
 

プレスリリース 

 公益社団法人中央畜産会  

平成２８年３月３０日 

 

農場ＨＡＣＣＰ認証農場の公表について 

 

公益社団法人中央畜産会（会長：小里貞利）は平成２３年１２月に農場ＨＡＣ

ＣＰ認証協議会から農場ＨＡＣＣＰ認証機関として認定され、農場ＨＡＣＣＰ認

証審査業務を開始してきました。 

これまで、認証審査申請のあった農場について、平成２４年４月の第１次認証

以降、６１農場（（牛：１９（乳用１０・肉用９）、豚：２４、鶏：１８（採卵 

１８））のリストを公表したところです。 

今般、申請のあった６農場について、農林水産省が平成２１年８月に公表  

した「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準（農場ＨＡＣＣＰ認証

基準）」に適合していると認められたことから、認証農場として認証された農場

リストを本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。 

 今年３月３０日現在における農場ＨＡＣＣＰ認証農場は計６７農場（牛（乳

用）：１０農場、牛（肉用）：１０農場、豚：２６農場、鶏（採卵）：２１農

場）となっています。 

今後も、畜産農場からの農場ＨＡＣＣＰ認証申請について、随時受け付け、審

査を実施していく予定です。 

別表１ 農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（今回認証）    ６農場 

別表２ 農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（既認証）   ６１農場 

 

 

 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

○公益社団法人中央畜産会 衛生指導部 

担当：中村、守永 

ＴＥＬ：０３－６２０６－０８３５  

メールアドレス：ｅｉｓｅｉ＠ｓｅｃ．ｌｉｎ．ｇｒ．ｊｐ 

 



（別表 1） 

農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（今回認証） 

 

鶏（採卵）NO.６４ 

農場名 道県名 

有限会社松原養鶏場 仁田尾成鶏農場 鹿児島 

 

牛（肉用）NO.６５ 

農場名 道県名 

株式会社ゆふいん牧場 久住高原都野牧場 大分 

 

鶏（採卵）NO.６６ 

農場名 道県名 

有限会社大分ファーム 鹿鳴越高原農場 大分 

 

豚 NO.６７ 

農場名 道県名 

有限会社永渕ファームリンク 黒金農場 佐賀 

 

豚 NO.６８ 

農場名 道県名 

有限会社永渕ファームリンク 風配農場 佐賀 

 

鶏（採卵）NO.６９ 

農場名 道県名 

北海スターチック株式会社   白老農場 北海道 

 

 



（別表２） 

農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（既認証） 

 

牛（乳用） 

整理番号 農場名 道県名 

１ 有限会社藤井牧場 北海道 

２ 佐野牧場 静岡 

３ 独立行政法人家畜改良センター 岩手牧場 岩手 

４ 有限会社井上牧場 群馬 

５ 宮野牧場 石川 

６ 有限会社井出種畜牧場 静岡 

７ 及川牧場 北海道 

８ 株式会社雪印こどもの国牧場 神奈川 

９ 有限会社岸田牧場 鳥取 

１０ 有限会社石田牧場 神奈川 

 

牛（肉用） 

整理番号 農場名 道県名 

１ 
サロマ牛肥育センター有限会社 

（トップファームグループ） 
北海道 

２ 株式会社向陽畜産 北海道 

３ 有限会社中林牧場 児湯支場 宮崎 

４ 有限会社コスモス 北海道 

５ 株式会社ホクチクファーム 武佐分場 北海道 

６ 株式会社トップファーム 

（トップファームグループ） 

北海道 

７ パシフィックファーム株式会社 

（トップファームグループ） 

北海道 

８ 有限会社澤井牧場 第２牧場 滋賀 

９ 有限会社野村畜産 木串農場 鹿児島 

 



豚 

整理番号 農場名 道県名 

１ 
農事組合法人南山形養豚組合 

（フリーデングループ） 
岩手 

２ 株式会社フリーデン 大東農場 岩手 

３ 
有限会社森吉牧場 

（フリーデングループ） 
秋田 

４ 
株式会社大平牧場 

（フリーデングループ） 
群馬 

５ 株式会社フリーデン 梨木農場 群馬 

６ 株式会社フリーデン タカナラ農場 群馬 

７ 有限会社ビィクトリーポーク 長沢農場 北海道 

８ 有限会社ビィクトリーポーク 樽前農場 北海道 

９ 南日本畜産株式会社 繁殖センター 鹿児島 

１０ 南日本畜産株式会社 肥育センター 鹿児島 

１１ 江戸屋養豚場 神奈川 

１２ 株式会社三沢農場 久慈繁殖農場 岩手 

１３ 株式会社三沢農場 三沢肥育農場 青森 

１４ 有限会社中村ファーム 長野 

１５ 株式会社サイボク東北牧場 宮城 

１６ 
株式会社春野コーポレーション 

育種改良事業部 
愛知 

１７ 農事組合法人打戻種豚組合 
神奈川 

１８ 有限会社伊藤養豚 肥育農場 千葉 

１９ 有限会社環境ファーム 
鹿児島 

２０ 農事組合法人南州農場 佐多本場 
鹿児島 

２１ 農事組合法人霧島高原純粋黒豚牧場 
鹿児島 

２２ 有限会社七城 SPF ファーム 
熊本 

２３ 南州農場株式会社 根占農場 
鹿児島 



２４ 有限会社久慈ピッグファーム 本社農場 
茨城 

 

鶏（採卵） 

整理番号 農場名 道県名 

１ イセファーム東北株式会社 色麻農場 宮城 

２ 有限会社つくばファーム 茨城 

３ 有限会社丸一養鶏場 本社農場 埼玉 

４ 有限会社冨田養鶏場 七根農場 愛知 

５ 株式会社ホクリヨウ 札幌農場 北海道 

６ 農事組合法人会田共同養鶏組合 本場 長野 

７ 株式会社ホクリヨウ 北見農場 北海道 

８ 株式会社ホクリヨウ 十勝農場 北海道 

９ 有限会社北海道種鶏農場 白老農場 北海道 

１０ 有限会社北海道種鶏農場 社台農場 北海道 

１１ 有限会社北海道種鶏農場 グランファーム 北海道 

１２ 有限会社ノースチック 白老育成場 ※ 北海道 

１３ 株式会社ホクリヨウ 登別農場 北海道 

１４ 株式会社ホクリヨウ 千歳農場 北海道 

１５ 有限会社よしわエッグファーム 山口 

１６ 株式会社ダイシンエッグ 中津川農場 岐阜 

１７ 有限会社福岡ファーム 福岡 

１８ 有限会社ナリタファーム 茨城 

 

 


