
令和3年10月4日現在

地域協議会名 法　　人　　名 〒 住　　　　所 代表氏名

（農）下郷農業構造改善組合 745-0641 周南市大字小松原1721-1 藤　井　    　猛

（有）鹿野アグリ 745-0302 周南市大字鹿野上3317-1 倉　益　　　　寛

（農）ファームつるの里 745-0501 周南市大字八代818-2 大　中　　　　巖

（農）光農会 743-0041 光市丸山町15番18号 福　原　　英　樹

（農）みらい向の里 745-0241 周南市大字大向1347-1 隅　　　　哲　也

（農）清流ファーム石光 745-0641 周南市大字小松原2541 次郎萬　　静　明

（農）鹿野 745-0302 周南市大字鹿野上3259-6 桑　原　　文　孝

（農）せいのお 745-0623 周南市大字清尾278-1 河　口　　清　臣

（農）むかたお 740-0904 岩国市錦町宇佐郷546-1 梅　川　　仁　樹

（農）いきいきファーム美和 740-1231 岩国市美和町生見1481 三　好　　邦　夫

（農）グリーンファーム府谷 740-0723 岩国市錦町府谷2040 尾　崎　　眞　司

（農）エンタープライシスなごみ 740-1219 岩国市美和町瀬戸ノ内559 上　田　　哲　雄

（農）シャイニング名坪 740-1225 岩国市美和町渋前1548-7 佃　　　　達　成

（農）阿賀営農組合 740-1231 岩国市美和町生見2577-1 行　廣　　幸　司

（農）おおさこ 742-0201 柳井市伊陸952 重　岡　　　　稔

（農）ウエスト・いかち 742-0201 柳井市伊陸7446-4 藤　本  　幸  一

（農）長野みのり 742-0201 柳井市伊陸2276-2 森　弘　　幸　生

（農）あいさいの里 742-0111 柳井市日積4156-1 山　重　　義　則

（農）伊陸美味 742-0201 柳井市伊陸2805-4 河　本　　英　二

（農）佐田 743-0101 光市大字塩田801 友　弘    　　啓

（農）小行司 742-1501 熊毛郡田布施町大字大波野2155-5 河　高　　芳　雄

（農）つかり 743-0105 光市大字束荷1322-1 森　田　　悦　登

（農）ファーマー日積 742-0111 柳井市日積6932-2 松　中　　満　則

（有）友進 742-0201 柳井市伊陸5446-1 宮　本　　三　雄

（農）石城の里 743-0101 光市大字塩田2613-2 河　村　　雅　春

（農）アグリファーム木地の郷 742-1502 熊毛郡田布施町波野木地1299-11 西　本　　勝　彦

（農）讃気 742-1352 柳井市伊保庄1280 檜　垣　　　　巌

 葛岡・瓜迫（農） 742-1503 熊毛郡田布施町宿井2198 岡　本　　定　雄

（農）いかちトラタン村 742-0201 柳井市伊陸5413-1 早　馬　　健　二

（農）もやいかみだん 742-1501 熊毛郡田布施町大字大波野1268-1 田　中　　　　章

（農）国木 742-1515 熊毛郡田布施町大字上田布施2026 桜　井　　幸　易

（農）いかちｎｆ 742-0201 柳井市伊陸3623番地 渡　邉　　朋　治

（農）あさひ 742-0201 柳井市伊陸6544 勝　本　　澄　人

（農）切畑ファーム 747-1231 防府市大字切畑1062-6 原　田　　道　昭

（農）上り熊 747-1232 防府市大字台道6726-1 内　田　　成　男

（農）船路れんげの里 747-0342 山口市徳地船路2320番１ 藤　本　　正　登
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地域協議会名 法　　人　　名 〒 住　　　　所 代表氏名

（農）とくぢ伊賀地農場 747-0232 山口市徳地伊賀地535 山　本　　清　作

（農）下津領 747-1232 防府市大字台道5499 内　田　　武　文

佐波川流域集落営農（株） 747-0062 防府市大字上右田329-2 石　田　　卓　成

（農）宇津木農産 753-0212 山口市下小鯖4700-1 徳　本　　安　弘

（株）仁保農産 753-0301 山口市仁保上郷16 池　田　　英　之

（有）佐山ファーム 754-0894 山口市佐山1401 梅　本　　八　郎

（農）片山 759-1512 山口市阿東徳佐中950-1 山　根　　勝　正

（有）名田島農産 754-0892 山口市名田島1146 秋　本　　清　夫

（農）川西 754-0895 山口市深溝933-1 小　林　　紀代士

（農）西開作 754-0892 山口市名田島672-2 河　村　  宗一郎

（農）嘉年ハイランド 759-1602 山口市阿東嘉年下8-3 井　上 　 浩一郎

（農）二島西 754-0893 山口市秋穂二島1001 福　江　　　　豊

（農）ファームあまだ 754-1102 山口市秋穂西1574 福　井　　勝　美

（農）二島東 754-0893 山口市秋穂二島7024-1 中　川　　晴　吉

（農）グリーンファーム名田島 754-0892 山口市名田島3891-1 桑　原　　龍　雄

（農）椹野 754-0892 山口市名田島3607-2 国　重　　　　昇

（株）十種の郷 759-1513 山口市阿東徳佐下3512-2 落　合　　重　武

（農）向山 754-0892 山口市名田島3158-1 渡　邊　　紀　明

（農）新西 754-0892 山口市名田島2342-1 生　田　　善　光

（農）八方原 754-0001 山口市小郡上郷4044 杉　山　　　　均

（農）東園 753-0303 山口市仁保下郷1210 來　栖　　文　夫

（農）新沖 754-0892 山口市名田島2797 田　中　　　　明

（農）新開作東 754-0892 山口市名田島2217-6 田　中　　信　征

（農）用路 759-1421 山口市阿東地福上2675-1 吉　松　　和　彦

（農）ひらの 753-0851 山口市黒川3478 山　根　　良　男

（農）浜田 754-0896 山口市江崎2660-2 中　村　　　　司

（農）高畠 753-0302 山口市仁保中郷302-1 香　川　  茂　美

（農）佰の匠 759-1342 山口市阿東生雲中1366-3 小　林　　峰　次

（農）鍛冶ヶ原耕作組合 759-1513 山口市阿東徳佐下3191 村　田　　仲　平

（農）吉敷畑 753-0811 山口市吉敷505 小　林　　松　二

（農）杵崎の里 754-0893 山口市秋穂二島6203 村　中　　勝　美

（有）船方総合農場 759-1513 山口市阿東徳佐下11450-39 坂　本　　賢　一

（農）なべくらの郷 759-1513 山口市阿東徳佐下1441 伊　藤　　英　毅

（農）ファーム石畠 753-0213 山口市上小鯖11-2 黒　瀬　　和　彦

（農）高松 753-0303 山口市仁保下郷2489-1 久　保　　紀　夫

（農）ちきりの里 753-0213 山口市上小鯖1202 伊　藤　　保　男

（農）佐山モデル１ 754-0894 山口市佐山3262 田　中　　康　夫

（農）山口瀬戸内グループ 754-0891 山口市陶2629-1 八　木　　　　学
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（農）生雲ウエストファーム 759-1342 山口市阿東生雲中166-4 畑　野　　保　徳

（農）大富 753-0301 山口市仁保上郷584-5 伊　藤　　利　宗

（株）ベリーろーど 754-0894 山口市佐山1322-6 原　田　  俊  二

（農）すぜんじ北部の郷 747-1221 山口市鋳銭司5698-2 山　畠　　　　明

（農）ファーム親睦 759-1232 山口市阿東篠目374 中　村　　和　夫

（農）うもれ木の郷 758-0613 阿武郡阿武町大字宇生賀911 田　中　　敏　雄

（農）小国ファーム 758-0301 萩市大字片俣691-1 下　瀬　　　　進

（農）木間の郷 758-0063 萩市大字山田640-4 林  　　　繁　樹

（農）こぶし 758-0303 萩市大字高佐下字下領1080-2 田　島　　利　之

（農）金谷営農生産組合 758-0301 萩市大字片俣1332 栗　田　　紀　司

（農）至福の里 758-0501 萩市大字紫福6341-4 大　田　　勝　彦

（農）あぶの郷 758-0611 阿武郡阿武町大字福田下3943-1 岡　村　　　　久

（農）弥富5区 759-3302 萩市大字弥富下2965-1 青　原　　央　尚

（株）iARU 759-3721 萩市三見1872 吉　村　　　　剛

（農）むつみ 758-0305 萩市大字吉部下4099-1 山　田　　和　男

（農）かわかみ 758-0141 萩市川上字中の原2139 森　　    靖　弘

（農）福の里 758-0611 阿武郡阿武町大字福田下1328-1 市　河　　憲　良

（農）ＨＮ紫福 758-0501 萩市大字紫福3276-3 榮　枝　　幹　夫

（農）宇久ファーム 759-3622 阿武郡阿武町大字奈古宇久3805 小　田　　達　雄

（農）小川の郷 759-3201 萩市大字上小川西分3960 尾　木　　武　夫

（農）穂垂るの里 754-0411 萩市大字明木1729 齊　藤　　敏　和

（農）大吉部 758-0305 萩市大字吉部下4216-3 竹　重　　文　夫

（農）おおじもファーム 753-0101 萩市大字佐々並1656-1 竹　本　　　　昇

（農）羽賀台共同生産組合 758-0213 萩市大字黒川842 藤　田　　芳　昭

（農）ひらばらのさと 758-0501 萩市大字紫福7778 山　影　　美　博

（農）木与なぎさファーム 759-3621 阿武郡阿武町大字木与667 中　野　　祥太郎

（農）本郷原 759-3204 萩市大字下小川1033 宮　内　　敏　男

（農）長小野 753-0101 萩市大字佐々並11934-2 藤　井　　隆　義

（農）たたら大地紫福 758-0501 萩市大字紫福3330-3 竹　内　　幸　生

（農）桜の郷 759-3204 萩市大字下小川2756 小　河　　　　進

（農）上田万 759-3111 萩市大字上田万2759 大　田　　八十二

（農）大将陣 758-0304 萩市大字吉部上376-1 山　本　　善　継

（農）ふるさと長尾 758-0501 萩市大字紫福4284 服　部　　　　豊

（農）飯谷笹尾 758-0613 阿武郡阿武町大字宇生賀4616-4 長　嶺　　　　淳

（農）京場 758-0501 萩市大字紫福7184-1 白　神　　　　崇

（農）日の出 759-3202 萩市大字上小川東分421 橋　本　　忠　男

（農）佐々並中央 753-0101 萩市大字佐々並3183 藏　本　　照　夫

（農）河内 759-3622 阿武郡阿武町大字奈古河内384-5 小　野　　眞　治
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地域協議会名 法　　人　　名 〒 住　　　　所 代表氏名

（農）高津 753-0101 萩市大字佐々並4382-1 井　上　　征　美

（農）下田万 759-3112 萩市大字下田万770 中　村　　文　男

（農）千人塚 759-3201 萩市大字上小川西分2325 下　瀬　　一　美

（農）明木中央 754-0411 萩市大字明木3480-3 伊　藤 　 一　示

（農）あいのう木田 759-0136 宇部市大字木田625 内　藤　　哲　夫

（農）宮尾営農組合 757-0214 宇部市大字西万倉982 岩　木    　　紘

（農）石束・不動寺原 757-0001 山陽小野田市大字厚狭1521 緒　方　　　　始

（農）七日町営農組合 757-0003 山陽小野田市大字山野井2552 眞　鍋　　喜久夫

（農）川上営農組合 757-0001 山陽小野田市大字厚狭4254 田　中　    　覺

（農）仙在営農組合 754-1277 山口市阿知須2485-2 村　長　　惟　男

（農）井関営農組合のんた 754-1277 山口市阿知須6876 松　本　　浩　次

（農）きららファーム旦 754-1277 山口市阿知須2461-4 脊戸山　　喜　三

（農）赤浜 754-1277 山口市阿知須5291 中　谷　　敏　明

（農）和の郷 757-0001 山陽小野田市大字厚狭3313-2 村　上　　俊　治

（農）ひろせ 759-0124 宇部市大字広瀬644 藤　井　　茂　文

（農）シーサイドファーム 757-0002 山陽小野田市大字郡5302 縄　田　　正　隆

（農）ファーム１７ 754-1311 宇部市大字小野9399 野　村　　文　雄

（農）里山うつぎ 754-1312 宇部市大字棯小野954 重　本　　　　衛

（農）八南の郷 759-0133 宇部市大字車地703 落　合　　直　巳

（農）ふるさと吉見 759-0122 宇部市大字吉見1936 河　村　　守　浩

（農）ねたろうファーム 757-0005 山陽小野田市大字鴨庄324 久　芳　　勝　彦

（農）久野ファーム 750-0324 下関市菊川町大字久野1193-3 浅　野　　東　雄

（農）吉見ファーム 759-6524 下関市吉見下2291 福　本　　武　文

（有）アグリ永田郷 759-6534 下関市大字永田郷1135-1 安　成  　英　生

（農）せいりゅう 759-6301 下関市豊浦町大字川棚3590-1 戸　島　　幾　男

（農）小野愛農組合 759-5512 下関市豊北町大字田耕1368-1 加　藤　　保　則

（農）フェルメ高熊 750-0421 下関市豊田町大字殿敷1028 吉　本　　知　則

（同）こいなか 750-0323 下関市菊川町大字日新2745 福　永　　昭　夫

（農）宇内薬師の里 750-0411 下関市豊田町大字宇内90 河　口　　善　治

（農）吉田ファーム 750-1102 下関市大字吉田地方2551-1 川　岡　　康　男

（農）七見の里 750-0315 下関市菊川町大字七見59-2 福 本 雅 美

（農）和泉の里 750-0405 下関市豊田町杢路子662 溝　口　　　　武

（農）たかのこ 750-0416 下関市豊田町大字鷹子489-1 吉　冨　　壮　平

（農）松屋 750-1123 下関市大字松屋東町１丁目144 長谷川　　仁　広

（農）ファームなかがわち 759-5512 下関市豊北町大字田耕3022 弘　中　  昭　人

（農）内日三町生産組合 750-0252 下関市大字内日上2550 弘　川　　恒　久

（株）とよらの里農園 750-0316 下関市菊川町大字吉賀653 藤　冨　　武　雄

（農）ほきの郷 750-0306 下関市菊川町大字下保木276 岸　山　　富久男
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地域協議会名 法　　人　　名 〒 住　　　　所 代表氏名

（農）しもきば 750-0325 下関市菊川町大字貴飯1738 石　田　　俊　治

（農）上中営農組合 759-6311 下関市豊浦町大字吉永850 森　脇　　清　聖

（農）江後 750-0252 下関市大字内日上1892 下　田　　敏　純

（農）豊華の郷 750-0441 下関市豊田町大字中村569 冨　永　　英　典

（農）宇賀おおかわち 759-6303 下関市豊浦町大字宇賀5609 石　原　　幸　雄

（農）クスの森の里 759-6301 下関市豊浦町川棚2728-1 中　村　　　　誠

（農）朝生 759-5512 下関市豊北町6792-5 弘　中　　吉　繼

（農）坂ノ上の里 750-0321 下関市菊川町大字上岡枝442 藤　田　　清　實

（農）かんぼき 750-0307 下関市菊川町大字上保木126 高　山　　成　人

（農）うつい 750-0253 下関市内日下1137 竹　村　　　　勝

（農）ふかぼり 750-0433 下関市豊田町大字大河内966 白　石　　直　美

（株）ファームランド西田 750-0312 下関市菊川町大字下大野647 西　田　　英　史

（農）植松 750-0316 下関市菊川町大字吉賀3018-4 中　村　　敏　明

（農）清末東ファーム 750-1156 下関市清末東町二丁目452 新久保　　克　己

（農）茜ファーム 750-1112 下関市木屋川本町３丁目98-2 三　原　　　　敬

（農）植柳ファーム 759-2142 美祢市東厚保町川東1018 柳　井　　清　治

（農）三光 759-2213 美祢市大嶺町西分1998-1 松  井　  憲一郎

（農）深土 759-2152 美祢市西厚保町原966-2 木　地　　大　太

（農）植竹ファーム 754-0212 美祢市美東町綾木植竹2439-1 清　水　　和　弘

（農）ファーム岩波 754-0211 美祢市美東町大田729 倉　増　　　　知

（農）やまだファーム 754-0212 美祢市美東町綾木山田 野　村　　　　崇

（農）鳳鳴 754-0212 美祢市美東町綾木4225 井　上　　豊　美

（農）宮の河内農業生産組合 754-0121 美祢市美東町長田1126 秋　枝　　秀　稔

（農）くせはら 754-0212 美祢市美東町綾木1694 伊　藤　    　勝

（農）徳坂 754-0122 美祢市美東町真名2728 古　川　　照　男

（農）金焼 754-0212 美祢市美東町綾木128 宮　崎　   　 保

（農）睦の里河原 759-2221 美祢市伊佐町河原南下原1022-1 藤　井　　英　雄

（農）第１３営農組合 754-0602 美祢市秋芳町青景1355-1 吉　村　　　　徹

（農）ひらの 754-0603 美祢市秋芳町別府3422-1 井　町　    　哲

（農）中辺 754-0601 美祢市秋芳町嘉万1007 中　村　    　久

（農）梅香営農組合 759-2152 美祢市西厚保町323 枝　村　　　　勝

（農）カルストの里 754-0603 美祢市秋芳町別府2724-1 河　本　　芳　久

（農）赤郷 754-0302 美祢市美東町赤526 伊　藤　　道　雄

（農）おやま 754-0212 美祢市美東町綾木617 藤　井　　敏　通

（農）江の河原 759-2142 美祢市東厚保町川東1706-2 渡　邉　　辰　昌

（農）ねこれ 759-2131 美祢市伊佐町堀越3181-1 田　中　  通　隆

（農）嘉万の里 754-0601 美祢市秋芳町嘉万4378-14 杉　山　　康　昭

（農）ほんごうファーム 754-0512 美祢市秋芳町岩永本郷904-1 松　原　　賢　治

山口県農協下
関集落営農法
人協議会㉜

美祢地域集落
農業法人協議

会㉕



地域協議会名 法　　人　　名 〒 住　　　　所 代表氏名

（農）上郷 754-0602 美祢市秋芳町青景799-3 宇　山　　　　誠

（農）嘉万八千石 754-0601 美祢市秋芳町嘉万5030 安　冨　　法　明

（農）二条窪 759-3803 長門市三隅下90-1 谷　村　    　孝

（農）アグリ中央 759-3802 長門市三隅中1461 山　本　　浩　三

（農）あけぼのの里 759-3801 長門市三隅上3240-1 柳　田　　洋　平

（農）ファーム上ゲ 759-3803 長門市三隅下2881 長　井　　健次郎

（農）中小野の郷 759-3801 長門市三隅上上中小野4253 末　永　　善　一

（農）三ヶ村 759-4103 長門市深川湯本3466 上　田　　一　典

（農）アグリサポート大津 759-4401 長門市日置中1335 宮　﨑　　宏　志

（農）かみおか 759-4402 長門市日置中6289 林　　    勇　治

（農）河原 759-4504 長門市油谷河原629 金　本　　　　健

（農）泉川 759-4505 長門市油谷伊上浦1728 増　田　　浩　嗣

（農）ゆや中畑 759-4501 長門市油谷蔵小田中畑1611 末　永　　孝　義

（農）木津ファームユニオン 759-4211 長門市俵山1509-5 末　岡　　靖　昭

（農）浅井 759-4505 長門市油谷伊上浅井616-1 窪　田　　　　進

（農）境川 759-4102 長門市西深川710-1 石　川　　一　昌

（農）ほたるファーム俵山 759-4101 長門市東深川中山7853 松　岡　　修　二

（農）きずな 759-4401 長門市日置上4411-5 木　村　　　　優

（農）おのじ営農組合 759-4402 長門市日置中2329 上　田　　洋　一

（農）日置川原 759-4402 長門市日置中3246 上　手　　隆　司

（農）青海 759-4106 長門市仙崎湯ノ尻3479 深　水　　一　男

（農）狩宿 759-4402 長門市日置中2667-1 阿　波　　宏　之

（農）鉄割ファーム 759-3803 長門市三隅下2018-6 加　藤　　謙　二

（農）みのりの郷 759-4211 長門市俵山2133 小　田　　正　臣

（株）中野農場 759-4402 長門市日置中3573 中　野　　昭　人

（農）むこおつ 759-4623 長門市油谷向津具下2516 中　野　　一　孝

（株）日置 759-4402 長門市日置中3919-1 山　本　　達　夫

合　　計 215 法人

※ 本名簿は会員間の連絡以外における使用を禁じます。
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農業法人協議

会㉕
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農業法人連絡
協議会㉕


