
【設 立】 平成25年3月1日（法人化）
代表取締役：安藤重治氏（3代目：46才）

【作業者】 代表取締役を含む6名 → いずれも40代

【経営理念】 地域を愛し地域に愛される農業法人になる！

【経営品目】 13品種の稲作を主力品目として、大豆・小麦・
水田活用米穀・キャベツ・加工（切餅 米粉）・果樹
→ 多角・複合経営

【経営農地】 農地借入面積（農地中間管理事業）１２６ ㏊
・作付面積（二毛作含む） １４３㏊
・受託作業面積 １０㏊ 合計 １５３ ha

経営改善を目指して-［播種半作」の大豆生産 令和3年度東海大豆検討会

アグリード株式会社（岐阜県本巣市十四条554番地2）

【会社概要】

【大豆面積の推移】(H28年度より作付開始）

【大豆栽培の特徴】

【作付概況】
品目 作付面積(ha)

大豆（フクユタカ） 15.4

水稲 主食用米（１３品種） 54.5

飼料用米（４品種） 32.1

加工用米 4.0

輸出用米 2.0

小麦（タマイズミ） 34.5

加工用野菜（キャベツ） 0.6

受託作業 10.0

令和3年 経営面積 153ha

【経営の特徴】
・実行予算書による財務管理
・ICT利活用による営農管理
・働きやすい労働環境づくり

年度 作付面積
（ha）

単収
（kg/10a）

県平均
（kg/10a）

県平均比
（%）

H28 5.2 164 107 153

H29 6.8 196 117 168

H30 10.8 108 50 216

R1 11.6 213 108 197

R2 13.5 157 98 160

R3（本年） 15.4 198 － －

ー「播種半作」を念頭にした計画の確実な実行 ー

【作付計画】
・営農支援システム（KSAS）を利用し輪作体系を基本とした営農計画を1月中に策定

【ほ場・種子準備】
・土づくり－ 前作麦稈の鋤込み・土改材の施用（土壌診断により苦土入ＰＫ化成と石灰窒素を混合）
・排水対策－ 播種前排水溝（額縁明渠・弾丸暗渠）播種後排水溝（中溝）の敷設
・種子粉衣－ 種子粉衣時に殺菌剤に加え発根促進剤を処理

【適期播種】
・適期播種－ 試験栽培の過去実績により狭畦栽培
・播種作業－ トプコン自動操舵システムと整地施肥播種複合作業機の使用による高精度作業

【病害虫防除】
・防除診断に基づくブームスプレーヤーによる農薬散布（R2ドローン導入:本格的散布を実証中）
・茎葉形成の栄養生長期に光合成促進のためにケイ酸マグネシウムを葉面散布

【収穫・乾燥調製】
・水分測定による適期収穫、収穫時の大豆損傷を軽減できるエアーグレンコンバインを使用
・自社での乾燥・選別でコスト削減

・200㎏/10a、県平均比150％以上の収量
・団地化とスマート農機で作付20ha と低コスト化
・新品種、実需、自社加工・販売、地域連携

【今後の目標・方向性】

労働時間：10a当たり4.85時間
費用合計：10a当たり40,680円

【資 本 金】 5,000千円
【売 上 高】 169,833千円
【大豆所得】 56千円/10a

第48回全国豆類経営改善共励会農林水産大臣賞受賞

密植により主茎長（最下着莢位置）を高めて
収穫時の汚損防止と単収確保



タイムライン（月）

品目［品種 ㏊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
大豆【フクユタカ】 15.4

小麦【タマイズミ】 34.5

加工キャベツ 0.6

①あさひの夢〔直播〕 4.1

②ハツシモ〔直播〕 1.5

③にじのきらめき〔直播〕 4.5

④あきたこまち 4.1

⑤つや姫 0.6

⑥コシヒカリ 5.0

⑦ひとめぼれ 2.0

⑧たかやまもち 2.1

⑨みつひかり 3.5

⑩ミルキークイーン（前半） 1.3

⑪五百万石 0.6

⑫てんたかく 0.6

⑬岐系207号 1.7 播種期間

⑭にじのきらめき〔移植〕 3.7 移植期間

⑮あさひの夢〔移植〕 1.7 出穂日

⑯ハツシモ〔移植〕 11.0 開花期

⑰ミルキークイーン（後半） 2.4 収穫期間

⑱ハツシモ〔密苗移植〕 7.6

⓵とよめき 6.9

⓶みつひかり 12.9

⓷北陸193号 4.4

⓸あきだわら 4.6

❶みつひかり 4.0

1 ⃣ にじのきらめき 2.0

田植え
60日・基本1オペ

収穫
95日・基本1オペ

防除（地上・空中）

←播種半作

経営改善を目指して-［播種半作」の大豆生産 令和3年度東海大豆検討会

加工用米

輸出用米
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50.5㏊

58.0㏊

28.8㏊

綿密な計画と作業前準備、作業の遅延修正や経営改善により それぞれの適期を逃さない！ということが重要です



経営改善を目指して-［播種半作」の大豆生産 令和3年度東海大豆検討会

【栽培概要】前作：小麦（タマイズミ）〔二年三作及び三年五作〕・ 一部単作

作業日 作業内容 詳 細（資材等） 備 考

6月20日～ 額縁明渠・弾丸暗渠 天候・圃場条件・収量コンバインの麦刈り水分（湿田→先）で優先的に作業

7月10日～ 除草剤散布 ラウンドアップマックロード500ml/10a

7月15日～ 土壌改良材施用 石灰窒素（粒）10㎏/10a＋苦土入りPK化成（0-18-16）10㎏/10a ミックスソーワ― 土壌診断・自動操舵農機

7月20日～ 耕起 雨降り前までに播種・除草剤散布が完了できる面積を耕起（基本2度）

7月21日～ 播種

播種量 8㎏/10a

（キヒゲンR-2フロアブル20ml/種子1㎏＋ネバルくん30ml/種子10㎏）

施肥量 10㎏/10a （化成肥料 14-14-14）

自動操舵農機（播種歴3年）

整地施肥複合播種機

7月21日～ 明渠（中溝） 播種と連動作業（落口に確実に接続） 自動操舵農機

7月22日～ 除草剤散布 エコトップＰ乳剤500ml/10a ブームスプレーヤー

8月11日～ 害虫防除 グレーシア乳剤2,000倍＋ヒーロー1,000倍 〃

9月7日～ 病害虫防除 アミスター20フロアブル2,000倍＋トレボン乳剤1,000倍＋ヒーロー1,000倍 〃

9月21日～ 害虫防除 プレオフロアブル1,000倍

11月25日～ 収穫 乾燥調製能力の1.5㏊～2㏊/日程度

11月27日～ 乾燥調製 自社調製（粒径選別）

大豆圃場

【令和4年産に向けて】

・三年五作の確立（単作での経営確立も実証）

・ドローンのフル活用（ブロフレアSC：三井化学アグロ㈱の新規殺虫剤）大豆での登録を待ち望む

・鶏糞ペレット150㎏～200㎏/10a施肥（食で例えるご飯の部分を重要視）


