
平成24年度東日本大震災農業生産対策交付金の事業概要

市町等名 事業実施主体名 区分 事業内容
事業費
（円）

うち交付金額
（円）

仙台市 セーフティグリーン松元 整備事業 農産物処理加工施設 6,090,000 2,900,000

仙台市 いぐねｆａ～む長喜城 整備事業 乾燥調製施設 21,934,500 10,445,000

仙台市 荻袋有機農園 整備事業 乾燥調製施設 2,273,250 1,082,000

仙台市 小田切ファーム 整備事業 乾燥調製施設 3,738,000 1,780,000

仙台市 長喜城アグリ 整備事業 乾燥調製施設 13,524,735 6,440,000

仙台市 長喜城育苗施設利用組合 整備事業 共同育苗利用施設 12,264,000 5,840,000

仙台市 三本塚利用組合 整備事業 乾燥調製施設 3,912,888 1,863,000

大崎市 下中目一水稲栽培組合 整備事業 乾燥調製施設 10,321,500 4,915,000

大崎市 下志引水稲集団栽培組合 整備事業 乾燥調製施設 12,285,000 5,850,000

色麻町 しかまアグリ２１ 整備事業 乾燥調製施設 15,960,000 7,600,000

色麻町 （有）アグリカッパ 整備事業 乾燥調製施設 6,195,000 2,950,000

色麻町 宿水稲集団栽培組合 整備事業 乾燥調製施設 4,305,000 2,050,000

加美町 (有)金沢 整備事業 乾燥調製施設 22,050,000 10,500,000

美里町 福ケ袋生産組合 整備事業 乾燥調製施設 8,058,120 3,837,000

美里町 佐野サングリーンファーム 整備事業 乾燥調製施設 8,481,000 4,038,000

石巻市 茄子川水稲生産組合 整備事業 乾燥調製施設 24,150,000 11,500,000

石巻市 表沢水稲生産組合 整備事業 乾燥調製施設 12,810,000 6,100,000

仙台市 農事組合法人仙台中央アグリサービス 整備事業 乾燥調製施設 140,700,751 67,000,000

仙台市 ゆいファーム 整備事業 乾燥調製施設 105,315,000 50,150,000

仙台市 福鶴ファーム 整備事業 乾燥調製施設 99,120,000 47,200,000

仙台市 福鶴ファーム 整備事業 共同育苗施設 86,100,000 41,000,000

仙台市 農事組合法人仙台イーストカントリー 整備事業 農産物処理加工施設 49,140,000 23,400,000

仙台市 農事組合法人仙台イーストカントリー 整備事業 地域食材供給施設 25,200,000 12,000,000

仙台市 クローバーズファーム 整備事業 低コスト耐候性ハウス 101,742,140 48,102,000

山元町 株式会社一苺一笑 整備事業 低コスト耐候性ハウス 491,844,150 231,919,000
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山元町 ㈱GRA 整備事業 低コスト耐候性ハウス 465,150,000 221,064,000

山元町 田所食品㈱ 整備事業 農産物処理加工施設 353,745,000 168,450,000

山元町 田所食品㈱ 整備事業 園地造成 28,297,500 13,475,000

栗原市 リッチフィールド 整備事業 低コスト耐候性ハウス 175,140,000 83,400,000

大崎市 みどりの農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 52,290,000 24,900,000

大崎市 みどりの農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 30,450,000 14,500,000

大崎市 みどりの農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 22,995,000 10,950,000

大崎市 有限会社千田清掃 整備事業 再生可能エネルギー製造施設 11,445,000 5,450,000

加美町 JA加美よつば 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 20,475,000 9,750,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 20,475,000 9,750,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 39,900,000 19,000,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 32,550,000 15,500,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 21,525,000 10,250,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 整備事業 乾燥調製施設 57,225,000 27,150,000

登米市 みやぎ登米農業協同組合 整備事業 穀類乾燥調製貯蔵施設 3,097,500 1,475,000

仙台市 芋沢地区イノシシ被害対策協議会 整備事業 鳥獣被害防止施設 19,005,000 19,005,000

仙台市 上川前・西川前地区獣害対策協議会 整備事業 鳥獣被害防止施設 11,574,000 11,574,000

仙台市 大倉日向栗生地区獣害対策協議会 整備事業 鳥獣被害防止施設 12,103,000 12,103,000

栗原市 栗っこ農業協同組合 整備事業 乾燥調製施設 9,240,000 4,400,000

仙台市 株みちさき 整備事業 高度環境制御栽培施設 1,365,126,000 555,000,000

栗原市 栗っこ農業協同組合 整備事業 乾燥調製施設 9,030,000 4,300,000

仙台市 藤沢地区獣害対策協議会 整備事業 鳥獣害被害防止施設 5,687,000 5,630,000

美里町 上野アグリシステム 整備事業 乾燥調製施設 19,255,679 9,169,000

仙台市 絆組合 整備事業 乾燥調製施設 29,411,445 14,005,000

大崎市 青塚生産組合 推進事業
リース方式による農業機械等の
導入

9,746,100 3,862,000
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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

40,209,800 17,513,000

亘理町 荒浜営農組合 推進事業 生産資材の導入 3,782,499 1,801,000

亘理町 マイファーム亘理農事組合法人 推進事業 生産資材の導入 15,286,896 7,279,000

仙台市 小田切ファーム 推進事業 生産資材の導入 1,634,850 778,000

仙台市 （農）福鶴ファーム 推進事業 生産資材の導入 18,112,500 8,625,000

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 49,838,563 23,732,000

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 18,257,538 8,694,000

仙台市 絆組合 推進事業 生産資材の導入 8,715,000 4,150,000

仙台市 三本塚営農実践組合 推進事業 生産資材の導入 981,645 467,000

仙台市 井土生産組合 推進事業 生産資材の導入 460,530 219,000

仙台市 南部実践組合 推進事業 生産資材の導入 907,200 432,000

仙台市 笹屋敷護穀組合 推進事業 生産資材の導入 1,353,870 644,000

仙台市 荒浜集落営農組合 推進事業 生産資材の導入 609,420 290,000

仙台市 岡田生産組合 推進事業 生産資材の導入 1,828,260 870,000

仙台市 農事組合法人仙台イーストカントリー 推進事業 生産資材の導入 683,865 325,000

山元町 田所食品(株) 推進事業 生産資材の導入 18,769,978 8,938,000

山元町 (株)GRA 推進事業 生産資材の導入 35,854,581 17,073,000

仙台市 （株）グリーン菜園 推進事業 生産資材の導入 7,301,506 3,476,000

山元町 （株）一苺一笑 推進事業 生産資材の導入 27,770,484 13,224,000

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 44,010,358 19,552,000

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 14,256,080 6,788,000

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 8,524,950 4,059,000

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 19,654,950 9,359,000

石巻市 石巻園芸協議会 推進事業 生産資材の導入 44,931,600 21,396,000

東松島市 やもと園芸協議会 推進事業 生産資材の導入 29,308,650 13,956,000
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気仙沼市 階上いちご復興生産組合 推進事業 生産資材の導入 18,616,900 8,865,000

南三陸町 フローリッシュ生産組合 推進事業 生産資材の導入 5,851,263 2,786,000

南三陸町 中瀬町復興組合 推進事業 生産資材の導入 12,713,164 6,053,000

南三陸町 南三陸町リアス小菊栽培研究会 推進事業 生産資材の導入 3,177,279 1,512,000

南三陸町 園芸作物生産組合 推進事業 生産資材の導入 3,656,068 1,740,000

山元町 みやぎ亘理農業協同組合 整備事業 米麦流通合理化施設 428,106,000 203,860,000

亘理町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 29,891,439 23,684,000

山元町 みやぎ亘理農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 8,481,039 8,077,000

大崎市 いわでやま農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 30,763,195 29,297,000

大崎市 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 8,888,196 8,464,000

大崎市 古川農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 16,529,579 15,742,000

栗原市 栗っこ農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 76,520,829 66,520,000

涌谷町 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 3,934,728 3,747,000

美里町 みどりの農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 9,493,020 9,040,000

みやぎの酪農
農業協同組合

みやぎの酪農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 84,672,000 84,672,000

宮城県酪農農
業協同組合

宮城酪農農業協同組合 推進事業 放射性物質吸収抑制対策 49,192,080 49,192,000


