
伊万里・有田で
キュウリ栽培始めませんか？

キュウリは１年を通して栽培でき、病気に強い品種も多いため、
新規者でも栽培がしやすい品目です。
収量が多いため収穫作業は大変ですが、毎日収入があり、経営的にも
安定しています。
収穫後はJA伊万里園芸流通センターで集荷され、箱詰め作業まで行われ
るため、労力が軽減され、生産に専念できます。
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伊万⾥⻄松浦農業改良委員会

集荷場 箱詰め

栽培の様子 胡⻘会

私たちはJA伊万⾥胡瓜部会
「胡⻘会」です。
勉強会や情報交換会を行い、
自らの経営発展に向けて
切磋琢磨しています！

伊万⾥⻄松浦農業改良委員会

私たちはJA伊万⾥胡瓜部会
「胡⻘会」です。
勉強会や情報交換会を行い、
自らの経営発展に向けて
切磋琢磨しています！

キュウリは１年を通して栽培でき、病気に強い品種も多いため、
新規者でも栽培がしやすい品目です。

収量が多いため収穫作業は大変ですが、毎日収入があり、経営
的にも安定しています。

収穫後はJA伊万里園芸流通センターで集荷され、箱詰め作業
まで行われるため、労力が軽減され、生産に専念できます。

伊万⾥・有田で伊万⾥・有田で
キュウリ栽培キュウリ栽培始めませんか？始めませんか？



キュウリ栽培の経営モデルキュウリ栽培の経営モデル
キュウリは周年栽培が可能ですが、設備投資が必要です。空きハウスを

活用すると初期投資を抑えることができ、投資リスクが軽減できます。
下図のような段階を踏んで、安定した経営を目指しましょう。

無加温ハウス栽培……………………………… 初期投資が抑えられる！

キュウリは周年栽培が可能ですが、設備投資が必要です。空きハウスを活用
すると初期投資を抑えることができ、投資リスクが軽減できます。
下図のような段階を踏んで、安定した経営を目指しましょう。

キュウリ栽培の経営モデル

■栽培体系

■10aあたり経営指標

加温ハウス栽培空きハウスor
先進農家研修

環境制御
ハウス栽培

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目以降〜１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目以降〜

まずは栽培の基礎を学
ぶため、研修を行いま
しょう。
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しょう。
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アップを目指しま
しょう。
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技術を身に着けたら、
周年栽培で安定した生
産を目指しましょう。
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周年栽培で安定した生
産を目指しましょう。

投資内容（800万円）
APパイプハウス
循環扇、二重カーテン 等

県単補助額：480万円
自己負担額：320万円

作型

☆

☆

☆

☆

6月1月 2月 3月 4月 5月

抑制

半促成

7月 8月 9月 10月 11月 12月

☆：定植 ：収穫

無加温ハウス栽培 初期投資が抑えられる！初期投資が抑えられる！無加温ハウス栽培 初期投資が抑えられる！

• •単価 ：すべて250円/kgで試算。
年間償還費：⻘年等就農資⾦（無利子）を借り、12年で償還した場合を想定。

収収量量目目標標 1188tt

売上(A) 450万円

生産費

種苗費・肥料農薬 等 123万円

光熱動力費 10万円

出荷経費 103万円

合計(B) 236万円

年間償還費(C) 30万円

所所得得((AA))--((BB))--((CC)) 118844万万円円

労働時間 1,500時間

※単 価：すべて250円/kgで試算。 
年間償還費：⻘年等就農資⾦（無利子）を借り、12年で償還した場合を想定。

空きハウス or 
先進農家研修

加温ハウス栽培

環境制御
ハウス栽培

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目以降〜

まずは栽培の基礎
を学ぶため、研修
を行いましょう。

技術を身に着けた
ら、周年栽培で安
定した生産を目指
しましょう。

ハウス内外の環境
を自動で 制 御し、
収量アップを目指し
ましょう。

投資内容（800万円）
APパイプハウス
循環扇、二重カーテン 等

県単補助額：480万円
自己負担額：320万円



加温ハウス栽培… ………………………周年栽培でき、台風にも強い！

環境制御ハウス栽培… ……………夏でも涼しく、雇用型経営向き！

■栽培体系

■10aあたり経営指標

■10aあたり経営指標

投資内容（2,000万円）
軽量鉄骨ハウス
加温機、二重カーテン 等

県単補助額：1,200万円
自己負担額：800万円

投資内容（3,000万円）
耐候性ハウス
複合環境制御装置 等

県単補助額：1,800万円
自己負担額：1,200万円

収収量量目目標標 3300tt 3355tt

売上(A) 750万円 875万円

生産費

種苗費・肥料農薬 等 123万円 123万円

光熱動力費 60万円 60万円

出荷経費 171万円 200万円

合計(B) 354万円 383万円

年間償還費(C) 70万円 70万円

所所得得((AA))--((BB))--((CC)) 332266万万円円 442222万万円円

労働時間 2,400時間 2,600時間

収収量量目目標標 3355tt 4400tt

売上(A) 875万円 1,000万円

生産費

種苗費・肥料農薬 等 123万円 123万円

光熱動力費 110万円 110万円

出荷経費 200万円 228万円

合計(B) 433万円 461万円

年間償還費(C) 100万円 100万円

所所得得((AA))--((BB))--((CC)) 334422万万円円 443399万万円円

労働時間 2,500時間 2,700時間

作型

☆

☆

☆

☆

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

抑制

半促成

☆：定植 ：収穫

環境制御ハウス栽培 夏でも涼しく、雇用型経営向き！夏でも涼しく、雇用型経営向き！環境制御ハウス栽培 夏でも涼しく、雇用型経営向き！

加温ハウス栽培 周年栽培でき、台風にも強い！周年栽培でき、台風にも強い！加温ハウス栽培 周年栽培でき、台風にも強い！
オススメ！

• •雇用費は含まない

■栽培体系

■10aあたり経営指標

■10aあたり経営指標

投資内容（2,000万円）
軽量鉄骨ハウス
加温機、二重カーテン 等

県単補助額：1,200万円
自己負担額：800万円

投資内容（3,000万円）
耐候性ハウス
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県単補助額：1,800万円
自己負担額：1,200万円

収収量量目目標標 3300tt 3355tt

売上(A) 750万円 875万円

生産費

種苗費・肥料農薬 等 123万円 123万円

光熱動力費 60万円 60万円

出荷経費 171万円 200万円
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労働時間 2,400時間 2,600時間

収収量量目目標標 3355tt 4400tt

売上(A) 875万円 1,000万円

生産費

種苗費・肥料農薬 等 123万円 123万円

光熱動力費 110万円 110万円

出荷経費 200万円 228万円
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年間償還費(C) 100万円 100万円
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（2,000万円）
軽量鉄骨ハウス
加温機、二重カーテン等

県単補助額：1,200万円
自己負担額：800万円

投資内容（3,000万円）
耐候性ハウス
複合環境制御装置等

県単補助額：1,800万円
自己負担額：1,200万円



【お問い合わせ】
伊万⾥市農業協同組合営農畜産部………………… TEL: 0955-23-5560
伊万⾥市農業振興課………………………………… TEL: 0955-23-2557
有田町農林課………………………………………… TEL: 0955-46-5616
伊万⾥農林事務所農政課…………………………… TEL: 0955-23-5106
伊万⾥農林事務所⻄松浦農業改良普及センター… TEL: 0955-23-5128

■県単独補助事業について（新規就農者の場合）
施設や機械を導入する際、要件が合致すれば、補助事業が活用できます。

事業名：さが園芸生産888億円推進事業（新たな園芸農業者育成対策）
補助率：60%（県費50%、市町費10%） 上限3,000万円
対 象：農業経営開始後5年以内の認定新規就農者（認定農業者） 

就農から5年以上経過した方は補助率43%（県費33%、市町費10%）上限1,200万円

※上記以外にも必要な要件等ありますので、お問い合わせください。

伊万里の先進的なキュウリ農家を紹介します！

中山道徳さん
（伊万⾥市大川町）

【現在の経営概況】
面積：44ａ 労働力：⽗、⺟、常時雇用２名、パート１名

伊万里の先進的な
キュウリ農家を紹介します！

キュウリ栽培では環境制御技術が充実していて、仲間たちと
こまめな情報交換をしながら、部会全員で頑張っています。
キュウリは収量が多く、収穫時期は大変ですが、新しいこと
にチャレンジして成果が出ると、やりがいを感じます！

中山道徳さん
（伊万⾥市大川町）

農業経営の変遷
11aの雨よけハウスで栽培をスタート

軽量鉄骨ハウス10aを増設、加温機を導入し周年栽培を行う
環境制御技術の導入も開始

収量が10aあたり40t以上となり、全国トップクラスに

県内初の隔離培地養液栽培を導入
作業性の改善に取り組む

低コスト耐候性ハウス23aを増設

H23

H24

H29

H31

R2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・

中山さんの1日
5:30 起床

7:30 作業開始
収穫

12:00 休憩

13:00 作業再開
栽培管理

17:30 作業終了
帰宅

21:30 就寝

【現在の経営概況】
面積：44a 労働力：⽗、⺟、常時雇用2名、パート1名

■県単独補助事業について（新規就農者の場合）
施設や機械を導入する際、要件が合致すれば、補助事業が活用できます。
事業名：さが園芸生産888億円推進事業（新たな園芸農業者育成対策）
補助率：60%（県費50%、市町費10%） 上限3,000万円
対 象：農業経営開始後5年以内の認定新規就農者（認定農業者）
就農から5年以上経過した方は 補助率43%（県費33%、市町費10%）上限1,200万円
• •上記以外にも必要な要件等ありますので、お問い合わせください。

【お問い合わせ】
伊万⾥市農業協同組合営農畜産部 TEL:0955-23-5560
伊万⾥市農業振興課 TEL:0955-23-2557
有田町農林課 TEL:0955-46-5616
伊万⾥農林事務所農政課 TEL:0955-23-5106
伊万⾥農林事務所⻄松浦農業改良普及センター TEL:0955-23-5128

伊万里の先進的な
キュウリ農家を紹介します！

キュウリ栽培では環境制御技術が充実していて、仲間たちと
こまめな情報交換をしながら、部会全員で頑張っています。
キュウリは収量が多く、収穫時期は大変ですが、新しいこと
にチャレンジして成果が出ると、やりがいを感じます！

中山道徳さん
（伊万⾥市大川町）

農業経営の変遷
11aの雨よけハウスで栽培をスタート

軽量鉄骨ハウス10aを増設、加温機を導入し周年栽培を行う
環境制御技術の導入も開始

収量が10aあたり40t以上となり、全国トップクラスに

県内初の隔離培地養液栽培を導入
作業性の改善に取り組む

低コスト耐候性ハウス23aを増設

H23

H24

H29

H31

R2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・

中山さんの1日
5:30 起床

7:30 作業開始
収穫

12:00 休憩

13:00 作業再開
栽培管理

17:30 作業終了
帰宅

21:30 就寝

【現在の経営概況】
面積：44a 労働力：⽗、⺟、常時雇用2名、パート1名

■県単独補助事業について（新規就農者の場合）
施設や機械を導入する際、要件が合致すれば、補助事業が活用できます。
事業名：さが園芸生産888億円推進事業（新たな園芸農業者育成対策）
補助率：60%（県費50%、市町費10%） 上限3,000万円
対 象：農業経営開始後5年以内の認定新規就農者（認定農業者）
就農から5年以上経過した方は 補助率43%（県費33%、市町費10%）上限1,200万円
• •上記以外にも必要な要件等ありますので、お問い合わせください。

【お問い合わせ】
伊万⾥市農業協同組合営農畜産部 TEL:0955-23-5560
伊万⾥市農業振興課 TEL:0955-23-2557
有田町農林課 TEL:0955-46-5616
伊万⾥農林事務所農政課 TEL:0955-23-5106
伊万⾥農林事務所⻄松浦農業改良普及センター TEL:0955-23-5128

キュウリ栽培では環境制御技術が充実していて、仲間たち
とこまめな情報交換をしながら、部会全員で頑張っています。
キュウリは収量が多く、収穫時期は大変ですが、新しいこと
にチャレンジして成果が出ると、やりがいを感じます！


