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募集期間：平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） （公社）宮崎県農業振興公社（農地中間管理機構）

市町村名 募集を行う区域 農業地域類型 地域農業の特徴 （H29.3月末現在） うち法人数

国富町 町全域
平地農業地域
中間農業地域

主に施設園芸(野菜・果樹・花き等)、畜産、露地野菜、葉
たばこ、千切り大根、茶、水稲等の単一又は複合経営 435 20

綾町 町全域 中間農業地域
水稲、施設園芸（野菜）の複合経営
水稲、露地野菜の複合経営
水稲、畜産の複合経営

178 17

日南市 市全域
中間農業地域
山間農業地域

山間地では、畑地・樹園地が主であり、平坦地では水田が
主である。施設野菜や施設果樹の地域も含まれる。 277 29

みのさき地区 平地農業地域 水稲、露地野菜、施設野菜、畜産の複合経営 15 1

あさばた地区 平地農業地域 水稲、露地野菜、施設野菜、果樹、畜産の複合経営 19 0

千野地区 山間農業地域 水稲、露地野菜、施設野菜、果樹、畜産の複合経営 11 0
市全域

（みのさき、あさばた、
千野地区を除く）

平地農業地域
中間農業地域
山間農業地域

水稲、露地野菜、施設野菜、果樹、工芸作物、畜産の
複合経営 317 6

姫城地区 都市的地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 25 6

五十市地区 都市的地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 48 10

祝吉地区 都市的地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 19 7

沖水地区 都市的地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 24 6

志和池地区 平地農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 57 9

梅北地区 中間農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 30 2

安久地区 中間農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 18 6

庄内地区 平地農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 57 9

西岳地区 中間農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 15 4

山之口地区 山間農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 41 5

高城地区 中間農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 77 12

山田地区 中間農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 44 14

高崎地区 平地農業地域 水稲、露地野菜、畜産の複合経営 77 13

中央地区 中間農業地域 水稲、飼料作、露地野菜を主体とした経営 21 3

宮ノ原第１地区 中間農業地域 飼料作、露地野菜、施設園芸を主体とした経営 61 2

宮ノ原第２地区 中間農業地域 飼料作、露地野菜を主体とした経営 38 2

高才第１地区 中間農業地域 飼料作、露地野菜を主体とした経営 12 2

高才第２地区 中間農業地域 飼料作、露地野菜を主体とした経営 17 2
町全域

（中央、宮ノ原第１、宮ノ原第
２、高才第１、高才第２地区を

除く）

中間農業地域 水稲、飼料作、露地野菜を主体とした経営 108 13

小林市 市全域
中間農業地域
山間農業地域

畜産、飼料作、水稲、露地野菜、果樹を主体とした経
営 648 67

えびの市 市全域 中間農業地域 平坦地は水田、山間地は水田・畑・ハウスが混在 297 50

高原町 町全域 中間農業地域 水稲、畜産の複合経営を主体とした地域 294 28

妻地区 都市的地域 水稲、施設園芸、露地野菜、茶を主体とした経営 206 5

穂北地区 中間農業地域
水稲、施設園芸、露地野菜、茶、果樹、畜産を主体と
した経営 174 11

三納地区 山間農業地域
水稲、施設園芸、露地野菜、茶、畜産を主体とした経
営 95 4

都於郡地区 平地農業地域
水稲、施設園芸、露地野菜、茶、畜産を主体とした経
営 137 4

三財地区 中間農業地域
水稲、施設園芸、露地野菜、茶、畜産を主体とした経
営 179 8

東米良地区 山間農業地域 水稲、果樹を主体とした経営 2 1

高鍋町 町全域 平地農業地域 水田・畑が混在（水稲、露地野菜等の複合経営） 136 23

三股町

西都市
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市町村名 募集を行う区域 農業地域類型 地域農業の特徴 （H29.3月末現在） うち法人数

募集する区域 募集する区域の概要 募集する区域内の認定農業者

新富町 町全域 平地農業地域 水田と畑地で構成される地域 390 28

西米良村 村全域 山間農業地域
水稲、施設園芸（野菜、花卉）、果樹を主体とした経
営 12 0

木城町 町全域 中間農業地域 水稲、露地野菜、施設園芸、畜産の複合経営 82 13

川南町 町全域 平地農業地域 水稲、施設園芸、露地野菜、畜産を主体とした経営 349 45

都農町 町全域 中間農業地域
施設園芸（野菜）、露地野菜、果樹、畜産を主体とし
た経営 294 14

旧延岡市全域
都市的地域

中間農業地域
山間農業地域

水田と畑が混在する地域 85 8

北方町全域 山間農業地域 水田と畑が混在する地域 44 5

北浦町全域 山間農業地域 水田と畑が混在する地域 25 4

北川町全域 山間農業地域 水田と畑が混在する地域 30 0
市全域

（本谷・西川内地区を除
く）

都市的地域
中間農業地域
山間農業地域

水稲、畜産、施設園芸（野菜・果樹・花卉）を主体と
した経営 166 20

本谷・西川内地区 都市的地域 水稲、肉用牛等の複合経営 6 0

門川町 町全域 山間農業地域
水稲、施設園芸（野菜・花卉）、果樹、畜産を主体と
した経営 58 5

美郷町 町全域 山間農業地域 主に水田と畑地で構成される地域 69 7

諸塚村 村全域 山間農業地域 野菜、花卉、茶、畜産などの複合経営が主体 5 0

椎葉村 村全域 山間農業地域 水稲、肉用牛、施設園芸、椎茸栽培等の複合経営 52 1

高千穂町 町全域
中間農業地域
山間農業地域

水稲、園芸作物、畜産の複合経営 213 4

日之影町 町全域 山間農業地域
水稲、肉用牛、施設園芸（果樹・花卉・野菜）、露地
野菜、葉たばこ等の複合経営 92 1

五ヶ瀬町 町全域 山間農業地域 露地野菜、茶、施設園芸、水稲、畜産 75 3

日向市

延岡市


