
30年5月、さらなる効率化を目指し「らくらくキャッ
プ」を追加導入。

30年11月、コスト低減のため、次年度より一部を通い
コンテナを使用し出荷することを決定。

産地パワーアップ事業の取組事例 （28年度：事業費276百万円（うち国費117百万円）） （福島県）

取組の概要 ポイント

産地の現状と目標

〈現状〉

〈目標〉

事業効果

Ｈ27年度 Ｈ30年度

推進体制

地域における独自の取組

〈主な取組〉

地区の概要

福島県
桑折町・国見町

○ モモでは温暖化に伴う蜜入り果や、核障害
等による内部品質の低下した果実を選別。同
様にリンゴでも主力品種「ふじ」の蜜入り不良
果や軟化した果実の選別を高精度で行い、品
質の確保ができる。

取組の概要：果樹産地における生産量増加と、
選果場の機能向上

計画作成主体 ： 桑折町地域農業再生協議会
国見町地域農業再生協議会

対象品目 ： モモ・リンゴ（産地面積：496ha）
主な取組主体 ： 伊達果実農業協同組合
成果目標 ： 集出荷コストの10％以上削減
助成金の活用 ： 生産支援事業
状況 （光センサ選果システム一式リース導入)

【27年度】モモ・リンゴの集出荷コスト
99.9円/kg

【30年度】モモ・リンゴの集出荷コスト
89.6円/kg

地域の関係機関
が一体となり事
業を推進。
・福島県県北農
林事務所
・桑折町、国見町
・伊達果実農業
協同組合

桑折町地域農業再生協議会

国見町地域農業再生協議会
①計画の策定・実行・管理
②取組計画への助言

伊達果実農業協同組合
①取組計画の作成
②取組実施等

○ 光センサ選果システムをリース
導入することにより、選果効率が
高まるた め、人件費の削減が図
られ、集出荷 コストの削減につな
がる。

～モモ・リンゴの集出荷コスト（kgあたり）～
10.3% 削減

99.9円/kg 123.3円/kg 89.6円/kg

指導・助言 情報共有

○ 放射性物質対策として改植を推進し、園地
の再生を図っている。

〈県・市町単独事業〉

○ モモせん孔細菌病対策として、防風ネット
の設置や秋季防除の薬剤費に対して補助金
を交付している。

事業実施状況

～中間達成率～
▲227.2%

Ｈ29年度

【29年度】モモ・リンゴの集出荷コスト
123.3円/kg

成果目標の達成に向けた取組状況

（※人員確保のため、時給を上げたことからコストが増加）



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：会津みどり地域農業再生協議会） （福島県）

対象品目 ：野菜（ｷｭｳﾘ,ｲﾝｹﾞﾝ） （産地面積：25.6ha）
花き（ｷｸ,ｶｽﾐｿｳ,ｽﾀｰﾁｽ）（産地面積：13.2ha）

主な取組主体：会津よつば農業協同組合
成果目標 ：単位面積あたりの販売額の野菜11.8％、

花き10.1％以上の増加
野菜 花き

基準（H27年度）154.0万円/10a 92.3万円/10a
目標（H30年度）172.1万円/10a 101.6万円/10a

導入施設等 ：整備事業（集出荷貯蔵施設、予冷設備）

ポイント

取組成果

産地体制

地域における独自の取組

単位面積あたり
の販売額が
野菜：26％、花
き：27％増加
（達成率 野菜：
222.7％、花き：

268.8％）

取組の概要

福島県
大沼郡
会津美里地区

地域の関係者（会津美里町、ＪＡ会津よつば、福島県会津農林事
務所）が一体となって、事業を推進。

町、ＪＡ、県が連携して生産者の栽培技術向上を図り、収量増加
及び品質向上を推進。

ＪＡ独自の「パイプハウス賃貸事業」により、一部施設化を推進。

〈県・市町村等単独事業〉

〈主な取組〉

○予冷庫付属の集出荷施設の整備により、野菜・花きの品質向上が図られ、
市場ニーズに対応した出荷調整を図ることにより、販売額10％以上の増加を
実現。
○出荷作業の効率化が図られるため、作付面積拡大が可能となる。
○各部会で作型、品種の統一を図り、収穫期間延長に取り組み、出荷量の
増加を目指す。

【事業実施による直接効果】

①地域の主要品目である
キュウリ等の更なる生産量
の拡大。

②出荷労力削減による、作
付面積、出荷量の増加。

③出荷期間延長による販売
額の増加。

【事業実施による間接効果】

販売額の増加により、キュ
ウリ産地の拡大、その他品
目の産地化を実現。

Ｈ27
(基準年)

Ｈ29

160.5万円

203.3万円目標値
172.1万円/10a

154.0万円

Ｈ30

野菜

Ｈ27
(基準年)

Ｈ29

137.5万円

109.5万円

目標値
101.6万円/10a

Ｈ30

花き

92.3万円

価格補正後
(194.3万円) 価格補正後

(117.3万円)



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：喜多方市農業振興協議会） （福島県）

対象品目 ：野菜（キュウリ） （産地面積：5.0ha）
主な取組主体：会津よつば農業協同組合
成果目標 ：単位面積あたりの販売額の10.1％の増加

基準（H27年度） 403.6万円/10a
目標（H30年度） 444.3万円/10a

導入施設等 ：生産支援事業（簡易予冷庫）

ポイント

取組成果

産地体制

地域における独自の取組

単位面積あたり
の販売額が

18％増加
（達成率 178.6％）

取組の概要

福島県
喜多方市、
北塩原村

地域の関係者（ＪＡ会津よつば、喜多方市、北塩原村、福島
県会津農林事務所等）が一体となって事業を推進。

作型、品種及び栽培技術の統一、定期的な栽培指導会を実施。

①ＪＡ「園芸振興助成事業」と連携して園芸作物導入支援と施設
化を推進。

②喜多方市「農業振興事業」と連携して園芸作物導入支援と施設
化を推進。
③北塩原村「ハウスリース事業」と連携して施設園芸の推進。

〈県・市町村等単独事業〉

〈主な取組〉

○簡易予冷庫の導入により、品質が向上し、出荷調整の効率化による有利
販売が可能になる。
○ハウス栽培への転換と品種及び栽培技術の統一による収量増加及び、収
穫期間延長による単位面積当たりの販売額10％以上の増加を実現。

【事業実施による直接効果】

○簡易予冷庫の導入により、
きゅうりの品質が向上。

○出荷調整の効率化が進
み、有利販売が促進され、
販売額が増加。

Ｈ27
(基準年)

Ｈ29

400.7万円/10a

493.0万円/10a目標値
444.3万円/10a

403.6万円/10a

Ｈ30

価格補正後
(476.3万円/10a)



・南会津農林事務所（県）
・南会津町
・JA会津よつば

・協議会と取組主体との情報
共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）及び農協
によるサポート体制

～トマトの販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （H28、30年度：事業費39百万円（うち国費19百万円） （福島県）

計画作成主体：南会津町農業再生協議会
対象品目 ：施設野菜（夏秋トマト）

（産地面積25.9ha）
主な取組主体：南郷トマト生産組合

個人農業者 3名
成果目標 ：販売額の10％以上の増加(総販売額)

基準(H27年度)659,385千円
目標(H32年度)735,197千円

導入施設等 ：生産支援事業(パイプハウス資材、
かん水装置機械リース）

ポイント

期待される事業効果

6.59億円

H27年度 H32年度

【事業実施による直接効果】

①資材導入・機械リース支援による初期投資の
節減効果
②自動かん水装置導入による作業の省力化
③作物の高品質化・収量確保
【事業実施による間接効果】
①新規栽培者確保による産地規模の維持・拡大
②品質向上による取引単価・販売額増加

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

農家の高齢化が進み、トマト栽培を続けられず廃作する生産者が増加しており、
このままでは産地の規模が縮小し、産地規模を維持することが困難となる恐れがあ
る。
近年は産地間の競争が激しくなっていることから、南郷トマトのブランドを維

持・拡大していくことが京浜市場等での有利販売につながる。

地域における独自の取組

・就農前に先進農家での研修を実施することにより、栽
培技術を習得する取組。
・環境にやさしい技術の導入によるエコファーマー取得
や放射性物質の自主検査により、安全・安心な農産物
を提供する取組。
・町単独事業により、新植圃場の種苗や更新用ビニー
ル資材の導入を助成。（種苗新植：2/3、ビニール1/4）

〈主な取組〉

+11.5％

南会津町農業再生協議会
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

情報共有

福島県
南会津町
舘岩・伊南・南郷地区

【産地の体質強化に向けた方策】
①収益性が高いことから水田の転作作物として生産振興を図る
②栽培期間中の現地集団指導会や新規栽培者、低単収者への個別指導等を実施
③町の重点振興作物として位置付け、補助事業により、初期投資を軽減
④新規参入や新規就農者の受入体制の強化

7.35億円

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

〈H29年度〉

事業実施状況

作付面積：24.1ha
販売額：615,278千円

成果目標の達成に向けた取組状況

H29年度

6.15億円

～中間達成率※～
▲58.1%

※当初目標7.1億円に対する達成率

30年2月 トマト講座、新規就農者研修会を開催。
（取組主体の参加有り）

30年4月～11月の原則週2回
低単収者へ栽培指導巡回を実施。



産地生産基盤パワーアップ事業の取組事例（平成28年度：伊達市地域農業再生協議会） （福島県）

対象品目 ：果樹（かき）（産地面積：627ha）
主な取組主体：みらいアグリサービス株式会社
成果目標 ：総販売額の38.9％の増加

基準（H27年度） 917,190,856円
目標（H30年度） 1,273,616,317円

導入施設等 ：生産支援事業（高鮮度冷蔵庫のリース導入）

ポイント

取組成果

地域における独自の取組

総販売額が
55％増加

（達成率 142.0％）

取組の概要

福島県
伊達市

・市の補助事業を用いて、ＪＡふくしま未来（旧ＪＡ伊達みらい）によ
るあんぽ柿加工選別包装施設の導入に取り組んだ。生産意欲の
高まる価格形成体とあんぽ柿生産継続のための産地育成及び担
い手の育成に取り組む。また、６次産業化の商品開発に取り組む。

〈主な取組〉

Ｈ27
(基準年)

Ｈ29

1,357,958千円
1,262,872千円

目標値
1,273,616千円

917,191千円

Ｈ30

推進体制

伊達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

みらいアグリサービス株式会社
①取組計画の作成
②取組実施 等

・県北農林事務所（県）
・伊達市
・ＪＡふくしま未来

情報共有

・協議会と取組主体（法人）との情報
共有（取組状況等）

・行政機関（県、市）及び農協による
サポート体制

指導・助言

【産地の課題】

あんぽ工房みらい（ＪＡふくしま未来の加工処理施設）で加工する原料柿につ
いて、例年１２月以降になると軟化や腐敗果が増え加工を止む無く終了する生産
者が多い。

【産地強化に向けた方策】

高鮮度冷蔵庫を導入することにより、あんぽ柿及び６次化商品の加工期間を延
ばすことが可能になる。
これにより、安定した品質の商品を生産する産地力の再生・強化が図られる。

【事業実施による直接効果】

高鮮度冷蔵庫の導入によ
り、あんぽ柿の出荷数が増
加する。
【事業実施による間接効果】

出荷数増加に伴いあんぽ
柿の販売額も増加し、農家
所得の増加する。

あんぽ柿

・高鮮度冷蔵
庫による保管
・加工

価格補正後
(1,423,369千円)



産地パワーアップ事業の取組事例 （福島県）

取組の概要

取組の概要 ：施設野菜（トマト）産地形成の推進
計画作成主体：郡山市農業再生協議会
対象品目 ：施設野菜（トマト）
産地面積 ：4.2ha
主な取組主体：福島さくら農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加(総販売額)
助成金の活用：生産支援事業（共同選果設備、養液

土耕栽培装置のリース導入、パイプ
ハウス）

ポイント

産地の現状と目標

〈現状〉

〈目標〉

生産者： 22名
作付面積：4.2ha
販売数量：382.6t
販売額： 105,062千円

生産者： 20名
作付面積：3.6ha
販売数量：371.9t
販売額： 94,396千円

事業効果

105,062千円

94,396千円

Ｈ28年度 Ｈ31年度

○ 地区において単位面積当たりの販
売額が特に高いトマト（地域の主要
19品目中2位）の生産量を拡大。
○ 選果率の向上と新規栽培者の加入
による販売額の増加、トマトの産地の
形成を実現。
○ 高品質なトマトの選別・出荷により
地域全体の農業所得が向上。

推進体制

地域の関係者（県中農林事務所、郡
山市、ＪＡ福島さくら郡山地区本部及び
湖南東総合支店）が一体となり事業を
推進する。

○ 営農指導を強化し、樹液診断を活
用した「見える化」で単収向上を実現。
○ 新規栽培者等を対象にトマト栽培
施設を導入し生産規模の拡大と生産
量の増加を図る。
○ 光センサーによる共同選果機設備
を整えることにより、選果効率の向上
と高品質なトマトの選別・出荷が可能
となり販売額10％以上の増加を実現。

地域における独自の取組

関係機関による、週１回の樹液診断を
実施。施肥管理の「見える化」により収
量増加と可販果率向上による安定生産
を展開。

福島県単独事業（元気な産地づくり整
備事業）でパイプハウス、かん水設備を
整備。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋11.3％

地区の概要

福島県
郡山市
湖南地区

～トマトの販売額～


