H２３採択プロジェクト

園芸
農産加工

H２３採択プロジェクト

３１「ニンニクで元気モリモリ」農村活性化
プロジェクト

土地利用型
農産加工
直接販売
サービス

３２ 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

事業実施主体：株式会社ジオンジファーム（渡辺 雅一）
（寒河江市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

耕作放棄地を解消してニンニクを栽培し、付加価値の高い黒ニンニクをはじめとするニン
ニク加工品を生産する。生ニンニクと加工ニンニクを大手デパートや直売所で販売し、６次
産業化を目指して販路拡大する。
◆具体的事業

事業実施主体：農事組合法人作谷沢そば生産組合（山辺町）

飲食店や直売コーナーの設置により高品質なそばの加工や販売を行い、そばやわさび
を中心とした地域活性化を図るための農業生産拠点を創る。

◆創意工夫性
◆具体的事業

Ｈ23：トラクター、植付機等の農業
機械とニンニク加工設備導入
Ｈ24：ニンニク乾燥機、ニンニク収
穫機、業務用冷蔵庫ほか農
業機械の導入

○耕作放棄地の解消と農業後継者の育成
○付加価値の高い黒ニンニクやニンニク加工品
の生産と販売
○耕作面積を増やしニンニクの産地とすることで、
地域農業を活性化

◆事業の成果
①産出額の増加（H22：1,000千円 → H25：20,900千円）〔H27目標：50,000千円〕
②耕作放棄地の解消（H22：１ha → H25：3ha）〔H27目標：10ha〕
③農業後継者育成及び雇用の確保（H22：264人日→H25：650人日）〔H27目標：516人日〕
※H27目標を達成しており、さらなる雇用創出に取り組んでいるところ。
④黒ニンニクをはじめとするニンニク加工品の大手デパート流通とニンニク産地としての
知名度UP

H23：飲食店・直売コーナー、
厨房機器、製粉機

◆創意工夫性
○豊富な湧水や地元産100%の「そば」や「わさび」を
活用した高品質なそばの生産と飲食店・直売所で
の販売
○農地の荒廃防止と有効活用対策によるそば生産

◆事業の成果
○産出額の増加 （H22：9,000千円 → H25：17,520千円）〔H27目標：26,917千円〕
○そばの経営面積の増加 (H22：17ha → H25：30ha) 〔H27目標：25ha〕
○雇用の創出 (H22：0人日→H25：851人日) 〔H27目標：950人日〕

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
ニンニクで人も地域も元気にしたいと頑張っています。
地域農業の発展のため、新規就農を希望する若者とともに汗を流し、研修を行ってい
ます。
商品は、生のニンニクのほか、黒ニンニク、にんにく味噌、焼肉のたれを加工製造して
おり、年々販売先も増え、好評を得ております。
これからも、耕作放棄地の解消も含め、地域農業の活性化に貢献していきたいと思っ
ています。

直営店「そば処弁天」がオープンして２シーズン目となり、地区外からの来客による活
気が生まれている。そば、そして直売コーナーでの地元農作物、それらの加工品の販
売等、作谷沢にとことんこだわった魅力ある取組みを進めて、地域農業の再生と所得
向上にも貢献していきたい。

H２３採択プロジェクト

農産加工

H23採択プロジェクト

３３ 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

土地利用型

３４ 若い担い手集団による地域農業再編
プロジェクト
事業実施主体：大江町カントリーファーム（大江町）

事業実施主体：農事組合法人 うまいくだもの園（朝日町）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

作業所を新たに整備して、加工用と生食用の作業場を完全に分離し、製造工程の高度
な衛生管理体制を整え、果物の加工・生食の両分野において、生産量と販売額の増加を
図る。
◆具体的事業

若手農業者が受託団体を組織し、水稲作業受託等により、コスト低減や農地の有効利
用を進めるとともに、特別栽培米の生産拡大など環境保全型農業を推進する。

◆創意工夫性
◆具体的事業

H23：作業所の新設、加工場
の増築、冷凍庫、梱包
機の整備

○全国の有名百貨店への出品に適した作業所の新
設と加工場の改修による高度な衛生管理体制の
構築
○商品デザインの一新
○売れる商品づくりの研究

H23：トラクター、ブロードキャ
スター、大豆・そばコン
バイン、機械格納庫整
備

◆創意工夫性
○ 増加する農作業委託の受け皿組織となる。
○ 農作業を効率化し、地域特産品「くろべえなす」の
生産拡大を図る。

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加 （H22：加工5,292千円、生食25,000千円 → H25：加工5,621千円
生食27,803千円）〔H27目標：加工10,000千円、生食30,050千円〕
②販路の拡大 H25販売先：（東北）大沼デパート、藤崎デパート、（関東）東急百貨店、
高島屋、（関西）近鉄百貨店、（九州）井筒屋等。 通販会社との契約販
売を開始。地域に根差したスイーツカフェ＆旬のくだものの店舗を開設。
③雇用の増加 （H22：270人日 → H25：320人日）〔H27目標：470人日〕

◆事業実施主体の声
特産果実をつかったスイーツを製造する上で必要な衛生管理体制が整ったため、デ
パート販売や通販契約の販路拡大につながっています。全国に直接宣伝することによ
り、売上増加が期待できます。
地元にスイーツカフェと旬のくだもの販売の店舗を開設し、いつでも商品をお求めいた
だける体制も整いました。６次産業化の取り組みで町の若手農業者における先駆的な
役割を果たし、今後もより一層地域の活性化につながるよう頑張っていきたいと考えて
おります。

① 産出額の増加（H22：21,912千円 → H25：40,213千円 ）〔H27目標： 48,459千円〕
② 経営・作業の受託(水稲、大豆、そば)（H22：0ha → H25：37.6ha） 〔H27目標： 27ha〕
③ 雇用の創出 （H22：0人日→H25：219人日） 〔H27目標：144人日〕
※産出額・作業面積・雇用とも、H25目標を大きく上回ることができた。

◆事業実施主体の声
春（水稲）の耕起・代掻き・田植え、秋（畑地）の大豆とそばの刈取りの受託作業を行
いました。今後も、受委託作業を実践し、機械の作業効率向上と組織の経営内容を確
認しながら、目標達成に向けて受託面積を拡大し、雇用の創出、農地の有効利用、地
域農業の活性化に貢献できるよう取り組んでいきます。

H２３採択プロジェクト

園芸

H２３採択プロジェクト

３５ 若者園芸実践塾と花
若者園芸実践塾と花き
き農家による新規
品目生産プロジェクト

農産加工

３６ ６次産業化による周年農業の確立
プロジェクト

事業実施主体：新庄市若者園芸実践塾運営協議会（新庄市）

◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

市内の花き生産者の中から、指導的な立場にある実践農家を組織化し、塾生の指導に
当たるとともに、新規品種の栽培を手がけることにより実践農家がそれぞれに持つ栽培
技術を精査し、高品質の新規商品の生産を図る。

◆具体的事業
H23：塾施設の整備

事業実施主体：かねやま旬菜倶楽部（金山町）

◆創意工夫性
○市内２農協（JA新庄市、JA新庄もがみ）の枠を越えて
花き生産者数名を組織化し、実践塾で指導に当たりな
がら新たな品種の生産を目指す。

米（特別栽培米）のほか、大豆、そば、野菜（にら、きゅうり、ねぎ、なす等）、山菜（たら
の芽、うるい等）、農産加工品（惣菜、漬物、菓子）など多品目の生産を拡大するとともに、
スーパーマーケット内にインショップを開設して販売する。

◆具体的事業
H23：加工施設の建設、農機具
の購入等
H24：加工用設備、農機具の導
入等

◆創意工夫性
○多品目農産物の生産・加工・販売
○県内の複数のスーパー内にインショップを開設
し、消費者ニーズに対応できる生産システムを
確立する。

◆事業の成果
①産出額の増加（H22：0千円→H25：1,737千円）〔H27目標：2,230千円〕
②これまでに10名の塾生が卒塾し、新規就農者・地域の担い手として営農している。
③毎年５名程度の塾生を募集し、青年農業者の育成を行っている（H26：塾生４名） 。
④平成25年度より青年就農給付金（準備型）の研修機関の認定を受けた。
⑤６名の方から実践農家として、塾生指導の協力を得ている。
◆事業実施主体の声
農業後継者が不足している時代ではありますが、本プロジェクトに支援をいただき、
整備した施設を若者園芸実践塾に活用しております。
若者園芸実践塾では園芸作物の栽培を行っており、特に市内の花き農家からご協
力いただき、トルコぎきょう等の花き栽培に力を入れております。卒塾生の中には引き
続きトルコぎきょうやストック等を栽培している者もおり、花き栽培の後継者として日々
努力しているところであります。
今後は時代や農家、地域のニーズに合わせて栽培作物を選択し、より多くの後継者
を輩出していく塾を目指し、地域農業の活性化に寄与していきたいと考えております。

◆事業の成果
①産出額の増加（H22：20,000千円→H25：34,241千円）〔H27目標：40,000千円〕
・栽培面積が拡大したことから予定（H25目標：32,000千円）を上回る産出額を確保
できた。
②雇用の増加（H22：0人日→H25：1,722人日（常勤含む））〔H27目標：500人日〕
※H27目標を達成し、さらなる雇用創出に取り組んでいるところ。
③金山町の産直組織を一元化して発足した「かねやま産直ねっと」に参加しており、
今後、農産加工のさらなる発展が期待できる。
◆事業実施主体の声
平成２２年度に組織を立ち上げ、施設・機械等の整備事業による農産加工品の生産・
販売により産出額が増大し、新たな雇用が創出されました。金山町の産直組織を一元
化した「かねやま産直ねっと」が発足し、活気にあふれています。
平成２５年４月に企業組合を設立し、６次産業化法に基づく総合化事業計画が認定さ
れました。

H23採択プロジェクト

林業

H２３採択プロジェクト

３７ 木質バイオマス資源安定供給
プロジェクト

３８
農産加工

事業実施主体：株式会社もがみ木質エネルギー（最上町）
◆プロジェクトの概要

H23：ストックヤードの整備、
リブクレーン付き運搬車の導入

事業実施主体：有限会社舟形マッシュルーム（舟形町）
◆プロジェクトの概要

水分含有率が低く、燃焼効率の高い木質チップを製造するため、原料となる木材を乾燥
させるストックヤードを整備する。また、運搬作業の効率化を図るためのリブクレーン付ト
ラックを導入し、町による木質チップボイラーの導入などによる需要増に対応する。
◆具体的事業

マッシュルーム生産日本一
プロジェクト

マッシュルームの生産設備を増強するとともに、規格外品や商品価値の低い石突き部
分を活用した加工食品の開発・製造・販売により、マッシュルームのブランド力の向上を
図る。また、廃菌床を利用した堆肥の生産・販売と、地元農業者の要望の多い堆肥の散
布も行い、廃棄物ゼロエミッションを実現する。

◆創意工夫性
○木質バイオマスから燃料用チップを製
造し販売
○森林の間伐事業と連動した原材料収集
○燃料供給量と燃焼効率のデータ蓄積に
よる保管状況の改善

◆具体的事業
H23：栽培棟の増設及び加
工施設の建設、堆肥
散布機の導入

◆創意工夫性
○マッシュルームの従来廃棄していた規格外品や、
商品価値の低い石突き部分を活用した商品開発
（スープ） 。
○排出される廃菌床は堆肥化し、顧客ニーズに対応
した販売方法を実践することによって廃棄物のゼ
ロエミッションを実現する。

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H22：12,880千円→H25：24,820千円）〔H27目標：23,000千円〕
※H27目標を達成し、さらなる産出額拡大に取り組んでいるところ。
②木質チップ製造量（H22：7,850 →H25：10,098 ）〔H27目標：11,350 〕
③地域内雇用の確保（H25：250人日）〔H27目標：250人日〕
④視察者の増加（木質バイオマス利用の先進事例視察及び環境学習の場に活用）

①産出額の増加（H22：300,000千円→H25：641,000千円）〔H27目標：450,000千円〕
②雇用の創出（H25：1,750人日）〔H27目標：1,750人日〕
※産出額、雇用とも、H27目標を達成し、さらなる拡大に取り組んでいるところ。
③生産量の拡大（H22：360t→H25 :650t）〔H27目標：420t〕
④マッシュルームの全国シェア12%を達成している。
◆事業実施主体の声

◆事業実施主体の声
乾燥したチップの製造は、高燃焼率を維持することができ燃料供給量を節減できるこ
とから、限りある森林資源の有効活用につながります。
そうしたことから、当社は、山林から収集した木材を適正水分まで乾燥するための一
時保管施設「ストックヤード」を整備するとともに、搬送量の増加に対応するため、山林
から木材を効率的に運搬するリブクレーン付き運搬車両を新たに整備しました。
当社は、森林を整備することにより発生する廃棄木からチップを製造することにより、
木材を100%無駄なく消費しております。また、教育機関と連携し森林環境学習を積極
的に推進しております。森林の持つ機能、役割を後世に伝える責務をこれからも果た
していきます。

本プロジェクトに支援をいただいたことにより、マッシュルームの生産設備を増強することが
できました。産出額・生産量・雇用人数とも、いずれも目標を達成しております。生のマッシュ
ルームだけでなく規格外品や商品価値の低い石突き部分の加工品も取り扱うことで販路拡
大につながっています。特に、給食用マッシュルームは山形県内全域にわたり利用されてお
り、需要に対し製造が間に合わない状況です。
また、廃菌床を利用した堆肥の生産・販売については、地元農業者からの要望が多い堆肥
の散布を行い、ゼロエミッションの実現に取り組んでおります。
今後も、地域雇用の拡大を目指すとともに、当社商品へのニーズに対応するため、全国の
お客様の満足を得られるように取り組んでまいります。
ホームページ http://www.f-mush.com/ もご覧になってください。

H２3採択プロジェクト

農産加工

３９

H２３採択プロジェクト

生産規模拡大事業プロジェクト

園芸

４０ 無農薬サンチュを山形から全国へ
プロジェクト

事業実施主体：有限会社 鮭川えのきセンター（鮭川村）
事業実施主体：有限会社安全野菜工場（米沢市）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
加工品の原材料は鮭川産きのこを使用し、安心安全な商品開発を図り、販売高増に
繋げる。生産規模拡大によって、後継者不足を解消し地域に根ざした産地を築き、新た
な雇用の場を確立する。

完全人工光による新植物工場の建設と新技術の導入により、無農薬サンチュ生産の
規模拡大と生産効率の向上を図る。

◆創意工夫性
◆具体的事業
H23：加工設備の導入
H24：きのこ栽培棟の建設

○きのこの規格外を利用し、付加価値を
つけた販売と県内大手スーパーとの
地産地消の強化と信用を図り、規模
拡大に伴い生産コストの軽減、雇用の
創出やブランド品の確立を目指す。

◆具体的事業
H23：完全人工光による新植
物工場の建設

◆創意工夫性
○完全人工光による新技術でのサンチュ栽培
○屋内栽培による天候に左右されない安定供給の
実現

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H22：75,000千円 → H25 ：92,000千円）〔H27目標：100,000千円〕
②1名の常勤雇用を創出した。（H25：990人日） 〔H27目標：1,000人日〕
③加工品として「えのき氷」を販売開始した。

◆事業実施主体の声
きのこの規格外を利用し、付加価値をつけた加工品の販売と、県内大手スーパーと
の地産地消の強化を図り、生産性の向上と無駄の無い経営戦略につなげたいと考え
ています。
さらに、健康食としての確立を図るためにも、えのき氷の販売と乾燥えのきの販売に
も力を入れていきたいと思います。

①産出額の増加（H22：76,000千円 → H25：100,000千円） 〔H27目標：171,000千円〕
②サンチュ販売数量（H22：400,000株 → H25：530,000株）
③地域内雇用（H25：845人日）〔H27目標：2,340人日〕
◆事業実施主体の声
「無農薬サンチュを山形から全国へ」というスローガンを掲げ、日々販路開拓に
取り組んでおり、弊社の株採りサンチュに福を招く野菜と言う意味を込めて
「招福菜」という名前をつけて商標登録を取り、全国のお客様にお届けし
ています。
また、18年間蓄積してきた植物工場のノウハウを、今後この様な事業を考え
ておられる方々に広くコンサルを行ったり、新たな作物の栽培にもチャレンジ
したりと、事業拡大に取り組んでいます。

