
平成２８年度 産地パワーアップ事業交付対象事業の概要 

市町村 協議会名 取組主体名 取組（品目） 事業実施期間 総事業費

（円） 

国費（円） 

（補助金） 

事業内容 

名取市 名取市水田農業

推進協議会 

（農）U.M.A.S.I. 水稲・大豆 平成 28年度 347,445,823 132,234,000 【乾燥調製施設新築工事】 

Ｓ造 2階建 全体建築面積＝410 坪程度 

（うち乾燥調製施設建築面積＝260坪程度） 

[乾燥設備] 

処理面積 135ha 総処理量 746t(水稲 668t

（乾籾）,大豆 78t（乾燥大豆）） 

遠赤外線汎用型乾燥機 60石×1 台 

遠赤外線乾燥機 60 石×8台 

籾摺機 6 インチ×2 台 

色彩選別機 2台 他   

【共同育苗施設整備工事】 

S 造 2 階建 建築面積＝410 坪程度 

（うち育苗施設建築面積＝150坪程度） 

[育苗設備] 

処理面積 90ha（水稲 100ha のうち直播面積

10haを除く），総処理箱数 18,000 箱 

播種プラント 1 式 

苗箱自動供給機 1台 

苗箱自動積重装置 1台 他 

【農業機械のリース】 

自脱型コンバイン（6条刈，123ps） 

トラクター（113ps，クローラータイプ） 



栗原市 栗原市農業再生

協議会 

栗っこ農業協同組合 水稲 平成 28年度 183,097,800 84,767,000 【品質向上物流合理化施設】 

簡易ラック装置 

 電動式移動棚 967.58t貯蔵用 

 入出庫管理システム一式 

均質化装置 

 荷受設備 2.5t ﾎｯﾊﾟｰｽｹｰﾙ×2 

 貯蔵タンク 6t×8 

 石抜機，色彩選別機 5t/h 

  均質化設備 25t/h 等 

  年間処理量 3,227.9t 

大和町 大和町地域水田

農業推進協議会 

（有）サンフレッシュ七ツ森 施設野菜 

（トマト） 

平成 28年度 26,987,904 12,494,000 【農業機械のリース】 

ヒートポンプ NGP1010T  28.0kW×14台 

角田市 角田市水田農業

推進協議会 

舘島田生産組合 露地野菜 

（ねぎ） 

平成 28年度 1,447,200 478,000 【農業機械のリース】 

長ネギ皮剥き機 ベストロボ １台 

処理量 100kg/h 

川崎町 川崎町地域水田

農業推進協議会 

川崎園芸振興普及会 露地野菜 

（ブロッコリー） 

平成 28年度 600,000 277,000 【農業機械のリース】 

畝立て同時マルチ機 1台 

丸森町 丸森町水田農業

推進協議会 

（農）伊手ファーム 水稲 平成 28年度 27,000,000 12,500,000 【農業機械のリース】 

乾燥調製機械一式 

乾燥機 65石×３台 

色彩選別機×１台 

選別機×１台 

フレコンスケール×１台 

総処理量 205.5ｔ(生籾) 

（農）羽山の里佐野 水稲 平成 28年度 7,884,000 3,650,000 【農業機械のリース】 

コンバイン（５条刈 75PS）１台 



仙台市 仙台市農業振興

協議会 

（農）井土生産組合 水稲 平成 28年度 5,151,600 2,385,000 【農業機械のリース】 

①パワーハロー（作業幅：3ｍ） 

②シードドリル（条数：25条） 

③ケンブリッジローラー（作業幅：5.3ｍ） 

大崎市 大崎市農業再生

協議会 

（株）スマイルフィールド そば 平成 28年度 1,296,000 600,000 【農業機械のリース】 

低温貯蔵庫（72 俵×2 台） 

（農）なかしだファーム 大豆 平成 28年度 6,995,160 3,238,000 【農業機械のリース】 

普通コンバイン（刃幅 1,520mm)×１台 

石巻市 石巻市農業再生

協議会 

三輪田転作組合 大豆 平成 28年度 7,873,200 3,645,000 【農業機械のリース】 

汎用コンバイン（刃幅 1446mm）1 台 

（株）ヒロふぁーむ 大豆 平成 28年度 13,969,044 6,467,000 【農業機械のリース】 

普通型コンバイン(刃幅 1.98m)1 台 

河原営農組合 大豆 平成 28年度 19,783,440 9,159,000 【農業機械のリース】 

汎用型遠赤外線乾燥機（60石）2 台 

 総処理量 53t（乾燥大豆） 

普通型コンバイン(刃幅 1.372m)1 台 

乗用管理機 1台 

ハンマーモア（作業幅 0.9m）1台 

沖営農組合 大豆 平成 28年度 15,485,472 7,169,000 【農業機械のリース】 

トラクター（78ps）1台 

ロータリー（2.4m）1台 

レーザーレベラー（3.2m）1 台 

バーチカルハロー（2.1m）1 台 

スタブルカルチ（1.9m）1台 

（農）大地大沢 大豆 平成 28年度 13,369,644 6,189,000 【農業機械のリース】 

普通型コンバイン(刃幅 1.98m) 1 台 



鹿又本町営農組合 大豆 平成 28年度 6,348,888 2,939,000 【農業機械のリース】 

乗用管理機 1台 

ロータリーカルチ 1台 

かのまた営農組合 大豆 平成 28年度 21,591,792 9,995,000 【農業機械のリース】 

汎用コンバイン(刃幅 1.976m) 1 台 

トラクター（78ps）1台 

ロータリー（2.4m）1台 

（農）エコルファーム 大豆 平成 28年度 13,151,592 6,088,000 【農業機械のリース】 

トラクター（78ps） 1台 

ロータリー（2.4m） 1台 

レーザーレベラー（3.2m） 1台 

登米市 登米市農業再生

協議会 

個人Ａ 大豆 平成 28年度 11,143,440 5,159,000 【農業機械のリース】 

普通型コンバイン（刈幅 2.6ｍ）１台 

（株）たいら 大豆 平成 28年度 17,820,000 8,250,000 【農業機械のリース】 

トラクター（135PS）１台 

プラウ １台 

レーザーレベラー １台 

サングリーン TOME 大豆 平成 28年度 10,929,600 5,060,000 【農業機械のリース】 

普通型コンバイン（刈幅 2.1ｍ）１台  

コンバイントレーラー １台 

美里町 美里地域農業再

生協議会 

みどりの農業協同組合 露地野菜 

（青ねぎ） 

平成 28年度 

～ 

平成 29年度 

（繰越） 

162,000,000 75,000,000 【集出荷貯蔵施設】 

軽量鉄骨造 689.21㎡ 

皮剥ぎ機（根切付）（120ｋｇ/時間）2台 

コンプレッサー 2台 

予冷庫 25坪 

ベルトコンベア 4セット 

パレット一体型デジタル秤 1 台 

     921,371,599 397,743,000  
 


