄内 酒田市

13 土地利用型 消費者と一緒になった自給力アッププロジェクト 遊佐町共同開発米部会 庄内 遊佐町

平成22年度採択 プロジェクト計画平成22年度採択 プロジェクト計画平成22年度採択 プロジェクト計画平成22年度採択 プロジェクト計画

番号 分野 プロジェクト名 事業実施主体名 地域 市町村

14

直接販売・

サービス

JAやまがたおいしさ直売所紅の蔵店開設プロジェクト 山形農業協同組合 村山 山形市

15 園芸 花卉オリジナル品種のバイテクによる増殖プロジェクト 高橋重光 村山 尾花沢市

16 土地利用型

べに花めだかブランド米と雇用創出による地域農業形成プロ

ジェクト

（株）奥山農園 村山 河北町

17

土地利用型

農産加工

おじいちゃん、おばあちゃんの中山間農地管理おまかせプロ

ジェクト

大泉忠昭 村山 西川町

18 特用林産物

新部門　簡易培養センター設置による、ぶなしめじ生産拡大プ

ロジェクト

（有）マッシュグループ 最上 新庄市

19

園芸

農産加工

農産物加工及び周年農業への挑戦 農事組合法人いずえむ 最上 金山町

20 畜産 真鴨・雛・食用肉生産販売施設整備 庄司太郎 最上 舟形町

21

園芸

農産加工

最上伝承野菜“甚五右ヱ門芋”の6次産業化プロジェクト 佐藤春樹 最上 真室川町

22 特用林産物 菌床しいたけ肘折温泉朝市産直拡大プロジェクト 大蔵生しいたけ部会 最上 大蔵村

23 特用林産物 多品目キノコの効率栽培とバイオマスエネルギープロジェクト 合同会社ライズ 最上 鮭川村

24

園芸

農産加工

在来野菜・新野菜の加工品製造・周年栽培による生産の拡大

プロジェクト

遠藤孝太郎 置賜 長井市

掲　載　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト　一　覧

平成25年度　事業実施成果の内容を記載



番号 分野 プロジェクト名 事業実施主体名 地域 市町村

25

土地利用型

園芸

水稲栽培における施設整備と新規にんにく栽培導入プロジェ

クト

酒井喜三 置賜 長井市

26

園芸

畜産

農産加工

ぶどう栽培と羊放牧を組み合わせた低コスト循環型農業によ

る高品質ワイン製造と地域ブランドの創造

（有）酒井ワイナリー 置賜 南陽市

27 土地利用型 福沢地区水田利活用プロジェクト 福沢地区農業機械利用組合 置賜 高畠町

28

農産加工

直接販売

・サービス

雑穀＆加工品直売プロジェクト 山口ひとみ 置賜 小国町

29

農産加工

直接販売

・サービス

つるおかフルーツの里・くしびきステップアッププロジェクト （株）産直あぐり 庄内 鶴岡市

平成23年度採択 プロジェクト計画平成23年度採択 プロジェクト計画平成23年度採択 プロジェクト計画平成23年度採択 プロジェクト計画

番号 分野 プロジェクト名 事業実施主体名 地域 市町村

30 園芸 バラ栽培における最適な環境構築プロジェクト （株）アキバナーセリー 村山 山形市

31

園芸

農産加工

「ニンニクで元気モリモリ」農村活性化プロジェクト （株）ジオンジファーム（渡辺雅一） 村山 寒河江市

32

土地利用型

農産加工

直接販売

・サービス

そば・わさびを核に農業と集落再生の限界に挑むプロジェクト

農事組合法人

作谷沢そば生産組合

村山 山辺町

33 農産加工

朝日町特産果実を活用したスイーツのブランド化と全国販売

の展開

農事組合法人うまいくだもの園 村山 朝日町

34 土地利用型 若い担い手集団による地域農業再編プロジェクト 大江町カントリーファーム 村山 大江町

35 園芸 若者園芸実践塾と花き農家による新規品目生産プロジェクト 新庄市若者園芸実践塾運営協議会 最上 新庄市

36 農産加工 ６次産業化による周年農業の確立プロジェクト かねやま旬菜倶楽部 最上 金山町

37 林業 木質バイオマス資源安定供給プロジェクト （株）もがみ木質エネルギー 最上 最上町

38 農産加工 マッシュルーム生産日本一プロジェクト （有）舟形マッシュルーム 最上 舟形町

39 農産加工 生産規模拡大事業プロジェクト （有）鮭川えのきセンター 最上 鮭川村

40 園芸 無農薬サンチュを山形から全国へ　プロジェクト （有）安全野菜工場 置賜 米沢市

41 農産加工

山形たまごのご当地スイーツ製造及び高級たまごブランド化

プロジェクト

（株）山田鶏卵 置賜 米沢市

42 園芸 FOEASによる高品質園芸作物生産プロジェクト ファーマーズ高志園 置賜 川西町

43

土地利用型

直接販売

・サービス

消費者ふれあい交流レベルアッププロジェクト 井上馨 庄内 鶴岡市

44

土地利用型

園芸

月山高原 大規模農業再生・生産拡大プロジェクト （有）米作 庄内 鶴岡市

45 畜産 豚尿液肥と飼料用米を活かす循環型農業プロジェクト 五十嵐一春 庄内 鶴岡市

46

直接販売

・サービス

食の都庄内から米文化発信プロジェクト （有）米の里 庄内 鶴岡市

47 園芸 鳥海山麓から日本一の品質のバラを届けるプロジェクト 池田善幸 庄内 酒田市



平成24年度採択 プロジェクト計画平成24年度採択 プロジェクト計画平成24年度採択 プロジェクト計画平成24年度採択 プロジェクト計画

番号 分野 プロジェクト名 事業実施主体名 地域 市町村

48 土地利用型

大規模省力稲作経営と顔の見える販売戦略による付加価値

米生産プロジェクト

鈴木淳 村山 山形市

49

園芸

農産加工

直接販売

・サービス

上山市の地域資源であるブドウと西洋梨を有効活用したワイ

ンの生産と販売プロジェクト

農業生産法人

（有）蔵王ウッディファーム

村山 上山市

50 園芸

高級果樹シリーズのブランド化によるオンリーワン企画販売と

輸出展開プロジェクト

丸山果樹園　山口義孝 村山 天童市

51 園芸 地産地消・付加価値販売型農業実現計画 中嶌聡 最上 最上町

52 林業

雪の融解潜熱を利用した除湿式木材乾燥施設整備プロジェク

ト

（株）カネシチ 最上 舟形町

53 特用林産物 きのこ栽培工場における省エネルギー化事業 （株）縁の起 最上 鮭川村

54 畜産 やまがた最上鶏ブランド化プロジェクト （株）アイオイ 最上 鮭川村

55 林業 置賜の木利用拡大プロジェクト （株）アイタ工業 置賜 米沢市

56 土地利用型

地域農業の土台づくりと消費者と結びついた米販売戦略プロ

ジェクト

（農）サンファームしらたか 置賜 白鷹町

57 水産 地魚トップブランド化促進プロジェクト 本間仁 庄内 鶴岡市

58 農産加工

耕作放棄地の活用によるオーガニック栽培愛玩動物用飼料

製造プロジェクト

山澤清 庄内 庄内町

59 農産加工 特別栽培餅米加工販売拡大プロジェクト 余目町農業協同組合 庄内 庄内町

60 農産加工 農家体験レストランで６次産業化プロジェクト 髙梨美代子 庄内 庄内町

平成25年度採択 プロジェクト計画平成25年度採択 プロジェクト計画平成25年度採択 プロジェクト計画平成25年度採択 プロジェクト計画

番号 分野 プロジェクト名 事業実施主体名 地域 市町村

61 土地利用型

「高鮮度みちのく雪むろ米　つや姫」集荷安定対策と産地ブラ

ンド化確立プロジェクト

みちのく村山農業協同組合 村山 村山市

62 園芸 ねぎの生産拡大と秋の「紅寅」ブランド立上げプロジェクト 清水寅 村山 天童市

63 土地利用型

紅花発酵酵素と籾殻灰ケイ酸使用による高付加価値米の生

産拡大プロジェクト

株式会社 天心園 村山 河北町

64 園芸

ラズベリーの高品質安定生産及び冷凍果実の周年供給によ

る産地形成と雇用創出プロジェクト

最上ラズベリー会 最上 新庄市

65 園芸 多面的流通による総合生産への挑戦プロジェクト かねやま産直ねっと 最上 金山町


