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効率的かつ安定的な農業経営の営農モデル 
 
【個別経営体】       
（平坦部・中山間部） 

営農類型 経営規模 農業生産額 
一人当たり 
農業所得 

一人当たり 
労働時間 

水稲単作 
家族労働力=1.0人 

〈作付面積〉 
水稲  = 980a 
大豆団地= 420a 
作業受託=400a 
 
経営面積：1800a 
自作地 1,000a 
借地   400a 
作業受託 400a 

 

水稲 
 

粗収益 11,760千円 
経費  10,227千円 
農業所得 1,533千円 
所得率    13 ％ 4,379千円 1,733hr 

大豆 粗収益  4,578千円 
経費   2,927千円 
農業所得 1,651千円 
所得率    36 ％ 

受託 粗収益  1,556千円 
経費     361千円 
農業所得 1,195千円 
所得率    77 ％ 

水稲＋畜産(肥育牛) 
＋飼料作物 
家族労働力=1.2人 

〈作付面積〉 
水稲  = 450a 
牧草  =150a 
(飼養頭数〉 
肥育牛=50頭 
 
経営面積：600a 
自作地  600a 

 

水稲 
 

粗収益  5,400千円 
経費   4,878千円 
農業所得  522千円 
所得率    10 ％ 4,272千円 1,873hr 

肥育牛 
 

粗収益 28,500千円 
経費  23,649千円 
農業所得 4,853千円 
所得率    17 ％ 

飼料作物 粗収益   577千円 
経費     793千円 
農業所得 △216千円 
所得率    ― ％ 

水稲＋畜産（酪農) 
家族労働力=1.9人 

〈作付面積〉 
水稲  =210a 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ = 90a 
飼料畑 =510a 
〈飼養頭数〉 
乳牛 =36頭 

 
経営面積：810a 
 自作地  810a 
うち水田 300a 
うち畑   510a 

 

水稲 
 

粗収益  2,520千円 
経費   2,769千円 
農業所得  △249千円 
所得率    ― ％ 4,103千円 1,958hr 

酪農 粗収益 28,224千円 
経費  17,194千円 
農業所得 10,030千円 
所得率    39 ％ 

デントコー

ン 
粗収益   3 47千円 
経費   3,331千円 
農業所得 △2,984千円 
所得率    ― ％ 

水稲+畜産(繁殖牛) 
 
家族労働力=1.6人 

〈作付面積〉 
水稲 = 350a 
牧草  ＝150a 
〈飼養頭数〉 
繁殖牛 =30頭 
 
経営面積：500a 
自作地  500a 
 

 

水稲 粗収益  4,200千円 
経費   3,720千円 
農業所得   480千円 
所得率   11 ％ 4,071千円 1,625hr 

繁殖牛 粗収益 12,150千円 
経費   5,630千円 
農業所得 6,520千円 
所得率   54 ％ 

牧草 粗収益   495千円 
経費     981千円 
農業所得 △486千円 
所得率    ― ％ 
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営農類型 経営規模 農業生産額 
一人当たり 
農業所得 

一人当たり 
労働時間 

水稲＋露地野菜 
 
家族労働力=1.2人 

〈作付面積〉 
水稲  = 350a 
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ=  30a 
きゅうり=  50a 
 
経営面積＝430a 
自作地 430a 

 

水稲 
 

粗収益  4,200千円 
経費   3,261千円 
農業所得  939千円 
所得率    22 ％ 4,016千円 1,974hr 

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 粗収益  1,104千円 
経費    567千円 
農業所得   537千円 
所得率   49 ％ 

きゅうり 粗収益 13,011千円 
経費   8,304千円 
農業所得 4,707千円 
所得率   36 ％ 

水稲＋施設野菜 
 
家族労働力=1.2人 

〈作付面積〉 
水稲   =420a 
トマト  = 50a 
トマト後作に 
メロン= 50a 

 
経営面積：470a 
自作地 470a 

 
 

水稲 
 

粗収益   5,040千円 
経費    4,209千円 
農業所得   830千円 
所得率   16 ％ 3,718千円 2,651hr 

トマト 粗収益  11,017千円 
経費    8,592千円 
農業所得  2,425千円 
所得率   22 ％ 

メロン 粗収益  6,367千円 
経費    5,161千円 
農業所得  1,206千円 
所得率   19 ％ 

水稲＋花卉(ﾊｳｽ) 
 
家族労働力=1.3人 

〈作付面積〉 
水稲   =300a 
花卉（2作）=20a 
大豆    =110a 
 
 
経営面積 430a 
自作地  430a 
 
 

水稲 
 

粗収益  3,600千円 
経費   2,839千円 
農業所得   761千円 
所得率   21 ％ 4,068千円 2,677hr 

花壇苗 粗収益  3,197千円 
経費   2,529千円 
農業所得   667千円 
所得率   21 ％ 

ﾌﾟﾘﾑﾗ･ﾎﾟﾘ

ｱﾝｻ 
粗収益 10,172千円 
経費   6,438千円 
農業所得 3,734千円 
所得率   37 ％ 

大 豆 粗収益  1,199千円 
経費   1,071千円 
農業所得   127千円 
所得率   11 ％ 
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【個別経営体】 
(山間部) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

営農類型 経営規模 農業生産額 
一人当たり 
農業所得 

一人当たり 
労働時間 

水稲＋山菜 
 
家族労働力=1.7人 

〈作付面積〉 
水稲  =350a 
山菜 (たらの芽 ) 

=150a 
作業受託=370a 
 
経営面積：870a 
自作地  500a 
作業受託 370a 

水稲 
 

粗収益  4,200千円 
経費   3,529千円 
農業所得  671千円 
所得率   16 ％ 4,062千円 2,091hr 

たらの芽 粗収益 12,495千円 
経費   6,732千円 
農業所得 5,763千円 
所得率   46 ％ 

作業受託 粗収益  1,439千円 
経費     968千円 
農業所得   471千円 
所得率   33 ％ 

水稲＋野菜(ﾊｳｽ) 
＋畜産(繁殖牛) 

〈作付面積〉 
水稲    =280a 
野菜(ﾒﾛﾝ) ＝40a 
牧草     =20a 
たらの芽 ＝60a 
牧草(畑) ＝180a 
〈飼養頭数〉 
繁殖牛 =32頭 
 
経営面積：580a 
自作地 580a 
うち水田 400a 
   畑 180a 
 
 

水稲 
 

粗収益  3,360千円 
経費   3,025千円 
農業所得   335千円 
所得率   10 ％ 

4,158千円 2,435hr 

ﾒﾛﾝ 粗収益  5,094千円 
経費   3,488千円 
農業所得 1,606千円 
所得率   32 ％ 

牧草 粗収益   660千円 
経費     631千円 
農業所得   29千円 
所得率    4 ％ 

たらの芽 粗収益  4,998千円 
経費   2,815千円 
農業所得 2,183千円 
所得率   44 ％ 

繁殖牛 粗収益 6,075千円 
経費   2,744千円 
農業所得 3,331千円 
所得率   55 ％ 



 35

【組織経営体】 
（平坦部） 
 

営農類型 経営規模 農業生産額 
一人当たり 
農業所得 

一人当たり 
労働時間 

水稲単作 
(主たる農業従事者
5名) 

〈作付面積〉 
水稲  =42ha 
大豆  =18ha 
作業受託=20ha 
 
経営面積：80ha 
自作地  20ha 
借地   40ha 
作業受託=20ha 

水稲 
 

粗収益 50,400千円 
経費  40,290千円 
農業所得 10,110千円 
所得率   20 ％ 4,328千円 1,631hr 

大 豆 粗収益 22,590千円 
経費  16,274千円 
農業所得 6,315千円 
所得率   28 ％ 

作業受託 粗収益  8,020千円 
経費   2,807千円 
農業所得 5,213千円 
所得率   65 ％ 

酪農 
(主たる農業従事者
8名) 

〈作付面積〉 
牧草    =15ha 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ =10ha 
 
〈飼養頭数〉 
搾乳牛 =200頭 
育成牛 ＝40頭 
 
経営面積：20ha 
自作地  10ha 
牧草地  15ha 

酪 農 
 

粗収益 146,900千円 
経費  105,288千円 
農業所得 41,612千円 
所得率   28 ％ 4,005千円 2,174hr 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 粗収益  4,050千円 
経費   7,669千円 
農業所得△3,619千円 
所得率    ―％ 

牧 草 粗収益     0千円 
経費   5,748千円 
農業所得△5,748千円 
所得率    ―％ 
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【新たに農業経営を営もうとする青年等農業者の個別経営体】 
 

営農類型 経営規模 農業生産額 
一人当たり 
農業所得 

一人当たり 
労働時間 

水稲＋露地野菜 
 
家族労働力=1.2人 

〈作付面積〉 
水稲  = 350a 
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ=30a 
きゅうり=50a 
 
経営面積＝430a 
自作地 430a 

 

水稲 
 

粗収益  4,200千円 
経費   3,261千円 
農業所得  939千円 
所得率   22 ％ 4,016千円 1,974hr 

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 粗収益  1,104千円 
経費    669千円 
農業所得   435千円 
所得率   39 ％ 

きゅうり 粗収益 10,842千円 
経費   7,396千円 
農業所得 3,445千円 
所得率   32 ％ 

水稲＋施設野菜 
 
家族労働力=1.2人 

〈作付面積〉 
水稲   =420a 
トマト  = 50a 
トマト後作に 
メロン= 50a 

 
経営面積：470a 
自作地 470a 

 
 

水稲 
 

粗収益   5,040千円 
経費    4,209千円 
農業所得   830千円 
所得率   16 ％ 3,718千円 2,651hr 

トマト 粗収益  11,017千円 
経費    8,592千円 
農業所得  2,425千円 
所得率   22 ％ 

メロン 粗収益  6,367千円 
経費    5,161千円 
農業所得  1,209千円 
所得率   19 ％ 

水稲＋花卉(ﾊｳｽ) 
 
家族労働力=1.3人 

〈作付面積〉 
水稲   =300a 
花卉（2作）=20a 
大豆    =110a 
 
 
経営面積 430a 
自作地  430a 
 
 

水稲 
 

粗収益  3,600千円 
経費   2,839千円 
農業所得   761千円 
所得率   21 ％ 4,068千円 2,677hr 

花壇苗 粗収益  3,197千円 
経費   2,529千円 
農業所得   667千円 
所得率   21 ％ 

ﾌﾟﾘﾑﾗ･ﾎﾟﾘ

ｱﾝｻ 
粗収益 10,172千円 
経費   6,438千円 
農業所得 3,734千円 
所得率   37 ％ 

大 豆 粗収益  1,199千円 
経費   1,071千円 
農業所得   127千円 
所得率   11 ％ 

※ 新に農業経営を営もうとする青年等の農業開始から５年後には、下表で示す農業所得目標の

５割程度を目標とする。 


