
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

2014071301
2014070026

武本　紀吏 募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 施設

2014071301
2014070027

藤川　武人 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014071301
2014070028

角保　雅史 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014071301
2014070030

吉川　智晃 募集区域内 田 7.0 水稲，野菜 露地

2014071301
2014070031

岩﨑　猛 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014071301
2014070032

株式会社雄飛会
代表取締役　道免　一致

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071301
2014070034

今桐　玄郎 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071301
2014070035

株式会社トペコおばら
代表取締役　沖田　良次

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 10.0
水稲，野菜，
麦，ソバ

露地

2014071301
2014070036

小丸　忠義 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014071301
2014070037

田中　秀之 募集区域内 田 1.0 水稲，野菜 露地

2014071301
2014070038

農事組合法人えーのー
代表理事組合長　新川　文雄

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071301
2014070039

山本　保 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071301
2014070040

倉谷　昌司 募集区域内 田 6.0 水稲，野菜 露地

2014071301
2014070041

農事組合法人夢来里桂
代表理事組合長　河野　栄

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071301
2014070042

加古山　和幸 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014071301
2014070043

加古山　創 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014071301
2014070044

出張　一樹 募集区域内 田 6.0 水稲，その他 露地

2014071301
2014070045

農事組合法人於手保農場夢21
代表理事　佐々木　和行

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014071301
2014070046

中村　克久 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071301
2014070048

岩倉　信之 募集区域内 田 0.0 水稲，ソバ 露地

2014071301
2014070049

農事組合法人星城の里
組合長理事　平田　武幸

募集区域内 田 5.0 水稲，野菜 露地，施設

2014071301
2014070051

仁伍　雅史 募集区域内 田 10.0 水稲，麦 露地

2014071301
2014070052

角田　英二 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014071301
2014070053

平田　秋夫 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071301
2014070055

市尻　浩二 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014071301
2014070056

舛岡　康浩 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014091301
2014090024

日野田　強 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014091301
2014090025

有限会社桑田の庄
代表取締役　清水　一彦

募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2014091301
2014090026

株式会社ハラダファーム本多
代表取締役　本多　正樹

募集区域内 田 10.0
水稲，白ネギ，ソバ，
その他野菜 露地

2014091301
2014090027

有限会社ＭＡＳＳ.２１
代表取締役　原田　憲義

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014091301
2014090028

有限会社援農甲立ファーム
代表取締役　光永　直義

募集区域内 田 3.0 水稲，野菜 露地

2014091301
2014090029

株式会社れんげ
代表取締役　寺地　保

募集区域内 田，畑 0.0 水稲，野菜 露地，施設

2014091301
2014090030

株式会社羽佐竹農場
代表取締役　松川　秀巳

募集区域内 田 0.0
水稲，施設野菜，白ネ
ギ，ソバ 露地，施設
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2014091301
2014090031

農事組合法人ほととぎす
代表理事　山本　昭雄

募集区域内 田 1.0 水稲，野菜 露地

2014091301
2014090032

勝田　博男 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111301
2014110014

石橋　英範 募集区域内
田，畑，放牧

地
0.0 野菜 露地

2014111301
2014110015

農事組合法人ファーム小山
代表理事　作田　静男

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111301
2014110016

山本　克則 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014111301
2014110017

菅原　隆司 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111301
2014110018

株式会社高田設備
代表取締役　井上　孝広

募集区域外 畑 1.0 野菜 露地

2015021301
2015020008

平本　明 募集区域内 畑，放牧地 0.0 牧草 露地

2015021301
2015020009

農事組合法人ふかせ
代表理事　中村　計助

募集区域内 田 9.0 水稲，野菜 露地，施設

2015021301
2015020010

イオンアグリ創造株式会社
代表取締役社長　福永　庸明

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，キャベ
ツ，他野菜

露地，施設

2015021301
2015020011

農事組合法人原田の郷
代表理事　有松　陽荘

募集区域内 田，畑 0.0 水稲，大豆 露地

2015021301
2015020012

木下　悦治 募集区域内 畑，放牧地 0.0 牧草 露地

2015021301
2015020013

槇野　大樹 募集区域内 畑，放牧地 0.0 牧草 露地

2015021301
2015020014

川野　正嗣 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2015021301
2015020015

黒田　浩樹 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015021301
2015020016

山本　英次 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015061301
2015060012

丸尾　博史 募集区域内 畑 0.5
軟弱野菜，白ネ
ギ

露地，施設

2015061301
2015060013

信川　進吾 募集区域内 田 5.0 水稲，ソバ 露地

2015061301
2015060014

有限会社時川プロダクト
代表取締役　時川　一子

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015091301
2015090012

箱崎　孝文 募集区域内
田，畑，樹園

地
3.0

水稲，野菜，果
樹

露地

2015091301
2015090013

秋國　満 募集区域内 田 2.0 水稲，牧草 露地

2016011301
2016010019

白鷺　和亀 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2016011301
2016010020

中池農園
中池　哲平

募集区域内 田，畑 2.0 露地野菜 露地

2016011301
2016010021

谷川　正博 募集区域内 田，畑 1.0 水稲 露地

2016061301
2016060002

桑原　博 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2016061301
2016060003

山本　章博 募集区域内 田 0.0
軟弱野菜（青ネギ、レ
タス） 施設

2016061301
2016060004

角田　考志 募集区域内 田，畑 0.0 白ネギ 露地

2016061301
2016060005

田坂　秀雄 募集区域内 田 0.0 野菜 施設

2016061301
2016060006

増元　美知子 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016061301
2016060007

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域内 田，畑 0.0 キャベツ 露地

2016061301
2016060014

宅川　浩紀 募集区域外
田，採草放牧

地
0.0 水稲，飼料用稲 露地

2016091301
2016090010

杉森　勉 募集区域内 田，畑 2.0 水稲 露地

2017011301
2017010021

朝原　篤 募集区域内 田 0.0 水稲,そば 露地
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2017011301
2017010022

中土居　孝二 募集区域内 田 2.0 水稲，ネギ 露地

2017011301
2017010023

中土居　博臣 募集区域内 田 0.0
水稲，ソバ，白
ネギ

露地

2017011301
2017010024

小笠原　日丸 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017041301
2017040005

谷川　恭平 募集区域内
田，農業用施

設用地
0.0 水稲，青ネギ 施設

2017041301
2017040006

和田　廣司 募集区域内 田 0.0 水稲，飼料用米 露地

2017041301
2017040007

清水　則雄 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2017041301
2017040008

中村　輝之 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2017041301
2017040012

和田　等 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017061301
2017060017

野田　信夫 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2017061301
2017060018

沖田　良次 募集区域内 田，畑 0.0
水稲，青ネギ，
軟弱野菜

露地・施設

2017061301
2017060019

株式会社源流の里
代表取締役　築山　幸三

募集区域内 田，畑 5.0 水稲，露地野菜 露地

2017091301
2017090029

佐々木　彬聰 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017091301
2017090030

清水　和幸 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2017091301
2017090031

株式会社今桐ファーム
代表取締役　今桐　玄郎

募集区域内 田，畑 1.0 水稲，そば 露地

2018011301
2018010011

株式会社RABI
代表取締役　岡田　裕樹

募集区域内 田，畑 0.0 白ネギ，広島菜 露地，施設

2018031301
2018030006

山本　一志 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018051301
2018080003

株式会社ファーム穂
代表取締役　上田　憲治

募集区域内 田，畑 1.0 水稲，麦，そば 露地

2018051301
2018120002

田邊　介三 募集区域内 畑，樹園地 0.1 果樹 露地，施設

2018051301
2019020006

益田　巖 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2019041301
2019040009

株式会社モスファームすずなり
代表取締役　鈴木　貴博

募集区域外 畑,樹園地 50.0 レタス類 露地

2019041301
2019050011

竹森　隆則 募集区域内 田 5.0 麦 露地

2019041301
2019110003

山口　正人 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2019041301
2019110004

三上　信行 募集区域内 田 5.0 水稲,麦 露地

2019041301
2020010015

有間　孝次 募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2019041301
2020010016

小早川　章 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2019041301
2020010017

沖田　嘉樹 募集区域内 田，畑 1.2 青ネギ 施設

2019041301
2020020008

糀場　淳也 新規参入 樹園地 0.0 ナシ 露地

2019041301
2020020009

株式会社高田ファーム
代表取締役　柳原　涼平

募集区域内 田 1.6 水稲 露地

2019041301
2020030014

宮田　保男 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2019041301
2020030015

上川　真司 募集区域内 田 1.0 牧草 露地

2020041301
2020040003

塚本　近 募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2020041301
2020050006

山口　孝之 新規参入 田 0.5 ネギ 施設

2020041301
2020050007

信藤　清 募集区域内 田 0.4 水稲 露地
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2020041301
2020080016

有限会社サンクリエイト
代表取締役　池田　欣邦

新規参入 田，畑 150.0 水稲,野菜 露地

計 100経営体 383.8

（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。


