
産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28～29年度：山形市農業振興協議会） （山形県）

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】
①栽培ハウス整備による生産量の増加
②共同育苗による育苗費の削減
③高品質なセルリー苗の安定供給
【事業実施による間接効果】

①生産量増加により新たな販売先も増え、
販売単価も増加
②次世代を担う後継者の育成

産地体制

【産地の課題及び取組方向】

・山形市においてセルリーの栽培が昭和44年に始まり、平成9年にピークを迎えた
が、生産者の高齢化、施設園芸の多角化による後継者不足、高い技術を要する
ために新規参入が困難等の理由から、生産量が減少した。

・後継者や新規参入者を増加させ技術を伝承するために、共同育苗ハウス等を整
備し、コストの削減を目指す。

地域における独自の取組

〈主な取組〉

【産地の体質強化に向けた方策】
①育苗作業の労働時間を削減するため、共同育苗施設を整備する。
②共同育苗ハウスの整備により、栽培農家に対しセルリーの苗を安定的に供給する。
③種子の消毒等、苗の集落的管理を行うことで病害虫被害を大幅に軽減し、より高品質
な栽培を図る。
④栽培施設を集中的に整備することにより、高品質なセルリーの安定生産を拡大する。
⑤ICT機器等の導入により、栽培管理技術の蓄積と分析を図り、新規就農者等への継承
を目指す。

103.3

生産コストが
13.3％減少
（達成率103.3％）

目標値
1,164千円
/10a

対象品目 ：施設野菜（セルリー）
（産地面積8.75㏊）

主な取組主体：山形市農業協同組合
成果目標 ：生産コストの10％以上の削減

基準（H27年度）1,337千円/10a
目標（R1年度） 1,164千円/10a

導入施設等 ：整備事業（共同育苗施設 等）
生産支援事業（資材費：ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、
機械リース：暖房機、管理機等）

山形県
山形市
旧市地区

山形市農業振興協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・山形県
・山形市
・ＪＡ山形市

情報共有

・取組主体と協議会、行政
（県、市）やＪＡとの情報共有
（取組状況、販売等）

指導・助言

・新規栽培者の確保や栽培技術の継承への支援

1,337千円/10a

Ｈ27年度 H29年度 R1年度

1,264千円/10a

1,159千円/10a

（基準年） （目標年）

実績値（生産コスト）

取組の概要



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：南陽市農業振興協議会） （山形県）

対象品目 ：水稲（産地面積：50.0㏊）
主な取組主体：宮崎稲作機械利用組合
成果目標 ：生産コストの10％以上削減

基準（H27年度） 104.9千円/10a
目標（H30年度） 94.4千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業（乾燥調製機械）

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】

①遠赤外線式の高性能な乾燥機を導入す
ることで、乾燥作業の効率化及び労働時間
の軽減を実現

【事業実施による間接効果】

①農地集積による規模拡大、生産コストの
削減により農業所得の向上

産地体制

地域における独自の取組

・肥料費、農業薬剤費などの資材費の見直しによる諸
経費の削減
・農地の集積化、規模拡大

〈主な取組〉

173.2

生産コストが
17.3％減少
（達成率173.2％）

取組の概要

86.7千円/10a

104.9千円/10a

Ｈ27 Ｈ30Ｈ29

目標値
94.4千円/10a

（基準年） （目標年）
実績値（生産コスト）

山形県
南陽市
宮崎地区

○高性能な乾燥調製機械を導入し、乾燥調製作業の効率化と圃場作業における
労働効率の向上を図るとともに、資材等の諸経費の見直しを行って生産コストの
削減を図る。

○農地中間管理作業の活用や農業委員会を通じた農地の賃借等により、農地の
集積化、規模拡大を図る。

乾燥機２台及び乾燥調
製用一時貯留タンクを
導入

県農業技術普及課、南陽市、JA山形おきた
まの組織が連携して事業を推進

・県農業技術普及課
・南陽市
・JA山形おきたま

取組主体
宮崎稲作機械利用

組合

指導・助言

92.1千円/10a

102.5千円/10a

Ｈ28



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：高畠町農業再生協議会） （山形県）

対象品目 ：水稲（飼料用米及び主食用米）
（産地面積：68.3㏊）

主な取組主体：株式会社 ファームおそのづか
成果目標 ：生産コストの10％以上削減

基準（H27年度） 102.0千円/10a
目標（H30年度） 91.8千円/10a

導入施設等 ：整備事業（乾燥調製施設）

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】

①これまで農業者が個別に行ってきた乾燥
調製作業を集約化して生産コストを低減

【事業実施による間接効果】

①中心的経営体の規模拡大による生産コ
ストの削減

産地体制

地域における独自の取組

・水稲の規模拡大
・乾燥調製作業の集約化

〈主な取組〉

133.0

生産コストが
13.3％減少
（達成率133.0％）

取組の概要

88.4千円/10a

102.0千円/10a

Ｈ27 Ｈ30Ｈ29

目標値
91.8千円/10a

（基準年） （目標年）
実績値（生産コスト）

山形県
高畠町
小其塚地区等

○大型乾燥調製施設を新設し、水稲の乾燥調製作業を集約化

○乾燥調製作業について、周辺農家からの作業受託

○併せて、中心的経営体の規模拡大により、生産コスト10％以上の削減
を実現

高畠町、JA山形おきたま等の組織が

連携して事業を推進。
106.5千円/10a



対象品目 ：大豆・そば（産地面積68.5㏊）
主な取組主体：白鷹町転作大豆組合
成果目標 ：生産コストの10％以上の削減

【大豆】
基準（H28年度） 73千円/10a
目標（R1年度） 64千円/10a
【そば】
基準（H28年度） 44千円/10a
目標（R1年度） 40千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業（コンバイン）

産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成29年度：白鷹町農業再生協議会） （山形県）

ポイント

取組成果産地体制

〇高性能機械の導入により作業効率の向上を図り、単位面積当たりの労
働時間を削減する。

〇作業受託および中間管理機構を活用した作付圃場の連坦化と規模拡大
を行う。

〇施肥量の見直しと共同購入による安価な肥料・農薬の購入を行い物財
費の見直しを行う。

地域における独自の取組

・作業受託及び中間管理機構を活用した作付圃場の
連坦化、規模拡大
・肥料・農薬等の見直し・削減

〈主な取組〉

山形県
白鷹町
蚕桑・鮎貝・東根地区

生産コストが13.7％減少
（達成率122.2％）

取組の概要

33千円/10a

44千円/10a

Ｈ28 R1Ｈ29 Ｈ30

29千円/10a

35千円/10a

目標値40千円/10a

（基準年） （目標年）

県農業技術普及課、JA山形おきたま、白鷹
町が一体となって事業を推進

・県農業技術普及課
・JA山形おきたま
・白鷹町

取組主体
白鷹町転作大豆組合

指導・助言

73千円/10a

63千円/10a

70千円/10a
68千円/10a 目標値

65千円/10a

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1

実績値（生産コスト）

（目標年）（基準年）

実績値（生産コスト）

品目：大豆 品目：そば

生産コストが25.0%減少
（達成率243.9％）



対象品目 ：すいか（産地面積516㏊）
主な取組主体：みちのく村山農業協同組合
成果目標 ：集出荷・加工コストの10％以上の削減

基準（H27年度） 6.73円/kg
目標（H30年度） 6.01円/kg

導入施設等 ：整備事業
（基金事業：すいか選果施設）

ポイント

取組成果

6.73円/kg

H27年度 H29年度 H30年度
（基準年） （目標年）

産地体制

【産地の課題及び取組方向】

・高齢化による労働力不足や消費地の需要動向、変化する消費者ニーズに対応
していくことが課題となっており、集出荷施設の再編を通じた省力化の取組
みを行い、コストの削減に取り組む。

地域における独自の取組

・「北村山地域すいか産地パワーアッププラン」
によるブランド産地の確立

〈主な取組〉

大石田町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・大石田町
・村山市
・尾花沢市
・ＪＡみちのく村山

情報共有

・取組主体と協議会、行政
（県、町、市）やＪＡとの情報
共有（取組状況、販売等）

【産地の体質強化に向けた方策】
①策定した北村山地域すいか産地パワーアッププラン計画に基づき、果実選果施設
（村山管内）と西部すいか選果施設（大石田管内）の再編合理化整備を行い、現在の
生産量を維持しながらも、新しい需要に対応した種なしすいかや小玉すいか、高糖度
プレミアムすいかの選果を行うことで生産者の所得向上とブランド産地確立を目指す。
②生産者の所得向上とブランド産地確立のため、需要対応型施設として集出荷施設の
再編利用を図る。
③再編利用による機能強化で手選果を機械選果とし、生産者の労力削減を図る。
④選果データ分析による適期収穫等により品質の向上を図る。

指導・助言

取組の概要

山形県
大石田町
村山市
尾花沢市

5.93円/kg

5.49円/kg

産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：大石田町農業再生協議会） （山形県）

111.1

生産コストを
11.9％削減
（達成率111.1％）

目標値
6.01円/kg

実績値（生産コスト）

【事業実施による直接効果】
①選果機械の性能向上による共同選果のコス
ト削減
②荷下ろしコンベア導入による生産者の労力
削減と作業効率の向上
【事業実施による間接効果】
①選果データ分析・適期収穫の徹底による品
質向上
②選果精度の向上による市場評価の向上



産地パワーアップ事業の取組事例 （山形県）

取組の概要

取組の概要 ：吉島地区における高品質トマトの生
産拡大による農家所得の向上と雇用
の創出

計画策定主体：川西町農業再生協議会
対象品目 ：トマト（施設野菜）

（産地面積：3.0ha）
主な取組主体：農業生産法人株式会社平洲農園
成果目標 ：契約栽培の割合の10％以上の増加か

つ50％以上
助成金の活用：整備事業（低コスト耐候性ハウス）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状〉

〈目標〉

○ 低コスト耐候性ハウスによる高品
質トマト栽培を契機にした吉島地区
におけるトマト生産の拡大と「かわに
し未来ビジョン」に基づく農家所得の
向上と雇用の創出

事業効果

Ｈ27年度 Ｈ30年度

○ 収益力向上及び規模拡大に計画的に
取り組む産地づくりを支援することで、大
幅な生産拡大及び大規模ハウス団地へ
の集約を図る。
○ 企業誘致や新たな作物展開の方向に
誘導することにより、農家所得の向上及
び新たな雇用の創出を図る。

推進体制

川西町、川西町農業再生協議会、カゴメ
株式会社、農業関係者等が一体となり、
事業を推進。

○ 高品質トマトの生産拡大による農家
所得の向上と雇用創出のため、低コ
スト耐候性ハウスの整備と高度な生
産技術（養液栽培システム及び炭酸
ガス施用）を導入。

地域における独自の取組

○ カゴメ株式会社の技術支援と長期契
約栽培の締結
○ 農業再生協議会で生産拡大のためト
マトを推進品目に指定
○ 「かわにし未来ビジョン」及び「川西町
まち・ひと・しごと創生総合戦略」による
農家所得の向上、雇用創出

〈主な取組〉

＋100％

地区の概要

山形県
川西町
吉島地区

～トマトの契約栽培の割合～

○ 吉島地区における施設トマト栽培は
0.38ha

100％

0％



産地パワーアップ事業の取組事例 （H28～29年度：事業費102百万円（うち国費45百万円） （山形県）

計画作成主体：最上町農業振興協議会
対象品目 ：アスパラガス（産地面積59㏊）
主な取組主体：新庄もがみ農業協同組合、

最上町アスパラガス生産協議会
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H28年度）719,303円/10a
目標（H32年度）820,820円/10a

導入施設等 ：整備事業（基金事業：集出荷施設）
生産支援事業（資材費：支柱等、
機械リース：予冷庫、移植機等）

ポイント

期待される事業効果

719,303円/10a

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ32年度

【事業実施による直接効果】
①集出荷施設の増設・自動選別機等の
整備及び堆肥散布機等の農業機械
導入により、品質の均質化・ブランド
化の向上が図られる。
②更なる生産規模・生産量の拡大によ
り、農家所得向上が期待される。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

・当地域のアスパラガスは毎年新規・増反者により拡大しており、県内随一の産地を
形成している。産地の維持、拡大に対応していくためには、機械導入による品質保
持と作業の省力化を進めていく必要がある。

地域における独自の取組

・「最上町農林業新戦略プラン」による最上町産
アスパラガスのブランド化の確立と生産規模の
拡大

～アスパラガスの販売額～
＋14.1％

最上町農業振興協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・最上町
・ＪＡおいしいもがみ

情報共有

・取組主体と協議会、行政
（町）やＪＡとの情報共有（取
組状況、販売等）

【産地の体質強化に向けた方策】
①アスパラガスの生産規模・生産量拡大に対応するため、集出荷施設を増設する。
②品質向上を図るため予冷庫を導入し「アスパラガス」ブランドの向上を図る取組みを行う。
③生産規模拡大と品質向上に注力して産地化形成を推進するため、２カ年計画で生産資材
と農業機械を整備する。

指導・助言

販売額を増加

取組の概要

山形県
最上町
全域

820,820円/10a

事業実施状況 成果目標の達成に向けた取組状況

〈H29年度〉

作付面積：54.08ha
販売額 ：690,467円/10a

690.467円/10a

～中間達成率～
▲28.4％

・集出荷施設の利用にあたり規格の統一の徹底を指導
・予冷庫による品温管理の徹底を指導。
・毎月の栽培講習会の実施、新規栽培者向け講習会の開催
・Ｈ30年7月・11月、茎枯病対策に向けた会議及び研修会の
開催、茎枯病対策の徹底



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：河北町農業再生協議会） （山形県）

対象品目 ：果樹（さくらんぼ、西洋なし、りん
ご、もも）（産地面積10.375㏊）

主な取組主体：河北さくらんぼ生産組合 等
成果目標 ：所得額の10％以上の増加

基準（H27年度）663.9千円/10a
目標（H30年度）730.4千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業(資材費：雨除け施設、
機械リース：冷蔵庫等)

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】
①10a当たり収穫量（単収）の増加
②裂果等の減少による品質の向上
③西洋なしの長期的な出荷体制の拡充
【事業実施による間接効果】

①担い手による作付面積が拡大し、生産量
が増加

②品質の向上により、市場での需要が高ま
り、販売単価が増加

産地体制

【産地の課題及び取組方向】

さくらんぼのみならず、西洋なしやりんご等の病気発生や裂果による生産量の
減少を防ぎ、品質を向上させるとともに、長期出荷体制を構築することが課題で
ある。
雨よけ施設や予冷庫等の整備により、課題を解決し、販売額の10%以上の増加を

目指す。

地域における独自の取組

・労働力確保、共同防除体制の構築等への取組

〈主な取組〉

【産地の体質強化に向けた方策】
①さくらんぼ雨よけ施設や換気装置の導入による、高品質生産及び収量の増加、作業の
効率化を行う。
②予冷庫の導入による西洋なし、りんご、もも等の長期出荷体制の確立を図る。
③労働力の確保及び共同防除体制を構築する。
④さくらんぼや西洋なし等の品質向上を目指した、各種栽培管理講習会の受講による技
術向上を行う。

148.3

販売額が
14.9％増加
（達成率148.3％）

取組の概要

762.5千円/10a

663.9千円/10a

Ｈ27 Ｈ30Ｈ29

744.8千円/10a目標値
730.4千円/10a

（基準年） （目標年）
実績値（販売額）

山形県
河北町
全域

河北町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・県（村山総合支庁
農業技術普及課）
・河北町
・ＪＡさがえ西村山

・取組主体と協議会、行政
（県、町）やＪＡとの情報共有
（取組状況、販売等）

・行政機関（県）による技術面
のサポート体制

指導・助言
情報共有



産地パワーアップ事業の取組事例 (H28～29年度：事業費198百万円（うち国費92百万円)) （山形県）

計画作成主体：東根市農業再生協議会
対象品目 ：さくらんぼ、ぶどう、西洋なし、

日本なし、りんご、もも
（産地面積63.6㏊）

主な取組主体：地元生産者 等
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H28年度）102.2万円/10a
目標（H31年度）116.8万円/10a

導入施設等 ：生産支援事業(資材費：雨よけ施設、
機械リース：冷蔵庫、梱包機等)

ポイント

期待される事業効果

102.2万円/10a

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ31年度

【事業実施による直接効果】
① 「果樹王国ひがしね」を代表する果樹の
栽培において、高品質な果実の安定的な
生産出荷及び早期出荷が図られる。
②ブランド力向上により、産地としての果樹の
販売高向上が期待される。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】
・近年、地域の担い手不足に伴い収益の減少が続いていることが課題であり、農地集積や集約化や新たな
地域の担い手が作業しやすい環境つくり等により、高品質な果実の安定生産と出荷を行う。

地域における独自の取組

・農繁期における労働力の確保や、共同防除体制の構築
・果樹王国ひがしねとしてのブランド化を推進する取組
・地域の担い手への農地集積や集約化を図りながら作業
効率の向上を目指す取組

～さくらんぼ、ぶどう、西洋なし、
日本なし、りんご、もも、柿の販売額～

＋14.3％

東根市農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・東根市
・ＪＡさくらんぼひがしね

情報共有

・取組主体と協議会、行政
（市）やＪＡとの情報共有（取
組状況、販売等）

【産地の体質強化に向けた方策】
① さくらんぼ雨よけ施設の導入による品質向上及び裂果防止を図る
② さくらんぼハウスへの暖房機導入による長期安定出荷を図る
③ さくらんぼ雨よけ栽培等からさくらんぼハウス栽培への移行により安定生産を図る
④ ぶどう雨よけ施設の導入による生産性や品質の向上を図る
⑤ 西洋なし棚の導入による生産性や品質の向上を図る
⑥ 動力散布機（ＳＳ）の導入により効率的な防除を行い商品化率の向上を図る
⑦ さくらんぼ選果機の導入による高品質果実の出荷及び省力化を図る
⑧ 冷蔵庫の導入による西洋なし、ぶどうの長期出荷による経営の安定化を図る
⑨ 草刈機・梱包機の導入による作業の省力化を図る
⑩ さくらんぼハウスへの被覆材や開閉装置導入により、気象変動対応することで高品質果実の出荷を図る
⑪ 果樹王国ひがしねとしてのブランド化を推進する
⑫ 地域の担い手への農地集積や集約化を図りながら作業効率の向上を目指す

指導・助言
販売額を増加

取組の概要

山形県東根市
東根、小田島、大富、
長瀞、神町、若木、
東郷、高崎地区

116.8万円/10a

成果目標の達成に向けた取組状況事業実施状況

〈H29年度〉

作付面積：63.06ha
販売額 ：115.9万円/10a

～中間達成率～
93.8％

115.9万円/10a

毎年1～2月、剪定講習会、防除講習会
毎年5月、 さくらんぼ管理講習会

（いずれも取組主体の参加有り）



・県（村山総合支庁
農業振興課、
同農業技術普及課）
・上山市
・JAやまがた
・南果連

産地パワーアップ事業の取組事例 (H28～29年度：事業費47百万円（うち国費22百万円)) （山形県）

計画作成主体：上山市農業再生協議会
対象品目 ：さくらんぼ、ぶどう、西洋なし

（産地面積17.37ha）
主な取組主体：地元生産者
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H28年度） 897千円/10a
目標（H31年度） 997千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業(資材費：雨よけ施設、
機械リース：暖房機、選果機等)

ポイント

期待される事業効果

897千円/10a

H28年度 H29年度 H31年度

【事業実施による直接効果】
①生産資材・機械の導入による高品質
果実の安定的な生産出荷により、
産地として果樹の販売額の増加が
期待される。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

・高齢化による担い手不足や労働力不足が課題となっている。一方で消費者ニー
ズに対応するためには高品質生産をする必要があり、雨による裂果や病害の対
策を徹底しなければならないため、高品質生産を行い、収益力向上を目指す。

地域における独自の取組

産地のブランド力向上を推進する取組

～さくらんぼ、ぶどう、西洋なしの販売額～
＋11.1％

上山市農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

情報共有

【産地の体質強化に向けた方策】
①雨よけ施設の導入による高品質果実安定生産
②さくらんぼハウス専用暖房機の導入による長期安定出荷
③雨よけ施設の導入による高品質果実安定生産及び出荷時期の長期化
④棚の導入及び腐乱病対策の徹底による収穫量の安定化と品質向上
⑤選果機を導入した高品質果実安定出荷

指導・助言

販売額を増加

取組の概要

997千円/10a

山形県上山市
西郷、久保手、東、
中川、本庄、宮生、
三千刈地区

・取組主体と協議会、行政
（県、市）やＪＡとの情報共有
（取組状況、販売等）

・行政機関（県）による技術面
のサポート体制

事業実施状況 成果目標の達成に向けた取組状況

911千円/10a

～中間達成率～
14.0％

〈H29年度〉

作付面積：15.94ha
販売額 ：911千円/10a

H28年4月～随時、果樹の栽培管理について指導
H30年5月、さくらんぼの収穫前管理講習会開催
H30年6月、ぶどうの房づくり講習会開催

（いずれも取組主体の参加有り）



・村山市
・ＪＡみちのく村山

産地パワーアップ事業の取組事例 (H28～29年度：事業費51百万円（うち国費24百万円)) （山形県）

計画作成主体：村山市地域農業再生協議会
対象品目 ：さくらんぼ、ぶどう

（産地面積17.54㏊）
主な取組主体：村山さくらんぼ安全生産部会 等
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H27年度）27.5万円/10a
目標（H31年度）39.4万円/10a

導入施設等 ：生産支援事業(資材費：雨よけ施設、
機械リース：細霧冷房装置)

ポイント

期待される事業効果

27.5万円/10a

Ｈ27年度 Ｈ29年度 Ｈ31年度

【事業実施による直接効果】
①雨よけ施設栽培用の資材導入による
高品質な果実の安定的な生産出荷や、
担い手への園地の集積、ブランド力の
向上により、産地としての果樹の販売
高の向上が期待される。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

・栽培に適した気候を生かし全国でも有数のさくらんぼ産地として名を馳せて
きたが、高齢化による離農者の増加が課題である。

地域における独自の取組

・担い手への園地の集積や労働力の確保・調整、
共同管理の実施

・さらなるブランド化に向け、より効率的な品質
基準の達成に向けた栽培方法の普及・徹底

～さくらんぼ、ぶどうの販売額～
＋43.3％

村山市地域農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

情報共有

【産地の体質強化に向けた方策】
①雨よけ施設の導入により安定性及び高品質生産等への取組
②さくらんぼハウスへの細霧冷房装置導入により安定生産及び高品質生産等への取組
③担い手への園地の集積や労働力の確保・調整、共同管理の実施
④さらなるブランド化に向け、より効率的な品質基準の達成に向けた栽培方法の普及・
徹底

指導・助言

販売額を増加

取組の概要

46.6万円/10a

山形県
村山市
全域

・取組主体と協議会、行政
（市）やＪＡとの情報共有（取
組状況、販売等）

成果目標の達成に向けた取組状況事業実施状況

〈H29年度〉

作付面積：17.54ha
販売額 ：46.6万円/10a

39.4万円/10a

～中間達成率～
160.5％

毎年2～3月、おうとう剪定講習会
毎年5月、 おうとう管理講習会
毎年7～8月、おうとう夏季管理講習会

（いずれも取組主体の参加有り）



・大蔵村、鮭川村、
戸沢村
・各農業再生協議会
・ＪＡ山形もがみ
（ＪＡおいしいもがみ）

産地パワーアップ事業の取組事例 (H28～29年度：事業費26百万円（うち国費11百万円)) （山形県）

計画作成主体：大蔵村農業再生協議会
対象品目 ：にら、ねぎ、ピーマン、ししとう、

きゅうり（産地面積10.62㏊）
リンドウ（産地面積10.79㏊）

主な取組主体：山形もがみ農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加
基準(野菜H27) 89,595,294円,

(花きH28) 64,766,000円
目標(野菜H30)106,563,900円,

(花きH32)100,400,000円
導入施設等 ：整備事業(基金事業：集出荷施設)

生産支援事業(資材費：栽培資材、
機械リース：結束機)

ポイント

期待される事業効果

89,595,294円

Ｈ27年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

【事業実施による直接効果】

①更なる生産規模・生産量の拡大のため、
青果物集出荷施設を新設し、農業者の所得
向上が期待できる。

【事業実施による間接効果】

①産地として規模が拡大されることにより、
産地の知名度が上がることで、新規作付に
よる所得向上だけでなく、ブランド化による所
得の向上も期待できる。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

・〈露地野菜〉生産規模・生産量の拡大に対応した選果施設を整備し、安定出荷を目指す。
・〈露地花き〉新規生産者や既存生産者の規模拡大のための圃場整備、機械の導入による

作業効率の向上を図り、安定生産を目指す。

地域における独自の取組

・優良生産者のもとで新規生産者の研修
事業を実施。

～野菜５品目の販売額～ ＋18.9％
大蔵村農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

情報共有

【産地の体質強化に向けた方策】
①ねぎ・きゅうり・りんどう等の生産規模・生産量の拡大に対応するため青果物集出荷施設を新設し、
農家の所得向上を図る。
②りんどうの生産規模・生産量拡大のために資材を導入することで、鮭川村、戸沢村、大蔵村の
りんどうの規模を拡大するとともに、結束機を導入することにより、作業効率の向上を図り、生産量
や品質の向上により農家の所得の向上を図る。

指導・助言

販売額を増加

取組の概要

106,563,900円

山形県
大蔵村、鮭川村、
戸沢村

・取組主体と協議会、行政
（村）やＪＡとの情報共有
（取組状況、販売等）

64,766,000円

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ32年度

～リンドウの販売額～ ＋55.0％

100,400,000円

事業実施状況

～中間達成率～ 125.2％

～中間達成率～ 4.8％

110,843,755円

66,471,000円

〈H29年度〉

野菜(9.70ha)：販売額110,843,750円
花き(9.05ha)：販売額 66,471,000円

H29年4月 初期栽培管理講習会の開催
H29年6・7月 現地栽培管理研修会の開催
H29年11月～ 実績検討会の開催

(栽培履歴見直しによる個人分析)
※圃場巡回(随時)

成果目標の達成に向けた取組状況



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：大蔵村農業再生協議会） （山形県）

対象品目 ：トマト（産地面積14.63㏊）
主な取組主体：山形もがみ農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H27年度）462,629千円
目標（H30年度）517,359千円

導入施設等 ：整備事業（基金事業：選果施設）

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】

・選果能力の増強による生産規模・生産
量の拡大への対応、生産量に見合った選
果体制の整備
・選果基準の設定による品質向上効果

【事業実施による間接効果】

・選果体制の整備により、担い手による作
付面積が拡大し、生産量が増加

・選果による高位均質化によりブランド力が
向上。農業者所得の向上が期待される。

産地体制

【産地の課題及び取組方向】

トマトは高収益型施設野菜としての関心が高く、当地域では年々新規栽培者が
増加しており、既存生産者の規模拡大も進んでいる。販売高については４億円を
達成している。
更なる産地化推進のために、出荷量増加に対応した選果施設の規模拡大を図る。

地域における独自の取組

・優良生産者のもとで新規生産者の研修事業を実施

〈主な取組〉

【産地の体質強化に向けた方策】
トマトの生産規模・生産量拡大に対応できるよう、トマト選果機の増設と選果パック
詰めプラントの増強により選果能力を高め、農家の所得向上を図る。

75.8

販売額が
9.0％増加
（達成率75.8％）

取組の概要

H27 H30H29

目標値
517,359千円

（目標年）

実績値（販売額）

山形県
大蔵村
鮭川村
戸沢村

462,629千円

521,931千円
509,572千円 504,119千円

R2

・取組主体と協議会、行政との情
報共有（取組状況、販売等）

・大蔵村農業再生協議会
・大蔵村
・鮭川村
・戸沢村
・最上総合支庁農業振興課

選果施設の増強
選果能力向上、出荷量増

面積拡大・生産量増

栽培農家

取組主体
JA山形もがみ

（JAおいしいもがみ）

出荷 新規栽培者研修の
実施、単価等の共有

・最上総合支庁農業技術普及課
定期的な栽培技術講習会の
開催

指導・助言

指導・助言

（基準年）



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：天童市農業再生協議会） （山形県）

対象品目 ：さくらんぼ、ぶどう、西洋なし
（産地面積10.77㏊）

主な取組主体：天童さくらんぼ生産組合、農業者
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H27年度）109.8万円/10a
目標（H30年度）122.4万円/10a

導入施設等 ：生産支援事業（資材費：雨よけ施設、
機械リース：換気装置、冷蔵庫等）

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】
①施設整備による果実の高品質化
②冷蔵庫導入による長期販売の実現
③リース支援による初期投資の節減
【事業実施による間接効果】

①さくらんぼ、ぶどうの高品質化による販売
単価の増加

②西洋なしの長期販売による競争力の向
上

産地体制

【産地の課題及び取組方向】

果樹を主力農作物としており、病害や裂果を防止し、収量の安定や品質の向上
が課題である。また、長期販売や流通経路の確立によるブランドの定着が課題で
ある。
栽培施設や貯蔵設備を整備することにより、販売額の増加を目指す。

地域における独自の取組

・産地のブランド力向上に向けた多様な流通形態を
活用した販売戦略の展開

〈主な取組〉

【産地の体質強化に向けた方策】
①雨よけ施設や自動換気装置の導入による高品質果実の生産や生産性の向上に向け
た取組
②冷蔵庫の導入による収益性の向上に向けた取組
③適正な栽培管理の実施による品質や収益性の向上に向けた取組
④多様な流通形態を活用した販売戦略の展開による産地のブランド力向上に向けた取
組

157.1

販売額が
18.0％増加
（達成率157.1％）

取組の概要

129.6万円/10a

109.8万円/10a

Ｈ27 Ｈ30Ｈ29

120.9万円/10a

（基準年） （目標年）
実績値（販売額）

山形県
天童市
天童、成生、山口
高擶、荒谷、干布地区

天童市農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・県（村山総合支庁
農業振興課）
・天童市
・ＪＡてんどう

情報共有

・取組主体と協議会、行政
（県、市）やＪＡとの情報共有
（取組状況、販売等）

指導・助言 目標値
122.4万円/10a



・鶴岡市
・ＪＡ鶴岡
・ＪＡ庄内たがわ

産地パワーアップ事業の取組事例 （H28～29年度：事業費89百万円（うち国費41百万円)) （山形県）

計画作成主体：鶴岡市農業振興協議会
対象品目 ：枝豆、ねぎ（産地面積220.87㏊）
主な取組主体：地元農業者
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H28年度）29.1万円/10a
目標（H32年度）32.8万円/10a

導入施設等 ：生産支援事業(機械リース：ﾄﾗｸﾀｰ、
収穫機、自動脱莢機、定植機 等)

ポイント

期待される事業効果

29.1万円/10a

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ32年度

【事業実施による直接効果】
①枝豆では、山形県えだまめ日本一産地化プ
ロジェクトに呼応して、収穫量向上と品質向
上に資する。
②ねぎでは、本市特産の軟白ねぎの一層の
生産振興と長ねぎの長期出荷に資する。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

・新規就農者や規模拡大を模索する農業者も出てきているが、高齢化により担い手
不足が予想される。
作業効率を上げ、収益をアップさせることが課題である。

地域における独自の取組

農地集積等による生産規模拡大

～枝豆、ねぎの販売額～
+20.5％

鶴岡市農業振興協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

情報共有

【産地の体質強化に向けた方策】
①管理機械等の導入により、収穫量の向上や作業効率の向上を見込み、園芸作物の
収益性の向上や水田農業の複合化に向けた取組みを推進する。

指導・助言

販売額を増加

取組の概要

32.8万円/10a

山形県鶴岡市
鶴岡、羽黒、藤島、
櫛引地区

・取組主体と協議会、行政
（市）やＪＡとの情報共有（取
組状況、販売等）

事業実施状況 成果目標の達成に向けた取組状況

〈H29年度〉

作付面積：89.85ha
販売額： 23.2万円/10a

～中間達成率～
▲159.5％

23.2万円/10a

枝豆…H30年7月、枝豆の連作障害の大幅な収量減
に対し、地力回復のため原則輪作対応とし、
土壌消毒、緑肥、有機肥料の方法も検討した。

ねぎ…H30年7月、ねぎの病気による大幅な収量減
に対し、農協指導員を派遣し、防除の徹底と
排水対策について具体的な指導を行った。



産地パワーアップ事業の取組事例 （山形県）

取組の概要

取組の概要 ：きゅうり、トマトの団地化の推進に
よる生産量と販売額の向上

計画作成主体：山形市農業振興協議会
対象品目 ：きゅうり、トマト（施設野菜）

（産地面積：31.2ha）
主な取組主体：山形農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加（単位面積

当たり）
助成金の活用：生産支援事業(パイプハウス資材及び
状況 暖房機、換気設備、トラクター、管

理機等のリース導入）

ポイント

産地の現状と目標

〈現状〉(H28年度)

〈目標〉(H31年度)

○ 栽培用ハウスと関連機材を集中的
に整備し、効率的な生産を実施
販売額 2,740千円/10a

○ 農業者が個別に育苗と栽培を実施
販売額 2,443千円/10a

事業効果

2,740千円/10a

2,443千円/10a

Ｈ28年度 Ｈ31年度

○ 栽培施設の団地化により、生産
量の大幅な増加と販売額を向上

○ きゅうり、トマトの栽培技術の
継承

推進体制

○ 地域の関係者（山形県、山形市、
山形農業協同組合等）が一体となり、
事業を推進

○ 栽培用パイプハウスと関連設備
の集中整備により効率的な生産体
制を実現

○ 隣接地区のＪＡ選果場と連携し
まとまりのあるロットとして積極
的な企画販売、値決め販売の実現

地域における独自の取組

○ 新規栽培者の確保や栽培技術の
継承

○ やまがた野菜産地再生プロジェ
クト事業により、栽培技術の継承
や付加価値の高い栽培法の推進

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉 ＋12.2％

地区の概要

山形県
山形市
中沼地区

～きゅうり、トマトの販売額～



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28～29年度：朝日町地域農業再生協議会） （山形県）

対象品目 ：果樹（ぶどう）（産地面積3.5㏊）
主な取組主体：農業者４名
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H28年度）５３４千円/10a
目標（R1年度） ５８８千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業（資材費：雨よけ施
設）

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】
①雨よけ施設設置による高品質化

②研修会等の実施により組合員の技術力
向上につながり生産量・単価がアップにつ
ながった
【事業実施による間接効果】

①研修等の実施により、大粒系品種だけで
なく加工用ぶどうについても品質が向上し
ている。

産地体制

【産地の課題及び取組方向】

朝日町柏原地区は良質のぶどうが取れる地域で、この地域で栽培された加工用
ぶどうを原料としたワインでこれまで日本ワインコンクールで優秀な成績を収め
てきた。また生食用として従来はデラウエア等の品種を主流に栽培してきたが、
近年消費者の需要動向が変わり、「シャインマスカット」等の大粒系品種が求め
られ、品種の切り替えを行っている。大粒系品種は従来品種よりも高品質な果実
を出荷しなければならず、きめ細かな管理が必要となる。よって、雨よけ施設を
導入し、品質の向上及び単収の拡大を図り、販売額の増加を目指す。

地域における独自の取組

・栽培管理研修会の開催
・防除体制の見直しによる適期防除
・試験場・優良園地の視察

〈主な取組〉

【産地の体質強化に向けた方策】
①品質を向上させるための雨よけ施設の導入
②栽培管理研修会の開催
③防除体制の見直しによる適期防除

240.7

販売額が
24.3％増加
（達成率240.7％）

取組の概要

664千円/10a

534千円/10a

Ｈ28 R1Ｈ29 Ｈ30

475千円/10a

335千円/10a

目標値
588千円/10a

（基準年） （目標年）
実績値（販売額）

山形県
朝日町
柏原地区

朝日町地域農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・県（村山総合支庁
西村山農業技術普及課）
・朝日町
・ＪＡさがえ西村山

・取組主体と協議会、行政
（県、町）、ＪＡとの情報共有
（取組状況、販売等）

・行政機関（県）による技術面
のサポート体制

指導・助言 情報共有



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（令和元年度：白鷹町農業再生協議会） （山形県）

対象品目 ：地域特産物（ホップ）
（産地面積4.77㏊）

主な取組主体：白鷹町ホップ堆肥散布機械利用組合、
農業者5名

成果目標 ：販売額の10％以上の増加
基準（H30年度） 400千円/10a
目標（R3年度） 454千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業（機械リース
（マニアスプレッダ 1台））

ポイント

期待される事業効果

【事業実施による直接効果】

・堆肥散布機の導入により、土壌改良が進
み、近年頻度の高い高温干ばつ時にも安
定した収量の確保が期待される。

【事業実施による間接効果】
・キリン(株)との契約栽培による販売価格
の安定化を実現する。

・高品質安定生産を図ることにより販売額
が増加する。

【産地の課題及び取組方向】

ホップの生産量は気象要因（特に降水量）に大きな影響を受ける。近年、夏季
に高温干ばつとなる年が多いが、現状では、かん水が十分実施できないほ場が多
く、気象変動の影響を受けやすい状況にある。
堆肥散布により土壌改良を促進することで、高温干ばつ時にも安定した収量を

確保し、生産量の増加を目指す。

地域における独自の取組

・キリン（株）との契約栽培
・高品質安定生産に向けた栽培管理の徹底

〈主な取組〉

【産地の体質強化に向けた方策】
①土壌改良のための堆肥散布
②機械導入による堆肥散布作業の効率化・省力化
③キリン(株)との契約栽培
④高品質安定生産に向けた栽培管理の徹底

販売額を増加

取組の概要

目標値
454千円/10a400千円/10a

Ｈ30 R3R1

484千円/10a

（基準年） （目標年）
販売額

山形県
白鷹町
鮎貝、東根、
鷹山地区

白鷹町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体
①取組計画の作成
②取組実施 等

・県（置賜総合支庁
農業技術普及課）
・白鷹町
・県南ホップ農業協同組合

情報共有

・取組主体と協議会、行政（県、町）
や県南ホップ農業協同組合との情
報共有（取組状況、販売等）

・行政機関（県）による技術面のサ
ポート体制

指導・助言

産地体制



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成29年度：米沢地域農業再生協議会） （山形県）

対象品目 ：大豆（産地面積：10㏊）
主な取組主体：ヤマサみどり園株式会社
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H28年度） 24千円/10a
目標（R１年度） 26千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業
（機械リース（色彩選別機、乾燥機 等））

ポイント

取組成果

【事業実施による直接効果】

①乾燥機及び色彩選別機の導入により、
品質向上を実現

②排水対策により単収も向上させることで
高単価で取引できる新たな販路を確立
【事業実施による間接効果】

①品質向上により単価の向上、販売額の
増加を実現

産地体制

〇乾燥調製に係る高性能調製機械を導入し、大豆の成熟状況や圃場条件対応して
適期に収穫して乾燥調整を行い、刈り遅れ等による品質低下を防いで品質を向
上させる。

〇作業受託を行い作付面積の拡大を図る。

〇小畦立て播種技術を実施するとともに明渠等による排水対策の徹底、畝間灌水
による品質等級・収量の安定化を図る。

地域における独自の取組

・作業受託による作付面積の拡大
・畝間灌水による品質等級・収量の安定化

〈主な取組〉

山形県
米沢市
三沢・窪田・
六郷・万世地区

販売額が200％増加
（達成率1923％）

取組の概要

72千円/10a

24千円/10a

Ｈ28 R1Ｈ29 Ｈ30

30千円/10a

35千円/10a
目標値
26千円/10a

（基準年） （目標年）
実績値（販売額）

・県農業技術普及課
・米沢市
・JA山形おきたま

取組主体
ヤマサみどり園
株式会社

指導・助言

県農業技術普及課、米沢市、JA山形おきた
まなど地域の関係者が一体となって事業を
推進


