
様式　１

１．推進事業 　

交付金(円） 都道府県費(円） 市町村費(円） その他(円）

甲府市
（旧中道町）

笛吹農協 産地競争力の強化 需要に応じた生産量の確保 果樹 315,000 150,000 165,000推進協議会の開催、地区検討会の開催、　市場調査

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 需要に応じた生産量の確保 野菜 339,000 169,000 170,000 栽培講習会の開催、需要調査の実施

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 需要に応じた生産量の確保 食肉等流通体制整備 52,000 26,000 26,000 乗用馬飼養動向調査、県飼養動向協議会の開催

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 需要に応じた生産量の確保 食肉等流通体制整備 452,000 225,000 227,000
鶏卵飼養羽数調査、県鶏卵需給調整協議会の開催、地域鶏卵
需給調整協議会の開催、鶏肉出荷動向調査、県鶏肉需給調整
協議会の開催

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 需要に応じた生産量の確保 生乳乳製品流通 16,000 8,000 8,000 ブロック会議出席、生乳需給調整会議開催

山梨県
関東生乳販売農業協同組
合連合会

産地競争力の強化 需要に応じた生産量の確保 生乳乳製品流通 500,500 200,000 140,000 160,500計画生産推進会議の開催、酪農経営実態調査

南アルプス市 南アルプス市（白根地区） 産地競争力の強化 生産性の向上 果樹 301,020 150,000 151,020
推進協議会の開催、地区検討会の開催、栽培講習会、啓発活
動

甲州市
（勝沼町）

甲州市
（勝沼町）

産地競争力の強化 生産性の向上 果樹 300,000 150,000 150,000
推進協議会の開催、地区検討会の開催、鳥獣被害調査の実
施、行動計画の作成、啓発活動

甲州市（旧塩山
市）
玉宮・大藤

甲州市（旧塩山市） 産地競争力の強化 生産性の向上 果樹 300,000 150,000 150,000 推進協議会の開催、地区検討会の開催、現地調査、啓発活動

笛吹市（旧春日居
町）

笛吹市 産地競争力の強化 生産性の向上 果樹 300,000 150,000 150,000 推進協議会の開催、地区検討会の開催、視察研修

山梨県
酒造好適米需給安定対策
推進協議会

産地競争力の強化 生産性の向上 土地利用型作物 840,000 420,000 420,000
優良産地の調査、技術講習会の開催、啓発活動、
ＰＲパンフレット作成、技術手引き作成

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 土地利用型作物 514,000 256,000 258,000
生産技術講習会の開催
産地育成研修会の開催

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 鳥獣害防止 2,332,000 1,166,000 1,166,000 対策会議の開催、研修会の開催

南アルプス市 南アルプス市 産地競争力の強化 生産性の向上 鳥獣害防止 1,000,000 500,000 500,000 推進協議会の開催、技術講習会の開催

身延町 身延町 産地競争力の強化 生産性の向上 鳥獣害防止 3,000,000 1,500,000 1,500,000 対策会議の開催、学習会の開催、啓発資料の作成・配布

北杜市
（旧小淵沢町）

北杜市
（旧小淵沢町）

産地競争力の強化 生産性の向上 鳥獣害防止 4,500,000 2,250,000 2,250,000 協議会の開催、電気柵の設置、効果の検討会

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 畜産生産基盤育成強化 4,214,000 2,107,000 2,107,000
推進委員会の開催、経営体支援指導、指導相談窓口設置、経
営技術支援指導、畜産データベースの整備

山梨県 山梨県 産地競争力の強化（牛） 生産性の向上 畜産生産基盤育成強化 343,560 171,000 172,560 山梨県酪肉近代化計画の作成

南アルプス市 南アルプス市 産地競争力の強化（牛） 生産性の向上 畜産生産基盤育成強化 98,940 49,000 49,940 酪肉近代化計画の作成

中央市（旧田富
町）

中央市（旧田富町） 産地競争力の強化（牛） 生産性の向上 畜産生産基盤育成強化 99,000 49,000 50,000 酪肉近代化計画の作成

富士河口湖町（旧
上九一色村）

富士河口湖町（旧上九一
色村）

産地競争力の強化 生産性の向上 畜産生産基盤育成強化 116,615 49,000 67,615 酪肉近代化計画の作成

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 飼料増産 3,248,906 1,623,000 1,625,906 自給飼料分析、品質評価研究会出席、問題別研究会出席

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 飼料増産 552,193 276,000 276,193
奨励品種展示ほ設置、品種選定試験、優良品種検討会出席、
展示ほ調査、生産指導

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 飼料増産 219,120 109,000 110,120 飼料増産推進会議の開催、自給飼料現地検討会の開催、

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 飼料増産 2,076,000 1,038,000 1,038,000 日本型放牧実証展示及び調査、農家実証及び調査

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 480,000 240,000 240,000
F1生産用豚の導入、F1種豚の選定、系統造成維持検討会の開
催

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 625,000 312,000 313,000 交配指導、現場検定、肉質調査、凍結精液調査

甲府市 山梨県養豚協会 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 2,539,500 494,000 2,045,500 種豚の導入、種豚能力調査、肉質向上検討会の開催

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 1,723,000 1,723,000 国産鶏飼養特性調査

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 164,000 81,000 83,000 みつ源植生調査、転飼調整地方協議会の開催
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昭和町 山梨県乳用牛群検定組合 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 2,203,400 464,000 464,000 1,275,400牛群検定の実施

山梨県 家畜改良協会 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 423,000 211,000 212,000 牛群検定研修会の開催、検定推進分析指導

山梨県 改良協会 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 232,000 116,000 116,000
調整交配指導調査、検定雌牛保留育成調査、検定雌牛計画交
配、検定雌牛分娩調査

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 家畜改良増殖 27,720 13,000 14,720 ブロック会議出席

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 畜産新技術 1,407,340 703,000 704,340 検定家畜等のDNA採取、確保、マーカー型判定

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 畜産新技術 1,566,200 782,000 784,200
県産食肉トレーサビリティ推進会議開催、飼料適正使用の手引
き作成配布

笛吹市
（株）山梨県食肉流通セン
ター

産地競争力の強化 生産性の向上 畜産新技術 1,662,600 822,000 840,600 トレーサビリティシステムの維持管理、データ集計

山梨県 山梨県 産地競争力の強化 生産性の向上 耕種作物型飼料増産 1,026,000 513,000 513,000
飼料イネ実証展示ほ設置、イネ発酵粗飼料生産・利用体系マ
ニュアル配布

南アルプス市 巨摩野農協果実部 産地競争力の強化 農畜産業の環境保全 環境保全 700,000 350,000 350,000推進協議会、実証ほの設置、講習会の開催

南アルプス市 巨摩野農協蔬菜部 産地競争力の強化 農畜産業の環境保全 環境保全 700,000 350,000 350,000推進協議会の開催、実証ほの設置、研修会の開催

笛吹市
（旧芦川村）

笛吹農協
芦川支所

産地競争力の強化 農畜産業の環境保全 環境保全 344,680 150,000 194,680推進協議会の開催、実証ほの設置、栽培講習会の開催

甲州市
(旧勝沼町）

フルーツ山梨農協
勝沼ブロック生産部

産地競争力の強化 農畜産業の環境保全 環境保全 500,000 250,000 250,000
推進協議会の開催、実証ほの設置、栽培講習会の開催、
経営診断、消費者動向調査

甲府市
（旧中道町）

笛吹農協
中道支所なし部会

産地競争力の強化 農畜産業の環境保全 環境保全 5,259,129 2,165,000 3,094,129
産地化対策会議の開催、技術講演会の開催、消費者ＰＲ、
先進地調査、実証ほの設置、環境調査、環境保全型農業体系
策定

市川三郷町
（旧三珠町）

西八代郡農協ナス部会 産地競争力の強化 農畜産業の環境保全 環境保全 503,301 250,000 253,301
推進協議会の開催、委員会の開催、市場動向調査、実証ほ設
置、技術講習会の開催

北杜市 はくしゅう道の駅利用組合 産地競争力の強化 農畜産業の環境保全 環境保全 739,139 350,000 210,000 179,139
推進協議会の開催、実証ほの設置、先進地研修、
栽培講習会の開催、啓発資料作成

山梨県 県農協中央会 産地競争力の強化 農作業の機械化・安全の確立 生産体制保安 514,678 250,000 264,678安全推進会議の開催、研修会の開催、啓発資料の作成

南アルプス市 巨摩野農協 産地競争力の強化
輸入急増農産物における国
産シェアの奪回

輸入急増野菜 210,000 100,000 110,000
推進協議会の開催、減農薬栽培展示ほの設置、
優良品種展示ほの設置

甲府市 甲府市農協 産地競争力の強化
輸入急増農産物における国
産シェアの奪回

輸入急増野菜 232,596 100,000 132,596
推進協議会の開催、先進地実態調査、減農薬栽培展示ほの設
置

中央市 農事組合法人しんせん組 産地競争力の強化
輸入急増農産物における国
産シェアの奪回

輸入急増野菜 208,906 100,000 108,906
推進協議会の開催、先進地視察研修会の開催、
現地研修会の開催、実需者との販売検討会の開催

南アルプス市
南アルプス富士川清流菜
園生産組合

産地競争力の強化
輸入急増農産物における国
産シェアの奪回

輸入急増野菜 406,180 200,000 206,180
推進協議会の開催、先進地視察研修会の開催、
消費者交流会の開催、現地研修会の開催、
マーケティング調査の実施

中央市 中巨摩東部農協 産地競争力の強化
輸入急増農産物における国
産シェアの奪回

輸入急増野菜 221,200 100,000 121,200
推進協議会の開催、減化学肥料展示ほの設置、先進地実態調
査

北杜市 梨北農協 産地競争力の強化
輸入急増農産物における国
産シェアの奪回

輸入急増野菜 1,031,893 480,000 551,893
講習会開催、県外研修会の開催、地区検討会の開催
消費宣伝会の開催、打ち合わせ検討会の開催、
推進協議会の開催

山梨県 山梨県 産地競争力の強化
輸入急増農産物における国
産シェアの奪回

輸入急増野菜 746,000 372,000 374,000 　
産地強化対策推進委員会の開催、業務用野菜の需給調査、
県青果物標準出荷規格協議会の開催

山梨県
山梨県
県担い手支援協議会

経営力の強化 担い手の育成・確保 担い手総合支援 2,721,000 1,359,000 1,362,000 事業推進説明会の開催

甲府市外２９市町
村

地域担い手支援協議会（３
２協議会）

経営力の強化 担い手の育成・確保 担い手総合支援 5,032,000 2,516,000 2,516,000
経営相談、簿記記帳指導、認定農業者支援活動研修会の実
施、
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

山梨県 山梨県 経営力の強化 担い手の育成・確保 経営構造対策推進 8,507,000 4,250,000 4,257,000 推進委員会の設置、推進指導会議の開催、指導助言書の作成

山梨県 山梨県 経営力の強化 担い手の育成・確保 新技術普及促進支援 10,134,000 5,067,000 5,067,000 普及指導活動、現地実証活動、視察研修の実施

山梨県 山梨県 経営力の強化
担い手への農地利用集積の
促進

優良農地確保支援対策等 507,000 507,000 現地検討会の開催、展示圃の設置

山梨県 山梨県農業会議 経営力の強化
担い手への農地利用集積の
促進

優良農地確保支援対策等 7,496,000 3,748,000 2,998,400 0 749,600
農地情報利用効率化に係る取組
農業委員会の活動強化の取組
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富士吉田市 富士吉田市農業委員会 経営力の強化
担い手への農地利用集積の
促進

優良農地確保支援対策等 3,406,200 3,000,000 406,200 台帳照合用出力システムの導入

山梨県 山梨県農業会議 経営力の強化
担い手への農地利用集積の
促進

都道府県農業改善推進支援 2,288,378 1,781,000 507,378農業会議会議開催

山梨県 山梨県 経営力の強化 新規就農者の育成・確保 新規就農の促進 1,431,000 714,000 717,000 学校農園の開催、就農計画認定委員会の開催

NPO法人えがおつなげて 経営力の強化 新規就農者の育成・確保 新規就農の促進 1,504,000 752,000 752,000農業体験交流会の実施

山梨県 山梨県農業会議 経営力の強化 新規就農者の育成・確保 新規就農の促進 826,000 413,000 413,000 就農相談

山梨県 山梨県青年育成センター 経営力の強化 新規就農者の育成・確保 新規就農の促進 9,038,000 4,519,000 4,519,000 就農相談、就農支援資金貸付

山梨県 山梨県（農大） 経営力の強化 新規就農者の育成・確保 新規就農の促進 478,000 238,000 240,000 アグリカレッジ・Ｕターン研修の実施

山梨県 山梨県 経営力の強化
農山漁村における男女共同
参画社会の確立 － 2,671,000 610,000 2,061,000

法人育成フォーラム、起業活動実践研修、法人育成研修、
情報発信研修、販路拡大交流会、女性起業者育成講座の開催

山梨県、早川町 山梨県、早川町 経営力の強化
高齢者農業者の能力の活用
の推進 － 813,200 406,000 142,000 265,200 高齢者技能データリストの作成、農産加工等機器の整備

計 109,280,094 54,862,000 35,805,539 8,665,975 9,946,580

（注）
①市町村名は、事業採択時の市町村名を記入する。
②地区名は、事業実施地区名を記入する（産地競争力の強化を目的とする取組のように、地区名のない場合は空欄とする）。
④政策目的～⑥取組については、別紙の「政策目的等一覧表」からそれぞれ該当するものを記入する。
⑦事業費は、事業実施地区ごとの、確定した事業費を記入し、⑧負担区分は、事業費の負担の内訳を記入する。
⑨事業内容は、実施した事業の概要を記入する。


