
氏名（名称） 県 市町村 市町村 募集区域 地目 面積（㎡） 作付予定作目 特記事項

1 かじや農産　株式会社 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

2 下田　保幸 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

3 北野　利修 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 20,000 水稲

4 小西　義彦 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

5 山内　裕樹 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

6 山崎　博文 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

7 松﨑　照夫 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 畑 20,000 茶

8 農事組合法人　夢希耕あながわ 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

9 長谷　毅 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 畑 10,000 飼料

10 長谷　毅 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 飼料

11 中尾　英樹 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 水稲

12 塩森　俊弘 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 水稲

13 山下　英樹 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 水稲

14 木下　昌哉 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 水稲

15 馬場　伸二 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 畑 10,000 飼料

16 中尾　英樹 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 鶴田 田 10,000 水稲

17 大野　恵美 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 鶴田 田 10,000 水稲

18 木場　隆生 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 鶴田 田 10,000 水稲

19 弓指　直人 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 喜入 畑 1,500 オクラ、スイートコーン

20 橋口　俊一 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 喜入 畑 1,500 桑

21 仲村　雅史 鹿児島県 日置市 日置市 伊集院 畑 2,500 いちご

22 堀田　不士紀 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 1,300 甘藷

23 山之内　三郎 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 1,500 水稲

24 有限会社　アグリサポート吹上 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 1,600 水稲

25 下茂　治義 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

26 吉村　正文 鹿児島県 鹿児島市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

27 吉田　稔 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 10,000 水稲

28 峯﨑　盛広 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

29 川畑　利信 鹿児島県 鹿児島市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

30 川畑　敏英 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

31 新村　芳尚 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

32 日髙　格一 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

33 有限会社　東製茶 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 畑 50,000 茶

34 東　裕一郎 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

35 株式会社　ねぎ畑 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 50,000 水稲

36 横枕　広幸 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

37 農事組合法人　田代ビレッジ 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 畑 50,000 麦

38 鮫島　信夫 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

39 鮫島　正文 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

40 上内　一郎 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 2,000 甘藷

41 平石　良和 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 照島 畑 10,000 野菜その他

42 株式会社　ゼロプラス 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 照島 畑 50,000 野菜（レタス）など

43 生野　英明 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 生福 田 50,000 水稲、牧草、加工米

44 生野　英明 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 生福 畑 50,000 果樹、野菜等

農地中間管理事業に係る農用地等借受希望申込状況　令和３年８月１日貸付開始期
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45 下園　高志 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 500 水稲

46 中原　一朗 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 500 麦

47 二田　雄二 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 2,000 水稲

48 吉田　幸一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 1,000 水稲

49 宮内　利恵子 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 500 水稲

50 有限会社　六田農園 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 1,000 たばこ

51 松﨑　洋一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 1,000 カボチャ

52 栫　ヒロ子 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 4,000 水稲

53 栫　ヒロ子 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 300 かぼちゃ

54 栫　秋人 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 1,000 水稲

55 田中　博文 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 700 水稲

56 福元　雅岳 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 1,000 水稲

57 諏訪　節子 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 700 水稲

58 諏訪　義弘 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 400 水稲

59 クダマ有機　株式会社 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 10,000 麦　甘藷

60 クダマ有機　株式会社 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,000 水稲

61 下拾石　弘治 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,000 水稲

62 下拾石　弘治 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,000 甘藷

63 内村　由美子 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 5,500 水稲

64 南野　忠信 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 700 サカキ

65 合同会社　福ふくろう 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 20,000 水稲

66 坂口　正虎 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 3,000 シキミ

67 大坪　和裕 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,000 そば

68 大木下　公征 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,000 水稲

69 山下　昌一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,600 野菜

70 德留　春弘 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,000 水稲

71 有限会社　はし農産 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 8,500 水稲

72 有限会社　東馬場農場 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 10,000 麦大豆

73 有限会社　東馬場農場 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 4,000 甘藷

74 有限会社　東馬場農場 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,500 甘藷

75 本町　雄三 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 6,000 水稲

76 本町　雄三 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 600 甘藷

77 本町　雄三 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 5,000 甘藷・ソバ

78 本町　雄三 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,800 水稲

79 東小薗　壮登 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,500 水稲

80 松枝　良成 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 500 水稲

81 検校　昌明 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 7,500 水稲

82 竹田　修一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 500 キャベツ

83 花立　丈佳 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 3,000 水稲

84 花立　丈佳 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,000 かぼちゃ

85 西馬場　一馬 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 4,500 茶

86 南　吉文 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 大浦 田 500 水稲

87 柳元　胤尚 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 大浦 田 2,000 水稲

88 雪丸　賢二 鹿児島県 南九州市 南九州市 頴娃 田 2,800 茶・露地野菜

89 小寺　光則 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 800 水稲

90 株式会社　下野農園 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 畑 4,200 露地野菜

91 福地　翔輝 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 33,000 キャベツ
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92 西元　豪 鹿児島県 指宿市 指宿市 山川 畑 1,500 野菜

93 廣森　辰夫 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 1,000 観葉植物

94 水迫　走登 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 1,000 野菜

95 浦郷　裕介 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 1,000 野菜

96 中川　大樹 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 田 5,000 水稲

97 有限会社　チカラ 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 入来 畑 20,000 野菜

98 蒲生原　徹也 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 入来 田 10,000 水稲

99 大田　良昭 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 樋脇 田 3,000 水稲

100 岩下　瑞彦 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 樋脇 田 10,000 水稲

101 笹嶺　義嗣 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 樋脇 畑 10,000 飼料

102 笹野商事株式会社 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 樋脇 畑 20,000 茶園

103 合同会社　グッドフィールド 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 畑 5,000 露地野菜

104 合同会社　大幸 鹿児島県 出水市 阿久根市 阿久根 田 5,000 水稲

105 坂口　一輝 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 畑 3,000 露地野菜

106 春田　幸一 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 畑 3,000 露地野菜

107 松尾　正俊 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

108 溝上　利明 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

109 谷口　洋一 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

110 株式会社　ほほえみファーム 鹿児島県 出水市 出水市 下水流 田 20,000 水稲

111 有限会社　農業生産法人　山床製茶 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 田 100,000 茶

112 花田　洋 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 畑 10,000 飼料作物

113 株式会社　ほほえみファーム 鹿児島県 出水市 出水市 米ノ津 田 20,000 水稲

114 尾﨑　宏 鹿児島県 出水市 出水市 野田 田 10,000 水稲

115 東田　良夫 鹿児島県 出水市 出水市 野田 田 5,000 水稲

116 今村　実夫 鹿児島県 霧島市 霧島市 福山 田 3,000 飼料作物

117 上小園　伸一 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 2,300 水稲

118 上小園　厚生 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 1,000 水稲

119 上平熊　淳子 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 640 野菜

120 修行　昌英 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 1,000 水稲

121 冷水　博継 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 5,000 水稲

122 宮田　文雄 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 4,000 水稲

123 山田　久治 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 12,000 水稲

124 山田　正人 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 500 野菜

125 本田　義信 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 30,000 水稲

126 溜　好己 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 200 野菜

127 内村　秀喜 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 1,000 水稲

128 上村　勝己 鹿児島県 霧島市 姶良郡湧水町 栗野 畑 8,000 茶

129 南　春男 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 田 9,000 水稲

130 南　春男 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 田 3,000 水稲

131 有限会社　アグリセンター栗野 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 畑 4,000 大豆

132 有限会社　アグリセンター栗野 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 田 2,000 水稲

133 興邊　貢 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 田 6,000 水稲

134 春園　みどり 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 7,000 水稲

135 春園　四郎 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 20,000 水稲

136 春園　銀次郎 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 7,000 水稲

137 小西　斉浩 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 畑 8,000 スプレー菊

138 市川　敬 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 畑 7,000 スプレー菊
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139 牛島　日出人 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 畑 6,000 スプレー菊

140 出水　貞則 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 10,000 飼料作物

141 平松畜産　株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 畑 200,000 飼料作物

142 平松畜産　株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 畑 200,000 飼料作物

143 村場　重穂 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 畑 2,000 露地野菜

144 藤﨑　隆太 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 20,000 飼料作物

145 大園　和幸 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 3,000 ピーマン

146 木場迫　健一 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 20,000 水稲　モリンガ

147 株式会社誠煌 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 30,000 飼料作物

148 飯森　猛 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 5,000 飼料作物

149 飯森　猛 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 5,000 飼料作物

150 ライズ　株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 30,000 キャベツ、甘藷

151 並木　健二 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 5,000 野菜

152 古川　昌博 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 80,000 飼料作物

153 株式会社　ときみ 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 500,000 人参､ごぼう､甘藷

154 株式会社　マルキヨ 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 200,000 さつまいも､人参､ごぼう､大根

155 三矢物産株式会社 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 140,000 いんげん、きぬさや、かぼちゃ、たまねぎ

156 中馬　英機 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

157 丹生　淳二 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

158 堀之内　洋一 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 100,000 飼料作物

159 大山　吉雄 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

160 島児　秀光 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

161 川井田　光明 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

162 柳田　泉 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

163 株式会社　カネキヨファーム 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 100,000 たまねぎ

164 株式会社　カネキヨファーム 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 100,000 たまねぎ

165 株式会社　マルサンファーム 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 140,000 インゲン、キヌサヤ、たまねぎ

166 株式会社　丸大 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 15,000 インゲン

167 田中　大輔 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 15,000 インゲン

168 田中　明 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

169 西元　純男 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

170 農業法人　八千代伝酒造株式会社 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 サツマイモ

171 農業法人　八千代伝酒造株式会社 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

172 光ファーム　株式会社 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 998 水稲

173 外園　龍一 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 947 水稲

174 外園　龍一 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,908 水稲

175 外園　龍一 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 4,756 水稲

176 新福　一夫 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,149 水稲

177 新福　一夫 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,090 水稲

178 新福　一夫 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,027 水稲

179 新福　一夫 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 2,033 水稲

180 有限会社　南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 437 露地野菜

181 有限会社　南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 236 露地野菜

182 有限会社　南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 487 露地野菜

183 有限会社　南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 416 露地野菜

184 有限会社　南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 377 露地野菜

185 有限会社　南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 383 露地野菜
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186 有限会社　南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 135 露地野菜

187 松元　茂 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 519 水稲

188 松元　茂 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 710 水稲

189 松元　茂 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 954 水稲

190 祝ケ野　正人 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 216 WCS、水稲

191 米良　幸治 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 962 水稲

192 米良　幸治 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 366 水稲

193 米良　幸治 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,875 水稲

194 米良　幸治 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 890 水稲

195 永田　ユウ子 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 大根占 畑 10,000 レタス、キャベツ

196 笹原　健太郎 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 大根占 畑 100 甘藷

197 山下　博幸 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 田代 田 1,000 飼料

198 折小野　道男 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 田代 田 2,000 甘藷、露地野菜

199 折小野　道男 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 田代 畑 3,000 露地野菜

200 新村　広幸 鹿児島県 鹿屋市 肝属郡錦江町 田代 田 3,000 水稲

201 稲村　幸雄 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 田代 畑 3,000 飼料

202 姫城　秀也 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡南大隅町 根占 田 100,000 水稲

203 株式会社　テリーファーム 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡南大隅町 根占 田 20,000 里芋

204 中﨑　国浩 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 田 10,000 水稲

205 中﨑　国浩 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 田 10,000 水稲

206 仙石　勉 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 畑 6,000 甘藷

207 仙石　勉 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 畑 6,000 甘藷

208 春田　政明 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 田 2,000 水稲

209 田中　祐樹 鹿児島県 霧島市 曽於市 財部 畑 6,000 甘藷

210 吉崎　拓也 鹿児島県 曽於市 曽於市 大隅 畑 1,400 施設野菜

211 池元　亮太 鹿児島県 曽於市 曽於市 大隅 畑 7,000 小松菜

212 冨脇　昭彦 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 5,000 水稲

213 四本　征男 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 1,000 水稲

214 堀苑　隆次郎 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 1,000 水稲

215 宇都　清文 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 5,000 水稲、甘藷、人参、キャベツ

216 宮原　健太郎 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 3,000 馬鈴薯

217 有限会社　山重 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 2,000 甘藷

218 有限会社　髙井田アグリ 鹿児島県 曽於郡大崎町 志布志市 有明 田 8,000 水稲

219 有限会社　髙井田アグリ 鹿児島県 曽於郡大崎町 志布志市 有明 畑 10,000 甘藷、馬鈴薯、大根、ゴボウ

220 林　貞雄 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 1,000 水稲

221 株式会社　吉川農産 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 2,000 馬鈴薯

222 濵脇　福雄 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 益丸 田 4,041 水稲

223 ルーツファーム　株式会社 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 大根・ごぼう

224 有村　悟 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 10,000 牧草・甘藷・キャベツ

225 有限会社　アグリみやこ 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 甘藷

226 有限会社　大崎農園 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 150,000 ねぎ・大根・キャベツ

227 有限会社　水幸農園 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 100,000 大根・キャベツ・甘藷

228 株式会社　中﨑米穀店 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 50,000 水稲

229 瀬戸口　広幸 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 3,561 甘藷

230 鎌倉　純雄 鹿児島県 西之表市 西之表市 伊関 畑 3,500 さつまいも

231 大瀬　尊歳 鹿児島県 西之表市 西之表市 下西 畑 1,000 さつまいも

232 長倉　義秋 鹿児島県 西之表市 西之表市 国上 畑 5,000 さつまいも
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233 脇田　峰生 鹿児島県 西之表市 西之表市 上西 畑 2,500 さつまいも

234 株式会社　九州トータルプランニング 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 星原 畑 40,092 甘藷・馬鈴薯

235 向井　信一郎 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 1,493 さとうきび

236 大牟田　優美 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 9,561 野菜

237 宇都　政和 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 956 さとうきび

238 宇都　生仁 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 487 甘藷

239 岩屋　健志 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 田 954 水稲

240 岩屋　和昭 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 田 992 水稲

241 株式会社　中種子精脱 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 37,032 さとうきび

242 株式会社　中種子精脱 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 4,453 さとうきび

243 株式会社　中﨑 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 19,757 牧草

244 竹　忍 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 5,416 さとうきび・甘藷

245 西田　徹嗣 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 田 766 水稲

246 岩　次則 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 納官 畑 5,451 牧草

247 田中　満男 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 納官 畑 2,771 さとうきび

248 宮園　隆行 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 10,500 さとうきび・甘藷

249 株式会社　たすくる 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 2,770 牧草

250 田崎　勉 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 10,234 さとうきび・馬鈴薯・青果用甘藷

251 岩　次則 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間上 畑 10,170 牧草

252 遠藤　正浩 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間上 畑 4,772 さとうきび

253 宮園　隆行 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 畑 3,576 さとうきび・甘藷

254 美原　康幸 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 畑 29,047 牧草

255 美原　康幸 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 田 1,883 水稲

256 西田　徹嗣 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 畑 4,171 さとうきび

257 古市　純一 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 上中 田 4,000 水稲

258 岩川　篤浩 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 2,000 バレイショ、実エンドウなど

259 日高　基樹 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 2,000 甘藷　ほか

260 鎌田　正光 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 2,000 ぽんかん、たんかん

261 中山　正芳 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 3,000 さとうきび

262 德　大作 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 33,000 さとうきび

263 森　正信 鹿児島県 奄美市 奄美市 住用 畑 1,200 かぼちゃ

264 上原　洋子 鹿児島県 奄美市 奄美市 名瀬 畑 1,200 野菜

265 金城　よしの 鹿児島県 奄美市 奄美市 名瀬 畑 1,500 パッション

266 藤山　博文 鹿児島県 大島郡龍郷町 大島郡龍郷町 嘉渡 畑 1,250 野菜

267 生田　正信 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 1,165 サトウキビ

268 勇　光郎 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 5,000 サトウキビ

269 叶　弘一郎 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 25,000 サトウキビ

270 富田　秀治 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 6,000 サトウキビ

271 富田　良一 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 10,000 サトウキビ

272 廣　文一郎 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 5,000 サトウキビ

273 村上　哲夫 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 1,000 サトウキビ

274 泉　敏之 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 5,000 サトウキビ

275 盛　勝美 鹿児島県 大島郡伊仙町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 13,000 サトウキビ

276 秋月　國光 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 6,000 サトウキビ

277 竹原　秀宗 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 2,000 サトウキビ

278 樺山　修二 鹿児島県 大島郡伊仙町 大島郡伊仙町 阿権 畑 17,584 サトウキビ・ジャガイモ・カボチャ

279 中山　勝二 鹿児島県 大島郡伊仙町 大島郡伊仙町 御前堂・伊仙 畑 891 サトウキビ
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280 伊口　重孝 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

281 名越　秀一 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,500 飼料作物

282 喜井　一仁 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 3,000 バレイショ，ニンジン

283 大里　憲男 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

284 川島　龍也 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

285 新屋　治男 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 6,000 飼料作物

286 東　のぶ美 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 4,000 飼料作物

287 株式会社　大豊 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 3,000 サツマイモ，タマネギ

288 森　明記人 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 グラジオラス

289 永野　育八 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 5,000 サトウキビ

290 福永　忠仁 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 花卉

291 根釜　祥三 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 正名 畑 1,148 さとうきび

292 根釜　祥三 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 正名 畑 2,244 さとうきび

293 町田　弘之 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 正名 畑 2,724 さとうきび

294 町田　弘之 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 正名 畑 2,250 さとうきび

295 町田　弘之 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 正名 畑 1,822 さとうきび

296 町田　弘之 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 正名 畑 2,173 さとうきび

297 有川　陽一 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 大津勘 畑 3,333 じゃがいも

298 東　和吉 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 田皆 畑 2,769 さとうきび
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