
令和４年度青森県特別栽培農産物生産者

（第１回計画承認分）

地域名 市町村名 申請者名
個人

団体・法人
作目 作物名 農薬 肥料 出荷時期 県内の主な販売店舗

東青 青森市 大柳　寿秀 個人 野菜 トマト(半促成） 節農５ 化５ R4.06～R4.09 青森県民生協

東青 青森市 大柳　寿秀 個人 野菜 トマト(夏秋） 節農５ 化５ R4.07～R4.10 青森県民生協

東青 青森市 大柳　寿秀 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.09 青森県民生協

東青 青森市 木村　誠一 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.09～R5.08 マエダストア、直売

東青 青森市 工藤　隆正 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.09～R5.08 (有)ライスボーイ

東青 青森市 高坂　清浩 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.09～R5.08

東青 青森市 佐藤　茂 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.09下～R5.09下
アグリショップぶんべい、イベント販売、さくら野百貨
店（青森、弘前）

東青 青森市 山田　正樹 個人 水稲 水稲 節農５ 化不 R4.10～R5.9

東青 青森市 佐藤　大輔 個人 水稲 水稲 節農５ 化不 R4.10～R5.9

東青 青森市 福士　明宏 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.9

東青 青森市 福士　明宏 個人 豆類 大豆 節農５ 化不 R4.11～R5.10 豆や

東青 青森市 清藤　恭史 個人 野菜 トマト 節農５ 化５ R4.07～R4.09
アグリショップぶんべい、イトーヨーカ堂こだわりコー
ナー、直売

東青 青森市 清藤　恭史 個人 野菜 ミニトマト 節農５ 化５ R4.06～R4.10
アグリショップぶんべい、イトーヨーカ堂こだわりコー
ナー、直売

東青 青森市 櫻田　喜代壽 個人 野菜 トマト（普通） 節農５ 化５ R4.07～R4.10
カブセンター大野店、メガマート観光通店、アグリ
ショップぶんべい、さくら野百貨店

東青 青森市 櫻田　喜代壽 個人 野菜 トマト（抑制） 節農５ 化５ R4.08～R4.10
カブセンター大野店、メガマート観光通店、アグリ
ショップぶんべい、さくら野百貨店

東青 青森市 東　裕大 個人 野菜 トマト 節農５ 化５ R4.06～R4.12 （株）マエダ

東青 青森市 東　裕大 個人 野菜 さやいんげん 節農５ 化５ R4.06～R4.11 （株）マエダ

東青 青森市 東　裕大 個人 野菜 ミニトマト 節農５ 化５ R4.06～R4.11 （株）マエダ

東青 青森市 東　裕大 個人 野菜 なす 節農５ 化５ R4.07～R4.12 （株）マエダ

東青 青森市 東　裕大 個人 野菜 きゅうり 節農５ 化５ R4.05～R4.11 （株）マエダ

東青 青森市 東　裕大 個人 野菜 ピーマン 節農５ 化５ R4.06～R4.11 （株）マエダ

東青 青森市 三上　聖光 個人 果樹 カシス 節農不 化不 R4.07上～R4.07下

東青 青森市 猪股　弘行 個人 果樹 カシス 節農不 化不 R4.06～R4.07

東青 青森市 浅田　克 個人 果樹 カシス 農不 化不 R4.07上～R4.08上

東青 青森市 倉内　清己 個人 果樹 カシス 農不 化不 R4.07上～R4.07下

東青 青森市 立柳　直子 個人 果樹 カシス 農不 化不 R4.07上～R4.07下 アトリエ・ボン

東青 青森市 立柳　直子 個人 野菜 食用ほおずき 農不 化不 R4.8～R4.10

東青 青森市 立柳　直子 個人 野菜 赤菊芋 農不 化不 R4.10～R5.04 アトリエ・ボン、イベント販売（青い森うまい森）

東青 青森市 國分　英輝 個人 野菜 カシス 農不 化不 R4.07～R4.08

東青 青森市 樋口　和美 個人 果樹 ブラックベリー 農不 化不 R4.8～R5.8

東青 青森市 樋口　和美 個人 果樹 ラズベリー 農不 化不 R4.8～R5.8

中南 弘前市
（同）まっかなほんと　對馬正
人

法人 果樹 りんご 農不 化不 R4.09～R5.01

中南 弘前市
（同）まっかなほんと　對馬正
人

法人 果樹 水稲 農不 化不 R4.11～R5.10

中南 弘前市 川村　公夫 個人 野菜 トマト（夏秋） 節農５ 化５ R4.7中～R4.11中

中南 弘前市 川村　公夫 個人 野菜 トマト（抑制） 節農５ 化５ R4.9中～R4.12上

中南 弘前市 伊藤元 個人 果樹 りんご 節農５ 化５ R4.09～R5.04

中南 弘前市 （同）未来のひかり　大湯長 法人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.08～R5.08

中南 弘前市 町田　安敏 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.08～R5.03

中南 弘前市 小倉　慎吾 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.04 イベント販売（かみどて朝市、べじまつり）

中南 弘前市 小倉　慎吾 個人 果樹 もも 節農５ 化不 R4.08～R4.09 イベント販売（かみどて朝市、べじまつり）

中南 弘前市 （有）宝荘　花田哲也 法人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.04

計画承認
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中南 弘前市 増田剛 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.03

中南 弘前市 木村幸子 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.03

中南 弘前市 工藤昌吾 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.03

中南 弘前市 工藤嵩大 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.03

中南 弘前市
（有）ゆめりんご
代表取締役　平井秀樹

法人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.03 (株)ユニバース、自店販売

中南 弘前市
（有）ゆめりんご
代表取締役　平井秀樹

法人 果樹 ブルーベリー 農不 化不 R4.07～R4.08 自店販売

中南 弘前市
（有）ゆめりんご
代表取締役　平井秀樹

法人 果樹 もも 節農５ 化不 R4.07～R4.08 自店販売

中南 弘前市 小山内勝 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.02 宅配（全国）

中南 弘前市
もりやま園（株）
代表取締役　森山聡彦

法人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.05 インターネット（宅配）

中南 弘前市
もりやま園（株）
代表取締役　森山聡彦

法人 果樹 りんご（彩香） 節農不 化不 R4.09～R4.11 インターネット（宅配）

中南 弘前市 成田　勝 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.12～R5.01 インターネット（宅配）

中南 弘前市 福澤　亮一 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.04 直売、フルーツ合衆国もぎたてまつり（イベント販売）

中南 藤崎町 木村　律子 個人 野菜 赤菊芋 農不 化不 R4.11～R5.03
ふじさき食彩テラス、産直市場　大地、マルシェアサ
ムボン、佐藤長ヒロロ店、伊德浜の町店

中南 田舎館村 稲華会 団体 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.09

中南 田舎館村 稲華会 団体 水稲 水稲 農不 化不 R4.10～R5.09

中南 田舎館村 米と生きる会　菊地和文 団体 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.09

中南 弘前市 三上優 個人 水稲  水稲（あきたこまち） 節農５ 化５ R4.09～R5.09

中南 弘前市 三上優 個人 水稲  水稲（つがるロマン） 節農５ 化５ R4.09～R5.09

中南 弘前市 三上優 個人 水稲  水稲（華さやか） 節農５ 化５ R4.09～R5.09

中南 藤崎町 三上淳蔵 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.09

中南 弘前市
つがる弘前農協特別栽培トマ
ト部会　部会長　福田浩司

団体 野菜 トマト（加温） 節農５ 化５ R4.05～R4.7

中南 弘前市
つがる弘前農協特別栽培トマ
ト部会　部会長　福田浩司

団体 野菜 トマト（半促成） 節農５ 化５ R4.06～R4.11

中南 弘前市
つがる弘前農協特別栽培トマ
ト部会　部会長　福田浩司

団体 野菜 トマト（夏秋） 節農５ 化５ R4.07～R4.10

中南 弘前市
つがる弘前農協特別栽培トマ
ト部会　部会長　福田浩司

団体 野菜 トマト（抑制） 節農５ 化５ R4.08～R4.10

中南 黒石市 工藤達也 個人 野菜 ミニトマト 節農５ 化５ R4.07～R4.11 インターネット（宅配）

中南 黒石市 加藤浩揮 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.03 インターネット（宅配）

中南 黒石市 加藤浩揮 個人 果樹 りんご 節農不 化不 R4.09～R5.03 インターネット（宅配）

中南 黒石市 加藤浩揮 個人 水稲 水稲 農不 化不 R4.10～R5.09 インターネット（宅配）

中南
平川市、弘前
市、黒石市、藤
崎町、田舎館
村

津軽みらい農協特Ａ米プレミアム
研究会　会長　工藤憲男

団体 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.11

中南 黒石市 阿久津穣 個人 果樹 カシス 農不 化不 R3.07上～R5.03下

中南 弘前市
（農）時空禮
事務長理事　江良淑浩

法人 野菜 ねぎ 節農５ 化不 R4.10～R5.02
食彩ときわ館、イベント販売（トキワ養鶏産直デー、
チャリティバザー）、自店直売、スーパーマエダ

中南 弘前市
（農）時空禮
事務長理事　江良淑浩

法人 野菜 えだまめ 節農５ 化不 R4.08～R5.10
つがる市農産物直売所「じょっぱりの里」、道の駅森
田「おらほのめへ」、スーパーマエダ

中南 弘前市
（農）時空禮
事務長理事　江良淑浩

法人 野菜 スイートコーン 節農５ 化不 R4.08～R4.09
つがる市農産物直売所「じょっぱりの里」、道の駅森
田「おらほのめへ」、スーパーマエダ

中南 弘前市
（農）時空禮
事務長理事　江良淑浩

法人 野菜 ばれいしょ 農不 化不 R4.08～R5.04
つがる市農産物直売所「じょっぱりの里」、道の駅森
田「おらほのめへ」、スーパーマエダ

中南 弘前市
（農）時空禮
事務長理事　江良淑浩

法人 野菜 菊芋 農不 化不 R4.11～R5.04 自店販売、スーパーマエダ

中南 弘前市
（農）時空禮
事務長理事　江良淑浩

法人 豆類 大豆 農不 化不 R4.11～R5.10
つがる市農産物直売所「じょっぱりの里」、道の駅森
田「おらほのめへ」

中南 弘前市
（農）時空禮
事務長理事　江良淑浩

法人 豆類 小豆 農不 化不 R4.11～R5.10
つがる市農産物直売所「じょっぱりの里」、道の駅森
田「おらほのめへ」

中南 黒石市 佐々木政秀 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R3.9～R4.3

中南 弘前市 （株）RED APPLE 法人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.9～R5.7 宅配

中南 弘前市 前田　祥吾 法人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.9～R5.2 インターネット（宅配）

三八 八戸市
（農）松館夢ファーム
籠田　勝憲

法人 水稲 水稲（精米） 節農５ 化不 R4.11～R5.10 セプ・ドール

三八 八戸市 寺澤一男 個人 水稲 水稲（精米） 節農５ 化５ R4.10～R5.7

三八 八戸市 大石みさ 個人 果樹 カシス 農不 化不 R4.07～R4.08

三八 八戸市 大石みさ 個人 果樹 ブルーベリー 農不 化不 R4.07～R4.08
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三八 八戸市 吉田宗司 個人 野菜 ピーマン 節農５ 化５ R4.06～R4.11 カブ長苗代店、カブシンフォニープラザ

三八 八戸市 岩舘岳 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.11～R5.2

三八 五戸町 豊川真寿 個人 野菜 ながいも 節農５ 化５ R4.12～R5.09

三八 五戸町 漆戸亨 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.11上～R5.02下

三八 五戸町 髙橋克 個人 野菜 ばれいしょ 農不 化５ R4.07～R4.08 JA八戸産直　八菜館、ふれあい市ごのへ

三八 五戸町 髙橋克 個人 野菜 にんじん 節農５ 化５ R4.10～R5.04 JA八戸産直　八菜館、ふれあい市ごのへ

三八 五戸町 髙橋克 個人 野菜 かぼちゃ 農不 化５ R4.08～R4.11 JA八戸産直　八菜館、ふれあい市ごのへ

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ぎょうじゃにんにく 農不 化不 R4.03～R4.05 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 スナップエンドウ 農不 化不 R4.06～R4.08 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 きゅうり 農不 化不 R4.06～R4.10 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ピーマン 農不 化不 R4.7～R4.10 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 なす 農不 化不 R4.07～R4.10 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ミニトマト 農不 化不 R4.07～R4.09 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 オクラ 農不 化不 R4.06～R4.09 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 みょうが 農不 化不 R4.08～R4.10 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ししとう 農不 化不 R4.07～R4.09 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ばれいしょ 農不 化不 R4.07～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 きくいも 農不 化不 R4.11～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 食用菊 農不 化不 R4.08～R4.11 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 長ねぎ 農不 化不 R4.11～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 さつまいも 農不 化不 R4.10～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 豆類 小豆 農不 化不 R4.10～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 豆類 大豆 農不 化不 R4.10～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 とうがらし 農不 化不 R4.08～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 さといも 農不 化不 R4.10～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 にんじん 農不 化不 R4.8～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 アピオス 農不 化不 R5.1～R5.06 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 山わさび 農不 化不 R4.10～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ズッキーニ 農不 化不 R4.07～R4.09 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ヤーコン 農不 化不 R4.11～R5.3 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 パセリ 農不 化不 R4.08～R4.10 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 かぼちゃ 農不 化不 R4.10～R5.3 マエダストア五戸店

三八 五戸町 大山　真弘 個人 野菜 ごぼう 節農５ 化５ R4.12～R5.03

三八 田子町
ＪＡ八戸 野菜総合部会　豆類専門部
（田子支部）　専門部長 坂本和男 団体 野菜 枝豆 節農５ 化５ R4.07上～R4.09下

三八 南部町 庭田祐介 個人 水稲 水稲（精米） 節農５ 化５ R4.11～R5.10 JA八戸産直　八菜館

三八 南部町 滝田信彦 個人 水稲 水稲 農不 化不 R4.10～R4.11

三八 南部町
南部達者米生産者部会
　会長　山道金太郎

団体 水稲 水稲（精米） 節農５ 化５ R4.10～R5.09 (有)山金、チェリウス、バーデパーク

三八 南部町 （株）あいない 法人 野菜 ながいも 農不 化不 R4.12～R5.11

三八 南部町 （株）あいない 法人 野菜 にんじん 節農不 化不 R4.10～R5.3

三八 南部町 田中彰治 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.11～R5.02 名川チェリーセンター

三八 南部町 夏堀徹 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R4.12

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 春菊 農不 化不 R4.08～R4.09
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上よこ
まちストア新井田店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 トマト 農不 化不 R4.07 委託販売（よこまちストア新井田店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 キャベツ 農不 化不 R4.6
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、よこ
まちストア新井田店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 マロー（食用花） 農不 化不 R4.7
委託販売（道の駅はしかみ、よこまちストア新井田
店）
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三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 パクチー 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、よこ
まちストア新井田店、セプドールアン）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 ピーマン 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、よこ
まちストア新井田店、セプドールアン）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 きくいも 農不 化不 R4.11
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、よこ
まちストア新井田店、セプドールアン）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 ニラ 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、よこまちストア新井田
店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 パセリ 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、よこまちストア新井田
店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 なす 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、よこ
まちストア新井田店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 枝豆 農不 化不 R4.08
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、よこ
まちストア新井田店、セプドールアン）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 白菜 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、よこまちストア新井田
店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 レタス 農不 化不 R4.08
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、よこ
まちストア新井田店、セプドールアン）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 ビオラ（食用花） 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、よこまちストア新井田
店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 かぶ 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、よこまちストア新井田
店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 ほうれんそう 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、
よこまちストア新井田店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 かぼちゃ 農不 化不 R4.08
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、
よこまちストア新井田店）

三八 階上町 三代川ゆき衣 個人 野菜 だいこん 農不 化不 R4.07
委託販売（道の駅はしかみ、フォレストピア階上、
よこまちストア新井田店）

西北 五所川原市 乗田　孝正 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.9下～R5.10上

西北 五所川原市 阿部　征弥 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.10～R5.03 生活クラブ青森

西北 五所川原市 三上　一次 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.09 つがる農産物直売所

西北 五所川原市 境谷　博顕 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.09

西北 五所川原市 今　勝一 個人 水稲 水稲 節農５ 化不 R4.10～R5.9下
道の駅わんど、つがる市観光物産館、カブセンター
五所川原店

西北 つがる市 木村　繁高 個人 水稲 水稲 農不 化不 R4.11～R5.8

西北 つがる市
株式会社Ｍｉｃｈｉｋｉ農園
代表取締役　工藤　三千輝

法人 野菜 ながいも 節農５ 化５ R4.12上～R5.09上 自店販売

西北 つがる市
株式会社Ｍｉｃｈｉｋｉ農園
代表取締役　工藤　三千輝

法人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.9～R5.03 自店販売

西北 つがる市 小笠原　俊也 団体 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.02

西北 つがる市 葛西　拓美 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R4.11 自店販売

西北 つがる市 山谷　義美 個人 水稲 水稲 節農５ 化不 R4.10～R5.09

西北 つがる市 山谷　義美 個人 水稲 水稲 農不 化不 R4.10～R5.09

西北 つがる市 秋元　松雄 個人 水稲 水稲 節農５ 化不 R4.11～R5.3

西北 つがる市 秋元　松雄 個人 水稲 水稲 農不 化不 R4.11～R5.3

西北 つがる市
SKファーム株式会社
代表取締役　小舘　誠一

法人 豆類 大豆 節農５ 化５ R4.12～R5.05

西北 鰺ヶ沢町 神　茂芳 個人 果樹 りんご 節農不 化不 R4.09～R5.05

西北 鰺ヶ沢町 神　茂芳 個人 水稲 水稲 農不 化不 R4.10～R5.10 海の駅わんど

西北 鰺ヶ沢町 神　茂芳 個人 豆類 大豆 農不 化不 R4.11～R5.11 海の駅わんど

西北 鰺ヶ沢町 長谷川　貴輝 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.3 インターネット（宅配）

西北 鰺ヶ沢町 長谷川　貴輝 個人 野菜 メロン 節農５ 化５ R4.08～R4.09

西北 板柳町 福士　忍顕 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.04 ふるさとセンター、とれたて一番

西北 板柳町 佐藤　勉 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.04 イベント販売（ＲＡＢ板柳支会連）

西北 板柳町 佐藤　洋治 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.09～R5.04

西北 板柳町 山口　貴弘 個人 果樹 りんご 節農５ 化５ R4.09～R5.11

西北 板柳町 成田　健二郎 個人 果樹 りんご 節農５ 化不 R4.08～R5.05 自店販売

西北 板柳町
いたや毛豆研究会
会長　櫻庭　妃咲美

団体 野菜 えだまめ 農不 化不 R4.09～R4.10 直売（とれたて市）、つがる市農産物直売所

西北 板柳町 長内　幸子 個人 野菜 えだまめ 農不 化不 R4.09～R4.10

西北 板柳町
株式会社　成田農産
代表取締役　成田　邦子

法人 水稲 水稲 節農５ 化不 R4.10～R5.3

西北 鶴田町
株式会社　リーフ
取締役　坂本　秀一郎

法人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.09

西北 中泊町
有限会社　ケイホットライス
代表取締役　荒関　敬悦

法人 水稲 水稲 農不 化不 R4.10～R5.12

西北 中泊町
有限会社　ケイホットライス
代表取締役　荒関　敬悦

法人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.12 直売【Ａファクトリー（津軽ファーマーズクラブ）】
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上北 十和田市 福沢秀雄 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.11～R5.10
道の駅とわだ、アグリの里おいらせ、イオン十和田
店、自家直売所、かんぶん七戸店

上北 十和田市 苫米地ヤス子 個人 水稲 水稲 農不 化不 R4.11～R5.11

上北 十和田市 苫米地ヤス子 個人 豆類 大豆 農不 化不 R4.11～R5.11

上北 十和田市 苫米地ヤス子 個人 豆類 黒豆 農不 化不 R4.11～R5.10

上北 十和田市 苫米地ヤス子 個人 豆類 小豆 農不 化不 R4.11～R5.10

上北 七戸町 附田　浩平 個人 豆類 大豆 農不 化不 R4.12～R5.11 自然食品の店あおぞら

上北 おいらせ町 松林清市 個人 野菜 アピオス 農不 化不 R4.12～R5.05

上北 おいらせ町 えごま栽培研究会 団体 その他畑作 えごま 農不 化不 R4.11～R5.11

上北 十和田市 下佐賢悦 個人 野菜 ながいも 節農５ 化５ R4.11～R5.10

上北 七戸町
JAゆうき青森稲作生産部会特
別栽培米協議会代表　田嶋弘
一

団体 水稲 水稲(稲有機） 節農５ 化５ R4.11～R5.10

上北 七戸町
JAゆうき青森やさい園芸部会
アピオス部門　部門長中岫均

団体 野菜 アピオス 農不 化不 R4.12～R5.11

上北 七戸町 蛯沢　正紀 個人 野菜 ヤーコン 農不 化不 R4.12～R5.4

上北 十和田市 野崎さち子 個人 水稲 水稲 節農５ 化５ R4.10～R5.9

上北 十和田市 野崎さち子 個人 豆類 大豆 節農５ 化不 R5.1～R5.3 道の駅とわだ

上北 六戸町 苫米地光雄 個人 野菜 ごぼう 節農５ 化５ R4.11～R5.04

上北 六戸町 苫米地光雄 個人 野菜 ながいも 節農５ 化５ R4.12～R5.05

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 ミニトマト 農不 化不 R4.07～R4.11

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 さやいんげん 農不 化不 R4.06～R4.11

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 アスパラガス 農不 化不 R4.05～R04.10

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 なす 農不 化不 R4.06～R04.11

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 パプリカ 農不 化不 R4.06～R04.12

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 きくいも 農不 化不 R4.11～R05.1

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 ヤーコン 農不 化不 R04.11～R05.3

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 アピオス 農不 化不 R04.11～R05.1

下北 むつ市 佐々木　啓 個人 野菜 きくいも 農不 化不 R4.11～R4.12 JA産直プラザ


