農林水産業創意工夫
プロジェクト支援事業
事例集（第４版）

平成２７年３月
山形県農林水産部

農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業について
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。

事業の流れ
プロジェクト計画の策定

市町村長の推薦

計画審査会の開催

採

択

「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

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

事業実施年度のみ
事業実施計画の提出・承認

事業実施

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

実績報告書の提出・完成検査・補助

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

毎年度
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

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

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

平成21年度採択 プロジェクト計画
番号

プロジェクト名

分野

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
早坂栄一
確立

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

地域

市町村

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

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
（株）奥山農園
ジェクト

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

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
（有）マッシュグループ
ロジェクト

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
遠藤孝太郎
プロジェクト

置賜

長井市

大泉忠昭

番号

プロジェクト名

分野

事業実施主体名

地域

市町村

置賜

長井市

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

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
（有）酒井ワイナリー
る高品質ワイン製造と地域ブランドの創造

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

地域

市町村

酒井喜三

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

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
番号

プロジェクト名

分野

事業実施主体名

地域

市町村

村山

山形市

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

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 農業生産法人
ンの生産と販売プロジェクト
（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
丸山果樹園 山口義孝
輸出展開プロジェクト

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

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
（株）カネシチ
ト

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
（農）サンファームしらたか
ジェクト

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

地域

市町村

鈴木淳

中嶌聡

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

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
みちのく村山農業協同組合
ンド化確立プロジェクト

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

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「
５「Gentiana&Hydrangea
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。

H２１採択プロジェクト

園芸

H２１採択プロジェクト

１１ 転作田・遊休農地を有効活用した
小菊栽培

園芸

１２ 休耕農地を利用した
大規模庄内あ
大規模庄内あさつきの栽培

事業実施主体：庄内みどり農業協同組合花き部会
切花専門部小菊班（酒田市）

事業実施主体：土田 裕道（酒田市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要
転作田や休耕田を有効活用し、需要の高い小菊の栽培を拡大して、農家所得の向上を
図る。特に、「キクわい化病（草丈や葉の小型化を引き起こす病気）」を防ぐための遺伝子
診断の導入など、安定した栽培方法を確立し、出荷量の安定化を図る。

手作業が中心で重労働であるあさつきの栽培作業を機械化で改革し、生産量の大幅な
増加を目指す。また、蓄積された経験や技術を広く公開して普及拡大と高品質化を図り、
庄内あさつきを高級食材として地域ブランド化を進める。
◆具体的事業

◆具体的事業
H21：小菊栽培施設・機械
の導入
（パイプハウス・管理機等）

◆創意工夫性
○遺伝子診断試薬を使用した病害株の特定・防
除と優良株の維持
○定期的な栽培技術講習会の開催

H21：移植機、トラクター、
掘取機、温床ハウス、
温床設備

◆創意工夫性
○省力化が困難とされていたあさつき栽培の
機械化
○出荷調整機械の独自開発
○パネルヒーター使用による加温ムラの解消

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加 （H20：0千円 → H25：18,500千円） 〔Ｈ25目標：30,000千円〕
①産出額の増加 （H20：3,000千円 → H25：18,068千円） 〔H25目標：12,600千円〕
②転作田の有効利用 （H20：40ａ → H25：302ａ）
③地域内雇用の確保 （H25：期間雇用６人）
④転作田を有効利用できることや水稲栽培との作業が重ならないことから、新規栽培
希望者が増えている。

②栽培面積の拡大 （H20：0ｈａ → H25：3.0ｈａ）

◆事業実施主体の声
小菊栽培は、露地で転作田を利用し栽培ができることと水稲作業時期と重ならないこ
とで、栽培に興味を持っている方もいるようです。引き続き新規栽培講習会等を開催し
ながら、新規栽培者の掘り起こしを図ることで小菊の産地化を目指します。
また、小菊栽培は１株３本仕立てが一般的ですが、試験的に４本立てで栽培をおこな
い、品質が低下しなければ導入について今後検討していきたいと思います。

◆事業実施主体の声
アサツキの大規模栽培に取り組んで６年目になりますが、ようやく安定栽培にこぎつ
けました。震災や異常気象など大変困難な時期もありましたが、知恵と工夫で乗り切っ
てまいりました。人員もだんだん多くなり現在では約２５人位の大人数で作業をしており
ます。
今後は、一層の経営規模拡大により、産出額の増加を図りたいと思っております。

③地域内雇用の確保 （H20：0人 → H25：短期雇用15人）
④省力化が困難とされたあさつき栽培の機械化を実現
⑤近隣地域でも当該プロジェクトと同様の設備導入が見られ、地域へ波及してきている

H２１採択プロジェクト

土地利用型

H２２採択プロジェクト

１３ 消費者と一緒になった自給力アップ
プロジェクト

直接販売
・サービス

１４ ＪＡやまがたおいしさ直売所紅の蔵店
開設プロジェクト

事業実施主体：遊佐町共同開発米部会（遊佐町）
◆プロジェクトの概要

事業実施主体：山形農業協同組合（山形市）
◆プロジェクトの概要

大豆の連作障害防止と収量増を図るため、大豆と飼料用米、ナタネを組み合わせた２
年３作の生産体系を確立する。さらに、ナタネの絞りかすは肥料として土壌に還元し、ナ
タネ油の廃油は農機具の燃料にすることにより資源循環型農業を実現する。

街なか観光の拠点のひとつである「山形まるごと館 紅の蔵」とタイアップし、中心市街地
にアンテナショップ機能を持つ農産物直売所を開設し、農産物販売を増加するとともに、
周辺の飲食店等と連携して山形の農産物の魅力を情報発信する。
◆具体的事業

◆具体的事業
H21：販促活動等
H22：販促活動、播種機の導入

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○飼料用米＋ナタネ＋大豆の２年３作による大
豆の連作障害回避
○ナタネの絞りかすは肥料として土壌に還元し、
ナタネ油の廃油は農機具の燃料にすることに
より資源循環型農業を実現

H22：店舗新築、備品
購入、販売促進

○中心市街地にアンテナショップ機能を持つ農産物直売所
を開設
○農産物の料理方法等を生産者が消費者に直接説明
○消費者との交流の活性化
○周辺の幼稚園、福祉施設、飲食店に対する食材提供

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加 （H20：226,270千円 → H25：261,827千円） 〔H25目標：244,000千円〕
②２年３作の栽培体系の確立 （H20：2.5ｈａ → H25：11.0ｈａ）
③地域雇用の確保 （H25：期間雇用6人）

①産出額の増加（H21：375,000千円→H25：690,000千円）〔H26目標：555,000千円〕
②地域内雇用の確保（H21：0人日→H25：1,980人日）〔H26目標：1,680人日〕
※産出額、雇用ともH26目標を達成し、さらなる産出額、雇用の拡大に取り組んでい
るところ
③取扱品目の増加（H21：120種類→H25：185種類）
◆事業実施主体の声

◆事業実施主体の声
ナタネについては、播種期の９月の平均気温が低くなると発芽不良の圃場が散見さ
れ、収穫をリタイアする生産者が出ることがあります。また、収穫時期が遅れると脱粒
により減収する恐れがあるため、早目に収穫作業を実施する必要があるなど、２年３作
の課題が見えてきました。
今後は、課題を留意しつつ、収量の向上、資源循環型農業の確立に少しでも近づけ
る様、努力していく所存です。

直売所は平成22年7月に、本支援事業を活用し、オープンすることができました。おか
げさまでご来店いただくお客様、農産物・加工品の売上や取扱品目も順調に増加して
おり、生産者の営農意欲も増進し会員数も拡大しております。
また、地域農業の発展や担い手の育成に努めながら、直売所を拠点に「食」を支える
農業の役割、地域食文化、食の大切さを発信しております。
今後とも、山形市の中心市街地にある利点を生かしながら、飲食店、ホテル等に地場
産品の消費を促し、観光客や市民へ山形の農産物の魅力を発信して、「山形ファン」を
さらに増やしてまいりたいと考えております。

H２２採択プロジェクト

園芸

H２２採択プロジェクト

１５ 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

土地利用型

１６ 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
事業実施主体：株式会社奥山農園（河北町）

事業実施主体：高橋 重光（尾花沢市）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
近年花卉の販売が低迷する中、市場に対するPRの方法としてりんどうのオリジナル品
種を迅速に生産していくため、バイオテクノロジーによる育種期間の短縮と生産の増加を
図り、あわせて栽培面積の拡大による地域雇用の増大と地域農業の担い手確保に貢献
する。

農地流動化水田の活用による特別栽培米（べに花めだかブランド米）を生産拡大し、安
全な農産物を提供することにより農地保全に貢献する。

◆具体的事業
◆具体的事業
H22：バイテク室の設備及び
バイテク機材の導入

◆創意工夫性

H22：ライスセンター建設、
コンバイン、フォークリフト整備

○農家自らバイオテクノロジーを活用した育種を実
施
○育種期間の短縮
○オリジナル品種によるイメージアップ

◆創意工夫性
○有機栽培の栽培マニュアルの構築
○地域農産物のブランド化と販路拡大
○雇用機会の確保による地域農業の元気
づくり

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H21：18,000千円 → H25：25,000千円）（H26目標：28,000千円）
②雇用の創出（H22：720人日 → H25：868人日）（H26目標：1,005人日）
③生産作業性の向上
④オリジナルりんどう品種導入による市場へのPR
⑤バイテク品種りんどうの出荷開始

①産出額の増加 （H21：27,300千円 → H25：31,270千円）〔Ｈ26目標：34,500千円〕
②作付面積・作業受託面積の増加 （H23：4,679a → H25：5,336.7a）〔Ｈ26目標：5,800a〕
③地域内雇用の確保 （H23：1,940人日 → H25：2,115人日）〔H26目標：2,330人日〕

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
バイテク施設等の導入により、平成24年度からバイテク品種りんどうの出荷を開始す
ることができました。現在は、６品種の増殖技術が確立しており、育苗と増殖のシステム
を確立させ、作付面積の拡大を図りたいと思います。
また、今後も新たな品種の増殖も行ないながら、新しい技術を取入れ産出額の拡大を
目指していきます。

特別栽培米（べに花めだかブランド米）の栽培技術向上と良食味米の生産を心がけ、
安定販売することで産出額が伸び、雇用にも結びついています。
今後、高齢化や離農等により、いっそうの農地流動化が進むと思われますので、耕作
放棄とならないよう農地を預りながら地域農業を支えられるよう努めてまいります。

Ｈ２２採択プロジェクト

土地利用型
農産加工

H２2採択プロジェクト

１７ 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

特用林産物

１８ 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
事業実施主体：有限会社マッシュグループ（新庄市）

事業実施主体：大泉 忠昭（西川町）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
高齢化・後継者不足で困っている農地を積極的に引き受け、圃場に応じた効率的な作
物を栽培し、雇用を創出しながら新たな販売先を開拓して産出額を増やしていく。

ぶなしめじ生産農家の新規参入、規模拡大の一助とするため、初期投資の中でもコス
トのかかる培養基を生産供給し、新庄最上地域全体のぶなしめじの生産量拡大に寄与
する。
◆具体的事業

◆具体的事業
H22：精米施設・農機具格
納庫新増設、育苗ハ
ウス、コンバイン、
播種機等導入

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○安全・安心な特別栽培農産物を中心とした直接販売
○中山間直接支払制度を有効に活用した農業経営
○部分的作業受託により、設備投資額をできるだけ抑
えた農業経営を実践
○農産物加工による付加価値の付いた商品の販売

H22：培養ビン、フォークリ
フトなどの導入

○大規模培養センターの発足により、新庄最上地域の
生産希望者に培養基を供給し、当地域全体のぶなし
めじ生産量を拡大する。
○培養基を統一化し、単一ブランドとして出荷数量を確
保することにより有利販売を行う。

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加 （H21：10,042千円 → H25：22,797千円） 〔H26目標：23,680千円〕
②中山間集落協定の増加 （H21：6協定 → H25：7協定） 〔H26目標：10協定〕
③雇用の創出 （H21：57人日→H25：937人日） 〔H26目標：920人日〕
④農地集積面積の増加 （H21：13ha → H25：25ha）〔H26目標：40ha〕
⑤新商品の開発 （H22：10種類 → H25：22種類（こくわジャム、雑穀米、切り餅等））

①産出額の増加（H21：140,000千円→H25：193,410千円）〔H26目標：220,000千円〕
②雇用の創出（H20：0人日→H25：300人日）〔H26目標：720人日〕

◆事業実施主体の声
本プロジェクトで支援をいただいた施設を利用し、近隣の農業生産団体等に菌茸（ぶ
なしめじ）栽培の指導、普及を行っています。

◆事業実施主体の声
地域に農地の引き受け手がいないので、年々農地の依頼が増加している。規模拡大
に対応するために平成２３年に法人化し、「農業生産法人（株）月山じょいふるふぁー
む」を設立した。また、人・農地プラン策定にも積極的に関わり、地域資源の新たな活用
にも力を入れている。
この度、新たに再生可能エネルギー部門を立ち上げ、ペレットストーブや薪ストーブの
販売、それらの燃料供給も行いながら、地域資源の新たな利活用を進めていく。

今は近隣の地域に特化していますが、今後は最上郡・新庄市全域に菌茸（ぶなしめ
じ）の生産性、販売の多様化を広く示し、水稲栽培との兼業や冬期間の収入を求めて
いる農業生産者に対して、栽培技術を指導伝達していきたいと思います。

H２2採択プロジェクト

園芸
農産加工

H２２採択プロジェクト

１９ 農産物加工及び周年農業への挑戦

畜産

２０ 真鴨
真鴨・
・雛・食用肉生産販売施設整備
事業実施主体：庄司 太郎（舟形町）

事業実施主体：農事組合法人いずえむ（金山町）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
転作田を活用した園芸作物の栽培、加工品の生産により、農業産出額の拡大を図ると
ともに、周年農業の確立を図る。

◆具体的事業
H22：加工施設の改修、加工用
設備の導入

◆創意工夫性
○ねぎの低価格品（規格外等）を活用した加工生
産販売
○新たに導入するかぶ・わらびを、生産・加工・販
売することにより、周年農業の確立を目指す。

◆事業の成果
①産出額の増加（H21：0千円→H25：5,019千円）〔H26目標：4,000千円〕
※H26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雇用の創出（H21：0人日→H25：856人日）〔H26目標：150人日〕
※H26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。
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、農産物や加工品のさらなる産出額拡大が期待できる。
◆事業実施主体の声
農産物生産のパートのお母さん方自慢の漬物の原材料として、転作田へ加工用
野菜を作付けし、商品化・販売を実践することで、地域内の雇用・農業収入が創出さ
れました。
６次産業化法に基づく総合化事業計画の認定を受けた自家製のネギ・米粉・小豆を
使った新たな加工品“たこやき”や“たいやき”の販売にも取り組んでおり、新庄市内に
米粉たこ焼き・たい焼き専門店「たこ米屋」をオープンいたしました。

有機・無農薬農法による水稲栽培の一助となる真鴨の生産数量を拡大し、安定的に水
稲農家に供給できる体制を確立する。併せて地元産飼料用米の受け皿として生産調整
の一翼を担うとともに、自家飼育の真鴨については、採卵用のほか、高級料理用の食肉
として販売を行っていく。
◆具体的事業
H22：ふ卵機、鴨用ハウス
の導入

◆創意工夫性
○真鴨の雛の販売を通じて、水稲の無農薬に取り組
む農家を支援する。
○地元産飼料用米の受け皿になるとともに、安全安
心でおいしい真鴨の肉を販売する。

◆事業の成果
①産出額の増加（H21：9,000千円→H25：13,675千円）〔H26目標：12,500千円〕
※H26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鴨の生産羽数の拡大（H21：16,800羽→H25：22,000羽）〔H26目標：23,000羽〕
③地域内雇用の確保（H21：0人日→H25：ﾊﾟｰﾄ４名雇用 127.5人日）〔H26目標240人日〕

◆事業実施主体の声
平成26年度においては米価下落と労働力不足などから雛の出荷が少なくなっており
ますが、精肉については新たに外食チェーン店への販路が見つかり出荷量が増加して
います。
地元の農家の協力により、飼料米を給餌できることから、餌代を安価に抑えることが
でき、また耕種農家の転作作物としても協力することができています。これからも、生産
額を増やしながら、地域の農業の活性化に寄与していきたいと思います。

H２２採択プロジェクト

園芸
農産加工

H２2採択プロジェクト

２１ 最上伝承野菜“甚五右ヱ門芋”の
６次産業化プロジェクト

特用林産物

２２ 菌床しいたけ肘折温泉朝市産直拡大
プロジェクト

事業実施主体：佐藤 春樹（真室川町）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

最上伝承野菜の一つ、甚五右ヱ門芋（サトイモ）の増産を行うことによってブランドとして
確立させ、旅館や料亭等への契約販売やネット販売に取り組む。また、農家民宿を視野
に入れた宿泊体験施設を設置し、６次産業化によるさらなるブランド力向上、産出額拡大
を図る。
◆具体的事業
H22：農機具の導入、圃
場整備、ホーム
ページの作成等
H25：古民家リフォームに
よる宿泊体験施設
整備等

事業実施主体：大蔵生しいたけ部会（大蔵村）

椎茸栽培施設を効率的に利用できるよう椎茸上面発生器用台車を導入し、椎茸上面発
生器を増やすことによって椎茸生産量を上げ、あわせて肘折温泉朝市での販売量を増
大することにより、産出額を拡大する。

◆創意工夫性
○市場出荷でなく、価値を理解してくれるホテル等に出
荷するため、皮むきまでの加工を行う。
○価値を理解してくれる一般消費者向けの通信販売を
手がける。
○宿泊体験施設を設置し、甚五右エ門芋を使った郷土
料理や、栽培・収穫体験を提供し、ブランド化や産出
額拡大を図るとともに、地域の魅力を発信する。

◆具体的事業
H22：上面発生栽培用台車
導入

◆創意工夫性
○肘折温泉朝市での需要に応えるため、培養室
に上面発生栽培用台車を導入し、限られたス
ペースを有効活用することで、椎茸生産量を
増加させる。

◆事業の成果
①産出額の増加（H21：750千円→H25：11,382千円）〔H26目標：9,000千円〕
※H26目標を達成し、さらなる産出額拡大を図っているところ。
②最上観光博イベント「真室川芋祭」を実施し、多数の参加者に芋掘り体験や伝統料理
「芋煮」を提供し楽しんでもらった。
③最上伝承野菜「甚五右ヱ門芋」の収穫体験等を通じて、地元小学生の食育に寄与し
ている。
◆事業実施主体の声
甚五右ヱ門芋の味と歴史に価値を見出してくださる方が多く、とても感謝しています。
我が家に伝わるこの芋の生産販売を通じて、地域の食と文化を守り、皆様に提供し続
けていきたいと思いますので、一度召し上がってみてください。（「森の家」又は「甚五右
ヱ門芋」で検索してください。http://morinoie.com/morinoie/）
また、古民家を改修して、甚五右ヱ門芋の栽培・収穫体験の核となる農家民宿を開
設しました。ここを拠点として、地域に交流人口を呼び込み、作物のPRはもとより、地域
ににぎわいを与え、さらには町全体の活性化につなげてまいりたいと考えております。

◆事業の成果
①産出額の増加（H21：25,000千円→H25：33,584千円）〔H26目標：33,500千円〕
②雇用の増加（H21：540人日→H25：780人日）〔H26目標：720人日〕
③肘折温泉の朝市において、湯治客から当部会産椎茸の評判がよく、固定客も増加し
てきている。

◆事業実施主体の声
上面発生栽培用台車の導入により、限られたスペースを有効活用でき栽培管理等の
作業効率が上がった。気温の変動に苦慮しているが、空調設備等を使いながら、これま
で培った栽培技術を活かし、収量の増加と高品質化を目指していきたい。

H２２採択プロジェクト

特用林産物

Ｈ２２採択プロジェクト

２３ 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

園芸
農産加工

２４ 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

事業実施主体：合同会社ライズ（鮭川村）
事業実施主体：遠藤 孝太郎（長井市）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
菌茸生産設備を拡充することにより、主力商品であるナメコのほか、季節に応じた多品
目のきのこ（椎茸、アラゲキクラゲ、トンビ舞茸）の生産を行い、産出額の増大を図る。

◆具体的事業

ハウスを新設し、地域特産野菜「行者菜」（にらと行者にんにくの交配野菜）の周年栽
培と、「行者菜」「花作大根」「馬のかみしめ（大豆）」等を使った加工品製造・販売により
生産拡大と所得向上を図る。

◆創意工夫性
◆具体的事業

H22：菌茸生産施設一式
ペレット製造機
ペレット温水ボイラー等

○ナメコの収穫から包装までを機械で行うライン
化を取り入れ、作業を効率化
○廃オガ屑をペレット化してバイオマス温水ボイ
ラーの燃料に利用

H22：加工施設及びハウスの
設置、包装機購入、商
標登録（「行者菜」キャ
ラクター）

◆創意工夫性
○商標登録した「行者菜」キャラクターを使って、地域
をあげて新野菜「行者菜」の栽培と販売拡大に取り
組み、地域の特産物化を図る。
○行者菜入り味噌、ラー油等の加工品を製造するこ
とで付加価値を創出する。

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H21：33,000千円→H25：83,776千円〔H26目標：99,960千円〕
②雇用創出（H21：0人→H25：5人）
③施設やナメコ収穫機の視察に訪れる生産者が増えている。

◆事業実施主体の声
近年、キノコ単価の下落や資材単価の値上がり、大型生産施設の稼働等で廃業する

①産出額の増加（H21：10,000千円 → H25：11,800千円）〔H26目標：13,000千円〕
②栽培面積の増加
（事業申請者）H21：1a → H25：4a（生産農家計）H25：18名、35a
③加工品の製造
行者菜加工品として「行者菜入り塩麹」、花作大根加工品として「ゆずの香大根」
（ゆず入酢漬け）を開発し、菜なポート（市民直売所）などで販売を行った。直売所販
売での評価は非常に良く、次シーズンから本格投入を目指す。

生産者も出てきた。このような事から施設の効率化と培地製造や収穫から包装までを
ライン化する事でコストを抑える必要があった。また、主力品目であるナメコの夏場の
低価格時に、季節に応じた複数品目のキノコを生産することで、ナメコを減産しながら
雇用を維持し、既存の施設も有効活用することができた。

◆事業実施主体の声
行者菜の促成栽培により収穫期間は着実に長くなっている。今後は年末年始の需要
期をターゲットにした休眠打破の技術に挑みたい。花作大根は加工品だけでなく「辛み」
を生かした麺類の薬味としての利用を拡大するため、地元の手打ちそば屋の協力で試
食会も行っている。今後も、生産者だけでなく地元の各業種の方々と連携し、農産物の
新たな魅力を探っていきたい。

Ｈ２２採択プロジェクト

土地利用型
園芸

Ｈ２２採択プロジェクト

２５ 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

園芸
畜産
農産加工

２６

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

事業実施主体：有限会社酒井ワイナリー（南陽市）
事業実施主体：酒井 喜三（長井市）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
特別栽培米及び新品種「つや姫」の水稲作付及び作業受託の拡大に伴う育苗ハウス
の増設と、新規にんにく栽培の取組みによる育苗ハウスの有効活用を図る。

景勝地鳥上坂に広がる耕作放棄地の再生しながら、ぶどう栽培を規模拡大するととも
に、栽培地に羊を放牧し、羊とぶどうを組み合わせた循環型農業（園内に羊を放牧して
雑草やぶどうの搾りかすを餌として給餌。羊の排せつ物を肥料として活用）を展開するこ
とにより、高品質ワインの製造及び羊肉のブランド化を図る。
◆具体的事業

◆具体的事業

◆創意工夫性

◆創意工夫性

H22：育苗ハウス、灌水設備、
籾摺機、米選別機、自
動計量機、にんにく種子

○にんにく栽培における育苗ハウスの有効活用（乾
燥調整、冬期栽培等）
○規模拡大に伴う施設整備により、水稲作業の効率
化を図る。

H22：ワイン醸造用機器、
ぶどう栽培地整備資材
H23：ぶどう苗木、ぶどう栽培
地整備資材、羊の導入

○羊を放牧することでぶどう栽培地の除草・施肥やぶ
どう搾りかすを有効利用することができ、循環型農業
を実現できる。
○羊が育つぶどう園から作られるワイン、ぶどう園で育
つ羊の肉としてブランド化を図り、観光につなげる。

◆事業の成果

◆事業の成果
①産出額の増加（H21：14,180千円 → H25：20,727千円）〔H26目標：21,060千円〕
②栽培面積の増加（H21：水稲栽培10.0ha、作業受託2.5ha、にんにく栽培0.1ha
→ H25：水稲栽培14.1ha、作業受託3.3ha、にんにく栽培1.5ha）

①産出額の増加 （H21：53,886千円→H25：59,770千円） 〔H26目標：72,610千円〕
②栽培面積の増加 （H21：1.4ha → Ｈ25：5.9ha （4.5haの耕作放棄地を解消）
③羊の飼育頭数（H21：3頭 → H25：6頭） 〔H26目標：30頭〕
④地域内雇用 （H21：0人日→H25：478人日）〔H26目標：365人日〕
⑤将来的には鳥上坂とぶどう園の景観、羊を組み合わせたワインツーリズムの定着を
図る。

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
本事業を活用し、機械を整備したことにより、水稲を核として園芸部門（にんにく）を新
規に開始し、栽培面積の拡大や雇用の創出を図りました。
にんにくについては、年間供給体制を確立し、むきにんにくの年間契約、黒にんにく、
にんにくチップ等の加工品にも取り組み、直売所で販売を行うなど、周年農業が実現し
ました。
今後、消費者により満足してもらえるように、品質向上等の為の技術習得と販路拡大
に努めていきたいと思います。

ブドウ畑内に羊を放牧し除草を行わせ、その糞を肥料として畑に還元させる循環型農業
の実現、省力化を目標に取り組んでいます。本事業を進めた結果、地元でも弊社の取組
みが認知されるようになり、農地の契約が容易になったほか、県内外を問わず羊のいるブ
ドウ畑を見学するお客様が増え、店舗への来客数も増加しました。
新たに醸造用ブドウ栽培を開始した畑において収穫が始まり、農業後継者の減少、耕作
放棄地の増加に伴う醸造用原料ブドウの不足を補うことができ、自社銘柄のワインの製造
量が増加することによってブランド強化にもつながり、取扱店舗数は増加しています。

H２２採択プロジェクト

土地利用型

Ｈ２２採択プロジェクト

２７ 福沢地区水田利活用プロジェクト

農産加工
直接販売
・サービス

２８ 雑穀＆加工品直売プロジェクト

事業実施主体：福沢地区農業機械利用組合（高畠町）
事業実施主体：山口 ひとみ（小国町）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

遊休農地や転作地でのＷＣＳ作付拡大、収穫運搬、水田耕起・代掻き、堆肥散布など
を行うコントラクター組織として耕畜連携を推進する。
※ WCS＝ホールクロップサイレージ＝繊維の多い茎葉部分と栄養価の高い子実部分
を完熟する前に一緒に収穫して、ロール状にフィルムで包みこみ発酵させたもの。

町で取り組む雑穀振興対策に合わせ、栄養及び環境価値の高い雑穀を材料にした加
工品の製造に取り組み、小国ブランドとして振興を図るとともに、インターネットを活用し
た直販により所得拡大を図る。

◆具体的事業
◆具体的事業
H22：トラクター、フロントロー
ダー、ロールグラブ

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○ＷＣＳ生産作業に係る専門作業集団（コントラク
ター組織）として作業受託することにより、遊休農
地の活用や耕畜連携を側面から支援

H22：加工品製造施設の建
設、加工品製造機器整
備、ホームページ作成

○雑穀を加工品に製造することで付加価値が生ま
れ、インターネットで販売することで所得向上が
図られる。
○町が推進する雑穀振興対策と連携し、雑穀の小
国ブランド化を目指す。

◆事業の成果
①産出額の増加（H21：8,060千円 → Ｈ25：11,275千円） 〔H26目標：13,140千円〕
②作業受託面積の増加
（WCS収穫運搬 H21：16.6ha → H25：30.3ha、
耕起・代掻き H21：51.6ha → H25：44.3ha、堆肥散布 H21：0ha → H25：10.5ha ）
③雇用の創出（H21：0人日→H25：250人日）〔Ｈ26目標：255人日〕

◆事業の成果
①産出額の増加 （H21：500千円 → H25：3,404千円） 〔H26目標：5,000千円〕
②町内での商品普及と売上増加を目指し、既存の菓子店１店舗、スーパー１店舗に
加え、新たに道の駅でも取引を開始
③地域内雇用（H21：0人日→H25：259人日）〔H26目標：290人日〕

◆事業実施主体の声
生産調整水田の有効活用と飼料自給率の向上を目的として、耕種農家・畜産農家を
主体として協議会を立ち上げ、当組合の主導でＷＣＳ用稲の生産拡大に努めています。
また、町及び関係機関の指導を仰ぎながら、耕畜連携による町内循環の拡大を図っ
ており、作業面積も年々増加していることから、栽培・畜産農家それぞれの需要がある
と感じています。
今後は、より質の高いＷＣＳの生産・提供に向けて、さらに力を注いでいきます。

◆事業実施主体の声
食にこだわる母親４名での運営体制になり、取組みの幅が広がりつつあります。
新商品の開発や食育講座・農作業体験を通じた顧客フォローを丁寧に行うことで、更
なる産出額の増大に努めて行きたいと思います。

H２2採択プロジェクト

農産加工
直接販売
・サービス

H２３採択プロジェクト

２９ つるおかフルーツの里・くしび
つるおかフルーツの里・くしびき
き
ステップアッププロジェクト

園芸

３０ バラ栽培における最適な環境構築
プロジェクト
事業実施主体：株式会社アキバナーセリー（山形市）

事業実施主体：株式会社産直あぐり（鶴岡市）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
店頭で搾りたてのジュースや焼きたての米粉パンを提供し、販売額の増大を目指す。

採光性が高く光合成促進を中心とする複合環境制御技術を導入した低炭素モデル大
規模生産施設を設置し、ＣＯ ２排出量削減を図るとともに産出額の増加を図る。
◆具体的事業

◆具体的事業
H22：特注店舗型ハウス、
ベーカリー、ミキサー等
調理機器

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○生食用の規格外品となる果物・野菜の加工によ
る付加価値販売
○新鮮な搾りたてジュースや焼きたて米粉パンの
店頭販売

H23：栽培棟・作業棟の新設、
複合環境制御システム導入
H24：栽培棟の増設

◆事業の成果
①産出額の増加 （H21：363,145千円 → H25：375,014千円）〔H26目標：382,000千円〕
②果物・野菜の付加価値をつけた加工販売 （H21：0円 → H25：9,104千円）
③地域内雇用の確保（H21：0人日 → H25：257人日）〔H26目標：250人日〕
※H26目標を達成し、さらなる雇用の確保に取り組んでいるところ。

◆事業実施主体の声
あぐり会員が生産しているつや姫を使用した米粉パンは当初目標を上回る販売額と
なっており、中でも旬の果物を入れたデニッシュパンは大人気商品となっています。ま
た、今年度商品化した果物タルトも好評のうちに販売することが出来ました。生ジュース
もお客様の目の前で搾りたて販売が大好評で、平成26年においても６月から11月まで
旬の野菜と完熟果物の生絞りジュースを販売しました。
今後も新たなヒット商品開発に向けて日々努力してまいります。

○オランダ型フェンローハウスの導入
…光線透過量の増大と、大規模化による
単位面積あたりの生産コストの減少及
び作業性の効率化を図る。
○複合環境制御システムの導入
…光、湿度、温度、CO ２濃度などバラ栽培
に最適な環境を再現し、増産と高品質
化を図る。

◆事業の成果
①産出額の増加（H22：240,000千円→H25：310,000千円）〔H27目標：410,000千円〕
②複合環境制御技術導入によるバラ出荷本数
（H22：34千本→H25：1,256千本）〔H27目標：1,789千本〕
③雇用の創出
（H22：5,750人日→H25：14名新規雇用・10,800人日）〔H27目標：9,500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。
◆事業実施主体の声
本支援事業の支援を得て導入したフェンローハウスと複合環境制御システムにより、
ハウス内の栽培環境、作業環境が改善され、高品質なバラを安定的に生産することが
できるようになりました。
今後とも、バラを通してお客様に心の潤いと安らぎを提供できるよう、一層の努力をし
ていきたいと思います。

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き
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

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。

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
土地利用型

事業実施主体：池田 善幸（酒田市）

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
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。

H24採択プロジェクト

園芸

H２４採択プロジェクト

５１ 地産地消・付加価値販売型農業実現
計画

林業

５２ 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

事業実施主体：中嶌 聡（最上町）

事業実施主体：株式会社カネシチ（舟形町）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要
ハウス水耕栽培による葉物野菜（リーフレタス等）の農薬を使用しない周年栽培に取組
み、地元温泉旅館やスーパー、直売所を核とした地産地消を推進する。

◆具体的事業
H24：パイプハウス・水耕栽培装置

◆創意工夫性
○地元温泉旅館とタイアップした地産地消
○ハウス水耕栽培による農薬未使用の葉
物野菜周年栽培

自然乾燥に近い風合いの乾燥木材の生産に向け、民間企業や大学との共同研究によ
り構築した、雪の融解潜熱の活用による環境負荷の少ない木材乾燥システムを実用化
し、乾燥時間の短縮による木材供給の拡大を図る。

◆具体的事業
H24：除湿式木材乾燥施設の建設

◆創意工夫性
○自然エネルギーを利用した木材乾燥
システムの構築

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H23：1,200千円→H25：6,235千円）〔H28目標：8,000千円〕
②葉チシャの販売枚数（H25：575,000枚）〔H28目標：650,000枚〕
③雇用の創出（H25：360人日）〔H28目標：150人日〕
④県内でも葉物野菜のハウス水耕栽培の取組み事例が少ないことから、視察等を受け
入れた。

①産出額の増加（H23：40,000千円→H25：43,200千円）〔H28目標：57,500千円〕
②雇用の創出（H25：60人日）〔H28目標：834人日〕
③自然エネルギーを利用した全国的にも先進的な木材の乾燥施設ということで、さま
ざまな分野からの視察に応じている。

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
消費者との結びつきを重視した販売をしていくため、支援事業を活用させていただき、
無農薬で栽培できる生産体制を整備しました。
消費旺盛な「葉チシャ」を中心とした葉菜類に的を絞り生産を進めているところですが、
プラント移植後の栽培期間を左右するハウス内の温度調整や、露地物との競合をどう
乗り切るかなど、試行錯誤の連続です。
販売強化を図ってきたことが実を結び、だんだんと取引先も増え需要も多くなってき
ました。これからは、生産量の増産を視野に事業展開していく予定です。今後も消費者
の方々に信頼される農産物を生産していきます。

春夏秋において太陽熱利用での木材乾燥を行い、木材乾燥を低コストで行うことを
実証し、各種データも採取することができました。
また、冬季間は廃材ボイラーを熱源とし、乾燥室内の空気を循環させ、温度差によ
る冬季降雪利用モードでの木材乾燥を行い、計画どおりに進捗している状況です。
今後は、山形大学から実証結果報告が行われ、それを基に温度や風量、木材量な
どの適正な使用環境の設定を行っていくことにしています。
この事業は「平成25年度エコカップ山形賞」を受賞し、また「平成26年度雪の市民会
議いいで」において、事例発表を行っており、自然エネルギーを利用した環境負荷の
少ない取組みとして注目されております。

H２４採択プロジェクト

特用林産物

H２４採択プロジェクト

５３ きのこ栽培工場における省エネルギー
化事業

畜産

５４

事業実施主体：株式会社縁の起（鮭川村）
◆プロジェクトの概要
廃菌床を燃料にしたバイオマスボイラーとその熱を利用した発電機を導入（他事業
活用）するとともに、電力監視・制御装置による使用電力の見える化や、省電力型冷
凍庫の導入により、菌床きのこ栽培の省エネルギー化を進める。
また、更なるコスト削減を図るため、おがくず乾燥機導入によるリサイクル培地の生
産に取り組む。

事業実施主体：株式会社アイオイ（鮭川村）
◆プロジェクトの概要
鶏糞温水ボイラーの導入により燃料費を削減し、飼料用米給餌を中心とした安全安心
鶏の生産規模を拡大する。また、鶏糞温水ボイラーの燃焼灰は国産として貴重なリン酸
カリ肥料として飼料用米生産者へ還元し、鶏生産における循環型農業を実践する。

◆具体的事業
◆具体的事業
H24：インバータ式冷凍機、
電力監視・制御装置
H25：インバータ式冷凍機

やまがた最上鶏ブランド化プロジェクト

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○電力の“見える”化により細かく時系列的に消費電
力を把握することで、コスト削減につなげる。
○再生可能エネルギー活用の工夫
・廃菌床をバイオマスボイラーの燃料として活用
し、さらにその熱を利用して発電。
・おがくずを乾燥機燃料として活用。

H24：鶏糞温水ボイラー
冷凍冷蔵設備
H26：鶏舎整備

○飼料米給与を中心とした安心安全鶏のブランド化。
○鶏糞温水ボイラー導入による燃料費の削減、また、
燃焼灰を国産として貴重なリン酸カリ肥料として、飼
料用米生産者へ還元し、循環型農業を実践する。

◆事業の成果

◆事業の成果
①産出額の増加（H23：233,233千円→H25：280,898千円）〔H28目標：305,302千円〕
②消費電力削減率（H25：H23年度比10.5％削減）〔H28目標：H23年度比15％削減〕
③雇用の創出（H25：4,722人日）〔H28目標：5,042人日〕
④培地のリサイクル化（全体の1/4についてリサイクル培地利用）

①産出額の増加（H23：160,000千円→H25：162,000千円）〔H28目標：233,000千円〕
②雇用の創出（H25：300人日）〔H28目標：300人日〕
③鶏糞温水ボイラーの導入によって大幅なコスト削減につながった。
④飼料用米生産者との連携により循環型農業を実践できている。

◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
電力の“見える”化により、電力消費の分布が時系列で把握できるようになりました。この結
果、作業時間をずらしたり、冷凍機の交互運転を行うことで消費電力のピークを低く抑えること
ができるようになりましたが、生産量の増加により総電力使用量は増加しました。ただし生産
単位では10.5％の電力の削減につながっています。
また、使用済み培地を乾燥し廃菌床としてリサイクルすることでコスト削減するだけでなく、
今後課題となる廃菌床の処理について、燃料化や飼料化の試験も併せて行っていく体制がで
き上がりました。
今後も省エネルギー化や、培地リサイクルを含めた事業全体を通してCO2削減を行い、カー
ボンフットプリント（CO2などの温室効果ガスの出所を調べて把握すること）できる体制を整備
し、CO2排出の少ない商品として、営業にも役立てたいと考えております。

鶏糞温水ボイラーの導入による燃料費の削減効果として、従来と比較し９０％以上削
減することができ、燃料費の抑制に大きな効果があった。燃焼灰も水田農家の方に
使っていただいたところ、生育が良好であったとのお声もいただいた。今後もブロイラー
生産における循環型農業をさらに進めたい。
また、現在、新鶏舎の建設中であり、年間41,700羽の増羽により産出額のさらなる拡
大を図りたい。

H２４採択プロジェクト

林業

Ｈ２４採択プロジェクト

５５ 置賜の木利用拡大プロジェクト

土地利用型

５６ 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
事業実施主体：農事組合法人サンファームしらたか（白鷹町）

事業実施主体：株式会社アイタ工業（米沢市）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
自社有林を中心に地元産材の利用拡大を進め、原木生産から木材加工まで一貫した
木材生産体制の構築と付加価値の高い木材製品づくりを目指す。

離農農家等からの農地集積による規模拡大を進めるとともに、土づくりなど実践研修
できる施設を設置して担い手育成を図り、地域農業の土台づくりに取り組む。また、消費
者の個々のニーズを把握し顧客管理することで、米販売を基軸とした農産物の販売拡
大を図る。
◆具体的事業

◆具体的事業
H24：プレカット加工機械、受
電設備工事

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○地元産丸太の有効活用を図る
○住宅産業と連携し、高品質プレカット材を安定供
給により工期を短縮し住宅コストの低減を図る

H24：パイプハウス、灌水設備、
販売管理ソフト、トラク
ター、代掻きハローの整
備

○担い手を育成するため、土づくりなどの実践研修で
きる施設を設置。春先は育苗ハウスとして有効活
用する。
○顧客情報を一元化することにより事務の効率化を
図り、米作りの労働力を確保する。

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（Ｈ23：4,699千円 → H25：92,252千円） 〔H28目標：99,600千円〕
②自社生産製材品の利用量（H23：61
→ H25：1,014 ） 〔H28目標：1,300
〕
③地域内雇用（H25：1,123人日）〔H28目標：1,662人日〕

◆事業実施主体の声

◆事業実施主体の声
平成25年度においては、消費税増税前の駆け込み需要により、目標産出額に近づく
結果となっている。本事業によりプレカット加工機械を導入したことで、地元木材の利
用に大きく貢献することが出来たと考えております。
今後も機械の性能（加工速度・能力）を活かし、木造の大型物件にも対応することが
可能であることから、地産木材を積極的に利用していきたい。

写真１

①産出額の増加 （H23：57,000千円 →H25：73,547千円） 〔H28目標：73,000千円〕
※H28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水稲作付面積（H23：48.75ｈａ →H25：52.3ｈａ）〔H28目標：62ha〕
うち特別栽培米面積（H23：23.32ｈａ →H25：23.2ｈａ）〔H28目標：30ha〕
③地域内雇用（H25：1,517人日）〔H28目標：1,645人日〕

写真２

写真３

２５年産米の販売不振とともに、２６年産米概算金の大幅な下落、消費税増税の状況
の中で、米の売り上げが大幅減となってしまいましたが、春先の多様な圃場条件にも対
応ができ適期作業を行うことにより安定収量が確保できました。厳しい販売環境下であ
りますが、産出額拡大を目指して努力していきます。地域農業の担い手育成の場として、
水稲育苗後はメロン栽培を行い、その後、野菜づくりの栽培研修等に取り組んでいきま
す。

H２４採択プロジェクト

５７
水産

H２４採択プロジェクト

地魚トップブランド化促進
プロジェクト

農産加工

５８ 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

事業実施主体：本間 仁（鶴岡市）
事業実施主体：山澤 清（庄内町）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要

｢通年操業のマダイ｣、｢夏のマグロ｣、｢秋のサワラ｣を活け締めし、高鮮度魚として通年
出荷するため、血抜き用生けすと保冷保管用魚槽を整備した中古漁船を購入し、1人乗り
小型漁船漁業による新規独立経営漁業者のモデルケースになることを目指す。

地元で生産された野菜や、耕作放棄地等を活用した有機栽培の麦・雑穀・ハーブ等を
使用し、安全性・健康性の高い愛玩動物用飼料を生産する。

◆具体的事業
◆具体的事業
H24：中古小型漁船の購入

◆創意工夫性

◆創意工夫性
○高鮮度保持技術の他魚種への応用
〇首都圏居酒屋への直接出荷の実施
〇小型漁船漁業技術研修の受入先として独立就
漁者の育成に貢献

H24：汎用コンバイン、
空気循環型乾燥機、
トーミ、粗選機、
小型スライサー

○業界初の「オーガニック栽培の麦・雑穀・ハーブと
野菜」の愛玩用酵素素食を製造・販売
○多収穫でなくても加工により採算性の高い農業
の実現

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（Ｈ23：270千円 → Ｈ25：3,039千円）〔Ｈ28目標：7,000千円〕
②首都圏居酒屋への直接出荷（H23：0kg → H25：5kg×6回）

①産出額の増加 （H23：1,500千円 → H25：2,403千円）〔H28目標：10,000千円〕
②耕作放棄地等の有効活用 （H23：0ha → H25： 1.5ha）
③地域の規格外野菜の活用（H25：2,800kg）
④地域内雇用の確保（新規採用１人）

◆事業実施主体の声
以前、私は底曳船の乗組員として働いていましたが、平成24年度に本プロジェクト
の支援を受け、血抜き用生けすと保冷保管用魚層を整備した中古小型漁船を購入し、
一人乗り小型漁船漁業（延縄漁業）を始めました。
延縄漁業を始めてからは、主に通年操業で鯛、夏はマグロ、秋はサワラを獲ってい
ます。魚は鮮度が大切なため保冷保管用魚槽を活用した他、マグロは活け締め、サワ
ラは神経抜きなどの技術を習得し、新鮮な魚を消費者に届けることを心掛けています。
近年、魚価の低迷や漁業環境の変化など漁業者を取り巻く環境は厳しいものがあり
ますが、このプロジェクトは新規独立を目指す漁業者にとって有効な制度と実感してお
ります。今後も新鮮な魚を提供できるよう取り組んでいきたいと思っております。

◆事業実施主体の声
農家の若手生産者や新規就農者とともに、耕作放棄地を活用したオーガニック野菜
や雑穀を栽培し、現在200種以上のオーガニック伝承野菜を出荷しています。
また、収穫時に出る規格外の生産物を裁断、乾燥、粉砕して「愛玩用動物の飼料」と
して製品化しました。
平成２６年度は大阪の展示会に出展するなど、販路拡大に向け活動しています。

H２４採択プロジェクト

農産加工

５９

H２４採択プロジェクト

特別栽培餅米加工販売拡大プロジェクト

農産加工

６０ 農家体験レストランで６次産業化
農家体験レストランで６次産業化
プロジェクト

事業実施主体：余目町農業協同組合（庄内町）
事業実施主体：髙梨 美代子（庄内町）
◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
特別栽培もち米を用いたもち加工品の個包装販売のため設備を導入し、既存の大袋販
売に加え、都市部取引先並びに地域消費者の要望に対応できるよう少量・小袋の製造出
荷体制を確立する。
◆具体的事業
H24：高速横型ピロー包装機

農家レストランを整備し、自家生産した安全・安心・新鮮な野菜を使った郷土料理を提
供することにより、地域の食文化の伝承を図る。またレストラン内に直売所を開設し、自
家生産の野菜や地域の野菜を販売する。

◆創意工夫性
○個包装パッケージの導入による大袋開封後の
カビ発生の防止
〇小家族、個人消費者が購入しやすい少量・小袋
商品の販売

◆具体的事業
H24：厨房施設等の整備

◆創意工夫性
○自家畑の野菜もぎ採り等の農業体験
○郷土料理の提供により地域の食文化の発信
○旅行企画会社との提携

◆事業の成果
①産出額の増加（Ｈ23：0千円 → Ｈ25：8,825千円）〔Ｈ28目標：33,000千円〕
②地域内雇用の確保（H25：短期雇用３人）
◆事業実施主体の声
近年、少子高齢化や核家族化に伴って、関東方面のみならず、地元庄内でも個包装
餅の需要が増してきております。本プロジェクトへ支援をいただいたことで、それらの要
望にお応えし、特別栽培餅米「でわのもち」への付加価値を拡大する取組みに大きく役
立たせております。
導入した機械で製造した個包装餅は、１ｋｇ詰めと500ｇ詰めが主力ですが、餅１個ず
つに脱酸素剤を封入し、大袋に包装して販売します。それが、個包装餅を購入いただ
いた方々から、食べたい時に食べたい分だけ調理できることで、大変喜ばれております。
これからもお客様に喜ばれる商品作りを、特別栽培餅米生産者とともに、より一層の
努力を重ね、生産して参りたいと考えております。

◆事業の成果
①産出額の増加（H24：300千円 → H25：3,855千円）〔H28目標：4,832千円〕
②県外ツアー客の来訪（H25：12人）

◆事業実施主体の声
郷土料理の提供と、遠方のお客様に庄内の食のおいしさを伝えようと始めた店でした
が、事業を始めると地元住民の来店が多く、山菜の塩蔵や米粉の料理などを教えて欲
しいとの要望が多いです。そのような要望に応えることで、地域の食文化の発信ができ
ているものと感じております。

H２５採択プロジェクト

H２５採択プロジェクト

６１
土地利用型

「高鮮度みちのく雪むろ米
「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

園芸

６２ 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

事業実施主体：みちのく村山農業協同組合（村山市）

事業実施主体：清水 寅（天童市）
寅（天童市）

◆プロジェクトの概要
◆プロジェクトの概要
オリジナルブランド米である「高鮮度みちのく雪むろ米 つや姫」と通常つや姫の集荷施
設を区分し、新たな荷受体制の構築を行うことで、作業効率の向上及び両つや姫の混入
防止を行うとともに、更なるプレミア感を創出し有利販売に転嫁することで、「高鮮度つや
姫」の販路拡大及び産地ブランド化の確立を目指す。
◆具体的事業

農地集積によるねぎの生産拡大、需要に応じたねぎの提供により取引の増大を図り、ま
た、「赤ねぎ」「赤根ほうれん草」を独自ブランド化することで産出額の拡大を目指す。

◆創意工夫性
◆具体的事業

H25：大高根ＣＥ 荷受操作盤工事
大高根ＣＥ ＰＬＣ工事
※全圃場に対する２度の葉色診断
※刈取前の玄米抽出によるタンパク値診断

○良食味圃場の選抜による「低タンパク米」
つや姫
○雪を活用した冷蔵庫『雪室』で貯蔵した
新鮮なお米「雪むろ米」
○高鮮度を実現する流通システム

H25：農作業小屋、育苗ハウス、
ねぎ皮むき機、栽培管理用機械の
整備

◆創意工夫性
○生産拡大による市場取引の増大
○需要に応じた商品の提供
○「赤ねぎ」「赤根ほうれん草」の独自ブラ
ンド化

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の拡大
（H23年産米：82,387千円→Ｈ25年産米：122,508千円）〔Ｈ28年産米目標：160,288千円〕
②収量の増加（H23年産米：7.4俵/10a→Ｈ26年産米：8.7俵/10a）〔Ｈ28年産米目標：8.7俵/10a〕

③「高鮮度つや姫」直売取扱の増加

①産出額の増加（H24：20,000千円→H25：39,416千円）〔H29目標：96,000千円〕
②作付面積の拡大（H24：270a→H25：600a）〔H29目標：1,260a〕
③雇用の増加（ H24：1,071人日→H25：2,711人日）〔H29目標：6,250人日〕

（H23年産米：0俵/0円→Ｈ25年産米：61俵/1,567千円）〔Ｈ28年産米目標：200俵/4,400千円〕

◆事業実施主体の声
当ＪＡでは、県をあげた「つや姫」のブランド確立に呼応し、県の出荷基準（玄米粗タ
ンパク質含有率7.5%乾物換算）よりもさらに厳しい独自の出荷基準（6.8%以下）を設け、
当ＪＡ所有の雪室倉庫での保管管理と組み合わせ、高鮮度・極良食味のつや姫生産
を進めています。
現在全国的に、高価格帯米と位置づけられるお米が増え、産地銘柄による販売が激
化しておりますが、消費者のニーズは安定した品質の確保およびより安全で安心なお
米を求めております。
この取組みを行うことで、村山市全体の産地ブランド化を推進し、高品質な良食味米
の安定集荷を実現するとともに、地域農業の発展に寄与していきたいと考えます。

◆事業実施主体の声
農作業小屋、育苗ハウス、ねぎ皮むき機、栽培管理用機械を整備したことで作業効
率が上がり、作付面積を拡大しながらも安定生産が可能となった。
また、「幻のほうれん草」など独自ブランドを確立し、全国から取引きの依頼がきてい
る状況である。
今後も更なる生産規模の拡大、ブランドの確立を図りながら、産出額の増大を目指し
ていく。

H２５採択プロジェクト

土地利用型

H２５採択プロジェクト

６３ 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

６４
園芸

事業実施主体：株式会社天心園（河北町）

事業実施主体：最上ラズベリー会（新庄市）
◆プロジェクトの概要

◆プロジェクトの概要
ベニバナ発酵酵素と籾殻灰ケイ酸を使った有機肥料を使い、自家生産による水稲施肥
を行い、現在よりも更に農薬と化学肥料を減らして、高付加価値米を生産する。

◆具体的事業

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
の周年供給
による産地形成と雇用創出
と雇用創出
プロジェクト

他県に先駆けた国産ラズベリーの産地確立に向け、生産者及び生産規模を拡大する
とともに、豪雪地でも栽培可能な技術をいち早く導入し、雨除け施設等の整備や専門パ
ッケージなど流通技術の独自開発をよって、高品質生産体制を確立する。併せて旺盛な
加工需要に対応した周年農業を目指す。

◆創意工夫性
◆具体的事業

H25：玄米色彩選別機等の購入

○ベニバナ発酵酵素と籾殻灰ケイ酸を使っ
た独自の有機肥料の生産・使用
○独自有機肥料を活用した独自ブランドの
確立と高付加価値化

H25：雨除け施設、予冷庫、販売促進
活動
H26：雨除け施設、予冷庫、販売促進
活動

◆創意工夫性
○豪雪地でも栽培可能な技術の導入
○雨除け施設、予冷庫等による高品質
生産と鮮度の高い出荷体制の確立
○冷凍果実による周年供給の確立

◆事業の成果
◆事業の成果
①産出額の増加（H24：22,400千円 → H25：24,700千円）〔Ｈ29目標：47,500千円〕
② 1俵あたりの平均単価の増加（H24：16,250円→ H25：13,800円）〔Ｈ29目標：16,770円〕

①産出額の増加（H24：470千円→H25：1,170千円）〔H29目標：14,500千円〕
②ラズベリー生産量（H24：100㎏→H25：567㎏）〔H29目標：5,000㎏〕

③水田の経営面積（H24：8ha → H25：10ha ）〔H29目標：15.5ha 〕
④雇用の確保（H24：80人日 → H25： 100人日）〔H29目標： 500人日〕
◆事業実施主体の声
◆事業実施主体の声
米価下落の影響が大きく１俵あたりの平均単価は下がってしまいましたが、水稲作付
面積を増やすことで産出額も増加し、雇用にも結びつけることができました。
今後は、総合的病害虫・雑草管理(IPM)も実践しながら特別栽培米認証の比率を
８０％まで増やし、高単価での販売の拡大を目指します。

最上ラズベリー会は、平成24年９月に設立し、地域活性化を目指しながらラズベ
リーを中心とした生産・販売・特産加工品開発などを行っている生産者の団体です。
現在、会員は新庄市24名ほか金山町、鮭川村、舟形町の計36名がおり、収穫量5tを
目標に取り組んでいます。
良質な生果実を数多くの方に知っていただくため、本事業において、雨除けテント・
保冷庫等を導入したほか、県内や首都圏の実需者の方に販促活動を行うことが出来
ました。国産を求める方に丁寧な調整作業を知っていただき、販路拡大の自信が出
てきたところです。より一層、生産体系や出荷体系を効率化し、より多くの方に「最上
のラズベリー」を求めていただくよう会員一丸となって邁進いたします。

H２５採択プロジェクト

園芸

６５ 多面的流通による総合生産への
挑戦プロジェクト
事業実施主体：かねやま産直ねっと（金山町）

◆プロジェクトの概要
町内産直組織の連携により組織間の競合を回避し、それぞれが持つ強みやノウハウ
を活かした品目・製品（商品）の集中・専門化を進めることで生産効率を高め、地域資源
であるニラやきゅうり、たらの芽等の多彩な野菜・山菜・きのこ類、｢米の娘ぶた｣を始め、
これらを活用した農産加工品の生産・販売を拡大する。
◆具体的事業
H25：加工設備、農機具等の導入

◆創意工夫性
○町内産直組織の連携
○規格外の農産物・畜産物・水産物等を
加えた加工品の開発・販売

◆事業の成果
①産出額の増加（H24：1,000千円→H25：10,639千円）〔H29目標：22,000千円〕
・栽培面積が拡大したことから予定（H25目標：3,000千円）を大きく上回る産出額
を確保できた。
②雇用の増加（H24：50人日→H25：143人日（常勤含む））〔H29目標：1,100人日〕
※H25目標（150人日）に対し概ね達成しており、さらなる雇用創出に取り組んでい
るところ。
③ 組織の生産物を活用した新たな商品開発が進められており、今後、町の特産品へ
の発展が期待される。
◆事業実施主体の声
平成23年度に金山町の産直組織を一元化した組織として立ち上げ、本事業により
施設・機械等を整備したことによって、農産加工品の生産・販売額が増大し、また、新
たな雇用が創出されました。（販路拡大として、定期市「青空市」の開催や町外のイベ
ントへ出展。）
「農と食による地域の魅力創造事業」により、町内の特産であるニラの規格外品の
活用と、ブランド豚肉「米の娘ぶた」を活用した餃子の開発が進められており、当組織
としても開発に必要な食材の生産を行っていくことで連携しながら、町全体で農畜産
物の生産・加工（高付加価値化）などに取り組み、更なる新商品開発・販売を行って
いきます。

○本事例集に関するお問い合わせ先
〒990-8570 山形市松波２丁目８－１
農林水産部農政企画課 農林水産業活性化担当
TEL：023-630-2383/2405 FAX：023-630-3096 E-MAIL：ynosei@pref.yamagata.jp
本事例集及び各プロジェクト計画、各年度の採択状況等は県ホームページに公開しています。

