
　Ⅰ　整備事業

国費 市町村費 その他

芽室町農業再生
協議会

芽室町 芽室町農業協同組合 種子馬鈴薯

集出荷貯蔵施設
　構造：鉄骨造一部1階建
　延床面積：1,493.28㎡
　貯蔵能力：1,530t

　(3室、外気導入方式)

566,357 249,000 0 317,357

知内町農業再生
協議会

知内町
木古内町
建川地区
及び
中野地区

知内町ほうれん草生産
組合

ほうれん草
集出荷貯蔵施設
　包装機一式

13,728 6,240 1,248 6,240

長沼町地域協業
再生協議会

長沼町 ながぬま農業協同組合
ブロッコ
リー

集出荷貯蔵施設
　建設工事（鉄骨造平屋建、2,729.5㎡）
　製氷能力一式
　電気設備一式
　機械設備一式
　ロボットパレタイザ設備一式

1,051,600 478,000 0 573,600

新篠津村協業再
生協議会

新篠津 新篠津村 水稲

乾燥調製施設
　乾燥機(遠赤・乾燥設備30t/h×4基）
　色彩選別機（240Ch×3基）
　出荷設備（フレコン用マグネット×1基、金属探知機×1基）

429,000 214,500 214,500 0

大空町農業再生
協議会

大空町女満
別

女満別町農業協同組合 てん菜種子

種子種苗生産関連施設
　てん菜種子乾燥設備(定置式通風乾燥コンテナ24基、熱風
炉)

　送風・集塵設備(押込・排風ファン2台、サイクロン4台)

　電気設備　受電設備１基
　フロアスケール　一台

158,400 72,000 0 86,400

北見市協業再生
協議会

きたみらい
きたみらい農業協同組
合

たまねぎ

集出荷貯蔵施設
　茎葉処理施設（3,256㎡）
　　・茎葉処理装置（265基/日）
　　・原料保管倉庫(回転庫2,987.4t）
　ＣＡ冷蔵貯蔵施設（3,211t）

2,713,700 1,233,500 0 1,480,200

網走市農業再生
協議会

網走市
浦士別
恩根内

(株)オホーツク網走26 てん菜
育苗施設
　てん菜育苗プラント（能力：165冊/ｈ）
　土詰播種プラント一式、電気設備一式

51,865 23,575 0 28,290

７　地区 4,984,650 2,276,815 215,748 2,492,087

令和２年度（2020年度）　産地生産基盤パワーアップ事業　交付対象事業の概要
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　Ⅱ　生産支援事業

国費 市町村費 その他

清水町地域農
業再生協議会

清水
十勝清水農業協同
組合

にんにく

農業機械等の導入
　真空播種機　１台
　収穫機　１台
　トラクター　１台

38,962 17,710 0 21,252

音更町農業再
生協議会

音更町
音更町ICT農業推進
協議会

小麦、小豆
農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵システム　185台

441,576 200,716 0 240,860

様似町農業再
生協議会

浦河 農業者 夏秋いちご
生産資材の導入
　ハウス資材　３棟
　高設栽培ベンチ、内部設備　３棟

36,370 16,531 8,962 10,877

大樹町農業再
生協議会

大樹町 農業者 小麦
農業機械等のリース導入
　コンバイン(作業幅4.3m) 　1台

50,600 23,000 0 27,600

農業者 小麦
農業機械等のリース導入
　ストーンクラッシャー　1台

9,680 4,400 0 5,280

(有)内田牧場 小麦
農業機械等のリース導入
　ディスクハロー　1台
　ロータリーカルチベーター1台

11,677 5,307 0 6,370

農業者 小麦
農業機械等のリース導入
　パワーハロー　1台
　グレンドリル　1台

4,752 2,160 0 2,592

農業者 小麦
農業機械等のリース導入
　ブロードキャスター　1台
　グレンドリル　1台

3,568 1,622 0 1,946

農業者 小麦
農業機械等のリース導入
　牽引スプレーヤ　1台
　自動操舵システム　2台

15,692 7,132 0 8,560

農業者 小麦

農業機械等のリース導入
　ブロードキャスター　1台
　グレンドリル　1台
　自動操舵システム　1台

5,476 2,489 0 2,987

農業者 小麦
農業機械等のリース導入
　グレンドリル　1台

2,002 910 0 1,092

留寿都村地域
担い手育成総
合支援協議会

留寿都村
留寿都村豆類耕作
協議会

大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス　53台
　汎用コンバイン　11台

206,097 93,680 0 112,417

平取町農業協
議会

平取・日高(平賀
地区)

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　7棟分

1,607 730 0 877

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　6棟分

992 451 0 541

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　21棟分

3,958 1,799 0 2,159

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　8棟分

1,670 759 0 911

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　11棟分

2,488 1,130 0 1,358

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　9棟分

2,354 1,069 0 1,285

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　6棟分

1,152 523 0 629

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　10棟分

2,023 919 0 1,104

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　12棟分

2,617 1,189 0 1,428

農業者 トマト
農業機械等のリース導入
　ハウス内環境制御装置一式　8棟分

1,647 748 0 899

美幌町農業再
生協議会

美幌町
美幌町農業ＩＣＴ
推進協議会

小麦

農業機械等のリース導入
　GPS　154台
　可変施肥ブロキャス　58台
　自動散布スプレーヤ　43台
　ドローン　4台

1,039,736 472,597 0 567,139

大樹町農業再
生協議会

大樹町 (有)大石農産 そば
農業機械等のリース導入
　コンバイン(作業幅4.3m)　 １台
　GPS自動操舵システム　１台

55,000 25,000 0 30,000

令和２年度（2020年度）　産地生産基盤パワーアップ事業　交付対象事業の概要
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　Ⅱ　生産支援事業

国費 市町村費 その他
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苫前町地域農
業再生協議会

苫前ICT地区
苫前町ICT推進協議
会

水稲

農業機械等のリース導入
　トラクター　7台
　田植機　15台
　走行アシストシステム　5台
生産資材の導入
　自動巻き上げ機　37台

217,208 98,731 0 118,477

苫前町ICT推進協議
会

水稲

農業機械等のリース導入
　トラクター　3台
　走行アシスト田植え機　3台
　ドローン　1台

53,988 24,540 0 29,448

苫前町ICT推進協議
会

メロン、ミ
ニトマト

生産資材の導入
　ハウス資材　17棟
　自動巻き上げ機　47台

40,665 18,484 0 22,181

清水町地域農
業再生協議会

清水町、新得
町、鹿追町、士
幌町、上士幌町

てん菜生産機械銀
行

てん菜
農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵システム　52台

130,346 59,247 0 71,099

知内町農業再
生協議会

知内町、木古内
町建川地区及び
中野地区

知内町ほうれん草
生産組合

ほうれん草

農業機械等のリース導入
　根切り調整機　1台
生産資材の導入
　ハウス資材　6棟

6,347 2,885 0 3,462

壮瞥町地域農
業再生協議協
議会

壮瞥町
(有)ミナミアグリシス
テム

ブロッコ
リー

農業機械等のリース導入
　自走式スプレーヤー　1台

50,600 23,000 0 27,600

大空町農業再
生協議会

大空町女満別
JAめまんべつRTK

利用協議会
小麦

農業機械等のリース導入
　GPS　125台
　可変施肥ブロキャス　36台
　可変防除スプレーヤ　7台

541,380 246,068 0 295,312

名寄地域農業
再生協議会

名寄地区
名寄地域省力化農
業研究会

施設野菜
生産資材の導入
　自動巻き上げ機　34棟分

5,676 2,733 0 2,943

名寄地域省力化農
業研究会

水稲
生産資材の導入
　自動巻き上げ機46棟分

7,782 3,766 0 4,016

本別町農業再
生協議会

本別地区
農事組合法人　美
里別農場

スペルト小
麦

農業機械等のリース導入
　コンバイン　１台
　自走式スプレーヤー　１台
　コンビネーションドリル　１台

136,733 62,151 0 74,582

網走市農業再
生協議会

網走市、大空町
女満別

オホーツク網走ＩＣＴ
推進協議会

てん菜、馬
鈴薯

農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵ガイダンスシステム　296台
　可変施肥・車速連動ブロキャス　33台
　自動散布制御・振動制御装置付きスプレーヤ　 21台

1,108,117 503,689 0 604,428

網走市 オホーツク網走26 てん菜

生産資材の導入
　育苗ハウス　１棟
農業機械等のリース導入
　モノレール式自動散水機　一式
　マニアスプレッダー　1台
　フロントパッカー　１台
　パワーハロー　１台

35,638 14,905 0 20,733

網走市浦士別
農事組合法人網走
農場

てん菜

生産資材の導入
　てん菜育苗ハウス　5棟
農業機械等のリース導入
　自動散水機　一式

57,750 20,387 0 37,363

大空町
オホーツク網走加工
馬鈴薯利用組合

加工馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　倉庫前粗選別機

13,266 6,030 0 7,236

大空町東藻琴
東もこと種子馬鈴薯
選別組合

種子馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　倉庫前粗選別機

50,930 23,150 0 27,780

厚沢部町地域
農業再生協議
会

檜山南部
(有)厚沢部町農業振
興公社

小麦

農業機械等のリース導入
　ＧＰＳ自動操舵システム付トラクター　1台
　グレンドリル　１台
　マニアスプレッダ　１台
　ロータリー　１台

20,612 9,369 0 11,243

美幌町農業再
生協議会

美幌町
美幌町グリーンア
スパラガス振興会

アスパラガ
ス

生産資材の導入
　ハウス　11棟
農業機械等のリース導入
　電熱線　72本

20,754 9,431 2,526 8,797

広尾町農業再
生協議会

広尾 農業者 てん菜
農業機械等のリース導入
　ビートハーベスター　１台

5,523 2,510 0 3,013

津別町地域農
業再生協議会

津別町西南部地
域

津別町西南部集落
営農機構

馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　GPSトラクター　1台
　ポテトハーベスター　1台

71,720 32,600 0 39,120



　Ⅱ　生産支援事業

国費 市町村費 その他
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置戸町地域農
業再生協議会

拓実
農事組合法人拓実
Ｆｒｅｓｈ農園

小麦、馬鈴
しょ、てん
菜、スイー
トコーン、
白花豆

農業機械等の導入
　GPSトラクター　4台
　ビートハーベスター　2台
　ビートワゴン　2台
　リーフシュレッダー　1台
　ポテトハーベスター　1台
　リバーシブルプラウ　1台
　パワープッシュマニア　1台
　ケンブリッジローラー　1台
　バキュームシーダー　1台
　ストーンピッカー　1台
　ワイドスプレッダー　1台

123,786 56,266 0 67,520

新得町農業再
生協議会

屈足・佐幌地区
新得町種子馬鈴薯
生産組合

馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　種子ばれいしょハーベスター　3台

34,023 14,425 0 19,598

富良野市農業
再生協議会

ふらの
ふらの自動操舵推
進協議会

秋小麦、春
小麦、二条
大麦、大
豆、小豆、
ビート、玉
ねぎ、機械
収穫スイー
トコーン

農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵システム　120台

310,727 141,239 0 169,488

芽室町農業再
生協議会

芽室町
芽室町寒玉キャベ
ツ生産組合

キャベツ
農業機械等のリース導入
　ハーベスター　3台
　移植機　2台

36,960 16,800 0 20,160

幕別町農業再
生協議会

幕別町札内
JAさつないICT技
術研究会

小麦、小豆
農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵システム　45台
　ガイダンスシステム、オートステアリング、付属品等一式

113,119 51,417 0 61,702

池田町農業再
生協議会

池田町
池田町ＩＣＴ農業
推進協議会

小麦、小豆
農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵システム　41台

104,334 47,424 0 56,910

大樹町農業再
生協議会

大樹町 農業者 てん菜
農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵ｼｽﾃﾑ　1台

2,750 1,250 0 1,500

農業者 馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ポテトプランター　1台
　ロータリーヒラー　1台

7,596 3,409 0 4,187

農業者 馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　１台

5,322 2,419 0 2,903

農業者 種子馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　１台
　パワーハロー　１台

15,184 6,901 0 8,283

農業者 種子馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　自動操舵ｼｽﾃﾑ　１台

2,420 1,100 0 1,320

農業者 種子馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　1台

12,599 5,726 0 6,873

清水町地域農
業再生協議会

清水
十勝清水町農業協
同組合

馬鈴薯

農業機械等の導入
　4畦カッティングプランター　8台
　ロータリーリッジャー　5台
　ポテトハーベスター　5台
　ストーンピッカー　1台
　2畦全自動移植機　2台
　4畦真空播種機　1台
　6畦真空播種機　1台
　リーフシュレッダー　7台
　ビートハーベスター　6台
　ブロードキャスター　8台

220,724 100,328 0 120,396
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京極町地域農
業再生協議会

京極地区 農業者 大豆
農業機械等のリース導入
　豆播種機　１台
　大豆収穫機　１台

10,593 4,815 0 5,778

京極四区営農改善
組合

小豆
農業機械等のリース導入
　小豆収穫機　4台

32,000 14,545 0 17,455

芙蓉機械利用組合 小豆
農業機械等のリース導入
　小豆収穫機　１台

9,000 4,090 0 4,910

京極四区機械利用
組合

大豆
農業機械等のリース導入
　大豆収穫機　1台

17,380 7,900 0 9,480

三区営農改善組合 小豆
農業機械等のリース導入
　豆収穫機　1台

9,200 4,181 0 5,019

四区豆作利用組合
第3班

大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　豆収穫機　2台

17,616 8,007 0 9,609

三共機械利用組合 小豆
農業機械等のリース導入
　豆収穫機　1台

9,636 4,380 0 5,256

農業者 小豆
農業機械等のリース導入
　豆播種機　1台

1,408 640 0 768

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　豆播種機　1台
　GPSガイダンス機器　１式

3,685 1,675 0 2,010

農業者 大豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　1式

2,000 909 0 1,091

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,200 1,000 0 1,200

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,000 909 0 1,091

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,200 1,000 0 1,200

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,000 909 0 1,091

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　２式

4,000 1,818 0 2,182

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,000 909 0 1,091

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,336 1,062 0 1,274

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　２式

4,400 2,000 0 2,400

農業者 大豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,200 1,000 0 1,200

農業者 大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,750 1,250 0 1,500

㈲ゆう・ゆう・
ふぁーむ

大豆、小豆
農業機械等のリース導入
　GPSガイダンス機器　１式

2,200 1,000 0 1,200

厚沢部町地域
農業再生協議
会

檜山南部
（株）ヤマゲンア
グリ

てん菜

農業機械等のリース導入
　GPS自動操舵システム付トラクター　1台
　ビート移植機　1台
　ビート収穫機　1台

24,244 11,019 0 13,225

八雲町地域農
業再生協議会

八雲町八雲地区

八雲町産業用無人
ヘリコプター防除
組合

もち米
農業機械等のリース導入
　高性能産業用無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ　２台

26,290 11,950 0 14,340



　Ⅱ　生産支援事業

国費 市町村費 その他

令和２年度（2020年度）　産地生産基盤パワーアップ事業　交付対象事業の概要

地域協議会名等 地区名 取組主体名 対象作物名 事業内容・事業量
事業費
（千円）

負担区分（千円）

芽室町農業再
生協議会

芽室町 K・I機械利用組合 馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　1台
　トラクター　1台

43,560 19,800 0 23,760

ﾎﾟﾃﾄﾊｰﾍﾞｽﾀｰ組合 馬鈴薯

農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　1台
　トラクター　1台
　ＧＰＳ　一式

24,757 11,253 0 13,504

農業者 馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　1台

17,600 8,000 0 9,600

農業者 馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ポテトプランター　1台

4,759 2,163 0 2,596

農業者 馬鈴薯

農業機械等のリース導入
　スプレーヤー　1台
　トラクター　1台
　ＧＰＳ　一式

27,555 12,525 0 15,030

美生ソイルコン組
合

馬鈴薯
農業機械等のリース導入
　ソイルコンディショニング　一式

18,523 8,419 0 10,104

農業者 てん菜
農業機械等のリース導入
　真空播種機　1台
　トラクター　1台

31,000 14,090 0 16,910

農業者 てん菜

農業機械等のリース導入
　真空播種機　1台
　スプレーヤー　1台
　トラクター　1台

47,000 21,362 0 25,638

農業者 てん菜
農業機械等のリース導入
　真空播種機　1台

9,130 4,150 0 4,980

農業者 豆類
農業機械等のリース導入
　真空播種機　1台
　トラクター　1台

21,700 9,863 0 11,837

農業者 てん菜
農業機械等のリース導入
　パワーハロー　1台
　ＧＰＳ　2式

9,151 4,159 0 4,992

常盤小豆組合 豆類
農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　1台

9,500 4,318 0 5,182

農業者 豆類
農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　1台

9,500 4,318 0 5,182

小豆省力化組合 豆類
農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　1台

9,350 4,250 0 5,100

農業者 豆類
農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　1台

9,130 4,150 0 4,980

農業者 豆類
農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　1台

8,900 4,045 0 4,855

広松小豆収穫組合 豆類
農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　1台

9,350 4,250 0 5,100

壮瞥町地域農
業再生協議会

壮瞥町
壮瞥町玉ねぎ生産
加工組合

たまねぎ

農業機械等のリース導入
　ブロードキャスター　1台
　移植機用GPS　2基
　管理機　2台
　玉ねぎ移植機　2台
　玉ねぎ根切り機　2台
　玉ねぎデガー　2台

32,648 14,840 0 17,808



　Ⅱ　生産支援事業

国費 市町村費 その他

令和２年度（2020年度）　産地生産基盤パワーアップ事業　交付対象事業の概要

地域協議会名等 地区名 取組主体名 対象作物名 事業内容・事業量
事業費
（千円）

負担区分（千円）

網走市農業再
生協議会

網走市 中園第一利用組合 馬鈴しょ

農業機械等のリース導入
　種芋供給機　１台
　スプレーヤ　２台
　トラクター　２台

32,281 14,673 0 17,608

ｵﾎｰﾂｸ網走第5営農
集団利用組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　ハイパーカルチ　1台
　ポテトプランター　1台

5,620 2,554 0 3,066

株式会社
ｵﾎｰﾂｸﾌｧｰﾑ33

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　1台

5,269 2,395 0 2,874

ｵﾎｰﾂｸ網走第20営農
集団利用組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　スプレーヤー　１台

9,504 4,320 0 5,184

ｵﾎｰﾂｸ網走第22営農
集団利用組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　２台
　トラクタ―　２台

38,720 17,600 0 21,120

ｵﾎｰﾂｸ網走第29営農
集団利用組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　トラクタ―　１台
　ポテトハーベスター　１台

17,562 7,982 0 9,580

中潮甜菜生産組合 馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　１台

6,248 2,840 0 3,408

潮見種芋組合 馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　１台

12,210 5,550 0 6,660

丸山機械利用組合 馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　欠株補充装置　２台
　ハイパーカルチ　１台

3,521 1,600 0 1,921

農事組合法人
石川組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　マウントスプレーヤ　１台

4,455 2,025 0 2,430

大山農場利用組合 馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　リバーシブルプラウ　１台

4,235 1,925 0 2,310

第２機械営農利用
組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　種芋供給機　１台

1,694 770 0 924

オホーツク網走第
５営農集団利用組
合

豆類
農業機械等のリース導入
　プランター　１台

1,486 675 0 811

オホーツク網走第
１６営農集団利用
組合

豆類
農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　１台

18,700 8,500 0 10,200

オホーツク網走第
２０営農集団利用
組合

豆類

農業機械等のリース導入
　コンバイン　１台
　プランター　１台
　草カルチ　１台
　トラクター　１台

19,951 9,068 0 10,883

オホーツク網走第
９営農集団利用組
合

豆類
（小豆）

農業機械等のリース導入
　コンバイン　１台

9,471 4,305 0 5,166

オホーツク網走第
２９営農集団利用
組合

豆類
（小豆）

農業機械等のリース導入
　コンバイン　１台

15,598 7,090 0 8,508

大山農場利用組合 豆類
農業機械等のリース導入
　コンバイン　１台

10,483 4,765 0 5,718

大空町農業再
生協議会

大空町東藻琴
大進地区
採種組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　ポテトハーベスター　　３台

57,420 26,100 0 31,320

黒木農場
利用組合

馬鈴しょ
農業機械等のリース導入
　ポテトプランター　１台

4,356 1,980 0 2,376

ＫＫ機械
利用組合

豆類
(小豆)

農業機械等のリース導入
　汎用コンバイン　１台

14,993 6,815 0 8,178

３９地区 6,334,499 2,871,406 11,488 3,451,604


