
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 上市 義弘 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 下屋敷 正 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 別府 幹男 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

4 別府 弘教 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

5 別府 達廣 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 大久保 聡 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 小椎八重 茂夫 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

8 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 畑 10,000 野菜

9 徳留 和樹 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

10 東條 好廣 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

11 東條 幸広 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

12 栃囿 和廣 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

13 株式会社 髙﨑畜産 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

14 池江 新吾 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 畑 20,000 飼料

15 農事組合法人 杉元農場 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

16 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

17 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 10,000 水稲

18 勝目 正隆 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 軸屋 文章 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

20 吉田 武 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 喜入 畑 1,500 野菜

21 平山 修 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 喜入 畑 1,000 桑

22 久保 信一 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 500 ネギ

23 地頭所 忠一 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 500 水稲

24 堀田 不士紀 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 2,500 甘藷

25 堤 誠一郎 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 500 甘藷

26 外山 智美 鹿児島県 鹿児島市 日置市 吹上 田 1,500 水稲

27 宮内 健二 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 1,000 水稲

28 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 畑 500 野菜

29 有馬 孝一 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 200 水稲

30 東 公弘 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 500 水稲

31 株式会社 三窪建設 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 500 甘藷

32 上原 将樹 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 畑 10,000 甘藷

33 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

34 堀之内 弘泰 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

35 西村 四男 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 川南 田 10,000 水稲

36 後潟 正博 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

37 池田 郁代 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）

38 下山 強 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 2,100 茶

39 中原 俊昭 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 1,700 茶

40 俵積田 ミサ 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 3,500 甘しょ

41 俵積田 弘信 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 2,100 甘しょ

42 俵積田 清文 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 6,000 甘しょ

43 売島 久美子 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 1,000 甘しょ

44 松崎 和則 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 2,600 茶
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45 永留 忠一 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 500 甘しょ

46 永留 秀和 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 1,500 甘しょ

47 永留 秀幸 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 700 甘しょ

48 永留 節夫 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 3,200 甘しょ

49 永留 隆幸 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 5,000 甘しょ

50 真茅 重治 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 2,400 甘しょ

51 西之原 拓二 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 1,900 甘しょ

52 西之原 章一 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 1,100 甘しょ

53 西之原 義文 鹿児島県 枕崎市 枕崎市 別府 畑 750 甘しょ

54 上舞 啓一郎 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 1,400 水稲

55 中原 一朗 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 8,000 水稲

56 中原 一朗 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 700 水稲

57 中原 幸一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 3,500 水稲

58 中釜 幹徳 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 2,300 ラッキョウ

59 中釡 吉行 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 2,000 ネギ

60 二田 雄二 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 1,800 水稲

61 十田 善幸 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 700 水稲

62 南 清志 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 3,600 水稲

63 古木 昭彦 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 500 野菜

64 小野 秀一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 8,500 麦 そば

65 本 順一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 1,000 水稲

66 株式会社 頴有 鹿児島県 南九州市 南さつま市 加世田 畑 12,000 甘藷

67 栫 ヒロ子 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 1,600 飼料米

68 福島 康志 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 2,000 白ネギ

69 野田 敏彦 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 3,200 水稲

70 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 1,000 麦 ソバ

71 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 3,000 水稲

72 下拾石 弘治 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,200 水稲

73 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 1,000 麦 そば

74 坂口 正虎 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,000 シキミ

75 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

76 大木下 公征 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,000 麦

77 山下 昌一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 400 野菜

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

79 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 2,000 甘藷

80 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 7,000 水稲

81 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 2,000 水稲

82 本町 雄三 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 4,000 甘藷

83 東 博文 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 3,000 水稲

84 松木 次男 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,500 水稲

85 樋渡 信行 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 1,300 茶

86 西薗 幸二 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,600 水稲

87 西馬場 一馬 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 3,000 茶

88 前田 和人 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 500 水稲

89 大薗 秀己 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 500 飼料作物

90 有限会社 松崎製茶 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 2,000 甘藷

91 砂走 精一 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 14,000 水稲・施設野菜
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92 福﨑 洋征 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 8,000 甘藷・水稲

93 福﨑 洋征 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 畑 1,000 甘藷・水稲

94 農事組合法人 たべた 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 1,000 水稲

95 農事組合法人 たべた 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 1,300 水稲

96 市坪 誠一 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 1,300 甘藷

97 市坪 誠一 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 1,100 甘藷

98 株式会社 ヴィレッジファーム衛藤 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 2,500 茶・甘藷

99 田村 夢子 鹿児島県 南さつま市 南九州市 知覧 畑 6,000 キャベツ

100 菊永 忠義 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 5,000 甘藷・露地野菜

101 髙原 忠道 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 畑 5,600 甘藷

102 鐘撞 望 鹿児島県 指宿市 指宿市 開聞 田 6,500 米

103 上薗 功治 鹿児島県 指宿市 指宿市 山川 畑 8,000 野菜

104 中山 圭太 鹿児島県 指宿市 指宿市 山川 畑 1,500 野菜

105 株式会社 忍ファーム 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 田 45,000 水稲

106 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

107 兒玉 三男 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 2,000 水稲

108 宮原 道夫 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 1,300 水稲

109 山口 照美 茨城県 つくば市 薩摩川内市 東郷 田 1,861 水稲

110 東郷 泰 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 1,060 水稲

111 株式会社LPスイーツファーム 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 10,000 野菜

112 榊 俊子 鹿児島県 鹿児島市 薩摩川内市 東郷 田 151 水稲

113 榊 康仁 鹿児島県 鹿児島市 薩摩川内市 東郷 田 275 水稲

114 福山 一利 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 15,000 水稲

115 西野 祥子 鹿児島県 鹿児島市 薩摩川内市 東郷 田 2,583 水稲

116 鉢迫 重宗 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 1,000 水稲

117 木場 祐貴 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 樋脇 田 10,000 水稲

118 上脇 久 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

119 上脇 與三 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

120 中村 則昭 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

121 久留主 マス子 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

122 切通 良治 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

123 切通 良治 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 5,000 水稲

124 前田 星二 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

125 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

126 吉野 實 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

127 大平 正喜 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

128 大磯 祐一 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

129 宇都 義文 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 畑 2,000 露地野菜

130 小田原 時久 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

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

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

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

134 末吉 律子 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

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

136 松峯 幸子 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

137 松永 辰己 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

138 永井野 勇 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲
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139 波留 和典 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 1,000 水稲

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

141 農事組合法人 京田園 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 2,000 水稲

142 小倉 竜 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 田 3,000 水稲

143 樋口 肇 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 田 5,000 水稲

144 樋口 肇 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 畑 5,000 果樹

145 糸田 耕一 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 田 3,000 水稲

146 松元 純忠 鹿児島県 出水市 出水市 大川内 田 5,000 水稲

147 有限会社 農業生産法人 山床製茶 鹿児島県 出水市 出水市 米ノ津 畑 5,000 茶

148 有限会社 中塩農園 鹿児島県 出水市 出水市 米ノ津東 田 10,000 水稲

149 松山 恭兵 鹿児島県 出水市 出水市 米ノ津東 田 5,000 ミニトマト

150 太田 浩三 鹿児島県 出水市 出水市 野田 田 2,000 水稲

151 出水 純孝 鹿児島県 霧島市 霧島市 福山 畑 1,600 野菜

152 山口 清隆 鹿児島県 曽於市 霧島市 福山 畑 13,000 野菜

153 立本 清光 鹿児島県 霧島市 霧島市 福山 畑 5,200 野菜

154 立本 直 鹿児島県 霧島市 霧島市 福山 畑 26,000 野菜

155 西帯野 豊 鹿児島県 曽於市 霧島市 福山 畑 10,000 野菜

156 修行 年明 鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島 田 2,000 水稲

157 大重 信也 鹿児島県 姶良市 姶良市 姶良 田 5,000 水稲

158 川路 啓太 鹿児島県 姶良市 姶良市 姶良 田 2,000 水稲

159 瀬戸 但 鹿児島県 姶良市 姶良市 姶良 田 1,000 水稲

160 夏田 恒 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 3,000 水稲

161 大重 孝司 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 6,000 水稲

162 岩元 竜太 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 1,500 水稲

163 榎田 清春 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 5,000 水稲

164 永田 佳美 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 2,000 水稲

165 猶木 悟 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 1,000 水稲

166 福田 叶 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 2,000 水稲

167 有限会社ハシモト 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 吉松 田 5,000 水稲

168 柏木 浩明 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 吉松 田 1,000 水稲

169 橋元 祐作 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 吉松 田 2,000 水稲

170 竹ノ内 春則 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 吉松 田 5,000 水稲

171 橋之口 定 鹿児島県 姶良郡湧水町 姶良郡湧水町 栗野 田 3,000 水稲

172 (株)Farm-k 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 11,255 水稲

173 中村 健太郎 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 7,000 水稲

174 中間 弘典 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 3,000 水稲

175 大塚 聖作 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 2,000 水稲

176 山下 昭彦 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 6,000 水稲

177 新原 洋 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 500 水稲

178 緒方 ムツ子 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 5,000 水稲

179 向井 敏洋 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 田 8,000 水稲

180 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 5,000 ゴボウ

181 満永 文夫 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 畑 5,000 飼料用作物

182 上別府 美由紀 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 畑 50,000 飼料作物

183 今村 光春 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 15,000 水稲

184 南之原 裕晶 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 25,000 ピーマン・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 米タケヨシ 株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 50,000 水稲

187 休坂 英幸 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 10,000 甘藷、ゴボウ、馬鈴薯

188 城ケ原 厚己 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 水稲

189 壹岐 昭伸 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 40,000 水稲

190 有田 学 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 20,000 甘藷 白ネギ

191 木場迫 健一 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 水稲

192 末吉 光 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 WCS

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 森水 勇作 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 10,000 水稲

195 田畑 義朗 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 15,000 飼料作物

196 眞戸原 健晃 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 10,000 甘藷

197 藤安 和幸 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 15,000 飼料作物

198 門倉 順一 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 5,000 甘藷 ゴボウ

199 南東北青果 有限会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 800,000 露地野菜

200 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

201 有限会社 サンフィールズ 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 5,000,000 キャベツ、葉ﾈｷﾞ、ケール、大根､レタス

202 末吉 利也 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 500,000 ごぼう、甘藷

203 株式会社SBF  鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 100,000 露地野菜

204 株式会社 戸塚楽農  鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 200,000 飼料作物

205 株式会社 戸塚楽農  鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 2,000,000 飼料作物

206 室田 修一 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

207 宮迫 泰倫 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

208 川﨑 成晃 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

209 株式会社 ヤナチク 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 100,000 飼料作物

210 石川 翼 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 インゲン

211 葛迫 義満 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

212 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 サツマイモ

213 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 14,800 水稲、WCS

214 前川 繁信 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 500 水稲、WCS

215 前川 繁信 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 2,400 水稲、WCS

216 北園 哲郎 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝属郡東串良町 東串良 畑 600 飼料用作物

217 宮迫 敏昭 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 3,200 水稲

218 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 1,400 水稲

219 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 畑 1,900 露地野菜

220 松田 新作 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,100 水稲

221 隈元 義一 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 900 水稲、WCS

222 原口 勉 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 大根占 畑 1,000 飼料作物

223 柿迫 光樹 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 田代 田 7,000 露地野菜

224 笹原 浩昭 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 田代 田 1,500 甘藷

225 松留 航大 鹿児島県 肝属郡南大隅町 肝属郡南大隅町 根占 田 20,000 WCS､飼料作物

226 梶原 正巳 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝属郡肝付町 高山 畑 1,768 甘藷

227 梶原 正巳 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝属郡肝付町 高山 畑 4,185 甘藷

228 有限会社 高橋組 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝属郡肝付町 内之浦 田 946 WCS

229 有限会社 高橋組 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝属郡肝付町 内之浦 田 956 WCS

230 ⿁丸 博文 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 田 60,000 水稲

231 イシハラフーズ 株式会社 宮崎県 都城市 曽於市 末吉 畑 220,000 甘藷、その他

232 和田 朋憲 鹿児島県 曽於市 曽於市 末吉 田 50,000 水稲
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233 株式会社 さかうえ 鹿児島県 志布志市 志布志市 志布志 田 10,000 水稲

234 戸田 豊八郎 鹿児島県 曽於市 志布志市 松山 畑 20,000 大根、甘藷

235 津曲 義也 鹿児島県 志布志市 志布志市 松山 畑 3,000 甘藷

236 あおぞら農業協同組合 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 10,000 甘藷

237 中馬 耕二郎 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 10,000 水稲

238 坂本 秀一 鹿児島県 曽於郡大崎町 志布志市 有明 田 10,000 水稲

239 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

240 株式会社 内村産業 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 10,000 水稲

241 株式会社 吉川農産 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 5,000 水稲

242 株式会社 吉川農産 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 10,000 甘藷

243 立山 雄大 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 20,000 飼料

244 花北 貴司 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 25,000 飼料作物

245 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 100,000 ごぼう

246 吉岡 秀博 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 甘藷・大根・馬鈴薯

247 坂元 正春 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 10,000 水稲

248 堂満 一也 鹿児島県 志布志市 曽於郡大崎町 大崎 畑 10,000 甘藷・馬鈴薯

249 大谷 健三 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 大根

250 川崎 しげ子 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 牧草

251 川崎 しげ子 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 10,000 水稲

252 川越 エリ子 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 1,619 水稲

253 新川 憲二 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 11,312 牧草

254 新平 幸博 鹿児島県 志布志市 曽於郡大崎町 大崎 田 20,000 水稲

255 有村 貞之 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 10,000 牧草

256 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

257 有限会社 グリーンファーム 鹿児島県 鹿屋市 曽於郡大崎町 大崎 畑 50,000 甘藷・大根・人参

258 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・馬鈴薯・ごぼう

259 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 田 10,000 水稲

260 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

261 株式会社 宮迫農産 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・ごぼう

262 梶ヶ山 政春 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 畑 10,000 甘藷

263 田畑 大成 鹿児島県 志布志市 曽於郡大崎町 大崎 田 10,000 水稲

264 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

265 萬歳 一哉 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 50,000 水稲

266 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

267 鮫島 光一 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 50,000 水稲

268 ｍａｂｆａｒｍ 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・キャベツ

269 下園 光広 鹿児島県 西之表市 西之表市 現和 畑 20,000 さとうきび

270 古田 一憲 鹿児島県 西之表市 西之表市 現和 田 10,000 ＷＣＳ用稲

271 折口 好喜 鹿児島県 西之表市 西之表市 現和 畑 50,000 さとうきび

272 株式会社 拓牧 鹿児島県 西之表市 西之表市 上西 畑 20,000 牧草

273 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 増田 畑 4,312 さとうきび

274 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 6,112 さとうきび

275 馬場 賢治 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 6,077 さとうきび

276 提 一文 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 畑 1,932 水稲

277 髙礒畜産 株式会社 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 畑 7,563 WCS

278 髙礒畜産 株式会社 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 畑 30,173 WCS

279 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 納官 畑 6,708 さとうきび
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280 遠藤 勝 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 納官 畑 11,163 さとうきび

281 濵脇 和光 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 7,127 さとうきび

282 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 野間上 田 4,474 水稲

283 鮫島 広美 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間上 畑 4,425 牧草

284 向江 鉄也 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 茎永 田 17,000 水稲

285 山下 隆浩 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 茎永 田 4,541 水稲

286 日高 正美 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 茎永 田 14,000 水稲

287 松元 聡 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 茎永 田 5,000 水稲

288 株式会社こめこめアイランド 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 茎永 畑 2,540 水稲

289 片板 一郎 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 茎永 田 3,500 水稲

290 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 3,000 水稲

291 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 サツマイモ

292 日髙 健次郎 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 西之 畑 9,000 サトウキビ

293 川内田 行博 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 島間 畑 7,000 サトウキビ

294 岩川 篤浩 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 田 1,683 ﾊﾞﾚｲｼｮ

295 西橋 優樹 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 田 3,383 飼料

296 西橋 優樹 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 田 5,910 飼料

297 鎌田 俊 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 5,677 ガジュツ

298 土浜 良二 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 40,000 さとうきび・花き

299 武原 正直 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 5,000 観葉植物

300 里 真之 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 5,000 さとうきび

301 叶 美知子 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 大島郡瀬戸内町 篠川 畑 10,000 たんかん

302 一般社団法人 龍郷町地域振興公社 鹿児島県 大島郡龍郷町 大島郡龍郷町 赤尾木 畑 8,293 サトウキビ

303 積山 哲行 鹿児島県 大島郡龍郷町 大島郡龍郷町 赤尾木 畑 2,706 牧草

304 坂 寿樹 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 685 さとうきび

305 中西 晃治 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

306 植木 農 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 7,000 サトウキビ

307 福岡 輝男 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

308 豊田 哲則 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 4,000 サトウキビ

309 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 8,000 サトウキビ

310 農地所有適格法人株式会社徳北カンパニー 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・果実・島らっきょう他

311 住 覚 鹿児島県 大島郡天城町 大島郡天城町 天城 畑 20,542 さとうきび

312 川村 達男 鹿児島県 大島郡天城町 大島郡天城町 天城 畑 4,362 さとうきび

313 久冨 昭男 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

314 川畑 輝明 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 3,000 サトウキビ，バレイショ

315 新屋 勇作 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 花卉

316 新納 雅之 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 サトウキビ

317 有限会社 山元産業 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 3,000 飼料作物

318 有限会社 山元産業 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 18,000 飼料用作物

319 有限会社 ⾧田農園 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 花卉

320 瀬川 静一郎 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

321 福 茂治 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 正名 畑 4,000 さとうきび

322 牧野 久子 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 田皆 田 1,000 さとうきび

323 英 静樹 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 田皆 畑 1,000 さとうきび
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