H２１採択プロジェクト

園芸

Ｈ２１採択プロジェクト

１ 豪雪地の降雪期における野菜生産
プロジェクト

園芸

２ 真夏のルビー「紅姫」ブランド立上げ
プロジェクト

事業実施主体：株式会社あさあけ農場（尾花沢市）

事業実施主体：株式会社多田農園（山辺町）

◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
豪雪地尾花沢において、耐雪型ハウス設置し、冬期間の無加温野菜栽培（小松菜の
周年出荷・パプリカの育苗等）による周年農業を実践するとともに、顧客ニーズに対応し
た有機農法を確立する。

◆具体的事業
H21：播種機導入
H22：トラスハウス、加温設備
整備

◆創意工夫性
○耐雪型パイプハウスによる豪雪地での周年農業
○農薬や化学肥料に頼らない有機農業の実践
○ワーコム農法による独自の土づくり

サクランボの晩生種（紅秀峰、紅てまり等）栽培を主体とした長期被覆施設（早期被覆フ
ル装備）を設置。収穫果に長期保存技術を利用して高付加価値をつけ、「紅姫」としてブラ
ンド化を目指す。

◆具体的事業
H21：おうとう長期被覆フル装
備施設整備
H23：冷蔵庫収納低温作業棟
建設

◆創意工夫性
○晩生種栽培専用の灌水設備、送風ファン等の設置
○収穫果実の長期保存及び低温作業施設の設置

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H20：4,200千円 → H25：13,000千円）〔H25目標：10,200千円〕
②雇用の創出（H20：169人日 → H25：600人日）〔H25目標：780人日〕
③パプリカ栽培面積
（パプリカ H20：0a → H25：10a）
④小中学校、保育園の給食へ尾花沢産パプリカや小松菜を提供し、地域への食育活動
を実施
⑤担い手を受け入れ、栽培技術等の指導を実施

①産出額の増加（H20：18,000千円→H25：39,043千円）〔H25目標：41,855千円〕
②長期保存技術を活用したサクランボの販売額
⇒ 販売初年度 H23：1,600千円 、H25：6,053千円〔H25目標：6,000千円〕
③雇用の創出（H20：0人日→H25：890人日）〔H25目標：650人日〕
④販売量の増に伴い、他生産者との契約栽培の拡大をしていきたい。

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
地中熱を利用することで、小松菜の生育を早めることができ、今後はさらに１回転多く
作付することで産出額の増加が見込めます。さらに、平成２５年度からトマトの生産を開
始し、栽培技術を高めながら、更なる産出額の拡大につながっています。
また、小松菜やトマトを使用した商品を開発し、スーパー等と提携しながら販路拡大を
目指しております。

新幹線への広告や主要国道、県道沿いに大型看板を設置するなどの販促活動に力を
入れ、長期保存技術の出荷３年目で、最終目標である6,000千円を達成できた。
「紅姫」ブランドの確立を目指し、販売チャネルを絞り込んで一時期に大量販売し、販売
量の更なる拡大を図りたい。

H21採択プロジェクト

園芸

H２１採択プロジェクト

３ 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
での生産拡大と雇用確保

園芸

4 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
事業実施主体：新庄もがみ農業協同組合（新庄市）

事業実施主体：渡辺 貞子（大江町）
◆プロジェクトの概要
ねぎ選果施設の導入により「調整・選別作業」の分業化と品質の高位平準化を図り、
経営面積の拡大と所得の向上を目指す。

◆プロジェクトの概要
施設（ハウス5棟、400坪）の条件整備（園地内通路・水路の整備、除雪機の導入）で作
業の効率化を図り、周年にわたる出荷の拡大と新たな栽培品目の導入により生産額を
増大させる。
女性の感性を生かした栽培に取組み、女性の雇用と新たな農業者を育成する。

◆具体的事業
H21：選果場の建設
H22：選果用機器の導入

◆具体的事業
H21：園地内通路・水路の整
備、除雪機の整備

◆創意工夫性
○最上地域初のねぎの共同選果場の設置
○冬季間は山菜の選果場に転用

◆創意工夫性
○施設周辺の整備、冬期作業の改善による省力化
○女性の感性を生かした農産物の生産
○女性の雇用創出

◆事業の成果
①産出額の増加（H20：68,030千円 → H25：130,296千円） 〔H25目標：168,000千円〕
②雇用の創出（H20：0人日 → H25：2,880人日） 〔H25目標：3,000人日〕
③各農家の平均ねぎ栽培面積の増加（H20：49.4a → H25：72a） 〔H25目標：71.4a〕

◆事業の成果
④最上地域の統一ブランド「もがみねぎ」の評価向上につながっている。
①産出額の増加（H20：4,600千円 → H25：6,400千円）〔H25目標：7,600千円〕
②転作田での野菜栽培面積の増加（H20：10a → H25：30a）
③栽培品目の拡大（金魚草、スプレー菊等）及び高品質化
④雇用の創出（H20：240人日 → H25：270人日）〔H25目標：480人日〕
⑤学校給食への野菜供給による地産地消の拡大
⑥女性農業者の育成（これまで雇用していた女性が野菜栽培・産直出荷を実践し、農業
者として自立し始めている。）

◆事業実施主体の声
自分で目標を決め、工夫しながらこのプロジェクトに取り組んだことが、農業経営の安
定に結びついています。今後も女性の感性を生かした農業経営に取り組むとともに、
次世代を担う孫や地域の子どもたちとの関わりの中で、食育や地産地消の活動を通し
て、楽しみながら農業の魅力や必要性を伝えていきます。

◆事業実施主体の声
本プロジェクトの支援を受け、母体であるJA新庄もがみねぎ生産者協議会が平成25
年度には「農林水産大臣賞・山形県ベストアグリ賞」を受賞することができました。
今後も統一した栽培指導により、更なる作付面積拡大、品質の高位平準化や品質、
ロット共に安定した産地として更なる確立を目指します。
また、魅力ある農業経営の実現、後継者の確保にもつながっており、選果施設及び
部会員の個別経営において、多数の雇用を創出しております。
今後は、共同選果場の活用により、｢もがみねぎ｣の尚一層の生産量の増大及び農
家所得の拡大を図ります。

H２１採択プロジェクト

H２１採択プロジェクト

５「Gentiana&Hydrangea
５「Gentiana&Hydrangea/
/Kumagai Engei」
Engei」
園芸

（りんどう）（あじさい）

土地利用型
園芸

６ 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

事業実施主体：有限会社熊谷園芸（鮭川村）

事業実施主体：早坂 栄一（鮭川村）

◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
りんどうの促成栽培に取り組み付加価値をつけ、また、市場ではあまり見られない
あじさいの栽培に取り組む。

◆具体的事業
H21：りんどう用ハウスの導入

鮭川村における周年農業は菌茸生産が中心となっているが、新たな周年農業のモデル
として、水稲、夏秋野菜、山菜を組み合わせた営農に取り組む。

◆創意工夫性
○りんどうの促成栽培によって、他産地よりも早い
時期に市場に出荷することにより付加価値を生
み出す。
○初夏の市場では青系の生花が少ないため、青
系のあじさいの栽培に取り組み、ブランド化を目
指す。

◆具体的事業
H21：管理機、ハウスの導入、
圃場整備

◆創意工夫性
○中山間の豪雪地帯において、水稲、夏秋野菜、
山菜と組み合わせた新たな周年農業のモデル
を確立する。
・鮭川村で主流となっている菌茸生産より
コストを抑えた周年農業モデル

◆事業の成果
①産出額の増加（H20：2,140千円→H25：31,320千円）〔H25目標：14,150千円〕
②地域内雇用の創出（H20：0人日→H25：2,250人日）
③りんどうの品質が評価され、アメリカをはじめとした海外への輸出も順調に拡大して
いる。

◆事業実施主体の声
りんどうについては継続して高い評価を得ており、販売先の拡大と単価も伸びており
ます。あじさいは栽培方法が難しい状況ですが、今後も技術習得の努力を継続してい
きたいと思います。
ぜひ、ホームページ http://kg-rose.com/index.html もご覧になってください。

◆事業の成果
①水稲、きゅうり、アスパラガス、雪うるいの組み合わせによる産出額の増加
（H20：1,158千円 → H25：3,975千円） 〔H25目標：4,131千円〕
②菌茸のように初期投資が大きくなくとも、周年農業に取り組めるモデルとなった。
◆事業実施主体の声
作付面積を拡大するまでには至らなかったが、収穫期間を伸ばすことなどにより、全
体としては前年度を上回る産出額を確保することができました。
今後はふきのとう（春音）の促成栽培に向けて研修中であり、さらなる産出額拡大に
向けがんばります。

Ｈ２１採択プロジェクト

７
畜産

H２１採択プロジェクト

酪・肉連携による優良肉用牛
増産・増頭プロジェクト

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

事業実施主体：置賜和牛改良ＥＴ組合（米沢市）

事業実施主体：イズミ共同農産（長井市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要
「米沢牛」肥育素牛の地元供給向上に向け、優秀な受精卵の選別・確保と、地元農家へ
の供給による優良繁殖牛の普及及びＥＴ（受精卵移植）和牛子牛の生産拡大を図る。
優秀な雌牛に多排卵処理を行い、採取した受精卵を地元の乳用雌牛に移植し、産まれ
たＥＴ和牛子牛は、一定期間育成させた後、肥育農家が育て米沢牛として出荷する。この
サイクルを構築し、産出額の増大を図る。

◆具体的事業
H21：採卵経費、受精卵のド
ナー委託費、出生したＥ
Ｔ和牛の栄養飼料等
H22：同上

◆創意工夫性
○受精卵移植により、効率的に優秀な繁殖雌牛と米
沢牛素牛の増頭が可能となる。
○酪農家と繁殖和牛農家の連携（受精卵を乳牛の
子宮に移植することで、乳量産出と和牛の増頭の
両方に貢献）

地域の転作地を借り受けて、枝豆の栽培面積を拡大するとともに、栽培品種や栽培方
法を工夫することで品質・収量の向上と長期出荷に取り組み、所得の増加を図る。

◆具体的事業
H21：枝豆収穫機、脱莢機、
選別機、洗浄機、脱水
機、低温貯蔵庫
H23：枝豆ハーベスター、半
自動野菜移植機、枝豆
供給ホッパー

◆創意工夫性
○新たに４品種（快豆黒頭巾、栄錦、ゆかた娘、秘
伝）の栽培を組み合わせることで、長期間出荷を
可能にし、市場ニーズに応える。

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H20:0円 → H25：27,062千円） 〔H25目標：32,000千円〕
②置賜産「米沢牛」肥育素牛の地元供給割合の向上 （Ｈ25：56頭のＥＴ産和牛の販売）
③地域内雇用の創出（H20：0人日→H25：75人日）〔H25目標：113人日〕
④酪農家と育成農家、繁殖農家の連携
（Ｈ26年度 酪農家20戸、育成農家2戸、繁殖農家20戸がこの取組みに参加）
◆事業実施主体の声
ＥＴ和牛子牛は、このプロジェクトを通して、子牛市場で高い評価を得られました。今後
も受精卵の品質と育成技術の向上に努め、地域内畜産農家との連携も強化し、更なる
流通拡大に取り組んでいきたいと思います。また、ＥＴ技術を活用し、種牛の造成にも取
り組んでいきたいと考えています。

①産出額の増加（H20：305千円 → H25：6,836千円）〔H25目標：7,500千円〕
②作付面積の拡大（H20：10a、420kg → H25：424.6a、11,228kg）
③出荷期間の長期化（４品種で約２か月間）
④地域内雇用（H20：0人日→H25：197人日）〔H25目標：300人日〕
◆事業実施主体の声
収穫時期の異なる品種のそれぞれの特性にも徐々に慣れてきたため、長期出荷が
可能となり、最終年度に計画していた面積と産出額の目標についてH26に達成となっ
た。
H26は５品種、H27は６品種の予定で他品種も取り入れ、更なる面積や産出額の拡
大を実現し、それに伴う雇用の増大により地域の活性化にも寄与していきたい。
本事業により導入した機械は、導入から６年が経過しているため、小まめな整備点
検に努め、大事に扱っていきたい。

Ｈ２１採択プロジェクト

土地利用型
園芸

Ｈ２１採択プロジェクト

９ 新たに取り組むハウスのフル活用

特用林産物

１０ 施設園芸ハウスフル活用プロジェクト

事業実施主体：五十川生産組合（長井市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

既存の育苗ハウスを有効活用して、園芸栽培に取り組むとともに、新規にハウスを整備
して1年を通じた野菜の新規多品目栽培に取り組み、所得の増大を図る。
◆具体的事業

事業実施主体：有限会社後藤農場（飯豊町）

既存の花きハウスを活用し、新たにシイタケ栽培を導入して、ハウス栽培による周年農
業を確立し、冬期の雇用拡大と所得の増加を図る。

◆創意工夫性
◆具体的事業

H21：新規ハウスの整備（計
６棟）、灌水設備、暗渠
設備の整備

○新たにハウスを整備するほか、主に水稲育苗用
に使用されてきたハウスを利用し、きゅうりやわさ
び菜、ほうれんそう、ひまわり等を栽培し、1年を
通じたハウスの有効活用を図る。
○市場ニーズに応じた栽培品目を選定する。

H21：ハウス遮光カーテン設
置、棚・菌床シイタケホ
ダ木の導入
H23：同上

◆創意工夫性
○既存のハウスを有効活用し、菌床シイタケの栽培
に取り組む。
○１年を通じてハウス栽培に取り組み、冬期間の雇
用確保と所得拡大を図る。

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加 （H20：22,810千円 → H25：47,529千円）〔H25目標：31,500千円〕
②栽培面積の増加 （H21：延べ1,166㎡（水稲育苗のみ）
→H25：延べ2,336 ㎡（水稲育苗1,166㎡、わさび菜583㎡、
ひまわり388㎡、茎たち198㎡ ））〔H25目標：延べ2,915㎡〕
③わさび菜については産地直売所「菜なポート」や「愛菜館」で販売中。
④雇用の創出 （H20：0人日→H25：170人日）〔H25目標：180人日〕

①産出額の増加 （H20：104,000千円 → H25：117,700千円） 〔H25目標：140,000千円〕
②ハウスの有効活用（１年を通じたハウス利用が可能になった。）
③地域内雇用の確保 （冬期間も雇用を維持）
（H20：0人日→H25：324人日）〔H25目標：180人日〕
④地域への波及効果 （ハウスを転用して利活用を考える農家が現れている）

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
水稲育苗ハウスを園芸栽培の場とすることで、必要最小限の設備投資により複合経
営を実現しました。現在は水稲育苗の他にひまわりやわさび菜を栽培しています。水稲
単一経営と比較して収益性の高い園芸作物は魅力があり、収益の平準化が図られ、経
営安定の一助となっています。また、雇用創造の場としても有効です。
今後も作付作物を微調整しながら、産出額や雇用を増やしていこうと思います。

花苗生産専業でしたが、年間を通じたハウスの有効活用のため、H21に導入し
たシイタケ栽培も栽培技術の向上により収量が向上しています。あわせて冬期間
の雇用も可能になり、計画以上に雇用創出ができました。
今後も、高品質のシイタケ栽培に取り組み、周囲へも取組が普及するよう注力
していきます。

