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はじめに

強い農業づくり交付金は、平成１７年度に補助金改革等の一環で広範で

多岐にわたる補助事業が統合され、生産・経営から流通までの総合的な強

い農業づくりを支援するために制度が創設されました。

生産局では、平成１６年度までの生産振興総合対事業等が、この交付金

に組み込まれ、産地の競争力を強化を政策目的に掲げ取り組んでいるとこ

ろです。

平成１７年度に整備事業を実施した地区については、事業実施後３年が

経過し、一定の成果上げており、各地域において基幹的な農業施設が整備

され農家の所得の向上や地域の農業振興に大きく寄与しているところで

す。

このたび、平成１７年度に全国で実施した地区のうち、需要に応じた生

産量の確保、生産性の向上、品質の向上、農畜産物の環境保全等の目標に

そって、優良な成果をあげている地区について、地区の概況、事業導入の

経緯、事業実施の状況、事業による成果、今後の課題等について整理した

ところです。

事業に取り組んだ受益農家や関係者の意見も掲載していますので、営農

上の課題等を抱え事業の導入を検討されている地区の参考等に活用願いま

す。

最後に、優良事例の作成にご協力をいただいた各事業実施主体及び関係

者の皆様に感謝申し上げます。

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日

生産局総務課生産推進室



強い農業づくり交付金優良事例地区一覧(１７年度実施地区で２０年度評価地区)

通し番号 頁数

１－① 1
富良野市、中
富良野町、上
富良野町

ふらのＪＡ 色彩選別機
雑豆（赤豌
豆）需要

需要

１－② 2 池田町 十勝池田町ＪＡ
軟 X線異物除去機､フレ
ｺﾝスケール

大豆、雑豆 需要

１－③ 3 愛別町 スリーエー生産組合
不耕機播種機、細断式
ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ、自走式ﾗｯﾋﾟ
ﾝｸﾞﾏｼｰﾝ

デントｺｰﾝ 生産性向上

１－④ 4 猿払村 東宗谷ＪＡ 飼料貯蔵施設 牧草 生産性向上

１－⑤ 5 標津町
グリーンフィードコントラク
ト

自走式ハーベスター1台
ﾌﾛﾝﾓｱｺﾝ1台、ﾘｱﾓｱｺﾝ1
台

牧草 生産性向上

１－⑥ 6 南幌町
南幌町蔬菜園芸組合
キャベツ部会

乗用移植機5台 キャベツ 生産性向上

１－⑦ 7 栗山町 栗山町ＪＡ 大豆調整施設 大豆 品質向上

１－⑧ 8 大樹町 大樹町ＪＡ 集出荷貯蔵施設 だいこん 品質向上

１－⑨ 9 芽室町 芽室町ＪＡ
浅層排水　0.4ha　石れ
き除去　１9.7ha

‐ 環境保全

１－⑩ 10 清水町 十勝清水町ＪＡ
浅層排水　15.2ha　石れ
き除去　0..8ha

‐ 環境保全

１－⑪ 11 音更町 音更ＪＡ
人参洗浄選別予冷施
設、人参収穫機

にんじん 輸入急増

青森県 ２－① 12 田舎舘村 津軽みなみＪＡ 色彩選別機 水稲 環境保全

２－② 13
二戸市、軽米
町、九戸村

北いわて農協 集出荷選果施設 りんご 需要

※２－③ 14
岩泉町、軽米
町

（社）岩手県農業公社 細断式ロールベイラー デントｺｰﾝ 生産性向上

秋田県 ２－④ 15 由利本庄市大内稲飼料生産組合
マニュアスプレッダー2
台

稲わら、稲
WCS

生産性向上

２－⑤ 16 東根市 東根市ＪＡ 花木促成施設 啓翁桜 生産性向上

２－⑥ 17 鶴岡市
西郷南部地区無人へり
防除組合

無人ヘリコプター 水稲 品質向上

埼玉県 ３－① 18 深谷市 ふかや農協 ネギ平床移植機15台 ねぎ 輸入急増

群馬県 ３ー② 19 前橋市 群馬県農業公社
細断式ロールベイラー1
台、コーンハーバスター
1台、ワゴン1台

青刈りトウモ
ロコシ

飼料増産

長野県 ３ー③ 20 伊那市他 JA上伊那 集出荷貯蔵施設 白ねぎ 輸入急増

北陸 石川県 ４－① 21 羽咋市 太田町直播組合 水稲直播播種機 水稲 品質向上

岐阜県 ５－① 23 羽島市
（旧）羽島市農協
（現）ぎふJA

育苗廃液処理施設 水稲 環境保全

５－② 24 一色町 西三河ＪＡ きゅうり選果ライン きゅうり 品質向上

５ー③ 25 県全域 愛知県
経膣採卵用超音波診断
装置

牛 生産性向上

東北

関東

東海
愛知県

北海道

岩手県

山形県

事業実施主体名 事業内容 対象作物 政策目標農政局等 都道府県名
番号

市町村名

北海道



強い農業づくり交付金優良事例地区一覧(１７年度実施地区で２０年度評価地区)

通し番号 頁数
事業実施主体名 事業内容 対象作物 政策目標農政局等 都道府県名

番号
市町村名

滋賀県 ６－① 26 近江八幡市 西生来営農組合 栽培管理ﾋﾟｰｸﾙ 大豆 生産性向上

兵庫県 ６－② 27 佐用町 ＪＡ兵庫西
大豆ｺﾝﾊﾞｲﾝ1台、田植
機1台

水稲、大豆 生産性向上

香川県 ７－① 28 三木町 東山産業農業生産法人 家畜飼養管理施設 採卵鶏 生産性向上

７－② 32 松山市 ＪＡ松山養鶏 洗卵選別施設 採卵 生産性向上

７ー③ 33 伊方町 伊方晩柑ハウス組合 低コスト耐候性ハウス かんきつ類 品質向上

福岡県 ８－① 34 前原市 前原酪農組合 飼料収穫調製機械
トウモロコシ・ソ
ルガム、稲
WCS

生産性向上

８－② 35
大村市、
東彼杵町

大村東彼杵菊生産組合 低コスト耐候性ハウス きく 需要

８－③ 36 東彼杵町 木場自給飼料生産組合
ロールベイラー、テッ
ダーレーキ梱包格納用
機械運搬機

飼料作物 生産性向上

８ー④ 37 山鹿市
菊鹿茶生産部会乗用摘
採機利用組合

乗用型摘採機 茶 需要

８－⑤ 38 阿蘇市
阿蘇中部イチゴ高設栽培
施設利用組合

イチゴ高設栽培施設 イチゴ 生産性向上

大分県 ８－⑥ 39 大分市
農事法人組合法人寺尾
農業協同組合

低コスト耐候性ハウス こねぎ 輸入急増

宮崎県 ８－⑦ 40 国富町 第2市ノ瀬飼料生産組合 飼料倉庫 稲わら 生産性向上

８－⑧ 41 和泊町 大城さとうきび生産組合 小型ハーバスター他 さとうきび 生産性向上

８－⑨ 42 知名町
西目・芦清良ユリ生産組
合

予冷施設 ユリ 品質向上

９ー① 43 南大東村 ＪＡ沖縄（東大東）
栽培管理施設（設置型
農業用タンク一式）

さとうきび 生産性向上

９ー② 46 竹富町 竹富町
集出荷貯蔵施設、選果
機１台

パイン 生産性向上

９ー③ 48 八重瀬町 ＪＡ沖縄（八重瀬） 農作物被害防止施設 ピーマン 生産性向上

注：政策目標　需要・・・・・・・・需要に応じた生産量の確保

　　　　〃　　　 環境保全・・・・農畜産業の環境保全　

　　　　〃　　　 輸入急増・・・・輸入急増農産物における国産シェアの奪回　

※　旧生産振興総合対策の継続事業

熊本県

鹿児島県

沖縄県

愛媛県

長崎県

沖縄

近畿

中四国

九州


