
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

2014070901
2014070021

株式会社アグリ君田
代表取締役　向田　正彦

募集区域外 田 5.0 水稲 露地

2014070901
2014070024

農事組合法人下川西
代表理事　谷川　光行

募集区域内 田 0.7 水稲 露地

2014090901
2014090019

株式会社福本農産
代表取締役　福本　博昭

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014090901
2014090020

株式会社藤谷
代表取締役　谷本　博一

募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2014090901
2014090021

農事組合法人夢ファーム永末
代表理事組合長　八谷　繁明

募集区域内 田 2.0
水稲，麦，大
豆，ソバ

露地

2014090901
2014090022

農事組合法人尾引ファミリー
代表理事　永谷　信義

募集区域内 田，放牧地 5.0 水稲，飼料作物 露地

2014090901
2014090023

農事組合法人くまの
代表理事　藤原　孝美

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110901
2014110075

山根　匡彦 募集区域外 田 2.5 水稲 露地

2015060901
2015060033

森兼農産株式会社
代表取締役　森兼　貢

募集区域内 田 2.0 水稲，酒米 露地

2015090901
2015090050

堀内　晋治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090901
2015090051

農事組合法人大久保東
代表理事　神田　康好

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090901
2015090052

農事組合法人一木生産組合
組合長　岩竹　重城

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015110901
2015110011

農事組合法人殿垣内
代表理事　松田　一馬

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2016010901
2016010011

農事組合法人高下
代表理事　野﨑　幸雄

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2016010901
2016010013

是本　昌治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090901
2016090011

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　後藤　智明

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2018010901
2018010019

大迫　一三 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2018010901
2018010020

木村　英宗 募集区域内 田，畑 0.5 牧草 その他の栽培方法

2018010901
2018010021

農事組合法人清流の里ファーム庄原
代表理事　植松　和昭

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2018010901
2018010023

株式会社庄原松栄ファーム
代表取締役　松崎　敏明

募集区域内 田，畑 50.0
水稲，イチゴ，
WCS

露地，施設

2018010901
2018010030

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域内 田，畑 100.0 キャベツ 露地

2018050901
2018050003

農事組合法人ほんむら
代表理事　奥久　正明

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2019040901
2019050001

大迫　晴由 新規参入
田，畑，採草

放牧地
0.0 水稲，牧草 露地

2019040901
2020020006

株式会社西城そば生産組合
代表取締役　山脇　克文

募集区域外 田 0.0 そば 露地

2020040901
2020100001

須澤　進一 募集区域内 田，畑 0.2
ホウレンソウ,ネ
ギ

露地

2020040901
2020120020

株式会社ネクストファーム山内
代表取締役　細井　澄秋

募集区域内
田,農業用施設

用地
10.0 水稲,牧草 露地

以下余白

計 26経営体 201.9

（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

庄原市

旧庄原市



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

2018010902
2018010024

株式会社庄原松栄ファーム
代表取締役　松崎　敏明

募集区域外 田，畑 0.0
水稲，イチゴ，
WCS

露地，施設

2018010902
2018010031

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田，畑 0.0 キャベツ 露地

2019040902
2019050002

大迫　晴由 新規参入
田，畑，採草

放牧地
0.0 水稲，牧草 露地

2019040902
2020020007

株式会社西城そば生産組合
代表取締役　山脇　克文

募集区域内 田 17.0 そば 露地

2019040902
2020030013

農事組合法人法京寺
代表理事　大倉　輝夫

募集区域内 田 0.3 水稲,そば 露地

2020040902
2020100002

須澤　進一 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ,ネ
ギ

露地

以下余白

計 6経営体 17.3

（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。

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

庄原市

西城町



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

2014070903
2014070023

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

2014110903
2014110072

田原　慎悟 募集区域内 田 2.0 水稲，花き 露地

2014110903
2014110073

株式会社藤本農園
代表取締役　藤本　聡

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014110903
2014110074

東城八幡ファーム株式会社
代表取締役　竹田　弘稔

募集区域内 田 5.0 水稲 露地，施設

2015020903
2015020040

株式会社しんや農園
代表取締役　瀬尾　憲雅

募集区域内 田，畑 1.0
キャベツ，ジャガイ
モ，白ネギ 露地

2015020903
2015020041

株式会社ファームイエヒサ
代表取締役　家久　裕幸

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015020903
2015020042

株式会社夢創
代表取締役　田原　守人

募集区域内 田 10.0 水稲，飼料用稲 露地

2015020903
2015020043

後藤　学 募集区域内 田 0.3 水稲 露地

2015020903
2015020044

農事組合法人岩神さん
代表理事　古家 初巳

募集区域内 田 0.0 水稲，ソバ 露地

2015060903
2015060022

赤木　真作 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2015060903
2015060023

高橋　博明 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015060903
2015060024

名越　正治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015060903
2015060025

白石　政弘 募集区域内 田 0.2 水稲 露地

2015060903
2015060026

田邉　誠司 募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2015060903
2015060028

渡邊　諒 募集区域内 田 1.0 菊 露地，施設

2015060903
2015060029

須田　逸夫 募集区域内 田 0.0 大豆 露地

2015060903
2015060030

農事組合法人有田牧場
代表　有田　勝

募集区域内 田 0.0 牧草 露地

2015060903
2015060045

株式会社ファームサトウ
代表取締役　佐藤　仁

募集区域内 田 1.2 水稲 露地

2015110903
2015110013

岡崎　勘一 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2016010903
2016010012

名越　峯壽 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016010903
2016010026

森田　英人 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060903
2016060009

竹本　幸司 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017040903
2017040013

前田　徹 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2017060903
2017060016

株式会社宇惠ファーム
代表取締役　宇惠　紳二

募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2018010903
2018010025

株式会社庄原松栄ファーム
代表取締役　松崎　敏明

募集区域外 田，畑 0.0
水稲，イチゴ，
WCS

露地，施設

2019040903
2019050003

大迫　晴由 新規参入
田，畑，採草

放牧地
0.0 水稲，牧草 露地

2020040903
2020100003

須澤　進一 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ,ネ
ギ

露地

以下余白

計 27経営体 44.2

（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

庄原市

東城町



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

2014070904
2014070022

株式会社アグリ君田
代表取締役　向田　正彦

募集区域外 田 5.0 水稲 露地

2015060904
2015060032

錦織　富美登 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060904
2016060008

農事組合法人一日市
代表理事　藤岡　光男

募集区域内 田 1.0 イタリアン 露地

2016090904
2016090012

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　後藤　智明

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2016090904
2016090015

農事組合法人ファーム永田
代表理事　永奥　啓

募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2017010904
2017010017

藤谷　祐司 募集区域内 田，畑 0.0 稲，野菜 露地

2017040904
2017040014

株式会社かみごう農産
代表取締役　江木　裕幸

募集区域内 田 7.0 水稲 露地

2018010904
2018010022

宮野　克巳 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018010904
2018010026

株式会社庄原松栄ファーム
代表取締役　松崎　敏明

募集区域外 田，畑 0.0
水稲，イチゴ，
WCS

露地，施設

2018010904
2018010032

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田，畑 0.0 キャベツ 露地

2018010904
2018010035

瀬戸川　雅敬 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2019040904
2019050004

大迫　晴由 新規参入
田，畑，採草

放牧地
0.0 水稲，牧草 露地

2020040904
2020100004

須澤　進一 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ,ネ
ギ

露地

以下余白

計 13経営体 17.0

（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

庄原市

口和町



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

2014070905
2014070020

株式会社高田設備
代表取締役　井上　孝広

募集区域外 畑 0.0 キャベツ 露地

2015020905
2015020037

農事組合法人神の瀬工房
代表理事　竹藤　健治

募集区域内 田 0.4
水稲，野菜，飼
料作物

露地

2015020905
2015020038

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域内 畑 0.0 キャベツ 露地

2015020905
2015020039

有限会社ワールドファーム
代表取締役　上野　裕志

募集区域内 畑 0.0 キャベツ 露地

2015060905
2015060017

天根　公昭 募集区域内 畑 0.0 大根 露地

2015060905
2015060018

向田　康浩 募集区域内 畑 0.0 牧草 露地

2015060905
2015060019

呑谷　啓三 募集区域内 畑 0.0 大根 露地

2015060905
2015060020

峠　浩二 募集区域内 畑 0.0 大根 露地

2015060905
2015060021

鉄原　誠司 募集区域内 畑 0.0 牧草 露地

2015060905
2015060031

株式会社天心山農園
代表取締役　川邉　浩

募集区域内 畑 0.0 ニンニク他 露地

2015090905
2015090053

青掛　英明 募集区域内 田，畑 0.0 大根 露地

2016090905
2016090013

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　後藤　智明

募集区域内 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2017010905
2017010013

中山　啓太 募集区域内 田，畑 0.5 トマト，大根 露地，施設

2017090905
2017090016

藤永　章吾 募集区域内 田，畑 0.0 トマト 施設

2017090905
2017090017

永田　力将 募集区域内 田 0.0 トマト 施設

2018010905
2018010027

株式会社庄原松栄ファーム
代表取締役　松崎　敏明

募集区域外 田，畑 0.0
水稲，イチゴ，
WCS

露地，施設

2019040905
2019050005

大迫　晴由 新規参入
田，畑，採草

放牧地
0.0 水稲，牧草 露地

2020040905
2020100005

須澤　進一 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ,ネ
ギ

露地

2020040905
2020120021

田中　良幸 募集区域内 樹園地 0.6 果樹 露地

以下余白

計 19経営体 1.5

（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

庄原市

高野町



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

2015110906
2015110012

村岡　克之 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 3.0
ホウレンソウ他
野菜

露地，施設

2018010906
2018010028

株式会社庄原松栄ファーム
代表取締役　松崎　敏明

募集区域外 田，畑 0.0
水稲，イチゴ，
WCS

露地，施設

2018010906
2018010033

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田，畑 0.0 キャベツ 露地

2019040906
2019050006

大迫　晴由 新規参入
田，畑，採草

放牧地
0.0 水稲，牧草 露地

2019040906
2019110002

株式会社宝郷
代表取締役　香川　通昭

新規参入 田,畑 60.0 水稲 露地

2020040906
2020100006

須澤　進一 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ,ネ
ギ

露地

以下余白

計 6経営体 63.0

（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

庄原市

比和町



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

2015020907
2015020036

山根　匡彦 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016010907
2016010014

是本　昌治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090907
2016090014

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　後藤　智明

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2018010907
2018010029

株式会社庄原松栄ファーム
代表取締役　松崎　敏明

募集区域外 田，畑 0.0
水稲，イチゴ，
WCS

露地，施設

2018010907
2018010034

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田，畑 0.0 キャベツ 露地

2019040907
2019050007

大迫　晴由 新規参入
田，畑，採草

放牧地
6.0 水稲，牧草 露地

2020040907
2020100007

須澤　進一 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ,ネ
ギ

露地

以下余白

計 7経営体 6.0

（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

庄原市

総領町


