
鹿児島の農業者 10人

令和４年３月
九州農政局鹿児島県拠点

スゴいスゴい



スゴい鹿児島の農業者 10人
ヘンタ製茶（有機）
霧島市

（有機茶栽培・輸出）

ひなた牧場（畜産）
霧島市

（繁殖牛・スマート農業）

日野洋蘭園（花き）
さつま町

（胡蝶蘭・施設スマート農業）

大吉農園（輸出）
指宿市

（露地キャベツ、枝豆）

堀口製茶（有機）
志布志市

（有機茶栽培・スマート農業）

永吉ファーム（畜産）
徳之島町

（繁殖牛・スマート農業）

南風ベジファーム（農福連携）

南さつま市

（赤しそ、高菜）

かごしま有機（有機）
鹿児島市

（有機野菜全般・輸出）

コセンファーム（畜産）
出水市

（採卵鶏・循環型農業）

山上農園（果樹）
長島町

（柑橘類・６次産業化）

霧島市

さつま町

鹿児島市

指宿市

南さつま市

出水市

志布志市

長島町

徳之島町



番号 市町村名 企業名等 氏 名 品 目 等

１ 鹿児島市
有限会社

かごしま有機生産組合
大和田 世志人 有機野菜全般・輸出

２ 指宿市 大吉農園 大吉 枝美 露地キャベツ、枝豆・輸出

３ 南さつま市
株式会社

南風ベジファーム
秦泉寺 弘 赤しそ、高菜・農福連携

４ さつま町
株式会社
日野洋蘭園

藤崎 和彦 胡蝶蘭、アイビー・施設スマート農業

５ 出水市
有限会社

コセンファーム
古川 拡 採卵鶏、露地野菜、水稲・循環型農業

６ 長島町 山上農園 山上 博樹
柑橘類（不知火、大将季、ポンカン、紅甘夏）・６次産
業化

７ 霧島市 ヘンタ製茶有限会社 邉田 孝一 有機茶・輸出

８ 霧島市 ひなた牧場 落合 弘幸 繁殖牛・スマート農業

９ 徳之島町
株式会社
永吉ファーム

永吉 輝彦 繁殖牛・スマート農業

10 志布志市
鹿児島堀口製茶
有限会社

堀口 大輔 有機茶・スマート農業

【目次＜掲載一覧表＞】



＜プロフィール＞
オオワダ ヨシト

氏 名：大和田 世志人
役 職：代表
住 所：鹿児島市五ヶ別府町3646
連絡先：099-282-6867
Fax    ：099-282-9060
HP     ：http://kofa.jp

大和田 世志人（かごしま有機生産組合）

＜経営概要＞
• 沿 革

昭和59年5月 「かごしま有機生産組合」設立
平成３年7月 「かごしま有機生産組合」法人登記
平成４年1月 直営店「地球畑西田店」オープン
平成６年3月 有機野菜を学校給食へ供給スタート
平成21年4月 鹿児島有機農業支援センターオープン
平成31年3月 農林水産大臣賞受賞（有機農業・環境

保全型農業部門）
• 生産農家 160名（有機JAS認証済み100名、認証済み

圃場163ha）
• 栽培品目 約120品目（野菜、果樹、茶など）
• 従業員数 79名（パート含む）

１



＜特色ある取組＞
○新規就農者のため「有機農業支援センター」で研修を行い、有機
苗の供給も行う

○毎年、オーガニックフェスタの開催
○平成29年からネパールへの技術支援を開始
○有機栽培、輸出
○直営店の展開（鹿児島市内３店舗）

有機農業支援センター

令和２年オーガニックフェスタポスター直営店「地球畑」
２



大吉 枝美（大吉農園）

＜プロフィール＞
オオヨシ エミ

氏 名：大吉 枝美
住 所：指宿市山川岡児ケ水1832-1
連絡先：0993-23-8993
Fax    ：0993-23-8993

○かごしま農業女子プロジェクト代表

＜経営概要＞
・沿 革 平成28年 JGAP取得

令和元年 青果キャベツの輸出開始
（タイ、シンガポール、香港）

令和２年 ASIAGAPver2.2認証取得

・経営品目 キャベツ、枝豆、ケール
・作付面積 約50ha 
・経営形態 個人（夫婦２名、パート15名）
・主な事業内容 ○キャベツ、枝豆、ケールの生産・販売

○キャベツの海外輸出
○枝豆加工食品の製造

キャベツ収穫の様子の

フリーズドライ枝豆スナック

３



＜特色ある取組＞
○ JGAP、 ASIAGAPver2.2を取得することにより輸出先国
のニーズに対応

○輸出先国の商品サイズや梱包個数に応じるため、栽培品種
の検討と生産計画の見直しを行う

○商談会で栄養成分を分析表として数値で示し、差別化を図
る

整理整頓された農機具倉庫
４



＜プロフィール＞
ｼﾞﾝｾﾞﾝｼﾞ ﾋﾛｼ

氏 名：秦泉寺 弘
役 職：代表取締役
住 所：南さつま市金峰町高橋3075-35
連絡先：0993-77-3932
Fax    ：0993-77-3933
HP     ：http://www.nanpuu-vege.com

秦泉寺 弘（株式会社南風ベジファーム）

＜経営概要＞
• 沿 革

平成24年８月 法人登記
平成24年11月 経営改善計画認定（認定農家）・人農

地プランに記載
平成25年６月 南さつま市と加工場の立地協定書調印
平成26年５月 総合化事業計画認定（6次産業化計画）
平成26年６月 加工場本稼動
平成27年１月 障がい者福祉事業開始

• 主要作物 赤しそ・高菜・梅・大根・らっきょう・
にんにく・ハーブなど

• 農地面積 砂地5ha、梅園70a、畑2ha
• 経営形態 法人（従業員13名）
• 主な事業内容 〇農業・農産物加工

〇障がい者福祉事業

広大な砂地で赤シソ栽培

白菜のカット作業 ５



＜特色ある取組＞
○自社農場で生産した野菜等を農産加工するとともに、ニーズの高
い総菜へ調理し、スーパー等へ販売（6次産業化）

○平成27年、社会福祉事業に着目し、人手不足が深刻な農業と社会
で活躍する場を求める障がい者福祉をマッチングした「農福連
携」を開始し、障がい者の積極的な雇用に取り組む

○農園カフェ「アグリカフェ南風」をオープンし、地域コミュニィ
ティとして貢献

併設のアグリカフェ南風

南風ブランドの商品

６



＜プロフィール＞
フジサキ カズヒコ

氏 名：藤崎 和彦
役 職：代表取締役社長
住 所：薩摩郡さつま町中津川7741
連絡先：0996-31-6006
Fax    ：0996-57-1658
HP     ：http://www.hinoyouran.co.jp

藤崎 和彦（株式会社日野洋蘭園）

＜経営概要＞
・沿 革 昭和47年 東京都日野市で創業

昭和62年 薩摩農場を開設
平成８年 本社をさつま町に移転

・栽培品目 胡蝶蘭及びアイビー等
・作付面積 1.2ha（胡蝶蘭）、1.4㏊（アイビー等）
・経営形態 法人（社員17名、パート従業員50名、外

国人実習生４名）
主要株主（KFGアグリファンド、株式会社
春一番）

・主な事業内容 〇花卉の生産 グリーンの映える道（ｱｲﾋﾞｰ）

様々なミディ胡蝶蘭

７



＜特色ある取組＞
○全国でもほとんど例のない胡蝶蘭の切り花専門生産者

○ハウス制御システム、栽培管理及び販売管理システムを導入し、
栽培から販売までの一元管理を実践

○花の日持ち品質管理認証（MPS)を取得
（MPS：オランダ発祥の花卉業界における認証システム）

○作業を機械化・システム化できる単純作業と、人の手で行う付加
価値作業に分け、生産性を高めながら高品質の切花生産を実践

胡蝶蘭の切り花 ８



＜プロフィール＞
フルカワ ヒロム

氏 名：古川 拡
役 職：代表取締役社長
住 所：出水市高尾野町上水流1145-1
連絡先：0996-82-0378
Fax    ：0996-82-0378

古川 拡（有限会社コセンファーム）

＜経営概要＞
・沿 革 昭和48年 大学卒業後、両親の経営する

養鶏を継承し就農
平成７年 法人化
平成25年 「鹿児島県農業法人協会」会

長に就任

・経営品目 採卵鶏、露地野菜、水稲
・飼養羽数 13.6万羽（採卵鶏）
・作付面積 20㏊（露地野菜）、12ha（水稲）
・経営形態 法人（従業員11名（うち外国人６名））
・主な事業内容 〇養鶏卵

〇農産物の生産、加工食品の製造・販売

鶏舎

じゃがいも畑
９



＜特色ある取組＞
○養鶏で発生した鶏糞に、木材チップとＥＭ菌を混ぜ発酵させた発
酵肥料を製造し、米及び野菜等の肥料に使用する循環型農業を実
践

○発酵肥料は、一部ホームセンターへ出荷

○平成15年から漬物の製造・販売開始（大根、高菜等）

○平成20年頃から外国人技能実習生を受入

○平成25年から６年間「鹿児島県農業法人協会」会長として活動

発酵肥料

鶏卵の選別作業（外国人技能実習生） 10



＜プロフィール＞
ヤマガミ ヒロキ

氏 名：山上 博樹
役 職：代表
住 所：出水郡長島町浦底3842-1
連絡先：0996-86-2580
Fax    ：0996-86-2580
HP     ：https://yamagamifarm.com

山上 博樹 （山上農園）

＜経営概要＞
・沿 革 平成23年 創業者の元で新規就農研修

平成24年 経営継承により就農
平成25年 「野菜ソムリエ」の資格を取

得
平成27年 鹿児島県農業経営者クラブに

入会
令和３年 「指導農業士」に認定

・栽培品目 柑橘類
・作付面積 53a（不知火、大将季、ぽんかん（無加温

栽培ハウス30棟））、70a（紅甘夏等（露
地）

・主な事業内容 〇柑橘類の生産・加工・販売 サワーポメロアロマ

たわわに実った大将季

11



＜特色ある取組＞
○「光センサー選果」導入による品質安定の取組
○主に、有機肥料（魚粉、油粕等）を使用し、減化学肥料栽培を実
施

○デコポン基準の「糖度13度クエン酸１％以下」を自社で検査
○クラウドファンディングを活用した6次産業化商品開発
○異業種交流によるコラボ商品の開発と販売
○小中高生への職業体験講座開催

シラヌイドライフルーツ「完熟五味」

12



＜プロフィール＞
ヘンタ コウイチ

氏 名：邉田 孝一
役 職：代表取締役
住 所：霧島市牧園町下中津川1052
連絡先：0995-77-2777
Fax    ：0995-77-2880
HP     ：https://www.henta.co.jp

邉田 孝一（ヘンタ製茶有限会社）

＜経営概要＞
・沿 革 昭和56年 鹿児島県立市来農芸高校を卒業

後、県茶業試験場で研修
昭和57年 親元就農
平成６年 ヘンタ製茶有限会社を設立、

法人化
平成28年 てん茶工場新設
令和３年 事務所兼売店新設

・栽培品目 緑茶(うち70％有機JAS)
・作付面積 26ha
・経営形態 法人（従業員12名）
・主な事業内容 ○茶の生産・加工・販売

○茶加工品の輸出（平成26年開始）
霧島抹茶入羊羹 13



＜特色ある取組＞
○有機JAS・ASIAGAP取得
○人・農地プランにおける牧園地区の中心経営体
○認定農業者
○６次産業化総合化事業計画認証（粉末茶）
○国内外の商談会や物産展を利用した効果的なPRにより自社ブラン
ドの評価向上

○牧園町の山林に囲まれた農地を活かした有機茶栽培
○独自の有機堆肥を使用した土作りから販売まで一貫体制の完備
○海外のニーズに応え、有機煎茶、有機抹茶をヨーロッパ、アメリ
カ及びオーストラリア等へ輸出

農林水産省の現地視察風景

極み抹茶

14



＜プロフィール＞
オチアイ ヒロユキ

氏 名：落合 弘幸
役 職：経営主
住 所：霧島市福山町福沢452
連絡先：0995-56-2087
Fax    ：0995-56-2087

落合 弘幸（ひなた牧場）

＜経営概要＞
・沿 革 昭和63年 鹿児島県畜産講習所での研修終

了後、九州農政局鹿児島統計情
報事務所に入省

平成16年 早期退職し、親元就農
平成18年 新規参入円滑化促進対策事業を

活用し、独立経営を開始
平成29年 鹿児島県指導農業士（現在活動

中）
平成30年 次男就農

・経営品目 肉用牛繁殖
・飼養頭数 繁殖牛100頭（本人50頭、次男50頭）
・飼料作物面積 15ha
・経営形態 個人（家族３名、パート１名）
・主な事業内容 〇肉用子牛の生産 畜舎 15



＜特色ある取組＞
○国等の支援事業を活用した規模拡大及び環境整備
○出荷日齢の短縮によるコスト削減
○新規種雄牛との積極的な交配、後継牛の自家保留
〇記録と観察の徹底による分娩間隔の短縮
〇カーフケージによる人工哺育の実施、子牛専用TMRの活用
〇ICT（ファームノート、牛温恵）の活用で、経営力が向上

人工哺育の子牛繁殖牛舎内

生まれたての子牛

16



＜プロフィール＞
ナガヨシ テルヒコ

氏 名：永吉 輝彦
役 職：代表取締役
住 所：大島郡徳之島町亀津2367-1
連絡先：0997-83-1355
Fax    ：0997-82-2644
HP ：https://www.nagayoshi-farm.jp

永吉 輝彦（株式会社永吉ファーム）

＜経営概要＞
・沿 革 平成元年 就農し、計画的な規模拡大を実

施
平成27年 株式会社永吉ファームを設立し、

更に規模拡大
令和４年 繁殖牛560頭（育成牛含む）

・経営品目 肉用牛繁殖
・飼養頭数 繁殖牛560頭（うち育成牛80頭）
・飼料作物面積 25ha
・経営形態 法人（従業員8名）
・主な事業内容 ○肉用子牛の生産

繁殖牛舎 17



＜特色ある取組＞
○子牛哺乳には、「子牛人工哺乳技術、哺乳ロボット」の導入、繁
殖母牛には、発情発見装置や分娩監視カメラなどのＩＣＴ等先進
技術を積極的に導入

〇高栄養飼料である飼料用トウモロコシの二期作に取組むことで、
安定的な飼料の確保及びコスト低減を図る

〇平成28年第3回全国自給飼料生産コンクールで農林水産省生産局
長賞受賞

〇平成30年度全国優良経営体表彰の生産技術革新部門で農林水産省
経営局長賞受賞

子牛舎

放牧

子牛

18



＜プロフィール＞
ホリグチ ダイスケ

氏 名：堀口 大輔
役 職：代表取締役副社長
住 所：志布志市有明町蓬原758
連絡先：099-475-0931
Fax    ：099-475-1976
HP     ：https://www.horiguchiseicha.com

堀口 大輔 （鹿児島堀口製茶有限会社）

＜経営概要＞
・沿 革 昭和23年 堀口製茶創業

平成元年 製造の鹿児島堀口製茶（有）、
販売の（株）和香園を設立

平成17年 ISO9001、ISO14001取得
平成22年 親元就農
平成27年 包装仕上工場新設
平成28年 FSSC22000取得

・栽培品目 緑茶
・作付面積 300ha（うち自社農場120ha）
・経営形態 法人（従業員 72名）
・主な事業内容 ○茶の生産・加工・販売

○茶加工品の輸出（平成19年開始）

荒茶工場外観

レストラン「茶音の蔵」お茶の新芽

19



＜特色ある取組＞
○RightARM（経営の見える化）やagri-note（情報の一元化）及び
ロボット摘採機等を活用したスマート農業への先進的な取組

○農薬や化学肥料だけに頼らないIPM農法
○海外輸出対応としてのIPMの取組
○輸出に向けてのグローバル産地形成
○生産から加工、販売の一環経営
○TEAETブランドの創出
○創作茶膳レストラン「茶音の蔵」経営

自動摘採機

茶音の蔵

茶畑戦隊 茶レンジャー

TEAET 
フレーバーグリーンティ ローズ

20
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