
仙台市
農事組合法人せんだいあらは
ま

整備事業 有機物処理・利用施設 4,212,000 1,950,000

仙台市 絆組合 整備事業 有機物処理・利用施設 9,180,000 4,250,000

仙台市 農事組合法人井土生産組合 整備事業 有機物処理・利用施設 4,320,000 2,000,000

岩沼市 有限会社やさい工房八巻 整備事業 有機物処理・利用施設 17,539,200 8,120,000

岩沼市 農事組合法人寺島生産組合 整備事業 有機物処理・利用施設 18,943,200 8,770,000

仙台市 坪沼地区獣害対策協議会 整備事業 鳥獣被害防止施設 7,186,320 7,186,000

仙台市 馬場地区獣害対策協議会 整備事業 鳥獣被害防止施設 18,511,200 18,511,000

仙台市 綱木地区獣害対策協議会 整備事業 鳥獣被害防止施設 5,799,600 5,799,000

仙台市 新川地区獣害対策協議会 整備事業 鳥獣被害防止施設 14,354,280 14,354,000

仙台市
下川前実行組合有害鳥獣対策
協議会

整備事業 鳥獣被害防止施設 21,561,120 21,561,000

宮城県（農業振興課） 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 6,516,512 6,516,512

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（草地） 31,147,200 28,840,000

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 放射性物質の吸収抑制対策（草地） 87,018,840 80,573,000

全農宮城県本部 全農宮城県本部 推進事業 家畜改良体制再構築支援 20,793,000 2,626,000

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 2,943,000 1,345,000

白石市 みやぎ仙南農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策（草地） 56,052,000 51,900,000

白石市 みやぎ仙南農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 887,339 821,000

白石市 白石市 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 37,584 37,000

角田市 角田市 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 545,316 532,000

柴田町 柴田町 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 37,584 37,000

丸森町 みやぎ仙南農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策（草地） 14,231,160 13,177,000

七ヶ宿町 七ヶ宿町 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 81,071 81,000
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仙台市 長喜城アグリ 推進事業 生産資材の導入等 265,974 123,000

仙台市 （株）佐々木産業営農サービス 推進事業 生産資材の導入等 220,825 102,000

仙台市 七郷ハーベスト 推進事業 生産資材の導入等 1,616,260 748,000

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 1,164,713 539,000

仙台市 （農）せんだいあらはま 推進事業 生産資材の導入等 9,750,924 4,514,000

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 6,956,866 3,220,000

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 3,081,780 1,426,000

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 2,414,798 1,117,000

仙台市 絆組合 推進事業 生産資材の導入等 1,663,552 770,000

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 19,197,216 8,887,000

仙台市 仙台農業協同組合 推進事業 農地生産性回復に向けた取組 915,300 847,000

名取市 小塚原ファームランド 推進事業 生産資材の導入等 6,588,000 3,050,000

名取市 株式会社名取北釜ファーム 推進事業 生産資材の導入等 13,820,871 6,398,000

名取市 株式会社名取北釜ファーム 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 12,242,880 5,668,000

名取市 北釜野菜組合 推進事業 生産資材の導入等 7,057,908 3,267,000

岩沼市 農事組合法人長谷釜生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 5,724,000 2,650,000

岩沼市 農事組合法人寺島生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 7,538,400 3,490,000

岩沼市 有限会社やさい工房八巻 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 60,426,000 27,975,000

岩沼市 農事組合法人玉浦南部生産組合 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 1,836,000 850,000

岩沼市 有限会社やさい工房八巻 推進事業 生産資材の導入等 1,944,000 900,000

岩沼市
農事組合法人
玉浦南部生産組合

推進事業 生産資材の導入等 864,000 400,000

亘理町 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 26,801,280 24,816,000

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 6,365,304 5,893,000

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 8,713,183 4,033,000



山元町 株式会社　一苺一笑 推進事業 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入 6,824,540 6,319,000

山元町 農事組合法人　いそはま 推進事業 生産資材の導入等 15,471,325 7,162,000

山元町 農事組合法人　いそはま 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 4,620,348 2,139,000

山元町 農事組合法人　いそはま 推進事業 農地生産性回復に向けた取組 1,555,200 1,440,000

山元町 （株）やまもとファームみらい野 推進事業 生産資材の導入等 131,207,720 60,744,000

山元町 （株）やまもとファームみらい野 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 55,601,360 25,741,000

山元町 （株）やまもとファームみらい野 推進事業 農地生産性回復に向けた取組 16,526,894 15,302,000

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 18,803,745 16,848,000

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 7,624,338 7,059,000

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 1,385,291 1,282,000

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 1,103,760 1,022,000

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 99,624,100 80,967,000

栗原市 栗原市 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策（草地） 1,859,760 1,859,000

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 4,739,563 4,388,000

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（草地） 17,062,920 15,799,000

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 10,092,394 9,344,000

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（草地） 37,056,960 34,312,000

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 4,647,644 4,303,000

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 12,357,685 11,442,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 推進事業 放射性物質の吸収抑制対策 27,796,504 25,737,000

東松島市
株式会社
パスカファーム立沼

推進事業 生産資材の導入等 8,770,021 4,060,000

東松島市
株式会社
パスカファーム立沼

推進事業 リース方式による農業機械等の導入 1,018,440 471,000

東松島市 株式会社　めぐいーと 推進事業 生産資材の導入等 17,554,566 8,127,000

東松島市 株式会社　めぐいーと 推進事業 リース方式による農業機械等の導入 5,704,236 2,639,000



東松島市
株式会社
ぱるファーム大曲

推進事業 生産資材の導入等 10,941,173 5,065,000

東松島市
株式会社
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 324,000 150,000

気仙沼市 気仙沼市 推進事業 農地生産性回復に向けた取組 23,298,840 23,298,000

気仙沼市
株式会社
サンフレッシュ小泉農園

推進事業 生産資材の導入等 33,156,000 15,350,000

南三陸町 南三陸町 推進事業 農地生産性回復に向けた取組 13,915,824 13,915,000

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 20,684,574 9,576,000

仙台市 （株）荒浜アグリパートナーズ 整備事業 乾燥調整施設 69,497,100 32,174,000

岩沼市 名取岩沼農業協同組合 整備事業 品質向上物流合理化施設 74,730,600 32,434,000


