
国野菜指定産地一覧
（平成２５年１０月１日）

指定産地名 種    別 複合 関係市町村名 関係ＪＡ 名

熊本 春キャベツ 複 熊本市（旧富合町、旧
城南町、旧植木町を除
く）

熊本市（旧熊本市） 熊本市 Ｓ59.12.20
変更Ｈ3.8.26

縮小21.2.10
縮小22.5.7

宇土熊本 夏秋トマト 熊本市（旧天明町）、宇
土市

宇土市・熊本市（旧天明町） 熊本宇城・熊本市 53. 6.26
縮小63. 8.25

拡大3.8.26
縮小16.5.19

熊本山鹿 冬春なす 熊本市（旧城南町を除
く）、山鹿市（旧山鹿市）

熊本市（旧熊本市・旧富合町・
旧植木町）、山鹿市（旧山鹿
市）

熊本市
熊本宇城
鹿本

46. 6.30（飽田村）
拡大 3. 8.26

拡大22.5.7

宇城 冬春きゅうり 宇土市、宇城市（旧松
橋町）

宇土市・宇城市（旧松橋町） 熊本宇城 41. 8.18
縮小47. 6.28

52.12.15

10. 5.20
町村名変更17.2.18

宇城 夏秋トマト 宇城市（旧三角町、旧
豊野町を除く）

宇城市（旧不知火町・旧松橋
町・旧小川町)

熊本宇城 53. 6.26
縮小63. 8.25

町村名変更17.2.18

宇城 冬春トマト 宇土市、宇城市（旧豊
野町を除く）

宇城市（旧不知火町・旧松橋
町・旧小川町・旧三角町）、宇
土市

熊本宇城 41. 8.18
変更47. 6.28

51. 9.25
61.10.27

4. 5.29
8. 5.30

町村名変更17.2.18

宇城 冬春なす 宇土市、宇城市（旧三
角町を除く）

宇土市・宇城市（旧不知火町・
旧松橋町・旧小川町・旧豊野
町）

熊本宇城 12.5.20
拡大17.2.18

縮小21.2.10

玉名 冬春トマト 荒尾市、玉名市、玉名
郡長洲町、和水町

荒尾市・玉名市・長洲町・和水
町

玉名
玉名市大浜町

41. 8.18
拡大5.8.31

拡大10.5.20

市町村名変更17.11.30
拡大20.2.7

玉名 夏秋なす 玉名市、玉名郡南関
町、和水町

玉名市、南関町・和水町・荒尾
市

玉名 58. 1.26
拡大17.2.18

拡大17.11.30
町村名変更18.5.18

拡大25.2.1

玉名 冬春なす 玉名市、玉名郡南関
町、和水町

玉名市、南関町・和水町・荒尾
市

玉名
玉名市大浜

10.5.20
拡大17.11.30

市町村名変更18.5.18
拡大25.2.1

山鹿植木 夏秋きゅうり 複 山鹿市（旧山鹿市、旧
鹿央町）、熊本市（旧植
木町）

山鹿市（旧鹿央町・旧山鹿
市）、熊本市（旧植木町）

鹿本 53.12.18
拡大62.10.5

拡大10.5.20
町村名変更17.2.18
町村名変更22.5.7

山鹿植木 冬春きゅうり 複 山鹿市（旧山鹿市、旧
鹿央町）、熊本市（旧植
木町）

山鹿市（旧鹿央町・旧山鹿
市）、熊本市（旧植木町）

鹿本 53.12.18
拡大10.5.20

拡大17.2.18
町村名変更22.5.7

植木 夏秋なす 熊本市（旧植木町） 熊本市（旧植木町） 鹿本 S62.10.5 町村名変更22.5.7
菊池 夏秋きゅうり 菊池市、合志市 菊池市、合志市 菊池地域 62.10.5

拡大13.5.31
拡大15.5.20

町村名変更17.5.20
市町村名変更18.5.18

拡大22.5.7

大津 春だいこん 複 大津町 大津町 菊池地域 5. 8.31

大津 秋冬だいこん 複 大津町 大津町 菊池地域 5. 8.31

菊池地域 春夏にんじん 菊陽町・大津町 菊陽町・大津町 菊池地域 H10.5.20

菊陽 冬にんじん 菊陽町 菊陽町 菊池地域 53. 6.26

大津 冬にんじん 複 大津町 大津町 菊池地域 1. 8.25

阿蘇 夏秋キャベツ 阿蘇市（旧波野村）、高
森町、山都町（旧蘇陽
町）

高森町・阿蘇市（旧波野村）・山
都町（旧蘇陽町）

阿蘇 Ｓ41. 8.18
拡大7.5.30

町村名変更17.2.18

阿蘇 夏秋きゅうり 阿蘇市（旧波野村を除
く）、南小国町、小国町

南小国町・小国町・阿蘇市（旧
一の宮町・旧阿蘇町）

阿蘇 53. 6.26
拡大15.2.18

町村名変更17.2.18

西原 秋冬さといも 西原村 西原村 阿蘇 53. 6.26

小国郷 春だいこん 複 南小国町、小国町 小国町・南小国町 阿蘇 60. 6.22
拡大6.5.30

小国郷 夏だいこん 複 南小国町、小国町 小国町・南小国町 阿蘇 48. 3.20（小国）
53. 6.26（南小国）

統合6.5.30

小国郷 秋冬だいこん 複 南小国町、小国町 小国町・南小国町 阿蘇 47. 6.28
拡大6.5.30

阿蘇中部 夏秋トマト 阿蘇市、産山村 阿蘇市・産山村 阿蘇 58.12.20
拡大17.2.18

阿蘇 夏秋トマト 複 高森町、南阿蘇村、山
都町（旧蘇陽町）

南阿蘇村・山都町（旧蘇陽町）・
高森町

阿蘇 52.12.15
拡大57. 2.13

7. 5.30

11. 5.30
町村名変更17.2.18

阿蘇 夏秋ピーマン 複 高森町、南阿蘇村、山
都町（旧蘇陽町）

高森町・南阿蘇村・山都町（旧
蘇陽町）

阿蘇 52.12.15
拡大5.5.31

8. 5.30
町村名変更17.2.18

阿蘇 ほうれんそう 阿蘇市（旧阿蘇町）、南
小国町、小国町、産山
村、高森町、山都町
（旧蘇陽町）

小国町・南小国町・山都町（旧
蘇陽町）・産山村・阿蘇市（旧阿
蘇町）・高森町

阿蘇 61. 2.24(小国)
2. 8.27(南小国)

統合6.7.8

拡大14.3.22
町村名変更17.2.18

上益城 夏秋キャベツ 複 山都町（旧蘇陽町を除
く）

山都町（旧矢部町・旧清和村） 上益城 Ｓ41. 8.18
拡大14.3.22

町村名変更17.2.18

上益城 冬キャベツ 複 山都町 山都町 阿蘇
上益城

14.3.22
町村名変更17.2.18

区域拡大19.5.17

上益城 夏秋きゅうり 美里町（旧砥用町）、益
城町、山都町（旧蘇陽
町を除く）

山都町（旧矢部町・旧清和村）・
美里町（旧砥用町）・益城町

上益城
熊本宇城

48. 6.21
51. 6.15

拡大3.8.26

拡大14. 2.11
町村名変更16.12.24
町村名変更17.2.18

上益城 秋冬さといも 山都町 山都町 阿蘇
上益城

54. 7.20
町村名変更17.2.18

拡大22.5.7

上益城 夏秋トマト 御船町、嘉島町、益城
町、山都町（旧蘇陽町
を除く）

山都町（旧矢部町・旧清和村）・
御船町・嘉島町・益城町

上益城 41. 8.18
拡大51. 6.15

拡大14.3.22
町村名変更17.2.18

指定年月日
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上益城 夏秋ピーマン 御船町、山都町（旧蘇
陽町を除く）

山都町（旧矢部町・旧清和村）・
御船町

上益城 52.12.15
拡大59. 6.25

拡大14.3.22
町村名変更17.2.18

八代 冬キャベツ 氷川町、八代市 氷川町、八代市 八代地域 5.8.31
市町村名変更17.11.30

拡大23.5.9

八代 夏秋トマト 複 八代市（旧八代市、旧
千丁町、旧鏡町）、氷
川町

八代市（旧八代市、旧千丁町、
旧鏡町）、氷川町

八代地域
八協連

53. 6.26
拡大1.8.25

拡大12.5.19
市町村名変更17.11.30

八代 冬春トマト 複 八代市（旧八代市、旧
千丁町、旧鏡町）、氷
川町

八代市（旧八代市、旧千丁町、
旧鏡町）、氷川町

八代地域
八協連

41. 8.18
47. 6.28
51. 9.25

拡大1.8.25
市町村名変更17.11.30

八代 ばれいしょ 八代市（旧鏡町）、氷川
町

八代市（旧鏡町）、氷川町 八代地域 13.5.31
市町村名変更17.11.30

拡大18.2.16

八代 冬レタス 八代市、氷川町 八代市、氷川町 八代地域 18.2.16

水俣・芦北 たまねぎ 水俣市、芦北町・津奈
木町

水俣市・芦北町・津奈木町 あしきた 8.5.30
町村名変更17.2.18

あまくさ 夏秋きゅうり 上天草市、天草市 上天草市、天草市 あまくさ
本渡五和

49.12.19
52. 6.14
8. 5.30

拡大16.5.18
拡大18.5.18

天草下島 ばれいしょ 天草市（旧本渡市、旧
五和町、旧天草町）、
苓北町

天草市（旧本渡市、旧五和町、
旧天草町）、苓北町

本渡五和
苓北町
あまくさ

53.12.18
58.12.20

市町村名変更18.5.18

天草 冬レタス 上天草市、天草市（旧
牛深市、旧御所浦町、
旧河浦町を除く）、苓北
町

上天草市、天草市（旧本渡市、
旧有明町、旧倉岳町、旧栖本
町、旧新和町、旧五和町、旧天
草町）、苓北町

本渡五和
苓北町
あまくさ

45.10.13
拡大49.12.19

59. 6.25

拡大4.5.29
統合18.5.18

計 44 指定産地 ２０種別
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