
平成２５年度東日本大震災農業生産対策交付金の事業概要

市町村，団体 事業実施主体名 区　分 事業内容
事業費
（円）

うち交付金額
（円）

宮城県 農産園芸環境課 整備事業 附帯事務費 72,279 35,938

仙台市 坪沼機械利用組合 整備事業 乾燥調製施設 15,120,000 7,200,000

仙台市 （農）六郷南部実践組合 整備事業 集出荷貯蔵施設 9,870,000 4,700,000

仙台市 （農）井土生産組合 整備事業 集出荷貯蔵施設 14,644,350 6,973,000

仙台市 下荒井カントリー 整備事業 乾燥調製施設 2,740,038 1,304,000

仙台市 （株）佐々木産業 整備事業 乾燥調製施設 2,433,033 1,152,000

仙台市 （株）佐々木産業 整備事業 共同育苗施設 33,128,865 15,775,000

仙台市 大沼農産組合 整備事業 乾燥調製施設 47,312,165 21,067,000

仙台市 七郷ハーベスト 整備事業 乾燥調製施設 24,603,990 10,981,000

仙台市 絆組合 整備事業 共同育苗施設 9,450,000 4,500,000

大和町 （農）稲和ファーム 整備事業 乾燥調製施設 113,344,350 53,973,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 整備事業 集出荷貯蔵施設 93,240,000 44,400,000

東松島市 （株）イグナルファーム 整備事業 低コスト耐候性ハウス 324,964,500 154,745,000

東松島市 （株）パスカファーム立沼 整備事業 共同育苗施設 53,892,000 24,950,000

気仙沼市 階上いちご第２復興生産組合 整備事業 低コスト耐候性ハウス 246,750,000 117,096,000

全国農業協同組合連合会宮城県本部 全国農業協同組合連合会宮城県本部 推進事業 家畜改良体制再構築支援 33,216,750 3,207,000

宮城県酪農農業協同組合 宮城県酪農農業協同組合 推進事業 家畜改良体制再構築支援 6,435,350 1,957,000

みやぎの酪農農業協同組合 みやぎの酪農農業協同組合 推進事業 家畜改良体制再構築支援 36,283,200 2,624,000

宮城県酪農農業協同組合 宮城県酪農農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 13,534,500 12,890,000

宮城県 農業振興課 推進事業 低コスト・省力化技術等の導入支援 2,027,078 2,027,000

宮城県 農業振興課 推進事業 低コスト・省力化技術等の導入支援 2,305,000 2,305,000

仙台市 (株）荒浜アグリパートナーズ 推進事業 生産資材の導入等 5,803,570 2,763,000

仙台市 (株）荒浜アグリパートナーズ 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 7,073,850 3,368,000

仙台市 ｅ－ｆａｒｍ仙台 推進事業 生産資材の導入等 3,552,339 1,691,000

仙台市 ｅ－ｆａｒｍ仙台 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 37,508,205 17,861,000

仙台市 今泉実践組合 推進事業 生産資材の導入等 786,198 374,000

仙台市 今市上水稲協業組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 4,074,000 1,940,000

仙台市 枝豆元気クラブ 推進事業 生産資材の導入等 4,019,025 1,913,000

仙台市 枝豆元気クラブ 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 1,811,775 862,000

仙台市 （株）佐々木産業 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 4,891,488 2,329,000

仙台市 （株）佐々木産業 推進事業 生産資材の導入等 425,040 202,000

仙台市 （農）井土生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 8,428,371 4,013,000

仙台市 （農）井土生産組合 推進事業 生産資材の導入等 7,159,700 3,409,000



仙台市 （農）クローバーズファーム 推進事業 生産資材の導入等 4,304,328 2,049,000

仙台市 （農）クローバーズファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 21,251,664 10,119,000

仙台市 （農）仙台イーストカントリー 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 17,483,025 8,325,000

仙台市 （農）仙台イーストカントリー 推進事業 生産資材の導入等 8,347,333 3,974,000

仙台市 （農）仙台中央アグリサービス 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 6,267,135 2,984,000

仙台市 （農）仙台中央アグリサービス 推進事業 生産資材の導入等 909,500 433,000

仙台市 （農）せんだいあらはま 推進事業 生産資材の導入等 8,042,696 3,829,000

仙台市 （農）せんだいあらはま 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 15,894,963 7,569,000

仙台市 大沼農産組合 推進事業 生産資材の導入等 12,046,264 5,736,000

仙台市 大沼農産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 6,761,580 3,219,000

仙台市 岡田生産組合 推進事業 生産資材の導入等 11,919,294 5,675,000

仙台市 岡田生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 20,621,640 9,818,000

仙台市 絆組合 推進事業 生産資材の導入等 15,930,717 7,586,000

仙台市 絆組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 3,222,870 1,534,000

仙台市 笹屋敷水稲施設共同組合 推進事業 生産資材の導入等 2,693,570 1,282,000

仙台市 笹屋敷護穀組合 推進事業 生産資材の導入等 12,356,745 5,884,000

仙台市 笹屋敷護穀組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 7,851,312 3,738,000

仙台市 三本塚営農実践組合 推進事業 生産資材の導入等 6,003,756 2,858,000

仙台市 三本塚機械利用組合 推進事業 生産資材の導入等 15,899,058 7,570,000

仙台市 三本塚機械利用組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 16,572,129 7,891,000

仙台市 三本塚利用組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 31,422,888 14,963,000

仙台市 下荒井カントリー 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 6,642,825 3,163,000

仙台市 下荒井カントリー 推進事業 生産資材の導入等 531,825 253,000

仙台市 下荒井生産組合 推進事業 生産資材の導入等 1,477,890 703,000

仙台市 下荒井生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 31,231,830 14,872,000

仙台市 七郷ハーベスト 推進事業 生産資材の導入等 10,495,009 4,997,000

仙台市 七郷ハーベスト 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 14,914,725 7,102,000

仙台市 （農）六郷南部実践組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 10,276,224 4,893,000

仙台市 （農）六郷南部実践組合 推進事業 生産資材の導入等 13,619,715 6,485,000

仙台市 浜田水稲生産組合 推進事業 生産資材の導入等 895,385 426,000

仙台市 ファーム・TOMO 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 18,262,860 8,696,000

仙台市 （農）福鶴ファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 25,550,230 12,165,000

仙台市 藤田グリーンファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 6,741,000 3,210,000

仙台市 藤田グリーンファーム 推進事業 生産資材の導入等 1,503,305 715,000

仙台市 藤田生産組合 推進事業 生産資材の導入等 1,608,350 765,000



仙台市 藤田生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 5,426,400 2,584,000

仙台市 二木営農実践組合 推進事業 生産資材の導入等 8,377,767 3,989,000

仙台市 二木営農実践組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 8,239,665 3,923,000

仙台市 四ツ谷作業組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 2,523,150 1,201,000

仙台市 四ツ谷作業組合 推進事業 生産資材の導入等 1,386,190 660,000

仙台市 三神会 推進事業 生産資材の導入等 6,179,040 2,942,000

仙台市 三神会 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 26,849,634 12,785,000

仙台市 高砂生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 5,478,800 2,608,000

岩沼市 相野釜ハウス園芸組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 2,387,700 1,050,000

名取市 手倉田生産組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 506,220 482,000

亘理町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 生産資材の導入等 66,832,244 31,824,000

山元町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 8,457,183 8,054,000

大崎市 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 6,289,422 5,989,000

大崎市 古川農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 15,318,518 14,589,000

大崎市 いわでやま農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 1,192,430 1,135,000

大崎市 鬼首そば生産組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 892,500 850,000

大崎市 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 1,680,000 1,600,000

栗原市 栗っこ農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 94,753,731 75,289,000

栗原市 栗原市 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 14,089,950 14,089,000

色麻町 加美よつば農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 3,332,637 3,173,000

色麻町 加美よつば農業協同組合 推進事業 家畜改良体制再構築支援 5,250,000 571,000

色麻町 加美よつば農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 6,394,500 6,090,000

加美町 加美よつば農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 7,938,513 7,560,000

加美町 加美よつば農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 10,773,000 10,260,000

加美町 加美よつば農業協同組合 推進事業 家畜改良体制再構築支援 10,500,000 1,142,000

涌谷町 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 3,389,354 3,227,000

美里町 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 9,051,778 8,620,000

美里町 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 4,357,500 4,150,000

石巻市 北上地区機械利用組合 推進事業 生産資材の導入等 23,931,649 11,396,000

石巻市 石巻地区園芸生産組織連絡協議会 推進事業 生産資材の導入等 16,515,450 7,864,000

登米市 登米市 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 8,908,200 8,908,000

東松島市 やもと園芸生産組織連絡協議会 推進事業 生産資材の導入等 40,092,150 19,091,000

東松島市 （株）サンエイト 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 7,721,700 3,677,000

東松島市 （株）サンエイト 推進事業 生産資材の導入等 2,867,760 1,365,000

東松島市 （有）アグリードなるせ 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 18,178,650 8,656,000



東松島市 （株）ぱるファーム大曲 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 4,113,900 1,959,000

東松島市 （株）ぱるファーム大曲 推進事業 生産資材の導入等 21,017,850 10,008,000

東松島市 （株）イグナルファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 4,410,000 2,100,000

東松島市 （株）イグナルファーム 推進事業 生産資材の導入等 10,565,704 5,031,000

東松島市 （株）パスカファーム立沼 推進事業 生産資材の導入等 17,916,150 8,531,000

気仙沼市 階上いちご第２復興生産組合 推進事業 生産資材の導入等 8,808,771 4,194,000

仙台市 下飯田水稲協業組合 整備事業 乾燥調製施設 3,099,705 1,476,000

仙台市 表作業組合 整備事業 乾燥調製施設 16,270,580 7,747,000

仙台市 長屋敷作業組合 整備事業 乾燥調製施設 66,096,000 30,600,000

仙台市 絆組合 整備事業 集出荷貯蔵施設 9,450,000 4,500,000

仙台市 なつき農園 整備事業 乾燥調製施設 31,104,372 14,445,000

仙台市 今泉希望生産組合 整備事業 乾燥調製施設 13,486,461 6,422,000

仙台市 絆ファーム 整備事業 集出荷貯蔵施設 10,037,160 4,779,000

仙台市 （農）新浜協業組合 整備事業 乾燥調製施設 97,092,000 44,950,000

仙台市 トータスファーム 整備事業 乾燥調製施設 113,227,200 52,420,000

仙台市 ひまわりfarm 整備事業 乾燥調製施設 19,012,191 9,053,000

仙台市 （農）仙台イーストカントリー 整備事業 農産物処理加工施設 47,250,000 22,500,000

仙台市 今泉希望生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 32,326,560 15,393,000

仙台市 今泉希望生産組合 推進事業 生産資材の導入等 3,833,445 1,825,000

仙台市 三本塚利用組合 推進事業 生産資材の導入等 528,465 251,000

仙台市 三本塚営農実践組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 2,646,315 1,260,000

仙台市 なつき農園 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 23,728,635 11,299,000

仙台市 なつき農園 推進事業 生産資材の導入等 5,925,990 2,821,000

仙台市 絆ファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 25,616,850 12,198,000

仙台市 絆ファーム 推進事業 生産資材の導入等 5,143,215 2,449,000

仙台市 下飯田水稲協業組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 12,204,045 5,811,000

仙台市 フィールドファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 11,255,580 5,359,000

仙台市 フィールドファーム 推進事業 生産資材の導入等 1,495,305 712,000

仙台市 上飯田第一機械利用組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 16,101,015 7,667,000

仙台市 トータスファーム 推進事業 生産資材の導入等 14,330,295 6,823,000

仙台市 トータスファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 28,139,454 13,399,000

岩沼市 （農）玉浦南部生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 2,098,640 965,000

亘理町 亘理いちご吉田地区生産組合 推進事業 生産資材の導入等 3,591,290 1,710,000

山元町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 生産資材の導入等 10,199,490 4,856,000

山元町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 生産資材の導入等 38,887,855 18,518,000



山元町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 農地生産性回復に向けた取組 11,337,165 10,797,000

石巻市 （株）宮城リスタ大川 推進事業 生産資材の導入等 22,725,006 10,821,000

石巻市 （株）宮城リスタ大川 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 4,759,650 2,153,000

東松島市 葱掘取機利用組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 3,701,250 1,762,000

岩沼市 （農）野菜のキセキ 整備事業 乾燥調製施設 97,200,000 42,660,000

仙台市 下飯田中機械利用組合 推進事業 生産資材の導入等 465,150 221,000

仙台市 下飯田中機械利用組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 7,785,435 3,707,000

岩沼市 （農）野菜のキセキ 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 57,196,000 26,900,000

亘理町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 生産資材の導入等 65,461,177 31,171,000

山元町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 生産資材の導入等 22,025,726 10,488,000

石巻市 石巻地区園芸生産組織連絡協議会 推進事業 生産資材の導入等 29,666,700 14,127,000


