
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 原田 孝 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 吉井 宏喜 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 イチゴ

3 大囿 直充 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

4 市來 満秋 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 竹之内 修樹 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 畑 10,000 茶

6 上簗 正文 鹿児島県 鹿児島市 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 水稲

7 中薗 徳之 鹿児島県 出水市 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 水稲

8 内山 千恵子 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

9 坂元 智一 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

10 平 幸男 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

11 平 賢慈 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 平 通幸 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 20,000 水稲

13 平川 幸安 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 新地 公則 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 20,000 水稲

15 新地 憲一 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

16 新地 章了 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

17 新田 良太 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 30,000 水稲

18 東仁田 常雄 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

19 森山 仁 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

20 森山 健二 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

21 森山 茂樹 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 イチゴ

22 武 聡子 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

23 池山 力 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 5,000 水稲

24 竹之内 重則 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 30,000 水稲

25 簗川 茂 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

26 西 真吾 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 30,000 水稲

27 髙橋 照美 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

28 山迫 久雄 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

29 前野 淳 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 500 水稲

30 吉岡 孝子 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 2,000 野菜

31 地頭所 忠一 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 1,000 水稲

32 堀田 不士紀 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 2,000 水稲

33 寺川 敏朗 鹿児島県 鹿児島市 日置市 吹上 畑 2,000 野菜

34 春成 友貴 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 5,000 甘藷

35 田中 宏和 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 3,000 水稲

36 結城 晃 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 10,000 ソリダゴ

37 藤﨑 善行 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 1,500 水稲

38 西 陽三 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 1,000 ソバ

39 西園 清住 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 3,100 水稲

40 峯﨑 力亜 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 畑 50,000 果樹

41 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 5,000 麦

42 冨ヶ原 昌子 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

43 妙見 義弘 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

44 妙見 良一 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 5,000 水稲
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45 山下 達海 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 10,000 甘藷

46 打越 貞夫 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 5,000 水稲

47 株式会社 ホカヤシキ 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 10,000 飼料作物

48 檜物 市三 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

49 満冨 三郎 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 10,000 甘藷

50 滿尾 修一 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

51 西 政樹 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 10,000 飼料作物

52 農事組合法人キタカタ 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 50,000 野菜

53 農事組合法人キタカタ 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 50,000 野菜

54 辻 成人 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

55 鳩野 浩志郎 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 10,000 甘藷

56 生駒 剛 鹿児島県 薩摩川内市 いちき串木野市 羽島 畑 10,000 野菜(ジャガイモ)など

57 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

58 石神 善明 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 上名 田 10,000 水稲

59 吉留 久夫 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川上 畑 10,000 野菜

60 吉留 久夫 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川上 田 10,000 水稲

61 大平 一法 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川上 田 5,000 水稲

62 石原 信幸 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川上 畑 5,000 野菜ほか

63 平 和子 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川北 田 10,000 水稲

64 平 和子 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川北 畑 10,000 露地野菜

65 橋口 典明 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川北 畑 10,000 果樹（柑橘類）

66 俵積田 勇三 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 15,000 甘しょ

67 山崎 一彦 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 1,500 甘しょ

68 鮫島 健一 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 1,000 甘しょ

69 上野 聡  鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 6,200 茶

70 中原 一朗 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 400 水稲

71 前園 公穗 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 2,000 水稲

72 古木 昭彦 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 1,200 野菜

73 吉田 幸一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 2,100 水稲

74 大倉野 工 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 500 甘藷

75 大迫 人志 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 2,500 らっきょう ネギ

76 小野 秀一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 2,000 麦・そば

77 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

78 株式会社 頴有 鹿児島県 南九州市 南さつま市 加世田 畑 9,200 甘藷・野菜

79 桐木平 貴之 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 500 水稲

80 桐木平 貴之 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 1,200 甘しょ

81 田原 達也 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 7,500 かぼちゃ

82 遠矢 安則 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 4,000 らっきょう ネギ

83 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 2,600 麦 そば

84 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 4,800 水稲

85 内村 稔隆 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,000 水稲

86 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 畑 600 水稲

87 坂口 正虎 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 500 シキミ

88 大久保 公博 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 2,100 甘藷

89 大坪 和裕 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 500 そば

90 大木下 公征 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 3,000 麦・そば

91 大木下 公征 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 3,000 水稲
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92 天法 武二郎 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,000 水稲

93 寳樂 紘一郎 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 500 甘藷

94 有木 学 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,300 水稲

95 有限会社 はし農産 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 4,200 甘藷・そば・麦

96 有限会社 小牧緑峰園 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 3,000 茶

97 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 5,000 甘藷

98 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 田 200 水稲

99 東久保 順子 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 900 甘藷

100 東小薗 壮登 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 800 水稲

101 松木 次男 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,300 水稲

102 松木 次男 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 700 水稲

103 桑畑 治 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,000 未定

104 池添 忠 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,300 水稲

105 田良島 輝久 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 8,000 水稲

106 町屋敷 靖 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 2,600 甘藷

107 神野 潤也 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 6,200 牧草

108 福元 文治 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,000 水稲

109 竹田 修一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 3,500 水稲

110 西野 和則 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,500 水稲

111 阿久根 信行 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 2,200 白ネギ

112 柳元 胤尚 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 大浦 田 1,500 水稲

113 狩集 勇耕 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 大浦 田 2,000 水稲

114 オリオ青果 株式会社 鹿児島県 南九州市 南九州市 頴娃 畑 20,000 茶・露地野菜

115 有限会社 グリーンティ西原 鹿児島県 南九州市 南九州市 頴娃 畑 11,000 茶

116 粟ヶ窪 政雄 鹿児島県 南九州市 南九州市 頴娃 畑 3,500 茶

117 上塩入 俊朗 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 2,000 水稲・飼料作物

118 前田 英治 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 1,000 水稲

119 大坪 久記 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 畑 10,000 甘藷

120 宇都 勝彦 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 35,000 水稲

121 有限会社 新屋米穀店 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 1,100 水稲

122 株式会社 下野農園 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 2,000 水稲・甘藷

123 株式会社 下野農園 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 畑 21,000 水稲・甘藷

124 大坪 久記 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 102,000 甘藷

125 市坪 誠一 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 1,500 甘藷

126 七夕 淳也 鹿児島県 指宿市 指宿市 開聞 畑 5,000 野菜

127 奥村 祐樹 鹿児島県 指宿市 指宿市 開聞 畑 1,500 野菜

128 上久保 拡 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 3,500 野菜

129 上原 勉 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 2,000 野菜

130 寺脇 由加里 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 3,000 野菜

131 岸 亮太 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 1,000 野菜

132 井上 厚 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 畑 2,500 野菜

133 川尻 高士 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 畑 6,500 ごぼう

134 有限会社 川畑商事 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 田 1,100 水稲

135 株式会社 焼酎蔵ファーム 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 畑 10,000 野菜

136 農事組合法人 水引東部農業生産振興会 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 田 1,000 水稲

137 小原 千年 東京都 新宿区 薩摩川内市 東郷 田 645 水稲

138 株式会社 平畜産 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 入来 田 1,845 水稲
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139 上脇 久 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

140 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

141 山﨑 英二 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

142 川原 恵 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 5,000 水稲

143 川路 正成 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

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

145 株式会社優 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 畑 1,000 露地野菜

146 永井野 勇 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

147 牧内 次雄 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 1,000 水稲

148 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 10,000 水稲

149 土持 六男 鹿児島県 出水市 出水市 江内 田 1,000 水稲

150 新屋 利明 鹿児島県 出水市 出水市 江内 田 2,000 水稲

151 株式会社 竹林農産・光 鹿児島県 出水市 出水市 江内 田 10,000 水稲

152 冨田 洋一 鹿児島県 出水市 出水市 大川内 田 3,000 水稲

153 真心ファーマーズ 株式会社 鹿児島県 出水市 出水市 東干拓 田 10,000 水稲

154 冨田 洋一 鹿児島県 出水市 出水市 東出水 田 5,000 水稲

155 樋口 安夫 鹿児島県 出水市 出水市 米ノ津 田 5,000 水稲

156 田畑 和雄 熊本県 水俣市 出水市 米ノ津 田 5,000 水稲

157 郡山 勉 鹿児島県 出水市 出水市 米ノ津 畑 2,000 牧草

158 末永 敬輔 鹿児島県 出水市 出水市 米ノ津東 田 10,000 水稲

159 太田 和彦 鹿児島県 出水市 出水市 野田 田 5,000 水稲

160 太田 浩三 鹿児島県 出水市 出水市 野田 田 2,000 水稲

161 益山 梓太郎 鹿児島県 霧島市 霧島市 横川 田 6,000 水稲

162 久木田 竜一 鹿児島県 姶良市 霧島市 溝辺 田 5,000 水稲

163 二月田 ⾧一郎 鹿児島県 霧島市 霧島市 溝辺 田 2,500 水稲

164 山口 清隆 鹿児島県 曽於市 霧島市 福山 畑 7,000 野菜

165 牧野 政司 鹿児島県 姶良市 霧島市 福山 畑 1,500 野菜

166 吉永 ひとみ 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 2,500 野菜

167 吉永 毅 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 15,000 茶

168 増田 泰博 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 40,000 野菜

169 増田 泰博 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 2,000 水稲

170 大田 育孝 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 2,000 野菜

171 有本 カツ 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 5,000 野菜

172 有限会社 霧島製茶 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 3,500 茶

173 西田 幸子 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 3,000 野菜

174 西田 敏治 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 3,000 野菜

175 西田 良昭 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 畑 2,500 野菜

176 堂前 澄男 鹿児島県 姶良市 姶良市 姶良 田 1,000 水稲

177 本野 三二 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 4,000 水稲

178 肱岡 正樹 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 田 4,000 水稲

179 肱岡 秋則 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 田 5,000 水稲

180 向井 敏洋 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 田 3,000 水稲

181 株式会社 アグリファームエムズ 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 畑 9,000 ゴボウ

182 今村 光春 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 畑 5,000 そば

183 南之原 裕晶 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 20,000 水稲

184 小城 洋一 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 20,000 水稲

185 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
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186 本村 ヤス子 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 畑 3,000 飼料作物

187 藤田 耕三郎 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 5,000 水稲

188 入佐 哲朗 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 水稲

189 加覧 悟 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 10,000 水稲

190 園田 茂治 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 20,000 大根

191 宮田 浩 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 5,000 飼料作物

192 末吉 光 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 水稲 飼料作物

193 本君田 忍 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 5,000 飼料作物

194 株式会社 ライスセンターふくもと 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 水稲

195 株式会社 中野ファーム 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 飼料作物

196 株式会社 境田 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 水稲

197 平松畜産 株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 2,000,000 飼料作物

198 平松畜産 株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 2,000,000 飼料作物

199 株式会社 マルキヨ 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 200,000 甘藷、人参､ごぼう大根

200 株式会社 ライスセンターふくもと 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 5,000 ごぼう

201 福元 康光 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 5,000 ゴボウ

202 福岡 良二 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 田 10,000 水稲

203 坂元 清秀 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

204 山口 八重子 鹿児島県 鹿屋市 垂水市 垂水 畑 5,000 スナップエンドウ

205 島児 典生 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

206 川﨑 成晃 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

207 持留 正幸 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

208 池田 孝 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

209 濱田 直史 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 サツマイモ

210 百宝合同会社 鹿児島県 鹿屋市 垂水市 垂水 畑 5,000 ネギ

211 葛迫 義満 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

212 葛迫 義満 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 米

213 山元 辰太郎 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 畑 2,000 施設園芸

214 有村 淳一 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,800 水稲、WCS

215 株式会社 鹿児島リサイクル  鹿児島県 南九州市 肝属郡東串良町 東串良 畑 3,600 コーヒー豆

216 河野 邦宏 鹿児島県 鹿屋市 肝属郡東串良町 東串良 田 3,200 水稲

217 押領司 祥摩 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 大根占 畑 10,000 露地野菜

218 福園 光秀 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 大根占 畑 16,000 飼料作物

219 鈴 一磨 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 大根占 田 2,000 露地野菜

220 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、ネギ、レタス、キャベツ

221 吉満 忠吉 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 田 10,000 水稲

222 東丸 幸男 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 畑 5,000 甘藷

223 飯野 孝仁 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 畑 75,000 水稲、里芋、甘藷

224 ⿁丸 博文 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 畑 60,000 飼料

225 加塩 義之 鹿児島県 曽於市 曽於市 大隅 田 11,000 水稲

226 小野田 貴明 宮崎県 都城市 曽於市 末吉 畑 30,000 甘藷

227 有限会社 兼高 鹿児島県 志布志市 志布志市 志布志 畑 5,000 芝

228 有限会社 ⾧岡商店 鹿児島県 志布志市 志布志市 志布志 畑 10,000 甘藷、露地野菜、飼料

229 中坂 聡 鹿児島県 志布志市 志布志市 松山 畑 5,000 ピーマン

230 公益財団法人 志布志市農業公社 鹿児島県 志布志市 志布志市 松山 畑 15,000 ピーマン

231 川邊 隆志 鹿児島県 志布志市 志布志市 松山 畑 5,000 茶

232 鹿子木 正士 鹿児島県 志布志市 志布志市 松山 畑 10,000 ピーマン
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233 合同会社 永野アグリ  鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 3,000 馬鈴薯、人参

234 株式会社 原田 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 30,000 茶

235 株式会社 吉川農産 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 3,000 水稲

236 石田 信悟 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 1,660 飼料作物

237 花北 貴司 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 10,000 飼料作物

238 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 10,000 ごぼう

239 坂本 秀一 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 5,000 水稲

240 山田 明史 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 2,000 キャベツ

241 山野 正弘 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 10,000 牧草 水稲

242 新平 裕一 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 5,000 牧草

243 春田 一樹 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 5,000 牧草

244 有限会社 そおリサイクルセンター 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 菜種 人参

245 有限会社 南九州農園 鹿児島県 肝属郡東串良町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 大根 キャベツ

246 有限会社 高井田アグリ 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 甘藷 バイレイショ ごぼう 大根 

247 有限会社 髙井田アグリ 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 甘藷 バレイショ ごぼう 大根

248 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

249 柳別府 正博 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 50,000 水稲

250 森下 寅幸 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 牧草

251 田畑 道雄 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 10,000 水稲

252 神田 大輔 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 10,000 牧草

253 關屋 智誉 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 5,000 大根 キャベツ レタス

254 榎本 博 鹿児島県 西之表市 西之表市 現和 畑 10,000 さつまいも

255 濱添 大吾 鹿児島県 西之表市 西之表市 古田 田 2,000 主食用水稲

256 宮川 耕一 鹿児島県 西之表市 西之表市 上西 畑 5,000 牧草

257 小牧 時秀 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 畑 4,338 さとうきび

258 髙磯 博 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 畑 6,391 牧草・さとうきび

259 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 納官 畑 5,610 さとうきび

260 岩田 正利 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 9,054 青果用甘藷

261 株式会社 向耀ファーム 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 13,119 さとうきび

262 株式会社 向耀ファーム 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 12,296 さとうきび

263 株式会社 向耀ファーム 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 108,838 さとうきび

264 株式会社 向耀ファーム 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 2,365 さとうきび

265 榮 龍太 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 5,115 さとうきび

266 榮 龍太 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 1,981 さとうきび

267 小牧 時秀 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 畑 1,446 さとうきび

268 羽生 彰規 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 田 2,417 水稲

269 羽生 彰規 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 畑 2,495 さとうきび

270 椎木 あゆみ 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 茎永 田 20,000 水稲

271 河野 静哉 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 上中 畑 8,000 安納芋

272 中之薗 健二郞 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 西之 田 3,500 水稲

273 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 2,534 ｳｺﾝ・ｶﾞｼﾞｭﾂ

274 中棚 昭三十 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 6,000 さとうきび

275 株式会社 立神Works 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 20,000 さとうきび

276 泉 義昭 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 1,000 果樹

277 照井 朗 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 2,000 果樹

278 盛 康盛 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 10,000 さとうきび

279 盛 駿之介 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 2,000 さとうきび
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280 山越 織江 鹿児島県 奄美市 奄美市 名瀬 畑 789 パッションフルーツ

281 福村 望 鹿児島県 奄美市 奄美市 名瀬 畑 2,000 露地野菜

282 広野 裕介 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 大島郡瀬戸内町 久慈 畑 10,000 果樹

283 上野 岳史 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 大島郡瀬戸内町 蘇刈 畑 10,000 ヘアリーベッチ

284 桐山 総 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 大島郡瀬戸内町 蘇刈 畑 10,000 すもも

285 竹山祐司 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 大島郡瀬戸内町 蘇刈 畑 10,000 たんかん

286 山野 美弘 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 445 さとうきび

287 東目 彌一 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 1,297 さとうきび

288 柳 清忠 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 1,034 さとうきび

289 株式会社 ファームテック喜界 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 70,228 さとうきび

290 田向 利恵子 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 96 ごま

291 米田 光弘 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 821 飼料作物

292 辰巳 正明 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 1,025 さとうきび

293 豊田 竜馬 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

294 盛 洋二郎 鹿児島県 大島郡天城町 大島郡天城町 天城 畑 1,574 さとうきび

295 義久 武志 鹿児島県 大島郡天城町 大島郡天城町 天城 畑 4,176 さとうきび

296 重田 哲志 鹿児島県 大島郡天城町 大島郡天城町 天城 畑 1,795 さとうきび

297 亀山 節子 鹿児島県 大島郡伊仙町 大島郡伊仙町 東犬田布 畑 13,588 飼料作物

298 名越 一明 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 サトウキビ

299 山崎 賢治 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 住吉 畑 12,000 さとうきび・ばれいしょ

300 前田 三十八 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 瀬利覚 畑 3,500 さとうきび
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