
生産登録番号 認証団体名 住所 認証作物
化学肥料

（窒素成分量）
削減割合

節減対象農薬
（農薬）

削減割合 
※注２

3-61
アカモククラブ
　代表者　山下　増治

鳥取市佐治町葛谷139-1
水稲（縁結び、カグラモチ、トウ
ゴウ4号、コシヒカリ）

不使用又は9割 不使用又は8割

3-62
国立大学法人鳥取大学
　鳥取大学長　中島　廣光

鳥取市湖山町南4-101 水稲（きぬむすめ） 不使用 不使用

3-63 東田　大策 鳥取市河原町佐貫1104-7 水稲（コシヒカリ） 6割 8割

3-67
フロンティアファーム
　中村　精

鳥取市嶋48
水稲（星野雫）、カリフラワー、
スナップエンドウ

7割又は5割 8割又は7割

3-68
瑞穂生姜協議会
　代表　村上　俊治

鳥取市気高町土居135 ショウガ 5割 5割

3-69 薮内　孝博 岩美郡岩美町高山793-1 水稲（コシヒカリ、山田錦） 不使用又は9割 7割又は6割

3-70
有限会社　いわみ農産
　代表取締役　谷口　貴文

岩美郡岩美町岩井169-2
水稲（きぬむすめ、いのちの壱、
ミルキークイーン、新生夢ごご
ち、コシヒカリ）

7割又は6割 5割

3-71
ナチュラル．ポジ
　代表者　藤原　光義

鳥取市用瀬町古用瀬130-4
水稲（コシヒカリ、マンゲツモ
チ）

9割
不使用又は7割又は

6割

3-72
農事組合法人小田みなみ
　代表理事　飯野　幸義

岩美郡岩美町黒谷102番地 水稲（コシヒカリ、きぬむすめ） 9割又は6割 7割

3-73
農事組合法人良田生産組合
　代表理事　小谷　尚己

鳥取市良田407-1 水稲（コシヒカリ） 9割又は5割 5割

3-74
株式会社さとに医食同源
　代表取締役　太田　義教

鳥取市里仁312-1
水稲（コシヒカリ、春陽、日本
晴、LGCソフト、きぬむすめ、と
りの泉）

9割又は5割 7割又は6割

3-75
農事組合法人まごころ農場ひろせ
　代表理事　廣瀬　浩一

鳥取市国府町広西48番地1 水稲（コシヒカリ） 不使用又は9割 9割又は6割

3-77
大和優姫の舞部会
　代表　本多　隼人

鳥取市横枕160 水稲（コシヒカリ） 9割 7割

3-78 本城　晃 鳥取市長谷97
水稲（コシヒカリ、きぬむすめ、
プリンセスかおり、ひとめぼれ）

9割 6割

3-80
さわだ農産合同会社
　代表社員　澤田　富雄

鳥取市国府町美歎264
水稲（コシヒカリ、ひとめぼれ、
きぬむすめ、美歎餅、ハクトモ
チ）、白ねぎ、ショウガ

9割又は8割又は6割 7割又は6割又は5割

3-82
ひまわり健康野菜部会
　安養寺　寿美子

鳥取市赤子田319の2
コマツナ、ジャガイモ、リーフレ
タス、ニラ、オクラ、モロヘイ
ヤ、ルッコラ、青ねぎ

不使用 不使用

3-83 堀尾　富男 鳥取市気高町重高95 生姜 不使用 不使用

3-84
因幡環境整備株式会社
　代表取締役　國岡　稔

鳥取市用瀬町美成323-1
水稲（コシヒカリ、ハクトモ
チ）、ニンジン、ジャガイモ

不使用又は9割
不使用又は節減不

使用又は9割

3-88
株式会社中央ファーム
　代表取締役　中山　義秋

鳥取市河原町渡一木272-1 水稲（コシヒカリ、ハクトモチ） 9割又は8割 7割

3-89
株式会社竹内クレーン工業
　代表取締役　竹内　秀明

鳥取市数津37-1
半促成中玉トマト、半促成ミニト
マト

5割 6割

3-90
農事組合法人ファームなかいいち
　代表理事　前田　伸一

鳥取市河原町中井273 水稲（コシヒカリ） 9割 7割又は6割

3-91
西田園芸
　西田範明

鳥取市服部472 半促成ミニトマト 9割 8割

3-92 上田　純一 鳥取市佐治町高山470
水稲（ミルキークイーン、朝日、
紅染めもち、さよむらさき）

不使用又は5割 不使用又は8割

3-93
田中ファーム
　田中　正人

鳥取市大畑396

水稲（ひとめぼれ）、白ねぎ、
キャベツ、タマネギ、ブロッコ
リー、黒大豆、エンサイ、サツマ
イモ、小豆、カボチャ、ピーマ
ン、シシトウ

不使用 不使用

3-94 依本　正人 鳥取市緑ケ丘3-10-17

キュウリ、オクラ、ピーマン、サ
ニーレタス、キャベツ、里芋、玉
白ねぎ、サツマイモ、ジャガイ
モ、ダイコン、ブロッコリー、ニ
ンニク

不使用 不使用

3-95 横山　満正
鳥取市浜坂6-8-4
　オリーヴハウスA101

水稲（コシヒカリ） 9割 不使用

3-96
佐治川清流米きらりの会
　代表　田中　敏文

鳥取市佐治町高山96
水稲（コシヒカリ、きぬむすめ、
ひとめぼれ）

9割 7割又は6割

3-97
農事組合法人日光農産
　代表　山花　繁夫

鳥取市気高町日光111-1 ショウガ 5割 5割

3-98 山根　進 八頭郡若桜町大字𣇃米180.181 水稲（ハナエチゼン） 8割 不使用

3-99
特別栽培米生産部
　代表　伊井野　孝一

八頭郡若桜町屋堂羅604 水稲（コシヒカリ） 9割 7割又は5割

3-100 樋引　志郎 八頭郡八頭町新興寺584番地
水稲（ササニシキ、朝日、きぬむ
すめ、日本晴、イセヒカリ、コシ
ヒカリ、ハクトモチ）

不使用 不使用又は8割

3-101
有限会社こおげ農業開発センター
　代表取締役　井上　康

八頭郡八頭町大坪73-2
水稲（ひとめぼれ、コシヒカリ、
きぬむすめ、ハクトモチ）、大豆

不使用又は6割又は
5割

5割

3-103
有限会社若桜農林振興
　代表取締役　小林正樹

八頭郡若桜町若桜801-5 水稲（コシヒカリ） 8割 5割

3-104
有限会社田中農場
　代表取締役　田中　里志

八頭郡八頭町下坂442

水稲（コシヒカリ、山田錦、強
力、ひとめぼれ、きぬむすめ、プ
リンセスかおり、ハクトモチ）、
大豆、黒大豆、小豆、白ねぎ

不使用又は9割
不使用又は節減不
使用又は8割又は7

割

3-105
智頭米生産部会
　代表　草刈　章博

八頭郡智頭町智頭2052-1 水稲（コシヒカリ） 9割 7割又は6割又は5割

3-106
ファーム Iwami
　代表者　岩見　康幸

八頭郡八頭町上野259-1 水稲（コシヒカリ） 不使用 9割

鳥取県特別栽培農産物認証団体一覧表（令和３年度第４回）
※注１

生産登録日：令和４年３月３０日



3-107
八頭米ブランド化推進協会
　会長　田中　正保

八頭郡八頭町宮谷200-1
　一般財団法人八頭町農業公社内

水稲（コシヒカリ、きぬむすめ） 9割 6割

3-108 國岡　智志 八頭郡智頭町大字坂原247 水稲（ひとめぼれ、きぬむすめ） 9割 6割

3-110 藤森　英之 八頭郡智頭町大字口宇波353番地 水稲（コシヒカリ） 9割 5割

3-112 山本　智彦 東伯郡琴浦町赤碕1115-15
タマネギ、水稲（コシヒカリ、ひ
とめぼれ、きぬむすめ、ハクトモ
チ、山田錦）

9割
不使用又は9割又は

7割

3-113 吉村　年明 倉吉市厳城1601-3 水稲（コシヒカリ） 不使用 5割

3-114
株式会社大江農場
　代表取締役　大江　博文

倉吉市関金町明高799 水稲（コシヒカリ） 5割 5割

3-115
農事組合法人四王寺営農組合
　代表理事組合長　山根　裕正

倉吉市大谷1502番地 水稲（きぬむすめ） 9割 6割

3-116 横木　文雄 東伯郡三朝町大柿55-2 水稲（コシヒカリ） 6割又は5割 5割

3-117 山根　温志 東伯郡三朝町久原431 水稲（コシヒカリ、きぬむすめ） 5割 6割

3-118
農事組合法人やまかわ
　代表理事　那須　典久

東伯郡琴浦町山川269-3
水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン、縁結び、ハクトモチ、ひ
とめぼれ）

7割又は6割又は5割 5割

3-120 小野田　眞 倉吉市小鴨604番地2
水稲（コシヒカリ、マキタ超コシ
ヒカリ、マキタ女王）

9割 7割

3-121
再生紙マルチ稲作研究会
　会長　河野　正人

倉吉市横田150 水稲（コシヒカリ） 9割 7割

3-122
有限会社真栄農産
　代表取締役　藤井　義人

倉吉市関金町大鳥居1680 水稲（コシヒカリ） 6割 5割

3-123
鳥取中央農業協同組合
　中央営農センター
　　センター長　佐伯　知也

倉吉市横田150 水稲（コシヒカリ） 9割 5割

3-124 日野　一良 倉吉市関金町泰久寺651番地 水稲（コシヒカリ） 不使用 不使用又は7割
3-125 鋤崎　晶子 倉吉市関金町泰久寺344-1番地 水稲（コシヒカリ） 不使用 6割

3-127
農事組合法人もといずみ営農
　代表理事　山根　和博

東伯郡三朝町本泉969-2 水稲（コシヒカリ） 5割 5割

3-128 小谷　和史 東伯郡三朝町福山581
水稲（鳥姫、五百万石、強力、山
田錦）

5割 5割

3-129
特選三朝米ブランド化促進協議会
　会長　山本　雅之

東伯郡三朝町大瀬999-2 水稲（コシヒカリ、きぬむすめ） 6割又は5割 5割

3-130 吉田　定夫 東伯郡三朝町小河内705 水稲（コシヒカリ、きぬむすめ） 8割又は7割 5割

3-131
湯梨浜町原営農生産組合
　組合長　長　一則

東伯郡湯梨浜町原691 水稲（きぬむすめ） 9割又は8割 5割

3-132 塚本　宗慶 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬2297-46 半促成中玉トマト 9割 5割

3-133
鳥取中央農業協同組合
　東伯有機米生産部
　　部長　門脇　正人

東伯郡琴浦町釛474 水稲（きぬむすめ） 不使用 不使用

3-134 松本　清志 東伯郡琴浦町大字倉坂145 水稲（きぬむすめ） 不使用 不使用

3-135
株式会社エイチアグリ
　代表取締役　日置　健生

東伯郡北栄町北条島634 水稲（玉栄） 6割 5割

3-136 岡﨑　恭介 西伯郡大山町住吉388-6 水稲（コシヒカリ） 7割 5割

3-137 高木　正吾 西伯郡南部町馬場272 白ねぎ、ナス、モロヘイヤ 不使用
不使用又は節減不

使用
3-138 真島　英雄 西伯郡大山町加茂199 水稲（コシヒカリ） 6割 6割

3-139
農事組合法人大山五人衆
　代表理事　入江　康之

西伯郡伯耆町金屋谷1133番地1
水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン）

9割 6割

3-140 谷　清美 西伯郡大山町大塚219 水稲（コシヒカリ）、大豆 不使用 7割又は5割

3-141 藤原　清道 西伯郡南部町円山232
キュウリ（夏秋どり）、サツマイ
モ、カボチャ、レタス、キャベ
ツ、ジャガイモ、インゲンマメ

5割
不使用又は節減不
使用又は8割又は7

割

3-142 徳岡　美苗 米子市中島2丁目10-33
キュウリ、ピーマン、ナス、ズッ
キーニ、カボチャ、オクラ、水稲
（緑米、黒米）

不使用 不使用

3-143
八郷特別栽培米研究会
　会長　松原　研一

西伯郡伯耆町溝口361-1 水稲（コシヒカリ、きぬむすめ） 9割 5割

3-144
古代米農園
　野口　稔

西伯郡大山町末吉602 水稲（コシヒカリ、黒米） 不使用 不使用

3-145
株式会社みのりのファーム
　代表取締役　野津　好美

米子市淀江町稲吉782-1 小豆 不使用 5割

3-146
有限会社岡野農場
　代表取締役　岡野　修司

境港市中海干拓地190 サトイモ 5割 7割

3-147 坂田　裕明 西伯郡大山町所子436-2 大豆 不使用 不使用

3-150 井田　真樹 西伯郡南部町朝金1106番地

水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン、ヤマヒカリ、ハクトモ
チ、プリンセスかおり、山田
錦）、大豆、ハトムギ

不使用 不使用又は9割

3-151 奥岩　泰三 米子市上新印291 水稲（コシヒカリ） 7割 8割

3-152 狩野　良昭 米子市河崎1424-8
カボチャ、スイートコーン、ダイ
コン、エダマメ、ジャガイモ、ニ
ンジン、サトイモ

7割又は6割又は5割 8割又は7割又は5割

3-153
有限会社鳥取西部会
　代表取締役　平　和夫

西伯郡大山町赤松2427-5
水稲（マンゲツモチ、イセヒカ
リ）,大豆、黒大豆

不使用 不使用又は8割

3-154 木町　久秋 西伯郡大山町加茂1021 水稲（コシヒカリ、ハクトモチ） 9割 5割

3-155
株式会社諸遊農場
代表取締役　諸遊　壌司

西伯郡大山町安原126 水稲（コシヒカリ、きぬむすめ）
不使用又は6割又は

5割
不使用又は7割

3-156 荒松　将志 西伯郡大山町加茂985 水稲（コシヒカリ） 不使用 7割

3-157 潮　隆博 米子市古市282
水稲（コシヒカリ、きぬむすめ、
ハクトモチ、ミルキークイーン）

7割又は6割 6割

3-158
エコフレンドリーファーム
　代表　坪倉　昌

日野郡日南町福万来1822-2 水稲（コシヒカリ） 5割 5割

3-159 遠藤　功 日野郡江府町大字貝田558-8 水稲（コシヒカリ） 9割 6割

3-160
奥大山プレミアム特別栽培米研究
会
　会長　遠藤　功

日野郡江府町江尾1717番地1
水稲（コシヒカリ、きぬむすめ、
ひとめぼれ）

9割 5割



3-161
有限会社山本農場
　代表取締役　山本　昌樹

日野郡日南町神福897 水稲（コシヒカリ） 5割 6割

3-162
有限会社大柄組
　代表取締役　大柄　司

日野郡日南町矢戸1206-1 ヤマノイモ（ジネンジョ） 5割 7割

3-164
農事組合法人矢原一心ファーム
　代表理事　木山　篤志

日野郡日南町茶屋2142-1
水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン）

9割 5割

3-165
農事組合法人宮市
　代表理事　長岡　邦一

日野郡江府町大字宮市431-3 水稲（コシヒカリ）、大豆 9割又は5割 5割

3-166
日南町海藻米研究会
　代表　三上　惇二

日野郡日南町茶屋2445 水稲（コシヒカリ） 9割 5割

3-167
海藻農法普及協議会日野支部
　代表　松本　洋一

日野郡日野町根雨353番地 水稲（コシヒカリ） 7割 5割

3-168
日野特別栽培米研究会
　会長　木山　篤志

米子市東福原1丁目5番16号 水稲（コシヒカリ） 9割 5割

3-169
株式会社優栽
　代表取締役　松本　洋一

日野郡日野町根雨353番地
水稲（コシヒカリ、五百万石、山
田錦、鈴原糯）

9割 5割

3-170 高田　昭徳 日野郡日野町下黒坂572 水稲（コシヒカリ）、ソバ 不使用又は5割 不使用又は6割

※注１ 生産登録内容の公表を希望された団体のみ掲載しています。
記載内容は生産登録段階（計画）の数字です。実際の削減割合等については、個別に確認が必要です。

※注２ 節減対象農薬（農薬）削減割合欄の記載方法
（１）農薬を栽培期間中に全く使用しない場合は「不使用」と記載。
（２）「種子消毒した種子しか購入できず、栽培期間中に節減対象農薬を使用しない場合」又は、
　　 「有機JAS規格で使用可能な農薬のみを使用する場合」は、「節減対象農薬不使用」と記載。
（３）「節減対象農薬を使用する場合」は「○割」と記載。
　　　*「節減対象農薬」とは、「化学合成農薬」から「有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬」を除外したものをいいます。
　　　　なお、化学合成農薬不使用の種子・苗等の入手が困難な場合は、入手以前に使用された化学合成農薬は除きます。


