
ＪＡ須高りんご部会高山支部エコファーマー認定者
（平成２２年度）

支　　会 氏　　名 認定番号 生産者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 栽培のこだわり
1 　千本松 中村　　安雄　 長野- 232

2 中村　　貞雄　 長野- 230

リンゴを作って長い月日に
なります。今は機械を頼り
にやっています。高井果
樹
組合からＪＡりんご部会に
なり、部会員として出荷し
ています

一年一年良いリンゴを出
荷するよう頑張っていま
す。

3 中村　　豊一　 長野- 229
4 中村　　尚　 長野- 339

5 中村　　弘　 長野- 231

この辺は石ガラで水はけ
が良いので果物の適地で
家は、明治、大正時代よ
り、リンゴを作っていたよう
です。取材、表彰等も何度
かありましたが今は２人だ
けで細々とやっています。

除草剤を出来るだけ使用
せず草も有機肥料の一部と
して活用したりしています。
着色剤なども使わず、葉摘
みも出来るだけ少なめにし
て味の良いリンゴを作るこ
とを心がけています。いつ
でもどこでもミミズの住んで
いる土造りを心がけていま
す。

6 中村　　信一　 長野- 366

7 　堀ノ内 荒井　　寛巳　 長野- 255

高山のリンゴを食べたら、
今迄にないおいしいリンゴ
だと、お求めいただいた方
に評価を頂き生産者とし
て
、大変うれしく自信になり
ました。まだまだ、改善し
なければならない点が、お
客様の期待を裏切らない
よう安全で安心なリンゴの
生産に努めて参ります。

高山リンゴ部会の技術指
導をいただきながら、性
フェロモンの取付け、化学
肥料と農薬の使用を控え
（信州高山さわやかリンゴ）
の名前の様においしいリン
ゴを生産出来る様に努力し
ています。

8 篠原　　章夫　 長野- 341
9 畔上　　佐吉　 長野- 407

10 勝山　　憲一　 長野- 183
11 篠原　　秀一　 長野- 249

12 古川　　邦春　 長野- 357

経営面積は少ない生産者
ですが、いいリンゴを作る
情熱だけは、さわやかに
持ち続けながら、頑張って
いる団塊の世代です。

信州の方言で、とにかく
「ずく」を出して安全で、しか
も旨い、が納得出来るリン
ゴを、生産出来る様に一歩
一歩努力して参ります。

13 高橋　　和夫　 長野- 400
定年婦農でがんばってい
ま
す

リンゴ畑では、除草剤は使
用していません。



支　　会 氏　　名 認定番号 生産者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 栽培のこだわり

14 水　中 樽澤　　久雄 長野- 181

部会員全員でエコファー
マーを取得して、安全・
安心でおいしいリンゴ
作りに頑張っています。

フェロモンを利用して殺虫
剤
を、少なくし、除草剤を出来
るだけ使用せず草を刈り込
んで有機肥料の一部にして
います。

15 内山　　一　 長野- 406
16 小山　　一雄　 長野- 206
17 田中　かつ子　 長野- 873
18 小山　　武　 長野- 211
19 松本　　正樹　　 長野- 208
20 樽澤　　吉之助　 長野- 188
21 柴田　　芳信　 長野- 190
22 小山　　吉正　 長野- 383
23 小山　　武男　 長野- 245
24 小山　　隆司　 長野- 408
25 内山　　友太　 長野- 326
26 内山　　進　 長野- 365
27 内山　　信行　 長野- 203
28 　久　保 勝山　　久男 長野- 321
29 勝山　　直美　 長野- 392
30 勝山　　幸一　 長野- 207
31 竹村　　かおり　 長野- 395

32 西澤　　秀雄　 長野- 384
うまいリンゴにこだわってい
ます。

33 勝山　　剛司　 長野- 875

34 勝山　　日出人　 長野- 307
Ｈ１７より農業専業。
Ｈ１８年認定農業者取得。

人工授粉により完全な結実
と大玉生産をしています。

35 勝山　　勝秋　 長野- 247

36 畔上　　信行　 長野- 343

６９歳　男性、リンゴを作っ
て５０年。

年間降水量の少ない、中山
間地を利用して日本一美味
しいリンゴを作りたいと頑張
っています。

37 勝山　　博司　 長野- 401
38 荻原　　幹幸　 長野- 3722
39 畔上　　秀　 長野- 210
40 勝山　　不二夫　 長野- 246

41 勝山　　信久　 長野- 177

消費者が好む「うまかっ
た」と思えるリンゴの生産
に努める。

有機質でまず土作り、安全
安心のリンゴ。　消費者の
声
をいつも忘れないで42 浦野　　次芳　 長野- 283

43 持田　　武信　 長野- 250
44 小山　　文治　 長野- 172
45 岡田　　寛　 長野- 356
46 勝山　　裕夫　 長野- 389
47 勝山　　忠明　 長野- 279
48 　赤　和 篠原　　今朝冶　 長野- 335
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49 岩崎　　和子　 長野- 385

リンゴ生産を始めて４０年
が経ちました。今年７１歳
になっても４人の孫と今年
も元気に高山村一美味し
いリンゴを作りたいと思っ
ています。今年も頑張る
ぞー。

おいしいリンゴを作るため
に
毎朝、毎夕、リンゴ達に会
いに畑に行こうと思いま
す。高山村で育まれたおい
しいリンゴを皆さんにお届
けしたいで
す50 藤沢　　浩志 長野- 3721

51 堀　　　 英雄　 長野- 306
52 牧　　　 睦　 長野- 320
53 井ノ浦　太市　 長野- 394
54 井ノ浦　栄一　 長野- 399

55 牧　　　 髞　 長野- 361

昭和１０年からリンゴ導
入、５６年退職。養蚕から
リン
ゴに転向、わい性ふじ植
栽（桑の跡地）つがるの
接木を始める。

サンサンたる太陽冷涼なる
この地に育った色良く、味
良く、かぶりつけるリンゴを
この地の特産品として守り
育てて行きたい。そのため
に農業の力が一層大切と
なる。

56 　　荒井原清水　　功三 長野- 271
57 清水　　勝三　 長野- 239

58 坂田　　敏郎　 長野- 268

リンゴ・ブドウ・桃・の栽培
をしています。

エコファーマーにより除草
剤を使わず草生栽培、性
フェロモン剤により農薬剤
減をしています。

59 畔上　　良次　 長野- 226
60 井浦　　正彦　 長野- 266

61 黒岩　　満男　 長野- 254

妻が一人でリンゴを栽培し
ております。大勢の方々
に教えていただき、助け
ていただき今日に来てお
ります。

畑の周りに石垣が多く、畑
に石も多いので、コンポスト
や、わらの代わりにケイフ
ンを入れて土作りをしてお
ります。今年は、８月の初
めから鈴虫ｆが鳴いて雉の
子が下枝のリンゴを食べ
ています。
こんな自然が残って欲しい
と思っています。

62 東方　　久雄　 長野- 227
63 松本　　峰二　 長野- 446

64 松本　　眞一　 長野- 241

「贈答リンゴ今年もお願い
します」の一言でもうしば
ら
くは栽培していこうと思っ
ています。

肥料は控え目、味の良い
ものに仕上げようとしてい
ま
す。

65 小出　　律子　 長野- 370



支　　会 氏　　名 認定番号 生産者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 栽培のこだわり

66 小出　　都子　 長野- 244

リンゴ作り５０年、８０歳の
老農ですが、おいしいリン
ゴを目指して頑張ってい
ます。

ＪＡの薬剤調合センターを
利用して安全・安心に心が
けています。コンフューザを
使用して減農薬に努めてい
ます。化学肥料をひかえ、
モーちゃんバーグ、カットわ
ら等を使って有機栽培を
行っています。

67 小出　　由紀　 長野- 405

68 﨤町　　善一　 長野- 223

豊かな自然の中で本物を
目指します。

さわやかな信州高山からさ
わやかな美味しいリンゴを
旬の風に乗せて。

69 小出　　勉　 長野- 349
70 西原　　由男　 長野- 355

71 山崎　　喜重　 長野- 251

優秀なＪＡ技術者に恵ま
れ、りんご・ぶどうを栽培し
ています。反収はぶどう・
時間収はりんご・味覚は
五分・農業を楽しみながら
やっています。

有機質を主体に取入れ、
減農薬に力を入れてりんご
を栽培しています。

72 山際　　幹男　 長野- 252
73 小出　　辰夫　 長野- 243
74 小出　　功　 長野- 288

75 戸田　　嘉三　 長野- 345

リンゴを作って５０年。 有機質にこだわり土作りに
力を入れ、リンゴ一つ一つ
に目を配り、当園の経験
と、
新しい技術でおいしいリン
ゴを作りました。農家の愛
情いっぱいの味をお楽しみ
下さい。

76 小出　　善則　 長野- 270
77 松本　　浩明　 長野- 176

78 柗本　　由里子 長野- 192

母、娘、２人仲良くリンゴ
作りをしています。

毎年、有機質をたっぷり入
れて、濃くとうまみのあるリ
ンゴを作っています。有機
質は高山村で作られた堆
肥（フクイハラコンポ）を使
い
地域循環型農業を徹底して
います。

79 戸田　　浩司　 長野- 390
80 牧　　　 幸夫　 長野- 364
81 小出　三千雄　 長野- 403
82 越　　　 忠義　 長野- 261
83 勝山　　正彦　 長野- 330
84 東方　　正樹　 長野- 327



支　　会 氏　　名 認定番号 生産者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 栽培のこだわり

85 石田　　浩士　 長野- 314

Ｈ２０年から妻と二人で、
美味しいリンゴを作ってい
ます。

有機栽培で、皆様に愛され
る、ジューシーでおいしいリ
ンゴを作って行きたいと
思っ
ています。

86 山﨑　　博史　 長野- 329
87 山崎　　文男　 長野- 331

88 山崎　　五十夫　 長野- 348

父から引き継いで６年
団塊の世代です。
母と共に

除草剤は一切使わず、有
機
質を入れています。性フェ
ロ
モン。共同薬調利用のエコ
ファ マ です

89 　紫 久保田　正男 長野- 277

90 西原　　忠雄 長野- 336

８０歳過ぎでも長年の
栽培経験を生かして良い
品物作ります。

消費者に喜んでもらえる様
なりんごの生産に心がけて
行きます。

91 山口　　昭男 長野- 397
92 久保田　和義 長野- 337
93 久保田　守 長野- 322
94 久保田　秀文 長野- 387

95 松本　　寿雄 長野- 308

本人、妻、子供（女）おば
あちゃんの４人家族です。
リンゴ作り２０年です。高
山村の中心でブドウ、プル
ーンを一緒に作る果樹専
門です。

リンゴはサンつがる、ｼﾅﾉｽ
ｲｰﾄ、ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ、王林、ふ
じで草刈を中心に除草し変
なものは入れないまかない
ので、春はタンポポ畑のよ
うで、夏はクローバー畑の
ようです。畑の周りに水仙
（春）ジャーマンアイリス
（初夏）むくげ（夏）が咲い
てます。

96 久保田　勝尋 長野- 398

97 久保田　小百合 長野- 295

嫁に来てから10年目頃、
姑から引継ぎリンゴ作りを
始めました。

安心、安全、美味しい、
愛情いっぱい育てていま
す。

98 松本　　哲夫 長野- 391

春は花、夏は緑、秋は紅、
冬は銀世界、リンゴは生
産も自然と一体です。小
さな経営ですが父から受
け継いで70年の歴史を刻
みました。味と美しさ、そし
て安心して食べられるリン
ゴ生産を求め続けて行き
ます。

減農薬、無化学肥料、を目
指してＪＡ高山リンゴ部会の
皆さんと共に産地のイメー
ジアップを進めて参ります。

99 田子　　十二 長野- 413
100 松本　　惠吉 長野- 182
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101 松本　　和実 長野- 342

結婚を期にリンゴ作り
一本で勝負しています。

安心・安全を第一とし、
とにかくおいしいリンゴ作り
をしています。

102 　二ツ石 市川　　長 長野- 324

リンゴ栽培50年になりま
す。
現在妻と２人でリンゴ栽培
をしています。認定農業者

安心、安全でおいしいリン
ゴ
作り、高山村のリンゴは温
暖化が進み、又土地にも恵
まれ栽培適地になり、美味
しいリンゴが栽培されるよう
になりました。有機肥料を
中心に土作りを進め、化学
肥料を減らし、又減農薬を
進めます

103 黒岩　　栗夫 長野- 376
104 松本　　総一郎 長野- 310

105 松本　　道子 長野- 297
藁や茅等入れ土作りに力を
入れている。

106 藤沢　　和子 長野- 272

一人で作るには多すぎま
すが、出来るかぎりがん
ばっていきたいと思ってい
ます。

107 黒岩　　稔 長野- 352

父母の跡を継ぎ夫婦二人
三脚でリンゴ作りをはじめ
て、４年目に成ります。

高山リンゴ部会の技術員の
方そして近所の方々の教え
を受けながら、土作りに特
に力を入れています。有機
肥料としてわら・もみ・草を
多く使用し、着色剤、化学
肥料に頼らない｢信州高山
さわやかリンゴ｣を作るため
に、努力しています。

108 藤澤　　貞男 長野- 340
109 松本　　正治 長野- 396

110 町田    弘子 長野- 276

平成１３年母から引継ぎ
リンゴ作りをしています。
平成１８年夫が退職して、
２人で頑張っています。

安全・安心はもとより美味し
いリンゴ作りに頑張ってい
ます。

111 須加尾　重雄 長野- 338

栽培面積は少ないです
が、リンゴ作り経験は長
いです。高齢夫婦で頑
張っています。

ﾌｪﾛﾓﾝ剤使用による減農薬
栽培で味の良いリンゴ作り
に徹しています。

112 黒岩　　敏博 長野- 323

113 竹内　　照男 長野- 309

３８年間のサラリーマン生
活から転じて、リンゴ栽培
１０年目を向かえた６６歳
のアップルマンです。頼り
になる母ちゃんと２人で毎
日楽しく、頑張っておりま
す。

一番のこだわりは、なんと
いっても｢美味しいリンゴ作
り｣です。その為に有機肥
料
（堆肥・菜種粕・鶏糞・etc）
を使用しています。
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114 中村　　守 長野- 296

115 　黒　部 藤澤　　久栄　 長野- 312

父ちゃん、母ちゃん、じい
ちゃん、ばあちゃんと４人
で頑張っています。

除草剤は極力使用しない。

116 湯本　　英男　 長野- 278
117 湯本　　直嗣　 長野- 305
118 湯本　　美知子　 長野- 187
119 黒岩　　清光　 長野- 191
120 湯本　　幸男　 長野- 170
121 　牧 山崎　　かをり　 長野- 302
122 牧　　　 秀美　 長野- 325

123 黒岩　　厚志　 長野- 375

Ｈ１７年エコファーマーを
取得した。ふじ主体のリン
ゴ園です。見晴らしの良
い園地で熟年夫婦が新し
い栽培方法に挑戦しなが
ら愛情を込めて作ってい
ます。

村で推進する安全・安心・
をもっとうに資源循環型堆
肥を使用し、雑草も極力刈
り取り、大きく蜜がたっぷり
の、完熟リンゴ作りを目指
しています。

124 山崎　　盟男　 長野- 3530
125 牧　　　 八百吉　 長野- 381
126 黒岩　　道広　 長野- 378

127 滝澤　　聖　 長野- 300

真心を込めて、リンゴを作
っています。 近、自分の
息子が｢お父さんのリンゴ
畑を継ぐのが僕の夢だ。｣
と語ってくれ、直一層リン
ゴ作りに熱が入っていま
す。
美味しいリンゴをつくる
ぞー。

一番は、一つ一つの作業を
心を込めて行うことにこだ
わ
っています。リンゴの味は、
生産者の心情や性格も表
れると思っているので自分
自身もリンゴの味とともに
磨いていかなければと思い
ます。摘果を特に重視して
います。家族で一致団結し
てリンゴの栽培に取り組ん
で参りたいです。

128 黒岩　　龍也　 長野- 347
129 黒岩　　勝洋　 長野- 332
130 山崎　　邦恵　 長野- 3529

131 黒岩　　伊助　 長野- 346

標高540ｍという立地条
件、さわやかな気候と好
適な土壌、太陽の光い
っぱい浴びて丹精こめ
て育まれた高山のリン
ゴです。夫婦二人三脚
で取り組んでいます。

ＪＡの指導のもと土作りから
こだわりお客様の（おいし
い）という声を励みに味を優
先して考えて栽培していま
す。

132 黒岩　　章　 長野- 317
133 牧　　　 善則　 長野- 311
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134 黒岩　　静男　 長野- 373

リンゴ栽培暦60年、いつ
の時代も消費者に喜ばれ
る安全・安心の美味しいリ
ンゴ生産を目指して頑
張っ
て居ります。

時代に合った品種更新を
し、減農薬（薬調利用）で
肥料は福井原コンポ5年
になります。10アール当り
軽トラ3台を入れ化学肥料
を減らし栽培、近年格段
と美味しくなり喜びの声、
又手紙が年々増えて参り
ました。80歳の老父婦婦
ですが命の限り消費者の
喜びを励みに頑張ります。

135 牧　　　 秀治　 長野- 359
136 山嵜　　律子　 長野- 289
137 黒岩　　重人　 長野- 281
138 黒岩　　悦夫　 長野- 267
139 黒岩　　徳松　 長野- 290
140 黒岩　　清信　 長野- 374
141 黒岩　　久幸　 長野- 265
142 黒岩　　一春　 長野- 377
143 牧　　　敏井　 長野- 299
144 山﨑　　繁栄　 長野- 315
145 黒岩　　和子　 長野- 386
146 山嵜　　和吉　 長野- 371
147 牧　　今朝吉　 長野- 274
148 牧　　袈裟雄　 長野- 354
149 黒岩　　太郎　 長野- 303

150 山﨑　　正太郎　 長野- 412

80歳ですが生涯現役を目
指して頑張っております。
昨秋より2歳と小１年の孫
を連れて子供達夫婦が同
居するようになり賑やかな
毎日です。

ＪＡリンゴ部会の指導によ
る栽培をしています。全国
に出荷されるリンゴが部会
名に恥じない安全で美味し
いリンゴになりますよう、会
員が一丸となって作業に取
り組んでいます。

151 藤澤　　伸夫　 長野- 3720
152 黒岩　　幸司　 長野- 167
153 黒岩　　敏美　 長野- 316
154 増田　　英人　 長野- 874
155 　　駒場 小林　　重男 長野- 301
156 (13) 涌井　　良夫 長野- 185
157 涌井　　清久 長野- 402
158 善哉　　茂雄 長野- 360
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159 涌井　　富生 長野-

５３歳頃から無農薬栽培
に
こだわりを持って家用野菜
作りをしている。６０歳定
年
後本格な農業に就農
３年目

ＪＡ須高の共同薬剤調合施
設を利用することで、違法
農薬、使用基準違反の防
止を図っている。コンフュー
ザーを使用し減農薬に努め
ている。除草剤使用せず、
機械を使って雑草を駆除。
ＥＭの活用自然農法を取
入れて行きたい。

160 涌井　　富久 長野- 168

161 涌井　　良三 長野- 224

リンゴ産地として立地条件
に恵まれ、南斜面の日当
たりの良い畑ですくすくと
育ったリンゴをどうぞ。

まず“土作り”を、有機質の
投入に力を入れておりま
す。

162 涌井　　正敏 長野- 353
163 善哉　　勇治 長野- 219
164 小林　　惠一郎 長野- 189
165 小林　　佐敏 長野- 198

166 涌井　　仙一郎 長野- 275

当地方のリンゴは近隣の
リンゴより、おいしいと言
わ
れ、祝、紅玉、国光の品
種の時より栽培していま
す。今は小面積ですが
ｼﾅﾉｽｲｰﾄとふじを頑張っ
て

減農薬・除草剤不使用・
化学肥料の低減等を図り、
安心･安全なリンゴ栽培を
しております。

167 涌井　　清二 長野- 344

168 桝形 本田　　己虎人　 長野- 418

中山田地区の南西傾斜
地で焦土質のガラ地の
為、ふじリンゴの 適地
で有り、甘味が強く味も
しまっているリンゴを作
って50年、誰にも負けな
いふじが取れます。

除草剤を使わない様に化
学
肥料も控えて、草生に力を
入れ早く大きくし、リンゴを
早期に出荷する。

169 西原　　善秋　 長野- 367

50年のリンゴ栽培の専業
農家です。これからも
ガンバリマス　宜しく

リンゴに適した中山間地で
草生栽培を中心に減農薬
を
使用し消費者に安心・安全
のリンゴ栽培をしておりま
す

170 西原　　朝美　 長野- 235

一年中リンゴのように真っ
赤な顔して一生懸命愛を
込めて作っています。

除草剤散布をせず、有機
栽培に心がけて安全な土
作りをし良いリンゴ作りを
目指して、頑張っています。
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171 水橋　　一夫　 長野- 240

現在、栽培暦25年、これ
か
らも妻と2人で安全で美味
しい「信州高山さわやか
リンゴ」を生産します。

この度、ﾌｪﾛﾓﾝ剤使用によ
る減農薬、有機質中心の
環境保全型農業を実施し、
エコファーマー認定しまし
た。安心・安全で美味しい
「信州高山さわやかリンゴ」
を消費者に提供していきま
す。

172 水橋　　才一郎　 長野- 369

リンゴ作り50年、妻と2人
で楽しんで栽培していま
す。

有機肥料を主として、低農
薬で太陽の恵みを大事に、
秋は反射ｼｰﾄを畑一面に
敷き、濃度の高い蜜入り、
リンゴを目指しています。

173 水橋　　克司　 長野- 334

長い間リンゴ農家で、
高齢の2人で経営してき
ました。

紫外線の強い準高冷地で、
有機質肥料を多く使い、
美味しいリンゴを作るように
心がけて努力しておりま
す。

174 小林　　邦英　 長野- 242

リンゴ農園ではエコファー
マー認定を、
平成17年11月1日に
受けました。

リンゴ栽培に堆肥等の有機
質肥料を施用し、農薬も
フェ
ロモン剤利用を行い極力農
薬を少なくした栽培技術を
導入しています。消費者の
皆さんへ安心・安全をお届
けするリンゴ栽培を目指し
ています。また除草剤を使
わない、環境にやさしい土
作りと太陽の照りついた美
味しい蜜入りリンゴを作っ
ています。

175 浅野　　鋼　 長野- 233

栽培暦67年を誇る古い農
家です。より良い品物作り
に励んでおります。

化学肥料を使用せず堆肥
を
使い育成したおいしいリン
ゴ
です

176 武内　　晃　 長野- 225

80歳ですが、もう少し美味
しいリンゴ作りをしたいで
す。

部会の指導により安全な
高山村のうまいリンゴ作り
努力します。

177 片桐　　浩　 長野- 212

18歳から農業一筋に頑張
ってきたので栽培技術に
は自身がああります。

フクイハラコンポや牛糞を
投入し化学肥料を減らした
味の良いリンゴを生産して
います。

178 竹内　　眞澄 長野- 175

老夫婦で、リンゴの畑には
いろいろな品種を取入れ
て、消費者皆様の要望に
答えております。

化学肥料は一切使用しな
い
藁と油粕・鶏糞で土作りをし
て味の良いリンゴを作って
います。
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179 竹内　　勝男　 長野- 221

高山村クリーンフルーツ協
議会が第一回全国環境保
全型農業推進ｺﾝｸｰﾙにお
いて全国農協中央会長賞
を受賞しました。その栽培
方法を継続して、美味しい
リンゴの生産に励んでいま
す。高山共撰所から「信州
高山さわやかリンゴ」の名
称でＰＲしていますので、
一度召し上がってみて
下さい。

180 眞出　　智真　 長野- 287

光西寺というお寺が所有
するリンゴ畑で収穫された
リンゴです。

お寺で収穫されたリンゴで
す。お仏壇にお供えしても
恥ずかしくないリンゴ作りを
目指します。

181 田尻　　賢治　 長野- 319

64歳　妻と2人で美味しい
リンゴ作りに頑張っていま
す。

性フェロモン剤を使用し、減
農薬で作っています。標高
（550ｍ）の南傾斜で昼夜の
温度差により美味しいリン
ゴを作っています。

182 津神　　清美　 長野- 228

リンゴ作り60余年になりま
す。40年来のお客様から
毎年「美味しいよ」の一言
で日々頑張っています。
72歳の義母中心に、義父
担当の仕事、主人と私担
当の仕事、そして家族全
員で力を合わせての仕事
と、日々は目まぐるしく、そ
して楽しくリンゴ作りに励
ん
でいます。

義父のモットーは「生産者
が納得出来た味でなけれ
ば人様に出すな」です。美
味しいリンゴは土作りから
です。有機肥料中心に家
族全員が納得した味が
出るまで「美味しいリンゴ」
作りにこだわっています。

183 加藤　　みつえ　 長野- 260

リンゴ作りはまだ日の浅い
私ですが、一番美味しいと
いわれるリンゴ作りをめざ
し
ています。

安全･安心なリンゴの栽培
に取り組んでいます。有機
肥料を使っています。

184 　中　原 阿藤　　清喜　 長野- 264

185 西原　　渉　 長野- 236

母親と2人で兼業で栽培し
ています。栽培面積は少
ないのですが、頑張って
います。

平成17年にエコファーマー
を取得しました。出来る限り
安全な物を作れるよう心が
けています。

186 西原　　三恵子　 長野- 237

自然災害がないよう祈り
つつ頑張っています。

おいしいネ・・・と言ってもら
えるリンゴを作って行きたい
と思ってます。



支　　会 氏　　名 認定番号 生産者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 栽培のこだわり

187 堀江　　繁太郎　 長野- 298

自分が食べて美味しいリ
ンゴ作りを妻と2人でやっ
ています。

減農薬と有機肥料にこだわ
っています。特に減農薬は
平成3年度から全国に先駆
けて性フェロモン剤（コン
ヒューザー）を使用して殺虫
剤を減らした防除を行って
います。消費者の皆様の
体に良いことであると確信
して18年以上も続けてい
ます。また土作りは有機
肥料を主に減化学肥料に
取り組んでいます。

188 島田　　恒男　 長野- 382

189 原　　　 園子　 長野- 379

標高550メートルの好条
件に恵まれる土地でリン
ゴ
作りを始めて50年になりま
す。過去に賞を頂いた事
もあります。

堆肥等有機質資材施用
有機質肥料施用
フェロモン剤利用による
減農薬栽培

190 藤沢　　忠一郎　 長野- 180

191 沖島　　順子　 長野- 414

兼業農家なので、なかな
か手が回らない部分もあ
り
ますが、出来る限り頑張っ
ていこうとおもいます。

リンゴ栽培は自然（霜・台
風）に左右され易いので
なんとか少しでも回避でき
るように心掛けてはいるの
ですが・・・。毎年暮れには
「来年こそはいいリンゴを」
と願いを込めて反省をしつ
つ次の年につなげていま
す。

192 渋谷　　智義　 長野- 284

我が家は、私本人と妻と
父・子供2人（双子）の5人
家族です。農作業は基本
的に家族中心でやってい
ます。

エコファーマー取得前より、
有機栽培に取り組んでいま
したが取得後は一層有機
栽培に力を入れてリンゴ
栽培に頑張っています。
こだわりは草生栽培に村
で生産しているフクイハラ
コンポを使い土作りに力を
入れています。又我家にも
子供が2人いますので今ま
で以上に安全・安心な農作
物作りに取り組んでいま
す。

193 片桐　　勝弘　 長野- 222

194 宮崎　　秀男　 長野- 257

妻と2人で第2の人生、お
いしいと喜ばれるリンゴ
作りにかけております。

化学肥料を極力控え、有機
栽培で樹勢をコントロール
し、ジューシーでうまいリン
ゴ作りに務めています。
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195 片桐　　宝輝　 長野- 186

私は兼業農家として46
年、
勤めを退職後は専業とし
て環境にやさしい農業へ
の取り組み、安全で美味
しい農作物を作ることに
専念しております。

人工性フェロモン剤の使用
による減農薬栽培、完熟
堆肥の施用により化学肥
料の低減を図り、有機栽
培への取り組み「作物の
品質向上」に努力し、安全
で安心なリンゴを提供しま
す。

196 　三　郷 篠原　　豊　 長野- 193

197 関原　　勝芳　 長野- 280
旬の味、もいひとつ食べ
たいおれんちのリンゴ

おいしさを笑顔に
この土でのリンゴ作り

198 臼田　　正次　 長野- 194
199 坪井　　開　 長野- 350
200 坪井　　宗臣　 長野- 286

201 西原　　茂生司　 長野- 218

妻と2人でリンゴ作りに努
めて居り、おいしい高山の
リンゴを食べてみて下さ
い。りんごと巨峰を栽培
しています。

安全・安心のりんごの栽培
に取り組みながら消毒は
共同の薬調で行いコンフュ
ーザーを使用しておいしい
りんご作りに取り組んで
栽培しています。

202 西原　　理治　 長野- 285

親子3人で楽しく栽培して
います。高山のリンゴはど
こよりウマイと言われるの
が生きがいです。親は年
金（共済・国民）農業です
が生涯現役を目指しま
す。

地球からお借りした土地。
水・空気と太陽の恵みをい
ただき、春は剪定からモー
チャンバーグ撒き、受粉、
来年用花粉とり、フェロモン
トラップ付け、病害虫発生
予防による共同薬調利用
と安全農薬使用10回、
草刈草生栽培、ケイフン施
用、反射マルチ、成り枝支
柱立、葉つみ、玉まわし、
ＪＡ有機配合施肥等々、リ
ンゴ部会の方針に沿い、
ずくを出し汗をかいていま
す。この事が安心・安全う
まい高山ﾘﾝｺﾞの基になっ
ています。

203 篠原　　隆志　 長野- 173
204 壷井　　善之　 長野- 201

205 西原　　正義　 長野- 171
味本位に考えて、栽培して
います。

206 西原　　瀧雄　 長野- 199
207 久保田　祐司　 長野- 318
208 臼田　　文男　 長野- 213
209 久保田　亀三郎　 長野- 195
210 久保田　久子　 長野- 259
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211 西原　　広志 長野- 328

三方、山に囲まれて清ら
かな空気に中で年にも負
けず、頑張っています。

化学肥料の少なく稲藁・
堆肥等、土作りに気をつけ
ています。

212 毛利　　純一　 長野- 179

213 湯本　　初子　 長野- 202

今は一人高齢で人をお願
いし出来るかぎり頑張っ
ています。

種カス・フクイハラコンポな
ど有機肥料を多く使いおい
し
いリンゴを生産出来るよう
つとめています

214 湯本　　友善　 長野- 416

私と妻、母、3人で作って
おります。リンゴ作りは50
年以上で、私も30年余り
携わっています。定年が
無いので体が続く限り作
りたいと思っております。

高山リンゴ部会の指導に
より、安心･安全・真心込
めて味の良いリンゴを生
産しています。

215 宮崎　　園江　 長野- 258
216 宮崎　　幸夫　 長野- 291
217 宮崎　　敏子　 長野- 304
218 生駒　　一郎　 長野- 368

219 なかひら 山﨑　　袈裟一　 長野- 184

信州高山の大自然の
標高600メートルの北の
地で環境にやさしい果樹
農業に取り組んでいます。

ふりそそぐ太陽の光をいっ
ぱいに浴びた、無袋リンゴ
に命をかけて頑張っていま
す。

220 平林　　啓次　 長野- 169

平成元年定年で勤務所を
退職し、以後、専業農家
の後継者としてリンゴ作り
に専念している。家族は
6人、リンゴ60アールの
ほか、米･野菜40アール
栽培している。当地は、
標高600ｍ、水、空気と
も澄んでおり、生産物の
味はどこよりも優れてい
るとの評価を得ている。

生命のあるものには、可能
な思いやりを施すことを先
ず
心がけている。消費者の
「食の安全･安心」の為に
共撰所指導に沿ったリンゴ
管理（農薬の削減等）と各
種講習会への参加、味の
良いリンゴ作り。

221 山﨑　　早苗　 長野- 214

222 山﨑　　哲男　 長野- 197

両親が育てたリンゴの木
（田畑）今は私達夫婦が
守らなければと頑張って
います。畑仕事で流す
汗は、大変だけれど気
持ちいーですよ・・・

リンゴ大好きの大家族で
す。
子や孫も食べるものだか
ら、
やはり「食の安全･安心」が
第一です。減農薬・除草剤
ゼロに徹しています。
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223 山崎　　修邦　 長野- 215

我家では、つがる35ａとい
った中間品種を取り入れ、
標高600ｍの位置に施て
栽培しております。Ｈ21年
からはｼﾅﾉｽｲｰﾄ若木に切
り替え始め現在ｽｲｰﾄが
赤々と太陽の日を受けな
がら成長しております。
ＪＡさんの指導に依り実
のかたいリンゴと共に
赤々とした味の良いリン
ゴ作りに取り組んでいま
す。

標高差を利用した、味の良
いリンゴ作りに頑張って居
り
ます。紅玉も作って居りま
す。
10月中旬にはあちこちから
注文を受け皆様に大好評
とされています。

224 山﨑　　重信　 長野- 282
225 山﨑　　潔　 長野- 380

226 山﨑　　長生　 長野- 178

リンゴ栽培暦60年、定年
退職後10年、妻と2人で
品質重点主義で、リンゴ
専業（勤務中の技術発
揮）標高600ｍと北風の
ない、リンゴ栽培 適地
で味良好と評価されて、
贈答リンゴふじ殺到。

果樹試験場、ＪＡ須高の技
術等を忠実に守り味にこだ
わっている。特に剪定に重
点を置き、人工授粉を完全
実施し農薬をていねいに散
布して適期作業に心がけて
いる。

227 山﨑　　親房　 長野- 404

228 山﨑　　隆昭　 長野- 217

会社を退職して7年にな
り、
その時植えたリンゴの木
もようやく実も成り、これか
ら楽しくりんご栽培、又
農作物を栽培して食の
「安全･安心」に心がけ
ています。

孫が、美味しそうに食べる
顔が見たくて一日一日ガン
バッテ、リンゴ栽培をして
います。

229 山﨑　　朝男　 長野- 216

230 牧　　　 郁夫　 長野- 205

厳しい世の中です、老人
になってリンゴ栽培も大変
ですが負けず頑張ってい
きたいです。

毎年、敷きワラを入れて
堆肥にした居ります。

231 奥山田 山﨑　良彦　 長野- 872

232 藤沢　　勉　 長野- 273

妻と母がやっている兼業
農家ですが、消毒だけは
自分が朝起きをしてやっ
ています。「藤沢さん家の
りんごおいしいよね」と
言っ
てもらえ喜んでいます。

有機肥料（フクイハラコン
ポ）
を中心に土作りをして草刈
り
に精を出し雑草も肥料とし
て
使っています。見かけよりも
味重視、早出しはせずじっ
く
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233 宮川　　勝　 長野- 292

我家は81歳の父と42歳の
娘と力を合わせてリンゴを
作っています。リンゴを作
り始めて30年以上になり
ますが、一年一年が勉強
で「おいしいねエ」と言わ
れると本当に嬉しいもの
です。県外に嫁いだ娘の
家では高山のリンゴを食
べると他のものは食べれ
ないと絶賛してくれてい
ます。

あっという間に伸びる草で
すが除草剤を使わず草刈
をします。年間５～６回草
刈をするのは大変ですが、
出来るだけ薬剤を使わな
いよう心がけています。
肥料もリンゴ専用の有機
肥料や牛糞とオガクズを
混ぜた堆肥を入れ、畑の
土は柔らかいです。また、
リンゴは朝晩気温が下が
らないと味がのらないの
で、ふじは本当に美味し
くなるのを待って収穫し
ます。だから本当に美味
しいです。

234 藤沢　　恵一　 長野- 351

235 宮川　　正康　 長野- 256

本人・妻・子供・孫親子
三代でリンゴ作りに励ん
でいます。大自然を満喫し
ながら楽しんでいます。

農薬・除草剤を極力控え、
化学肥料よりも有機肥料、
土壌改良剤を使い「安全･
安心なりんご」「又食べたく
なるりんご」と味本位で、
日本で一番おいしいりんご
　と自負しています。

　合　　計


