
革新的技術開発・緊急展開事業（うち人工知能未来農業創造プロジェクト）

１ 研究の背景

わが国の果樹栽培の画期的な省力化・大規模化のためには、新たな作業機械開発や将来的には
ロボットの利用が不可欠です。果樹は、樹種毎に樹形が異なることが新たな機械開発・導入の阻
害要因となっています。そのため、樹冠を平面的に配置できる共通的な列状密植樹形による機械
化に適した大規模生産技術を開発するとともに、人工知能を活用し、これら樹形に共通利用可能
な自動走行車両、収穫ロボット等の画期的省力機械を開発し、作業の省力化を図ります。

〔分野〕 園芸
〔代表機関〕（研）農研機構果樹茶業研究部門（ＡＩ（機械化樹形）コンソーシアム）
〔共同研究機関〕（研）農研機構中央農業研究センター・西日本農業研究センター・農村工学研

究部門、（研） 産業技術総合研究所、（国）名古屋大学、（国）弘前大学、
（学）立命館大学、ヤマハ 発動機（株）、（株）オーレック、（株）デンソー、
（株）農林中金総合研究所、宮城県農業・園芸総合研究所、福島県農業総合セ
ンター、群馬県農業技術センター、茨城県農業総合センター、神奈川県農業技
術センター、新潟県農業総合研究所、長野県果樹試験場、静岡県農林技術研究
所、愛媛県農林水産研究所、福岡県農林業総合試験場、佐賀県果樹試験場

１ 省力樹形による生産システムの開発

果樹９品目において、収量、品質をほぼ維持可能な樹形、あるいは初期収量に優れる樹形等を
開発し栽培事例集を作成しました。自動走行車両の多目的利用により、労働時間の30%削減を達
成しました。収穫ロボットを利用した場合、労働時間の50％削減が可能と試算されました。

２ 果樹園用機械等の開発

２－１）果樹園自動走行車両の開発と多目的利用技術の開発

開発した車両およびシステムによる自動走行が、問題なく行えることが可能でした。牽引型散
布機を用いた自動防除試験および草刈も各地で実施し無人作業が可能でした。

２－２）収穫果実の省力的搬出システムの構築と収穫自動化の検討

収穫ロボット開発では、リンゴ、ニホンナシ、セイヨウナシのV字樹形において、人と同程度の
速度で90％の果実が収穫可能なプロトタイプを開発しました。

３ 省力大規模生産体系の経営評価

自動走行車両システムの導入条件としては、カンキツ双幹形では2～2.5ha以上、カキＶ字ジョイ
ント樹形では2ha以上で機械導入の経営的効果が出ることをシミュレーションしました。また、実
態調査から開発技術導入が想定できる経営像として家族経営（新規参入者を含む）による共同での
団地型園地整備、既存の大規模果樹法人経営を提示しました。

【アウトプット目標】
研究期間終了までに、収量・品質は低下させずに、９樹種の果樹において機械化樹形による栽培技

術体系を開発し、自動走行車両の多目的利用等により労働時間を各樹種の慣行栽培より30％以上削減
します。自動走行車両は、0.5～3m/sの速度で自動走行可能で、運搬のほか乗用しての作業や自動薬
剤散布機、自動草刈機を牽引できる車両を開発します。ジョイントＶ字樹形等のニホンナシ、リンゴ、セイ
ヨウナシを対象に、人間と同程度の速度で９割の果実の収穫が可能な収穫ロボットのプロトタイプを開発
します。
【アウトカム目標】

令和７年頃までに、自動走行車両は、単独で250万円以下、自動薬剤散布機と自動草刈機が各150
万円で市販化します。自動収穫ロボットは、自動走行車両や自動収納コンテナシステムと合わせて合計
600万円以下で市販化します。上記の機械・ロボット利用体系により、果樹生産経営体の収益性を大幅
に向上できる技術体系を開発します。

２ 研究の目標

３ 研究成果の概要

果実生産の大幅な省力化に向けた作業用機械の自動化・ロボット化と

機械化樹形の開発



問い合わせ先（研）農研機構果樹茶業研究部門 TEL：029-838-6461

果実生産の大幅な省力化に向けた作業用機械の自動化・ロボット化と

機械化樹形の開発
省力樹形による省力栽培体系と樹種共通で使用できる自動走行車両・収穫ロボットを開発しました。

１ 省力樹形による生産システムの開発

２ 果樹園用機械の開発
２－１）自動走行車両の多目的利用技術 ２－２）果実収穫ロボット

３ 省力大規模生産体系の経営評価

４ 社会実装に向けて

省力樹形栽培事例集などを用いて、農水省補助事業の活用と各地における現地実証を進め普及を
加速化します。果実収穫ロボットは、製品化に向けた改良のため、令和3年度よりスマート農業実証プ
ロジェクトを開始し、ロボットと省力樹形をセットにした現場普及を目指します。自動走行車両は、新た
な小型プラットフォーム開発を継続実施します。

ニホンナシジョイントＶ字トレリス樹形における自動走行車を
活用した作業の省力化（左：収穫、右：せん定）

省力樹形 栽培事例集 検索

取り組んだ9樹種の省力樹形栽培事例集を作成しWebで公開

開発した自動走行車両、牽引型防除機と操作
用アプリケーション

ニホンナシＶ字樹形を収穫中の果実収穫ロボット
プロトタイプと果実のAIによる認識

慣行技術 開発技術 比率 慣行技術 開発技術 比率 慣行技術 開発技術 比率
温州ミカン 福岡県 240 550 2.29 518 1,260 2.43 1,454 2,629 1.81
カキ 福岡県 197 447 2.27 486 1,160 2.39 1,618 3,125 1.93
中晩柑 愛媛県 218 244 1.12 781 1,001 1.28 2,054 2,731 1.33
モモ・オウトウ 福島県 204 230 1.13 1,233 1,730 1.40 2,714 3,694 1.36
リンゴ 宮城県 243 431 1.77 1,524 3,745 2.46 3,338 7,657 2.29
日本ナシ 神奈川県 125 154 1.23 1,522 2,017 1.33 3,973 6,979 1.76
ブドウ 群馬県 40 50 1.25 631 734 1.16 3,726 5,201 1.40
クリ 茨城県 1,556 2,603 1.67 549 3,234 5.89 1,683 8,501 5.05

　2）クリについては水稲(10ha上限）との複合経営としている。

樹種 担当県 栽培面積（ａ） 所得(万円） 労働1時間当たり所得(円/時）

注1）家族労働力２人で、雇用労働力(臨時、時給1,000円）の上限を３人とし、面積の制約なしで試算した。

線形計画法による慣行技術と開発技術の比較

（（研）農研機構果樹茶業研究部門・西日本農業研究センター・農村工学研究
部門、 宮城県農業・園芸総合研究所、福島県農業総合センター、群馬県農業
技術センター、茨城県農業総合セン ター、神奈川県農業技術センター、新潟県
農業総合研究所、長野県果樹試験場、静岡県農林技術研究所、愛媛県農林
水産研究所、福岡県農林業総合試験場、佐賀県果樹試験場）

（（研）農研機構中央農業研究センター、 （国）名古屋大学、 （国）弘前大学、
（株）農林中金総合研究所）

（ヤマハ 発動機（株）、 （学）立命館大学、 （株）オーレック、
（研） 産業技術総合研究所）

（（学）立命館大学、（株）デンソー、神奈川県農業技術センター）
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		表．Ｕ－３－２－1  ジョイント栽培団地の概況 ヒョウ サイバイ ダンチ ガイキョウ

				山田谷 ヤマダ タニ		曲 マ		松崎駅南 マツザキ エキナン

		面積 メンセキ		73a		34a		165a

		植付年月 ウエツケ ネンゲツ		43040		43435		43770

		耕作者 コウサク シャ		4名（1名） メイ メイ		4名（1名） メイ メイ		8名（2名） メイ メイ

		品種 ヒンシュ		新甘泉 シン アマ イズミ		新甘泉 シン アマ イズミ		新甘泉、王秋、おさゴールド シン アマ イズミ オウ アキ

		事業主体 ジギョウ シュタイ		JA鳥取中央 トットリ チュウオウ		JA鳥取中央 トットリ チュウオウ		湯梨浜町 ユリハマチョウ

		運営主体 ウンエイ シュタイ		耕作者 コウサク シャ		耕作者 コウサク シャ		農協生産者部会 ノウキョウ セイサンシャ ブカイ

		運営の特徴 ウンエイ トクチョウ		委託防除（新規参入者がオペ、防除費用立て替え→決算） イタク ボウジョ シンキ サンニュウ シャ ボウジョ ヒヨウ タ カ ケッサン		委託防除（新規参入者がオペ、防除費用立て替え→決算） イタク ボウジョ シンキ サンニュウ シャ ボウジョ ヒヨウ タ カ ケッサン		土地は20年の貸借 トチ ネン タイシャク

				共同機械共通管理費　年5万円積立 キョウドウ キカイ キョウツウ カンリヒ ネン マンエン ツミタテ				固定資産税と土地賃借料は耕作者負担 コテイ シサンゼイ トチ チンシャクリョウ コウサク シャ フタン

				土地は事業開始5年目にて購入 トチ ジギョウ カイシ ネン メ コウニュウ				2023年から37年までに補助残５％相当額を負担 ネン ネン ホジョ ザン ソウトウ ガク フタン

		出所：JA鳥取中央資料 シュッショ トットリ チュウオウ シリョウ
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		線形計画法による慣行技術と開発技術の比較 センケイ ケイカクホウ カンコウ ギジュツ カイハツ ギジュツ ヒカク



		樹種 ジュシュ		担当県 タントウ ケン		栽培面積（ａ） サイバイ メンセキ						所得(万円） ショトク マンエン						労働1時間当たり所得(円/時） ロウドウ ジカン ア ショトク エン ジ

						慣行技術 カンコウ ギジュツ		開発技術 カイハツ ギジュツ		比率 ヒリツ		慣行技術 カンコウ ギジュツ		開発技術 カイハツ ギジュツ		比率 ヒリツ		慣行技術 カンコウ ギジュツ		開発技術 カイハツ ギジュツ		比率 ヒリツ

		温州ミカン ウンシュウ		福岡県 フクオカケン		240		550		2.29		518		1,260		2.43		1,454		2,629		1.81

		カキ		福岡県 フクオカケン		197		447		2.27		486		1,160		2.39		1,618		3,125		1.93

		中晩柑 チュウバンカン		愛媛県 エヒメケン		218		244		1.12		781		1,001		1.28		2,054		2,731		1.33

		モモ・オウトウ		福島県 フクシマ ケン		204		230		1.13		1,233		1,730		1.40		2,714		3,694		1.36

		リンゴ		宮城県 ミヤギケン		243		431		1.77		1,524		3,745		2.46		3,338		7,657		2.29

		日本ナシ ニホン		神奈川県 カナガワケン		125		154		1.23		1,522		2,017		1.33		3,973		6,979		1.76

		ブドウ		群馬県 グンマケン		40		50		1.25		631		734		1.16		3,726		5,201		1.40

		クリ		茨城県 イバラギ ケン		1,556		2,603		1.67		549		3,234		5.89		1,683		8,501		5.05

		注1）家族労働力２人で、雇用労働力(臨時、時給1,000円）の上限を３人とし、面積の制約なしで試算した。 チュウ カゾク ロウドウリョク ニン コヨウ ロウドウリョク リンジ ジキュウ エン ジョウゲン ニン メンセキ セイヤク シサン

		　2）クリについては水稲(10ha上限）との複合経営としている。 スイトウ ジョウゲン フクゴウ ケイエイ
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						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ

		従業員 ジュウギョウイン		男 オトコ		277.0		338.5		357.5		388.4		381.8		393.2		410.2		407.6		420.6		302.9		333.8		316.3

				女 オンナ		227.7		249.8		273.0		266.0		280.2		268.8		279.8		295.3		304.4		230.8		267.5		260.4

				計 ケイ		504.7		588.3		630.5		654.4		662.0		662.0		690.0		702.9		725.0		533.7		601.3		576.7

		小苗 ショウ ナエ		男 オトコ		82.6		14.9		39.0		2.7		3.0						0.1				0.4		7.7		3.5

				女 オンナ		43.5		25.0		26.5																1.0		4.5

				計 ケイ		126.1		39.9		65.5		2.7		3.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.4		8.7		8.0

		臨時 リンジ		男 オトコ						2.9		0.8		27.2		36.3		226.0		163.5		179.2		92.2		1.0		13.0

				女 オンナ		42.6		27.5		36.1		450.5		416.1		232.3		580.8		563.8		665.4		279.0		89.6		52.4

				計 ケイ		42.6		27.5		39.0		451.3		443.3		268.6		806.8		727.3		844.6		371.2		90.6		65.4

		合計 ゴウケイ		男 オトコ		359.6		353.4		399.4		391.9		412.0		429.5		636.2		571.2		599.8		395.5		342.5		332.8

				女 オンナ		313.8		302.3		335.6		716.5		696.3		501.1		860.6		859.1		969.8		509.8		358.1		317.3

				計 ケイ		673.4		655.7		735.0		1108.4		1108.3		930.6		1496.8		1430.3		1569.6		905.3		700.6		650.1

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ

				常勤 ジョウキン		504.7		588.3		630.5		654.4		662.0		662.0		690.0		702.9		725.0		533.7		601.3		576.7

				小苗 コ ナエ		126.1		39.9		65.5		2.7		3.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.4		8.7		8.0

				臨時 リンジ		42.6		27.5		39.0		451.3		443.3		268.6		806.8		727.3		844.6		371.2		90.6		65.4

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ

				常時雇用 ジョウジ コヨウ		630.8		628.2		696.0		657.1		665.0		662.0		690.0		703.0		725.0		534.1		610.0		584.7

				臨時雇用 リンジ コヨウ		42.6		27.5		39.0		451.3		443.3		268.6		806.8		727.3		844.6		371.2		90.6		65.4

		従業員 ジュウギョウイン				4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ

				除草 ジョソウ		29.0		31.0		92.9		54.6		62.6		86.2								4.0						360.3

				かん水 スイ		3.0		4.0		3.4				12.0		150.4														172.8

				せん定・芽かき テイ メ		252.9		283.3		222.7		22.5		5.0		4.0										185.5		346.9		1322.8

				施肥 セヒ		2.8		21.0		9.4		0.1		7.0		2.6				36.5						21.1		46.0		146.5

				防除 ボウジョ		13.0		14.6		11.7		18.5		9.5		22.4		6.4		6.7		6.0		2.9		0.3		18.5		130.5

				土壌改良 ドジョウ カイリョウ																						12.0				12.0

				摘果・摘蕾・摘花 テキカ テキ ツボミ テキ ハナ		8.0		10.0		132.5		340.9		331.3		202.7				4.5						4.5		21.0		1055.4

				配管・畑補修 ハイカン ハタケ ホシュウ		13.0		52.9		6.0		7.5		3.0		4.0												4.0		90.4

				植栽・伐採 ショクサイ バッサイ		3.0																				21.0		1.0		25.0

				収穫 シュウカク						8.1		19.5		10.2		42.0		443.8		314.1		473.3		323.3		125.1				1759.4

				マルチ		12.5				0.5		28.5		68.9				33.3		33.9										177.6

				施設機械管理 シセツ キカイ カンリ		10.5		21.0		15.5		30.0		11.2		0.5				17.0				5.0		36.3		3.0		150.0

				調査・管理 チョウサ カンリ		39.4		81.5		65.8		66.3		75.3		64.2		53.2		91.9		47.4		77.2		43.3		34.3		739.8

				直販 チョクハン		117.6		69.0		62.0		66.0		66.0		83.0		153.3		198.3		198.3		121.3		152.2		102.0		1389.0

		小苗 ショウ ナエ				4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ

				除草 ジョソウ		2.0		3.4		7.0				3.0																15.4

				かん水 スイ																										0.0

				せん定・芽かき テイ メ		1.5				0.5																		4.5		6.5

				施肥 セヒ				2.5																		2.7		2.5		7.7

				防除 ボウジョ				4.0				2.7								0.1				0.4				1.0		8.2

				土壌改良 ドジョウ カイリョウ						0.5																6.0				6.5

				摘果・摘蕾・摘花 テキカ テキ ツボミ テキ ハナ				27.0		11.0																				38.0

				配管・畑補修 ハイカン ハタケ ホシュウ		6.0				23.0																				29.0

				植栽・伐採 ショクサイ バッサイ		102.6																								102.6

				収穫 シュウカク																										0.0

				マルチ																										0.0

				施設機械管理 シセツ キカイ カンリ				3.0		12.5																				15.5

				調査・管理 チョウサ カンリ		12.0				11.0																				23.0

				直販 チョクハン																										0.0

		臨時 リンジ		摘果・摘蕾・摘花 テキカ テキ ツボミ テキ ハナ								386.5		375.0		208.5														970.0

				採果 サイ カ						2.8		37.3		22.9		27.5		664.9		432.6		596.8		289.6		6.0				2080.4

				その他 ホカ		8.8		6.0		12.3		4.9		23.4		13.2		24.5		81.8		4.7		18.5		4.9		20.4		223.4

				直販 チョクハン		33.8		21.5		23.9		22.6		22.0		19.4		117.4		212.9		243.1		63.1		79.7		25.0		884.4

		合計 ゴウケイ				4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ		従業員 ジュウギョウイン		小苗 ショウ ナエ		臨時 リンジ		合計 ゴウケイ		従業員 ジュウギョウイン		小苗 ショウ ナエ		臨時 リンジ

				除草 ジョソウ		31.0		34.4		99.9		54.6		65.6		86.2		0.0		0.0		0.0		4.0		0.0		0.0		360.3		15.4				375.7		95.9		4.1		0.0

				かん水 スイ		3.0		4.0		3.4		0.0		12.0		150.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		172.8		0.0				172.8		100.0		0.0		0.0

				せん定・芽かき テイ メ		254.4		283.3		223.2		22.5		5.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		185.5		351.4		1322.8		6.5				1329.3		99.5		0.5		0.0

				施肥 セヒ		2.8		23.5		9.4		0.1		7.0		2.6		0.0		36.5		0.0		0.0		23.8		48.5		146.5		7.7				154.2		95.0		5.0		0.0

				防除 ボウジョ		13.0		18.6		11.7		21.2		9.5		22.4		6.4		6.8		6.0		3.3		0.3		19.5		130.5		8.2				138.7		94.1		5.9		0.0

				土壌改良 ドジョウ カイリョウ		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		18.0		0.0		12.0		6.5				18.5		64.9		35.1		0.0

				摘果・摘蕾・摘花 テキカ テキ ツボミ テキ ハナ		8.0		37.0		143.5		727.4		706.3		411.2		0.0		4.5		0.0		0.0		4.5		21.0		1055.4		38.0		970.0		2063.4		51.1		1.8		47.0

				配管・畑補修 ハイカン ハタケ ホシュウ		19.0		52.9		29.0		7.5		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.0		90.4		29.0				119.4		75.7		24.3		0.0

				植栽・伐採 ショクサイ バッサイ		105.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		21.0		1.0		25.0		102.6				127.6		19.6		80.4		0.0

				収穫 シュウカク		0.0		0.0		10.9		56.8		33.1		69.5		1108.7		746.7		1070.1		612.9		131.1		0.0		1759.4		0.0		2080.4		3839.8		45.8		0.0		54.2

				マルチ		12.5		0.0		0.5		28.5		68.9		0.0		33.3		33.9		0.0		0.0		0.0		0.0		177.6		0.0				177.6		100.0		0.0		0.0

				施設機械管理 シセツ キカイ カンリ		10.5		24.0		28.0		30.0		11.2		0.5		0.0		17.0		0.0		5.0		36.3		3.0		150.0		15.5				165.5		90.6		9.4		0.0

				調査・管理 チョウサ カンリ		60.2		87.5		89.1		71.2		98.7		77.4		77.7		173.7		52.1		95.7		48.2		54.7		739.8		23.0		223.4		986.2		75.0		2.3		22.7

				直販 チョクハン		151.4		90.5		85.9		88.6		88.0		102.4		270.7		411.2		441.4		184.4		231.9		127.0		1389.0		0.0		884.4		2273.4		61.1		0.0		38.9

						671.4		655.7		735.0		1,108.4		1,108.3		930.6		1,496.8		1,430.3		1,569.6		905.3		700.6		630.1		7,531.5		252.4		4,158.2		11,942.1

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ

				収穫 シュウカク		0.0		0.0		10.9		56.8		33.1		69.5		1108.7		746.7		1070.1		612.9		131.1		0.0

				摘果・摘蕾・摘花 テキカ テキ ツボミ テキ ハナ		8.0		37.0		143.5		727.4		706.3		411.2		0.0		4.5		0.0		0.0		4.5		21.0

				せん定・芽かき テイ メ		254.4		283.3		223.2		22.5		5.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		185.5		351.4

				直販 チョクハン		151.4		90.5		85.9		88.6		88.0		102.4		270.7		411.2		441.4		184.4		231.9		127.0

				その他 ホカ		257.6		244.9		271.5		213.1		275.9		343.5		117.4		267.9		58.1		108.0		147.6		130.7



常時雇用	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	630.79999999999995	628.19999999999993	696	657.10000000000014	665	662	690	703.00000000000011	725	534.1	610.00000000000011	584.70000000000005	臨時雇用	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	42.6	27.5	39	451.3	443.3	268.60000000000002	806.8	727.3	844.59999999999991	371.2	90.6	65.400000000000006	

労働時間(時間）







除草	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	31	34.4	99.9	54.6	65.599999999999994	86.2	0	0	0	4	0	0	かん水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3	4	3.4	0	12	150.4	0	0	0	0	0	0	せん定・芽かき	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	254.4	283.3	223.2	22.5	5	4	0	0	0	0	185.5	351.4	施肥	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2.8	23.5	9.4	0.1	7	2.6	0	36.5	0	0	23.8	48.5	防除	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	13	18.600000000000001	11.7	21.2	9.5	22.4	6.4	6.8	6	3.3	0.3	19.5	土壌改良	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	18	0	摘果・摘蕾・摘花	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	8	37	143.5	727.4	706.3	411.2	0	4.5	0	0	4.5	21	配管・畑補修	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	19	52.9	29	7.5	3	4	0	0	0	0	0	4	植栽・伐採	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	105.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	収穫	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0	0	10.899999999999999	56.8	33.099999999999994	69.5	1108.7	746.7	1070.0999999999999	612.90000000000009	131.1	0	マルチ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	12.5	0	0.5	28.5	68.900000000000006	0	33.299999999999997	33.9	0	0	0	0	施設機械管理	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10.5	24	28	30	11.2	0.5	0	17	0	5	36.299999999999997	3	調査・管理	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	60.2	87.5	89.1	71.2	98.699999999999989	77.400000000000006	77.7	173.7	52.1	95.7	48.199999999999996	54.699999999999996	直販	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	151.39999999999998	90.5	85.9	88.6	88	102.4	270.70000000000005	411.20000000000005	441.4	184.4	231.89999999999998	127	







収穫	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0	0	10.899999999999999	56.8	33.099999999999994	69.5	1108.7	746.7	1070.0999999999999	612.90000000000009	131.1	0	摘果・摘蕾・摘花	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	8	37	143.5	727.4	706.3	411.2	0	4.5	0	0	4.5	21	せん定・芽かき	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	254.4	283.3	223.2	22.5	5	4	0	0	0	0	185.5	351.4	直販	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	151.39999999999998	90.5	85.9	88.6	88	102.4	270.70000000000005	411.20000000000005	441.4	184.4	231.89999999999998	127	その他	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	257.60000000000002	244.90000000000003	271.49999999999989	213.09999999999991	275.89999999999998	343.49999999999989	117.40000000000009	267.89999999999986	58.099999999999909	108	147.60000000000002	130.69999999999993	労働時間(時間）





図Ｕ－３－１－２－２　調査経営における雇用形態別労働時間
（2015年4月－2016年3月）



Sheet2

		表．Ｕ－３－２－2 　ジョイント栽培団地（松崎駅南）の事業費 サイバイダンチ マツザキ エキナン ジギョウヒ

		年度 ネンド		事業内容 ジギョウ ナイヨウ		事業費 ジギョウヒ		補助金 ホジョキン		補助残 ホジョ ザン

		2017年度 ネンド		測量・実施設計 ソクリョウ ジッシ セッケイ		6,804,000		6,463,800		340,200

				造成1期工事 ゾウセイ キ コウジ		39,315,240		37,349,478		1,965,762

		2018年度 ネンド		造成2期工事 ゾウセイ キ コウジ		35,362,440		33,594,318		1,768,122

				ジョイント用苗木 ヨウ ナエギ		4,375,188		4,156,428		218,760

		2019年度 ネンド		棚・多目的防災網 タナ タモクテキ ボウサイ モウ		43,312,000		41,146,400		2,165,600

				かん水施設 スイ シセツ		28,000,000		26,600,000		1,400,000

				育苗委託 イクビョウ イタク		7,978,284		7,579,369		398,915

				新植経費・苗木 シンショク ケイヒ ナエギ		6,972,088		6,623,483		348,915

				ＳＳ2台、モア ダイ		7,800,000		5,200,000		2,600,000

				育成奨励金 イクセイ ショウレイキン				3,200,000		△ 3,200,000

		事業費 179,919,240円÷165a=10,904,196円/10a ジギョウヒ エン エン

		補助残 8,006,274円÷165a=485,229円/10a ホジョ ザン エン エン

		出所：JA鳥取中央資料 シュッショ トットリ チュウオウ シリョウ





Sheet4

		表Ｕ－３－２－３　開発技術導入が想定できる経営像 ヒョウ カイハツ ギジュツ ドウニュウ ソウテイ ケイエイ ゾウ



		経営形態 ケイエイ ケイタイ				導入形態 ドウニュウ ケイタイ		主な効果 オモ コウカ		事例 ジレイ

		既存経営 キソン ケイエイ		家族経営 カゾク ケイエイ		共同団地型 キョウドウ ダンチ ガタ		規模拡大、所得増加 キボ カクダイ ショトク ゾウカ		鳥取県日本ナシジョイント団地 トットリケン ニホン ダンチ

				企業経営 キギョウ ケイエイ		個別改植 コベツ カイショク		雇用削減、収益性向上 コヨウ サクゲン シュウエキセイ コウジョウ		世羅幸水園 セラ コウスイ エン

		新規参入 シンキ サンニュウ		新規参入者 シンキ サンニュウ シャ		共同団地型、整備園地入植 キョウドウ ダンチ ガタ セイビ エンチ ニュウショク		早期成園化、技能軽減 ソウキ セイ エン カ ギノウ ケイゲン		鳥取県日本ナシジョイント団地、JA信州うえだ トットリケン ニホン ダンチ シンシュウ

				農外参入企業 ノウ ガイ サンニュウ キギョウ		新規造成・新植 シンキ ゾウセイ シンショク		早期成園化 ソウキ セイ エン カ		仙台ターミナルビル センダイ





Sheet1 (3)

				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		販売金額 ハンバイ キンガク		16,448,000		15,748,000		15,140,000		15,760,000		18,488,000		20,591,000		22,641,000		24,592,000		25,995,000		26,680,000		30,883,000		34,601,000		36,292,000

		支出額 シシュツガク		9,075,980		10,692,668		10,947,044		18,234,463		15,269,621		15,794,923		16,677,730		18,997,953		17,763,715		18,009,914		19,475,085		26,357,270		21,877,136

		キャッシュフロー		7,372,020		5,055,332		4,192,956		-2,474,463		3,218,379		4,796,077		5,963,270		5,594,047		8,231,285		8,670,086		11,407,915		8,243,730		14,414,864

		累計収支 ルイケイ シュウシ		3,372,020		4,427,352		4,620,308		-1,854,155		-2,635,775		-1,839,698		123,572		1,717,619		5,948,905		10,618,991		18,026,906		22,270,636		32,685,500

		所得 ショトク		5,153,475		4,734,014		4,409,258		3,081,568		4,202,985		5,248,364		6,133,238		7,826,304		8,570,330		9,137,006		10,409,183		12,036,537		13,607,671

				前年 ゼンネン		1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		6年 ネン		7年 ネン		8年 ネン		9年 ネン		10年 ネン		11年 ネン		12年 ネン

		販売金額 ハンバイ キンガク		1,645		1,575		1,514		1,576		1,849		2,059		2,264		2,459		2,600		2,668		3,088		3,460		3,629

		支出額 シシュツガク		-908		-1,069		-1,095		-1,823		-1,527		-1,579		-1,668		-1,900		-1,776		-1,801		-1,948		-2,636		-2,188

		キャッシュフロー		737		506		419		-247		322		480		596		559		823		867		1,141		824		1,441

		累計収支 ルイケイ シュウシ		337		443		462		-185		-264		-184		12		172		595		1,062		1,803		2,227		3,269

		所得 ショトク		515		473		441		308		420		525		613		783		857		914		1,041		1,204		1,361

		販売金額 ハンバイ キンガク		16,448,000		15,748,000		15,140,000		15,760,000		18,488,000		20,591,000		22,641,000		24,592,000		25,995,000		26,680,000		30,883,000		34,601,000		36,292,000

		支出額 シシュツガク		9,075,980		10,692,668		10,947,044		15,484,463		15,269,621		15,794,923		16,677,730		18,997,953		17,763,715		18,009,914		19,475,085		26,357,270		21,877,136

		キャッシュフロー		7,372,020		6,180,332		5,647,956		2,060,537		5,003,379		6,581,077		7,748,270		7,379,047		10,016,285		10,267,586		12,012,915		8,518,730		14,414,864

		累計収支 ルイケイ シュウシ		3,372,020		5,552,352		7,200,308		5,260,845		6,264,225		8,845,302		12,593,572		15,972,619		21,988,905		28,256,491		36,269,406		40,788,136		51,203,000

		所得 ショトク		5,153,475		5,859,014		5,864,258		5,259,426		6,380,842		7,426,221		8,311,095		10,004,161		10,748,187		11,127,363		11,407,040		12,311,537		13,607,671

				前年 ゼンネン		1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		6年 ネン		7年 ネン		8年 ネン		9年 ネン		10年 ネン		11年 ネン		12年 ネン

		販売金額 ハンバイ キンガク		1,645		1,575		1,514		1,576		1,849		2,059		2,264		2,459		2,600		2,668		3,088		3,460		3,629

		支出額 シシュツガク		-908		-1,069		-1,095		-1,548		-1,527		-1,579		-1,668		-1,900		-1,776		-1,801		-1,948		-2,636		-2,188

		キャッシュフロー		737		618		565		206		500		658		775		738		1,002		1,027		1,201		852		1,441

		累計収支 ルイケイ シュウシ		337		555		720		526		626		885		1,259		1,597		2,199		2,826		3,627		4,079		5,120

		所得 ショトク		515		586		586		526		638		743		831		1,000		1,075		1,113		1,141		1,231		1,361



販売金額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	1644.8	1574.8	1514	1576	1848.8	2059.1	2264.1	2459.1999999999998	2599.5	2668	3088.3	3460.1	3629.2	支出額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	-907.59799999999996	-1069.2668000000001	-1094.7044000000001	-1823.4462571428571	-1526.962057142857	-1579.4922571428572	-1667.7730285714285	-1899.7952571428571	-1776.371457142857	-1800.9914285714283	-1947.5084571428572	-2635.7270285714289	-2187.7136	キャッシュフロー	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	737.202	505.53320000000002	419.29559999999998	-247.44625714285709	321.83794285714293	479.60774285714291	596.32697142857148	559.40474285714288	823.12854285714286	867.0085714285716	1140.791542857143	824.3729714285713	1441.4864	累計収支	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	337.202	442.73520000000002	462.0308	-185.41545714285709	-263.57751428571419	-183.96977142857128	12.357200000000187	171.76194285714308	594.890485714286	1061.8990571428576	1802.6906000000008	2227.0635714285722	3268.5499714285716	所得	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	515.34749523809512	473.40139523809518	440.92579523809513	308.15683684210535	420.29847368421053	524.83641052631583	613.32377593984961	782.63038421052624	857.03302105263174	913.70058646616542	1040.918294736842	1203.6536706766915	1360.7670992481201	

金額(万円）









販売金額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	1644.8	1574.8	1514	1576	1848.8	2059.1	2264.1	2459.1999999999998	2599.5	2668	3088.3	3460.1	3629.2	支出額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	-907.59799999999996	-1069.2668000000001	-1094.7044000000001	-1548.4462571428571	-1526.962057142857	-1579.4922571428572	-1667.7730285714285	-1899.7952571428571	-1776.371457142857	-1800.9914285714283	-1947.5084571428572	-2635.7270285714289	-2187.7136	キャッシュフロー	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	737.202	618.03319999999997	564.79560000000004	206.05374285714291	500.33794285714293	658.10774285714297	774.82697142857148	737.90474285714288	1001.6285428571429	1026.7585714285717	1201.291542857143	851.8729714285713	1441.4864	累計収支	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	337.202	555.23519999999996	720.0308	526.08454285714288	626.42248571428581	884.53022857142878	1259.3572000000001	1597.2619428571434	2198.8904857142861	2825.6490571428581	3626.9406000000008	4078.8135714285718	5120.2999714285716	所得	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	515.34749523809512	585.90139523809512	586.42579523809513	525.94255112781957	638.08418796992487	742.62212481203005	831.10949022556372	1000.4160984962408	1074.818735338346	1112.7363007518795	1140.7040090225566	1231.1536706766915	1360.7670992481201	

金額(万円）









販売金額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	1644.8	1574.8	1514	1576	1848.8	2059.1	2264.1	2459.1999999999998	2599.5	2668	3088.3	3460.1	3629.2	支出額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	-907.59799999999996	-1069.2668000000001	-1094.7044000000001	-1823.4462571428571	-1526.962057142857	-1579.4922571428572	-1667.7730285714285	-1899.7952571428571	-1776.371457142857	-1800.9914285714283	-1947.5084571428572	-2635.7270285714289	-2187.7136	キャッシュフロー	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	737.202	505.53320000000002	419.29559999999998	-247.44625714285709	321.83794285714293	479.60774285714291	596.32697142857148	559.40474285714288	823.12854285714286	867.0085714285716	1140.791542857143	824.3729714285713	1441.4864	累計収支	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	337.202	442.73520000000002	462.0308	-185.41545714285709	-263.57751428571419	-183.96977142857128	12.357200000000187	171.76194285714308	594.890485714286	1061.8990571428576	1802.6906000000008	2227.0635714285722	3268.5499714285716	所得	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	515.34749523809512	473.40139523809518	440.92579523809513	308.15683684210535	420.29847368421053	524.83641052631583	613.32377593984961	782.63038421052624	857.03302105263174	913.70058646616542	1040.918294736842	1203.6536706766915	1360.7670992481201	

金額(万円）









販売金額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	1644.8	1574.8	1514	1576	1848.8	2059.1	2264.1	2459.1999999999998	2599.5	2668	3088.3	3460.1	3629.2	支出額	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	-907.59799999999996	-1069.2668000000001	-1094.7044000000001	-1548.4462571428571	-1526.962057142857	-1579.4922571428572	-1667.7730285714285	-1899.7952571428571	-1776.371457142857	-1800.9914285714283	-1947.5084571428572	-2635.7270285714289	-2187.7136	キャッシュフロー	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	737.202	618.03319999999997	564.79560000000004	206.05374285714291	500.33794285714293	658.10774285714297	774.82697142857148	737.90474285714288	1001.6285428571429	1026.7585714285717	1201.291542857143	851.8729714285713	1441.4864	累計収支	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	337.202	555.23519999999996	720.0308	526.08454285714288	626.42248571428581	884.53022857142878	1259.3572000000001	1597.2619428571434	2198.8904857142861	2825.6490571428581	3626.9406000000008	4078.8135714285718	5120.2999714285716	所得	前年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	515.34749523809512	585.90139523809512	586.42579523809513	525.94255112781957	638.08418796992487	742.62212481203005	831.10949022556372	1000.4160984962408	1074.818735338346	1112.7363007518795	1140.7040090225566	1231.1536706766915	1360.7670992481201	

金額(万円）











Sheet6

				前年 ゼンネン		1年目 ネンメ		2年目 ネンメ		3年目 ネンメ		４年目 ネンメ		５年目 ネンメ		６年目 ネン メ		７年目 ネン メ		８年目 ネン メ		９年目 ネン メ		10年目 ネンメ		11年目 ネン メ		12年目 ネン メ		13年目 ネンメ		14年目 ネン メ

		販売金額 ハンバイ キンガク		271600000		271600000		271600000		277630000		264305000		236221000		231508000		241936000		235732000		234528000		231567500		246188500		266572000		287802000		300502000

		支出額 シシュツガク		157335600		174636660		170439660		181564940		168215550		164123800		159619770		168220740		156705480		162717930		155369590		162845360		158704140		171889480		169001100

		キャッシュフロー		15264400		-2036660.00000001		2160339.99999999		-2934940.00000001		89450.0000000037		-17902800		-15111770		-10284740		-1973479.99999999		-3189930.00000002		4197909.99999998		6094052.92186348		14549000.0271266		19912520		35500900

		累計収支 ルイケイ シュウシ		11264400		9227739.99999997		11388080		8453139.99999995		8542589.99999995		-9360210.00000003		-24471980		-34756720		-36730200		-39920130		-35722220.0000001		-29628167.0781366		-15079167.0510099		4833352.94899007		40334252.9489901

		常時雇用者数 ジョウジ コヨウ シャ スウ		33		33		33		33		32		30		29		28		27		25		24		24		24		24		24

		支払可能常時雇用者1人当たり賃金額 シハライ カノウ ジョウジ コヨウ シャ ニン ア チンギン ガク		2777236.82624565		2548113.79594262		2446204.70503353		2509297.27600642		2459879.13731019		2091738.56851934		2044956.2821862		2348788.52642109		2406578.29139297		2675578.14628335		2831777.09316797		3218711.96158902		3888285.83220306		4326525.83220306		4800616.66553639

				前年
33人 ゼンネン ニン		1年目
33人 ネンメ ニン		2年目
33人 ネンメ ニン		3年目
33人 ネンメ ニン		４年目
32人 ネンメ ニン		５年目
30人 ネンメ ニン		６年目
29人 ネン メ ニン		７年目
28人 ネン メ ニン		８年目
27人 ネン メ ニン		９年目
25人 ネン メ ニン		10年目
24人 ネンメ ニン		11年目
24人 ネン メ ニン		12年目
24人 ネン メ ニン		13年目
24人 ネンメ ニン		14年目
24人 ネン メ ニン

		販売金額 ハンバイ キンガク		27,160		27,160		27,160		27,763		26,431		23,622		23,151		24,194		23,573		23,453		23,157		24,619		26,657		28,780		30,050

		支出額 シシュツガク		-15,734		-17,464		-17,044		-18,156		-16,822		-16,412		-15,962		-16,822		-15,671		-16,272		-15,537		-16,285		-15,870		-17,189		-16,900

		キャッシュフロー		15,264		-2,037		2,160		-2,935		89		-17,903		-15,112		-10,285		-1,973		-3,190		4,198		6,094		14,549		19,913		35,501

		累計収支 ルイケイ シュウシ		11,264		9,228		11,388		8,453		8,543		-9,360		-24,472		-34,757		-36,730		-39,920		-35,722		-29,628		-15,079		4,833		40,334

		支払可能常時雇用者
1人当たり賃金額 シハライ カノウ ジョウジ コヨウ シャ ニン ア チンギン ガク		27,772		25,481		24,462		25,093		24,599		20,917		20,450		23,488		24,066		26,756		28,318		32,187		38,883		43,265		48,006



販売金額	前年	
33人	1年目	
33人	2年目	
33人	3年目	
33人	４年目	
32人	５年目	
30人	６年目	
29人	７年目	
28人	８年目	
27人	９年目	
25人	10年	目	
24人	11年目	
24人	12年目	
24人	13年目	
24人	14年目	
24人	27160	27160	27160	27763	26430.5	23622.1	23150.799999999999	24193.599999999999	23573.200000000001	23452.799999999999	23156.75	24618.85	26657.200000000001	28780.2	30050.2	支出額	前年	
33人	1年目	
33人	2年目	
33人	3年目	
33人	４年目	
32人	５年目	
30人	６年目	
29人	７年目	
28人	８年目	
27人	９年目	
25人	10年目	
24人	11年目	
24人	12年目	
24人	13年目	
24人	14年目	
24人	-15733.56	-17463.666000000001	-17043.966	-18156.493999999999	-16821.555	-16412.38	-15961.977000000001	-16822.074000000001	-15670.548000000001	-16271.793	-15536.959000000001	-16284.536	-15870.414000000001	-17188.948	-16900.11	キャッシュフロー	前年	
33人	1年目	
33人	2年目	
33人	3年目	
33人	４年目	
32人	５年目	
30人	６年目	
29人	７年目	
28人	８年目	
27人	９年目	
25人	10年目	
24人	11年目	
24人	12年目	
24人	13年目	
24人	14年目	
24人	15264.399999999985	-2036.6600000000149	2160.3399999999851	-2934.9400000000073	89.450000000003726	-17902.799999999985	-15111.769999999999	-10284.740000000003	-1973.4799999999871	-3189.9300000000185	4197.9099999999798	6094.0529218634829	14549.00002712664	19912.52	35500.9	累計収支	前年	
33人	1年目	
33人	2年目	
33人	3年目	
33人	４年目	
32人	５年目	
30人	６年目	
29人	７年目	
28人	８年目	
27人	９年目	
25人	10年目	
24人	11年目	
24人	12年目	
24人	13年目	
24人	14年目	
24人	11264.399999999985	9227.7399999999707	11388.079999999954	8453.1399999999485	8542.589999999951	-9360.2100000000337	-24471.980000000029	-34756.72000000003	-36730.200000000012	-39920.130000000026	-35722.220000000052	-29628.167078136572	-15079.16705100993	4833.3529489900693	40334.25294899007	支払可能常時雇用者	
1人当たり賃金額	前年	
33人	1年目	
33人	2年目	
33人	3年目	
33人	４年目	
32人	５年目	
30人	６年目	
29人	７年目	
28人	８年目	
27人	９年目	
25人	10年目	
24人	11年目	
24人	12年目	
24人	13年目	
24人	14年目	
24人	27772.368262456494	25481.137959426189	24462.047050335281	25092.972760064149	24598.791373101874	20917.385685193382	20449.56282	1861957	23487.885264210949	24065.78291392971	26755.781462833547	28317.770931679683	32187.119615890213	38882.858322030566	43265.258322030568	48006.166655363893	

販売金額、支出額(万円）

キャッシュフロー、累計収支(千円）支払可能常時雇用者1人当たり賃金額(百円）
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