
令和２年度　 長野県原産地呼称管理制度「米」認定一覧

　（　令和２年11月19日認定　）

面積 数量

（ａ） (玄米kg)

20001 さくさく農園　清水　信
信州小諸　紀久夫さんちのお米
特別栽培米　コシヒカリ

コシヒカリ 佐久市 268.0 12,864 

20002 佐久の穂 コシヒカリ 水系：布施川 佐久市 372.0 20,088 

20003 佐久の穂 コシヒカリ 水系：五郎兵衛用水 佐久市 1,216.0 60,804 

20004 掛川　正幸 信州佐久産　五郎兵衛米 コシヒカリ 佐久市 403.0 21,000 

20005
・笹屋農園の米
・八重原米

コシヒカリ
農薬・化学肥料

不使用
東御市 145.0 8,700 

20006
・笹屋農園の米
・八重原米

コシヒカリ
農薬・化学肥料の

使用量削減
東御市 479.0 28,740 

20007 八重原米　神楽（かずら） コシヒカリ
農薬・化学肥料

不使用
東御市 233.0 12,582 

20008 八重原米　遥陽（はるひ） コシヒカリ
農薬・化学肥料の

使用量削減
東御市 836.0 50,160 

20009 信州米沢米 コシヒカリ 水系：横河川 茅野市 74.0 5,580 

20010 信州米沢米 コシヒカリ 水系：上川 茅野市 51.6 2,786 

20011 あぐり品川
　品川　悦男 水の郷　コシヒカリ コシヒカリ 茅野市 207.4 10,784 

20012 中谷　充利 中谷さんちのお米 コシヒカリ 辰野町 60.0 3,208 

20013 赤羽　正春 ほたるの里のはざ掛け米 コシヒカリ 辰野町 55.3 3,260 

20014 やまあいの地　　飯澤　清成 小里米（おさとまい） コシヒカリ 辰野町 58.7 1,690 

20015
飯島町環境共生栽培普及会
　紫芝　勉

越百黄金（こすもこがね） コシヒカリ 飯島町 130.0 7,200 

20016 宮澤　多助 こだわりのお米 コシヒカリ 安曇野市 191.0 8,850 

20017 (有)細田農産　細田　直稔 細田農産　特選の粒 コシヒカリ 安曇野市 136.7 4,890 

20018
(農)安曇野北穂高農業生産組合
　代表理事組合長　中村　明夫

北穂米（きたほまい） コシヒカリ 安曇野市 128.1 8,220 

20019
(有)北清水
　代表取締役　清水久美子

アップルミント米、
北清水のコシヒカリ

コシヒカリ 松本市 257.0 15,420 

20020 倉科　有隆 信州の米 風さやか 松本市 92.0 5,730 

20021 丸山　秀樹 ふるさと米便り コシヒカリ 安曇野市 58.0 3,200 

20022 平林　寛也 信州安曇野松川村産　鈴ひかり コシヒカリ 松川村 94.8 5,400 

20023 一柳　徳行 信州安曇野松川村産　鈴ひかり コシヒカリ 松川村 177.0 15,150 

20024 市川　渡 信州安曇野松川村産　鈴ひかり コシヒカリ 松川村 93.7 4,710 

20025
(有)ティーエム　しろうま農場
　津滝　明子

白馬そだち コシヒカリ 水系：谷地川 白馬村 1,952.0 94,100 

20026
（農）夢ファームこじま
　代表理事　森山　義人

夢ファームこじまの米 コシヒカリ 長野市 116.1 6,300 

20027 仲俣　孝志 特別栽培米 コシヒカリ 飯綱町 335.0 14,070 

20028 瀧澤　松雄 大岡清流米　コシヒカリ コシヒカリ 長野市 54.0 2,300 

20029 小柳農園のコシヒカリ コシヒカリ
化学肥料の
使用量削減

中野市 640.5 18,841 

20030 小柳農園のコシヒカリ コシヒカリ 化学肥料不使用 中野市 200.2 7,824 

20031 小柳農園の風さやか 風さやか 水系：夜間瀬川 中野市 238.1 10,468 

20032
(農)三ツ和農産
　代表理事　清水　幸三

清水さんちのお米特別栽培米
こしひかり

コシヒカリ 中野市 1,161.2 52,254 

20033 金崎さんちのお米 コシヒカリ 水系：涌井清水 飯山市 113.8 5,610 

20034 金崎さんちのお米 コシヒカリ 水系：千曲川 飯山市 125.9 6,720 

20035 金崎さんちのお米 キヌヒカリ 水系：涌井清水 飯山市 55.4 3,000 

20036 金崎さんちのお米 キヌヒカリ 水系：千曲川 飯山市 55.9 3,000 

合　計 27者 36品 10,865.4 545,503 

ほ場所在地認定番号 　生 産 者 　商 品 名 品　種 区分

有限会社　小柳農園

金崎　隆

(株)ファーム中鶴
　代表取締役　丸山　和則

笹屋農園
　笹平　達也

(株)白倉ファーム
　代表取締役　白倉　卓馬

米沢地場産物直売所協議会
　会長　帯川　茂


