
公益社団法人中央畜産会 

令和３年６月３０日 

 

 

「農場ＨＡＣＣＰ推進農場」の第四十次指定について 

 

 公益社団法人中央畜産会は、農場ＨＡＣＣＰの普及推進の観点から家畜の飼養衛生管理

基準を満たし、かつ基本的なＨＡＣＣＰ手法を理解し、農場ＨＡＣＣＰに取り組んでいる

意欲ある畜産農場について、一定の要件を満たす場合には、「農場ＨＡＣＣＰ推進農場」と

して指定する事業を実施しております。 

 これまで、平成２３年５月２５日に第一次の指定を行った以降、令和３年４月２８日の

第三十九次指定まで、延べ４６６農場について農場 HACCP 推進農場として公表してきま

した。今般、本年５月３０日までに指定の申請のあった６農場、また、指定の更新申請の

あった１農場について、農場ＨＡＣＣＰ推進農場指定審査委員による審査の結果、「農場Ｈ

ＡＣＣＰ推進農場」指定要領の指定要件を満たしていると認められ、農場 HACCP推進農場

として指定しました。今般の指定農場を含めた指定農場リストを当会のホームページに公

表しましたので、お知らせいたします。 

本年６月末日における農場ＨＡＣＣＰ推進農場の指定農場数は延べ４７２農場で、牛関

係：１７１農場、豚関係：１５７農場及び鶏関係：１４４農場となっています。 

なお、第一次指定から第三十二次指定農場の、計３６７農場については、「農場ＨＡＣＣ

Ｐ認証農場」へ移行する等により有効期間(指定後 2年間)が満了したため、指定農場リス

トには掲載していないことを申し添えます。 

  

 

 別添：農場 HACCP 推進農場第四十次指定申請農場一覧 

（牛：６農場、豚：１農場（更新）） 

 

参考：農場ＨＡＣＣＰ推進農場の既指定農場リスト（令和３年６月末時点） 

（牛：５５農場、豚：１８農場、鶏２６農場、計９９農場） 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

公益社団法人中央畜産会衛生指導部 

担 当：陰山、向井 

ＴＥＬ：０３－６２０６－０８３２ 

ＦＡＸ：０３－５２８９－０８９０ 
 



別添

対象
家畜

申請
番号

申請者 農場名 農場所在地 申請者住所
飼養

頭羽数

牛(肉用) 牛-167

全国農業協同組合連合会

広島県本部

畜産部長　恩田　健

三次キャトルブリーディングステーション 広島県三次市上田町岡田山1523 広島県三次市西酒屋町大久保513 191頭

牛(肉用) 牛-168
株式会社　森本

代表取締役　森本　茂樹
株式会社　森本 岐阜県中津川市福岡3477番地 岐阜県中津川市福岡3477番地 110頭

牛(肉用) 牛-169
株式会社　横山畜産

代表取締役　横山　一夫
株式会社　横山畜産 岐阜県中津川市付知町8501-3 岐阜県中津川市付知町町8501-3 86頭

牛(肉用) 牛-170
有限会社　NHKファーム

代表取締役　西尾　忠臣
有限会社　NHKファーム 岐阜県中津川市福岡1786-1 岐阜県中津川市福岡1024-11 104頭

牛(肉用) 牛-171
株式会社　竹内畜産

代表取締役　竹内　順一
株式会社　竹内畜産 岐阜県中津川市上野871-1 岐阜県中津川市宮前町1-1

繁殖15頭

肥育233頭

牛(肉用) 牛-172 齋藤　茂樹 齋藤牧場 千葉県佐倉市上勝田1306-1 千葉県佐倉市上勝田1306-1 264頭

農場HACCP推進農場の第四十次指定申請農場一覧  

令和3年6月30日



参考

指定

年月日

対象

家畜

指定

番号
申請者 農場名 連番 農場所在地

飼養

頭羽数

令和2年8月31日 牛(肉用) 牛-29
株式会社 いわちくファーム

代表取締役 大橋 秀一
株式会社 いわちくファーム 第4農場 1 岩手県下閉伊郡山田町豊間根5-11-2

常時飼養頭数

390頭

令和2年12月28日 牛(肉用) 牛-80
有限会社 森三商会

代表取締役 渡辺 政幸
森三牧場 2 滋賀県近江八幡市西生来町2423 80頭

令和1年9月30日 牛(肉用) 牛-142
株式会社 谷藤ファーム

代表取締役 谷藤 哲弘

株式会社 谷藤ファーム

第2農場
8 徳島県三好郡東みよし町足代916番地 300頭

牛(肉用) 牛-143
義岡ファーム 株式会社

代表取締役 義岡 敬冶
義岡ファーム 株式会社 赤坂牧場 9 徳島県阿波市阿波町赤坂115番地4 -

牛(肉用) 牛-144
株式会社 黒毛和牛の岡田

代表取締役 西村 茂之
株式会社 黒毛和牛の岡田 岡田牧場 10 三重県熊野市有馬町池川 130頭

牛(肉用) 牛-145 森本 義彦 森本牧場 11 福岡県飯塚市北古賀275 50頭

牛
(乳用・肉用)

牛-146
岩手県立農業大学校

校長 高橋 則光
岩手県立農業大学校 12 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14番地

乳用牛32頭

肉用牛40頭

牛(肉用) 牛-71
有限会社 大洞畜産

代表取締役 大洞 満
有限会社 大洞畜産 13 岐阜県高山市清見町牧ヶ洞2668番地 肥育130頭

牛(肉用) 牛-147 郷原種畜場 郷原秋盛 郷原種畜場 14 鹿児島県鹿屋市郷之原町12726-2
黒毛和牛400

頭

牛(肉用) 牛-148
農事組合法人 飛騨朝日畜産センター

代表理事 中口 勇人
農事組合法人 飛騨朝日畜産センター 15 岐阜県高山市朝日町黒川4-1 肥育230頭

牛(肉用) 牛-149
有限会社 飛騨和牛工房

代表取締役 宮崎 栄嗣
有限会社 飛騨和牛工房 16 岐阜県高山市久々野町有道250番地30 370頭

牛(肉用) 牛-150
農事組合法人 タカネカウマンション

代表理事 下田 初秋
農事組合法人 タカネカウマンション 17

岐阜県高山市高根町留之原1744番地の

30
160頭

牛(肉用) 牛-151
有限会社 志賀牧場

志賀 勝彦
有限会社 志賀牧場 18 岐阜県高山市丹生川町折敷地1489-1

肥育180頭

繁殖60頭

牛(肉用) 牛-152 荒川 大悟 荒川 大悟 19 岐阜県高山市丹生川町瓜田353
黒毛和牛90

頭

牛(肉用) 牛-153 木岡 大佑 木岡 大佑 20 岐阜県高山市丹生川町板殿50 繁殖30頭

牛(肉用) 牛-154 中島 博秀 中島 博秀 21 岐阜県高山市丹生川町細越135番地 150頭

牛(肉用) 牛-155 矢嶋 秀己 矢嶋 秀己 22 岐阜県下呂市金山町中切607-1 100頭

牛(肉用) 牛-156 金森 茂俊 金森 茂俊 23 岐阜県下呂市金山町東沓部1791 60頭

牛(肉用) 牛-157
株式会社 でっさんファーム

代表取締役 中島 英樹
株式会社 でっさんファーム 24 岐阜県高山市清見町福寄155番地 肥育65頭

牛(肉用) 牛-158
天生の匠畜産 合同会社

大下 哲矢
天生の匠畜産 合同会社 25 岐阜県飛騨市河合町天生207

肥育120頭

繁殖30頭

牛(肉用) 牛-159
有限会社 田中牧場

代表取締役 田中 肇
有限会社 田中牧場 26 岐阜県飛騨市古川町太江2297

肥育250頭

繁殖120頭

牛(肉用) 牛-160
有限会社 がもう畜産

蒲生 清一郎
有限会社 がもう畜産 27 岐阜県飛騨市古川町沼町620

肥育200頭

繁殖80頭

牛(乳用) 牛-74
有限会社 丹後ジャージー牧場

代表取締役 平林 衛

有限会社 

丹後ジャージー牧場
28 京都府京丹後市久美浜町神崎411 乳牛20

牛(肉用) 牛-82
有限会社 中吉畜産

代表取締役 中田 清隆
有限会社 中吉畜産 29 岐阜県高山市江名子町3834

肥育600頭

繁殖100頭

牛(肉用) 牛-83
有限会社 田富牧場

代表取締役 田中 力
有限会社 田富牧場 30 岐阜県高山市国府町八日町1308

肥育120頭

繁殖30頭

牛(乳用) 牛-161
ミネロファーム

場長 紺野 宏
ミネロファーム 31 福島県福島市松川町水原字峰路8-13 -

牛(肉用) 牛-162
株式会社 大下農場

代表 大下 正敏
株式会社 大下農場 32 岐阜県高山市丹生川町森部75-2

肥育160頭

繁殖40頭

牛(肉用) 牛-163
株式会社 カワフジ

代表取締役社長 近藤 隆之

株式会社 カワフジ

羽方オリーブ牧場
33 香川県三豊市高瀬町羽方字向谷奥2779番地16 600頭

牛(肉用) 牛-164 平田 秀雄 平田 秀雄 34 岐阜県高山市国府町名張 90頭

農場HACCP推進農場の既指定農場リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月30日

令和1年12月27日

令和2年3月31日

令和2年6月30日

令和2年9月30日



参考

指定

年月日

対象

家畜

指定

番号
申請者 農場名 連番 農場所在地

飼養

頭羽数

農場HACCP推進農場の既指定農場リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月30日

牛(肉用) 牛-165
森畜産株式会社

森 一生

森畜産株式会社

本場、松本牛舎
35

京都府南丹市園部町大西大将軍10

京都府南丹市園部町大西庵ノ下
300頭

牛(肉用) 牛-166
森畜産株式会社

森 一生

森畜産株式会社

神前牛舎
36 京都府亀岡市宮前町神前北ノ奥23 40頭

牛(肉用) 牛-55
有限会社 若田ファーム

代表取締役 若田貴男
有限会社 若田ファーム 37 岐阜県高山市丹生川町森部179-3

肥育160頭 

繁殖30頭

牛(肉用) 牛-56
有限会社 三慶畜産

代表取締役 三田慶隆
有限会社 三慶畜産 38 岐阜県高山市清見町三ツ谷723 肥育200頭

牛(肉用) 牛-57
大坪畜産株式会社

代表取締役 大坪光広
大坪畜産 株式会社 39 岐阜県下呂市萩原町四美1285

肥育80頭 

繁殖50頭

牛(肉用) 牛-118 住 大地 住 大地 40 岐阜県高山市上野町998番地1
肥育70頭　

繁殖30頭

牛(肉用) 牛-119 堤 隆聡 堤 隆聡 41 岐阜県高山市丹生川町坊方880番地2 繁殖25頭

牛(肉用) 牛-120
株式会社 岩本畜産

代表取締役 岩本 昌幸
株式会社 岩本畜産 42 岐阜県高山市久々野町小屋名1928番地

肥育20頭 

繁殖50頭

牛(肉用) 牛-121
株式会社 永瀬牧場

代表取締役 永瀬 泰幸
株式会社 永瀬牧場 43 岐阜県高山市朝日町甲887

肥育10頭 

繁殖45頭

牛(肉用) 牛-122
有限会社 辻畜産

代表取締役 辻 直司
有限会社 辻畜産 44 岐阜県高山市清見町牧ヶ洞 肥育155頭

牛(肉用) 牛-123
農業生産法人 藤瀬肉牛農場有限会社

代表取締役 溝端 真也

農業生産法人 

藤瀬肉牛農場 有限会社
45 岐阜県高山市清見町藤瀬

肥育500頭　

繁殖90頭

牛(肉用) 牛-124
有限会社 新谷畜産

代表取締役 新谷 公生
有限会社 新谷畜産 46 岐阜県高山市清見町三ツ谷

肥育140頭　

繁殖40頭

牛(肉用) 牛-125
有限会社 井田畜産

代表取締役 井田 睦
有限会社 井田畜産 47 岐阜県高山市清見町三ツ谷 肥育470頭

牛(肉用) 牛-126
有限会社 農業法人さんだ

代表取締役 三田 晃人
有限会社 農業法人さんだ 48 岐阜県高山市清見町三ツ谷

肥育120頭　

繁殖90頭

牛(肉用) 牛-127
有限会社 飛騨せせらぎ畜産

代表取締役 辻垣内 拓弥
有限会社 飛騨せせらぎ畜産 49 岐阜県高山市清見町三ツ谷 肥育200頭

牛(肉用) 牛-128 松木 新一 松木 新一 50 岐阜県高山市荘川町野々俣
肥育30頭　

繁殖40頭

牛(肉用) 牛-129
農事組合法人ハイランドファーム荘川

理事 三島 則和

農事組合法人

ハイランドファーム荘川
51 岐阜県高山市荘川町六厩川原

肥育170頭　

繁殖60頭

牛(肉用) 牛-130
農業生産法人 福野産業 有限会社

代表取締役 福野 幸夫

農業生産法人 

福野産業 有限会社
52 岐阜県高山市清見町三ツ谷 肥育200頭

牛(肉用) 牛-131
有限会社 下島

代表取締役 下島 和夫
有限会社 下島 53 岐阜県高山市清見町三ツ谷 肥育65頭

牛(肉用) 牛-132
株式会社 わたなべ

代表取締役 渡辺 定武
株式会社 わたなべ 54 岐阜県高山市国府町木曽垣内 肥育200頭

牛(肉用) 牛-133
有限会社 牛丸畜産

代表取締役 牛丸 徳幸
有限会社 牛丸畜産 55 岐阜県高山市国府町宮地 肥育290頭

牛(肉用) 牛-134
株式会社 つづく牧場

代表取締役 都竹 勝司
株式会社 つづく牧場 56 岐阜県高山市国府町宮地 肥育480頭

牛(肉用) 牛-135
株式会社 山口牧場

代表取締役 山口 光弘
株式会社 山口牧場 57 岐阜県飛騨市宮川町杉原

肥育160頭　

繁殖70頭

牛(肉用) 牛-136
株式会社 佐古牧場

代表取締役 佐古 健
株式会社 佐古牧場 58 岐阜県下呂市金山町菅田桐洞4236番地

肥育150頭　

繁殖120頭

牛(肉用) 牛-137
株式会社 飛騨萩原畜産

代表取締役 伊藤 伸吾
株式会社 飛騨萩原畜産 59 岐阜県下呂市萩原町尾崎3385番地1

肥育600頭　

繁殖140頭

牛(肉用) 牛-141
有限会社 上垣内

代表取締役 上垣内 仁志
有限会社 上垣内 60 岐阜県高山市清見町三ツ谷 肥育120頭

令和2年12月28日

令和3年4月30日
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対象

家畜

指定

番号
申請者 農場名 連番 農場所在地

飼養

頭羽数

農場HACCP推進農場の既指定農場リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月30日

令和1年9月30日 豚 豚-108
株式会社 七星食品

代表取締役 東原寛二

株式会社 七星食品

多和ファーム
61 香川県さぬき市多和兼割210

種豚600頭

肥育素豚

2,500頭

令和2年6月30日 豚 豚-117 生田養豚場 生田 孝信 生田養豚場 62 鳥取県東伯郡琴浦町森藤字的場551-2
母豚70頭一

貫

豚 豚-143
株式会社 南部ファーム

代表取締役社長 佐合 肇
株式会社 南部ファーム 67

岩手県九戸郡九戸村江刺家 18地割字葉

ノ木沢140-1
12,800頭

豚 豚-144
有限会社 八戸農場

代表取締役 後藤 義博

有限会社 八戸農場 

ハイポータワー・第一農場
68 青森県八戸市大字金浜字中渡15-24 20,000頭

豚 豚-145
有限会社 八戸農場

代表取締役 後藤 義博
有限会社 八戸農場 60農場 69 青森県八戸市大字金浜字折場沢31-102 8,100頭

豚 豚-146
有限会社 八戸農場

代表取締役 後藤 義博
有限会社 八戸農場 ＡＩセンター 70 青森県八戸市大字美保野13-201 35頭

豚 豚-147
有限会社 タカホ農場

代表取締役 小笠原 誠
有限会社 タカホ農場 71 青森県十和田市大字米田字平中85 12,000頭

豚 豚-148
株式会社 美保野ポーク

代表取締役 原田 浩

株式会社 美保野ポーク

みちのく農場
72

岩手県九戸郡軽米町軽米第23地割258-

38
1,740頭

豚 豚-149
有限会社 キープクリーン

代表取締役 小嶋洋朗
有限会社 キープクリーン 73 新潟県新潟市南区西笠巻2144番地 -

豚 豚-150
有限会社 池上ファーム

代表取締役 池上 和子

有限会社池上ファーム

多良農場
74 佐賀県藤津郡太良町多良5222 1,300頭

豚 豚-151
全国農業協同組合連合会 長野県本部

県本部長 小林 哲男
全農長野SPF豚繁殖センター 75 長野県北安曇郡白馬村北城15917-12

母豚940頭

子豚4,000頭

豚 豚-152
株式会社 川村農場

代表取締役 川村 高明
川村農場 76 青森県三沢市大字三沢字庭構49-94

母豚1,000頭 

一貫

豚 豚-153
株式会社 川賢

代表取締役 川村 高明
インジーンファーム 谷地頭農場 77 青森県三沢市大字三沢字庭構41-44

母豚1,000頭 

一貫

豚 豚-154
株式会社 川賢

代表取締役 川村 高明
インジーンファーム 高野沢農場 78 青森県三沢市大字三沢字庭構2671-2

母豚1,000頭 

一貫

豚 豚-155
有限会社 鹿屋畜産

代表取締役 別府 浩一
鹿屋畜産 下小原農場 79 鹿児島県鹿屋市串良町下小原3860番地

母豚1,000頭

子豚3,000頭

豚 豚-156
有限会社 エムケイ商事

代表取締役 黒木 守春
有限会社 エムケイ商事 末吉ファーム 80 鹿児島県曾於市末吉町2061-1

母豚670頭

子豚3,500頭

令和2年9月30日 豚 豚-157
株式会社 七星食品

代表取締役 東原 寛二

株式会社 七星食品

香南ファーム
81 香川県高松市香南町大字西庄西谷1750 肥育1,800頭

令和3年6月28日 豚 豚-140
有限会社 池上ファーム

代表取締役 池上和子

有限会社池上ファーム

大木農場
64 福岡県三潴郡大木町大字奥牟田189 800頭

令和1年9月30日

令和1年12月27日



参考
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年月日

対象

家畜

指定

番号
申請者 農場名 連番 農場所在地

飼養

頭羽数

農場HACCP推進農場の既指定農場リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月30日

令和1年12月27日 鶏(肉用) 鶏-82 工藤 裕二 工藤農場 82
熊本県阿蘇郡高森町大字永野原池の鶴

1348-6
38,000羽

鶏(肉用) 鶏-120
株式会社 イシイフーズ

代表取締役社長 大島 用三
株式会社 イシイフーズ 鴨島農場 90 徳島県吉野川市鴨島町円生912 13,050羽

鶏(採卵) 鶏-121
有限会社 丸永エッグランド

代表取締役 民田 高弘
有限会社 丸永エッグランド 91 岡山県勝田郡奈義町皆木351-10

成鶏48万羽

育成12万羽

鶏(肉用) 鶏-122
農事組合法人 福栄組合

代表理事 秋吉 智司
農事組合法人 福栄組合 三潴農場 92 福岡県久留米市三潴町高三潴1818 24,486羽

鶏(肉用) 鶏-123 谷口 和海 はかた地どり 谷口農場 第一農場 93 福岡県嘉麻市馬見尾畑 7,183羽

鶏(肉用) 鶏-124 谷口 和海 はかた地どり 谷口農場 第二農場 94 福岡県嘉麻市馬見冷水 17,262羽

鶏(肉用) 鶏-125 鍋島 敏彦 はかた地どり 鍋島農場 95 福岡県糟屋郡新宮町立花口大屋敷1670 6,763羽

鶏(採卵) 鶏-126
有限会社 三和鶏園

代表取締役 山元 淳一
有限会社 三和鶏園 三和農場 96 京都府福知山市三和町菟原下別所100 40万羽

鶏(採卵) 鶏-127
株式会社 栗駒ポートリー

代表取締役 境野 徳夫
株式会社 栗駒ポートリー 大梨農場 97 宮城県栗原市金成大梨125-46 20万羽

鶏(採卵) 鶏-128
広島たまご株式会社

代表取締役社長 松本義治
広島たまご株式会社 三次ファーム 98 広島県三次市青河町10599 -

鶏(採卵) 鶏-129
広島たまご株式会社

代表取締役社長 松本義治

広島たまご株式会社 

世羅つばき農場
99

広島県世羅郡世羅町大字黒川字後ロ山

10553-3
-

鶏(採卵) 鶏-130
広島たまご株式会社

代表取締役社長 松本義治

広島たまご株式会社 

世羅つばき第二農場
100

広島県世羅郡世羅町大字黒川字後ロ山

10548-2
-

鶏(採卵) 鶏-131
広島たまご株式会社

代表取締役社長 松本義治

広島たまご株式会社 

世羅ファーム育雛センター
101

広島県世羅郡世羅町大字寺町正徳字

10271
-

鶏(採卵) 鶏-132
広島市農業協同組合

代表理事組合長 吉川 清二
JA広島市 本地育雛センター 102 広島県山県郡北広島町本地2810 -

鶏(採卵) 鶏-133
農事組合法人 小河原養鶏組合

代表理事 橋本一行

農事組合法人 小河原養鶏組合

大谷農場
103 広島県広島市安佐北区小河原町423-4 -

鶏(採卵) 鶏-134
農事組合法人 小河原養鶏組合

代表理事 橋本一行

農事組合法人 小河原養鶏組合

仏堂農場
104 広島県広島市安佐北区小河原町375 -

鶏(採卵) 鶏-135
有限会社 キミシマファーム

代表取締役社長 君島正夫
有限会社 キミシマファーム 105 茨城県小美玉市与沢259番地 14万羽

鶏(採卵) 鶏-137
株式会社 のだ初

代表取締役 野田裕一郎

株式会社 のだ初

瀬戸内農場
106 岡山県倉敷市玉島柏島4780番地の2 -

鶏(採卵) 鶏-138
有限会社 磯ヶ谷養鶏園 大田原農場

代表取締役 磯ヶ谷 正徳

有限会社 磯ヶ谷養鶏園 

喜連川育成農場
107 栃木県さくら市喜連川5640-2 -

鶏(採卵) 鶏-139
株式会社 カワフジ

代表取締役社長 近藤 隆之

株式会社 カワフジ

三豊エッグファーム
108 香川県三豊市山本町神田字吉池乙731-1 15万羽

鶏(肉用) 鶏-140
株式会社 カワフジ

代表取締役社長 近藤 隆之

株式会社 カワフジ

富熊農場
109 香川県丸亀市綾歌町2581番地 13万羽

鶏

(肉用種

鶏)

鶏-136
ティケイ・エビス株式会社

代表取締役 桑畑 貴

ティケイ・エビス株式会社

西岳農場
110 宮崎県北諸県郡三股町宮村314 24,000羽

鶏

(肉用種

鶏)

鶏-141
株式会社JAフーズさが

代表取締役社長 安本正𠮷

株式会社JAフーズさが

種鶏・孵卵場
111 佐賀県杵島郡江北町上小田4383 48,400羽

鶏

(肉用種

鶏)

鶏-142
株式会社JAフーズさが

代表取締役社長 安本正𠮷

株式会社JAフーズさが

育雛場
112 佐賀県杵島郡江北町上小田道徳4767 48,400羽

鶏(肉用) 鶏-143
株式会社JAフーズさが

代表取締役社長 安本正𠮷

株式会社JAフーズさが

富士農場
113 佐賀県佐賀市富士町大字杉山676-1 89,200羽

鶏(肉用) 鶏-144
株式会社 エビス商事

代表取締役 桑田 貴

株式会社 エビス商事

御池農場
114 宮崎県都城市夏尾町5906 27,000羽

　　　2．牛95農場、豚139農場、鶏113農場の計367農場については、農場ＨＡＣＣＰ認証農場へ移行する等により、令和3年6月末日で有効期間が満了したため、

      　　指定農場リストから削除されています。

　　　３．指定番号「牛-29」「牛-55」「牛-56」「牛-57」「牛-71」「牛-74」「牛-80」「牛-82」「牛-83」「牛-118」「牛-119」「牛-120」「牛-121」「牛-122」「牛-123」「牛-124」「牛-125」

　　　　　　「牛-126」「牛-127」「牛-128」「牛-129」「牛-130」「牛-131」「牛-132」「牛-133」「牛-134」「牛-135」「牛-136」「牛-137」「牛-141」「豚-108」「豚-117」「豚-140」及び「鶏-82」は、

　　　　　　指定の更新を行った。  (更新指定日については直近のものを表記した。）

令和1年9月30日

令和1年12月27日

令和2年3月31日

令和2年6月30日

令和2年12月28日

注）1．農場HACCP推薦農場指定要領に基づく指定農場の有効期間は、指定後2年。


