
H30.10末時点 

市町村名 組織名 集落名 市町村名 組織名 集落名

1 高知市 介良沖ノ丸環境保全農業組合 介良 57 四万十市 農事組合法人入田村 入田

2 高須長場江営農組合 高須 58 にしとさすさき営農組合 須崎

3 菖蒲集落協定営農組合 菖蒲 59 農事組合法人わらびおか 蕨岡

4 日ノ浦・土佐山集落協定営農組合 土佐山日ノ浦・土佐山 60 えいのうとみやま 富山中央地区

5 七ツ渕筍加工組合 七ツ渕 61 利岡ファーム 利岡

6 三谷集落営農組合 三谷 62 津野川営農組合 津野川

7 久万川地区集落協定営農組合 土佐山東川(久万川地区) 63 香南市 中ノ村防除組合 中ノ村

8 梅ノ木ファーム 鏡梅ノ木 64 兎田本村防除組合 兎田本村

9 網川営農組合 土佐山都網 65 香美市 西後入集落営農組合 西後入

10 土佐舟入ファーム 大津 66 逆川上集落営農組合 逆川

11 室戸市 庄毛集落営農組合 庄毛 67 逆川下集落営農組合 逆川

12 安芸市 東川農業機械管理組合 入河内 68 上龍河・逆川中集落営農組合 逆川

13 奈比賀農業機械管理組合 奈比賀 69 逆川広域集落営農組合 逆川

14 南国市 才谷集落営農組合 才谷 70 佐野集落営農組合 佐野

15 久礼田・植田集落営農組合 久礼田・植田 71 須江集落営農組合 須江

16 物部集落営農組合 物部 72 東ノ谷集落営農組合 東川

17 株式会社ながおか 長岡 73 片地ファミリーファーム株式会社 加茂

18 土佐市 土佐岩戸米営農組合 岩戸 74 清爪集落営農活動組合 清爪

19 須崎市 坂ノ川農業改良組合 新荘 75 本田集落営農組合 美良布

20 下郷農業生産組合 下郷 76 谷相集落営農組合 谷相

21 宿毛市 和田地区高齢者稲作生産支援組合 和田 77 大梅地区集落営農組合 大井平、梅久保

22 篠南集落営農組合 山北 78 農事組合法人ファーム西永野 永野

23 農事組合法人ファームなかつの 中角 79 萩野・太郎丸集落営農組合 萩野、太郎丸

24 錦の里づくり営農組合 錦 80 奈半利町 集落保全営農組織平・花田 平・花田

25 農事組合法人芳奈村 鹿島、道ノ川、靴抜、車岡 81 百石ファーム 百石

26 土佐清水市 農事組合法人ふぁー夢宗呂川 下川口郷・宗呂下・宗呂上 82 田野町 東大野集落営農組織 大野

27 益野機械管理組合 下益野 83 北川村 北川村くぶつけ集落営農組合 久府付

28 農事組合法人三崎 三崎・瓜白 84 平鍋地区集落営農組織 平鍋

29 斧積営農組合 斧積 85 和田日曽裏集落営農組織 和田

30 四万十市 農事組合法人大宮新農業クラブ 大宮中 86 馬路村 愛稲の会 相名

31 集落営農やない 口屋内 87 本山町 吉延営農組合 吉延

32 中組グループ 中組 88 大石農事組合法人 大石

33 小崎請負組合 須﨑 89 北山西営農組合 北山西

34 ふぁーむ薮ヶ市 薮ヶ市 90 高角営農組合 高角

35 オカタ営農組合 権谷 91 大石営農組合 大石

36 農事組合法人四万十直販 下家地 92 本山営農組合 本山

37 大宮営農組合 大宮上 93 大豊町 穴内あけぼの会 穴内

38 津賀営農組合 津賀 94 土佐町 溜井長和集落営農組合 溜井（松木野・長和・三立）

39 用井･橘営農組合 橘 95 伊勢川営農組合 伊勢川

40 西土佐西部営農組合 西ヶ方、方ノ川 96 松木野営農組合 松木野

41 黒尊川営農組合 奥屋内下 97 いの町 七色の里営農組合 成山・北成山

42 農事組合法人四万十川営農組合 藤ノ川 98 大野内営農組合 大野内

43 伊才原夢ふぁ～む 伊才原 99 津賀谷地区集落営農組合 津賀谷

44 東富山を守る会 三ツ又、常六、片魚 100 大久保集落 大久保

45 三里営農組合 三里 101 本郷集落 本郷

46 アグリサービス蕨岡 蕨岡 102 十田集落 十田

47 安並水稲生産組合 安並 103 寺野集落 寺野

48 若藤営農組合 若藤 104 上東地区営農組合 上東

49 富山地区機械銀行「田助」 住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川 105 川窪集落 川窪

50 農事組合法人田野川甲営農組合 田野川甲 106 もぐらクラブ 上八川

51 勝間ライズステージ 勝間 107 仁淀川町 秋葉の里集落営農組合 別枝

52 ＭＦユニオン後川 後川地域 108 中村集落営農組合 中村

53 山路営農組合 山路 109 中土佐町 農事組合法人大野見野の風 長野、槇野々

54 佐田利用組合 佐田 110 神母野営農組合 神母野

55 勝間川サクラツツジ組合 勝間川 111 三ツ又集落営農組合 三ツ又

56 大屋敷営農組合 大屋敷 112 ささば営農組合 笹場、小草

５．集落営農組織一覧



市町村名 組織名 集落名 市町村名 組織名 集落名

113 佐川町 RAAVひらの営農組合 平野 169 四万十町 数家営農組合 数家

114 エコファーム鳥の巣 鳥の巣 170 志和峰地区営農組合 志和峰

115 笑笑農室原 室原 171 土居営農組合 土居

116 越知町 深瀬営農組合 深瀬 172 八千数営農組合 八千数

117 今成園芸組合 今成 173 飯ノ川生産機械組合 飯ノ川

118 柴尾集落営農組織 柴尾 174 農事組合法人ひらの 平野

119 梼原町 千年杉営農組合 田野々 175 弘見協定営農組合 弘見

120 龍王営農組合 茶や谷 176 農事組合法人藤ノ川ファーマーズ 藤ノ川

121 明野地農林組合 影野地 177 ほたる親ヶ内営農組合 親ヶ内

122 日高村 農事組合法人沖名営農組合 沖名 178 向川営農組合 向川

123 津野町 芳生野営農生産組合 芳生野 179 与津地上営農組合 与津地上

124 本成集落農機クラブ 本成 180 与津地榧の木集落営農組合 与津地

125 高橋組農作業受託組合 久保川 181 黒石営農組合 黒石

126 高野西部組合 高野 182 農事組合法人志和 志和

127 宮谷集落営農組合瑞穂ファーム 宮谷 183 市生原営農組合 市生原

128 四万十町 魚ノ川営農組合 魚ノ川 184 壱斗俵農地活用組合 壱斗俵

129 奥呉地営農組合 奥呉地 185 上小野川集落協定営農組合 上小野川

130 影野上集落営農組合 影野上 186 川ノ内営農組合 川ノ内

131 たんぽぽ下呉地営農組合 下呉地 187 勝賀野機械組合 勝賀野

132 床鍋農事組合法人 床鍋 188 中村機械共同利用組合 中村

133 ドリーム床鍋集落営農組合 床鍋・東北ノ川 189 米奥営農組合 米奥

134 株式会社サンビレッジ四万十 影野下 190 烏手農事組合 烏手

135 一般社団法人四万十農産 影野地区 191 上宮畑振興組合 上宮

136 大向営農組合 大向 192 株式会社大和アグリ 烏手・大正北ノ川・弘瀬・上宮

137 農事組合法人神ノ川水源 中神ノ川下 193 下岡農事組合 下岡・上岡

138 金上野天竺野営農組合 金上野下 194 中打井川農事組合 中打井川

139 金上野上営農組合 金上野上 195 口打井川営農組合 口打井川

140 口神ノ川白皇営農組合 口神ノ川 196 大正中津川農事組合 大正中津川

141 小久保川営農組合 小久保川 197 小野農事組合 小野

142 五社集落営農組合 宮内・仕出原 198 轟地区共同機械管理組合 轟

143 西原生産機械組合 西原 199 戸川地区共同機械管理組合 戸川

144 さとやま会若井川営農組合 若井川 200 浦越農作業受託組合 浦越

145 高野営農組合 高野 201 四手崎地区共同機械管理組合 昭和

146 竹ノ内生産機械組合 口神ノ川 202 井崎農作業受託組合 井崎

147 中神ノ川営農組合 中神ノ川 203 地吉奥農作業受託組合 地吉

148 根元原営農組合 根元原 204 茅吹手機械共同利用組合 茅吹手

149 根々崎生産機械組合 根々崎 205 十和川口農産物生産組合 十和川口

150 見付権七営農協議会 見付中 206 大井川西部地区共同機械管理組合 大井川西部

151 見付大本営農組合 見付上 207 大月町 森の里春遠集落営農組合 春遠

152 峰ノ上営農組合 峰ノ上 208 三原村 アグリサンシャインみはら 上下長谷

153 秋丸営農組合 秋丸 209 フォレストファーマーズ下切 下切

154 家地川営農組合 家地川 210 農事組合法人三原やまびこ 全域

155 南川口営農組合 南川口 211 黒潮町 佐賀橘川営農組合 佐賀橘川

156 天ノ川生産組合 天ノ川 212 農事組合法人荷稲米・米クラブ 荷稲

157 寺野営農組合 寺野 213 橘川中山間生産組合 大方橘川

158 野地集落営農組合 野地 214 福堂集落共同機械施設管理組合 福堂

159 桧生原営農組合 桧生原 215 黒潮ファーム 入野

160 神有下営農組合 神有下 216 農事組合法人小川アグリ 小川

161 グッドアース山株営農組合 山株 217 出口営農組合 出口

162 汢ノ川生産機械組合 汢ノ川

163 浜ノ川営農組合 浜ノ川

164 平串・富岡集落営農組合 平串・富岡

165 本田生産組合 本田

166 六反地営農組合 六反地

167 興津園芸共同農機利用組合 興津

168 興津北部営農組合 興津北部

県地域農業推進課調べ（平成30年12月）


