
　経営管理の 農業従事の

方　　法 態　様　等

水稲　　　　１５ｈａ ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，００７千円　

水稲大規模 （借地　１４ｈａ） 水稲大型機械化体系 ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

＋ 育苗～乾燥調製まで経営内で完結 ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

部分作業 作業受託　　２．５ｈａ 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

受託 ［その他の条件］ 　境の改善 家族経営体労働力

基盤整備田、大区画、栽培地集積 ２．０人　

家族労働時間

２，４７１時間　

雇用労働時間

４６２時間　

水稲　　　　　 ６．０ｈａ ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○給料制や休日制の ５，０６６千円　

水稲中規模 黒大豆子実  ２．０ｈａ 水稲中型機械化体系 ○青色申告の実施 　導入

＋ 黒愛菜　　０．５ｈａ 耕起、田植～収穫までを経営内で実施 ○パソコン等による ○労働環境と作業環 主たる従事者数

黒大豆子実 紫ずきん　０．５ｈａ （苗購入、乾燥調製はＲＣ利用） 　経営管理 　境の改善 １人　

＋ 採種甘藍０．１ｈａ 施肥播種機　　　１台　（３戸共同） 家族経営体労働力

えだまめ （借地　８．１ｈａ） 管理機　　　　　　１台　（３戸共同） ２．０人　

＋ 豆脱粒機　　　　 １台　（３戸共同）　等 　

採種野菜 採種用パイプハウス　　全額助成 家族労働時間

［その他の条件］ ３，２７８時間　

基盤整備田、２０アール区画 雇用労働時間

えだまめは国営開発地等の排水良好ほ場 ２０時間　

水稲　　　　　 ６．０ｈａ ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，０９５千円　

水稲中規模 かんしょ　　  １ｈａ 水稲中型機械化体系 ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

＋ 加工原料タマネギ　 耕起、田植～収穫までを経営内で実施 ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

露地野菜 　　　　　　　　 ２ｈａ （苗購入、乾燥調製はＲＣ利用） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

ブロッコリー　１ｈａ 野菜移植機          １台　（５戸共同） 　境の改善 家族経営体労働力

（借地　８．０ｈａ） ブームスプレヤー　１台　（3戸共同） ２．０人　

家族労働時間

［その他の条件］ ３，４０３時間　

基盤整備田、20アール区画 雇用労働時間

野菜類は水田・国営開発地の排水良好ほ場 １４１時間　
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別紙１（第２関係）
【個別（家族）経営体】

営農類型 経営規模 生産方式 農業所得等



　経営管理の 農業従事の

方　　法 態　様　等

小玉すいか　 ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，２２５千円　

露地野菜 ０．５ｈａ　 トラクター　２０馬力　１台　（個人） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

露地メロン　 ブロードキャスター　１台　（個人） ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

０．３ｈａ　 だいこんは種機　　　１台　（個人） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

かんしょ　　　１ｈａ だいこん洗浄機　　　１台　（個人） 　境の改善 家族経営体労働力

青果長だいこん　 かんしょつる切り機　１台　（個人） ２．０人　

１ｈａ　 かんしょ収穫機　　　 １台　（個人） 　

（借地　１ｈａ） うね立てマルチャー　１台 （個人）　　　他 家族労働時間

４，０００時間　

雇用労働時間

［その他の条件］ １，０２０時間　

砂丘・国営開発畑等の排水の良好なほ場 　

スイカ・メロンの後作にだいこんを作付け

ハウスメロン ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，２３７千円　

施設野菜 （半促成）　０．３ｈａ　 パイプハウス　3,000㎡（補助事業活用） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

＋ ハウストマト トラクター　15馬力　　１台　（個人） ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

露地野菜 （抑制）　０．３ｈａ　 肥料散布機　　　　　　１台　（個人） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

かんしょ　　　１ｈａ 潅水装置　　　　　　　一式　（個人） 　境の改善 家族経営体労働力

（借地　１ｈａ） 管理機　　　　　　　　　１台　（個人） ２．０人　

（トマトは収穫後選果場に委託） 家族労働時間

３，４００時間　

［その他の条件］ 雇用労働時間

６５２時間　

　

ねぎ（周年栽培） ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，０４０千円　

施設野菜 ０．２ｈａ　 パイプハウス　３，０００㎡（補助事業活用） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

複合 みずな(周年栽培) ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

０．２ｈａ　 トラクター　15馬力　　１台　（３戸共同） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

（借地　０ｈａ） 全自動は種機　　　　 １台　（３戸共同） 　境の改善 家族経営体労働力

潅水装置　　　　　　　一式　（個人） ２．０人　

ねぎ洗浄機　　　　　　１台　（個人） 　

みずなは種機　　　　 １台　（３戸共同） 家族労働時間

３，９４７時間　

雇用労働時間

１１５時間　

営農類型 農業所得等経営規模 生産方式

砂丘・国営開発畑等の排水良好で、施設栽培
に適したほ場
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　経営管理の 農業従事の

方　　法 態　様　等

なし（幸水）　 ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，６２４千円　

果樹複合Ⅰ ０．５ｈａ　 なし平棚　０．５ｈａ（補助事業活用） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

なし（ｺﾞｰﾙﾄﾞ廿世紀） なし棚　　 ０．５ｈａ（補助事業活用） ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

０．５ｈａ　 もも園防風垣　（補助事業活用） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

もも（白鳳等品種） スピードスプレヤー　１台　（５戸共同）　　他 　境の改善 家族経営体労働力

０．５ｈａ　 （なし・もも共に、収穫後は選果施設に委託） ２．０人　

（借地　１．５ｈａ） 　 　

［その他の条件］ 家族労働時間

３，６８０時間　

雇用労働時間

４８６時間　

なし（幸水）　 ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ６，８９６千円　

果樹複合Ⅱ ０．５ｈａ　 なし平棚　０．５ｈａ（補助事業活用） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

なし（Ｇ廿世紀） なし棚　　 　　１ｈａ（補助事業活用） ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

１．０ｈａ　 ぶどう雨よけ棚　０．５ｈａ（補助事業活用） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

ぶどう（ピオーネ等） スピードスプレヤー　１台　（５戸共同）　 　境の改善 家族経営体労働力

０．５ｈａ　 動力噴霧機　　　　　　１台　（個人）　　　他 ２．０人　

（借地　２ｈａ） （なしは、収穫後選果施設に委託） 　

家族労働時間

［その他の条件］ ４，０００時間　

国営開発農地の平坦地または緩傾斜地 雇用労働時間

　　 ２，４６４時間　

乳牛　 ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ７，５２３千円　

畜産 経産牛４０頭　 乳牛舎       ５００㎡　（個人） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

飼料作物　延４ｈａ 堆肥舎　　　１５０㎡　（個人） ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

（借地　２ｈａ） 農機具庫　　１３６㎡　（５戸共同） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

バーンクリーナー　　（個人） 　境の改善 家族経営体労働力

飼料作物生産機械　（５戸共同） ２．０人　

トラクター　　   ６０馬力　（５戸共同） 　

トラクター　　   ３０馬力　（個人） 家族労働時間

バキュームカー　  　 １台　（個人）　　　他 ４，０００時間　

［その他の条件］ 雇用労働時間

１２０時間　

農業所得等

飼料作物畑は、水田または国営開発農地の３
０ａ以上区画で排水良好なほ場

国営開発農地の緩傾斜地、特にもも園は排水
良好なほ場

営農類型 経営規模 生産方式
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　経営管理の 農業従事の

方　　法 態　様　等

繁殖肉用牛 ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，４３２千円　

畜産 繁殖雌牛３５頭　 畜舎     　  ３１５㎡　（個人） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

＋ 飼料作物　延４ｈａ 堆肥舎　　　　４５㎡　（個人）　　　　　他 ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

水稲 水稲　　　　　５ｈａ 飼料作物生産機械　（５戸共同） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

＋ ミズナ（周年栽培） 水稲中型機械化体系　　　　　　　　　他 　境の改善 家族経営体労働力

施設園芸 １５ａ　 　 ２．０人　

（借地　７ｈａ） ［その他の条件］

家族労働時間

４，０００時間　

水稲は、基盤整備田、20アール区画 雇用労働時間

６２７時間　

煎茶　　　　　５ｈａ ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○給料制や休日制の ５，１４８千円　

茶　Ⅰ （借地　５ｈａ） 園内かん水施設　５ｈａ分（補助事業活用） ○青色申告の実施 　導入

乗用型摘採機は利用料支払い ○パソコン等による ○労働環境と作業環 主たる従事者数

乗用型防除機　　１台（補助事業活用） 　経営管理 　境の改善 １人　

乗用型管理機は利用料支払い 家族経営体労働力

２．０人　

（収穫後は共同製茶工場に委託） 　

家族労働時間

［その他の条件］ ２，５１０時間　

国営開発農地等の緩傾斜、排水良好なほ場 雇用労働時間

０時間　

てん茶　　　　　５ｈａ ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○給料制や休日制の ５，１８８千円　

茶　Ⅱ （借地　５ｈａ） 園内かん水施設　５ｈａ分（補助事業活用） ○青色申告の実施 　導入

乗用型摘採機は利用料支払い ○パソコン等による ○労働環境と作業環 主たる従事者数

乗用型防除機　　１台（補助事業活用） 　経営管理 　境の改善 １人　

乗用型管理機は利用料支払い 家族経営体労働力

２．０人　

（収穫後は共同製茶工場に委託）

家族労働時間

［その他の条件］ ２，０６０時間　

国営開発農地等の緩傾斜、排水良好なほ場 雇用労働時間

８００時間　

農業所得等

ミズナは水田・国営開発地等の施設栽培に適
するほ場

生産方式

飼料作物畑は、水田または国営開発農地の３
０ａ以上区画で、排水良好なほ場

経営規模
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営農類型



　経営管理の 農業従事の

方　　法 態　様　等

煎茶 ２．５ｈａ ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 ５，４２８千円　

茶 Ⅲ てん茶　　２．５ｈａ 園内かん水施設　２．５ｈａ分（補助事業活用） ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

乗用型摘採機は利用料支払い ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

（借地　５ｈａ） 乗用型防除機　　１台（補助事業活用） 　経営管理 ○労働環境と作業環 １人　

乗用型管理機は利用料支払い 　境の改善 家族経営体労働力

２．０人　

（収穫後は共同製茶工場に委託） 　

家族労働時間

［その他の条件］ ２，０６０時間　

国営開発農地等の緩傾斜、排水良好なほ場 雇用労働時間

８００時間　

水稲作業受託 ［資本装備］ ○複式簿記の記帳 ○雇用労働力の確保 １６，３３８千円　

水稲作業 ４０ｈａ　 水稲大型機械化体系、ミニライスセンター ○青色申告の実施 ○給料制や休日制の

受託 水稲苗販売　 水稲苗供給、耕起・あぜ塗り・代かき・田植・ ○パソコン等による 　導入 主たる従事者数

＋ ４０ｈａ分　 稲刈・乾燥調製作業を受託 　経営管理 ○労働環境と作業環 ３人　

施設野菜 ねぎ（年３作） パイプハウス　２，０００㎡　（補助事業活用） 　境の改善 　

０．２ｈａ　 ねぎは種機　　　1台（個人） 組織労働時間

（借地　０ｈａ） ５，８９８時間　

雇用労働時間

３，８０６時間　

［その他の条件］

水稲、基盤整備田２０ａ以上の区画、受託地集
積

営農類型 経営規模 生産方式
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農業所得等


