
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

2014112001
2014110076

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｧｰﾑ神石高原株式会社
代表取締役　横山　岳郎

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，そ
ば，大豆

露地

2014112001
2014110081

株式会社神石高原みたんぼ
代表取締役　美田　美幸

募集区域内 田，畑 1.0 水稲 露地

2015092001
2015090005

前原　由臣 募集区域内 採草放牧地 0.0 牧草 露地

2015092001
2015090007

農事組合法人里山ファーム大垰
代表理事　大垰　益旨

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2016012001
2016010002

小丸　幸人 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2016062001
2016060038

奥平　洋士 募集区域内
畑，採草放牧

地
3.0 牧草 露地

2017092001
2017090035

農事組合法人仙養
代表理事　藤田　義則

募集区域内 田，畑 0.0 水稲，ぶどう 露地

2018012001
2018010001

前原　裕文 募集区域内 畑 0.0 大根 露地

2019042001
2019050010

横山　晃三 募集区域内 田，畑 1.5 野菜 施設

以下余白

計 9経営体 10.5

（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。

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

神石高原町

油木



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

2014112002
2014110080

農事組合法人高原の里まき
代表理事　山内　輝幸

募集区域内 樹園地 0.0 ぶどう 施設

2017092002
2017090033

坂本　正文 募集区域内 田 0.0 水稲，WCS飼料稲 露地

2018052002
2018090005

株式会社TANABE　FARM
代表取締役　田邊　真三

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2018052002
2018110002

伊勢村　徹 募集区域内 田，畑 0.0 小麦等 露地

2019042002
2019100004

末原　啓亮 新規参入 畑 0.0 夏秋トマト 露地,施設

2019042002
2019100005

髙橋　永遠 新規参入 畑 0.0 夏秋トマト 露地,施設

2019042002
2019110006

株式会社神石高原
代表取締役　服部　文子

募集区域内 田,畑,樹園地 25.0
麦,ショウガ,エ
ゴマ等

露地

2019042002
2020020012

合同会社結ファーム
代表社員　髙橋　永遠

新規参入 畑 1.0 トマト 施設

以下余白

計 8経営体 28.0

（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。

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

神石高原町

神石



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

2014112003
2014110077

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｧｰﾑ神石高原株式会社
代表取締役　横山　岳郎

募集区域内 田，畑 0.0
キャベツ，そ
ば，大豆

露地

2015092003
2015090008

農事組合法人里山ファーム大垰
代表理事　大垰　益旨

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018012003
2018010002

前原　幸亮 募集区域内 田，畑 0.0 トマト 施設

以下余白

計 3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。

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

神石高原町

豊松



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

2014092004
2014090013

合同会社向牧場
代表社員　向　隆司

募集区域内
田，畑，放牧

地
0.0

水稲，飼料稲，
牧草

露地

2014112004
2014110078

農事組合法人黄金の里井関
代表理事　立原　征士

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，キャベ
ツ，大豆

露地

2014112004
2014110079

株式会社ヴィレッジホーム光末
代表取締役　光末　幸司

募集区域内 田 13.0 水稲 露地

2015092004
2015090003

農事組合法人高原ファームみつのぶ
代表理事　延岡　健二

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015092004
2015090004

西屋　明美 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015092004
2015090006

前原　由臣 募集区域内 採草放牧地 0.0 牧草 露地

2016062004
2016060035

坂田　富誉 募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 露地，施設

2016062004
2016060036

瀬尾　浩之 募集区域内 田 0.1 水稲 露地

2016062004
2016060037

村野　守 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016092004
2016090016

渡邉　洋美 募集区域内
田，畑，採草

放牧地
0.0 水稲，牧草 露地，施設

2017092004
2017090034

農事組合法人かめいし
代表理事　小林　卓夫

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018012004
2018010003

池田　裕貴 募集区域内 田，畑 0.5 トマト 施設

2019042004
2019050009

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｧｰﾑ神石高原株式会社
代表取締役　横山　岳郎

募集区域外 田，畑 0.2
水稲，路地野菜(ネ
ギ)，そば 露地

2020042004
2020060004

津田　純吾 新規参入 畑 0.6 夏秋トマト 施設

2020042004
2020060005

芳賀　悟 新規参入 畑 0.6 夏秋トマト 施設

2020042004
2020110021

渡邉　秀平 新規参入 畑 0.6 夏秋トマト 施設

2020042004
2020110022

鳥越　健斗 新規参入 畑 0.6 夏秋トマト 施設

以下余白

計 17経営体 18.2

（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。

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

神石高原町

三和


