
(単位:10アール)
特例事業規程

町村名 営農類型 基本構想による
農業経営の基本指標 基準 目標

面積 面積

・水稲、ビール大 ・水稲(7.5ha)＋ビール大麦(6.5ha)＋大豆 (8.2) 125.0

麦、大豆複合 (3.0ha)

・水稲、野菜、ビー ・水稲(4.2ha)＋ビール大麦(4.6ha)＋レタ 70.0

ル大麦複合 ス(1.5ha)＋玉葱(0.5ha)

・野菜専作（露地 ・はくさい(0.8ha)＋キャベツ(0.5ha)＋かぼ 13.0

野菜） ちゃ(0.25ha)＋メロン(0.45ha)

・果樹専作（もも） ・白鳳(0.35ha)＋清水白桃(0.5ha) 8.5

・果樹専作（もも）、 ・清水白桃(0.2ha)＋アレキ１月加温(0.2h 5.0 5.0

岡山市 温室ぶどう a)＋ｸﾞﾛｰｺｰﾙﾏﾝ(0.1ha)

・果樹専作（ぶど ・ピオーネ１月加温(0.2ha)＋ピオーネ２月 6.5 6.5

う） 加温(0.2ha)＋ピオーネ無加温(0.15ha)

＋ピオーネ簡易被覆(0.1ha)

(灘崎地区)

※ 複 合 経 ・水稲、ビール大 ・水稲(7.5ha)+ビ－ル大麦(6.5ha)+大豆 (10.0) 125.0

営 麦、大豆複合 (3.0ha)

・野菜、水稲、ビ ・なす(0.3ha)+水稲(1.8ha)+ビ－ル大麦 30.0

－ル大麦 (2.7ha)

・野菜、水稲、ビ ・レンコン(1.4ha)+水稲(3.6ha)+ビ－ル 65.0

－ル大麦 大麦(4.0ha)

※ 単 一 経 ・野菜専作（な ・なす加温(0.36ha) 3.6 3.6

営 す）

・野菜専作（レン ・レンコン(2.2ha) 22.0

コン）

・水稲・麦複合 ・水稲(6.0ha)＋ビール大麦(10.0ha) ( 6.8) 160

・い草・い草加工 ・い草(2.0ha) 20

・果樹専作（もも） ・加納岩白桃(0.2ha)＋白鳳(0.3ha)＋ 清 12

水白桃(0.4ha)＋白麗(0.3ha)

・果樹専作（ピオー ・ﾋﾟｵｰﾈ２月加温(0.3ha)＋無加温(0.2 ha) 10

ネ） ＋簡易被覆(0.5ha)

倉敷市 ・野菜専作（だいこ ・だいこん(0.45ha)＋ごぼう(0.6ha) ＋ﾎｳﾚ 11.5

ん、ごぼ ﾝｿｳ(0.1ha)

・野菜専作(トマ ・トマト(0.1ha)＋白菜(0.5ha) ＋ﾎｳﾚﾝ 7.5



ト 、白菜、ホウレ ｿｳ(0.15ha)

ンソウ)
・花卉複合 ・露地小ギク(0.6ha)＋ユキヤ ナギ 10

(0.4ha)

水稲・大豆・ ・水稲(4.2ha)＋大豆(2.8ha) ＋作 (8.4) 70

作業受託 業受託(10.0ha)

露地野菜・水 ・ｼｮｳｶﾞ(0.35ha)＋水稲(3.5h 58.5

稲 a)＋大豆(2.0ha)

露地野菜・水 ・ﾔﾏﾉｲﾓ(0.6ha) ＋水稲(3.8h a) 64

津山市 稲 ＋大豆(2.0ha)

野菜専作 ・ﾀﾞｲｺﾝ(1.5ha)＋ｷｬﾍﾞﾂ(1.5h a)＋ 19

こまつな(0.4ha)

野菜専作 ・ｷｭｳﾘ(半促成)(0.3ha)＋ｷｭｳﾘ 7 7

(ﾊｳｽ抑制)(0.3ha)＋こまつ な

(0.1ha)

果樹専作 ・白鳳(0.5ha)＋白桃(0.5ha) 10

花卉専作 ・電照ぎく(0.2ha)＋夏ぎく (0.2ha)

＋小ぎく電照(0.1ha) 3 3

水稲・麦・大豆複 ・水稲(6.0ha)＋二条大麦(4.0ha) (8.4) 100

合 ＋大豆(4.0ha)

水稲・麦・野菜複 ・水稲(1.2ha)＋麦(0.6ha)＋施 20

玉野市 合 設ナス(0.17ha)

野菜専作 ・施設ナス(0.17ha) 2 2

果樹専作 ・新高(0.5ha)＋愛宕(0.3ha) 10

野菜・麦（干拓） ・促成なす(0.2ha)＋露地なす（0.1ha) ＋ (7.8) 50

大麦(4.7ha) （ 干 拓

野菜・果樹 ・いちご(0.1ha)＋いちじく加温 (0.1ha 地を 除 3

（干拓） ＋いちじく露地(0.1ha) く）

水稲・大豆 ・水稲(4.0ha)＋大豆(1.0ha)＋ 水稲 140

作業受託(9.0ha)

花き専作 ・バラ(0.5ha) 5

笠岡市 野菜専作 ・露地なす(0.15ha)＋イチゴ(0. 15ha) 5 3

・イチジク加温(0.2ha)＋イチジク 露地(0. 3

果樹専作 2ha) 4

4



【干拓地】

＊干拓地は、地域性を考慮した。

【13.4】

(95,654a-干拓農地47,800a)÷(712－干拓農家100)≒78a

(7.3)

果樹専作(ブドウ) ・ﾋﾟｵｰﾈ2月加温(0.1ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ簡易被 6 6

水稲・葉たばこ 覆(0.5ha)

・葉たばこ(1.3ha)＋水稲(0.5ha) 18

水稲・黒大豆・作

井原市 業受託複合 ・水稲(1.8ha)＋黒大豆(1.2ha)＋作業 受 100

野菜・水稲複合 託(7.0ha)

野菜専作 ・イチゴ(0.2ha)＋水稲(0.3ha) 5 5

・はくさい(0.4ha)＋キャベツ (夏播0.

4ha)＋キャベツ(春 播0.4ha)＋露地 15.5

なす(0.2ha) ＋ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(0.3ha)＋タ

マネ

ギ(0.15ha)

水稲・麦・大豆複 ・水稲(9.0ha)＋水稲作業受託(3.0ha) ＋ (6.6) 120

合 麦(6.0ha)＋大豆(2.0ha)

果樹専作（もも） ・白鳳(0.35ha)＋清水白桃(0.5ha) 8.5

総社市 果樹専作（ﾏｽｶｯﾄｵ ・1月加温(0.2ha)＋２月加温(0.2ha) ＋無 6 6

ﾌﾞｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾘｱ） 加温(0.2ha)

なす・水稲複合 ・なす(0.25ha)＋水稲(1.2ha) 15

いちご・水稲 ・イチゴ{促成(0.25ha)}＋水稲(1.2ha ) 15

複合 ・バラ(0.4ha)

花き専作（バラ） 4 4

水稲・作業受 ・水稲(3.0ha)＋黒大豆(2.0ha) (7.3) 50

託複合 ＋作業受託(5.0ha )

果樹・水稲・作 ・ブドウ(0.15ha)＋水稲(2.0ha)＋作 業 21.5

受託複合 受託（5.0ha）

野菜専作 ・夏秋トマト(0.2ha)＋白菜(0. 7 7

6ha)＋タマネギ(0.2ha)

高梁市 花卉専作 ・ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ(0.2ha)＋ｽﾄｯｸ(0.1h 4 4

a)＋ﾗｰｸｽﾊﾟｰ(0.05ha)＋ﾌﾞﾌﾟﾚ

ﾗﾑ(0.05ha)

果樹専作 ・ブドウ(0.6ha) 6 6

果樹専作 ・もも清水白桃(0.2ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ (0.3h 5 5



a)

水稲･大豆･作 ･水稲(2.4ha)＋黒大豆(1.6ha) (7.5) 40

受託 ＋水稲基幹作業受託(10.0h

野菜・水稲複 a) 32

・トマト(0.2ha)＋水稲(2.0h

花卉・水稲複合 a) 32.5

新見市 ＋黒大豆(1.0ha)

野菜専作 ・ﾘﾝﾄﾞｳ(0.15ha)＋その他花卉(0.1h 20

(ﾀﾞｲｺﾝ､ﾆﾝｼﾞﾝ a)＋水稲(2.0ha)＋黒大豆(1.0ha)

白ﾈｷﾞ) ・ダイコン(2.5ha)＋ニンジン(0.5h

花卉専作 a)＋白ﾈｷﾞ(0.2ha) 5 5

・リンドウ(0.3ha)＋その他花

卉(0.2ha)

水稲・大豆・作業 ・水稲(4.2ha)＋黒大豆(2.8ha) (5.7) 70

受託複合 ＋水稲作業受託(5.0ha)

果樹・水稲複合 ・ﾋﾟｵｰﾈ2月加温(0.3ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ 11

無加温(0.3ha)＋水稲(0.5ha)

果樹専作(ぶどう) ・ﾋﾟｵｰﾈ2月加温(0.1ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ 8

備前市 無加温(0.2ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ簡易被

果樹複合 （ぶど 覆(0.5ha)

う、いちじく） ・ﾋﾟｵｰﾈ2月加温(0.3ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ 7

野菜専作 無加温(0.2ha)＋いちじく(0. 2ha)

・ミニトマト(0.1ha)＋こまつ

な(0.1ha) 2 2

水稲・大豆・複合 ・水稲・直播(3.5ha)＋水稲・移植 （4.0h (9.2) 125

a)＋ビール麦（7.0ha)＋大豆 (1.5ha)

酪農・水稲 ・経産牛40頭＋育成牛26頭

イタリアンライグラス(3.0ha)＋ スー 70

ダン(2.0ha)＋水稲(2.0ha)

瀬戸内市 施設野菜・水稲・ ・いちご(0.2ha)＋水稲(2.0ha)

麦複合 ＋麦(3.0ha) 32

花キ・水稲・麦複 ・スターチス(0.2ha)＋トルコキキョ ウ(0.2

合 ha)＋水稲（1.0ha）＋(麦 20

1.5 ha)



水稲・麦・大 ・水稲(8.4ha)＋麦(6.0ha)＋ (8.0) 140

豆複合 大豆(5.6ha)

水稲・大豆・ ・水稲(4.2ha)＋黒大豆(2.8h a)作 70

作業受託複合 業受託(5.0ha)

野菜専作 ・黄ニラ(0.25ha)＋白ネギ(0. 2ha) 13

赤磐市 ＋ｽﾅｯｸｴﾝﾄﾞｳ(0.1ha)＋ 水稲(0.75

ha)

花卉専作 5 5

・ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ(0.5ha)

水稲・大豆・作 ・水稲（6.0ha)＋大豆(4.0ha) (6.9) 100

受託複合 ＋作業受託(10.0ha)

露地野菜・水 ・春ﾀﾞｲｺﾝ(2.0ha)＋夏秋ﾀﾞｲｺﾝ 65

複合 (1.5ha)＋水稲(3.0ha)

施設野菜・水 ・水稲(0.45ha)＋雨よけトマ 7.5

複合 ト

(0.3ha)

花卉・水稲複 ・リンドウ(0.5ha)＋水稲(0.5 10

真庭市 h

花卉・水稲複 a) 10

酪農単一 ・ｿﾘﾀﾞｺﾞ(0.4ha)＋水稲(0.6h 150

a)

・飼料作物(15.0ha)

19.9】

【川上、八束、中和地区】

＊川上、八束、中和地区は、地域性

を考慮した。

水稲・大豆・ ・水稲(4.0ha)＋黒大豆(2.3h a)＋ (6.8) 66.5

ｽﾊﾟﾗ アスパラガス(0.35ha)

水稲・黒大豆 ・水稲(4.0ha)＋黒大豆(2.6h a) 66

・作業受託複 ＋作業受託(4.0ha)

合

花卉専作 ・ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ(0.27ha)＋ｽｶｼﾕﾘ 6.5 6.5

美作市 (0.38ha)抑制栽培

・もも(0.63ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ(0.34h a)

果樹専作 ・ピオーネ(0.66ha) 9.7

・搾乳、育成牛45頭ﾄｳﾓﾛｺｼ､ｲﾀ

果樹専作 ﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ延べ6ha 6.6 6.6

酪農単一 60

水稲 ・水稲(4.0ha)＋作業受託(9.0 (5.4) 130

ha)



水稲・野菜 ・水稲(1.0ha)＋イチゴ(0.2h 12

a)

果樹＋水稲 ・桃(0.75ha)＋白桃(0.4ha)＋

浅口市 白鳳(0.2ha)＋ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋﾞｰﾁ 10.5

(0.15ha)

水稲・花卉 ・水稲(0.3ha)＋輪きく(0.2h

a)＋小きく(0.15ha)＋ｽﾌﾟﾚｰ 8

ｷﾞｸ(0.15ha)

水稲・大豆複合 ・水稲(9.0ha)＋大豆(4.0ha) (5.9) 80

水稲・野菜複合 ・水稲(0.8ha)＋トマト(0.4ha) 12

和気町 水稲・野菜複合 ・水稲(1.7ha)＋チンゲンサイ 13

(0.8ha )

果樹専作複合 ・ブドウ{ピオーネ(0.8ha)} 8

酪農専作 ・乳牛(40頭)＋飼料作物(0.12ha) 60

水稲・大豆・麦 ・水稲(5.0ha)＋水稲作業受託(8.0ha) ＋ （5.4) 150

合 大豆(1.0ha)＋麦(1.0ha)

水稲・施設園芸 ・イチゴ(0.2ha)＋水稲(0.5ha) 7

水稲・果樹 ・モモ(0.75ha ){白鳳(0.4ha)清水白 桃 10.5

(0.35ha)}＋水稲(0.3ha)

里庄町 酪農 ・搾乳牛(40頭)＋飼料畑(6.0ha) 60

水稲・麦複合 ・水稲(4.0ha)＋黒大豆 ( 5.7) 70

水稲・作業受 ・水稲(3ha)＋黒大豆(2ha)＋水 50

託複合 稲作業受託(5ha)

野菜専作 ・しゅんぎく(10a)＋ほうれん 3 3

(5a)＋青ネギ(15a)

矢掛町 果樹専作 ・ﾛｻﾞﾘｵﾋﾞｱﾝｺ(0.3ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ(0.3ha) 6

花き専作 ・バラ（冬切り）(0.2ha) 2

2

水稲・大豆作業 ・水稲(6.0ha)＋大豆(4.0ha)＋作業 受 (9.6) 100

受託複合 託（刈取）(10ha)

施設野菜水稲 ・雨よけトマト(0.3ha)＋水稲(0.45 ha) 7.5 7.5

複合 ・リンドウ(0.5ha)＋水稲(0.5ha)

花卉・水稲複 10

合 ・きく(0.2ha)＋小ぎく(0.2h

花卉・水稲複 a)＋水稲(0.6ha)

新庄村 合 ・水稲(6.0ha)＋繁殖牛(25頭)＋飼 10

肉用牛・水稲 料作物(4.0ha)＋作業受託(2.0h



複合 a) 100

水稲・作業受 ・水稲(4.2ha)＋大豆(2.8ha) ＋作 (7.7) 70

託 業受託(8.0ha)

露地野菜・水 ・ナス(夏秋)(0.2ha)＋水稲 (2.0h 34

稲複合 a)＋大豆(1.2ha)

施設野菜・水 ・イチゴ(高設促成)(0.3ha)＋ 水稲 13

稲複合 (1.0ha)

鏡野町 施設野菜・水 ・ｷｭｳﾘ(0.3ha)＋軟弱野菜(0.3 ha) 8

稲 ＋水稲(0.5ha)

・豊水(0.3ha)＋新高(0.3ha)

果樹専作 ・ﾘﾝﾄﾞｳ(0.3ha)＋ｱﾙｽﾄﾛﾒﾘｱ(0. 6 6

花卉専作 3ha)＋ﾕﾘ(0.3ha) 9

・黒毛和種(200頭)＋ﾄｳﾓﾛｺｼ

肉用牛専作 (4.0ha)＋ｲﾀﾘｱﾝｸﾞﾗｽ(4.0ha) 50

水稲・大豆・ ・水稲(4.2ha)＋黒大豆(2.8h a)＋ (10.4) 70

作業受託複合 作業受託(5.0ha)

水稲・大豆・ ・水稲(4.0ha)＋黒大豆(2.4h 66

野菜 a)＋きゅうり(0.2ha)

勝央町 花卉専作 ・ｽｶｼﾕﾘ(0.38ha)＋ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ 6.5 6.5

(0.27ha)

果樹専作もも ・もも白鳳(0.25ha)＋清水白 桃

(0.25ha)＋その他(0.1ha) 6 6

果樹専作 ・ﾋﾟｵｰﾈ無加温(0.3ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ

ﾋﾟｵｰﾈ 簡易被覆(0.2ha) 5 5

水稲・大豆・ ・水稲(4.0ha)＋黒大豆(2.4h (9.6) 68

野菜 a)＋白ネギ(0.4ha)

水稲・大豆・ ・水稲(4.0ha)＋黒大豆(2.6h 66

作業受託 a)＋水稲作業受託(4.0ha)

奈義町 野菜専作 ・白ネギ(0.4ha)＋ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 11

(0.7ha)

・ﾋﾟｵｰﾈ無加温(0.3ha)＋ﾋﾟｵｰﾈ

果樹専作 (0.2ha) 5 5

・ｶｰﾈｰｼｮﾝ(0.16ha)＋りんどう

花卉専作 (0.36ha) 5.2 5.2

水稲・大豆・ ・水稲(4.2ha)＋大豆(2.8ha) 73.5



作業受託・露 ＋作業受託(5.0ha)＋ｱｽﾊﾟﾗ (5.8)

地野菜 ｶﾞｽ(0.35ha)

水稲・大豆・ ・水稲(4.2ha)＋大豆(2.8ha)

西粟倉村 作業受託 ＋作業受託(5.0ha) 70

水稲・施設野 ・水稲(4.0ha)＋作業受託(5.0

菜 ha)＋ほうれんそう(0.25ha) 42.5

延べ

水稲・大豆・ ・水稲(4.2ha)＋大豆(2.8ha) ＋作 (10.3) 70

作業受託複合 業受託(10.0ha)

水稲・野菜複 ・水稲(4.0ha)＋タマネギ(1.0 ha)＋ 60

合 黒大豆(0.5ha)＋キュ ウリ(0.1ha)

・水稲(0.5ha)＋イチゴ(0.2h

久米南町 水稲・野菜複 a) 7 7

合 ・ﾋﾟｵｰﾈ(無加温)(0.1ha)＋(簡 易

果樹専作 被覆)(0.4ha) 5 5

・ﾎﾙｽﾀｲﾝ６０頭＋ﾄｳﾓﾛｺｼ(2.5h a)

酪農専作 ＋ｿﾙｶﾞﾑ(1.5ha)＋ｲﾀﾘｱﾝﾗｲ ｸﾞﾗｽ 40

(4.0ha)

水稲・作業受 ・水稲(4.0ha)＋黒大豆(2.6h a)＋ (8.7) 66

託複合 作業受託(4.0ha)

しいたけ・水 ・しいたけ21,000本＋水稲(1. 0ha) 16

稲複合 ・ｱｽﾊﾟﾗ(0.7ha)＋黄にら(0.1h a)

野菜複合 ・青ネギのべ(0.6ha)＋はくさ 8

美咲町 い夏播(0.2ha)、春播(0.2ha) 8

・黒毛和種(50頭)＋ﾄｳﾓﾛｺｼ(4. 6

野菜複合 0ha)＋ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ(4.0ha) 6

40

肉用牛専作

水稲・大豆・作業 ・水稲(4.0ha)＋黒大豆(1.0ha)＋作 業 (9.6) 147

受託複合 受託(8.0ha)

果樹専作（もも） ・白鳳(0.35ha)＋清水白桃(0.5ha) 8.5 8.5

果樹専作（ﾋﾟｵｰ ・無加温ピオーネ(0.2ha)＋加温 6 6

ﾈ） ピオーネ(0.4ha)

吉備中央 ・たばこ(1.5 ha)＋水稲(0.5ha) 24

町 たばこ・水稲複合

野菜・水稲複合 ・トマト(0.4ha)＋水稲(2.0ha) 34

花卉専作 ・シクラメン(0.25ha)＋カーネーシ ョン 5 5

(0.25ha)

・バラ(0.3ha) 3



花卉専作(バラ)

特例事業の基準面積及び目標経営面積の設定について

１ 基準面積の算出根拠

１）市町村別統計表の所有耕地のある経営体数・所有耕地面積から農用地面積を農家戸数で除した

数値とする。（2005年農林業センサスによる）

２）目標経営面積が基準面積以下の営農類型については目標経営面積を基準面積とする。

２ 目標経営面積の算出根拠

１）営農類型別に定めた市町村基本構想による農業経営の指標から個別経営体の主な営農類型を

算出するものとする。

２）組織経営体及び記載のない営農類型については市町村基本構想による農業経営の指標を準用

するものとする。

３）市町村基本構想による農業経営の指標に該当しないもの、又は特殊な営農類型（新規就農者等）

については市町村及び農業委員会等の意見を聴いて決定するものとする。


