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別表１ あっせん基準面積

市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

阿賀野市 安田町 全域 個別 土地利用型 140

酪農＋土地利用型 160 10

酪農専業 160 30

組織 土地利用型 200

酪農専業 50 60

京ヶ瀬村 全域 個別 土地利用型 202

水稲＋施設野菜 150 10

水稲＋露地野菜 150 20

水稲＋花卉 150 50

水稲＋酪農 150 10

水稲＋肥育牛 150 15

水原町 全域 個別 土地利用型 191

水稲＋切花 140 露地10、施設5

水稲＋鉢物 140 19

水稲＋野菜 150 48

水稲＋椎茸 150 8,000

水稲＋酪農 200 31

水稲＋肉用牛 200 50

笹神村 第１地区 個別 土地利用型 140

水稲＋酪農 140

水稲＋柿 140

第２地区 個別 土地利用型 237

水稲＋酪農 200

水稲＋椎茸 200

水稲＋野菜 200

水稲＋花卉 200

新発田市 豊浦町 全域 個別 水稲 240

水稲＋野菜 200 40

水稲＋花卉 200 40

水稲＋肥育牛 200 50

水稲＋酪農 200 20

水稲＋エノキ茸 200 30,000

組織 組織経営体 1,000 500 麦＋大豆500

加治川村 全域 個別 水稲 235

水稲＋施設園芸 175 5

水稲＋露地野菜 175 15

水稲＋花卉 175 4

水稲＋果樹 175 7

水稲＋食茸 150 7,500

水稲＋畜産 175 20
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(新発田市) (加治川村) (全域) 組織 水稲＋作業受託 1,000 150

紫雲寺町 全域 個別 水稲 210

水稲＋養豚 180

水稲＋露地野菜 180 30

水稲＋施設野菜 180 30

水稲＋たばこ 150 60

水稲＋球根 150 60

新発田市 新発田、佐々 個別 水稲単一 220

木 水稲＋花卉 220 花卉3a＝水稲10a

水稲＋野菜 220 野菜3a＝水稲10a

川東、松浦 個別 水稲単一 190

水稲＋たばこ 190 たばこ5a＝水稲10a

水稲＋酪農 190 成牛1頭＝水稲10a

水稲＋肉用牛 190 肥育牛2頭＝水稲10a

水稲＋養豚 190 種豚雌1頭＝水稲10a

五十公野、菅 個別 水稲単一 150

谷、米倉、加 水稲＋果樹 150 果樹3a＝水稲10a

治 水稲＋野菜 150 野菜3a＝水稲10a

赤谷 個別 水稲単一 70

水稲＋椎茸 70 椎茸300本＝水稲10a

聖籠町 全域 個別 水稲 230

水稲＋たばこ 100 60

水稲＋露地野菜 150 50

水稲＋施設野菜 100 20

水稲＋酪農 100

水稲＋花卉 30 40

水稲＋果樹１ 100 40

水稲＋果樹２ 50 50

観光果樹＋果樹専門 70

組織 土地利用型 1,500

胎内市 中条町 全域 個別 土地利用型 200

水稲＋たばこ 170 30

水稲＋野菜 170 20

水稲＋球根 110 60

水稲＋果樹 170 20

水稲＋施設園芸 170 30

水稲＋肉用牛 170 10

水稲＋酪農 170 7

水稲＋養豚 170 10

畑作専作 105

組織 水稲(主たる従事者４人) 1,100 60 麦＋大豆50
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(胎内市) 黒川村 全域 個別 水稲 163

水稲＋肥育牛 140 12

水稲＋花卉 140 10

水稲＋野菜 140 10

関川村 全域 個別 水稲 302

水稲＋露地野菜(ねぎ) 200 10

水稲＋肉用牛 230 72

水稲＋椎茸 230 菌床

組織 水稲＋もち 1,200 もち

村上市 荒川町 全域 個別 水稲 180

水稲＋さといも 140 20

水稲＋露地野菜 140 10

水稲＋球根 140 30

水稲＋切花 150 延べ25

水稲＋肉用牛 160 30

水稲＋酪農 160 20

水稲＋養豚 160 60

神林村 全域 個別 水稲 189

水稲＋施設野菜 130 56

水稲＋露地野菜 130 56

水稲＋花卉 130 56

水稲＋椎茸 189 5,000

水稲＋肉用牛 189 45

水稲＋養豚 189 100

組織 水稲＋転作大豆 1,000(大豆を含む)

朝日村 全域 個別 水稲 200

水稲＋施設野菜 130 10

水稲＋肉用牛 130 20

水稲＋果樹 130 柿20

水稲＋たばこ 130 20

水稲＋食茸 130 ﾊｳｽ20坪

養豚 母豚30頭

組織 水稲＋転作大豆 750 250

山北町 全域 個別 水稲＋作業受託 60 100

水稲＋椎茸 60 ﾊｳｽ20坪

水稲＋施設野菜 60 ﾊｳｽ8

水稲＋切花 60 ユリ5

組織 水稲＋大豆 - -

村上市 全域 個別 水稲 132

水稲＋切花 100 ユリ10

水稲＋露地野菜 100 20
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(村上市) (村上市) (全域) (個別) 水稲＋施設野菜 100 10

水稲＋肉用牛 80 15

水稲＋たばこ 100 15

水稲＋椎茸 90 2,000

露地野菜＋施設野菜 132

組織 水稲＋露地野菜 2,000 50

新潟市 豊栄市 全域 個別 水稲 233

水稲＋露地野菜 水稲面積 露地野菜＝3倍に換算

水稲＋果樹 水稲面積 果樹＝3倍に換算

水稲＋露地野菜＋果樹 水稲面積 露地野菜、果樹＝3倍に換算

水稲＋花卉 水稲面積 花卉＝3倍に換算

水稲＋たばこ 水稲面積 たばこ＝3倍に換算

水稲＋施設園芸 水稲面積 施設園芸＝6倍に換算

水稲＋肥育牛 水稲面積 肥育牛2頭＝水稲10a

組織 水稲 1,500(作業受託含む)

小須戸町 全域 個別 土地利用型 178

水稲＋露地野菜 138 40

花木単一 花木40

水稲＋花木 158 花木20

水稲＋果樹 158 20

酪農 20

横越町 全域 個別 水稲 194

水稲＋畑作 194 畑10a＝水稲20a

水稲＋球根 194 球根10a＝水稲20a

水稲＋酪農 194 乳牛1頭＝水稲10a

水稲＋養豚 194 肉豚25頭＝水稲10a

水稲＋果樹 194 果樹10a＝水稲30a

組織 水稲 800

亀田町 全域 個別 土地利用型 224

水稲＋転作野菜Ⅰ 224

水稲＋転作野菜Ⅱ 224

水稲＋果樹(なし) 224 果樹3.3a＝水稲10a

水稲＋果樹(うめ) 224 果樹3.3a＝水稲10a

水稲＋花卉 224 ハウス1.3a＝水稲10a

新津市 全域 個別 水稲 194

水稲＋酪農 104 2

水稲＋肉豚 129 22

水稲＋花卉 162 17

水稲＋果樹 128 34

水稲＋野菜 157 12 いちご12

花木専業 花木50
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(新潟市) (新津市) (全域) (個別) 水稲＋花木 100 花木17

白根市 全域 個別 土地利用型 240

果樹＋水稲 240 果樹1a＝水田8a

果樹単一 240 果樹1a＝水田8a

施設野菜＋土地利用型 240 ハウス1a＝水稲10a

露地野菜＋土地利用型 240 畑1a＝水稲10a

花卉＋土地利用型 240 花卉1a＝水稲10a

花木単一 240 花木1a＝水稲10a

養豚＋土地利用型 240 種豚2頭、肉豚40頭＝各水田20a

稲作＋その他 240 ※複合部門上記で換算

その他 240 ※複合部門上記で換算

岩室村 全域 個別 水稲＋大豆(土地利用型) 226

水稲＋大豆(土地利用型) 226

水稲＋露地野菜(ねぎ、加工なす) 226

水稲＋露地野菜(ねぎ、そらまめ) 226

水稲＋施設野菜(きゅり、とまと) 226

水稲＋施設野菜(ほうれんそう) 226

水稲＋酪農 226

水稲＋養豚 226

巻町 (第一地区) 個別 水稲 240

漆山地区 水稲＋施設野菜 140 20

水稲＋養豚 160 50

(第二地区) 個別 水稲 240

巻五・二地区 水稲＋施設野菜 130 20

水稲＋養豚 150 50

(第三地区) 個別 水稲 170

峰岡・松野尾・角田地 果樹 150

区 水稲＋畑作 100 畑作70

水稲＋果樹 100 50

水稲＋施設野菜 100 20

水稲＋養豚 130 50

露地野菜 120

畑作＋養豚 畑作110 50

西川町 全域 個別 水稲 230

水稲＋露地野菜 230

水稲＋施設花卉 230

水稲＋酪農 230 乳牛9、育成牛6頭

水稲＋養豚 230 種豚19、肥育豚26頭

味方村 全域 個別 水稲 271.2

畑作 271.2 畑5a＝水田10a

施設園芸 271.2 ﾊｳｽ3a＝水田10a
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(新潟市) (味方村) (全域) (個別) 水稲＋畑作 271.2 畑5a＝水田10a

水稲＋施設園芸 271.2 ﾊｳｽ3a＝水田10a

潟東村 全域 個別 水稲＋大豆 250

水稲(種子)＋大豆 250

水稲＋施設野菜 250

水稲＋露地野菜 250

花卉＋水稲 250

酪農＋水稲 250

養豚＋水稲 250

組織 水稲＋大豆 250(構成員1戸当り)

月潟村 全域 個別 土地利用型(田) 230

土地利用型(作業受託中心) 230

果樹 230 樹園地3a＝水田10a

水稲＋果樹 230 樹園地3a＝水田10a

水稲＋果樹＋花卉 230 畑4.5a＝水田10a

組織 土地利用型＋農産加工 230(構成員1戸当り)

中之口村 全域 個別 土地利用型(田) 193

土地利用型(借地中心) 193

水稲＋施設野菜 193

水稲＋花卉 193

水稲＋酪農 193

水稲＋果樹(もも) 193

水稲＋果樹(なし類) 193

水稲＋果樹(ぶどう) 193

果樹単一(ぶどう) 193

組織 土地利用型(構成員1戸当り) 193

新潟市 全域 個別 水稲 213.6

畑作 213.6 畑5a＝水田10a

施設園芸 213.6 ﾊｳｽ3a＝水田10a

水稲＋畑作 213.6 畑5a＝水田10a

水稲＋施設園芸 213.6 ﾊｳｽ3a＝水田10a

五泉市 村松町 全域 個別 水稲 162

水稲＋酪農 100 5

水稲＋施設＋露地野菜 80 20

水稲＋果樹(ぶどう) 100 10

水稲＋果樹(くり) 100 50

水稲＋花木 100 花木5

水稲＋椎茸 100 菌床3,000

五泉市 全域 個別 水稲＋大豆 178

水稲＋露地野菜 158 20

水稲＋施設野菜 158 20
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

（五泉市） (五泉市) (全域) (個別) 水稲＋花卉、球根 158 20

水稲＋果樹 158 20

水稲＋酪農 148 3

水稲＋レンコン 45 133

弥彦村 全域 個別 水稲 220

水稲＋露地野菜 220

水稲＋施設野菜 220

水稲＋椎茸 220

水稲＋養豚 220

水稲＋果樹 220

水稲＋花卉 220

燕市 分水町 旧島上地区 個別 水稲＋大豆 195

水稲＋施設野菜 195

水稲＋露地野菜 195

水稲＋果樹 195

水稲＋花卉 195

養豚 195

水稲＋酪農 195

旧国上地区 個別 水稲＋大豆 165

水稲＋施設野菜 165

水稲＋露地野菜 165

水稲＋果樹 165

水稲＋花卉 165

養豚 165

水稲＋酪農 165

旧大河津地区 個別 水稲＋大豆 115

水稲＋施設野菜 115

水稲＋露地野菜 115

水稲＋果樹 115

水稲＋花卉 115

養豚 115

水稲＋酪農 115

吉田町 全域 個別 水稲 200

燕市 全域 個別 水稲 200

水稲＋露地野菜 176 普通畑24

水稲＋果樹 153 47

水稲＋施設野菜 164 普通畑26、ﾊｳｽ10

水稲＋養豚 200 常時飼育80、年出荷200

阿賀町 津川町 (Ａ地域) 個別 水稲 83

野村、常浪、津川、20a区画以上の地域 水稲＋露地野菜 83
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(阿賀町) (津川町) (Ｂ地域) 個別 水稲 35

Ａ地域以外の 水稲＋露地野菜 35

区画整理地域 水稲＋肉用牛 35

(Ｃ地域) 個別 水稲 10

ＡＢ地域以外の地域 水稲＋露地野菜 10

(区画整理未整備地域) 水稲＋肉用牛 10

鹿瀬町 鹿瀬 個別 水稲 52.7

水稲＋露地野菜 52.7

水稲＋きのこ 52.7

日出谷 個別 水稲 33.7

水稲＋露地野菜 33.7

水稲＋きのこ 33.7

豊実 個別 水稲 43.0

水稲＋露地野菜 43.0

水稲＋きのこ 43.0

上川村 (第一地域) 個別 水稲 111

野中、九島、長木、 水稲＋そば 111

三階原、小杉、原、 水稲＋露地野菜 111

八田蟹、鍵取 水稲＋きのこ(なめこ) 111

(第二地域) 個別 水稲 50

上記以外の集 水稲＋そば 50

落 水稲＋露地野菜 50

水稲＋きのこ(なめこ) 50

三川村 三川 個別 水稲 53.9

水稲＋露地野菜 53.9

水稲＋きのこ 53.9

下条 個別 水稲 42.3

水稲＋露地野菜 42.3

水稲＋きのこ 42.3

揚川 個別 水稲 39.5

水稲＋露地野菜 39.5

水稲＋きのこ 39.5

田上町 全域 個別 水稲 213

水稲＋野菜 213 畑10a、ﾊｳｽ3a＝水田10a

水稲＋果樹 213 果樹園5a＝水田10a

水稲＋養豚 213 種豚2、肉豚30＝水田10a

水稲＋酪農 213 乳牛0.5頭＝水田10a

水稲＋その他 213(複合部門を上記で換算)

加茂市 全域 個別 水稲 152

(中山間除く) 果樹 樹園地100

水稲＋果樹 60 樹園地60
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(加茂市) (全域) (個別) 水稲＋露地野菜 110 12

(中山間除く) 水稲＋施設野菜 110 畑12、施設10

水稲＋花卉 110 畑12、施設6

中山間 個別 酪農＋水稲 80 策乳牛22、育成牛3

水稲 80

三条市 下田村 全域 個別 水稲 118.4

水稲＋野菜 118.4

花卉＋水稲 118.4

たばこ＋水稲 118.4

酪農＋水稲 118.4

養豚＋水稲 118.4

水稲＋園芸 118.4

水稲＋肉用牛 118.4

水稲＋茸類 118.4

組織 水稲 118.4

栄町 平坦地区 個別 水稲 199.5

山添地区 個別 水稲 110.5

平坦地区 個別 水稲＋大豆 199.5

山添地区 個別 水稲＋大豆 110.5

平坦地区 個別 水稲＋露地野菜 199.5

山添地区 個別 水稲＋露地野菜 110.5

平坦地区 個別 水稲＋施設野菜 199.5

山添地区 個別 水稲＋施設野菜 110.5

平坦地区 個別 水稲＋花卉 199.5

山添地区 個別 水稲＋花卉 110.5

平坦地区 個別 水稲＋果樹 199.5

山添地区 個別 水稲＋果樹 110.5

平坦地区 個別 水稲＋酪農 199.5

山添地区 個別 水稲＋酪農 110.5

平坦地区 組織 水稲＋大豆 199.5

山添地区 組織 水稲＋大豆 110.5

三条市 全域 個別 土地利用型(水稲他) 156

個別 養鶏 鶏14,800

見附市 Ａ－１ 個別 水稲＋大豆 180

（旧今町） 水稲＋養豚 180 5

水稲＋露地野菜 180

水稲＋施設野菜 180

Ａ－２ 個別 水稲＋大豆 160

（旧新潟） 水稲＋養豚 160 5

水稲＋露地野菜 160

水稲＋施設野菜 160
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(見附市) Ａ－３ 個別 水稲＋大豆 160

（旧葛巻） 水稲＋養豚 160 5

水稲＋露地野菜 160

水稲＋施設野菜 160

水稲＋果樹 160

水稲＋花卉 160

Ｂ－１ 個別 水稲＋大豆 100

（旧見附） 水稲＋養豚 100 5

水稲＋露地野菜 100

水稲＋施設野菜 100

水稲＋花卉 100

Ｂ－２ 個別 水稲＋大豆 100

（旧鵜上北谷） 水稲＋果樹 100

Ｂ－３ 個別 水稲＋大豆 100

（旧北谷） 水稲＋花卉 100

長岡市 中之島町 全域 個別 水稲 170 水田転作50

水稲＋野菜 170 50

越路町 全域 個別 水稲 130

水稲作業受託中心 130

施設野菜＋水稲 100 30

果樹＋水稲 100 30

養豚＋水稲 100 100

組織 土地利用型＋花卉＋施設野菜 100 畑30

土地利用型＋農産加工 130

土地利用型＋施設野菜 100 畑30

三島町 平場 個別 水稲＋転作(大麦＋大豆) 190

水稲＋花卉＋転作(大麦＋大豆) 136 10

水稲＋野菜＋転作(大麦＋大豆) 154 20

（山間） 個別 水稲＋転作(大麦＋大豆) 120

蓮花寺、中永、 水稲＋椎茸 145 1,000

上条、逆谷、 水稲＋養豚 120

気比宮、宮澤 酪農 採草放牧地160

組織 転作(大麦＋大豆) 570

与板町 全域 個別 水稲 187

水稲＋作業受託 187

水稲＋露地野菜 187

水稲＋施設園芸 187

水稲＋なめこ＋椎茸 187

組織 水稲＋作業受託 187

和島村 平場 個別 水稲＋大麦＋大豆 150

水稲＋大麦＋大豆＋作業受託(水稲) 150
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(長岡市) (和島村) (平場) (個別) 水稲＋酪農 150

水稲＋肥育牛＋作業受託(水稲) 150

水稲＋施設野菜＋花卉 150

水稲＋大豆＋野菜＋果樹 150

水稲＋大豆＋野菜＋花卉 150

山間地等 個別 水稲＋大豆＋作業受託(水稲) 150

寺泊町 夏戸、潟、山 個別 土地利用型 145

ノ脇(町軽井 水稲＋施設野菜 145

のみ)、大河 水稲＋露地野菜 145

津 水稲＋果樹 145

水稲＋花卉 145

水稲＋肉用牛 145

組織 土地利用型 435

郷本、野積、 個別 土地利用型 145

山ノ脇(町軽 土地利用型(民宿経営含む） 145

井を除く) 組織 土地利用型 435

山古志村 全域 個別 水稲＋農外収入 70

水稲＋肉用牛 70 14

水稲＋錦鯉 70 養魚池20

水稲＋露地野菜＋農外収入 70 畑10

長岡市 全域 個別 水稲 150

水稲＋畑作 150

水稲＋畜産 150

組織 水稲 150

栃尾市 全域 個別 水稲(兼業) 80

北部 個別 水稲 80

水稲＋露地野菜 80

組織 水稲 400

南部 個別 水稲 80

水稲＋農産加工 80

組織 水稲 400

小国町 全域 個別 水稲 80

水稲＋露地野菜 70 10

水稲＋きのこ 80 5,000

水稲＋ぎんなん 70 10

酪農＋水稲 70 20 10

川口町 全域 個別 水稲 83

水稲＋野菜 83

出雲崎町 全域 個別 水稲 105

水稲＋酪農 105 10

水稲＋養豚 105 100
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(出雲崎町) (全域) (個別) 水稲＋果樹 105 10

水稲＋椎茸 105 3,000

水稲＋切花 105 10

水稲＋露地野菜 105 20

組織 水稲 210

水稲＋大豆 315 50

柏崎市 高柳町 全域 個別 水稲 60

水稲＋特栽米 60

水稲＋露地野菜＋山菜等 60 10

水稲＋施設野菜 60 10

水稲＋肉用牛 60

西山町 全域 個別 水稲 80

柏崎市 西中通 個別 水稲 320

北鯖石 個別 水稲 210

柏崎、上条 個別 水稲 180

中通、黒姫 個別 水稲 170

高田 個別 水稲 150

田尻 個別 水稲 140

中鯖石、北条 個別 水稲 110

南鯖石 個別 水稲 80

高浜 個別 水稲 60

米山、荒浜、上米山 個別 水稲 50

刈羽村 全域 個別 水稲 150

水稲＋野菜 120 10

水稲＋果樹 120 10

組織 水稲(全面受委託) 1,000

小千谷市 全域 専業 水稲 120

水稲＋野菜 90 20

個 水稲＋肥育牛 90 16

水稲＋酪農 90 20

別 水稲＋きのこ 90 エノキ20,000

水稲＋花卉 90 20

兼業 水稲＋野菜(平場) 90 20

水稲＋野菜(中山間地) 70 20

組織 水稲 600

魚沼市 堀之内町 全域 個別 水稲(単一経営) 91

水稲(複合経営) 91

花卉＋水稲 91

酪農＋水稲 91

野菜＋水稲 91

花卉 91
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(魚沼市) (堀之内町) (全域) 組織 水稲 91

花卉 91

小出町 全域 個別 水稲 100

水稲＋酪農 70 10

水稲＋そ菜 80 20

水稲＋たばこ 70 30

水稲＋きのこ 90 15,000玉

湯之谷村 全域 個別 水稲１型(転作含む) 80

水稲２型(転作含む) 100

水稲＋園芸(転作含む) 80 10

水稲＋酪農(転作含む) 80 10

組織 水稲(転作含む) 1,000

広神村 全域 個別 水稲 70

水稲＋野菜 50 20

水稲＋酪農 50 畑20

水稲＋養豚 50 畑20

水稲＋養鶏 50 畑20

水稲＋肥育牛 50 畑20

水稲＋花卉 50 畑20

守門村 全域 個別 水稲＋大豆 80

水稲＋露地野菜 80

入広瀬村 全域 個別 水稲 90 100 クワイ10 そば10

酪農＋水稲 50 搾乳牛30、育成牛10

水稲＋野菜 70 50 50

組織 水稲＋野菜 300 400 クワイ40、野菜10

南魚沼市 塩沢町 全域 個別 水稲 92

水稲＋酪農 50 9

水稲＋養豚 50 55

水稲＋そ菜 50 30

水稲＋きのこ 50

六日町 全域 個別 水稲 110

水稲＋野菜 110 10

酪農＋水稲 110 30

養豚＋水稲 110 種雌豚45、肥育豚250

肉用牛＋水稲 110 7

組織 水稲 280

大 浦佐(蝦島､八色)､大崎(穴地､穴地 個 水稲＋野菜(転作含む) 150

和 新田､穴地八色原)､東地区全域 別 (転作含む)

町 浦佐(上記を除く)、大崎(上記 個 水稲＋園芸(転作含む) 120

を除く)、藪神全域 別 (転作含む)
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(南魚沼市) (大和町) 全域 個別 水稲＋野菜(転作含む) 90 20

水稲＋園芸(転作含む) 80 20

水稲＋酪農(転作含む) 100 20

水稲＋肉用牛(転作含む) 100 40

水稲＋果実(転作含む) 80 20

組織 水稲＋(転作含む) 1,000

水稲＋野菜(転作含む) 600 200

湯沢町 全域(三国、 個 専業 水稲 100

三俣を除く)
別 兼業

水稲 70

水稲＋野菜 70 20

十日町市 川西町 全域 個別 水稲 110

そ菜畑 50

水稲＋畑作 100 50

水稲＋養豚 100 50

水稲＋たばこ 100 50

水稲＋きのこ類 100 10ｔ

中里村 全域 個別 水稲 101

水稲＋野菜 110

水稲＋花卉 110

水稲＋たばこ 130

水稲＋畜産 110

組織 水稲 500

十日町市 全域 個別 水稲 100

水稲(兼業) 80

水稲＋野菜 80 30

水稲＋たばこ 80 30

水稲＋花卉 80 30

組織 水稲 500

松代町 全域 個別 水稲(専業) 100

水稲(兼業) 100

水稲＋繁殖牛(専業) 100 6

水稲＋繁殖牛(兼業) 90 6

水稲＋露地野菜 90 10

水稲＋たばこ 90 20

水稲＋地域特産 90 ぜんまい等20

組織 水稲 200

施設園芸 100

椎茸栽培 100

松之山町 全域 個別 水稲 90

水稲(特栽米を含む) 90

水稲＋肉用牛(専業) 70 2
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(十日町市) (松之山町) (全域) (個別) 水稲＋肉用牛(兼業) 70 2

水稲＋たばこ(専業) 70 10

水稲＋たばこ(兼業) 70 10

水稲＋なめこ 70

水稲＋民宿 70

水稲＋露地野菜 70 5

水稲＋地域特産 70 ぜんまい等5

組織 水稲 90

津南町 全域 個別 水稲＋大豆(専業) 132

水稲＋大豆(兼業) 132

野菜＋水稲 132

水稲＋たばこ 166

ユリ切花 46

水稲＋酪農 132

組織 水稲＋大豆 661

野菜 397

上越市 安塚町 全域 個別 水稲 110

水稲＋花卉 70 10

水稲＋露地野菜 70 20

水稲＋肉用牛 70

組織 水稲(単一経営) 110

水稲(複合経営) 70

浦川原村 全域 個別 水稲＋露地野菜＋花卉 70

水稲＋施設野菜＋花卉 70 5

水稲＋果樹 70 ぶどう20

水稲＋畜産 450 21

水稲＋兼業 100

組織 水稲＋野菜 300

大島村 全域 個別 水稲 100 30

水稲(特栽米) 100

水稲＋花卉 100

水稲＋自然薯 100 10

組織 水稲 500 150

牧村 全域 個別 水稲(専業) 120

水稲(兼業) 120

水稲＋露地野菜 100 20

水稲＋民宿 100

水稲＋肉用牛 100 2

水稲＋兼業 100 20

組織 水稲 120
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(上越市) 柿崎町 平場 個別 水稲 150

水稲＋施設野菜 150 とまと10

水稲＋施設野菜 150 丸なす10

水稲＋露地野菜 150 20

酪農＋水稲 150 10 100

水稲＋花卉 150 10

水稲＋養豚 150 230

水稲＋果樹 150 ぶどう20

水稲＋果樹 150 ぎんなん110

施設野菜 10

施設花卉 10

山間地 水稲＋そば 150 そば50

大潟町 全域 個別 水稲＋大豆 170

水稲＋露地野菜 170

水稲＋施設野菜 170

水稲＋花卉 170

組織 水稲＋露地野菜＋果樹 170

水稲＋施設野菜＋もち加工 170

頸城村 全域 個別 水稲＋麦・大豆 170 麦0.7、大豆0.7

水稲＋施設野菜 170 0.7 10

水稲＋酪農 170 0.7 24 230

水稲＋養豚 170 0.7 種豚61、肉豚302

組織 水稲＋大豆 1,000

水稲＋施設野菜 700

水稲＋もち加工 600

吉川町 全域(下記除 個別 水稲＋大豆 160

く) 水稲＋施設野菜 70 5

水稲＋露地野菜 120 20

水稲＋酪農 100 40

水稲＋施設花卉 120 20

組織 水稲＋大豆 600

旧源村、吉井、東寺、平 個別 水稲＋そば 40 そば15

等寺、旧母ケ沢、後生寺 水稲＋露地野菜 40 15

中郷村 全域 個別 水稲＋大豆＋作業受託 78

水稲＋露地野菜 78 10

水稲＋兼業 30

組織 水稲＋大豆 210

板倉町 全域 個別 水稲＋大豆 100

水稲＋大豆(兼業) 100

水稲＋露地野菜 100

水稲＋施設花卉 100
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(上越市) (板倉町) (全域) (個別) 水稲＋酪農 100 4

水稲＋そば(兼業) 100

組織 水稲＋大豆 700

水稲＋大豆 300

清里村 菅原 個別 水稲＋大豆 200

水稲＋酪農 120

水稲＋作業受託 120 220

櫛池 個別 水稲＋大豆 160

水稲＋大豆

酪農＋施設野菜 120 10

酪農＋露地野菜 120 10

水稲＋自然薯 120 10

水稲採種＋大豆 120

水稲＋作業受託 120 200

組織 水稲＋大豆 1,300

水稲＋大豆 600

三和村 全域 個別 水稲＋大豆 200

水稲＋施設野菜 200

水稲＋露地野菜 200

水稲＋施設花卉 200

水稲＋果樹 200

水稲＋露地野菜 200

水稲＋養豚 200

水稲＋(特栽米)＋大豆 200

組織 水稲＋大豆 600

水稲＋露地野菜 1,000

上越市 平坦地 個別 水稲 1,000

市街地周辺、山間、山沿 個別 水稲 60

全域 個別 水稲＋畑作 160

水稲＋花卉 160

水稲＋畜産 160

組織 水稲＋畑作 160

名立町 全域 個別 水稲＋そば 100

水稲＋そば＋作業受託 100

水稲＋そば＋肉用牛＋作業受託 100

水稲＋そば＋施設花卉 100

水稲＋そば＋露地野菜(自然薯) 100

水稲＋そば＋露地野菜(ﾔｰｺﾝ) 100

水稲＋そば＋果樹 100

組織 水稲＋そば＋施設花卉＋作業受託 100
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

妙高市 妙高高原町 全域 個別 水稲＋作業受託＋農林体験 50 10

水稲＋そば栽培＋そば加工 50 そば10

果樹(ブルーベリー加工含) 10

組織 水稲(3戸協業)＋作業受託 150 30

妙高村 全域 個別 水稲＋大豆＋作業受託 90

水稲＋露地野菜 90 20

酪農＋露地野菜 120

露地野菜＋酪農 250 200

組織 水稲 1,000

新井市 全域 個別 水稲＋大豆 140

水稲＋施設野菜 100 10

水稲＋露地野菜 120(水田＋畑)

水稲＋果樹 100 20

水稲＋花卉 100 10

水稲＋酪農 100 10 100

組織 水稲＋野菜(ねぎ) 140

糸魚川市 能生町 木浦、能生 個別 水稲＋大豆＋作業受託 40

専 水稲＋大豆＋施設野菜 40

水稲＋大豆＋大豆＋花卉 40

業 水稲＋大豆＋肉用牛 40

水稲＋大豆＋養豚 40

個別 水稲＋大豆＋施設野菜 40

兼 水稲＋大豆＋きのこ 40

水稲＋大豆＋山菜 40

業 水稲＋大豆＋漬物加工 40

水稲＋大豆＋もち加工 40

磯部、能生谷 個別 水稲＋大豆＋作業受託 70

専 水稲＋大豆＋施設野菜 70

水稲＋大豆＋大豆＋花卉 70

業 水稲＋大豆＋肉用牛 70

水稲＋大豆＋養豚 70

個別 水稲＋大豆＋施設野菜 70

兼 水稲＋大豆＋きのこ 70

水稲＋大豆＋山菜 70

業 水稲＋大豆＋漬物加工 70

水稲＋大豆＋もち加工 70

青海町 全域 個別 水稲＋大豆＋野菜 50 5 5

組織 水稲＋大豆 1,000 100

糸魚川市 全域 個別 水稲＋大豆 70

水稲＋大豆＋作業受託 70

水稲＋大豆＋野菜 62
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(糸魚川市) (糸魚川市) (全域) (個別) 水稲＋大豆＋施設花卉 62

水稲＋大豆＋果樹 62

水稲＋大豆＋きのこ 62

水稲＋肉用牛＋作業受託 62

水稲＋酪農 62 25

佐渡市 相川町 全域 個別 水稲 90

水稲＋肉用牛 77 2

水稲＋花卉 70 20

水稲＋椎茸 90

佐和田町 全域 個別 水稲(水稲＋転作) 110

水稲＋柿 90 20

水稲＋酪農 90 18

水稲＋たばこ＋球根 30 30 60

組織 水稲 500

金井町 全域 個別 水稲 130

水稲＋野菜 100 10 柿20

水稲＋果樹 50 柿50、西洋なし30

水稲＋肉用牛 110 10 20

新穂村 全域 個別 水稲 160

水稲＋大豆等 140 大豆等20

水稲＋大豆等＋施設園芸 135 大豆等20 5

水稲＋大豆等＋施設園芸 140 大豆等20 5

水稲＋果樹＋施設園芸 135 40

酪農＋水稲 50 5 18 79

畑野町 全域 個別 水稲＋大豆 110

水稲＋果樹(柿、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ) 80 25

水稲＋椎茸 80 5,000

真野町 全域 個別 水稲 120

果樹(りんご、梨) りんご90、梨30

水稲＋畑作＋施設園芸 90 畑作20、施設園芸10

水稲＋果樹(柿) 90 30

水稲＋たばこ 90 50

水稲＋畜産 90 5

小木町 全域 個別 水稲＋大豆 100 50

水稲＋果樹(柿) 60 50

水稲＋たばこ 50 70

水稲＋果樹(柿)＋採種 50 50 採種20

水稲＋野菜(ハウスいちご) 75 5 そば30

水稲＋いちじく＋大豆 70 30 10

たばこ＋アンポ柿 1,000パック 110

水稲＋たまねぎ＋採種 80 20 採種20
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市町村名 旧市町村名 区 域
経営体

経 営 類 型
経 営 基 準

区 分 水稲(a) 作業受託(a) 大豆(a) 野菜(a) 果樹(a) 花卉(a) 牛(頭) 豚(頭) 飼料作物(a) 茸(本) たばこ(a) その他

(佐渡市) 羽茂町 全域 個別 水稲 105

果樹 85

水稲＋柿 70 50

水稲＋柿＋西洋なし 60 柿40、梨10

水稲＋柿＋採種 60 40 採種10

水稲＋たばこ 80 70

水稲＋採種 80 採種40

水稲＋柿＋畜産 60 40 10

水稲＋柿＋アンポ柿 60 柿40、2,000パック

水稲＋野菜(ハウスいちご) 80 野菜10、いちご10

赤泊村 全域 個別 水稲 130

水稲＋果樹(柿) 65 40

水稲＋果樹(柿、桜桃) 65 柿30、桜桃10

水稲＋採種 65 採種20

水稲＋たばこ 65 70

酪農＋水稲 65 160

椎茸＋水稲 65 10,000

両津市 岩首、水津 個別 水稲 60

果樹 45

水稲＋畜産 50 4 25 鶏600

水稲＋施設園芸 50 10

水稲＋果樹 50 10

吉井 個別 水稲 130

果樹 80

水稲＋畜産 90 4 20 鶏500

水稲＋施設園芸 100 10

水稲＋果樹 100 10

内海府 個別 水稲 60
果樹 50
水稲＋畜産 50 5 30 鶏650
水稲＋施設園芸 50 20
水稲＋果樹 50 20

外海府 個別 水稲 70
果樹 60
水稲＋畜産 60 7 40 鶏1,000
水稲＋施設園芸 60 30
水稲＋果樹 60 30

加茂、河崎 個別 水稲 90
果樹 60
水稲＋畜産 70 4 25 鶏700
水稲＋施設園芸 70 20
水稲＋果樹 70 20
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別表２ 目標面積

市町村名 旧市町村名 区 域 経営体区分 経営形態 目標面積(a)

阿賀野市 安 田 町 全域 個別 水稲 418.00

京ヶ瀬村 全域 個別 土地利用型 417.00

水 原 町 水原 個別 土地利用型(水稲) 502.00

堀越 個別 土地利用型(水稲) 299.00

分田 個別 土地利用型(水稲) 455.00

その他 個別 土地利用型(水稲) 483.00

笹 神 村 第１地区 個別 土地利用型(水稲) 608.99

第２地区 個別 土地利用型(水稲) 591.44

新発田市 豊 浦 町 全域 個別 水稲 566.80

加治川村 全域 個別 水稲 803.00

紫雲寺町 全域 個別 稲作経営 502.00

組織 法人経営 933.00

新発田市 新発田 個別 水稲 509.30

五十公野 個別 水稲 570.00

松浦 個別 水稲 649.40

米倉 個別 水稲 657.30

川東 個別 水稲 542.70

菅谷 個別 水稲 764.60

加治 個別 水稲 853.30

佐々木 個別 水稲 712.90

聖 籠 町 全域 個別 土地利用型 486.49

組織 土地利用型 2,529.15

胎 内 市 中 条 町 全域 個別 土地利用型 330.00

組織 水稲 2,040.00

黒 川 村 全域 個別 単一経営、複合経営 586.20

関 川 村 全域 個別 水稲 462.60

村 上 市 荒 川 町 全域 個別 水稲 447.00

神 林 村 全域 個別 水稲 430.00

朝 日 村 全域 個別 水稲＋転作大豆 410.60

法人 水稲＋転作大豆 1,894.30

山 北 町 全域 個別 水稲 495.00

村 上 市 全域 個別 水稲 398.00

法人 水稲＋露地野菜 2,050.00

新 潟 市 豊 栄 市 全域 個別 水稲 233.00

組織 水稲生産組織 1,200.00

小須戸町 全域 個別 水稲 453.00

横 越 町 全域 個別 水稲 297.00

水稲＋畑作 337.00

組織 経営組織体 1,794.00

亀 田 町 全域 個別 水稲 636.00

水稲＋果樹 509.00

新 津 市 全域 個別 水稲 532.00

水稲＋大豆 367.00

水稲＋野菜 428.00

白 根 市 全域 個別 土地利用型 576.80

水稲＋果樹 404.80

土地利用型＋施設野菜 382.10

土地利用型＋露地野菜 486.90

土地利用型＋花卉 628.90

岩 室 村 全域 個別 水稲 433.97

巻 町 全域 個別 水稲 447.21

西 川 町 全域 個別 水稲 446.00

組織 複合経営 1,010.00

味 方 村 全域 個別 水稲 450.00

潟 東 村 全域 個別 水稲＋大豆 470.00

水稲(種子)＋大豆 509.00

月 潟 村 全域 個別 水稲 474.00

水稲＋果樹 332.00

組織 水稲＋果樹 654.00
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市町村名 旧市町村名 区 域 経営体区分 経営形態 目標面積(a)

（新潟市） 中之口村 全域 個別 水稲＋大豆 500.00

水稲＋果樹 367.00

組織 水稲＋大豆＋花卉 2,028.00

水稲＋果樹 540.00

新 潟 市 全域 個別 水稲＋大豆 596.00

水稲＋転作野菜Ⅰ 409.00

水稲＋転作野菜Ⅱ 472.00

水稲＋施設野菜 377.00

砂丘地野菜 402.00

たばこ＋砂丘地野菜 325.00

水稲＋球根 384.00

水稲＋果樹 419.00

組織 水稲＋大豆 569.00

五 泉 市 村 松 町 全域 個別 水稲 355.00

五 泉 市 五泉 個別 水稲 441.00

水稲＋露地野菜 443.00

橋田 個別 水稲 267.00

水稲＋露地野菜 379.00

川東 個別 水稲 273.00

水稲＋露地野菜 548.00

巣本 個別 水稲＋露地野菜 325.00

水稲＋花卉＋球根 369.00

菅名 個別 水稲 153.00

水稲＋露地野菜 420.00

水稲＋レンコン 331.00

新関 個別 水稲＋露地野菜 326.00

弥 彦 村 全域 個別 水稲 500.00

燕 市 分 水 町 国上 個別 水稲 482.00

島上 個別 水稲 475.00

大川津 個別 水稲 420.00

全域 組織 水稲 683.00

吉 田 町 全域 個別 水稲 545.00

水稲＋施設野菜 430.00

組織 水稲 3,635.00

燕 市 全域 個別 水稲 380.00

阿 賀 町 津 川 町 津川 個別 水稲 385.00

鹿 瀬 町 全域 個別 二種兼 187.80

上 川 村 全域 個別 水稲 240.00

三 川 村 全域 個別 水稲 290.00

複合 145.00

田 上 町 全域 個別 水稲 414.00

水稲＋野菜 335.00

田上町 個別 水稲＋果樹 447.00

加 茂 市 全域 個別 水稲 463.00

水稲＋果樹 343.00

三 条 市 下 田 村 全域 個別 水稲 559.00

水稲＋花卉 313.00

水稲＋園芸 207.00

栄 町 全域 個別 水稲 430.70

三 条 市 全域 個別 土地利用型 402.00

水稲＋果樹 294.00

水稲＋野菜 370.00

見 附 市 見附地区 個別 水稲 330.00

北谷地区 個別 水稲 497.00

上北谷地区 個別 水稲 736.00

葛巻地区 個別 水稲 302.00

新潟地区 個別 水稲 387.00

今町地区 個別 水稲 395.00

長 岡 市 中之島町 全域 個別 水稲 351.00



- 23 -

市町村名 旧市町村名 区 域 経営体区分 経営形態 目標面積(a)

（長岡市） 越 路 町 全域 個別 水稲 414.69

水稲＋露地野菜 488.76

組織 水稲 3,099.30

水稲＋露地野菜 2,047.50

水稲＋施設野菜 4,470.48

水稲＋その他作物 1,952.45

複合経営 3,104.28

三 島 町 全域 個別 水稲 604.00

与 板 町 全域 個別 水稲＋転作大麦・大豆＋作業受託 494.00

和 島 村 全域 個別 水稲 407.00

組織 水稲 1,566.00

寺 泊 町 全域 個別 水稲 357.00

山古志村 全域 個別 水稲複合経営 180.00

長 岡 市 全域 個別 水稲 615.00

組織 水稲 1,830.00

栃 尾 市 全域 個別 水稲 222.00

小 国 町 大区画整備地区 個別 水稲 165.00

町全域 組織 水稲＋大豆 1,540.00

川 口 町 全域 個別 水稲 366.00

出雲崎町 全域 個別 全経営形態 317.00

柏 崎 市 高 柳 町 全域 個別 専業 370.00

兼業 236.00

西 山 町 全域 個別 水稲 465.70

柏 崎 市 柏崎 個別 水稲単一経営 1,092.00

高浜 個別 水稲単一経営 175.00

松波 個別 水稲単一経営 200.00

高田 個別 水稲単一経営 842.00

上条 個別 水稲単一経営 243.00

野田 個別 水稲複合経営 85.00

別俣 個別 水稲複合経営 527.00

鵜川 個別 水稲複合経営 42.00

西中通 個別 水稲複合経営 1,249.00

中通 個別 水稲複合経営 336.00

北鯖石 個別 水稲複合経営 570.00

田尻 個別 水稲複合経営 305.00

北条 個別 水稲複合経営 438.00

中鯖石 個別 水稲複合経営 125.00

南鯖石 個別 水稲複合経営 159.00

刈 羽 村 全域 個別 水稲 484.00

小千谷市 全域 個別 水稲＋野菜(専業経営) 355.00

組織 水稲 550.00

平場 個別 水稲 1,151.00

水稲＋野菜(兼業経営) 350.00

中山間地 個別 水稲(専業経営) 425.00

水稲＋野菜(兼業経営) 287.00

魚 沼 市 堀之内町 全域 個別 水稲 142.00

水稲＋花卉 305.00

組織 花卉 621.00

小 出 町 小出島、坂之下 個別 水稲 120.00

羽根川、四日町

青島 個別 水稲 118.00

沢田、佐梨、古新田 個別 水稲 153.00

中条、上原、干溝 個別 水稲 188.00

虫野、伊勢島、原虫 個別 水稲 239.00

野、板木

大浦、大浦新田 個別 水稲 398.00

十日町、岡新田

湯之谷村 全域 個別 水稲 228.00

組織 水稲 2,211.00
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市町村名 旧市町村名 区 域 経営体区分 経営形態 目標面積(a)

（魚沼市） 広 神 村 全域 個別 水稲 313.00

組織 水稲 962.00

守 門 村 全域 個別 水稲 344.00

入広瀬村 全域 個別 水稲 210.00

湯 沢 町 全域(三国、三俣を 個別 水稲 196.00

除く) 水稲＋野菜 248.00

南魚沼市 塩 沢 町 全域 個別 水稲 365.00

六 日 町 全域 個別 水稲 608.00

大 和 町 全域 個別 水稲 389.00

水稲＋露地野菜 480.00

十日町市 川 西 町 全域 個別 水稲 451.00

中 里 村 全域 個別 水稲 296.00

水稲＋露地野菜 390.00

十日町市 全域 個別 水稲 385.00

水稲＋野菜 314.00

水稲＋花卉 298.00

組織 水稲 3,648.00

松 代 町 全域 個別・組織 水稲 242.00

松之山町 全域 個別 水稲 259.00

水稲＋地域特産 170.00

津 南 町 全域 個別 水稲＋大豆 463.00

水稲＋野菜 582.00

水稲＋葉たばこ 533.00

上 越 市 安 塚 町 全域 個別 水稲＋露地野菜園芸 200.00

浦川原村 平場 個別 水稲＋大豆＋露地野菜＋花卉 560.00

水稲＋施設野菜＋花卉 512.00

水稲＋果樹 360.00

中山間地 個別 水稲＋そば＋みょうが＋ぎんなん＋兼業 320.00

水稲＋そば＋みょうが＋兼業 256.00

大 島 村 全域 個別 水稲 237.00

牧 村 全域 個別 水稲 292.00

柿 崎 町 全域 個別 水稲＋大豆、そば 452.00

大 潟 町 全域 個別 水稲＋大豆 564.00

水稲＋露地野菜 708.00

組織 水稲＋露地野菜＋果樹 6,426.00

水稲＋施設野菜＋もち加工 2,511.00

頸 城 村 全域 個別 水稲＋麦・大豆 695.40

水稲＋施設野菜 806.70

組織 水稲＋大豆、施設野菜、もち加工 2,344.08

吉 川 町 全域 個別 水稲 200.00

組織 水稲 2,000.00

中 郷 村 全域 個別 水稲 200.00

板 倉 町 一区域(平場)のみ 個別 水稲 176.00

組織 水稲 6,593.00

清 里 村 菅原、櫛池 個別 水稲 120.00

三 和 村 全域 個別 水稲 660.00

上 越 市 平坦地 個別 水稲 584.70

水稲＋畑作 829.30

市街地周辺、山間、山沿 個別 水稲 580.00

名 立 町 全域 個別 水稲 94.00

組織 水稲 582.00

妙 高 市 妙高高原町 全域 個別 水稲 154.00

妙 高 村 全域 個別 水稲 348.00

水稲＋野菜 485.00

新 井 市 全域 個別 水稲 229.00

糸魚川市 能 生 町 全域 個別・組織 水稲＋大豆＋施設野菜 160.00

青 海 町 全域 組織 水稲＋大豆 247.00

糸魚川市 全域 個別 水稲 330.00

佐 渡 市 相 川 町 全域 個別 水稲 257.90

佐和田町 全域 個別 水稲 343.50

金 井 町 全域 個別 水稲 355.00
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市町村名 旧市町村名 区 域 経営体区分 経営形態 目標面積(a)

（佐渡市） 新 穂 村 全域 個別 水稲 550.00

水稲＋大豆等 530.00

水稲＋大豆等＋施設園芸(とまと等) 400.00

水稲＋大豆等＋施設園芸(きゅうり等) 715.00

水稲＋果樹＋施設園芸(苺) 510.00

水稲＋酪農＋草地 280.00

組織 水稲 670.00

畑 野 町 全域 個別 水稲 235.00

水稲＋果樹 259.00

組織 水稲 993.00

真 野 町 全域 個別 水稲 416.00

水稲＋畑作＋施設園芸 255.00

水稲＋果樹 319.00

小 木 町 全域 個別 水稲 286.00

水稲＋たばこ 310.00

水稲＋果樹 218.00

羽 茂 町 全域 個別 水稲 371.00

赤 泊 村 全域 個別 水稲 244.00

両 津 市 岩首、水津 個別 水稲＋食茸 94.00

内海府 個別 水稲＋果樹＋花卉＋食茸 227.00

外海府 個別 水稲＋果樹＋花卉 86.00

吉井 個別 水稲＋果樹＋繁殖肉牛 213.00

加茂、河崎 個別 水稲＋果樹＋ハウス園芸 214.00

(注) この表に定めのない区域、経営形態等の目標面積については、当該区域、経営形態等における認定農業者の

平均耕作面積を踏まえ、市町村及び農業委員会と別途協議して決定する。


