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こうち型集落営農組織

77組織

高知市　 七ツ渕筍加工組合

高知市 (農)梅ノ木ファーム

高知市 三谷営農組合

高知市 介良沖ノ丸環境保全農業組合

高知市 網川営農組合

高知市 久万川地区集落協定営農組合

南国市 物部集落営農組合

宿毛市 （農）ファームなかつの

宿毛市 （農）芳奈村

土佐清水市 （農）ふぁー夢宗呂川

土佐清水市 （農）三崎

土佐清水市 斧積営農組合

四万十市 津賀営農組合

四万十市 山路営農組合

四万十市 東富山を守る会

四万十市 若藤営農組合

四万十市 （農）入田村

四万十市 （農）田野川甲営農組合

四万十市 （農）四万十川営農組合

四万十市 用井・橘営農組合

四万十市 西土佐西部営農組合

四万十市 （農）わらびおか

香美市 片地ファミリーファーム（株）

香美市 （農）ファーム西永野

奈半利町 集落保全営農組織平・花田

奈半利町 百石ファーム

田野町 東大野集落営農組織

北川村 北川村くぶつけ営農組合

本山町 吉延営農組合

土佐町 伊勢川営農組合

土佐町 松木野営農組合

いの町 上東地区営農組合

いの町 七色の里営農組合

中土佐町 （農）大野見野の風

佐川町 RAAVひらの営農組合

越知町 今成園芸組合

越知町 柴尾集落営農組織

高知県における集落営農組織の状況
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◆集落営農の取り組み

・集落営農組織数　　２２２
　（うち集落営農法人　３３）

・集落営農組織が最も多い市町村
　　四万十町　８０組織

・集落営農組織がない市町村　
　　４町村
　　（東洋町、安田町、芸西村、大川村）
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　　高知市　　　　七ツ渕筍加工組合
　　高知市　　　　(農)梅ノ木ファーム
　　高知市　　　　三谷営農組合
　　高知市　　　　介良沖ノ丸環境保全農業組合
　　高知市　　　　網川営農組合
　　高知市　　　　久万川地区集落協定営農組合
　　室戸市　　　　（農）庄毛ファーム
　　南国市　　　　物部集落営農組合
　　南国市　　　　（株）ながおか
　　土佐市　　　　土佐岩戸米営農組合
　　宿毛市　　　　（農）ファームなかつの
　　宿毛市　　　　（農）芳奈村
    宿毛市　　　　（農）平田の百姓屋
　　土佐清水市　　（農）ふぁー夢宗呂川
　　土佐清水市　　（農）三崎
　　土佐清水市　　斧積営農組合　
　　四万十市　　　津賀営農組合
  　四万十市　　　山路営農組合
　　四万十市　　　東富山を守る会　　
　　四万十市　　　若藤営農組合　　
　　四万十市　　　（農）入田村　
　　四万十市　　　（農）田野川甲営農組合
　　四万十市　　　（農）四万十川営農組合
　　四万十市　　　用井・橘営農組合
　　四万十市　　　西土佐西部営農組合
    四万十市　　　ふぁーむ薮ヶ市
　　四万十市　　　（農）わらびおか
　　四万十市　　　津野川営農組合
　　四万十市　　　えいのうとみやま
　　四万十市　　　（農）四万十利岡FARM
　　香美市　　　　片地ファミリーファーム（株）
　　香美市　　　　（農）ファーム西永野
    香美市　　　　東ノ谷集落営農組合
　　香美市　　　　逆川広域集落営農組合
　　奈半利町　　　集落保全営農組織平・花田
　　奈半利町　　　百石ファーム
　　田野町　　　　東大野集落営農組織
　　北川村　　　　北川村くぶつけ営農組合
　　本山町　　　　吉延営農組合
　　土佐町　　　　伊勢川営農組合　
　　土佐町　　　　松木野営農組合
　　いの町　　　　（農）上東
　　いの町　　　　七色の里営農組合
　　いの町　　　　小野営農組合
　　仁淀川町　　　秋葉の里集落営農組合
　　中土佐町　　　（農）大野見野の風
　　佐川町　　　　RAAVひらの営農組合
　　越知町　　　　今成園芸組合
　　越知町　　　　柴尾集落営農組織　　
　　日高村　　　　（農）沖名営農組合
　　津野町　　　　芳生野営農生産組合
　　津野町　　　　宮谷集落営農組合瑞穂ファーム
　　四万十町　　　（株）サンビレッジ四万十
　　四万十町　　　（農）ひらの
　　四万十町　　　床鍋（農）
　　四万十町　　　（農）藤ノ川ファーマーズ
　　四万十町　　　（農）志和
　　四万十町　　　さとやま会若井川営農組合
　　四万十町　　　桧生原営農組合
　　四万十町　　　平串・富岡集落営農組合
　　四万十町　　　土居営農組合
　　四万十町　　　弘見協定営農組合
  　四万十町　　　市生原営農組合
　　四万十町　　　寺野営農組合
　　四万十町　　　（一社）四万十農産
　　四万十町　　　与津地榧の木集落営農組合
　　四万十町　　　竹ノ内生産機械組合
　　四万十町　　　(農）六反地ファーム
　　三原村　　　　アグリサンシャインみはら
　　三原村　　　　（農）三原やまびこ
　　三原村　　　　上長谷集落営農組合
　　三原村　　　　フォレストファーマーズ下切
　　大月町　　　　（農）ファーム森の里
　　黒潮町　　　　（農）荷稲米・米クラブ
　　黒潮町　　　　（農）小川アグリ
　　黒潮町　　　　黒潮ファーム
　　黒潮町　　　　出口営農組合　　　

　　集落営農組織の法人　33　　

    ☆①四万十町　　（株）サンビレッジ四万十（H22.2.5）
　　☆②黒潮町　　　 （農）荷稲米・米クラブ（H24.2.23）
　　☆③宿毛市　　　 （農）ファームなかつの（H25.1.31）
　　☆④四万十町　　（農）ひらの（H25.12.2）
　　☆⑤土佐清水市 （農）ふぁー夢宗呂川（H26.1.18）
　　☆⑥四万十町　　（農）志和（H26.4.28）
　　☆⑦四万十町　　（農）藤ノ川ファーマーズ（H27.1.5）
　　☆⑧四万十市　　（農）入田村（H27.2.10）
　　☆⑨日高村　　　 （農）沖名営農組合（H27.1.27）
　　☆⑩四万十町　　床鍋（農）（H27.4.10）
　　☆⑪四万十市　　（農）四万十川営農組合（H27.4.23）
    ☆⑫黒潮町　　 　（農）小川アグリ（H27.10.13）
　　☆⑬土佐清水市 （農）三崎（H27.12.4）
　　☆⑭香美市　　 　片地ファミリーファーム（株）（H27.5.8）　　　　　
　　☆⑮四万十市　　（農）田野川甲営農組合（H28.1.27）
　　☆⑯中土佐町　　（農）大野見野の風（H28.3.7）
    ☆⑰宿毛市　　 　（農）芳奈村（H28.4.18）
    ☆⑱三原村　　 　（農）三原やまびこ（H28.12.1）　
　　☆⑲四万十市　　（農）わらびおか（H29.2.28）　
　　☆⑳香美市　　 　（農）ファーム西永野（H29.4.5）
　　☆㉑四万十町　　（一社）四万十農産（H29.4.27）
　　☆㉒四万十町　　（株）大和アグリ（H29.5.15）

　　☆㉓四万十町　　（農）神ノ川水源（H30.1.22）
    ☆㉔南国市　　　 （株）ながおか（H30.2.28）
　　☆㉕高知市　　 　（農）梅ノ木ファーム（H30.4.16）
　　☆㉖宿毛市　　 　（農）平田の百姓屋（H30.12.4）
   ☆㉗いの町　    （農）上東（H31.1.29）
　　☆㉘室戸市　　　（農）庄毛ファーム（H31.2.27）

　  ☆㉙佐川町　    （農）トピアとかの（R1.10.11）
    ☆㉚大月町　     （農）ファーム森の里（R2.2.4)
    ☆㉛四万十市　  （農）四万十利岡ＦＡＲＭ（R2.2.12)
    ☆㉜四万十町　　 （農）六反地ファーム（R2.2.25)
　　☆㉝土佐清水市　（農）かぐみ（R2.3.2)
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