
輝く鹿児島の農業者

九州農政局鹿児島県拠点
令和３年８月



はじめにはじめに

鹿児島県は、温暖な気候に恵まれ、畜産や園芸などが盛んな一方、さとうきびやかん
しょといった鹿児島県ならではの特産物の生産など、全国に名を馳せている一大農業県
です。

さて、九州農政局鹿児島県拠点では、県内をくまなく出向き農業者の皆様と意見交換
をさせていただき、農林水産施策の情報提供や地域の課題解決に向けた相談を行なって
まいりました。

こうした中で、畜産や施設園芸等でスマート農業に取り組む農業者、野菜を海外に輸
出し儲かる農業を実践する農業者、物流コスト削減に取り組む大規模な畑作経営農業者、
農業をライフワークとした半農半Ｘの農業者、離島ならではの果樹経営など、多様な農
業経営に取り組まれている農業者の皆様が地域で活躍されていることを知りました。

このような多様な農業経営に取り組まれている農業者の皆様を広くＰＲするとともに、
農業の魅力に触れこれから農業を始めたい方はもちろんのこと、消費者の皆様にも農業
をもっと身近に知っていただきたいとの熱い想いで鹿児島県内６５名の皆様の農業経営
の概要、特徴的な取組、今後の展望などをわかりやすく盛り込んだ「輝く鹿児島の農業
者」を作成しました。これが鹿児島県農業の発展の一助となれば幸いです。

最後になりますが、快く取材にご協力いただいた６５名の農業者の皆様に改めて感謝
を申し上げますとともに、皆様方の今後のご活躍をご祈念申し上げます。



輝く鹿児島の農業者 （６５名）
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鹿児島地区（８名）
【鹿児島市(３名)】

（有）かごしま有機生産組合
（有）ファームランド櫻島
川路ぶどう園

【日置市(２名)】
農業法人（株）春一番
じゃらん農園

【いちき串木野市(３名)】
いちごハウス木場
西果樹園
西中間 雅和
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【枕崎市(１名)】
菊屋

【指宿市(３名)】
大吉農園
富沢 英継
千田植物園

【南さつま市(２名)】
（株）南風ベジファーム
（有）小田畜産

【南九州市(２名)】
農事組合法人土里夢たかた
せごどんファーム
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北薩地区（８名）
【阿久根市(１名)】

西田果樹園
【出水市(２名)】

（有）コセンファーム
（有）前田農場

【薩摩川内市(１名)】
（有）松田農場

【さつま町(２名)】
かじや農産（株）
（株）日野洋蘭園

【長島町(２名)】
山上農園
宮路園芸
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伊佐・姶良地区（６名）
【霧島市(２名)】
（株）久木田農園
ヘンタ製茶（有）

【伊佐市(１名)】
ドリームファーム（株）

【姶良市(１名)】
市薗 和昭

【湧水町(２名)】
農事組合法人協働ゆうすい
そのやま農園（株）

19

20

32

33

38

39

42

41

44
43

45

40

大隅地区（11名）
【鹿屋市(１名)】
美由紀牧場

【垂水市(１名)】
農業法人八千代伝酒造（株）

【曽於市(１名)】
瀬崎ファーム

【志布志市(２名)】
梅沢 健太
放生會 眞子

【大崎町(１名)】
近松果樹園

【東串良町(１名)】
重田 嘉嗣

【錦江町(１名)】
（株）上鶴畜産

【南大隅町(２名)】
濵田 祐一朗
濵田 龍也

【肝付町(１名)】
大迫 辰巳
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熊毛地区（８名）
【西之表市(２名)】

（有）西田農産
上妻 英矢

【中種子町(２名)】
柳 修
（株）中﨑

【南種子町(２名)】
（有）新栄物産
（有）小脇牧場

【屋久島町(２名)】
屋久島山福農園
（有）屋久島八万寿茶園
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大島地区（16名）
【奄美市(２名)】

栄 力男
まるか農園

【大和村(１名)】
上村 太一

【宇検村(１名)】
大都肉用牛生産組合

【瀬戸内町(１名)】
きゃしなふ農園

【龍郷町(２名)】
岡山果樹園
飯田菜園

【喜界町(１名)】
思畜産
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【徳之島町(２名)】

ふとり農園
（株）永吉ファーム

【天城町(１名)】
ＯＨＡＮＡ農園

【伊仙町(１名)】
義山 太志

【和泊町(１名)】
（株）皆村農園

【知名町(１名)】
（株）川平畜産

【与論町(２名)】
叶 森寛
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水稲 野菜 果樹 花卉 畜産

さとうきび・
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【目次＜掲載一覧表＞】
ページ
番 号 市町村名 氏 名 品 目 ページ

番 号 市町村名 氏 名 品 目
１ 鹿児島市 (有)かごしま有機生産組合 野菜 34 さつま町 かじや農産(株) 水稲・野菜

２ 鹿児島市 (有)ファームランド櫻島 野菜・果樹 35 さつま町 (株)日野洋蘭園 花卉

３ 鹿児島市 川路ぶどう園 果樹 36 長島町 山上農園 果樹

４ 鹿屋市 美由紀牧場 畜産 37 長島町 (有)宮路園芸 花卉

５ 枕崎市 菊屋 花卉 38 湧水町 農事組合法人協働ゆうすい 水稲・野菜

６ 阿久根市 西田果樹園 果樹 39 湧水町 そのやま農園(株)湧水農場 野菜

７ 出水市 (有)コセンファーム 畜産・野菜・水稲 40 大崎町 近松果樹園 果樹

８ 出水市 (有)前田農場 畜産 41 東串良町 重田 嘉嗣 野菜

９ 指宿市 大吉農園 野菜 42 錦江町 (株)上鶴畜産 畜産

10 指宿市 富沢 英継 野菜 43 南大隅町 濵田 祐一朗 果樹

11 指宿市 千田植物園 花卉 44 南大隅町 濵田 龍也 果樹

12 西之表市 (有)西田農産 ・水稲 45 肝付町 大迫 辰巳 果樹

13 西之表市 上妻 英矢 ・畜産 46 中種子町 柳 修 野菜・

14 垂水市 農業法人 八千代伝酒造(株) かんしょ 47 中種子町 (株)中﨑 畜産

15 薩摩川内市 (有)松田農場 果樹 48 南種子町 (有)新栄物産 水稲・畜産

16 日置市 農業法人 (株)春一番 野菜 49 南種子町 (有)小脇牧場 畜産

17 日置市 ジャラン農園 野菜 50 屋久島町 屋久島山福農園 薬用作物

18 曽於市 瀬崎ファーム かんしょ・野菜・水稲 51 屋久島町 (有)屋久島八万寿茶園 茶

19 霧島市 (株)久木田農園 かんしょ・野菜 52 大和村 上村 太一 果樹

20 霧島市 ヘンタ製茶(有) 茶 53 宇検村 大都肉用牛生産組合 畜産

21 いちき串木野市 いちごハウス木場 野菜 54 瀬戸内町 きゃしなふ農園 果樹

22 いちき串木野市 西果樹園 果樹 55 龍郷町 岡山果樹園 果樹

23 いちき串木野市 西中間 雅和 果樹 56 龍郷町 飯田菜園 果樹・野菜

24 南さつま市 (株)南風ベジファーム 野菜 57 喜界町 思畜産 畜産

25 南さつま市 (有)小田畜産 畜産 58 徳之島町 ふとり農園 果樹・野菜

26 志布志市 梅沢 健太 野菜 59 徳之島町 (株)永吉ファーム 畜産

27 志布志市 放生會 眞子 野菜・果樹 60 天城町 ＯＨＡＮＡ農園 果樹・野菜・

28 奄美市 栄 力夫 さとうきび 61 伊仙町 義山 太志 野菜・さとうきび

29 奄美市 まるか農園 果樹 62 和泊町 (株)皆村農園 野菜

30 南九州市 農事組合法人 土里夢たかた 水稲・畜産 63 知名町 (株)川平畜産 畜産

31 南九州市 せごどんファーム かんしょ 64 与論町 叶 森寛 野菜

32 伊佐市 ドリームファーム(株) 野菜 65 与論町 牧 房男 畜産

33 姶良市 市薗 和昭 野菜

かんしょ
さとうきび
さとうきび
かんしょ

さとうきび
かんしょ

さとうきび



＜（有）かごしま有機生産組合＞有機農業の裾野拡大に尽力、SDGsにも貢献!＜（有）かごしま有機生産組合＞有機農業の裾野拡大に尽力、SDGsにも貢献!

＜工夫している点＞
【病害虫対策】
・土着天敵の活用や適期の播種、コンパニオンプランツの
活用。
【雑草対策】
・太陽熱処理の活用、緑肥の活用。
【土づくり】
・土壌分析に基づき、土壌の肥沃度を高めることを優先課
題とし、近年は特に緑肥の利用に取り組む。
＜苦労している点＞
・物流コストと資材コストの高騰。
＜今後の対応＞
・有機農産物への国内ニーズと海外ニーズの高まりに対応
した生産体制の構築と面積の拡大。

【お問合せ先】（有）かごしま有機生産組合 ℡.099-282-6867
【ウエブサイト】https://kofa.jp/

＜特徴的な取組＞
・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。
・2017年からネパールへの技術支援を開始。
・有機栽培、輸出。

＜基本情報＞
代表者氏名：大和田 世志人
所在地：鹿児島市

＜農場概要＞
 構成員：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）

野菜 有機農業

有機農業支援センター

輸出

令和２年
オーガニックフェスタポスター

１



＜（有）ファームランド櫻島＞循環型農業を実践し、自然豊かな桜島を子供たちに残したい!＜（有）ファームランド櫻島＞循環型農業を実践し、自然豊かな桜島を子供たちに残したい!

＜工夫している点＞
・専門家の指導の下、海藻肥料を自ら調合し環境にやさしい
循環型農業の実践。
・農家カフェ「caféしらはま」を経営し、自ら生産した野菜
を中心とした料理を提供。また、農業体験やグリーンツー
リズム、海外のお客さん同士の交流の場として提供。
＜苦労している点＞
・桜島の火山灰の影響による厳しい栽培環境の中、長年培っ
てきた海藻肥料を使用した循環型農業を守り続けていくこ
と。
＜今後の対応＞
・規模拡大は考えておらず、現状維持で桜島の伝統作物であ
る桜島大根、桜島小みかんをしっかりと作っていきたい。
・環境を守りながら、地域の活性化を図りたい。
・農業体験やグリーンツーリズム等の参加者が利用できるゲ
ストハウスを畑の脇に建設したい。

【お問合せ先】 室屋 智美 ℡.099-245-2822
e-mail farmland.sakurajima@gmail.com

＜特徴的な取組＞
・農薬、化学肥料不使用（海藻肥料使用）で循環型農業の
実践。
・将来、農業に興味を持ってもらえるよう農業体験の実施
やグリーンツーリズムの受入れ。

＜基本情報＞
代表者氏名：室屋 智美
所在地：鹿児島市

＜農場概要＞
 桜島大根 80a、桜島小みかん 60a

野菜 循環型農業

２

果樹



＜川路ぶどう園＞魅力ある観光ぶどう農園を目指す!＜川路ぶどう園＞魅力ある観光ぶどう農園を目指す!

＜工夫している点＞
・作業計画を共有するため、スマートフォンのカレン
ダー機能を利用。

＜苦労している点＞
・上を向いての作業は、芽かき、ジベレリン処理、摘
粒や袋掛けがあり、いずれも長時間できつい。

＜今後の対応＞
・雑草対策に環境と労働力の点から、ナギナタガヤ等
の草生栽培を検討。

【お問合せ先】 川路 一仁 ℡.080-2799-9908
【ウエブサイト】 http://www.kawazi.com/

＜特徴的な取組＞
・観光農園として魅力が増すように、シャインマス
カットを始め10種類以上の品種を栽培。
・IPM（総合的病害虫・雑草管理）の考え方に基づく
防除対策として、トラップやハマキコン（交信攪乱
剤）を導入。

＜基本情報＞
代表者氏名：川路 一仁

所在地：鹿児島市

＜農場概要＞
 ぶどう 50a

果樹

直売も人気です。

家族で、丹精込めて栽
培しています。

ハウスで大切に育てています。
（ブランコもあります）

３



＜美由紀牧場＞女性中心の牧場から全共鹿児島大会への出品と好成績を目指す!＜美由紀牧場＞女性中心の牧場から全共鹿児島大会への出品と好成績を目指す!

＜工夫している点＞
・スマート機器（分娩監視カメラ、牛温恵、ファーム
ノートカラー等）の導入により、分娩間隔が短縮し分
娩時の事故も減って、生産性の向上が図られた。
＜苦労している点＞
・牛の飼養管理に集中できるよう、粗飼料の調達はコン
トラ組織やTMRセンターへ委託したいが、近くにこ
のような委託先がない。
＜今後の対応＞
・増頭は子牛価格を見ながら検討する。
・2022年の第12回全国和牛能力共進会に出品し、良い
成績を目指す。 【お問合せ先】 株式会社 牛の上別府 ℡.0994-63-6828

＜特徴的な取組＞
・入社３年目からスタッフへのボーナスは子牛１頭支給。
市場出荷までの飼養管理はスタッフ自ら行う。
・スタッフは女性が中心であることから、牛の体調管理
など細かいところもすぐに気が付き、早期に対応でき
るため、生産性の向上につながっている。
・令和２年度は国の事業等を活用し70頭増頭。

＜基本情報＞
代表者氏名：上別府 美由紀
所在地：鹿屋市

＜農場概要＞
 繁殖雌牛 320頭、種雄牛 ２頭、
自給粗飼料 23ha

畜産

写真

顔写真

農場で活用しているスマート機器等

牛の世話をする女性スタッフ 場内移動用の電動キックボード

スマート農業

期待が高まる種雄牛（美優王）とともに

分娩監視カメラ ファームノートカラー チューブバッグサイレージの活用

４



＜菊屋＞通年・安定出荷で枕崎の輪ギクを全国に届けます!＜菊屋＞通年・安定出荷で枕崎の輪ギクを全国に届けます!

＜工夫している点＞
・省エネ、電球切れ確認作業軽減のためLED補光（120
Ｗ）の導入。
・一部ハウスで試験的に統合環境制御システムを導入。

＜苦労している点＞
・特に芽摘みに労働力が必要になるが、ハローワークで募
集をかけても集まらないため人手不足。

＜今後の対応＞
・洋花的な品種を少しずつ導入し、将来、色物を自社で
パック化し、スーパー等向けの家庭リビング用パック花
にチャレンジ。
・さらに良質な苗づくりのため発根室を設置。
・サラリーマン並みに週休２日体制の実現。 【お問合せ先】 桑原 友博 ℡.0993-72-2725

e-mail kikuya@po4.synapse.ne.jp

＜特徴的な取組＞
・経営を安定させるため、彼岸や盆などの物日（もの
び）向け販売中心ではなく、電照栽培、良質な苗づく
り等により通年・安定出荷。

・出荷先は、すべて県外で北海道まで。

＜基本情報＞
代表者氏名：桑原 友博
所在地：枕崎市

＜農場概要＞
 輪菊 1.5ha

花卉 スマート農業

私たちが、丹精込めて輪ギクを生産しています。

電照の風景、光合成促進装置も導入

５



＜西田果樹園＞かんきつ類の品質向上と儲かる農業に向け奮闘中！＜西田果樹園＞かんきつ類の品質向上と儲かる農業に向け奮闘中！

＜工夫している点＞
・農薬をなるべく抑制し、IPM（総合的病害虫・雑草管
理）を実施。

・柑橘の糖度を上げるための栽培管理を日々研究中。
・若い人が就農を志すよう、儲かる農業を発信中。
＜苦労している点＞
・収穫時期の労働力が不足しており、そのための対策を立
案中。
＜今後の対応＞
・大将季すべてが高品質（糖度13度以上）に仕上がるよう
な栽培を目指す。
・農業で儲かることで、中・高校生の職業の選択肢のひと
つになるよう盛り上げていきたい。

【お問合せ先】 西田 学 ℡.0996-75-1161
e-mail nishidakajuen@aroma.ocn.ne.jp

＜基本情報＞
代表者氏名：西田 学
所在地：阿久根市

＜農場概要＞
 柑橘類 ２ha（大将季、紅甘夏、温州みかん） 、
梨 10a、水稲 10a

果樹

＜特徴的な取組＞
・鹿児島県庁（果樹試験場、農政普及課）職員として10年
間勤務後、平成25年に就農。

・現在、JA鹿児島いずみ果樹部会加温大将季研究会副会長
として活躍中。
・平成29年からJA鹿児島いずみ果樹部会青年部員として、
人手不足で困っている生産者を支援しようと「農家支援
活動」を開始。
・ 令和２年４月、近隣農家４軒で「三笠農業生産法人株式
会社」を設立し、１名常時雇用。
・令和３年４月から農大卒業生を１名研修生として受入れ。 たわわに実った大将季

柑橘栽培に手応えを感じている西田 学さん

左から、紅さわ香、紅甘夏、
大将季

満開のハウス内で作業する西田さん

６



＜（有）コセンファーム＞21世紀の循環型農業を確立させたい!＜（有）コセンファーム＞21世紀の循環型農業を確立させたい!

【お問合せ先】 古川 拡 ℡.0996-82-0378
e-mail kosenfarm@trad.ocn.ne.jp

＜基本情報＞
代表者氏名：古川 拡
所在地：出水市

＜農場概要＞
 採卵鶏 13.6万羽、露地野菜 20ha、水稲 12ha

循環型農業畜産

＜特徴的な取組＞
・養鶏農家としてスタートし、平成15年から加工用ばれ
いしょを栽培。
・平成15年に漬物の加工会社を買収し、大根や高菜等の
漬物を製造・販売。
・平成20年頃から外国人技能実習生を受入れ。
・平成21年から鶏糞を利用した循環型農業に取り組む。
・平成25年から約6年間、「鹿児島県農業法人協会」会長
として活動。

＜コセンファームが目指す「循環型農業」について＞
コセンファームでは、食の安心・安全に配慮した、21世紀の農業を

確立するために、養鶏を主体として有機肥料を用いた米・野菜の生産
を行い、大根や高菜を漬物加工する循環型農業を進めています。養鶏
部門、耕種部門、漬物部門が新鮮で安心・安全な卵や旬の美味しい農
産物を安定して皆様にお届けし、土や川などの自然環境を育む農業を
続けていきます。

じゃがいも畑

鶏卵の選別作業

発酵肥料

鶏舎＜工夫している点＞
・平成21年から、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・販売。
・発酵肥料は、米及び露地野菜に使用するとともに、一部
ホームセンターへ出荷。
＜苦労している点＞
・イノシシ及びシカの被害を防ぐため高さ1.8ｍ程度の金
網を畑に設置。
・異常気象による山間部の餌不足により、平地農業地域ま
で出没し農作物の被害が増えることを懸念。
＜今後の対応＞
・今後も積極的に自社そして地域の更なる発展、農業後継
者育成に取り組んでいく。

野菜

７

６次産業化水稲



＜(有)前田農場＞ブランド黒毛和牛「北さつま牛」の生産に注力！＜(有)前田農場＞ブランド黒毛和牛「北さつま牛」の生産に注力！

【お問合せ先】 前田 好宏 ℡.0996-68-2465
e-mail maedanoujou@hotmail.co.jp

【ウエブサイト】 https://maedanojo.com/

＜基本情報＞
代表者氏名：前田 好宏
所在地：出水市

＜農場概要＞
 繁殖牛 180頭、肥育牛 250頭

畜産

＜特徴的な取組＞
・子牛価格の高騰により、肥育経営から一貫経営への転換。
・飼料の管理を徹底して行い、安心・安全な食の提供と持続可能な
農業の実現のため令和３年３月に個人農場では初のJGAP認証取
得。
・ブランド黒毛和牛（北さつま牛）として、福岡の食肉会社等へ出
荷。

契約農家生産の飼料用稲（WCS ）

６ヶ月未満の子牛

JGAP認証

肥育牛

ＧＡＰ

＜工夫している点＞
・徹底した衛生管理のもと、牛たちにストレスのない環境での飼養。
・粗飼料は、主に耕畜連携により近隣契約農家の30haで作られた飼
料用稲（WCS）と自作地のイタリアン。
＜苦労している点＞
・肥育部門は１名で管理できるが、繁殖部門では、子牛の哺育から
育成まで２名のスタッフがつきっきりで管理しなければならず手
間がかかる。
・農場までの道が狭いため、飼料を積んだ大型コンテナが入らず、
途中で開封し小型トラックで運搬している。
＜今後の対応＞
・５名の生産者でブランド化した「北さつま牛」をこだわりを持っ
て飼養する。

耕畜連携

８



＜大吉（だいきち）農園＞我が子に食べさせたい野菜作り！＜大吉（だいきち）農園＞我が子に食べさせたい野菜作り！

＜工夫している点＞
・JGAP、 ASIAGAPver2.2を取得することにより輸出先
国のニーズに対応した。

・輸出先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った。
・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。
＜苦労している点＞
・海外のニーズを常に把握すること。
・輸出先との意見交換を進めることで、計画的な生産を行
う必要。
＜今後の対応＞
・安定経営のため、契約栽培の増加を目指す。
・青果物のほか、フリーズドライ枝豆スナックの輸出の実
施。
・取引先のニーズに応えられるような農業経営を目指す。

【お問合せ先】 大吉 枝美 ℡.080-6433-6860

＜特徴的な取組＞
・平成28年JGAP、令和2年ASIAGAPver2.2認証取得。
・令和元年11月から青果キャベツの輸出（タイ、シンガ
ポール、香港）開始。

＜基本情報＞
代表者氏名：大吉 徹治
所在地：指宿市

＜農場概要＞
 野菜 約50ha（キャベツ、枝豆、ケール）

野菜 輸出 ＧＡＰ

フリーズドライ枝豆スナック

イの

キャベツの収穫の様子の

整理整頓された農機具倉庫イ
の

９



＜富沢 英継＞北海道出身の元料理人、Iターンして徳光スイカを栽培！＜富沢 英継＞北海道出身の元料理人、Iターンして徳光スイカを栽培！

〈工夫している点〉
・徳光スイカはすべて糖度が12～13％以上のものをJAへ出荷。
・すいかはハウス栽培にも取り組み、4月下旬からの早期出荷によ
り付加価値を高める。
〈苦労している点〉
・徳光スイカの生産者は高齢化が進み、後継者もおらず生産者が
少なくなってきている。産地を維持していくためにも仲間を増
やしたい（現在、西瓜部会会員８名）。
・すいかは病気に弱いので、予防と早めの防除が重要。
〈今後の対応〉
・経営安定のため収入保険に今年度加入予定。
・仲間とともにK-GAPを取得し販路の拡大を目指す。

〈特徴的な取組〉
・2010年にIターン。しばらくは会社勤めをしていたが、4年前、
義父に誘われ就農。義父母とともに多品目（徳光スイカ、オク
ラ、かぼちゃ、そらまめ）を栽培して経営の安定を図る。
・現在、JAいぶすき西瓜部会副会長。

＜基本情報＞
氏 名：富沢 英継
所在地：指宿市

＜農場概要＞
 すいか（徳光スイカ（露地30a、施設20a））、
オクラ（施設20a）、かぼちゃ（露地30a)、そらまめ（露地40a）

野菜

すいか栽培用ビニールハウスと開聞岳

【お問合せ先】 九州農政局鹿児島県拠点地方参事官室
℡.099-222-5840

＜就農後の感想＞
サラリーマン時代はストレスも多かったが、就農後は毎日が
楽しくやりがいを感じています。

10



＜千田植物園＞外国大使館にも納品した匠の技！＜千田植物園＞外国大使館にも納品した匠の技！

＜工夫している点＞
・小鉢商品を中心に出荷。小鉢は大鉢に比べて単価が安
いものの、短期間で多くの個数を出荷できる。
・需要に応じて、成長の速度を調整。

＜苦労している点＞
・苗や種子は、自家増殖と輸入品で確保しているが、コ
ロナの影響で輸入品は商社に発注しても入りにくい状
況。

＜今後の対応＞
・30代～40代をターゲットにニーズをつかむ。

【お問合せ先】 千田 知子 ℡.090-9567-6571

＜特徴的な取組＞
・買参人やバイヤーとの日頃の付き合いにより、商品の
相談を受けることがあり、シマトネリコの「曲げ」を、
外国大使館に納品した事例もある。

・ハウス栽培だけでなく、耐寒性に着目して露地物も生
産。

＜基本情報＞
代表者氏名：千田 智章
所在地： 指宿市

＜農場概要＞
 観葉植物 １ha

花卉

「曲げ」仕立て
（ゴムの木）

コーヒーの木の花

多様な観葉植物を生産

コウモリラン
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＜(有)西田農産＞土作りにこだわり、高品質の農産物を生産！＜(有)西田農産＞土作りにこだわり、高品質の農産物を生産！

＜工夫している点＞
・青果用の安納芋は、キュアリング室と石蔵貯蔵庫で
熟成させブリックス糖度20度以上を確保。
・農地の利用率向上と従業員の長期雇用体系を確立す
るため、安納芋の裏作としてたまねぎ等を生産。
＜苦労している点＞
・サツマイモ基腐病対策。
・かんしょの全量個体検査。
＜今後の対応＞
・収益性の高い新たな農産物加工品の開発・製造。
・農地の集約化と経営面積の拡大。

【お問合せ先】営業課長 迫田 靖広 ℡.0997-23-3311

＜特徴的な取組＞
・圃場診断とたい肥による土作り。
・地域特産物の安納芋を活用した6次産業化と、鹿児
島市での直売所の運営。
・建設業の機動力を活かした荒廃農地の再生利用。
・環境や労働への負荷を低減した農産物の生産。
・GLOBALG.A.P.に基づく農産物の生産。

＜基本情報＞
代表者氏名：西田 春樹
所在地：西之表市

＜農場概要＞
 かんしょ（安納芋） 79ha、水稲 13ha、
さとうきび 10ha、たまねぎ ４ha

かんしょ・
さとうきび

安納芋の石蔵貯蔵庫

安納芋の焼き芋

安納芋作付圃場

６次産業化 ＧＡＰ水稲
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＜上妻 英矢＞機械化で労働力アップ！＜上妻 英矢＞機械化で労働力アップ！

【お問合せ先】 上妻 英矢 ℡. 080-1757-5613
Fax.0997-22-9781

＜基本情報＞
氏 名：上妻 英矢
所在地：西之表市
＜農場概要＞
 さとうきび 9ha、
かんしょ（でん粉用） 1.5ha、
繁殖牛 ６頭

さとうきび・
かんしょ

さとうきび・
かんしょ

植付後のマルチ被覆

収穫調整後のさとうきび

さとうきびの新品種「はるのおうぎ」

＜特徴的な取組＞
・親から独立して農業経営。
・種子島の若手さとうきび生産者グループ「TOPS3000」西之
表支部長として活躍。

＜工夫している点＞
・労働力不足を解消するため、種子島では使用している人が少
ないさとうきび用の農業機械（植付機）を導入し、地域の作
業を引受ける。
・TOPS3000で研修会を開催し、JAや行政機関と一体となって
機械化に取り組んでいる。
・新品種「はるのおうぎ」の種苗育成に、関係機関と協力し取
り組んでいる。

＜苦労している点＞
・繁忙期が集中するため、労働力確保が課題。

＜今後の対応＞
・休みも取れるような余裕ある農業経営を目指す。

畜産畜産
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＜基本情報＞
代表者氏名：八木 健太郎
所在地：垂水市

＜農場概要＞
 かんしょ 12ha、 米 ４ha、
麦 １ha

＜工夫している点＞
・同一水系の水を用いた米生産と焼酎の仕込みや、収穫したかん
しょをその日のうちに仕込むなどの製造方法の工夫。
・２件の特許（べにはるかを①氷結冷蔵させた熟成芋②つるし完熟
した糖蜜芋を原料に使用）を取得し、それを活用した商品を製
造・販売。
＜苦労している点＞
・ほ場の狭さと、近年の大雨による農道等の被害。
・鳥獣被害（イノシシ）対策。
＜今後の対応＞
・原料の100％自社生産。
・思いはひとつ、うまい焼酎を造ること。

【お問合せ先】 農業法人 八千代伝酒造株式会社
℡.0994-32-0024 Fax.0994-32-0159
e-mail:yagi-ken@yagishuzou.co.jp

＜特徴的な取組＞
・自社生産の原料（かんしょ、米、麦）を使用した商品（本格焼
酎）の製造・販売。
・補助金を活用して焼き芋機を購入し、つるし芋を原料にした焼
き芋も製造。冷凍で販売し好評を得ている。

６次産業化

＜農業法人 八千代伝酒造（株）＞農場から醸造まで農醸一体!＜農業法人 八千代伝酒造（株）＞農場から醸造まで農醸一体!

かんしょ

貯蔵熟成用のカメ壺

桜島を望むかんしょ圃場 焼酎仕込み蔵

特許取得の原料で製
造された

・Crio（クリオ）
・つるし八千代伝

代表銘柄の
・八千代伝（白）
・八千代伝（黒）

自社生産のかんしょ畑の風景
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＜（有）松田農場＞JGAP認証圃場で徹底した栽培管理に取り組む!＜（有）松田農場＞JGAP認証圃場で徹底した栽培管理に取り組む!

＜工夫している点＞
・JGAP認証圃場でしっかりした管理の下、有機肥料及び減
農薬栽培を実施。
・風通りを良くする枝の誘引や、毎朝30分の圃場観察によ
り早めの害虫駆除を行う。

・病虫害にかかりにくい栽培環境づくりを進め、農薬の使
用を低減。

＜今後の対応＞
・インターネットでの販売量を増やす。
・安定的な収量が確保出来るように圃場を管理。 【お問合せ先】 松田 俊一 ℡.0996-56-0426

e-mail mazdafarm@po4.synapse.ne.jp
【ウエブサイト】 https://www.mazdafarm.jp/

＜特徴的な取組＞
・８棟のビニールハウスで2,300本のきんかんを栽培。年
間30～40t出荷。

・JGAP認証圃場での農業生産工程管理手法の見直しを行い、
安全管理・労務管理に努めた生産を実施。
・販売先は東京青果株式会社をはじめ、JGAP認証を取引基
準とする会社や、インターネット販売・個人販売等。

＜基本情報＞
代表者氏名：松田 俊一

所在地：薩摩川内市

＜農場概要＞
 きんかん 1.1ha

果樹

写真

IPM防除で農薬を最大限に少なくしている

きんかんの花
JGAP認証圃場で生産されたきんかん

ＧＡＰ
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＜農業法人 （株）春一番＞ 南九州から旬をお届け！＜農業法人 （株）春一番＞ 南九州から旬をお届け！

＜工夫している点＞
・複数多品目の通年出荷により売上の確保。
・昨年まではパプリカが主力だったが、外国産の安価な
商品の出回りが多く、収益が上がらなかったため、ミ
ニトマトへ切り替え収益アップ。
＜苦労している点＞
・JGAPを取得しているが、直接商品の値段に反映しな
い。
・銀行による出資法人であることから、社員は定期異動
があり、技術の継承が難しい。
＜今後の対応＞
・収益性の改善に向けた生産体制の構築。
・ハウスを増設し自動環境制御装置を導入して、ミニト
マトの栽培面積を増やしたい。
・これからもGAP順守により安心安全な商品を消費者へ
届けていきたい。

【お問合せ先】 小永吉 志朗 ℡.099-295-6662
e-mail haru1@galaxy.ocn.ne.jp

【ウエブサイト】https://haruichiban-kagoshima.jp/

＜特徴的な取組＞
・スーパー、生協等との直接取引により収益確保。
・就労継続支援事業所利用者に収穫、選果、袋詰め等の
作業委託実施（農福連携）。
・近くの保育園児を招いて農業体験の実施（食農教育）。

＜基本情報＞
代表者氏名：小永吉 志朗
所在地：日置市

＜農場概要＞
 野菜 １ha（ミニトマト、かぼちゃ等）

野菜 農福連携 ＧＡＰ

園児を招いて桜島大根の収穫体験

園児と収穫した桜島大根ハウス栽培のミニトマト
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＜ジャラン農園＞有機農業が持続可能と実証し、地域の皆さんへ恩返し！＜ジャラン農園＞有機農業が持続可能と実証し、地域の皆さんへ恩返し！

【お問合せ先】 永井 路子 ℡.080-3960-3622
e-mail mirun1204joe@yahoo.co.jp

【Facebook】 ジャラン農園 Jarun Farm

＜工夫している点＞
・土着天敵の働き（トップダウン効果）を生かすため、畦等を植生管
理。
・圃場を日々観察し、堆肥等の有機物の分解状況等を確認しながらの
土づくりを実践。
・マルチ栽培を行っており、株元だけは手により除草。
・里芋は背丈が高くなると雑草が繁茂しないが、それまでの間は畝間
もマルチ被覆。

・にんじんは播種前に透明マルチ被覆による太陽熱処理で雑草を抑制。

＜今後の対応＞
・有機農業が持続可能と実証し、地域の皆さんへ恩返し。
・ネット取引、ふるさと納税や直売に取組み、顧客の拡大などによる
経営安定を図る。

＜基本情報＞
代表者氏名：永井 路子
所在地：日置市

＜農場概要＞
 野菜 約2.8ha (にんじん、さといも、だいこん、

かんしょ等(有機JAS認証 2ha))

野菜 有機農業

パオパオ（不織布）による被覆（防寒対策、発芽・発育発達）

ご主人のジャラン氏

＜特徴的な取組＞
・農薬は一切使わず、土づくりをしっかり行うことで病害虫の発生は
減少。
・線虫対策として、作物別に適した緑肥のすき込みや収穫残渣を除去
することで発生を防止。
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＜瀬崎ファーム＞インスタグラムで新鮮な野菜情報を発信！＜瀬崎ファーム＞インスタグラムで新鮮な野菜情報を発信！

＜工夫している点＞
・農作業や経営状況をパソコンで管理し、農業経営に活用。
・サツマイモ基腐病対策として、作業靴や農機具の洗浄を徹底。
・焼酎原料用かんしょの契約数量減に伴い、新たな取組みとし
て昨年から青果用かんしょ（べにはるか）を生産。
＜苦労している点＞
・規模拡大は可能だが、労働力の確保が難しい。
・農産物販売は、ネットやふるさと納税等を活用しているが、
収入を安定させる販路の確保が難しい。
＜今後の対応＞
・労働力不足を解消するため、地域の若者に農業への関心を
持ってもらえるよう「ワークショップ」を開催。
・就農者の育成に貢献するとともに、多くの仲間をつくりなが
ら経営の安定を目指す。

【お問合せ先】
瀬崎ファーム
℡.090-4587-6934
e-mail y.ck-fam@docomo.ne.jp

＜特徴的な取組＞
・全ての圃場で、地元で製造される微生物入りの堆肥を使用。
・生産した農産物の販売は、インスタグラムやふるさと納税等
を活用。
・インスタグラムでは、「ゆみの野菜」で新鮮な野菜の情報を
発信。

＜基本情報＞
所在地：曽於市

＜農場概要＞
 かんしょ（焼酎原料用 11ha 、青果用べにはるか 50a）、
米 50a、はくさい 50a、その他野菜 20a

かんしょ

かんしょ作付け圃場

かんしょ収穫作業

かんしょ（青果用：べにはるか）
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＜（株）久木田農園＞販売先のニーズに対応した生産に取り組む!＜（株）久木田農園＞販売先のニーズに対応した生産に取り組む!

【お問合せ先】 久木田 大和 ℡.0995-56-2851
e-mail k_taiwa@yahoo.co.jp

【facebook】 https://ja-jp.facebook.com/kukitaorganic/

＜特徴的な取組＞
・かんしょ（6.5ha）、にんじん（2.5ha）を中心に
有機農産物を栽培。

＜基本情報＞
代表者氏名：久木田 大和
所在地：霧島市

＜農場概要＞
 野菜 12.5ha（かんしょ、にんじん等）

かんしょ

＜工夫している点＞
・かんしょは、販売先からの要望や希少品種の付加価
値販売のため、多品種（約40品種）を生産。
・にんじんは、販売先へ長期的な継続出荷（12月～6
月）が可能となるよう、播種時期をずらして生産。

＜苦労している点＞
・有機農業では、使用できる農薬等も限られており雑
草や病害虫対策に苦慮。
・経営発展のためにも、農場を任せられる者を雇用し
たいが難しい。

＜今後の対応＞
・規模拡大を検討したい。

有機農業

収穫後のかんしょ

収穫後のにんじん

かんしょ圃場
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＜ヘンタ製茶（有）＞環境にやさしい美味しくて安心の霧島茶!＜ヘンタ製茶（有）＞環境にやさしい美味しくて安心の霧島茶!

＜工夫している点＞
・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を図っている。

＜苦労している点＞
・海外から有機抹茶の引き合いが多く、１回当たり
の取引量がトン単位となっており、当社だけでは
不足する。

＜今後の対応＞
・今後の輸出拡大に向け、国内販売と輸出のバラン
スをみて、会社の規模に合った取組みを実施。

【お問合せ先】 邉田 孝一 ℡.0995-77-2777
e-mail hentaseicha@s500.jp

【ウエブサイト】https://www.henta.co.jp/

＜特徴的な取組＞
・有機緑茶を海外へ輸出。
輸出品目：有機緑茶・抹茶
輸出先：米国、カナダ、フランス、

ポーランド、台湾等
輸出量：１４t（令和２年度）

・平成26年から、有機煎茶、有機抹茶を輸出。
・ASIAGAPを取得し、有機茶をヨーロッパなどに輸
出。

＜基本情報＞
代表者氏名：邉田 孝一
所在地：霧島市

＜農場概要＞
 茶 28ha

茶

抹茶ようかん

抹茶

輸出 ＧＡＰ有機農業
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＜いちごハウス木場＞おいしい〔いちご〕を追い求めて30年！＜いちごハウス木場＞おいしい〔いちご〕を追い求めて30年！

＜工夫している点＞
・IPM（総合的病害虫・雑草管理）技術による防虫防除
を行い、出来る限り農薬を使用せず減農薬栽培に心
がけ、安全で体にも環境にもやさしい、いちご栽培
を行っている。
＜苦労している点＞
・大地の土からたっぷり栄養を吸収して、甘いだけで
はなく香り高くコクの深い濃い味にするために、昔
ながらの栽培方法を実践。効率の良い高設栽培に比
べると、いちごの生育にばらつきがあったり、害虫
や病気が発生したりと、上手に育てるには長い経験
と技術が必要。
＜今後の対応＞
・毎年、いちご狩りが始まり「待っていました！美味
しいいちごができたね♪」と言ってくださる皆さん
の笑顔を思い出しながら今後も頑張っていきます。

【お問合せ先】 木場 由美子 ℡.0996-36-5115
【ウエブサイト】http://www.158koba.jp/

＜特徴的な取組＞
・昭和58年、鹿児島で初めていちご観光農園を始める
（いちご狩り）。
・平成30年、「鹿児島県農業委員会女性委員の会」会
長に就任（母親の木場 由美子氏）。

＜基本情報＞
代表者氏名：木場 俊介
所在地：いちき串木野市

＜農場概要＞
 いちご 36a

野菜

愛犬なな
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＜西果樹園＞サワーポメロをメジャーに!＜西果樹園＞サワーポメロをメジャーに!

＜工夫している点＞
・各種イベント等に積極的に参加し、青果と加工品を一体
的にPR・販売。

＜苦労している点＞
・収穫作業に熟練した臨時雇用者が高齢化し、年々、労働
力の確保が難しい。

＜今後の目標＞
・まだまだ認知度の低いサワーポメロをメジャーにしたい。
・他生産者のサワーポメロ規格外品を活用した、新たな加
工品開発。 【お問合せ先】 西 美香 ℡.090-1165-2214

＜特徴的な取組＞
・サワーポメロシロップは、製造を委託して販売のみを実
施。
・奥さんの美香さんは、鹿児島県の女性農業経営士及び指
導農業士に認定されており、新規就農者等をサポート
(県外の非農家から就農した経験を基にアドバイス)。

＜基本情報＞
代表者氏名：西 拓郎
所在地：いちき串木野市

＜農場概要＞
 柑橘類 2.5ha（サワーポメロ、
大将季、ポンカン）

果樹 ６次産業化

写真

写真

東シナ海を望む園地

サワーポメロの収穫

サワーポメロシロップ

西拓郎さん美香さん夫妻
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＜西中間 雅和＞高単価のハウスミカンに切り替え更なる高収益を目指す!＜西中間 雅和＞高単価のハウスミカンに切り替え更なる高収益を目指す!

＜工夫している点＞
・空調服を導入して、夏場のハウス内の作業負担を
軽減。

＜苦労している点＞
・台風時の停電等への対応。
・スピードスプレーヤ－を使用できないハウスや
段々畑の防除。

＜今後の対応＞
・マンゴーも生産しているが、玉吊り作業等の手間
や同時期にハウスミカンの摘果もあること等から、
柑橘類の中で高単価のハウスミカンに切り替える
予定。

【お問合せ先】 西中間 雅和 ℡.0996-36-2380

＜特徴的な取組＞
・ハウスと露地栽培で５種類の柑橘類を生産するこ
とと、JA出荷施設の光センサー利用により高品質
品を出荷することで高単価と高収益を実現。
・K-GAP認証取得。

＜基本情報＞
氏 名：西中間 雅和
所在地：いちき串木野市

＜農場概要＞
 柑橘類 1.7ha (ハウスミカン、大将季、ポンカン等

(施設１ha、露地70a))

果樹 ＧＡＰ

水はけの良い土で育つポンカン

ハウスで大切に育てられるミカン

盛夏に人気のハウスミカン

ハウスで大切に育てられる大将季

23



＜（株）南風ベジファーム＞ ６次産業と農福連携の一体化!＜（株）南風ベジファーム＞ ６次産業と農福連携の一体化!

【お問合せ先】 秦泉寺 弘 ℡.0993-77-3932
e-mail h-hin@po2.synapse.ne.jp

【ウエブサイト】http://www.nanpuu-vege.com/

＜工夫している点＞
・農産物生産・加工及び農作業受託を、年間を通じて労働量の
平準化を図りながら農福連携で実践。また、労働力の少ない
農家の農作業受託を行うことで、農家が営農継続の意向を示
すようになり、耕作放棄地の縮小にもつながる。
・農園カフェ「アグリカフェ南風」をオープンし、地域コミュ
ニティーとして貢献。
＜苦労している点＞
・加工場の能力に比べ農場の面積が小さいため、加工量に合っ
た生産量を確保したいが、条件のよい農地がなかなか見つか
らない。
＜今後の対応＞
・経営規模を無理に拡大せず、コストを計算しながら利益を確
保できる経営を心掛けたい。
・地域と共生できる企業を目指し、障がい者とともに挑戦を続
けたい。

＜基本情報＞
代表者氏名：秦泉寺 弘
所在地：南さつま市

＜農場概要＞
 野菜 5ha（高菜、赤シソ、らっきょう）、
梅 80a、水田 1.4ha

野菜 ６次産業化 農福連携

南風ブランドの商品白菜のカット作業

広大な砂地での赤シソの栽培

併設のアグリカフェ南風

〈特徴的な取組〉
・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、スーパー等へ販売している（6次産業化）。

・2015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んでいる。
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＜（有）小田畜産＞ 育ちで選ぶ信頼の味！＜（有）小田畜産＞ 育ちで選ぶ信頼の味！

＜工夫している点＞
・米など12品目を含む独自配合飼料を与え、さっぱ
りした甘さの「小田牛」を生産。
・複数の貿易会社を挟まず、単独輸出で利益増。
・一頭分（全部位）を、と畜場から買戻し販売を行
うこと及びニーズの少ない部位については、加工
品に製造することにより、ロスを削減。

＜苦労している点＞
・ニーズの少ない部位の加工食品の輸出や、美味し
さ・食べ方の提案等、多角的な情報の発信。

＜今後の対応＞
・2024年には肥育頭数6,000を目指す。
・新加工場のHACCP認証を取得し、海外輸出の拡大
を図る。

【お問合せ先】 営業企画部長 蜜澤 彰宏 ℡.0993-52-8829

【ウエブサイト】https://odagyu.com/

＜特徴的な取組＞
・自社農場で肥育した黒毛和牛「小田牛」を、精肉
にして販売。
・「小田牛」を使用した加工品の製造・販売（６次
産業化）。
・台湾、マカオ、香港への輸出。

＜基本情報＞
代表者氏名：小田 雄二郎
所在地：南さつま市

＜農場概要＞
 肥育牛 4,500頭

畜産 輸出

R3.6月に完成した新加工場

６次産業化
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＜梅沢 健太＞スマート農業で描く、未来の農業！＜梅沢 健太＞スマート農業で描く、未来の農業！

野菜

ピーマンに快適な環境をつくりだす
統合環境制御装置

スマート農業

＜基本情報＞
氏 名：梅沢 健太
所在地：志布志市

＜農場概要＞
 ピーマン 63a

「農業がやりた
くてピーマン農
家になった！」

【お問合せ先】 Farmers Villa Ume 梅沢 健太
℡.090-4743-4005
e-mail villa.ume2017@gmail.com

【ウエブサイト】 https://www.villa-ume.com

10棟並ぶ強化ビニールハウス

データ管理されるハウス内の
ピーマン

「スマート農業
により、栽培
データが見える
化され、面白

い！」

「子どもが跡を
継ぎたくなるよ
うな農業をめざ

す！」

＜特徴的な取組＞
・令和元年度「そおピーマン専門部会スマート農業実証コンソー
シアム」に参加。

＜就農のきっかけ＞
・大学のゼミで農業の楽しさを知り、農家になることを決意。
・就農を試みるも、非農家であったため多くの課題に直面。
・一時は一般企業に就職したものの、農家になる夢を持ち続け、
就農チャンスを探る。
・新・農業人フェアに参加した際、志布志市農業公社の手厚い支
援を知り、Iターンで就農。
・妻の祖父の土地を借り、ピーマン農家として独立。
＜スマート農業に取り組んで良かったこと＞
・収量UP！16t/10a⇒20t/10a(ピーマン専門部会平均13t/10a)
・労働時間DOWN！導入前の50％(実働5時間、休日取得日数増)
・病気の早期発見が可能となり病気発生数減少。
・部会メンバーとのデータ共有が可能。
＜将来の夢＞
・「経営面積拡大」75a
・「従業員の社員制導入」福利厚生の確保。
・「収入増加」売上5,000万円(所得1,500万円)
・ピーマンだけでなく、新たな農業にもチャレンジ。 26



＜放生會 眞子＞ 農業とカフェを両立!＜放生會 眞子＞ 農業とカフェを両立!

＜工夫している点＞
・ピーマン栽培とカフェ経営を上手く両立できるよう栽培面積等を調整。
・ピーマン栽培においては、天敵を活用した減農薬に取り組んでいる。
・ブルーベリー、パッションフルーツについては、無農薬栽培。
＜苦労している点＞
・ハウスのビニール張替えや堆肥散布を業者に依頼しているが、業者の人
手不足により、希望する作業日をおさえにくい状況。

・後継者の確保。
・ハウス内設備の交換や、メンテナンスの経費負担。
＜今後の目標＞
・農家だからできることを少しずつ広げていきたいと考えており、加工品
の販売方法としてラクマのファーマーズマーケットの活用に興味あり。

【お問合せ先】畑カフェ+工房Norari 放生會 眞子
℡.080-5286-4303
e-mail masako.pe128@gmail.com

【ウエブサイト】https://noracafe.web.fc2.com/

＜特徴的な取組・経営概要＞
・栽培面積を調整しながら農業とカフェを両立。
・2003年東京から志布志市にIターンし、農業公社で2年間研修した後、
2005年にピーマン農家として就農。ピーマン、パプリカのハウスでは、
天敵を導入し農薬の使用を最小限に抑えた栽培に取り組む。
・2015年に「畑カフェ＋工房 Norari」を開設。
・毎週土曜日だけカフェをオープンし、ランチカフェタイムに自家栽培の
野菜や果物を提供。
・パッションフルーツ、ブルーベリーは農薬を一切使用せず栽培。
・安心安全にこだわって育てた野菜や果物で、ジャムやシロップを手作り
し販売。
・農業とカフェの両立に向けて、夫婦二人、出来る範囲での農業経営を
行っている。

＜基本情報＞
氏 名：放生會 眞子
所在地：志布志市

＜農場概要＞
 ピーマン（30a）、パッションフルーツ、
ブルーベリー

野菜

顔写真

自家栽培した果実から
ジャム・シロップを作り販売

無農薬栽培のブルーベリー

無農薬栽培のパッションフルーツ

ピーマン栽培 パプリカ、ミニトマト、
オクラ

畑カフェ+工房 Norari 畑カフェランチ・デザート

６次産業化
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＜栄 力夫＞目指せ2,000ｔ 日本一！＜栄 力夫＞目指せ2,000ｔ 日本一！

【お問合せ先】 栄 力夫 ℡.0997-63-2221
携帯.090-7882-4383

＜基本情報＞
氏 名：栄 力夫
所在地：奄美市

＜農場概要＞
 さとうきび 38ha
（作業受託面積：70㏊）

さとうきびさとうきび

トラクター ケーンハーベスタ

＜特徴的な取組＞
・親子で農業経営。父は指導農業士。兄弟や期間雇用の従業
員8～10名で農業機械を駆使し、広範囲にさとうきびを生
産。

＜工夫している点＞
・ 農業機械を多数揃え、地域の作業を一手に引き受けること
で、受託面積を拡大。

＜苦労している点＞
・規模拡大を続けたいが、労働力確保が課題。

＜今後の対応＞
・今後も作業受託を増やすとともに、現在の生産量1,500ト
ンから2,000トンにし、日本一を目指す。
・普段は漁業をしている若者を期間雇用している。彼らが将
来独立して、さとうきび生産の灯を消さないようにしたい。
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＜まるか農園＞先輩農家からの指導で技術を磨き夫婦で楽しく農業！＜まるか農園＞先輩農家からの指導で技術を磨き夫婦で楽しく農業！

＜工夫している点＞
・労働力が夫婦２人のため、植付け時期をずらして収穫時の労
働力を分散。
・販売は、オンライン等による家庭向け用がメイン。規格外品
は、かき氷屋等へ加工用として販売。
・繁忙期（5、６月）は、１時間あたりパッションフルーツ１kg
の現物支給で近隣の知り合いに手伝ってもらっている。
＜今後の対応＞
・ハウスの一部でマンゴー、露地栽培ができるバナナ、ドラゴ
ンフルーツの栽培を計画。
・近い将来、制度資金を活用し土地の購入、倉庫の建設を予定。

【お問合せ先】 渋谷 丹 ℡.0997-63-1504
e-mail maruka.amami@gmail.com

【ブログ】 https://amantropico.amamin.jp/

＜特徴的な取組＞
・熱帯果樹の栽培。
・平成23年宮城県からＩターン、平成25年からパッションフ
ルーツの栽培を始める。
・55aの土地を借りて、ハウス（20a）で栽培。

＜基本情報＞
代表者氏名：渋谷 丹

所在地：奄美市

＜農場概要＞
 パッションフルーツ 20a

果樹

ふるさと納税の返礼品としても好評

＜就農の経緯＞
東日本大震災により、宮城県から奄美市へ移住。以前から憧
れがあった熱帯果樹の栽培を決意し、１年間研修センターで研
修を受け、2013年に就農。先輩農家からの指導で技術を磨き、
「まるか農園」の屋号で夫婦仲良く農業を行っている。
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＜農事組合法人 土里夢たかた＞＜農事組合法人 土里夢たかた＞

＜工夫している点＞
・スマート農業を導入した新たな営農にもチャレンジ
し、雇用を通じて若手後継者の育成・確保に取組ん
でいる。
＜苦労している点＞
・作業員が次第に高齢化してきているので、組合員以外
からの雇用も考えながら生産の拡大に取組んでいる。
＜今後の対応＞
・今後は、コスト低減及び品質向上を目的とした生産
体制の見直しを図るとともに、生産物及び加工品の
直接販売も視野に入れた取り組みを行うことで、経営
の安定化に繋げたい。

【お問合せ先】 事務局長 有村 光雄 ℡.0993-56-4303
e-mail dreamtakata@lime.ocn.ne.jp

＜基本情報＞
代表者氏名：代表理事 内匠 秋夫

所在地：南九州市
法人設立年月日：平成21年4月1日
（平成22年4月1日に特定農業法人）
構成員数：25名
栽培面積：50ha

主な栽培品目：水稲、大豆、そば、
飼料用トウモロコシ、
育成牛（ホルスタイン）も飼養

作業受託：飼料用作物刈取り（トウモロコシ、WCS）、
預託牛（ホルスタイン）

水稲 スマート農業

どりーむ

＜特徴的な取組＞
・飼料作物の農作業受託や乳用牛の育成事業など、地域
と一体となって経営の多角化に取り組んでいる。
・地域の小学校と連携した食農教育の支援や、農業体験
等により都市部消費者との交流を図る。

集落営農によるコスト削減・機械化により労働力削減を
図り地域農業を発展させていく！

自動操舵システム付き田植え機

スマート農業で作業時間
の効率化を図る

飼料用トウモロコシ刈取用コンバイン

自動操舵システム付きトラクター

畜産
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＜せごどんファーム＞芋づくり100年！＜せごどんファーム＞芋づくり100年！

＜工夫している点＞
・サツマイモ基腐病対策としてバイオ苗を導入。
＜苦労している点＞
・サツマイモ基腐病の対策。
・経営継承者がいないので、今後どうするか。
・畑にトイレがなく、農業女子は大変不便。
・繁忙期の従業員（アルバイト）の確保。
〈今後の対応〉
・地域の皆さんの理解を得て、女性が活躍できる場を
もっと広げたい。
・ブランディングへの取り組み。
・ネット販売の導入。
・JAのドローンなどを利用して省力化を目指したい。

【お問合せ先】 末吉 和人 ℡/Fax.0993-36-3523
e-mail segodonfarm@gmail.com

＜基本情報＞
代表者氏名：末吉 和人
所在地：南九州市

＜農場概要＞
 かんしょ 1.5ｈa（べにはるか、べにさつま、
安納芋、シルクスイートなど）、
オクラ ４a（ハウス栽培）

かんしょ

焼き芋 加工品 OIMO PORI PORIかんしょ

＜特徴的な取組＞
・夫婦二人で農業経営。
・各種イベントやマルシェ等で加工品や焼き芋を消費者
へ直接販売。
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＜ドリームファーム（株）＞収益性の高い「付加価値型農業」に取組む！＜ドリームファーム（株）＞収益性の高い「付加価値型農業」に取組む！

【お問合せ先】 栽培管理担当マネージャー 中村 安孝
℡.0995-29-4633
e-mail nakamura@d-farm.co.jp

【ウエブサイト】 https://d-farm.co.jp/

＜特徴的な取組＞
「女性が活躍できる職場づくり」
・女子力を活かして、は種から栽培管理・収穫・出荷までの作業を
分担して行うことで生産性の向上に取組む。
「根深ねぎの農家とのパートナー契約制度」
・ねぎ生産で多くの労働力を必要とする収穫・選果作業の代行や、
青田買いを行う。

＜基本情報＞
代表者氏名：山下 仁
所在地：伊佐市

＜農場概要＞
 根深ねぎ 11ha（パートナー農家含む）

野菜

＜工夫している点＞
・子育て支援（産休制度、子供の病気・行事での休暇など）を行う
ことで、子育て世代の女性が働きやすい環境を整備。
・近隣の根深ねぎ農家（４戸）とパートナー契約を結び、産地の活
性化に貢献。
＜苦労している点＞
・近年、温暖化による天候不順により、計画どおりの作業ができず、
安定した生産が困難。
＜今後の対応＞
・労働生産性を数値化して年間の目標を設定し、2022年までに、年
間の根深ねぎ出荷数量を15万箱（１箱３kg）に増やす。

・経営目標達成のため、15ha以上に規模拡大。

ねぎの圃場

選果・出荷作業

定植作業

手作業の定植

社内研修
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＜市薗 和昭＞安全・安心は当たり前、新鮮で美味しい有機野菜を食卓へ!＜市薗 和昭＞安全・安心は当たり前、新鮮で美味しい有機野菜を食卓へ!

【お問合せ先】 市薗 和昭 ℡.080-6479-6673
e-mail：kesy20070901@gmail.com

＜特徴的な取組＞
・有機農業(有機JAS認証)
有機野菜は「安全・安心は当たり前。新鮮で美味しい野菜を届け
る。」をモットーに、可能な限り朝穫りした野菜を地元直売所へ出荷
していることから、品質と味の良さにリピーターも多い。
・消費者のニーズや、被害によるリスクを減らし、安定した収益を上げ
るため、多品目を栽培。

＜基本情報＞
氏 名：市薗 和昭
所在地：姶良市

＜農場概要＞
 野菜 2.3ha（トマト、ブロッコリー、オクラ、
ズッキーニ等40～50種類（うち有機露地 1.4ha、
有機施設 40a、慣行露地 50a)）、水稲 40a

野菜

＜工夫している点＞
・IPM (総合的病害虫・雑草管理）の考え方に基づき、天敵昆虫の導入
や土作りには緑肥を施用するなど、安全・安心な野菜を栽培。
・天気予報や気温の変化を常に注視し、野菜の播種、定植時期を判断。

＜苦労している点＞
・有機栽培は、気象や病虫害の影響を受けやすく、毎年状況が一定では
ないので、こまめな管理と柔軟な対応が必要。

＜今後の対応＞
・価格や収穫量が安定している冬トマトを規模拡大。
・イチゴ栽培をしている同級生と連携し、イチゴとトマトの観光農園を
開くこと。

有機農業

ほうれんそう畑

にんじんごぼう

ほうれんそう畑

だいこんの生育確認

トマト

落花生

ミニトマト 直売所販売の
ミニトマト

ズッキーニ
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＜かじや農産（株）＞徹底的に食味を追及する米づくり！＜かじや農産（株）＞徹底的に食味を追及する米づくり！

＜工夫している点＞
・土壌分析を行うなど土作りを工夫して、食味の良い米づ
くりにつなげる。

＜苦労している点＞
・作業員の雇用拡大。

＜今後の対応＞
・周年営農体系の確立とそれに伴う作業員の増員確保。
・収入保険への加入により、安心して農業を行える環境を
整備。
・指導農業士として生産現場に出向いて、若手への指導・
助言を継続。
・地域の担い手として、作業受託や農地中間管理機構を活
用した農地集積により規模拡大を図る。

【お問合せ先】 鍛治屋 公貴 ℡.0996-53-2707
e-mail kouki483@yahoo.co.jp

【ウエブサイト】https://www.kajiyanosan.co.jp/

＜特徴的な取組＞
・自衛隊を退職後、父の精米業を引継ぎ、平成10年に就農
して米生産を開始。食味にこだわった米づくりを実施。
・さといもの湛水栽培に取組み、良品質で病気に強いさと
いもを栽培。

＜基本情報＞
代表者氏名：鍛治屋 公貴

所在地：薩摩郡さつま町

＜農場概要＞
 水稲 11ha 、野菜 ４ha（さといも、
ほうれんそう等）

水稲

＜最優秀金賞受賞＞
当社で生産した「あきほなみ」は、平成30年12月、山形県庄内町で

開かれた「第12回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト」で最優
秀金賞に選ばれる。
＜お米づくりのモットー＞
農薬の使用を必要最低限に抑えて、安心・安全・おいしいお米づく

りに取組んでいます。

稲刈り作業田植え作業

収穫直後のさといも

野菜
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＜（株）日野洋蘭園＞スマート農業により栽培から販売まで一元管理!＜（株）日野洋蘭園＞スマート農業により栽培から販売まで一元管理!

＜工夫している点＞
・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
切花生産につなげている。

＜苦労している点＞
・花卉生産で使える農業の先端技術が、まだ少ない。

＜今後の対応＞
・他業界との連携を行い、AIやICTなどの先端技術を活用し
た、管理作業の効率化を加速させたい。 【お問合せ先】 取締役オーキッド事業部部長 池田 宏介

℡.0996-31-6006 
e-mail hino@hinoyouran.co.jp

【ウエブサイト】 http://www.hinoyouran.co.jp/

＜基本情報＞
代表者氏名：藤崎 和彦
所在地：薩摩郡さつま町

＜農場概要＞
 胡蝶蘭 1.2ha、 アイビー等 1.4ha

花卉

様々なミディ胡蝶蘭

白大輪の胡蝶蘭

グリーンの映える道（アイビー）

＜特徴的な取組＞
・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行っている。
・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）

スマート農業
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＜山上農園＞異業種交流によるコラボ商品を開発!＜山上農園＞異業種交流によるコラボ商品を開発!

＜工夫している点＞
・「光センサー選果」を導入し、品質安定に取り組む。
・主に、有機肥料（魚粉、油粕等）を使用し、化学肥料を抑
えて栽培。
＜苦労している点＞
・インターネット直販のリピート率は現在90％超だが、新規
顧客増に向けたECサイト運営に苦労する。
＜今後の対応＞
・先代の言葉「しゃべらない樹と会話すること」をモットー
に、更なる品質向上と安定供給を目指す。

＜特徴的な取組＞
・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
業体験講座開催等。
・インターネットでの販売
品目：不知火（デコポン）、紅不知火（大将季）、サワー

ポメロ、ポンカン、キンカン、紅甘夏、伊予柑、温
州みかん、シラヌイドライフルーツ、サワーポメロ
アロマ等

取組内容：産地直送によりお客様へお届け。

果樹

【お問合せ先】 山上 博樹 ℡.0996-86-2580
e-mail hiroki.yamagami@gmail.com

【ウエブサイト】https://www.yamagamifarm.com/

＜基本情報＞
代表者氏名：山上 博樹
所在地：出水郡長島町

＜農場概要＞
 柑橘類 1.2ha（不知火、大将季、ポンカン
（無加温栽培ハウス29棟（50a）、
紅甘夏等（露地栽培（70a））

山上夫妻

シラヌイドライフルーツ 完熟５味たわわに実った大将季

サワーポメロアロマ チョコレート味のドライフル－ツ

６次産業化
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＜（有）宮路園芸＞消費環境の変化に対応した販売戦略を構築!＜（有）宮路園芸＞消費環境の変化に対応した販売戦略を構築!

＜工夫している点＞
・鮮度を保つため、お客様から注文をいただき次第収穫し、そ
のままお客様に直送。
・花の出荷時期に合わせて栽培するため、日々の温度管理等に
注力。

＜今後の対応＞
・綺麗で新鮮なお花を多くの人にお届けし、喜んでいただける
ように、安定出荷を図り品質向上に努めたい。

【お問合せ先】 宮路 成宏 ℡.0996-86-1862
e-mail info@miyazienngei.co.jp

【ウエブサイト】http://miyazienngei.co.jp/

＜特徴的な取組＞
・インターネットでの販売

品 目：オリエンタルユリ、クルクマ、スプレーマム、
ユーカリ等

取組内容：消費環境の変化に対応した販売戦略の構築。
産地直送によるお客様への迅速な対応。

＜基本情報＞
代表者氏名：宮路 成宏
所在地：出水郡長島町

＜農場概要＞
 花卉 1.5ha（オリエンタルユリ、
クルクマ、 スプレーマム、
ユーカリ等）

花卉

オリエンタルユリ クルクマ

ハウス内の様子ハウス内での作業の様子
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＜農事組合法人協働ゆうすい＞新規就農者の雇用や実践研修を通じ地域活性化に貢献したい!＜農事組合法人協働ゆうすい＞新規就農者の雇用や実践研修を通じ地域活性化に貢献したい!

【お問合せ先】 中山 大海 ℡.090-8350-5334
e-mail taikai1114@yahoo.co.jp

＜特徴的な取組＞
・持続可能な経営と新規就農者の確保・定着のため、就農２年目
で農事組合法人を設立。

＜基本情報＞
代表者氏名：中山 大海
所在地：姶良郡湧水町

＜農場概要＞
 水稲・野菜 8ha（水稲、WCS用稲、
根深ねぎ、さといも）

 農作業受託

水稲

＜工夫している点＞
・構成員が所有する農業用機械の共同利用による経営の効率化。
・根深ねぎの夏出荷で通年での生産体系を確立。

＜苦労している点＞
・法人を設立して間もないため、資金不足と構成員(オペレーター)
の育成。
・地権者の同意を得て、畦畔除去等の取り組みにより農地の区画
変更を行っているが、今後、更に基盤整備により農地を大区画
化するためには、耕作地域での機運醸成が必要。

＜今後の対応＞
・新規就農者の雇用や実践研修等を通じた地域活性化への貢献。
・農地の集約・大区画化による農作業の効率化及び生産性向上。

水稲の育苗

にんじん

ほうれんそう畑

耕畜連携

移植直後の根深ねぎ

野菜
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＜そのやま農園（株）湧水農場＞科学的な根拠に基づく土づくりを実践!＜そのやま農園（株）湧水農場＞科学的な根拠に基づく土づくりを実践!

【お問合せ先】 園山 秀国 ℡. 090-9493-8348
e-mail qquu4ec9k@basil.ocn.ne.jp

【ウエブサイト】https://morikazo.com 

＜特徴的な取組＞
・有機農業(すべてJAS認証)。
刈草を原料にした堆肥で、こだわりの土づくりを行ない、に
んじん、ほうれんそう、ごぼう、かんしょ、じゃがいも等の
作物リレーによる周年出荷を実践。

＜基本情報＞
代表者氏名：園山 秀国(生産部長(湧水農場長))

所在地：姶良郡湧水町
＜農場概要＞
 野菜 6.7ha（にんじん、ほうれんそう、ごぼう、かんしょ、
じゃがいも等）

野菜

＜工夫している点＞
・科学的な根拠に基づく土づくりを実践するため、自身で土壌
診断を定期的に実施。
・畑の地力を低下させないため年一作とし、刈草堆肥や緑肥等
の有機物を投入。
・同社HP内にYouTube動画をアップし、栽培方法や作業のこ
つなどを配信。
＜苦労している点＞
・土中の不要な微生物が減らず、病害発生の抑制が困難。
・近隣で規模拡大に意欲のある若手農家が多いため、農地確保
が困難。
＜今後の対応＞
・栽培面積を10ha程度に規模拡大。
・園芸農家向けの良質な堆肥製造・販売。

有機農業

にんじんごぼう

ほうれんそう畑

だいこんの生育確認

ほうれんそう畑

有機野菜生産の他に、レストラン「森のかぞく（姶良店、
名山レトロフト店）」及び直売店事業も行っている。今回は
湧水農場にクローズアップ。
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＜近松果樹園＞地域内の後継者を確保し産地の維持・拡大を図りたい!＜近松果樹園＞地域内の後継者を確保し産地の維持・拡大を図りたい!

＜工夫している点＞
・受粉作業の労力削減のため蜂を導入。
・あらゆる経営リスクに備えるため収入保険へ加入。
＜苦労している点＞
・マンゴーは暖房等の経費がかかるので、他作物への
転換が進み、生産量が減少している。産地を守るた
めには生産量の維持・拡大が必要。
（最盛期50ｔ→令和２年産35ｔへ）
＜今後の対応＞
・農家の高齢化が進む中、JA、町等の関係者と連携し
て後継者確保の対応を検討したい。 【お問合せ先】 JAそお鹿児島 南部総合センター 農産課

℡.099-476-2116

＜特徴的な取組＞
・受粉用蜂として、マンゴーは「ミツバチ」、パッ
ションフルーツは「クロマルハナバチ」を導入。
・平成22年から、マンゴーの栽培開始。
・出荷先は、全品目、全量を共販出荷。
・「JAそお鹿児島果樹部会中晩柑専門部会」部会長と
して活動。

＜基本情報＞
代表者氏名：近松 輝久
所在地：曽於郡大崎町

＜農場概要＞
 施設栽培 43a（マンゴー10a、大将季23a、

パッションフルーツ10a)
露地栽培 25a（大将季15a、ゆず10a）

果樹

ハウス内のクロマルハナバチの巣箱

パッションフルーツ（出荷時期は５月～８月）

出荷盛期のマンゴー

パッションフルーツの花
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＜重田 嘉嗣＞栽培技術を磨きつつ楽しくゆとりある農業を実践中!＜重田 嘉嗣＞栽培技術を磨きつつ楽しくゆとりある農業を実践中!

＜工夫している点＞
・収穫量を増やすため、環境制御型の栽培方法を勉強中。

＜苦労している点＞
・ハウスの資材や暖房費等経費の削減。
・新しい栽培技術への移行。
・労働力不足（雇用確保）及び、それに起因する苗生産の負
担。

＜今後の対応＞
・環境制御型の栽培により、収穫量増加を目指す。

【お問合せ先】 重田 嘉嗣 ℡.090-6943-1278
e-mail orenoroman@outlook.jp

＜特徴的な取組＞
・栽培技術を高めつつ、楽しくゆとりある農業を実践中。

＜基本情報＞
氏 名：重田 嘉嗣
所在地：肝属郡東串良町

＜農場概要＞
 ピーマン 30a

野菜

ピーマン栽培用のハウス

ハウス内のピーマン苗や植付・管理作業の様子
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＜基本情報＞
代表者氏名：上鶴 広己
所在地：肝属郡錦江町

＜農場概要＞
 繁殖・育成牛 240頭

＜苦労していること＞
・規模拡大に伴う排せつ物処理が課題。この地区のタバコ農家
の減少に伴う堆肥利用の減少も要因の一つ。今後、耕種農家
のニーズに応える高品質な堆肥作りも必要。

＜今後の対応＞
・後継者（次男）が来年４月から親元就農の予定であり、本人
は更なる規模拡大を目指している。

【お問合せ先】 株式会社 上鶴畜産 ℡.0994-23-0335

＜特徴的な取組＞
（ICT機器を活用したスマート畜産を実践）
・分娩監視用カメラの設置と牛温恵の利用により、分娩事故が
減少。
・哺乳ロボットを導入し、哺乳作業の省力化と１頭ごとの授乳
量をデータ化することにより健康状態を管理。
・スマート機器の導入による省力化等により、飼養頭数は就農
開始時の４頭から240頭へ規模拡大。

スマート農業

＜（株）上鶴畜産＞スマート機器導入により肉用牛繁殖成績の向上!＜（株）上鶴畜産＞スマート機器導入により肉用牛繁殖成績の向上!

畜産

牛舎内（繁殖雌牛） 牛舎内（子牛）

哺乳を待つ子牛（ケージ飼い）

通信機能付き自動哺乳機

自己資金で整備した簡易牛舎

個体別自動哺乳ロボット（カーフレール）
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＜濵田 祐一朗＞南大隅町をアボカドの産地に!＜濵田 祐一朗＞南大隅町をアボカドの産地に!

＜工夫している点＞
・アボカドの品種は、ベーコンとピンカートン。開花パターンが違
う（Aパターン：午前中に雄花が開花し午後に雌花が開花。Bパ
ターン：Aの逆）品種を交互に植栽し、受粉促進を図っている。
＜苦労している点＞
・アボカドはマイナー作物であるため、登録農薬がないこと。現在
は、ほぼ無農薬栽培。
・アボカドは樹体がまだ若く、収穫量が安定しない。
・パッションフルーツは、手作業が多く管理が大変。
＜今後の対応＞
・アボカドの面積を拡大し、安定生産を目指す。

【お問合せ先】 濵田 祐一朗 ℡.090-4127-2172
e-mail hmd.0929@docomo.ne.jp

＜特徴的な取組＞
・Iターンで新規就農。
・南大隅町においては、初めてアボカド栽培に取組む。
現在「アボカド生産研究会」が立ち上がり、産地形成に取り組
んでいる。

＜基本情報＞
氏 名：濵田 祐一朗
所在地：肝属郡南大隅町

＜農場概要＞
 アボカド 12ａ（ハウス6a、露地6a）、
パッションフルーツ 15ａ（ハウス）

果樹

アボカドのハウス内

パッションフルーツのハウス内

アボカドの花

＜就農のきっかけ＞
・前職が海外を転々とした仕事であったので、「１か所に定住してじっくり仕事をし
たい。」との思いから農業法人に就職し農業を学ぶことにした。
・就職と同時に南大隅町に移住。
・平成28年に独立。耕作放棄地を借り、露地植えのアボカド５ａからスタート。

アボカドの赤ちゃん！

パッションフルーツの花
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＜濵田 龍也＞南大隅町産のパイナップルファンを募集中！＜濵田 龍也＞南大隅町産のパイナップルファンを募集中！

＜工夫している点＞
・初期投資を抑えるため、ビニールハウスは中古品の購入
や廃業した農家から借受け。
・お客様の顔が見えて声が聞ける直販のみ。パイナップル
は完熟状態で収穫するため、食べた方々から「香りも味
も別格」と好評。
・B級品（キズモノ）は廃棄することなく、ジャム等の加
工品として販売。
＜今後の対応＞
・パイナップルの規格を作り、生産者一体となって南大隅
町産のパイナップルのファンを増やしたい。
・子供たちに収穫体験をさせて、パイナップルに興味を
持ってもらいたい。

【お問合せ先】 濵田 龍也
【facebook】 hello! brand new days

＜特徴的な取組＞
・Ｉターンで新規就農。
・ 錦江湾、桜島、開聞岳が一望できる最高のロケーション
をもつゲストハウスを、オールセルフリノベーション。

＜基本情報＞
氏 名：濵田 龍也
所在地：肝属郡南大隅町

＜農場概要＞
 パイナップル 18a（ハウス）、
アボカド 10a（ハウス4a、露地6a)

ゲストハウスからの風景

ロゴマーク

お客様からの
「甘い！美味しい！」

の声を聞くと
やる気がでます。

ハウス内のパイナップル

パイナップルハウス

＜就農のきっかけ＞
先にIターンで就農した兄（濵田 祐一朗氏）からもらった南大隅町
産のパイナップルを食べて、その甘さと香りに感動し、自分もやってみ
たいと思いました。

果樹 ６次産業化
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＜大迫 辰巳＞GI産品の辺塚だいだい栽培に取り組む!＜大迫 辰巳＞GI産品の辺塚だいだい栽培に取り組む!

＜辺塚だいだいの特性及び地域の取組＞
・大隅半島南部に位置する肝付町、南大隅町に古くから自
生している地域固有の香酸柑橘。

・平成４年から地元関係機関（JA、肝付町、南大隅町、鹿
児島県）が一体となり、優良系統の選抜や植栽を推進
し、栽培面積の拡大とともに品質の向上を図ってきた。

・令和2年産の出荷量は、加工用約50トン、青果用約３ト
ン。
・辺塚だいだい生産部会員は58名。
（高齢者が多くなりましたが元気に取組んでいます。） 【お問合せ先】 JA鹿児島きもつき内之浦支所 営農購買チーム

℡.0994-67-2611

＜特徴的な取組＞
・地理的表示（GI）に登録された「辺塚だいだい」を栽培。
【地理的表示産品：GI情報】
登録番号：第57号
名称：辺塚だいだい
区分：果実類
登録日：2017/12/15
生産地：鹿児島県肝属郡肝付町、南大隅町

・JAベジフル内之浦果樹部会長として活動。

＜基本情報＞
氏 名：大迫 辰巳
所在地：肝属郡肝付町

＜農場概要＞
• 辺塚だいだい 20a、タンカン 50a、
ポンカン 10a

果樹 ＧＩ

共同開発したアルコール飲料

収穫前の「辺塚だいだい」 スライスした「辺塚だいだい」

【辺塚だいだいを使った飲料】
・辺塚だいだいジュース（10％）
・辺塚だいだい純果汁 （かくれ果の雫）
・辺塚だいだいソーダ（３％）
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＜工夫している点＞
・ブロッコリー栽培では、作付時期をずらして収
穫適期を分散し、家族労力だけで収穫対応を可
能としている。

＜苦労している点＞
・安納芋収穫時は選別作業に最も人手がかかるた
め、雇用確保に苦労している。

＜今後の対応＞
・後継者である娘が、将来自身のやりたい農業を
見つけたら、その実現に向けた支援をしたい。

＜営農の現況＞
・娘が就農して2年になり、貴重な戦力となって営
農を支えている。家族３人での経営を軌道に乗
せるとともに、娘を後継者として育成中。
（今年、認定新規就農者に認定）

＜基本情報＞
氏 名：柳 修
所在地：熊毛郡中種子町

＜農場概要＞
 ブロッコリー 3.9ha、
かんしょ（安納芋）２ha､
さとうきび 80a､水稲 60a

野菜

写真

安納芋圃場（作付後約１か月）

＜ 柳 修 ＞ 娘(認定新規就農者)の活躍に期待！＜ 柳 修 ＞ 娘(認定新規就農者)の活躍に期待！

【お問合せ先】 九州農政局鹿児島県拠点地方参事官室
℡.099-222-5840

さとうきび・
かんしょ
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＜工夫している点＞
【スマート農業の実践】
・監視カメラ：見回り等の労力を軽減。
・牛温恵：分娩予定牛を体温センサーで管理。
・ファームノート：クラウドで個体情報を管理。

＜今後の対応＞
・定期的に休暇を取得することができる営農体系を
構築し、継続可能で魅力ある畜産経営を目指す。

【お問合せ先】 中﨑 和行 ℡.0997-27-7667

＜特徴的な取組＞
・令和３年４月に､親子３世代の経営を統合して法
人化し、経営の合理化と規模拡大を実現。

・ICTを活用した個体管理等でスマート農業を実践
し、作業の効率化と省力化を実現。

＜基本情報＞
代表者氏名：中﨑 和行
所在地：熊毛郡中種子町

＜農場概要＞
 繁殖牛 200頭、子牛 140頭、
育成牛 30頭

畜産 スマート農業

新設の牛舎

首にセンサーを装着した牛

写真

＜（株）中﨑＞スマート農業で効率化と省力化！＜（株）中﨑＞スマート農業で効率化と省力化！
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＜（有）新栄物産＞日本一出荷の早いコシヒカリにこだわる!＜（有）新栄物産＞日本一出荷の早いコシヒカリにこだわる!

＜工夫している点＞
・自家堆肥に乳酸菌、納豆菌、酵母菌を培養した
混合微生物「えひめＡＩ」を投入し、何度も切
り返すなど良質な堆肥と土づくりに取り組んで
いる。
＜苦労している点＞
・地域の水田管理や稲作オペーレーターなど、水
田農業に欠かせない労働力が慢性的に不足して
いる。
・年間を通じて風が強いうえに、台風常襲地帯の
ため、水稲に代わる高収益作物がない。
＜今後の対応＞
・「日本一出荷の早いコシヒカリ」を全国にもっ
ともっとＰＲしていきたい。 【お問合せ先】 古市 純一 ℡.（事務所）0997-26-1308

e-mail shineibusan@pure.ocn.ne.jp

＜特徴的な取組＞
・（有）新栄物産は米の集荷と籾すり業をメイン
に、家族経営の古市農園が米の生産販売、和牛
生産、甘酒やアイス等の加工を展開。
・種子島の気候を活かした「日本一出荷の早いコ
シヒカリ」をメインに精力的にＰＲ。

＜基本情報＞
代表者氏名：古市 純一
所在地：熊毛郡南種子町

＜農場概要＞
 水稲（コシヒカリ 21ha、なつほのか 3ha、
赤米 60a、黒米 10a）、WCS用稲 7ha、
繁殖牛 38頭

水稲

日本一出荷の早いコシヒカリの圃
場

赤米甘酒のアイス

赤米「たまより姫」

赤米甘酒繁殖牛

古市ご夫妻（右）と娘さん夫婦
（左）

畜産 ６次産業化
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＜（有）小脇牧場＞離島で大規模スマート酪農!＜（有）小脇牧場＞離島で大規模スマート酪農!

＜工夫している点＞
・繁殖専門の獣医師による月２回の検診と、
搾乳ロボットシステムのデータ活用により、
受胎率のアップにつなげている。
・出荷できない乳等を冷却貯蔵・殺菌し、哺
乳ロボットで子牛へ哺乳し、子牛の発育向
上や代用乳購入コストの削減につなげてい
る。
＜苦労している点＞
・コロナ禍での輸入規制や輸入飼料の高騰で、
海外からの飼料確保が厳しくなっている。
＜今後の対応＞
・搾乳ロボット等の導入で、労働時間が短縮
され、働き方にゆとりがでた。これまで同
様、牛の表情など注意深く観察していく。
・WCS等自給粗飼料を確保していく。

【お問合せ先】 部長 荒河 誠二 ℡.0997-26-6139
e-mail kowakifarm@gmail.com

＜特徴的な取組＞
・搾乳ロボット（４台）、哺乳ロボット（４
台）、餌寄せロボットを導入して、それぞ
れの労働時間を大幅短縮。
・搾乳ロボットシステムのデータによる乳質
管理で乳房炎の罹患頭数も減り、１日平均
3.3回の搾乳と乳質向上を実現。

＜基本情報＞
代表者氏名：小脇 幸男
所在地：熊毛郡南種子町

＜農場概要＞
 乳用牛 250頭、繁殖和牛 220頭

畜産 スマート農業

搾乳ロボット

繁殖牛の牛舎

餌寄せロボット
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＜屋久島山福農園＞歴史ある屋久島のウコンを永遠に！＜屋久島山福農園＞歴史ある屋久島のウコンを永遠に！

＜工夫している点＞
・平成25年に６次産業化の認定を受け、専門家のアドバ
イスや商談会等で得られた多くの有益な情報を活用し
現在の経営を確立。
＜苦労している点＞
・島外への商品出荷は船便であるため、船の欠航により
商品の安定的な供給ができないこと。
＜今後の対応＞
・日本大手通販サイトへの出店に向けて日々奮闘中。
・ウコンの洗浄、スライス、乾燥、粉末加工作業を一連
で行なうことができるオートメーション化を目指す。

【お問合せ先】 牧 優作郎 ℡.0997-42-1056
e-mail yamafuku@yakushimado.com

【ウエブサイト】 http://www.yakushimado.com/

＜特徴的な取組＞
・無農薬でウコンを栽培し、生産から加工、販売まで一
貫した農業経営。
・ウコンは、ウコンサプリやウコンエキスに加工し、島
内のおみやげ品店、ホテルや空港売店、東京のアンテ
ナショップ（かごしま遊楽館）で販売。
・パッションフルーツは、シロップに加工して販売。

＜基本情報＞
代表者氏名：牧 優作郎

所在地：熊毛郡屋久島町

＜農場概要＞
 春ウコン 80a、秋ウコン ５a、クスリウコン 10a、
紫ウコン 20a、パッションフルーツ ８a

薬用作物

ウコンエキス

山福農園の牧優作郎氏と由美子夫人

ウコン畑

ウコンPREMIUM
（ウコンサプリ）

ウコンサプリ

６次産業化
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＜（有）屋久島八万寿茶園＞夢は有機栽培屋久島茶のブランド化!＜（有）屋久島八万寿茶園＞夢は有機栽培屋久島茶のブランド化!

＜工夫している点＞
・道路脇の雑草を刈取り、茶の敷草として活用。茶園地の雑
草抑制に効果があり、敷草は後に肥料になるなど、一石二
鳥の取組みを実施。
＜苦労している点＞
・屋久島茶は知名度が低い。今後は、観光客リピーターを増
やすことにより屋久島茶の知名度アップが必要。
＜今後の対応＞
・世界自然遺産の島として、有機栽培にこだわり、屋久島茶
のブランドをつくる夢を追い続ける。

【お問合せ先】（有）屋久島八万寿茶園 ℡.0997-43-5330
e-mail hachimanjyu@po5.synapse.ne.jp

＜特徴的な取組＞
・高校の同級生３名で設立。３名の名前の頭文字１文字づつ
（八・万・寿）を組み合わせて商号とする。
・平成４年より茶の有機栽培を実施。
・平成24年から輸出に取り組み、平成26年からEUを輸出先
の中心とする。
・令和元年には、ドイツ、スイス等でセミナー等を開催する
など海外への販路拡大を実施。
・土壌診断を毎年実施し、施肥量調整を行いながら土づくり
並びに品質向上に取り組んでおり、平成30年、日本茶
AWARD審査員奨励賞受賞。
・島内の有機栽培に取組む方々の商品を直売店舗で販売し、
有機農業の啓発活動に努める。

＜基本情報＞
代表者氏名：渡邉 万吉

所在地：熊毛郡屋久島町

＜農場概要＞
 茶 6.53ha

茶 輸出

販売店舗

店舗で販売されている茶及び茶加工品
九州農政局長賞の賞状

＜九州農政局長賞受賞＞
令和２年度「九州地域未来につながる持続可能な農業推進コンクー

ル」の有機農業・環境保全型農業部門（個人の部）で九州農政局長賞
を受賞。

有機農業
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＜上村 太一＞獣害に負けずタンカン栽培に取り組む!＜上村 太一＞獣害に負けずタンカン栽培に取り組む!

【お問合せ先】
九州農政局鹿児島県拠点地方参事官室
℡.099-222-5840

＜特徴的な取組＞
・アマミノクロウサギによる幼木への食害を防ぐため、幼木の周囲に３本
の鉄支柱を立てビニールで覆うとともに、一部の樹園には大和村の実証
事業を活用して、返しの付いた侵入防止柵を設置するなど対策に取り組
んでいる。

＜基本情報＞
氏 名：上村 太一
所在地：大島郡大和村

＜農場概要＞
 タンカン 2.4ha

＜工夫している点＞
・単収アップを図るため、一部で密植栽培にチャレンジ。
・県の指導農業士に栽培技術等をいつでも相談できる環境にあるため、常
に相談をして技術習得や経営に活かしている。

＜苦労している点＞
・新規就農してまだ４年目であり、殆どが未成園のため、タンカンで安定
収入が見込めるまで数年は掛かる。

＜今後の対応＞
・４haまで規模拡大。
・安定した収量を確保し、SNSを活用した販売をメインにする。
・収益向上のため、規格外品を活用したジュースの製造・販売を検討。

果樹

ほうれんそう畑

鳥獣害対策

収穫間近のオクラ

牛舎全景

タンカン園

返しを付けた侵入防止柵

幼木を守る防護ビニール

＜アマミノクロウサギ食害対策＞
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＜大都肉用牛生産組合＞放牧を取り入れ労働力とコストの削減を図る!＜大都肉用牛生産組合＞放牧を取り入れ労働力とコストの削減を図る!

＜工夫している点＞
・3年前から妻が手伝うことになり、飼育管理作業に余裕ができた
ことから、自給牧草の生産を再開。
・自宅と牛舎が離れていることから、労力軽減のため「分娩監視
カメラ」を導入。

＜苦労している点＞
・人手が足りず理想とする飼育や自給牧草の生産に苦慮。
・台風による停電があると復旧に数日かかるため、他のICT機器の
導入が困難。

＜今後の対応＞
・労働力を確保し、規模拡大を目指す。

【お問合せ先】 保池 登 ℡.090-5926-7609

＜特徴的な取組＞
【放牧を取り入れた飼育】
・当牧場の立地場所が、放牧が可能な土地だったことから、飼育
管理の軽減のため、妊娠鑑定確認後の繁殖牛（分娩予定日の2ヶ
月前まで）を放牧。

＜基本情報＞
代表者氏名：保池 登
所在地：大島郡宇検村

＜農場概要＞
 繁殖牛 57頭、牧草 7ha
（放牧地：8ha）

畜産

分娩監視カメラ

放牧地

放牧牛専用牛舎

スマート農業
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＜きゃしなふ農園＞ 食べて“にっこり”笑顔溢れるフルーツ作りを目指す!＜きゃしなふ農園＞ 食べて“にっこり”笑顔溢れるフルーツ作りを目指す!

＜工夫している点＞
・人手不足を解消するため、パッションフルーツの受粉用にクロマルハナ
バチを導入。
・完熟したパッションフルーツが落果して傷むのを防ぐため、１個ずつ
ネット等で保護し、品質の良い商品を提供。
・殺虫剤等の農薬は使用せず、有機質肥料を使い、安全・安心で食べた人
が「美味しい」と、笑顔溢れるフルーツ作りを目指している。
＜今後の対応＞
・将来は奄美大島の豊かな自然や、滋味溢れる食を通して、訪れた人の心
身が元気になるような宿を開きたい。

【お問合せ先】 増 麻那美 ℡.050-3636-8678
e-mail kiyashinafu@gmail.com

【ウエブサイト】 http://kiyashinafu.shop-pro.jp/

＜特徴的な取組＞
・熱帯果樹の有機栽培、K-GAP、農産物の６次産業化。
・33ａの土地を借りて、熱帯果樹を栽培。令和２年に国の事業を活用し
10aのハウスを建て、パッションフルーツを栽培。
・青果やジャムの加工品は、ネット販売の他、島内外のレストランや小売
店へも卸している。
・奄美のことわざにあった「きゃしなふ」（気を養うという意味）から
「きゃしなふ農園」と名前を付ける。

＜基本情報＞
代表者氏名：増 麻那美

所在地：大島郡瀬戸内町
＜農場概要＞
 パッションフルーツ 10a、パイナップル 8a、
ドラゴンフルーツ 8a、アボカド 5a、
グアバ 2a

果樹 ＧＡＰ

阿鉄は昔から
パイナップルの産地

グアバやパイナップルの
自家製ジャム

１個づつ落果防止処置をされた
パッションフルーツ

収穫した
パッションフルーツ

出荷されたフルーツは、島外のレストランへも

６次産業化

＜就農の経緯＞
・東日本大震災を機に、平成24年東京からUターン。平成26年か
ら叔父が作る熱帯果樹を使い加工食品の製造、ネット販売を始
める。
・１年間、瀬戸内町の農業研修を受け、平成29年就農。
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＜岡山果樹園＞草生栽培と減農薬農業を実践!＜岡山果樹園＞草生栽培と減農薬農業を実践!

＜工夫している点＞
・草生栽培を行うとともに、既存の栽培暦どおりに農薬を
使用すると農薬過多になるため、天然由来の農薬等を使
用し減農薬に努める。
・病気の予防には、枯れ枝の除去が大切であるとの考えか
ら、細かな剪定と枯れ枝の処分を心がけている。

＜苦労している点＞
・イノシシの被害が増えており、侵入防止柵を設置してい
るが、すべての圃場に設置できていない。

＜今後の対応＞
・農薬の使用を極力抑えた栽培方法を実践し、良い結果が
出たら周りに普及したい。 【お問合せ先】 岡山 俊一 ℡/Fax.0997-57-1366

e-mail okayamakajuen@gmail.com

＜特徴的な取組＞
・農作業は１人で行っており、農繫期は４名を雇用。
・販売は宅配が主で、他はJAへ出荷。
・鹿児島県認定エコファーマー、認定指導農業士、龍郷町
農業委員、JAあまみ果樹部会長等、地域の農業へ貢献。

＜基本情報＞
代表者氏名：岡山 俊一
所在地：大島郡龍郷町

＜農場概要＞
 タンカン 1.9ha、はるみ他 40a

果樹

55



＜飯田菜園＞青年農業者組織を設立し奮闘中！＜飯田菜園＞青年農業者組織を設立し奮闘中！

【お問合せ先】 飯田 圭太郎
℡.080-1036-3380

＜特徴的な取組＞
・龍郷町の若手農家等で構成する「龍郷町ファーマーズクラブ」の設立発起人
で、設立当初から現在まで会長を務め、生産技術の向上や経営発展に奮闘。
・農福連携。

＜基本情報＞
代表者氏名：飯田 圭太郎
所在地：大島郡龍郷町

＜農場概要＞
 マンゴー 21a、かぼちゃ 20a、
バジル 10a

＜工夫している点＞
・自家生産のバジルを東京のレストランチェーン店へ販売するほか、バジル
ソースを製造して、ネット販売や直販に取り組む。
＜苦労している点＞
・労働力不足。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、龍郷町ファーマーズクラブの活動が低
調。
・本土から農業機械を購入する際の送料が高く、離島発送を断られることもあ
り、奄美大島の農業発展に大きなマイナス。
＜今後の対応＞
・龍郷町内にタンカンを主体にした観光農園を開設(園内に子供たちが伸び伸
びと遊べる広場もセットで!)。
・町内の畜産農家と連携した、野菜・果樹農家への堆肥供給組織の創設。
・町内の畜産・耕種農家や酒造会社等を巻き込んだ循環型農業の確立。

果樹

ほうれんそう畑

牛舎全景

６次産業化 農福連携

龍郷町のふるさと納税返礼品
に採用されているマンゴー

飯田菜園のマンゴーハウス

バジル

野菜

56



＜基本情報＞
経営者氏名：思 照也

所在地：大島郡喜界町

＜農場概要＞
 繁殖牛 120頭、育成牛 20頭、
牧草畑 20㏊
(主にローズクラス(自給率８割))

＜工夫している点＞
・ファームノートと目視の併用により、効率的な発情発見に取り組むほか、
繁殖台帳にファームノートを活用し、スマホ等によりどこでも牛の管理記
録の確認が可能。
・従業員が独立するための準備として、従業員所有の繁殖牛も当牧場の牛舎
内で飼育し、独立を後押し。
＜苦労している点＞
・ファームノートの導入後一年以内のため、当牧場データの蓄積が少なく、
正常行動でも異常行動と判定することが多い。今後、データ蓄積で正確な
判定に繋がることを期待。
＜今後の対応＞
・哺育舎を建設予定。新しい哺育舎で理想とする飼育を予定。
・今後、200頭まで規模拡大。併せて分娩監視カメラを導入予定。 【お問合せ先】 喜界町農業振興課

℡.0997-65-3689

＜特徴的な取組＞
【先進技術の導入】
・ファームノートを導入し、牛の発情発見や体調管理を実施。
【後継者育成】
・将来独立を目指している者を従業員として雇用し、経営のノウハウや飼育
技術を指導。

スマート農業

＜思畜産＞担い手育成に注力し島の畜産振興を図る!＜思畜産＞担い手育成に注力し島の畜産振興を図る!

畜産

牛舎

担い手育成

ファームノートを付けた繁殖牛
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ドラゴンフルーツ

＜ふとり農園＞ 多品目を栽培し消費者に喜ばれるものを作る！＜ふとり農園＞ 多品目を栽培し消費者に喜ばれるものを作る！

＜工夫している点＞
・多品目を栽培することにより、被害等により収入減になる
リスクを分散。年間を通した労働力の分散。
・栽培暦を基本にしつつ、知識や経験を活かして、薬剤を散
布するタイミングを見極めている。

＜今後の対応＞
・今年初めて、ばれいしょの後作にごまを50ａ播種した。
・今後も、色々な作物の栽培を試して、消費者に喜ばれるも
のを作りたい。 【お問合せ先】 太 勇也 ℡/fax. 0997-84-0559

e-mail futorifarm1682@gmail.com

＜特徴的な取組＞
・平成22年、県立農業大学を卒業後親元就農。令和元年、父
親から経営移譲。
・以前は、さとうきび栽培を行っていたが、南国の果物を中
心とした多品目栽培（マンゴー、パッションフルーツ、ド
ラゴンフルーツ、タンカン、龍眼、かぼちゃ、ばれいしょ、
島とうがらし等）に変更し、ネット等で販売。

＜基本情報＞
代表者氏名：太 勇也

所在地：大島郡徳之島町

＜農場概要＞
 マンゴーをはじめとする
多品目農産物 3.4ha（ハウス35a）

果樹

多品目の農産物をネット等で販売

パッションフルーツ

マンゴー ドラゴン
フルーツ

タンカン パッション
フルーツ

龍眼島とうがらし

野菜

マンゴー
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＜（株）永吉ファーム＞ 先進技術の導入で労働力の削減を図る！＜（株）永吉ファーム＞ 先進技術の導入で労働力の削減を図る！

＜工夫している点＞
【先進技術の導入】
・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
技術の利活用。

【安定的な飼料の確保】
・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とともに、
家畜ふん尿を利用した堆肥の自作地還元も実現。
＜今後の対応＞
・畜舎を増設し、哺乳ロボットの増設等先進技術の導入で労
働力の軽減を図り、更なる規模拡大を行う。

【お問合せ先】 永吉 輝彦 ℡.0997-83-1355 1
【ＵＲＬ】 https://www.nagayoshi-farm.jp/

＜特徴的な取組＞
・平成元年に生産牛８頭から経営を開始し、計画的かつ効率
的に規模拡大を進め、令和２年には420頭まで増頭。
・ＩＣＴ技術等先進技術の積極的な導入。
・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。

・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。

＜基本情報＞
代表者氏名：永吉 輝彦
所在地：大島郡徳之島町

＜農場概要＞
 繁殖牛 490頭(うち育成牛80頭)

畜産 スマート農業
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＜ＯＨＡＮＡ農園＞顔の見える直売に活路！＜ＯＨＡＮＡ農園＞顔の見える直売に活路！

＜工夫している点＞
・パッションフルーツ2aの施設内で、トマト、メロンを
間作し、収益確保と施設面積の有効活用を図っている。
・「OHANA農園」での顔の見える直売。
・良い品物を作ることに心掛け、手が回らない時は、農
業者仲間を期間雇用している。
＜苦労している点＞
・気候変動により、毎年作物の生育が違うので、管理に
気を遣う。
＜今後の対応＞
・令和２年から農業生産法人の仕事もあり、自営農業の
管理不足を懸念。良い品物を作るために栽培品目を絞
ることを検討。

【お問合せ先】OHANA農園 代表 貞山 博一
携帯 090-3013-6295 TEL/FAX.0997-85-3066
e-mail h62951242@gmail.com

＜特徴的な取組＞
・町の農業センターで１年間施設園芸の研修を受け、平
成23年に新規就農。

・「OHANA農園」を個人経営し、自分で栽培した作物
を直売することで、やりがいを感じ、島内固定客の口
コミで販売も順調。
・令和２年から、農業生産法人での勤務も。

＜基本情報＞
代表者氏名：貞山 博一
所在地：大島郡天城町

＜農場概要＞
 果樹、野菜等 2.47ha（マンゴー、パッションフルーツ、
パパイヤ、ばれいしょ、トマト、メロン）、さとうきび
（うち施設9a、露地2.38ha）

野菜

マンゴー

パッションフルーツ

パパイヤ

果樹
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＜義山 太志＞旺盛なチャレンジ精神で地域農業の発展に貢献したい!＜義山 太志＞旺盛なチャレンジ精神で地域農業の発展に貢献したい!

＜工夫している点＞
・島内で、誰も作っていないスイートコーンを栽培。
Aコープ出荷と個人販売を行っているが、美味しさ
が口コミで広がり、リピーターも多い。
・ばれいしょは、経費削減や自ら品質確認ができる
よう自家選別を行っている。
＜今後の対応＞
・青果用かんしょを栽培しているが、害虫であるア
リモドキゾウムシが生息し、植物検疫上、本土に
出荷できないため、徳之島と同じように出荷が可
能となっている沖縄方面へ出荷したい。
・今後、養豚を取り入れ、作物の残渣は餌として、
糞は堆肥として活用するなど、１年間無駄の少な
い農業サイクルを模索している。

・自ら新しいことにチャレンジし、成功事例を地域
農業発展の足掛かりとして広めたい。

【お問合せ先】 義山 太志 ℡.090-3010-4116
e-mail kaitaishi1215@gmail.com

＜特徴的な取組＞
・従来の栽培品目にこだわらず、新しい農作物の栽
培にチャレンジしている。
・15年前から、毎日の日記記帳と翌日の計画を立て、
作業効率を高めている。

＜基本情報＞
氏 名：義山 太志
所在地：大島郡伊仙町

＜農場概要＞
 さとうきび 3.5ha、ばれいしょ 1.2ha、
スイートコーン 80a（間作）、柑橘類等 25a

野菜

徳
之
島
の
方
言

「
あ
り
が
と
う
」

ばれいしょ梱包箱

スイートコーン

さとうきび
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＜（株）皆村農園＞安心・安全な生産をベースに笑顔の溢れる農園を目指す!＜（株）皆村農園＞安心・安全な生産をベースに笑顔の溢れる農園を目指す!

【お問合せ先】 皆村 正樹 ℡.0997-92-1211
e-mail potatofarm.minamura1005@Hotmail.co.jp

【ウエブサイト】 http://minamuranouen.com

＜基本情報＞
代表者氏名：皆村 正樹

所在地：大島郡和泊町

＜農場概要＞
 ばれいしょ 30ha

野菜 ＧＡＰ

＜特徴的な取組＞
【GLOBALG.A.P.（団体・個別認証）及びK-GAP認証取得】
・これまで以上に、食品安全、労働安全、環境保全などへ配慮した取
り組みを実施。
【島外からのアルバイト受入】
・収穫作業の期間（10月～4月）に、島外からのアルバイトを受入。
・募集は、農園HP・ブログ・Instagram等のSNSを利用（作業の風景
やアルバイトの声を掲載）。

＜工夫していること＞
・GLOBALG.A.P.では、タブレットによる圃場管理（生産履歴の記録
等）にも取り組む。圃場ごとに土づくりから収穫までの作業工程、
使用した肥料等の確認が容易。

・アルバイト受入では、寮を複数完備するなど新型コロナ感染防止対
策の徹底、週休１日や食事付きなど受入体制を充実。
＜苦労していること＞
・新型コロナ感染対策のため、島外からのアルバイト受入が難しい。
＜今後の対応＞
・規模拡大。
・丹念な土づくりにより、更なる品質・収量のアップ。

ばれいしょ収穫

代表ご夫婦とアルバイト

＜農園のモットー＞
安心、安全な生産に取組み、笑顔の溢れる農園
を目指して！
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＜（株）川平畜産＞スマート機器導入により省力化を図る!＜（株）川平畜産＞スマート機器導入により省力化を図る!

＜工夫している点＞
・繁殖母牛の発情発見のため、「牛歩」を導入するととも
に、分娩監視に「分娩監視カメラ」を導入。
・子牛育成管理には、「哺乳ロボット」を導入し、省力化
を図る。
＜苦労している点＞
・規模拡大するために、雇用（２名程度）を確保したいが、
適任者が見つからない。

・担い手を増やすため、新規参入の希望もあるが、初期投
資の負担が大きく更なる支援が欲しい。
＜今後の対応＞
・更なる規模拡大のため、畜舎を増設し、繁殖牛を300頭ま
で増やしたい。 【お問合せ先】 株式会社 川平畜産 ℡.0997-84-38083333

＜特徴的な取組＞
・鹿屋農業高校、農業大学校で畜産を学び、卒業後に志布志
の畜産農家で4年間研修を積んで親元就農。
・人工授精師の資格を取得。
・私と弟が就農してから、更に規模拡大に取り組み、令和３
年２月繁殖牛160頭まで増頭。

・労働力不足に対応するため、スマート機器を導入し省力化
を図る。

＜基本情報＞
氏 名：川平 光（代表者は父）
所在地：大島郡知名町

＜農場概要＞
 繁殖牛 160頭、育成牛 20頭

畜産

発情発見装置「牛歩」を付けた雌牛

育成及び繁殖牛舎「哺乳ロボット」に入る子牛

スマート農業
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＜叶 森寛＞日々栽培技術を検討し実践！＜叶 森寛＞日々栽培技術を検討し実践！

【お問合せ先】 叶 森寛 ℡.090-8832-2817

＜特徴的な取組＞
・消費者の安心と信頼を確保するため、与論町インゲン県認証グループ
で、かごしまの農林水産物認証制度(K-GAP)を取得。

・与論島内での新規就農者を育成・確保するため、島内で初めて研修生
を受入れ、技術指導等を実施。

＜基本情報＞
氏 名：叶 森寛
所在地：大島郡与論町

＜農場概要＞
 いんげん 60a、オクラ 10a、スイカ 10a

＜工夫している点＞
・強風による塩害など、厳しい気象条件下で営農を継続するため、日々
栽培技術等を検討し実践(インゲンのトンネル栽培にいち早く取り組む
など)。

＜苦労している点＞
・夏場の台風シーズンは、船便の欠航が多く、特に夏野菜のオクラを出
荷できず損害が出ることも多々ある。

＜今後の対応＞
・他品目の導入による周年栽培・周年出荷で収益向上を目指す。
・島内の担い手育成・確保(特に技術指導に注力したい)。

野菜

水稲の育苗
にんじん

ほうれんそう畑

ＧＡＰ

収穫最盛期のオクラ畑

収穫間近のオクラ
トンネル栽培のいんげん畑
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＜牧 房男＞牛のストレスが少ない飼養管理を実施!＜牧 房男＞牛のストレスが少ない飼養管理を実施!

【お問合せ先】 牧 房男 ℡.090-3660-4282

＜特徴的な取組＞
・牛の性格や相性を見極め、小さな牛群でストレスの少ない飼養管
理を実施。
・自宅横の牛舎を分娩専用にし、分娩前の牛の異常行動把握を容易
にした。
・ICT機器導入による分娩事故の減少。

＜基本情報＞
氏 名：牧 房男
所在地：大島郡与論町

＜農場概要＞
 肉用繁殖牛 75頭、飼料作物 10ha

＜工夫している点＞
・農地をフル活用し、飼料は、ほぼ完全自給を達成。
・ICT機器（分娩監視カメラ・牛温恵）導入。

＜苦労している点＞
・敷料の確保(島では敷料となるチップ・おが屑・もみ殻等がないた
め牧草を使用)。
・増頭によるふん尿処理。

＜今後の対応＞
・新たに簡易牛舎を整備し、100頭程度まで増頭したい。
・島内畜産農家共同による家畜ふん尿堆肥処理・施用の組織化、キャ
トルステーション(子牛受託施設)の整備。

畜産

ほうれんそう畑

スマート農業

子牛専用牛舎

牛舎全景
繁殖牛舎
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輝く鹿児島の農業者
発行：九州農政局鹿児島県拠点
編集：地方参事官室

〒892̶0816
鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎４階
TEL：099-222-5840（代表） FAX：099-224-1501

【利用上の注意】

「輝く鹿児島の農業者冊子」は、これから就農を目指す人や消費者の方々にも
農業への関心や魅力を感じてもらうことを目的に作成したものであり、掲載さ
れている個々の農業技術や商品などについて、九州農政局鹿児島県拠点が推
奨・認定するものではありません。


