
（ha）

2018050101

広島市

安佐南区

水田 114

畑 248

計 1,039

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

・認定農業者　　　（一般法人　 ４経営体）

計 167 ・新規就農者　　　（　　　　　 　経営体）

2018050102 安佐北区

水田 791
水稲

施設野菜
（コマツナ，ホウレンソウ，シュンギ
ク，ミズナ，青ネギ）

酪農

・集落法人　　　　（　　     　  経営体）

水稲

施設野菜
（コマツナ，ホウレンソウ，シュンギ
ク,ミズナ）

・集落法人　　　　（　　     　３経営体）

畑 53 ・農業参入企業　　（　　     　２経営体）

樹園地 0 ・認定農業者　　　（個人　   １４経営体）

その他 0

樹園地 0 ・認定農業者　　　（個人　   　　経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　 ２経営体）

・新規就農者　　　（　　　　 　８経営体）

2018050103 安芸区

水田 60

水稲

・集落法人　　　　（　　         経営体）

畑 16 ・農業参入企業　　（　　       ２経営体）

・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 0 ・認定農業者　　　（個人　   ３５経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　 ４経営体）

62 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 8 ・認定農業者　　　（個人　  　 ７経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　 ２経営体）

計 76 ・新規就農者　　　（　　 　　　１経営体）

2018050104 佐伯区

水田 313

水稲

酪農

・集落法人　　　　（　　         経営体）

畑

計 383 ・新規就農者　　　（　　　 　　２経営体）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑 約7 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 約2 ・認定農業者　　　（個人　  　 ２経営体）2018050201

呉市

郷原町

水田 約75

水稲

その他

畑 約53 ・農業参入企業　　（　　    　 １経営体）

樹園地 約45 ・認定農業者　　　（個人  　 １７経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

・認定農業者　　　（一般法人　　 経営体）

計 約84 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

2018050202 音戸町，倉橋町

水田 約20 野菜
（トマト,ネギ,ダイコン,エダマメ
等）

果樹
（カンキツ）

花き
（バラ等）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

約7 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 約144 ・認定農業者　　　（個人　  　 　経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 　経営体）

計 約118 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018050203 下蒲刈町，蒲刈町

水田 約1

野菜
（イチゴ）

果樹
（カンキツ）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑

約13 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 約10 ・認定農業者　　　（個人　　 　１経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 約152 ・新規就農者　　　（　　　　 　３経営体）

2018050204 安浦町

水田 約131

水稲

果樹
（イチジク，ビワ）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑

約3 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 約459 ・認定農業者　　　（個人　   １０経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 　経営体）

計 約154 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

2018050205 豊浜町，豊町

水田

果樹
（カンキツ）

・集落法人　　　　（　　   　  １経営体）

畑

その他 4 ・認定農業者　　　（一般法人　 ５経営体）

計 599 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

畑 127 ・農業参入企業　　（　　       　経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　     ３経営体）

計 約462 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

2018050307

竹原市

北部
（仁賀・田万里・西野・
新庄・東野・小梨）

水田 468 水稲

野菜
（アスパラガス，いちご，カボチャ）
果樹
（イチジク，ブドウ）
花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　       ２経営体）

・認定農業者　　　（個人　  　 １経営体）

その他 1 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 839 ・新規就農者　　　（　　 　　　１経営体）

2018050308
南部

（下野・竹原・大井・吉
名・忠海・福田・高崎）

水田 307 水稲

野菜
（バレイショ，アスパラガス）
果樹
（イチジク，ブドウ）
花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　         経営体）

畑 531 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地



（ha）

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 2,081 ・新規就農者　　　（　　　　 　１経営体）

畑 828 ・農業参入企業　　（　　     　１経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　  　 ６経営体）2018050401

三原市

旧三原市

水田 1,253 水稲
野菜
（キャベツ，バレイショ，ワケギ，
アスパラガス，ナス，サトイモ，
スイートコーン，レンコン，白ネギ，
トマト）
花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     　５経営体）

・認定農業者　　　（個人　  　 ４経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 　経営体）

計 766 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

2018050402 本郷町

水田 661 水稲
野菜
（キャベツ，バレイショ，ワケギ，
アスパラガス，ナス，サトイモ，
スイートコーン，レンコン，白ネギ，
トマト）
花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     　２経営体）

畑 105 ・農業参入企業　　（　　     　１経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　     ４経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 ５経営体）

計 1,242 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

2018050403 久井町

水田 1,106 水稲
野菜
（キャベツ，バレイショ，ワケギ，
アスパラガス，ナス，サトイモ，
スイートコーン，レンコン，白ネギ，
トマト）
花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     １７経営体）

畑 136 ・農業参入企業　　（　　     　３経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   １０経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 ２経営体）

計 1,797 ・新規就農者　　　（ 　　　　　１経営体）

2018050404 大和町

水田 1,537 水稲
ハトムギ
野菜
（キャベツ，バレイショ，ワケギ，
アスパラガス，ナス，サトイモ，
スイートコーン，レンコン，白ネギ，
トマト）
花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     １２経営体）

畑 260 ・農業参入企業　　（　　     　２経営体）

樹園地

・集落法人　　　　（　　     　６経営体）

畑 158 ・農業参入企業　　（　　     　１経営体）

樹園地 2 ・認定農業者　　　（個人　  　 ２経営体）2018050501

尾道市

御調

水田 553

水稲

大豆

野菜類その他 0

畑 715 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 1 ・認定農業者　　　（個人　   １５経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　 　経営体）

・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 713 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

2018050502
旧尾道市

（旧尾道市丘陵沿岸地域）

水田 497
水稲

野菜
（ワケギ）

果樹
（イチジク，ブドウ，モモ）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

355 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 0.2 ・認定農業者　　　（個人　  　 ７経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　　 経営体）

計 1,213 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

2018050503 向島
（旧向島町）

水田 0

野菜
（トマト，ネギ，ワケギ）

果樹
（カンキツ，イチジク，モモ）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑

706 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 3 ・認定農業者　　　（個人　   ２４経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　　 経営体）

計 355 ・新規就農者　　　（　　　　　 ３経営体）

2018050504
因島

（旧因島市）

水田 0.6

野菜
（キヌサヤエンドウ，キャベツ，スイ
カ，ワケギ）

果樹（カンキツ）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑

1,017 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 50 ・認定農業者　　　（個人　   ６９経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　 ２経営体）

計 710 ・新規就農者　　　（　　　　　 　経営体）

2018050505
瀬戸田

（旧瀬戸田町）

水田 1.2

果樹
（カンキツ）

・集落法人　　　　（　　     　１経営体）

畑

計 1,068 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）



（ha）

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

・集落法人　　　　（　　       ２経営体）

畑 約510 ・農業参入企業　　（　　       ６経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　   ２３経営体）2018050601

福山市

福山
(松永，北部，新市，沼
隈，神辺区域を除く範囲)

水田 約640

野菜
（クワイ，ホウレンソウ）

果樹
（イチジク，ブドウ）その他

畑 約320 ・農業参入企業　　（　　       １経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　     ５経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

・認定農業者　　　（一般法人   ９経営体）

計 約1,150 ・新規就農者　　　（　　　　   ５経営体）

2018050602

松永
(今津町，金江町，神村

町，高西町，東村町，藤江
町，本郷町，松永町，南松
永町，南今津町，宮前町，

柳津町)

水田 約420

野菜
（イチゴ）

果樹
（カキ，イチジク）

・集落法人　　　　（　　       １経営体）

約450 ・農業参入企業　　（　　       ８経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　 　１７経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 １１経営体）

計 約740 ・新規就農者　　　（　　　　   １ 経営体）

2018050603
北部

(芦田町，駅家町，加茂
町，山野町)

水田 約1,000

水稲

野菜
（クワイ，イチゴ）

・集落法人　　　　（　　       ２経営体）

畑

約100 ・農業参入企業　　（　　      　 経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　     ３経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 ２経営体）

計 約1,450 ・新規就農者　　　（　　　　   １経営体）

2018050604
新市

（新市町）

水田 約240

水稲

野菜
（アスパラガス）

・集落法人　　　　（　　       １経営体）

畑

・新規就農者　　　（　　　　   ９経営体）

2018050606
神辺

（神辺町）

水田 約650 水稲

野菜
（アスパラガス，クワイ）

果樹
（モモ）

・集落法人　　　　（　　       １経営体）

畑

約380 ・農業参入企業　　（　　         経営体）

樹園地 約40 ・認定農業者　　　（個人　   ２３経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人   １経営体）

計 約340 ・新規就農者　　　（　　　　     経営体）

2018050605
沼隈

（沼隈町，内海町）

水田 約130

果樹
（ブドウ）

・集落法人　　　　（　　       １経営体）

畑

計 約860 ・新規就農者　　　（　　　　   １経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 1,144 ・新規就農者　　　（　　　　 　３経営体）

畑 425 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 42 ・認定農業者　　　（個人　   １７経営体）2018050701 府中市 府中市全域

水田 677 水稲
（主食用米，ＷＣＳ用稲）

野菜
（キャベツ，アスパラガス，ハクサ
イ）

酪農

・集落法人　　　　（　　     　７経営体）

約210 ・農業参入企業　　（　　         経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　     ７経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人   ２経営体）

計 約550



（ha）

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

その他 0.7 ・認定農業者　　　（一般法人　 ７経営体）

計 3,121 ・新規就農者　　　（   　　　　５経営体）

畑 454 ・農業参入企業　　（　　     　１経営体）

樹園地 0 ・認定農業者　　　（個人　   １９経営体）2018050801

三次市

旧三次市

水田 2,667 野菜
（アスパラガス）

果樹
（ブドウ）

花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     １３経営体）

0 ・認定農業者　　　（個人　     １経営体）

その他 5 ・認定農業者　　　（一般法人　 ３経営体）

計 390 ・新規就農者　　　（　　　　　 　経営体）

2018050802
君田町

（旧君田村）

水田 353

野菜
（アスパラガス）

花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     　４経営体）

畑 32 ・農業参入企業　　（　　     　  経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　  　 ７経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 352 ・新規就農者　　　（　　　　   １経営体）

2018050803
布野町

（旧布野村）

水田 312

野菜
（アスパラガス）

・集落法人　　　　（　　     　３経営体）

畑 40 ・農業参入企業　　（　　  　 　１経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　  　 １経営体）

その他 5 ・認定農業者　　　（一般法人　   経営体）

計 464 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018050804
作木町

（旧作木村）

水田 341

野菜（アスパラガス）

果樹（ナシ）

花き（リンドウ）

・集落法人　　　　（　　     　１経営体）

畑 117 ・農業参入企業　　（　　       　経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　     ４経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 662 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

2018050805
吉舎町

（旧吉舎町）

水田 549

野菜
（アスパラガス，ヤマノイモ）

・集落法人　　　　（　　       ２経営体）

畑 114 ・農業参入企業　　（　　     　１経営体）

樹園地

0 ・認定農業者　　　（個人　  　 ４経営体）

その他 0 ・認定農業者　　　（一般法人　 ５経営体）

計 589 ・新規就農者　　　（　　　　　 　経営体）

2018050806
三良坂町

（旧三良坂町）

水田 449

麦

野菜（アスパラガス）

果樹（ブドウ）

・集落法人　　　　（　　    　 ２経営体）

畑 140 ・農業参入企業　　（　　     　  経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   　９経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　５経営体）

計 1,014 ・新規就農者　　　（　　　　　 ３経営体）

2018050807
三和町

（旧三和町）

水田 923

野菜
（アスパラガス）

花き

・集落法人　　　　（　　       ９経営体）

畑 91 ・農業参入企業　　（　　       　経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   １６経営体）

その他 0.7 ・認定農業者　　　（一般法人　 ２経営体）

計 698 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018050808
甲奴町

（旧甲奴町）

水田 585

野菜（アスパラガス）

豆類（カーターピーナッツ）

・集落法人　　　　（　　   　  １経営体）

畑 112 ・農業参入企業　　（　　     　  経営体）

樹園地



（ha）

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

・集落法人　　　　（　　   　１４経営体）

畑 385 ・農業参入企業　　（　　     　２経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　 　２６経営体）2018050901

庄原市

旧庄原市

水田 2,072

野菜
（ホウレンソウ，アスパラガス，
青ネギ）

その他

畑 134 ・農業参入企業　　（　　     　１経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　   ３０経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　３経営体）

・認定農業者　　　（一般法人 　４経営体）

計 2,457 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018050902 西城町

水田 656
野菜
（ホウレンソウ，アスパラガス，
トマト，青ネギ，夏秋イチゴ）

花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     　３経営体）

214 ・農業参入企業　　（　　       ４経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　   ３９経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　６経営体）

計 790 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018050903 東城町

水田 1,467
野菜
（ホウレンソウ，アスパラガス，
トマト，ダイコン，夏秋イチゴ，
キャベツ）

花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　       ６経営体）

畑

45 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　     ８経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人   ２経営体）

計 1,681 ・新規就農者　　　（　　　　   ２経営体）

2018050904 口和町

水田 583

野菜
（アスパラガス）

・集落法人　　　　（　　       ５経営体）

畑

146 ・農業参入企業　　（　　       ３経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　   ４７経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 628 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

2018050905 高野町

水田 618

野菜
（ホウレンソウ，アスパラガス，
トマト，ダイコン，夏秋イチゴ，
キャベツ）

・集落法人　　　　（　　       ６経営体）

畑

67 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　   １２経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　　 経営体）

計 764 ・新規就農者　　　（　　　　　 ９経営体）

2018050906 比和町

水田 469

野菜
（ホウレンソウ，アスパラガス）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑

62 ・農業参入企業　　（　　       １経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　     ３経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　   経営体）

計 536 ・新規就農者　　　（　　　　　   経営体）

2018050907 総領町

水田 133

野菜
（ホウレンソウ，アスパラガス）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑

計 195 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑 17 ・農業参入企業　　（　　    　   経営体）

樹園地 1 ・認定農業者　　　（個人  　     経営体）2018051001 大竹市 大竹市全域

水田 66

水稲

野菜
その他 ・認定農業者　　　（一般法人　   経営体）

計 84 ・新規就農者　　　（　　　　　   経営体）



（ha）

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

2018051101

東広島市

西条町

水田 1,393
水稲

野菜
（アスパラガス，白ネギ，ハクサイ）

果樹
（西条柿）

・集落法人　　　　（　　     　５経営体）

・認定農業者　　　（個人　   　５経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　２経営体）

計 748 ・新規就農者　　　（　　　　　 　経営体）

2018051102 八本松町

890

水稲

野菜
（ネギ，レンコン）

・集落法人　　　　（　　     　３経営体）

畑 137 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　３経営体）

計 1,530 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

畑 137 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　   　７経営体）

計 1,303 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

2018051104 高屋町

水田 1,126

水稲

野菜
（アスパラガス，ピーマン）

・集落法人　　　　（　　     １０経営体）

畑 177 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

水田 659
水稲

野菜
（アスパラガス，白ネギ，ハクサイ）

果樹
（西条柿）

・集落法人　　　　（　　     　１経営体）

畑 90 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   １０経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　５経営体）

計 1,027 ・新規就農者　　　（　　　　　 ４経営体）

2018051103 志和町

水田

2018051106 福富町

水田 514

水稲

野菜
（ナス，カボチャ）

・集落法人　　　　（　　     　１経営体）

畑 92 ・農業参入企業　　（　　     　  経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　  　 ５経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　１経営体）

計 1,010 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018051105 黒瀬町

水田 866

水稲

野菜
（ナス，白ネギ，タマネギ）

・集落法人　　　　（　　     　１経営体）

畑 144 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

2018051108 河内町

水田 785
水稲
大豆
野菜
（アスパラガス）
果樹
（西条柿）
ソバ

・集落法人　　　　（　　     　３経営体）

畑 153 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   １２経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　　経営体）

計 1,005 ・新規就農者　　　（　　　　　 ３経営体）

2018051107 豊栄町

水田 872

水稲

野菜
（キャベツ，ピーマン，ゴボウ）

・集落法人　　　　（　　     　９経営体）

畑 133 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   　２経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　３経営体）

計 779 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

2018051109 安芸津町

水田 321
水稲

野菜
（バレイショ）

果樹
（ビワ，カンキツ）

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑 458 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   　４経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　　経営体）

計 938 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

・認定農業者　　　（個人　  　 ３経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　１経営体）

計 606 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

・認定農業者　　　（個人　   １０経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　　経営体）



（ha）

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

2018051401 江田島市 江田島市全域

水田 257

野菜
（キュウリ）

花き
（キク）

・集落法人　　　　（　　     ２３経営体）

畑 約800 ・農業参入企業　　（　　     　３経営体）

樹園地 約300 ・認定農業者　　　（個人　   ８５経営体）2018051301 安芸高田市

安芸高田市全域

（吉田町，八千代町，美土
里町，高宮町，甲田町，向

原町の範囲）

水田 約3,500

水稲

野菜
（ネギ，アスパラガス，ブロッコ
リー，軟弱野菜）その他 約500

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　５経営体）

計 1,081 ・新規就農者　　　（　　　　 　４経営体）

・集落法人　　　　（　　     　２経営体）

畑 645 ・農業参入企業　　（　　     　７経営体）

樹園地

2018051801 大崎上島町 大崎上島町全域

水田 107

野菜
（トマト）

果樹
（カンキツ，ブルーベリー）

・集落法人　　　　（　　       １経営体）

畑 215 ・農業参入企業　　（　　       ２経営体）

樹園地 34 ・認定農業者　　　（個人　  　 ２経営体）2018051601 安芸太田町 安芸太田町全域

水田 626

水稲

野菜
（ホウレンソウ，コマツナ，広島菜，
カボチャ）

その他 64

その他 1 ・認定農業者　　　（一般法人　 　経営体）

計 1,100 ・新規就農者　　　（　　　　　 ６経営体）

・集落法人　　　　（　　       ３経営体）

畑 56 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 936 ・認定農業者　　　（個人　   １９経営体）

・認定農業者　　　（一般法人 　１経営体）

計 939 ・新規就農者　　　（　　　　　 　経営体）

2018051201 廿日市市
廿日市市全域

（旧佐伯町，旧吉和村）

水田 673
水稲

野菜
（ホウレンソウ，コマツナ，ナス，タ
マネギ，イチゴ，キャベツ，トマト，
アスパラガス，ねぎ）

その他 30 ・認定農業者　　　（一般法人　 ７経営体）

計 823 ・新規就農者　　　（　　　　　 ３経営体）

・集落法人　　　　（　　     　２経営体）

畑 102 ・農業参入企業　　（　　    　 ２経営体）

樹園地 18 ・認定農業者　　　（個人   　２１経営体）

178.6 ・認定農業者　　　（個人　   １３経営体）

・認定農業者　　　（一般法人 ２９経営体）

計 約5,100 ・新規就農者　　　（　　　　 　９経営体）

2018051501 熊野町 熊野町全域

水田 99
水稲

大豆

野菜類

花き

その他 34

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 ２１経営体）

7 ・認定農業者　　　（個人　　 １５経営体）

・認定農業者　　　（一般法人　 １経営体）

計 152 ・新規就農者　　　（　　　　　　 経営体）

2018051701

・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

・集落法人　　　　（　　   　１６経営体）

畑 67 ・農業参入企業　　（　　   　  ４経営体）

樹園地

・集落法人　　　　（　　     　　経営体）

畑 18 ・農業参入企業　　（　　       　経営体）

樹園地 1 ・認定農業者　　　（個人　  　　 経営体）

2 ・認定農業者　　　（個人　 　１２経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 ９経営体）

計 588 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018051702
大朝

（旧大朝町）

水田 555

水稲

野菜
（トマト，ブロッコリー，白ネギ)

・集落法人　　　　（　　    　 ７経営体）

畑 31 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

北広島町

千代田

（旧千代田町）

水田 1,090
水稲

小麦

野菜
（トマト，キャベツ，ブロッコリー，
白ネギ)

計 1,164

6 ・認定農業者　　　（個人　   ３１経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 １２経営体）

計 709 ・新規就農者　　　（　　　     １経営体）

2018051703
豊平

（旧豊平町）

水田 654

水稲

ソバ

花壇苗

・集落法人　　　　（　　   　  ４経営体）

畑 49 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

5 ・認定農業者　　　（個人　   ２９経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人　 ８経営体）

計 607 ・新規就農者　　　（　　　　　 １経営体）

2018051704
芸北

（旧芸北町）

水田 562

水稲

野菜
（トマト，キャベツ，ホウレンソウ)

・集落法人　　　　（　　       ４経営体）

畑 40 ・農業参入企業　　（　　     　２経営体）

樹園地



（ha）

農地中間管理事業における借受希望者の募集区域一覧　【平成３０年度】　　

〔募集期間　平成30年5月１日（火）～平成31年3月31日（日）〕

公募番号 市町名
区　域　名

（区域の説明）

区域の概要

担い手の状況
農地

農地面積 その他特性
特に振興する品目等

計 20市町

2018052001

神石高原町

油木
（旧油木町）

水田 308 水稲
（主食用米，ＷＣＳ用稲）
大豆
ソバ
野菜
（キャベツ)
果樹
（ブドウ）

・集落法人　　　　（　　     ３７経営体）

畑 68 ・農業参入企業　　（　　     １２経営体）

樹園地 13 ・認定農業者　　　（個人　　 ５８経営体）2018051901 世羅町 世羅町全域

水田 2,144 水稲
（主食用米，飼料用米，ＷＣＳ用稲）
麦
大豆
野菜
（アスパラガス，キャベツ）
果樹
（ブドウ）

その他 　

その他 　 ・認定農業者　　　（一般法人 　３経営体）

計 537 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

・集落法人　　　　（　　     　４経営体）

畑 229 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地 ・認定農業者　　　（個人　   １１経営体）

・認定農業者　　　（一般法人 ２６経営体）

計 2,225 ・新規就農者　　　（　　　　　 ９経営体）

・認定農業者　　　（個人　   １３経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　　経営体）

計 734 ・新規就農者　　　（　　　　　　経営体）

2018052002
神石

（旧神石町）

水田 499
水稲
（主食用米，ＷＣＳ用稲）
野菜
（トマト，ショウガ，シソ)
果樹
（ブドウ，ウメ）

・集落法人　　　　（　　     　３経営体）

畑 235 ・農業参入企業　　（　　     　１経営体）

樹園地

2018052004
三和

（旧三和町）

水田 627 水稲
（主食用米，ＷＣＳ用稲）
大豆
野菜
（白ネギ，トマト，キャベツ)
果樹
（ブルーベリー，ブドウ）
コンニャク
和牛

・集落法人　　　　（　　     　５経営体）

畑 279 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）　

樹園地

・認定農業者　　　（個人　   １９経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　　経営体）

計 453 ・新規就農者　　　（　　　　　 ２経営体）

2018052003
豊松

（旧豊松村）

水田 234
水稲

野菜
（トマト，白ネギ)
果樹
（ブドウ）
和牛

・集落法人　　　　（　　     　２経営体）

畑 219 ・農業参入企業　　（　　     　　経営体）

樹園地

67区域

・認定農業者　　　（個人　   １４経営体）

その他 ・認定農業者　　　（一般法人 　４経営体）

計 906 ・新規就農者　　　（　　　　　 ３経営体）


