高収益農業経営実践モデル

※「新・やまなし農業大綱」から抜粋

営農類型

施設栽培に品種の組合せで労力分散を図りもも専作で高収益

キーワード

所得１，１００万円、品種の組み合わせによる労力活用、積極的な品種更新

NO：１

ここが凄い（普及センターの評価）
施設栽培に品種を組み合わせた家族労働力の有効活用、優良品種への早期更新による収益向上、低樹高・疎植栽培の導入
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○個人経営（２名、臨時雇用３人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
２９，０００千円
○経営費
１８，０００千円
○農業所得 １１，０００千円（所得率３８％）
○主たる従事者の１人あたり所得
５，５００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
・日川白鳳、白鳳 (施設)
・日川白鳳
・加納岩白桃
・白鳳
・浅間白桃
・川中島白桃

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：ももの栽培技術を持った雇用者の確保

ももの低樹高・疎植栽培
（受光条件が向上し、作業効率が
良くなり、高品質化と規模拡大
を両立）

○農業技術：品種を組み合わせた労力の有効活用、
新品種、優良品種への早期改植による収益確保

１３０ａ
３０ａ
１５ａ
１５ａ
１５ａ
１５ａ
４０ａ

モモ低樹高栽培(除袋作業)

特記事項
作業の効率化、安全性向上のため、ももの低樹高栽培を導入している。

営農類型

新品種の導入により果樹（すもも＋ぶどう）生産で高収益

キーワード

所得１，２００万円、品目、品種の組み合わせによる労力活用、新品種導入

NO：２

ここが凄い（普及センターの評価）
品種を組み合わせた家族労働力の有効活用、優良品種への早期更新による収益向上、すももでは低樹高、棚栽培の導入
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○個人経営（２名、臨時雇用２人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
１９，０００千円
○経営費
７，０００千円
○農業所得 １２，０００千円（所得率６３％）
○主たる従事者の１人あたり所得
６，０００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 ２，０００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
１１５ａ
・大石早生
５ａ
・種なしピオーネ
・ソルダム
１０ａ
・ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ
・ｻﾏｰｴﾝｼﾞｪﾙ
５ａ
・早生系甲斐路
・太陽
２０ａ
・貴陽
２０ａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○農業技術：品種を組み合わせた家族労力の最大限の活用、
新品種、優良品種への早期改植による収益性の
確保

・低樹高のスモモ棚栽培を導入
し、作業性の向上と高品質化を
実現

４０ａ
１０ａ
５ａ

スモモ棚栽培

特記事項
作業の効率化、安全性向上のため、すもも棚栽培、もも低樹高栽培を導入している。

営農類型

施設栽培の導入と多品目生産（施設おうとう＋もも＋すもも＋加工かき）で労力分散を
図り高収益

キーワード

所得１，０００万円、作型、品目、品種、加工かきの組み合わせによる労力活用

NO：３

ここが凄い（普及センターの評価）
施設、品目、品種を組み合わせた家族労働力の有効活用、加工かきの導入による収益向上
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○個人経営（２名、臨時雇用８人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
２６，０００千円
○経営費
１６，０００千円
○農業所得 １０，０００千円（所得率３８％）
○主たる従事者の１人あたり所得
４，７００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
１５５ａ
・高砂（施設）
１０ａ
・佐藤錦（雨よけ）
４５ａ
・白鳳
３５ａ
・太陽
１５ａ
・大和百目（あんぽ柿） ５０ａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：栽培技術を持った雇用者の確保

・多品目構成による長期間労力活用
・施設、品目、品種を組み合わせた
労力の有効活用
・加工かきの導入による収益向上

○農業技術：施設、品目を組み合わせた労力の有効活用、
加工かきの導入による秋冬期の労力活用と収益
性の向上

あんぽ柿つくり

特記事項
施設おうとうから加工かきまで長い作期で労働時間を分散し、年間を通した雇用の活用を図っている。

営農類型

施設栽培を活用した果樹生産（施設ぶどう＋露地もも）で高収益

キーワード

所得１，０００万円、作型、品目、品種の組み合わせによる労力活用、新品種導入

NO：４

ここが凄い（普及センターの評価）
施設、品目、品種を組み合わせた家族労働力の有効活用、優良品種への早期更新による収益向上
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○個人経営（２名、臨時雇用３人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
２９，０００千円
○経営費
１９，０００千円
○農業所得 １０，０００千円（所得率３５％）
○主たる従事者の１人あたり所得
５，０００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
１３０ａ
・種なしピオーネ（超早期）１０ａ
・キングデラ（超早期）
２０ａ
・種なしピオーネ（早期） １０ａ
・種なしピオーネ（雨よけ） １０ａ
・種なしピオーネ
１０ａ
・種あり巨峰
２０ａ
・ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ
１０ａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：栽培技術を持った雇用者の確保

・施設ぶどうでの超早期栽培導入
による収益性の向上
・平行整枝短梢栽培導入による
作業の単純化と労力の活用

○農業技術：品種を組み合わせた労力の有効活用、新品種、
優良品種への早期改植による収益性の確保
○補助事業：雪害により倒壊したハウスの復旧

・早生系甲斐路 １０ａ
・浅間白桃
１０ａ
・川中島白桃
２０ａ

施設ぶどうの導入

特記事項
施設栽培による高収益化と合わせ、露地では経営効率化のため、省力化技術であるぶどうの平行整枝短梢剪定の導入を進める。

NO：５

営農類型

地域に根ざした果樹観光園で高収益

キーワード

所得５，７００万円、農業生産に観光園を組み合わせ収益確保

ここが凄い（普及センターの評価）
農業生産に観光園を組み合わせるとともに地域の出荷物の受け皿として農地の保全にも貢献
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○法人経営（５名、臨時雇用２０人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
１９４，０００千円
○経営費
１３７，０００千円
○農業所得
５７，０００千円（所得率２９％）
○主たる従事者の１人あたり所得
１１，４００千円
（経営への留保分含む）
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
・もも（早生種）
・もも（中生種）
・もも（晩生種）
・ぶどう（１０品種）

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：研修生を積極的に受け入れるパートナ－農家を
育成
○農地確保：周辺農家との協働による耕作放棄地の活用
○農業技術：低樹高仕立てなど省力化技術の導入
○販路開拓：旅行会社との連携による集客の確保
○そ の 他：観光客が利用しやすいほ場づくり

・消費者ニーズに合った
品種の導入
・観光ぶどう狩り等による
付加価値の向上

４７０ａ
８０ａ
１２０ａ
１００ａ
１７０ａ

※ 土産品、食堂等の年間売上高：１３０，０００千円

観光ぶどう狩り

特記事項
農作業体験等の充実によるリピート率の向上などで集客の増加を進めている。

営農類型

果樹複合経営（露地もも＋露地ぶどう＋かき）と加工品販売で高収益

キーワード

所得２，０００万円、雇用の有効活用のための多品目化、加工品の開発

NO：６

ここが凄い（普及センターの評価）
加工品の開発、付加価値販売、雇用労力の有効活用のための多品目化
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○法人経営（３名、臨時雇用１０人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
８３，０００千円
○経営費
６３，０００千円
○農業所得 ２０，０００千円（所得率２４％）
○主たる従事者の１人あたり所得
６，５００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
６３０ａ
・もも（早生種）
１００ａ
・もも（中生種）
２００ａ
・もも（晩生種）
２００ａ
・ぶどう（４～５品種）
８０ａ
・かき（生食用＋ころ柿） ５０ａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：栽培技術を持った雇用者の確保
○農業技術：新品種、優良品種等への早期改植による収益性
の確保、省力化技術による労力の有効活用
○補助事業：加工品の開発、直売施設の建設
○販路開拓：ＨＰの活用
○そ の 他：加工品開発技術や接客技術を持った人材の確保

・法人経営による大規模化と
直売施設による収益の向上
・独自の加工品開発と販売による
付加価値向上
加工品の開発

特記事項
生産、加工、販売の一体化による収益性の向上、雇用の有効活用による大規模経営を行っている。

営農類型

労力分散を重視した果樹の多品目化（もも＋ぶどう＋おうとう＋かき）で高収益

キーワード

所得１，９００万円、品目の組み合わせによる労力活用、借地での規模拡大

NO：７

ここが凄い（普及センターの評価）
露地品目を組み合わせた労働力の有効活用、借地による規模拡大と省力的管理
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○法人経営（５名、臨時雇用２０人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
８５，０００千円
○経営費
６６，０００千円
○農業所得 １９，０００千円（所得率２２％）
○主たる従事者の１人あたり所得
３，８００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
１，３３０ａ
・もも（早生種）
２１０ａ
・もも（中生種）
３５０ａ
・もも（晩生種）
３００ａ
・ぶどう（４～５品種）
３７０ａ
・おうとう
４０ａ
・かき（生食用＋ころ柿）
６０ａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○農地確保：借地により栽培面積を拡大、農地の遊休化防止
○農業技術：品種を組み合わせた労力の有効活用、機械の
有効活用による省力化、標高の異なるほ場を設
けた気象被害の分散
○販路開拓：ＪＡ系統を主体に多様な販売チャネルの確保に
よる有利販売

・長期にわたる雇用労力の確保
・農業用機械の積極的な利用による
労働力の有効活用
昇降機の利用(ﾓﾓ摘蕾)

特記事項
経営の効率化のため、省力化技術であるぶどうの平行整枝短梢剪定の導入などを進めている。

営農類型

果樹（観光おうとう＋ぶどう＋加工柿）と野菜（施設いちご）を組合せた周年栽培で高収益

キーワード

所得１，２００万円、観光（おうとう、いちご）を中心とした経営、一部果樹を組み合わせた労力に活用

ここが凄い（普及センターの評価）
観光おうとうと観光いちごを主体とした周年経営を確立
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○個人経営（３名、臨時雇用９人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
２９，０００千円
○経営費
１７，０００千円
○農業所得 １２，０００千円（所得率４１％）
○主たる従事者の１人あたり所得
４，０００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
１３０ａ
・高砂（雨よけ）
２０ａ
・佐藤錦（雨よけ）
５０ａ
・種なしピオーネ
１０ａ
・甲州百目（ころ柿）
３０ａ
・施設いちご
２０ａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：栽培技術を持った雇用者の確保

・観光おうとうと観光いちごの
導入により収益性を向上

○農業技術：施設、品目を組み合わせた労力の有効活用
○販路開拓：ＪＡおうとう観光部会による観光ＰＲの促進

・着果部位が低く摘み取りしや
すいおうとうの整枝の導入
観光さくらんぼ狩り

特記事項
年間を通して誘客可能な品目を取り揃え、中京圏の観光業者に誘客活動を行うなど、観光を中心とした経営を進める。

NO：８

NO：９

営農類型

周年生産による野菜（施設トマト）生産で高収益

キーワード

所得１，４００万円、養液栽培技術、契約取引、企業参入

ここが凄い（普及センターの評価）
オランダ型温室を利用した野菜の施設栽培、適切な栽培・労務により安定した経営成果を目指す
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労働力】
○法人経営（役員７名、従業員４名、臨時雇用２０人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
３５０，０００千円
○経営費
２４４，０００千円
○農業所得
５７，０００千円（所得率１６％）
○主たる従事者の１人あたり所得
１４，０００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 ２，０００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
・トマト（長期多段取り）

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：担当業務の明確化による効果的な農場管理
○農業技術：養液栽培による長期多段取り、
○制度資金：スーパーＬ資金
○補助事業：強い農業づくり交付金
○販路開拓：食品メーカーとの契約栽培、直接取引

高軒高耐候性のオランダ型温室の
活用（夏期の高温負荷の低減、農薬
使用量の低減など）

１８０ａ
１８０ａ 養液栽培

トマトの施設養液栽培

特記事項
気象条件等を踏まえた栽培管理技術の確立を早期に実現する。

営農類型

周年生産による野菜（施設きゅうり＋施設トマト）生産で高収益

キーワード

所得１，５００万円、養液栽培技術、直接取引

NO：１０

ここが凄い（普及センターの評価）
野菜の施設栽培において養液栽培技術を先駆的に導入、多様な販売チャネルにより安定した経営を実現
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○法人経営（３名、臨時雇用６人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
４０，０００千円
○経営費
２５，０００千円
○農業所得 １５，０００千円（所得率３８％）
○主たる従事者の１人あたり所得
５，０００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
・きゅうり（ハウス抑制）
・きゅうり（ハウス半促成）
・トマト（ハウス抑制）
・トマト（ハウス半促成）

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：周年栽培による周年雇用、社会保険の完備に
よる労力確保
○農業技術：養液栽培技術の導入
○制度資金：スーパーＬ資金、近代化資金
○販路開拓：スーパーへの直接販売、直売

高軒高耐候性ハウスの活用
（ハウスの利用により夏期の高温、
冬期の低温による負荷を低減し
収量を確保）

１００ａ
５０ａ
５０ａ
５０ａ
５０ａ

養液栽培
養液栽培
養液栽培
養液栽培

キュウリの施設養液栽培

特記事項
省エネルギー技術の積極的な導入による収益性の高い生産を実現する。

営農類型

新技術の導入により安定した野菜（トマト専作）生産で高収益

キーワード

所得１，１００万円、先進技術（長期どり）、安定的な販路確保

NO：１１

ここが凄い（普及センターの評価）
トマトの養液栽培技術と作型の組合せにより高収量を確保、契約取引により販売コスト低減
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○個人経営（３名、臨時雇用２人）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
２９，０００千円
○経営費
１８，０００千円
○農業所得 １１，０００千円（所得率３８％）
○主たる従事者の１人あたり所得
３，６００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
６０ａ
・トマト
６０ａ（長期どり） 養液栽培

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○農業技術：繊細な栽培管理を求められる長期どり技術を
導入、一般的に収量が低下する冬期の収量確保
○制度資金：スーパーＬ資金、農業近代化資金
○補助事業：燃油高騰対策
○販路開拓：量販店との契約取引による安定的な販路確保、
販売コストの低減

環境制御技術の活用
（養液栽培技術にハウス内環境
制御等を組み合わせることにより、
生産性を向上）
トマトの養液栽培

特記事項
新技術（ハウス内環境制御など）導入により、省エネルギーや安定生産を進めている。

営農類型

土地利用型作物（大豆＋そば＋作業受託）で高収益

キーワード

所得２，２００万円、大規模化による収益性向上、販路確保

NO：１２

ここが凄い（普及センターの評価）
気候に合わせた作目選定、実需者への原料供給、各種農業施策を活用した規模拡大
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○法人経営（４名、臨時雇用なし）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
４２，０００千円
○経営費
２０，０００千円
○農業所得 ２２，０００千円（所得率４３％）
○主たる従事者の１人あたり所得
５，５００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
４，６００ａ
・秋そば
１，５００ａ
・大豆（転作）
１，３００ａ
・転作作物（作業受託） １，８００ａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○農地確保：作業受託農地に順次利用権を設定し、規模を
拡大
○補助事業：水田県単事業等を活用した農業用機械の導入、
経営所得安定対策による収益確保
○販路開拓：地元加工施設への原料供給

大豆の狭畦栽培
（中耕培土作業の省略、コンバ
イン収穫の作業性が高まり、
省力化につながる。）
大豆の狭畦栽培（播種作業）

特記事項
新たな品目導入の検討や２年３作により、土地生産性の向上を進めている。

営農類型

生産と販売の一元化によりコチョウラン複合生産で高収益

キーワード

所得２，１００万円、大規模化による収益性向上、販路確保

NO：１３

ここが凄い（普及センターの評価）
消費者の視点に立った品種の組合せによる品揃えの充実や低コスト生産、自社販売部門の設立による販売拡大を実現

経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労 働 力】
○法人経営（４名、臨時雇用１１名）
【粗収益、及び農業所得】
○粗収益
３００，０００千円
○経営費
２７９，０００千円
○農業所得
２１，０００千円（所得率７％）
○主たる従事者の１人あたり所得
５，０００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８００ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○総経営面積
・コチョウラン（大輪）
・コチョウラン（中輪）
・コチョウラン（ミディ系）

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：地元雇用の拡大、研修生の受け入れ
○農業技術：海外からの優良開花株の導入による短期栽培の
実現、需要期に合わせた計画生産、オリジナル品種の育成
○制度資金：スーパーＬ資金、農業近代化資金 他
○補助事業：燃油価格高騰緊急対策事業等を活用した低ｺｽﾄ
設備や農業用機械の導入
○販路開拓：自社販売部門を設立した販売促進と商品開発
（全国の量販店等との取引拡大、他産業とのコラボ商品開発）

８０ａ
２０ａ
２０ａ
４０ａ

・リレー苗を活用した省力化、
適切な温度管理による開花
調節等の技術を組み合わせ
安定生産
コチョウランの施設栽培

特記事項
補助事業等を活用した設備等の導入による更なる低コスト化の推進により高い生産性を実現する。

NO：１４

営農類型

細やかな個体管理技術の導入により酪農経営で高収益

キーワード

所得１，０００万円、効率的飼養管理による細やかな個体管理の実現、自家育成による能力の高い後継牛の確保

ここが凄い（普及センターの評価）
効率的飼養管理による細やかな個体管理の実現、自家育成による能力の高い後継牛の確保
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労働力】
○個人経営（３名、雇用１名）
【粗収益及び農業所得】
○粗収益
１４６，０００千円
○経営費
１３６，０００千円
○農業所得
１０，０００千円（所得率６．８％）
○主たる従事者の１人あたり所得
４，５００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 ２，１６０ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○営農類型 酪農
○飼養頭数 経産牛１２０頭、育成牛９０頭
○飼養品種 ホルスタイン種
○経営耕地 飼料作物（牧草） ２０ｈａ

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：農の雇用事業を活用した人材育成・確保
○農地確保：制度資金による農地取得
○農業技術：効率的飼養管理による細やかな個体管理の実現、
自家育成による能力の高い後継牛確保
○制度資金：農業経営基盤強化資金

TMR不断給餌方式や搾乳関連
機器を利用した飼養管理システ
ムの導入
（細やかな個体管理を実現）
フリーストール牛舎における
TMR不断給餌方式

特記事項
フリーストール牛舎や搾乳関連機器、TMRの不断給餌方式等を総合的に使いこなし、乳量増加と乳質向上を実現する。

NO：１５

営農類型

未利用資源を活用した肉用牛肥育経営で高収益

キーワード

所得３，１００万円、未利用資源を利用した低コスト肉用牛生産、独自ブランド化による有利販売

ここが凄い（普及センターの評価）
未利用資源を利用した低コスト肉用牛生産と独自ブランドによる全国への有利販売を実現
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労働力】
○法人経営（４名、雇用８人）
【粗収益及び農業所得】
○粗収益
４７９，０００千円
○経営費
４４８，０００千円
○農業所得
３１，０００千円（所得率６．５％）
○主たる従事者の１人あたり所得
４，８００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，９６０ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○営農類型 肉用牛交雑種肥育
○飼養頭数 １，３００頭

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：県指導農業士として担い手の育成、農業後継者
を確保
○農地確保：遊休化した開拓農地を畜産経営により再生
○農業技術：地域の未利用資源を利用した低コスト肉用牛
生産、独自ブランドによる有利販売
○販路開拓：直売所を利用した食肉の販売、独自のブランド
による有利販売

地域の未利用資源を利用した
肉用牛生産
（低コスト肉用牛生産が可能、
未利用資源の特徴を活かし、
独自にブランド化）
未利用資源を利用した飼料

特記事項
未利用資源による低コスト生産とブランド化による高付加価値化、生産情報公表ＪＡＳにより安全で美味しい牛肉を提供する。

NO：１６

営農類型

高品質な平飼採卵による採卵鶏経営で高収益

キーワード

所得２，８００万円、特殊卵の生産、生協や県外百貨店等への販路拡大、直売所での鶏卵・加工品の販売

ここが凄い（普及センターの評価）
放牧や発酵飼料による特殊卵の生産、直売所での鶏卵・加工品の販売と県外への販路拡大
経営形態、所得

経営規模

【個人・法人経営、労働力】
○法人経営（農業従事者５名、雇用（臨時含む）３５名）
【粗収益及び農業所得】
○粗収益
５５２，０００千円
○経営費
５２４，０００千円
○農業所得
２８，０００千円（所得率５．１％）
○主たる従事者の１人あたり所得
５，０００千円
○主たる従事者の１人あたり労働時間 １，８８０ｈｒ

【経営規模・品種、及び作型】
○営農類型 採卵鶏
○飼養羽数 ７６千羽
（平飼い３８千羽、ケージ飼い３８千羽）

経営発展に活用した施策・技術

主要な技術対策等

○人材確保：農業体験や研修生受け入れによる人材育成
○農地確保：制度資金活用による農地取得
○農業技術：放牧と発酵飼料による特殊卵の生産
○制度資金：農業経営基盤強化資金
○販路開拓：直売所における鶏卵・加工品の販売、生協や
県外百貨店等への販路拡大

放牧・平飼い等の技術を取り入れ
た飼養管理
（ストレスのない飼養環境下で
高品質な鶏卵を生産）

特記事項
健康な採卵鶏づくりを実践し、消費者に信頼される高品質鶏卵を生産する。

放牧平飼採卵方式

