
市町村 区域 種別 面積（ａ）

1 和歌山市 全域 芝本　一男 ○ 田 10 米

2 和歌山市 全域 藤本　光司 ○ 田 20 米・野菜

3-1 紀美野町 全域 向　　博史 ○ 田 50 花木

3-2 海南市 全域 〃 ○ 畑 50 花木

4 紀の川市 全域 西中　裕二 ○ 畑 30 野菜

5 紀の川市 全域 永本　宣次 ○ 畑・樹園地 20 野菜・桃

6 紀の川市 全域 浦　一樹 ○ ○ 畑・樹園地 40 野菜・柿

7 紀の川市 全域 西山　真司 ○ 樹園地 20 みかん

8 紀の川市 全域 永廣　秀行 ○ 樹園地 40 みかん・柿

9 紀の川市 全域 北風　定夫 ○ 樹園地 20 柿

10 紀の川市 全域 小坂　隆介 ○ 樹園地 20 柿

11 橋本市 全域 小林　泰造 ○ 田･畑 30 野菜

12 橋本市 全域 生地　貴雅 ○ 田･畑 90 野菜

13 かつらぎ町 全域 長尾　充智 ○ 田･畑 20 野菜

14 かつらぎ町 全域 世田　吉紀 ○ 樹園地 20 八朔

15 かつらぎ町 全域 岸岡　学 ○ 田 40 水稲・野菜

16 かつらぎ町 全域 藪下　豊紘 ○ 田･畑 10 野菜

17 かつらぎ町 全域 前田　治樹 ○ 樹園地 20 柿

18 かつらぎ町 全域 北岡　英二 ○ 樹園地 10 みかん・梅

19 かつらぎ町 全域 戸田　真寿 ○ ○ 田･畑 50 水稲・野菜
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20 九度山町 全域 寺垣内　守 ○ 田･畑 16 野菜

21 有田市 全域 宮本　遼 ○ 樹園地 120 柑橘

22 有田川町 全域 三輪　晶子 ○ ○ 樹園地 10 温州みかん

23 広川町 全域 谷口　洋平 ○ 樹園地 10 温州みかん

24 日高川町 全域 藤野　芳樹 ○ 水田 16 水稲

25 御坊市 全域 吉岡　伸悟 ○ 水田 10 水稲

26 御坊市 全域 小池　守 ○ 水田 13 水稲

27 御坊市 全域 山田　裕司 ○ 水田 50 水稲

28 御坊市 全域 小林　三郎 ○ 水田 26 水稲

29 みなべ町 全域 松本　圭司 ○ 果樹園 37 梅

30 由良町 全域 井上　慶祥 ○ 水田 15 野菜

31 由良町 全域 川瀬　賢悟 ○ 水田 11 水稲

32 日高町 全域 山崎　猛 ○ 水田 20 水稲

33 田辺市 全域 峰　尚弥 ○ 樹園地 10 梅・みかん

34 田辺市 全域 那須　譽至隆 ○ 樹園地 20 梅・みかん

35 田辺市 全域 北川　翔大 ○ 樹園地 80 梅

36 田辺市 全域 境　陽平 ○ 樹園地 70 梅

37 田辺市 全域 坂本　喬 ○ 水田 50 野菜

38 白浜町 全域 遠藤　賢嗣 ○ 水田 40 野菜

39 白浜町 全域 中松　治 ○ 水田 20 野菜


