
法人等就業先の実績一覧（H18～R1年度） 

【農業法人・研修】 【ＪＡ・農業団体等】
園芸関係 所在地 実績 企業名 所在地 実績

田村農園 下関市 R1 農業技術総合研究機構 つくば市 R1
(農)松屋 下関市 R1 山口県農協 山口市 H30③・R1②
藤村農園 山口市 R1 岩国市農協 岩国市 H25
宮村農園 山口市 R1 山口東農協 岩国市 H22･H28･H29 
(福)ひらきの里 山口市 R1 南すおう農協 柳井市 H22
(株)ネティエノ 田布施町 R1 周南農協 周南市 H18･H22･H29
佐藤農場(株) 佐賀県 R1 防府とくぢ農協 防府市 H22･H23･H24･H26･H27
(株)愛ランドファーム 島根県 R1 山口中央農協 山口市 H19･H22･H23･H24･H25･H28･H29
(株)あぐりんく 岩国市 H30 山口宇部農協 宇部市 H18･H23･H29
(株)瀬戸内ジャムズガーデン 周防大島町 H26 山口美祢農協 美祢市 H18･H22
(株)農多 平生町 H27 下関農協 下関市 H18･20･21･26･29
(農)小行司 田布施町 H27 あぶらんど萩農協 萩市 H21
(農)あいさいの里 柳井市 H28 深川養鶏農協 長門市 H19
(農)讃気 柳井市 H29 防府酪農農協 防府市 H25･H30
(株)周防大島アグリ 周防大島町 H29 山口県酪農農協 下関市 H29
(農)つかり 光市 H22･H25 全農山口県本部 山口市 H19
(農)ファームつるの里 周南市 H23 日本果実工業（株） 山口市 H24･H30
(農)農産鹿野 周南市 H25 (公社)畜産振興協会 山口市 H27
(農)石城の里 光市 H26、R1 防府市農業公社 防府市 H18
(農)光農会 光市 H27 (独)家畜改良センター 盛岡市 H27
(有)鹿野アグリ 周南市 H30
(同)光緑匠 光市 H30 【関連企業】
(株)おいしませファーム 山口市 H20 ○園芸店･種苗店・肥料・飼料販売店
(農)二島東 山口市 H19･H29･H30 企業名 所在地 実績
(有)名田島農産 山口市 H22･H25･H29 国清園芸 岩国市 H18･H20・R1
福田農園 山口市 H22 米沢園芸 周南市 H18･H20
(株)柳花園 防府市 H24 (株)吉本花城園 防府市 H25
(株)なかやまファーム 山口市 H25 山陽種苗 山口市 H18･H27
(株)仁保農産 山口市 H25･H26 (有)小野商店 山口市 H26
(農)川西 山口市 H26･H28 (株)大商シード 防府市 H26
(株)山内農園 山口市 H26 フラワー愛防府 防府市 H28･H30
(株)農園屋　五葉 山口市 H27 ノートルダム下関 防府市 H28
(農)二島西 山口市 H27･H30 (株)髙洲商店 萩市 H25
(株)べりーろーど 山口市 H27･R1 (株)ジュンテンドー 益田市 H23
徳さん家 山口市 H29 (株)コメリ 新潟市 H19･H24･H26･H30②
十種の郷 山口市 H30
(有)アグリ楠 宇部市 H18･H22 ○農業機械
正司農園 宇部市 H30 企業名 所在地 実績
(有)グリーンハウス 山陽小野田市 H23･H28･H29② (株)ヤンマー農機西日本 防府市 H20
(株)花の海 山陽小野田市 H18･H22･H23･H24･H27･H28 (株)ニューホーランド 札幌市 H22
(株)きららオーガニックライフ 美東町 H22 (株)中国クボタ 岡山市 H24
(農)植柳ファーム 美祢市 H24･H25･H30 クボタアグリサービス(株) 大阪市 H25･H27･H28･H29
(株)アグリプラン 美祢市 H26 (株)中国ヰセキ 東広島市 H30
(農)ほんごうファーム 美祢市 H28･H30②･R1 デラバル(株) 熊本 H28･H30
(農)ファーム17 宇部市 H29
アグリ山口(株) 美祢市 H30 ○青果市場
(有)豊田アグリサービス 下関市 H19 企業名 所在地 実績
(有)司ガーデン 下関市 H18･H21 宇部大同青果(株) 宇部市 R1
(農)寺畑農園 下関市 H21･H23･H24 防府青果 防府市 H20・H26
(有)豊田あぐりサービス 下関市 H28 (株)花満 広島市 H18
(有)アグリプラント 下関市 H29 (株)鶴見花き 大阪市 H23
(農)アグリサポート大津 長門市 H22 (株)なにわ花いちば 大阪市 H19
(農)アグリ中央 長門市 H22 北九州青果（株） 北九州市 H20
(株)どんぐり 長門市 H26
(有)石川果樹園 萩市 H19 ○スーパー等販売店
(農)うもれ木の郷 阿武町 H27 企業名 所在地 実績
萩アグリ(株) 萩市 H28 (株)丸久 防府市 H19
(農)日の出 萩市 H29 (株)ユアーズバリュー 防府市 H25
(農)本郷原 萩市 H29
(株)増丸農園 萩市 H30 ○食品関係企業
やまぐち就農支援塾 防府市 H30 企業名 所在地 実績
海外農業派遣 アメリカ R1 PAPOCCHIO（レストラン） 大阪府 R1

畜産関係 所在地 実績 (株)MIHORI 山口市 H26
高森肉牛ファーム 岩国市 H18 ギンチク牧場(株) 防府市 H25･H29
(有)安堂畜産 岩国市 H21 (株)山口茶業 宇部市 H23
(有)岩国ファーム 岩国市 H25･H30 松月堂製パン 宇部市 H22
(株)砂本養鶏 光市 H27 (株)スナダフーヅ 萩市 H26
(有)鹿野ファーム 周南市 H27･H29・R1
(有)船方総合農場 山口市 H18･H19 ○農業生産関係
(株)秋川牧園 山口市 H22･H28･H29･H30 企業名 所在地 実績
賀屋牧場 山口市 H18 フラワーランド 柳井市 H30
長谷牧場（秋川牧園） 山口市 H26 あとう和牛振興センター 山口市 H27
(株)福嶋牧場 山口市 H27 友栄（未法人） 山陽小野田市 H24
あとう和牛振興センター 山口市 H27 (社)Ｅ．Ｇ．Ｆ 萩市 H24
(株)出雲ファーム 山口市 H28 全酪連系列牧場 福島 H30
本廣牧場 山口市 H29・R1
(有)秋吉台肉牛ファーム 美祢市 H21･H24･H27･H28･H30・R1 【進学】
(株)あぐりんく 宇部市 H30 学校名 所在地 実績
(有)佐々木牧場 下関市 H23･H28･H30・R1 宮崎大学（畜産草地科学科） 宮崎市 R1
岸田農場 下関市 H29 やまぐち就農支援塾 防府市 H30
(有)アグリランドみすみ 長門市 H28･R1 帯広畜産大学(食品科学ユニット) 北海道 H29
(株)みどりや 萩市 H19･H28 東京農業大学国際食料情報学部 東京 H20
(合)水谷牧場 萩市 H21･H27 東海大学農学部 熊本 H20・H23
長沢台生産組合 萩市 H18･H22･H30 タキイ研究農場付属園芸専門学校 滋賀 H20
(有)むつみ牧場 萩市 H25･H28 公務員専門学校 H27
(株)萩牧場(松永牧場） 萩市 H26
(農）長沢台生産組合 萩市 H27
(有)小野養豚 萩市 H28
北海道農業研修 北海道 H29・R1
【注釈】・実績は卒業年度の就業者
　　　　・(農)：農事組合法人、(同)：合同会社


