
公益法人〔農政部〕
（令和４年７月１日現在）

主たる事務所の所在場所
番 区 法人の名称 代表者の氏名 公益目的事業 収益事業及びその他事業
号 分 公益法人となった日

所管部課名

1 公 鹿児島市鴨池新町10番１号
社 塩田　康一

H23.4.1（移行登記日）
農政部農政課

2 公 鹿児島市名山町４番３号
財 満薗　秀彦

H25.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

3 公 鹿屋市農業公社
財

米重　順一
H25.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

4 公 志布志市農業公社
財

溝口　猛
H24.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

5 公 種子島農業公社
財

田渕川　寿広
H23.6.1（移行登記日）

農政部農村振興課

鹿児島県農業・農村振
興協会

熊毛郡中種子町野間4287番
地１

鹿児島県地域振興公
社

鹿屋市輝北町市成2698番地
４

○地域農業の新たな担い
手の確保・育成と担い手の
経営拡大，高齢農家等の
農作業の支援など農業・
農村に不可欠な事業に取
り組み，地域農業の振興
を図ることを目的とする事
業

○地域農業の担い手に対
する農地利用の集積等と
ともに生産基盤の整備，経
営の規模拡大等を行い，
もって農業・農村の発展を
図る事業
○公園等の公の施設の管
理運営，利用増進対策を
行い，もって豊かで安らぎ
のある県民生活の確保を
図る事業

○県内の緑地や花壇，施
設，修景施設等の管理を
行う事業
○フラワーパークの売店
運営事業
○駐車場等施設の運営事
業

○地域農業の新たな担い
手の確保・育成と担い手
の経営拡大及び高齢農家
等の農作業の支援など，
農業・農村の活性化に
とって不可欠な事業に取
り組み，地域農業の振興
を図ることを目的とする
事業

志布志市有明町蓬原1423番
地１

○地域農業の担い手の経
営拡大，高齢農家等の農
作業の支援及び地域農業
振興の新たな担い手の確
保・育成など，農業・農村
の活性化に不可欠な事業
に取り組み，地域農業の
振興を図ることを目的とす
る事業

○農林業等担い手の確
保・育成，農林業技術の
改善，県産農林水産物等
の安心・安全などに関す
る事業を行い，本県農林
業・農山村の振興及び県
民福祉の向上に寄与する
ことを目的とする事業
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6 公 奄美市農業研究セン

財 ター
安田　壮平
H25.4.1（移行登記日）

7 公 大島郡和泊町皆川891番地
財 前　登志朗

H24.5.1（移行登記日）
農政部農村振興課

8 公 南九州市農業公社
社

江平　恒博
H22.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

9 公 西之表市農業振興 西之表市西之表4384番地２
社 公社 八板　俊輔

H23.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

10 公 日置市農業公社 日置市吹上町中原2847番地
社 永山　由高

H22.7.1（移行登記日）
農政部農村振興課

沖永良部農業開発組
合

奄美市名瀬大字朝戸字朝戸
原1489番地

○地域農業の新たな担い
手の確保・育成と担い手の
経営拡大及び高齢農家等
の農作業の支援や有機物
資源の利活用促進など，
農業の活性化にとって不
可欠な事業に取り組み，
地域農業の振興を図るこ
とを目的とする事業

農政部農村振興課

○地域農業の新たな担い
手の確保・育成と担い手の
経営拡大及び高齢農家等
の農作業の支援など，農
業・農村の活性化に不可
欠な事業に取り組み，地
域農業の振興を図ることを
目的とする事業

南九州市川辺町平山3234番
地

○地域農業の担い手や高
齢農家等の農作業の支援
及び有機物資源の利活用
促進など，農業・農村の
活性化にとって不可欠な
事業に取り組み，地域農
業の振興を図ることを目
的とする事業

○地域農業振興の新たな
担い手の確保・育成と担い
手の経営拡大及び高齢農
家等の農作業の支援な
ど，農業・農村の活性化に
不可欠な事業に取り組
み，地域農業の振興を図
ることを目的とする事業

○地域農業の新たな担い
手の確保・育成，担い手の
経営拡大，高齢農家等の
農作業の支援，農業・農村
の活性化など，地域農業
の振興を図ることを目的と
する事業
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11 公 南さつま市農業公社
社

竹ノ内　淳郎
H23.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

12 公 伊佐農業公社 伊佐市大口大島1109番地
社 橋本　欣也

H24.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

13 公 薩摩川内市農業公社
社

下口　和幸
H24.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

14 公 喜界農業開発組合 大島郡喜界町湾1313番地
財 隈崎　悦男

H25.4.1（移行登記日）
農政部農村振興課

15 公 鹿児島市鴨池新町10番１号
社 山野　徹

H24.4.1（移行登記日）
農政部農産園芸課

鹿児島県糖業振興協
会

薩摩川内市入来町浦之名33
番地

南さつま市金峰町尾下1650
番地

○地域農業の担い手の確
保・育成と経営の拡大，
高齢農家等の農作業支援
や有機物資源の利活用促
進など，農業・農村の活
性化にとって不可欠な事
業に取り組み，地域農業
の振興を図ることを目的
とする事業

○地域農業の新たな担い
手の確保・育成と担い手
の経営拡大及び高齢農家
等の農作業の支援など，
農業・農村の活性化に
とって不可欠な事業に取
り組み，地域農業の振興
を図ることを目的とする
事業

○地域農業の担い手や高
齢農家等の農作業の支援
及び優良種苗の確保・供
給など，農業・農村の活性
化にとって不可欠な事業
に取り組み，地域農業の
振興を図ることを目的とす
る事業

○地域農業の担い手の確
保・育成と経営の拡大，
高齢農家等の農作業支援
や有機物資源の利活用促
進など，農業・農村の活
性化にとって不可欠な事
業に取り組み，地域農業
の振興を図ることを目的
とする事業

○さとうきび及び甘しゃ
糖の生産振興対策，さと
うきびの品質取引対策，
さとうきびの試験研究等
に取り組み，さとうきび
の生産安定及び甘しゃ糖
業の振興を目的とする事
業
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16 公 鹿児島市鴨池新町15番地

社 柚木　弘文
H24.4.1（移行登記日）
農政部農産園芸課

17 公 鹿児島県茶業会議所 鹿児島市南栄三丁目12番
社 柚木　弘文

H25.3.1（移行登記日）
農政部農産園芸課

18 公 鹿児島県畜産協会 鹿児島市鴨池新町15番地
社 柚木　弘文

H25.4.1（移行登記日）
農政部畜産課

19 公
社

尾脇　雅弥
H25.4.1（移行登記日）
農政部畜産課

20 公 鹿児島県獣医師会
社

田﨑　拓昭
H25.4.1（移行登記日）
農政部畜産課

鹿児島市郡元三丁目３番32
号

鹿児島県家畜畜産物
衛生指導協会

鹿児島市郡元三丁目３番32
号　獣医師会館内

鹿児島県青果物生産
出荷安定基金協会

○人と動物が共存する豊
かで健全な社会の形成に
貢献することを目的とする
事業
○公衆衛生の向上及び動
物福祉の増進に関する事
業

○会館賃貸事業
○獣医師功労者表彰事
業、各種学術図書の斡旋・
購入事業

○畜産関係者の資質の向
上や人材育成、畜産への
理解醸成、諸問題解決の
ための相談・助言・指導の
事業
○応募・選考による補助事
業の実施を通じて、経営の
安定と、国民生活に不可
欠な畜産物の安定供給に
資する事業
○家畜、畜産物の生産性
や産肉能力等の検査検
定、畜産に係る資源や情
報等の調査・資料収集及
びこれらを活用する事業

○家畜伝染病の発生予防
及び家畜衛生等に関する
事業

○かごしま茶の流通の拡
大及び取引の適正化，緑
茶文化の普及並びにその
他茶業振興に関する事業

○鹿児島県茶市場におけ
る取引債券を補償する事
業

○青果物の生産出荷の安
定に関する事業


