
様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014091101
2014090033

下三永農事組合法人
代表理事　髙尾　昭臣

募集区域内 田 54.0 水稲 露地

2015021101
2015020024

インスマート株式会社
代表取締役　沖田　一弥

募集区域内
田，畑，農業

用施設
5.0 野菜 露地

2015021101
2015020027

農事組合法人かみみなが
代表理事　木本　厚

募集区域内 田 1.0 水稲，野菜 露地

2015021101
2015020029

株式会社出来商店
代表取締役　出来　満則

募集区域外 田，畑 0.0 大根 露地

2015061101
2015060008

星浦　正道 募集区域外 田 0.0 レンコン 露地

2015091101
2015090016

農事組合法人星ふる里
代表理事　今岡　良夫

募集区域内 田 0.0 飼料作物 露地

2016011101
2016010003

木下　久恵 募集区域内 田 5.0 水稲，白ネギ 露地

2016011101
2016010008

株式会社プローバホールディングス
代表取締役社長　平本　直樹

新規参入 畑 0.0 野菜 露地

2016061101
2016060041

農事組合法人ファーム西田口
代表理事　小池　智慧登

募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 露地，施設

2016061101
2016060043

景山　一志 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2016111101
2016110006

川野　早苗 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2017011101
2017010018

株式会社本田春荘商店
代表取締役　本田　耕市

新規参入
農業用施設用

地
0.5

トマトなどの野
菜

施設

2017061101
2017060024

株式会社金澤源
代表取締役　趙　青山

募集区域外 畑 10.0
ホウレンソウ，エダマ
メ，ナス，トマト等 施設

2017091101
2017090018

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 2.3
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

2018051101
2018060005

佐々木　貴之 募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2018051101
2018070001

農事組合法人ええのう末釜
代表理事　槇原　峰生

募集区域内 田，畑 12.9 水稲 露地

2018051101
2018070002

農事組合法人郷曽
代表理事　脇田　茂行

募集区域内 田 16.0 水稲 露地

2018051101
2018070003

平﨑　和孝 募集区域内 田 1.0 水稲，野菜 露地,施設

2018051101
2018070004

舛岡　俊彦 募集区域内 田 4.2 水稲 露地

2018051101
2018070005

古川　みどり 募集区域内 田 1.3 水稲 露地

2018051101
2018070006

下垣　正昭 募集区域内 田 0.7 水稲 露地

2018051101
2018070007

上田　常雄 募集区域内 田 1.5 水稲，野菜 露地

2018051101
2018070008

今井　雅治 募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2018051101
2018070009

若本　隆之 募集区域内 田，畑 0.9 水稲，白ねぎ 露地

2018051101
2018070010

政木　子末 募集区域内 田 0.4 野菜 露地

2018051101
2018070011

川原　寛司 募集区域内 田 1.6 水稲 露地

2018051101
2018070012

脇田　茂行 募集区域内 田 0.4 水稲 露地

2018051101
2018070013

坂井　敏昭 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

以下余白

計 28経営体 126.1

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

西条町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2015021102
2015020025

インスマート株式会社
代表取締役　沖田　一弥

募集区域外
田，畑，農業

用施設
0.0 野菜 露地

2015091102
2015090027

農事組合法人よしかわ
代表理事　横山　信明

募集区域内 田 2.0
水稲，アスパラ
ガス

露地

2015091102
2015090028

星浦　正道 募集区域外 田 0.0 レンコン 露地

2016081102
2016080001

木下　久恵 募集区域外 田 0.0 水稲，白ネギ 露地

2016111102
2016110007

川野　早苗 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2017091102
2017090019

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

以下余白

計 6経営体 5.0

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

八本松町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014091103
2014090034

農事組合法人ファーム志和
代表理事　井上　修司

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 5.0
水稲，飼料用稲，アス
パラガス，タマネギ 露地

2015061103
2015060007

星浦　正道 募集区域内 田 14.0 レンコン 露地

2015091103
2015090024

農事組合法人ファームたかはち
代表理事　窪田　恒治

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017041103
2017040009

須磨　隼人 新規参入 田，畑 0.5 少量多品目 露地，一部施設栽培

2017091103
2017090020

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

以下余白

計 5経営体 19.5

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

志和町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014091104
2014090035

農事組合法人いなき
代表理事　三好　伸光

募集区域内 田 36.1 水稲，キャベツ 露地

2014091104
2014090036

川口　浩 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015021104
2015020030

農事組合法人ファーム・イースト造賀
代表理事　友保　照規

募集区域内 田 4.0
水稲，大豆，野
菜

露地

2015021104
2015020031

農事組合法人夢ファーム大谷
代表理事　今田　章

募集区域内 田 24.0
水稲，アスパラガス，
白ネギ 露地

2015061104
2015060010

山本　満明 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2015091104
2015090017

農事組合法人ファームかみありだ
代表理事　荒谷　義憲

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015091104
2015090022

農事組合法人重兼農場
組合長　山崎　拓人

募集区域内 田 25.0 水稲 露地

2015091104
2015090023

農事組合法人ファーム山根
代表理事　小西　義博

募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2015091104
2015090025

農事組合法人アグリタウン・東高屋
代表理事　森田　正治

募集区域内 田，畑 15.0 水稲，野菜 露地

2016061104
2016060039

農事組合法人さだしげ
代表理事　畝　啓一郎

募集区域内 田 2.5 水稲 露地

2017091104
2017090021

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

以下余白

計 11経営体 121.6

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

高屋町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2015021105
2015020028

株式会社出来商店
代表取締役　出来　満則

募集区域内 田，畑 20.0 大根 露地

2015061105
2015060016

おいしい約束ファーム株式会社
代表取締役　岡部　知之

募集区域外 田 40.0 水稲 露地

2016011105
2016010009

株式会社プローバホールディングス
代表取締役社長　平本　直樹

新規参入 畑 0.0 野菜 露地

2016061105
2016060042

農事組合法人おおただ
代表理事　中野　恕

募集区域内 田 0.0 水稲，小麦 露地

2017091105
2017090022

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

以下余白

計 5経営体 60.0

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

黒瀬町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2015021106
2015020035

有限会社トムミルクファーム
代表取締役　沖　正文

募集区域外 田 0.0 WCS，飼料作物 露地

2017061106
2017060020

農事組合法人竹仁の郷
代表理事　竹田　元就

募集区域内 田 0.0
水稲，キャベツ，白ネ
ギ，アスパラ，エゴマ 露地

2017061106
2017060025

株式会社金澤源
代表取締役　趙　青山

募集区域外 畑 0.0
ホウレンソウ，エダマ
メ，ナス，トマト等 施設

2017091106
2017090023

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

以下余白

計 4経営体 0.0

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

福富町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014091107
2014090037

西本　二三夫 募集区域内 田 2.3 水稲，大豆 露地

2014091107
2014090038

農事組合法人うやま
代表理事　東　一孝

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2015021107
2015020032

農事組合法人ゆいの里
代表理事　福島　英男

募集区域内 田，畑 2.0
水稲，飼料用
稲，野菜

露地

2015021107
2015020033

株式会社あすか
代表取締役　谷川　徹

募集区域内 田 0.0
水稲，大豆，ブ
ドウ

露地

2015021107
2015020034

有限会社トムミルクファーム
代表取締役　沖　正文

募集区域内 田 8.0 WCS，飼料作物 露地

2015061107
2015060009

株式会社賀茂プロジェクト
代表取締役社長　松本　和久

募集区域内 田 93.0 水稲 露地

2015091107
2015090018

田村　香 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015091107
2015090019

農事組合法人源流二又の郷
代表理事組合長　家森　建昭

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015091107
2015090026

農事組合法人ファーム西能良
代表理事組合長　栗原　信明

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016011107
2016010004

信川　彰 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016011107
2016010005

土久岡　正紀 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016061107
2016060040

農事組合法人ファームふくろう
代表理事　上田　明

募集区域内 田，畑 2.0
水稲，そば，野菜
（キャベツ，南瓜） 露地

2016111107
2016110009

農事組合法人グリーン８吉原西
代表理事　佐藤　憲昭

募集区域内 田 37.3 水稲 露地

2017011107
2017010019

若村　英樹 募集区域内 田 1.5 水稲 露地

2017061107
2017060026

株式会社金澤源
代表取締役　趙　青山

募集区域外 畑 0.0
ホウレンソウ，エダマ
メ，ナス，トマト等 施設

2017091107
2017090024

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

2017091107
2017090027

正木　浩明 募集区域内 田，畑 0.3 白ネギ 露地

以下余白

計 17経営体 148.4

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

豊栄町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014091108
2014090039

農事組合法人うやま
代表理事　東　一孝

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014091108
2014090040

農事組合法人ファーム・おだ
組合長理事　森原　敏昭

募集区域内 田 0.5 水稲，野菜 露地

2014091108
2014090041

川崎　達次 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015091108
2015090021

農事組合法人大内原
代表理事　増田　豊實

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017091108
2017090025

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

以下余白

計 5経営体 0.5

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

河内町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2016111109
2016110008

有限会社有田園芸農場
代表取締役　有田　隆則

募集区域内 田，畑 1.0
じゃがいも，野
菜各種

露地，施設

2017091109
2017090026

双葉三共株式会社
代表取締役　平山　和之

募集区域内 田，畑 0.0
白ネギ，キャベツ，ホ
ウレンソウ 露地

2018051109
2018060004

岡崎　義博 募集区域内
田，採草放牧地，農

業用施設用地 0.3 牧草 露地

以下余白

計 3経営体 1.3

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

東広島市

安芸津町

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況


