
【戦略１】多様な人材が活躍できる農業経営の実現 

 新規就農者の更なる確保・育成や地域農業を牽引するトップランナー・スーパートップランナーの育成、多
様な人材が総活躍できる農業経営の実現を目指していく。 

(2)-① 農業トップランナー育成・発展プロジェクト (1)-① 新たな担い手育成確保支援プロジェクト 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

トップランナー数 957経営体(H27) － 2,000経営体 

スーパートップランナー数 128経営体(H27) －   260経営体 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

○新規就農者の確保・育成対策 
 ・動機付けから就農準備、就農、定着まで各段階に応じたきめ細かな支援 
     （動機付け） 首都圏就農相談会（７・２月）、農業短期体験（５月～）など 
     （就農準備） 農業研修、独立就農・雇用就農研修費助成 など 
   （就農初期） 就農直後の経営確立のための助成、農業用機械等導入 
            支援、農業技術普及課による技術指導 など 
   ※就農後の定着率向上のための取組み（重点） 
    ・新規就農者の仲間づくりを目的とした交流会の充実（２か所→４か所） 
    ・雇用就農希望者が参加しやすい県内就農相談会の開催 
      （時期：７月、地域：村山・庄内）   

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

新規就農者数(4年間累計) 
1,095人 

（H24～27） 
340人 

(単年度) 
1,400人 

○農地と技術の一体的継承の推進 
 ・農業者と市町村・ＪＡ等からなる農業研修生受入協議会等が行う「離農を

検討している熟練農業者から新規就農者へ農地と技術を一体的かつ円滑
に継承するモデル的な取組み」に対する支援 

  （事業主体） 農業研修生受入協議会等（８か所） 
  （補助対象） 新規就農者への農地と技術の一体的継承のための取組み 
         に要する経費 
  （補助対象期間） ３年間 
  （スケジュール） 
 
 
 
 
 

○トップランナーの育成支援 
 ・農業者の経営発展や法人化支援のための推進体制の整備と意欲的な農

業者を対象とした研修会や専門家アドバイザー派遣によるビジネスプラ
ン策定等の支援 

  （山形県農業経営発展支援協議会の設立（６月）、各総合支庁における 
   農業経営支援チームの設置（６月）） 
 ・専門家の助言によるビジネスプラン策定と一体となったオーダーメイド型 
  助成（30件）による経営発展支援 
  （ビジネスプラン策定のための専門家アドバイザー派遣（５月～）） 
 
  ※山形県農業経営発展支援協議会 
    トップランナー育成のための推進方策の検討・検証 
    具体的には、市町村やＪＡ等を構成員とする総合支庁単位の農業経 
    営支援チームにおいて、支援の対象となる経営体をリストアップし、経 
    営の発展段階に応じて経営力向上や法人化に向けた支援を実施     

○スーパートップランナーの育成支援 
 ・経営力の高いスーパートップランナー育成に向けた「やまがた農業経営 
  塾」の創設（平成29年７月～平成30年２月、 
  年間70時間、内容：経営管理・現地研修・ 
  マーケティング・事業計画等） 
 ・スーパートップランナーを目指す経営体 
  を対象としたオーダーメイド型助成（3件） 
  による経営発展支援 
 
 

H29 H30 H31 H32～ 
離農者等の状況把握 
農地の確保（借受け） 
農業用機械の導入 
離農希望者の確保 
短期農業研修（園地） 

研修 
（農地の出し手 
 農家等による 
 技術指導） 

研修 
（農地の出し手 
 農家等による 
 技術指導） 

新規就農者の
独立 

資料３ 



【戦略２】水田農業の収益性の向上 

 「つや姫」や新品種「雪若丸」等の県産米のブランド振興、スケールメリットを活かした低コスト化等によ
り、水田農業の競争力強化と収益性向上を目指していく。 

(1)-① 県産米ブランド化戦略プロジェクト (1)-② 需要に応じた米生産対策推進プロジェクト 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

「つや姫」の価格ポジション 
魚沼産コシヒカリ
に次ぐ（H28） 

魚沼産コシヒカ
リに次ぐ 

魚沼産コシヒ
カリに次ぐ 

「雪若丸」の作付面積 
10ha 

（H28、試験栽培） 
35ha 1,700ha(H30) 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

県で設定する生産目標達成
率（Ｈ３０以降は県再生協議
会での設定を想定） 

100％ 
（H28） 

100％ 100％ 

(2)-① 水田農業低コスト化基盤整備促進プロジェクト 

【目標指標】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

大区画ほ場整備
面積（累計） 

3,160ha 
（H27） 

3,500ha 4,000ha 

担い手の米の生
産コスト（基盤整
備実施地区） 

22億円/年 
（H27） 

20億円/年 13億円/年 

【29年度の主な取組み】 

○水田農業の低コスト・省力化に向けた 
  基盤整備の推進 

 ・農地整備事業により、農地の区画拡大・用排水路 
  の地中化等により低コスト・管理の省力化を実現 
    ⇒H29は13地区226haの生産基盤を整備 
 ・農地中間管理事業との連携により農地集積・集約 
  化を促進し生産コストを低減 
      ⇒ 米の生産コスト▲２億円/年を実現 

・ＧＰＳを活用した直播栽培技術 
 の実証試験（西郷北部） 
・区画拡大による営農機械の大型化 
 
 
 
 
 
     

戦略に基づく、オール山形体制による県産米ブランド化の推進 

○つや姫のブランド化戦略の推進 
 ・三大都市圏における高級感のあるＣＭの放映(10月～11月) 
 ・東京都銀座、大阪、名古屋の百貨店における知事の 
  トップセールス(10月)などＰＲ活動の実施 
 ・つや姫の水田の美しさに着目した「美しい『つや姫』 
  づくりコンテスト」を開催し、産地の取組みをＰＲ 

○雪若丸のブランド化戦略の推進 
 ・栽培マニュアルの策定や研修会の実施等 
 ・ロゴマーク、キャッチフレーズ、米袋デザインの作成(７月) 
 ・先行販売イベント（９月）、トップセールス（10月）など 
  各種イベント等による情報発信 

○県産米の品質・評価の向上 
 ・特Ａ獲得のための実証ほ設置等による高品質・良食味安定生産の推進 

○需要に応じた米生産の推進 
 ・８月に山形県農業再生協議会臨時総会を開催し、「平成30年産以降の   
  需要に応じた米生産への対応方針」を決定 
  （「需要に応じた米生産に関するワーキンググループ会議：２回開催） 
 ・県内ブロック別説明会開催（９月）、周知用チラシの作成・配布（９月）、 
  平成30年産米の「生産の目安」の提示（12月） 
 ・平成29年産の需要に応じた米生産に向け産地交付金など国の交付金 
  を活用した主食用米以外の作物作付を推進し、生産数量目標を達成 

○飼料用米の生産・利用の拡大 
 ・県内での新たな需給マッチングと既存マッチングの 
  広域化を推進 
  （「飼料用米利用拡大シンポジウム」の開催：８月） 
 ・飼料用米の生産拡大のための保管庫整備、低コスト 
  利用のための粉砕・混合施設や機械の整備を支援 



【戦略３】「園芸大国やまがた」の実現 

 本県の強みである果樹のブランド力の強化、水田フル活用による野菜等の大規模園芸団地化、次世代型施設
園芸の導入により、園芸作物のさらなる拡大を目指していく。 

(4)-① 園芸作物大規模集積団地推進プロジェクト 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

新たな大規模集積園芸団
地数（累計） 

－ ５団地 20団地 

【目標指標】 

○大規模集積園芸団地づくりに向けた合意形成 

・「園芸団地化推進員」の設置による大規 
 団地形成に向けた合意形成を支援 

・市町村、ＪＡ、県等で構成する「園芸団地 
 化支援チーム」による大規模団地形成を 
 支援 

 ※大規模集積園芸団地 
   販売額１億円 を目標とする団地 

○大規模集積園芸団地の整備支援 

・大規模団地形成に向けた生産施設・農業機械等の整備への助成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野菜ハウス団地のイメージ 
〔きゅうり、トマト等〕 

露地野菜団地のイメージ 
〔アスパラガス等〕 

「大規模園芸団地化計画」 
（市町村、ＪＡ等の方針の明確化） 

サポート 

営農団地 営農団地 

園芸団地化支援チーム 
（園芸団地化推進員、市町村、 

ＪＡ、県、関係団体等） 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

○オール山形によるブランド力の強化 

・「山形さくらんぼブランド力強化推進協議会」を核として、高品質安定生産、 
 厳選出荷等のプロジェクトチームを設置し、ブランド力を強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○さくらんぼ労働力の確保 

・新たな労働力として期待される子育てママ 
 等の掘り起こし、作業未経験の求職者に 
 対する技術習得を支援（４月～７月）  

・取組結果の評価検証と次年度の取組内容 
 の検討（10月） 

(1)-① 山形さくらんぼ世界一ブランド強化プロジェクト 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

さくらんぼ収穫量 13,200ｔ(H27) 14,000ｔ 14,300ｔ 

さくらんぼ産出量 332億円(H26) 341億円 345億円 

さくらんぼ大玉品種の開発 - １品種登録出願 １品種登録 

子育てママ向けさくらんぼ作業見学会 

山形さくらんぼブランド力強化推進協議会 

高品質安定生産 
プロジェクト 

産地基盤強化   
プロジェクト 

新興産地拡大 
プロジェクト 

厳選出荷 
プロジェクト 

山形さくらんぼ
GI登録検討 
プロジェクト 

 ･平棚、 Y字、V字仕 
    立ての 導入推進 
・雨よけ施設の導    
  入支援   など 

・結実確保や適正 
  着果の推進 
・明るい園地づくり     
  の推進    など 

・出荷規格順守の 
  啓発活動 
・ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽの実施              
         など 

・最上、庄内地域の  
 産地形成の促進 

 

・オール山形での 
  ＧＩの登録申請を    
  検討 

○さくらんぼ世界一プロジェクトの推進 

・大玉品種の開発と品種特性を最大限引き出す栽培管理技術の開発   



【戦略４】県産農林水産物の魅力の向上と販売促進 

 ６次産業化や農業と観光の連携等による新たな価値の創出、農産物等のブランド化、国内外への販路拡大に
より、県産農林水産物の競争力強化や所得向上を目指していく。 

(1)-② 農林漁業者と食品製造業者等との連携による６次産業化プロジェクト (2)-② 県産農産物等販路拡大プロジェクト・⑤ 県産農産物等輸出拡大プロジェクト ほか 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値(H27) H29目標値 H32目標値 

食品製造業等における県産農林
水産物の使用割合(重量ベース) 38.3％ 40％ 43％ 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

○農林漁業者と食品製造業者等とのマッチングの強化 
 ・６次産業化支援機関にコーディネーターを配置し、農林漁業者と食品製造 
  業者等が求める情報を収集・分析し、データベースとして蓄積（随時） 
 ・６次産業化の取組みを積極的・効果的に支援するための「６次産業化支援 
   チーム」 を各総合支庁に立ち上げ（６月以降、順次） 
 ・産地と食品製造業者や、食品製造業者同士の情報交換・交流によるマッ 
   チングを実施（マッチング交流会の開催：11～２月) 

○地域土産品開発等の推進 
 ・食品製造業者が中心となる連携体が取り組む土産品開発の支援 
  （支援件数：17件)  
 ・高校生スイーツコンテスト（６月）及び土産菓子コンテ 
  スト（12月）の開催 
  ・訪日外国人旅行者向け土産品開発のための研修会 
  開催（６、７月）及び開発支援（支援件数：３件） 

目標指標 現状値(H27) H29目標値 H32目標値 
主要都市の中央卸売市場における
県産農産物(野菜・果実)の取扱金額 

5,562百万円 5,776百万円 6,100百万円 

県産農産物輸出量    987ｔ   1,000ｔ   1,300ｔ 

○首都圏・関西圏以外の主要都市への県産農産物の販路・販売拡大 

 ・県産農産物主要都市別販路・販売拡大プロジェクト 
  会議の設置（５月）及び開催（５月、10月） 
 ・地方主要都市販路開拓コーディネーターの配置 
  （６月～） 
 ・都市別マーケット調査の実施（６～２月）と戦略の策定 
  （３月）  

○県産農産物等の輸出拡大 

 ・県産農産物等の販路拡大（ハワイ、ＡＳＥＡＮ、ＥＵ） 
 ・効率的な輸送体制の構築（鮮度保持、リードタイム短縮、コスト低減） 
  ＊本県、ヤマト運輸、ＡＮＡ総合研究所の連携協定により取り組む庄内 
       空港を活用した輸送体制構築（～３月） 
  ＊新たな鮮度保持技術による海上輸送体制を構築（～３月） 
 ・国別輸出アクションプランの策定（ＥＵ、シンガポール）（～３月） 

(3)-② 有機農産物生産拡大・ブランド化プロジェクト 
【29年度の主な取組み】 

○有機農業の生産拡大 
 ・熟練有機農業者を「やまがた有機農業の匠」とし 
 て認定し、新規取組者へのサポート体制を構築。 
 ・県内８か所に技 
  術展示圃を設 
  置し、有機栽培 
  技術の普及拡 
  大を促進。 

○有機農産物の評価向上 
 ・やまがた有機農産物ブランド化検討委員 
  会を開催し（８月、２月）、県産有機農産物 
  の評価向上に向けた方向性等を検討。 
 ・「国際オーガニックEXPO.2017」（８月､横浜 
  市）出展によるマッチング推進。 
 ・消費者交流イベント「やまがたオーガニック 
  フェスタ」（11月､山形市）の開催支援。 

【目標指標】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

有機農業の 
取組面積 

696ｈａ(H27) 814ｈａ 990ｈａ 



【戦略５】畜産業の競争力強化 

国内外の競争激化を踏まえたブランド力の向上や規模拡大等により、畜産業の競争力強化をめざしていく。 

(1)-① 地域で支える畜産クラスター推進プロジェクト (1)-② やまがたの和牛増頭加速化プロジェクト 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

畜産による産出額 447億（H26） 475億円 500億円 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

○和牛繁殖雌牛の増頭 
 ・増頭に向けた繁殖雌牛の導入を支援 
 ・一貫経営への円滑な移行等に向けた繁殖技術向上 
  研修会を開催（４回） 
 ・ＩＣＴ技術（分娩・発情通報システム）導入による生産 
  性向上のための実証を実施（3カ所） 
 ・ＥＴ（受精卵移植）技術活用により和牛子牛を増産 
  （和牛受精卵250個を乳牛に移植） 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

繁殖雌牛頭数 6,140頭（H27） 6,630頭 7,500頭 

肉用牛産出額 110億円（H26） 127億円 142億円 

○優良県産種雄牛の造成 
 ・優良な県産種雄牛造成のための能力検定を実施 
   直接検定（4頭）、現場後代検定（２セット） 
 ・県産種雄牛の人工授精用精液供給（7,000本以上） 
  ・新たな県産種雄牛「幸花久」号を造成（7月） 
 

○若手の畜産担い手の育成 
  ・担い手のスキルアップや交流促進を図る 
   ための和牛塾など研修会を開催（４回） 
 

○畜舎等の生産基盤強化の支援 
 ・畜産クラスター事業（14件、事業費総額66億円） 
    や畜産経営競争力強化支援事業（県単）により 
    施設整備等を支援 
 ・新規就農者等の家畜の導入を支援 
 ・全農山形県本部が進めている乳用牛育成施 
  設及びキャトルセンターの設置に向けた支援 
 
 

(2)-① 県産飼料生産拡大プロジェクト 

【目標指標】 

目標指標 現状値 
H29 
目標値 

H32 
目標値 

飼料作物の作付面積
（飼料用米を含む）（ha) 

10,333ha 
(H27) 

10,660ha 11,200ha 

県内飼料生産利用のため
の耕畜連携組織数 

66組織 
（H27） 

69組織 75組織 

○飼料用米の生産・利用の拡大 
 ・県内での新たな需給マッチングと 
  既存マッチングの広域化を推進 
  （飼料用米利用拡大シンポジウム  
   の開催（8月）） 
 ・飼料用米の生産拡大のための保管 
  庫整備、低コスト利用のための粉 
  砕・混合施設や機械の整備を支援 

○耕畜連携の推進 
 ・牧草等自給飼料の生産・利用拡大と簡易放 
  牧の取組面積拡大に向けた耕種農家と畜 
  産農家の組織的連携を支援 
 ・稲作地帯と畜産地帯に 
  おける稲ＷＣＳ（稲発 
  酵粗飼料）の広域マッ 
  チングを支援 
 

【29年度の主な取組み】 



【戦略６】「やまがた森林ノミクス」の推進 

 県民総参加で森林資源を利活用する「やまがた森林ノミクス」を推進し、林業・木材産業の収益性の向上を
目指していく。 

(2)-① 再造林推進プロジェクト (3)-① 県産木材率先利用プロジェクト 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値（H27） H29目標値 H32目標値 

再造林率 33％ 50％ 100％ 

再造林支援の基金制度創設 － 制度創設 制度運用 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値（H27） H29目標値 H32目標値 

公共施設の木造化率 66％ 100％ 100％ 

民間施設の木造化率 43％ 45％ 55％ 

○再造林の推進 
  ・ 県がさらに20％嵩上げし、実質補助率100％の再造林支援を行い、森林   
     所有者の再造林への意欲を喚起 
  ・ 「山形県再造林推進会議」を新たに設置し、会議を年４回（5月、9月、11月、   
  3月）開催 し、再造林 
  推進に向けた事業者 
  間の連携と新たな再 
  造林支援制度を検討 
 ・ 事業者が協力金を拠 
  出して再造林経費を 
  助成する基金制度を 
  12月を目途に創設 
  ・ 再造林面積が小さく 
  国庫補助事業が活用 
  できない場合は、苗木 
  購入経費の全額を支援 

○公共施設及び民間施設の木造化・木質化の推進 
 ・ 政府の「森林・林業再生基盤づくり交付金」を活用した公共木造施設建築 
  物の整備に対する支援（２か所） 
 ・ 公共施設の木造化等を促進する 
  ため、 「公共施設等県産木材 
  利用拡大推進会議幹事会」（6 
  月）や同推進会議（12月）の開催 
 ・ 山形空港や山形駅の木質化 
  への支援及び県庁ロビー等の 
  内装木質化の検討 
 
○県産木材を活用する「しあわせウッド運動」の推進 
 ・ 県民全体で県産木材を利用する「しあわせウッド運 
  動」の第１弾として、製材工場で発 
  生した端材を障がい者支援施設 
  で積木を製作し、県内の幼稚園に 
  配布（3月まで） 
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《主伐面積及び再造林面積の推移と今後の計画》 

（着工前） （着工後：Ｈ29.5) 

(3)-② 林工連携推進プロジェクト 
【29年度の主な取組み】 

○林工連携の推進体制の構築 
 ・庁内連絡会議を２回（５月、７月）に開催するとともに、山形県林工連携コンソ 
   ーシアムを新たに設置して会議を２回（９月、２月）開催し、事業者によるネッ 
  トワークを構築 
○新製品の開発推進 
 ・林工連携ものづくり推進事業費補助金を活用した新製品開発の支援 

【目標指標】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

推進体制の設立 － 設立 運営 

林工連携による新製品開発件数 － １件 ７件 

端材を活用した積木 木に触れて遊ぶ子供たち 

［山形空港による木質化の取組み（一部）］ 



【戦略７】水産業のさらなる振興 

 豊かな海づくり大会を契機とした水産業のさらなる振興を図り、ブランド化や消費拡大による漁業者の所得
向上を目指していく。 

(1)-① 海面漁業生産基盤強化プロジェクト 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

漁業の新規就業者数 
(4年間の累計) 

51人 
（H24～27） 

15人 70人 

漁業試験調査船新船建造 25年経過 基本設計 H31竣工 

○水産業の人材育成 
・漁業就労への動機付けから独立・定着ま 
 での各段階に応じた体系的な支援による 
 新規就業者の育成・確保 
・生産、流通、加工など水産業に係る担い 
 手の育成・確保対策を検討する協議会 
 の運営（11月協議会設立） 
 
○漁業のトップランナーの育成 
・漁業の生産性の維持・向上により所得向 
 上を図るため、基幹漁業である底びき網 
 漁業やはえ縄船等の代船建造を支援 
 

○漁業試験調査船「最上丸」の新船建造など水産関係インフラの維持整備 
 
・漁業試験調査船「最上丸」を平成31年９月 
 までに新造するため、基本設計を実施 
 
 
 
 
 
 
 

基本設計 
平成28年12月~平成29年11月 

建造発注手続き 
平成30年2月~平成30年4月 

(1)-② 県産水産物付加価値向上推進プロジェクト 

【目標指標】 

【29年度の主な取組み】 

目標指標 現状値 H29目標値 H32目標値 

海面漁業・養殖業生産額 27億円(H27) 29億円 33億円 

水産物平均単価 450円/kg 500円/kg 590円/kg 

○新たなトップブランド水産物の創出 
 ・水産関係者が一体となり効果的に 
  ブランド化を推進するための協議 
  会の設立（５月） 
  サワラ部会、トラフグ部会、ブランド 
  化検討部会の３部会を９月に設置し 
  、部会ごとの戦略を立て取り組む 
 ・新たな品質基準による「庄内おば 
  こサワラプレミアム（仮称）」の創出 
  庄内おばこサワラキャンペーン 
  （10月27日～12月3日） 
 ・冬の観光資源として「トラフグ」の 
  ブランド化の推進 
  トラフグキャンペーン（12月から2月） 
 ・周年利用可能な「天然マダイ」の 
  品質向上によるブランド化 
 
○鮮度保持技術及び蓄養技術の推進 
 ・活越技術※の導入（12月～２月） 
  による鮮度保持技術の高度化と 
  品質向上のための技術開発支 
  援など 
 ・魚価の安定化につながる出荷調 
  整を可能にする蓄養技術の活用 
  支援 
 
  ※漁獲されて疲弊した魚を安静 

     に蓄養して、体力を回復させ 

    旨味を増す技術 

 
 


