H２３採択プロジェクト

農産加工

H２３採択プロジェクト

４１ 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

園芸

４２ ＦＯＥＡＳによる高品質園芸作物生産
プロジェクト

事業実施主体：株式会社山田鶏卵（米沢市）

事業実施主体：ファーマーズ高志園（川西町）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要
自社生産の新鮮な鶏卵を利用したオリジナルスイーツを製造し、新たに建設する販売
所においてご当地スイーツとしてのブランディング販売と、高級感のあるこだわり卵の直
売を行う。

県内初となるFOEAS（フォアス：地下水位制御システム）導入ほ場を活用して園芸作物
を新規作付けし、規模拡大を図る。

◆具体的事業
◆具体的事業
H23：販売所兼加工場の建
設、設備機械の導入

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○自社生産の新鮮な卵を利用したオリジナルス
イーツの製造販売を行う新たな取組み

H23：トラクター、耕うんロー
タリーの整備

○県内初であるFOEAS導入ほ場の有効活用によ
り、天候に左右されずに園芸作物栽培に適した
水位を保つことが可能
〇園芸作物（加工用野菜）の産地化形成

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H22：0千円 → H25：85,668千円） 〔H27目標：108,000千円〕
②各メディアへの告知やホームページ、フリーペーパー等への掲載により、特に新鮮た
まごを使ったパンケーキが話題となり集客につながった。
③地域内雇用（H25：3,172人日）〔H27目標：2,640人日〕
※H27目標を達成し、さらなる雇用の創出に取り組んでいるところ。

①産出額の増加（Ｈ22：0千円 → H25：8,273千円） 〔H27目標：34,050千円〕
②栽培面積の増加（H22：0ha → H25：5.4ha）
③地域内雇用（H25：540人日）〔H27目標：600人日〕

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
販売所（ufu uhu garden）オープンから２年が過ぎ、季節を問わずたくさんの
お客様にお越し頂いております。
今後も新商品開発やさらなるPRを通して、たくさんのお客様にたまごの良さを
知って頂き、おくつろぎ頂ける空間づくりに努め、産出額拡大に努めて参ります。

平成26年産は、キャベツの収穫後の痛みの問題はあったが、収量的には良好であっ
た。ねぎについても湿害対策の結果、湿害は見られなかった。
来年度以降については、加工用野菜のみでなく、生食用向け販売を拡大していき、高
単価での出荷を行いながら、さらなる所得向上を目指していく。

H２３採択プロジェクト

土地利用型
直接販売
・サービス

H２３採択プロジェクト

４３ 消費者ふれあい交流レベルアップ
プロジェクト

土地利用型
園芸

４４ 月山高原大規模農業再生・生産拡大
プロジェクト

事業実施主体：井上 馨（鶴岡市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

低温玄米保管施設を建設し、米の通年販売確立による有利販売の推進と、小松菜・トマ
トの園芸品目の品質向上による産出額の拡大を図る。また、交流施設設置により消費者
との交流を促進し、庄内農産物の情報を発信する。

◆具体的事業

事業実施主体：有限会社米作（鶴岡市）

月山山麓の標高600ｍに位置する42ｈａに及ぶ広大な農地で、大豆、そば、赤かぶ、枝
豆等の園芸作物のブロックローテーションによる大規模生産に取り組む。

◆創意工夫性
◆具体的事業

Ｈ２３：低温玄米保管施設
Ｈ２４：交流・体験施設等

○低温玄米保管施設の建設による玄米の長期
保管と長期精米出荷の実施
○「食の都庄内」親善大使とも連携し、交流・体験
施設での庄内農産物の情報発信

Ｈ23：トラクター
Ｈ25：コンバイン

◆創意工夫性
○耕作放棄地を再生した大規模なブロックロー
テーション
○契約栽培による園芸作物の販路確保

◆事業の成果
①産出額の増加（Ｈ22：35,000千円 → Ｈ25：59,294千円）〔Ｈ27目標：49,942千円〕
※H27目標を達成し、さらなる産出拡大に取り組んでいるところ。
②低温玄米保管施設の建設により長期間の精米出荷量が可能となり、産出額が増大
③地域雇用の確保（H22：1人→ H25：4人）
④農業体験等の受入れ（H25：200人日）〔H27目標：210人日〕

◆事業の成果
①産出額の増加（Ｈ22：10,000千円 → Ｈ25：17,200千円）〔Ｈ27目標：30,000千円〕
②地域雇用の確保（H22：0人 → H25：4人）
③昭和40年代に開発された農地の再生
④鶴岡市と連携した生薬（漢方）の試験栽培の実施

◆事業実施主体の声
低温玄米保管施設での玄米の長期保管と精米出荷が実現し、精米販売が増えまし
た。施設での品質向上が図られたことで、取引先からも好評であることから高単価で
販売出来ています。
また交流施設では農林水産省のキャリア組も含め山形大学、農業短期大学、庄内
農業高校生等幅広く研修生を受け入れることが出来ました。研修生と共に学べる機会
があったことは今後の農場のプラスと思っています。
26年度秋には初めて井上農場見学ツアーを首都圏のお客様を対象に実施し、生産
者とお客様との結びつきを深くしました。今後も事業の成果を念頭に経営努力をしてい
きます。

◆事業実施主体の声
大豆・そばについては、機械での一貫作業が可能であることから、土壌改良と土づくり
を行いながら、大豆13haを２年間、そば11haを１年間栽培してきました。
今後は、ブロックローテーションによる生薬・枝豆の栽培を実施したいと考えておりま
す。

H２３採択プロジェクト

畜産

H２３採択プロジェクト

４５ 豚尿液肥と飼料用米を活かす循環型
農業プロジェクト

直接販売・
サービス

４６ 食の都庄内から米文化発信
プロジェクト

事業実施主体：五十嵐 一春（鶴岡市）
事業実施主体：有限会社米の里（鶴岡市）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
豚尿液肥製造施設等を導入し、豚糞や豚尿を自給有機肥料として飼料用米・アスパラ
ガスなどに施用することで、化学肥料を低減した生産規模拡大を図り、安全安心な循環
型農業を構築する。

自社栽培の安心・安全な米の有利販売とその米を使用した米粉の半生麺を年間通じて
販売する体制を確立する。

◆具体的事業

◆具体的事業

◆創意工夫性

◆創意工夫性
Ｈ23：液肥製造施設の導入、
トラクター購入、パンフ
レット・ロゴシール作成、
優良品種豚精液購入
Ｈ24：飼料用米倉庫の建設

○自家生産の飼料用米の給餌による養豚の
生産コストの削減と肉質の高品質化
○液肥で栽培した飼料用米を養豚に給餌す
ることによる循環型農業の構築

Ｈ23：低温保管施設

○低温玄米保管施設の建設により、年間通した米
の有利販売を実施
○米粉麺の主流は乾麺であるが、食感を売りに半
生麺を製品化

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（Ｈ22：82,300千円 → Ｈ25：105,685千円）〔Ｈ27目標：100,000千円〕
※H27目標を達成し、さらなる産出拡大に取り組んでいるところ。
②液肥生産量（Ｈ25：400m3）
③地域雇用の確保（H25：常勤２人、季節雇用１３人）

①産出額の増加（Ｈ22：9,450千円 → Ｈ25：15,099千円）〔Ｈ27目標：19,125千円〕
②首都圏小売店への出荷率増加（Ｈ22：0% → Ｈ25：20%）〔Ｈ27目標：25%〕
③地域雇用の確保（Ｈ25：通年雇用１人、期間雇用１人）

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
事業の活用により、豚尿の処理費用の軽減と自家有機肥料としての貯蔵、また、養豚
については着実に生産性の向上が見られるなど明らかに成果が出ており、平成２６年
も良好な経営結果となっています。
これからも、経営管理を徹底しもっともっと利益を上げ、次のステップに進んで行きた
いと思います。

ここ数年、米価の下落が続き、産出額の増加は難しいところですが、本プロジェクトの
支援をいただき低温玄米保管施設を活用した結果、米に対する評価も良く、首都圏の
小売店への出荷は増加し、現在、予約完売の状況です。通年の予約販売のため低温
玄米保管施設はフル稼働しております。
米粉麺の方は、まだまだ改良し、宣伝にも力を入れ、現在の伸び悩み状態から早く脱
却できるよう頑張っていきたいと思います。

H２３採択プロジェクト

園芸

H２４採択プロジェクト

４７ 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

４８ 大規模省力稲作経営と顔の見える販売戦
土地利用型

略による付加価値米生産プロジェクト

事業実施主体：池田 善幸（酒田市）

事業実施主体：鈴木 淳（山形市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要
ヒートポンプの導入により、梅雨から初秋の高温多湿条件を改善し、更なるバラの品質
の向上を図る。あわせて燃料費の高騰からやむをえず休止している冬期の土耕栽培を
再開し、出荷期間を延長して増産を図る。

◆具体的事業
Ｈ２３：園芸用ヒートポンプ

◆創意工夫性
○ヒートポンプ導入により晩秋～春の燃料費削減
と梅雨～初秋の高温・多湿条件の緩和

水稲の大規模省力生産体系を確立するため、自らが圃場の大区画化に取組み、作業
効率を高めるとともに、遠距離の圃場については、鉄コーティング直播栽培を導入し苗運
搬をカットすることで省力化を図る。併せて、特別栽培米等の消費者のニーズに合った品
種・栽培技術を積極的に導入し、直接販売の割合を高め、産出額の増大を図る。
◆具体的事業
H24：乗用トラクター、ロータリー、ハ
ロー、水稲直播機の導入
H25：プラウ、レーザーレベラーの導入

◆事業の成果
①産出額の増加（Ｈ22：27,000千円 → Ｈ25：26,412千円）〔Ｈ27目標：35,000千円〕
②秀品率の向上（H22：50％ → H25：60%）
③地域雇用の確保（H25：短期雇用5名）

◆創意工夫性
○小さい面積の圃場を統合し、作業の効
率化を図る。
○遠距離の圃場について、コスト削減と
省力化を図るため、水稲直播栽培に取
り組む。
○消費者ニーズにあった特別栽培米等
の直接販売。

◆事業の成果
①産出額の増加（H23：30,004千円→H25：35,986千円）〔H28目標：46,092千円〕
②水稲栽培面積の拡大（H23：2,200a→H25：2,500a）〔H28目標：3,000a〕

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
施設園芸の暖房は、重油ボイラーが主体でしたが化石燃料費が高騰する中、本プロ
ジェクトの支援をいただきヒートポンプを導入し、重油代が大幅に削減されました。東日
本大震災の後、電気代も増加していますがトータル的には経費削減になっております。
また、ヒートポンプの導入により、梅雨から初秋の高温多湿条件が改善され、年々秀
品率が向上しております。さらに、短期雇用も引き続き確保し、今後採花本数を増やし
増収益を図っていきます。

直播栽培での育苗作業の省力化を進め、規模拡大を進めてまいります。
平成24年度は機械の導入時期が遅くなったため、直播栽培面積は、昨年と同様の
60aでした。なお、平成25年度は、目標を上回る400aで作付けを行いました。
販売面では、JA直売米について、目標を達成しました。今後、宅配の増加を含め目
標達成に向け「顔の見える米づくり」進めてまいります。
また、農地を含めた環境の保全に努め、より一層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。

H２４採択プロジェクト
園
芸
農産加工
直接販売
・サービス

H２４採択プロジェクト

４９ 上山市の地域資源であるブドウと西洋梨を有

５０ 高級果樹シリーズのブランド化による
園芸

効活用したワインの生産と販売プロジェクト

オンリーワン企画販売と輸出展開プロジェクト

事業実施主体 ：農業生産法人 有限会社蔵王ウッディファーム（上山市）

事業実施主体：丸山果樹園
事業実施主体：丸山果樹園 山口 義孝（天童市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要
有機質肥料や農薬使用を減らす等こだわりを持って自家栽培したワイン用ブドウのみを使用
するワイナリーを新設し、ドメイヌワイン（※）の生産を行う。また、西洋なしを活用したスパークリ
ングワインの開発も行っていく。
※ドメイヌワイン：自らぶどう畑を所有し、栽培・醸造・瓶詰を一貫して生産者が製造したワイン

◆具体的事業
H24：ワイナリー施設建設、ワイン製造
機器、スパークリングワイン製造
機器、木製貯蔵熟成樽等の導入

◆創意工夫性
○国内で数社しかない自社畑100%の原料を使
用したドメイヌワインの製造
〇徹底した土壌管理と農薬使用を減らすことで、
ワインの原料となる良質なブドウの栽培
〇西洋梨の規格外品を有効活用

◆事業の成果
①産出額の増加（H23：44,060千円→ H25：47,640千円〔H28目標:73,760千円〕
※ワイン醸造はH25からであり、販売はH26.8からを予定
②ブドウ栽培面積及び生産数量拡大（H23：0.6ha、7t→H25：4.0ha、7t）〔H28目標：3.8ha、1.7t〕
③ブドウワイン及びスパークリングワイン製造本数(750ml)
〔H28目標：ブドウワイン13,000本、スパークリングワイン2,500本〕

果樹の生産規模を拡大するとともに、温度・湿度管理し易い作業所と冷蔵庫の整備に
より長期保存を可能にし、収穫時期の異なる高級果樹のセット販売（ももの黄色・白色・赤
色の３色セット、もも・ぶどう・りんごのセット商品等）を実現する。また、国内販売だけでな
く海外（香港）への輸出にも取り組む。
◆具体的事業
H24：果樹選定・保管作業所、冷蔵庫

◆創意工夫性
○果樹の長期保存を可能にすることによ
り、収穫時の異なる高級果実セット販売
を行う。

◆事業の成果
①産出額の増加（H23：15,012千円→H25：19,872千円）〔H28目標：39,994千円〕
②果樹栽培面積の拡大（H23：150a→H25：320a）〔H28目標：375a〕
③果樹産出量の増加（H23：17.1ｔ→H25：40.0ｔ）〔H28目標：42.2t〕
④H25より輸出開始
⑤雇用の創出（H25：768人日）〔H28目標：994人日〕

◆事業実施主体の声
H26年産の原料ブドウは、天候にも恵まれ高品質な仕上がりとなりました。
ドメイヌワインの仕込みは、前年比40％増で順調に発酵、熟成し、平成26年11月に販売を
始めた白シャルドネ2013、ぽわぽわポワレ2013については、12月末までに完売し、赤メルロ
2013も、平成27年２月現在で60％程度を販売しております。
これからの展開については、平成27年４月に新たに赤カベルネソーヴィニヨン2013、白ソー
ヴィニヨンブラン2014をリリース予定です。現在は、今春以降のワイナリーへの集客とネットを
活用した直接販売の企画PR活動を進めています。

◆事業実施主体の声
気密性の高い作業所を整備したことにより、安定した果実の品質管理が可能となり、
セット商品の高率化に結びついている。このことが高く評価され、国内外からの受注が
共に増え、果樹の増種・増産を計画している。
輸出に関しては、平成26年８月22日の降雹被害以降全面ストップとなったが、新商品
「金桃ジュース」を開発し、試験販売にまで至っている。
今後は、加工品と果実セット販売のバージョンアップなど６次産業関連の事業を取り
入れながら、さらなる産出額の拡大を図っていく。

