
 

別表  

営農類型  

（１）個別経営 

No. 営農類型 経営規模 生産方式 

１ 肉用牛（繁殖） 

＋露地野菜 

＋水稲 

 

<作付面積等 > 

日本短角種      ８ 頭 

牧草           160ａ  

ピーマン          20ａ  

水稲            200ａ  

 

<経営面積> 380ａ 

<主な資本装備 > 

 トラクター（30ＰＳ）  １台  

 コンバイン（２条刈）  １台  

畜舎          200㎡ 

 

<その他 > 

 水田作業については、作業受託

を行う。  

 

２ 施設野菜 

＋菌茸（原木） 

＋水稲 

 

<作付面積等 > 

露地ピーマン    20ａ  

生しいたけ  10,000本 

水稲             200ａ  

 

<経営面積> 220ａ 

<主な資本装備 > 

 トラクター（30ＰＳ）  １台  

 コンバイン（２条刈）  １台  

 防除機               １台  

ほだ木           10,000本 

 

<その他 > 

 水田・防除作業については、作

業受託を行う。  

３ 施設野菜 

＋露地野菜 

 

<作付面積等 > 

施設きゅうり     20ａ  

露地きゅうり    20a 

 

<経営面積> 40a 

<主な資本装備 > 

 トラクター（30ＰＳ）  １台  

防除機               １台  

 ビニールハウス          20ａ  

 

<その他 > 

施設きゅうりは、半促成と抑制

の２回転とする。  

４ 肉用牛（繁殖） 

＋水稲 

<作付面積等 > 

黒毛和種       20 頭 

牧草             400ａ  

水稲            100ａ  

  

<経営面積> 600ａ 

<主な資本装備 > 

トラクター（30ＰＳ） １台  

 コンバイン（２条刈）  １台  

 防除機               １台  

畜舎          200㎡ 

<その他 > 

 肉用牛は、夏期放牧を行う。  

 水田作業については、作業受託

を行う。  



 

５ 

 

肉用牛（繁殖） 

＋果樹 

<作付面積等 > 

黒毛和種        2 頭 

牧草              80ａ  

りんご       130ａ  

 

<経営面積> 210ａ 

<主な資本装備 > 

トラクター（20ＰＳ） １台  

スピードスプレーヤー   １台  

畜舎           20㎡ 

 

６ 露地野菜 

＋果樹 

<作付面積等 > 

露地きゅうり   20ａ 

 かき（甲子柿）  30ａ  

 

<経営面積> 50ａ 

<主な資本装備 > 

 トラクター（30ＰＳ）  １台  

防除機              １台  

 

７ 果樹 

＋水稲 

<作付面積等 > 

かき（甲子柿）    50ａ 

うめ        20a 

水稲        100a 

 

<経営面積> 170ａ 

<主な資本装備 > 

トラクター（ 20ＰＳ） １台 

コンバイン（２条刈）  １台 

スピードスプレーヤー  １台 

 

<その他 > 

８ 花卉 <作付面積等 > 

トルコギキョウ     10ａ 

小菊（8～10月咲き） 70a 

 

<経営面積> 80ａ 

 

<主な資本装備 > 

トラクター（ 20PS）   １台 

防除機         １台 

ビニールハウス     10ａ 

 

 

<その他 > 

 

 

９ 雑穀 <作付面積等 > 

そば             1,500ａ  

 

<経営面積> 1,500ａ 

 

<主な資本装備 > 

トラクター（50ＰＳ） １台  

 普通型コンバイン     １台  

 

<その他 > 

借地による高原栽培とする。  

播種機、乾燥機は共同利用とす

る。 

10 菌茸（菌床） <作付面積等 > 

生しいたけ   40,000菌床 

 

<経営面積> 

 

<主な資本装備 > 

 ビニールハウス         20ａ 



 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等 

No. 営農類型  経営規模 生産方式 

１  
施設野菜 

＋露地野菜 

<作付面積等 > 

 施設きゅうり      10ａ  

 露地きゅうり    15ａ 

 

<経営面積> 25ａ  

<主な資本装備 > 

 トラクター（20ＰＳ）  １台  

 ビニールハウス      10ａ  

 防除機          １台 

 

<その他 > 

きゅうりは、半促成と抑制の  

 ２回転とする。  

２  
露地野菜 

＋施設野菜 

<作付面積等 > 

 施設ピーマン      10ａ  

 露地ピーマン    15ａ 

 ほうれんそう（冬期）10a 

 

<経営面積> 35ａ  

<主な資本装備 > 

 トラクター（20ＰＳ）  １台  

 ビニールハウス      10ａ 

防除機         １台  

 

３  
菌茸（菌床） <作付面積等 > 

生しいたけ  13,000菌床 

 

<経営面積> 

<主な資本装備 > 

ビニールハウス       7ａ  

 

 

４  
果樹 

 ＋露地野菜 

<作付面積等 > 

かき（甲子柿）  20ａ 

露地きゅうり   10ａ  

 

<経営面積> 35ａ 

<主な資本装備 > 

 トラクター（30ＰＳ）  １台  

防除機               １台  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）農業法人 

No. 営農類型  経営規模 生産方式 

１  
菌茸（菌床） <作付面積等 > 

生しいたけ  120,000菌床 

 

<経営面積> 

<主な資本装備 > 

ビニールハウス      60ａ 

 

<その他 > 

２  
肉養鶏 <作付面積等 > 

 肉養鶏   700,000羽  

  

<経営面積>           

<主な資本装備 > 

鶏舎          8,000㎡ 

 

<その他 > 

鶏糞は燃料および肥料として

地域還元を行う。  

 


