
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

2014110101
2014110001

農事組合法人戸山の郷中王
代表理事　小山　正則

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，野菜，果
樹等

露地

2014110101
2014110002

農事組合法人ほなみ
代表理事　伊藤　信彦

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 2.0 水稲，野菜 露地，施設

2014110101
2014110003

農事組合法人よしやま
代表理事　野稲　正至

募集区域内 田 1.0
水稲，ヒロシマナ，
キャベツ 露地

2014110101
2014110004

株式会社ルンビニ農園
代表取締役　今田　典彦

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 1.0
葉物野菜（主にコマツナ，ヒロシ

マナ，ホウレンソウ，バジル，パ

セリ他）
露地，施設

2014110101
2014110005

桑原　晋一 募集区域内 田，畑 0.0
軟弱野菜（コマ
ツナ等）

施設

2014110101
2014110006

中岡　亮 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ，
緑肥

露地

2014110101
2014110007

石橋　英範 募集区域内 田，畑 0.5 野菜 露地

2014110101
2014110013

河野　将史 募集区域内 田，畑 0.3
葉物野菜（コマ
ツナ他）

露地，施設

2015020101
2015020001

畑山　真太郎 募集区域内 田，畑 0.0
葉物野菜（コマ
ツナ他）

施設

2015020101
2015020002

宮脇　啓造 募集区域内 田，畑 1.2
葉物野菜（コマ
ツナ他）

施設

2015110101
2015110002

新田　泰彦 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 野菜 露地，施設

2017010101
2017010004

山本　真也 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 露地，施設

2017010101
2017010005

株式会社木下ファーム
代表取締役　田中　敏彦

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0
野菜（黒キャベツ，ト
マトなど） 施設

2018010101
2018010004

中田　賢志 募集区域内 田 0.1 軟弱野菜 施設

2019040101
2019070001

株式会社プローバベジモ
代表取締役　小林寛利

新規参入 田 0.5 野菜 露地

2020040101
2021010002

池本　喜浩 募集区域内 田，畑 0.2 野菜 施設

以下余白

計 16経営体 6.8

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

広島市

安佐南区

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

2014110102
2014110008

石橋　英範 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地

2016010102
2016010025

中池農園
中池　哲平

募集区域外 田，畑 0.0 露地野菜 露地

2016060102
2016060011

沖田　實 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017010102
2017010006

株式会社木下ファーム
代表取締役　田中　敏彦

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0
野菜（黒キャベツ，ト
マトなど） 施設

2018050102
2018050001

株式会社ＮＫコーポレーション
代表取締役　西坂　和真

募集区域内 畑 1.0 トマト 施設

2018050102
2018090002

田邊農園株式会社
代表取締役　田邊　圭一郎

募集区域内 田 5.0
水菜，小松菜，
ほうれん草

施設

2018050102
2018100001

下永　清 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2019040102
2020010001

沖政　賢太 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010002

黒川　大助 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010003

神田　大一 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010004

青木　達也 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010005

池田　洋輔 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010006

中浦　洋士 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010007

陳　玉柱 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010008

塗本　浩則 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010009

末光　誠 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2019040102
2020010010

福田　卓己 募集区域内 畑 0.0
小松菜，ほうれ
ん草

施設

2019040102
2020010011

糀場　淳也 新規参入 畑 0.0
小松菜，ほうれん草，
春菊，水菜 施設

2019040102
2020010012

西佐古　裕史 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 施設

2020040102
2020080002

楠　和也 募集区域内 畑 0.9
葉物野菜(コマツ
ナ）

施設

2020040102
2020080003

根角　豪 募集区域内 畑 1.3
葉物野菜(コマツ
ナ）

施設

2020040102
2021010003

小川　貴久 募集区域内 畑 0.6 野菜 施設

2020040102
2021010004

今津　壮生 募集区域内 畑 0.6 野菜 施設

2020040102
2021010005

原田　博 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地,施設

2020040102
2021010006

比南原　里幸 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2020040102
2021010007

迫田　正司 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2020040102
2021010008

金城　寿穂 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2020040102
2021010009

西川　孝之 募集区域内 畑 0.1 野菜 露地,施設

2020040102
2021010010

佐藤　若光 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2020040102
2021010011

小村　直子 募集区域内 畑 0.1 野菜 露地

2020040102
2021010012

井川　洋道 募集区域内 畑 0.1 野菜 露地

2020040102
2021010013

橋本　光弘 募集区域内 畑 0.7 野菜 施設

2020040102
2021010014

中原　賢二 募集区域内 畑 0.9 野菜 施設

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

広島市

安佐北区

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

広島市

安佐北区

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

2020040102
2021020001

中池農園
中池　哲平

募集区域内 畑 0.7 野菜,果樹 露地,施設

計 34経営体 13.0

（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。



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

2014110103
2014110009

石橋　英範 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地

2014110103
2014110012

熊野ファーマーズＭ株式会社
代表取締役　大櫻　圭吾

募集区域内 田 0.0 野菜 露地

2017010103
2017010007

株式会社木下ファーム
代表取締役　田中　敏彦

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0
野菜（黒キャベツ，ト
マトなど） 施設

2020040103
2020080001

岡﨑　和也 募集区域内 田，畑 0.4 野菜 露地

2020040103
2021010015

前田　一 募集区域内 田 0.1 ほうれん草 露地

2020040103
2021010016

森本　啓介 募集区域内 畑 0.1 野菜 露地

以下余白

計 6経営体 0.6

（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

広島市

安芸区

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

2014110104
2014110010

石橋　英範 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地

2017010104
2017010008

株式会社木下ファーム
代表取締役　田中　敏彦

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 1.0
野菜（黒キャベツ，ト
マトなど） 施設

2020040104
2020080004

宮﨑　光太 募集区域内 田，畑 0.0 葉物野菜 施設

2020040104
2021010001

株式会社ヒロシマ南和
代表取締役社長　渡邊　友治

新規参入 田，畑 0.7 野菜 露地,施設

2020040104
2021010017

上田　洋司 募集区域内 畑 0.1 野菜全般 露地

2020040104
2021010018

市地　敬典 募集区域外 畑 0.1 野菜全般 露地

2020040104
2021010019

桑原　茂樹 募集区域内 畑 0.1 野菜全般 露地

以下余白

計 7経営体 2.0

（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

広島市

佐伯区

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

2020040201
2020070002

株式会社三ツ田
代表取締役　桝田　岳伸

新規参入
田，畑,農業用施設

用地 1.0 トマト等 施設

以下余白

計 1経営体 1.0

（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

呉市

旧呉市

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

2019040202
2019080001

株式会社菜ずき人
代表取締役　水場　一彦

募集区域内 畑 4.0
ねぎ、枝豆、大根、
きゅうり(施設) 露地,施設

2020040202
2020070003

株式会社三ツ田
代表取締役　桝田　岳伸

新規参入
田，畑,農業用施設

用地 0.0 トマト等 施設

以下余白

計 2経営体 4.0

（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

呉市

音戸町・倉橋町

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

2015060203
2015060034

福原　良一 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2017060203
2017060004

木村　直哉 募集区域内 畑 0.0
柑橘類（レモン
等）

露地

2019040203
2020020001

広島県果実農業協同組合連合会
代表理事会長　川田　洋次郎

募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2020040203
2020070004

株式会社三ツ田
代表取締役　桝田　岳伸

新規参入
田，畑,農業用施設

用地 0.0 トマト等 施設

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

呉市

下蒲刈町・蒲刈町

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

2019040204
2020020002

有限会社グリーンファーム沖美
代表取締役　松本　秀二郎

募集区域外 田，畑 2.0 トマト 施設

2020040204
2020070005

株式会社三ツ田
代表取締役　桝田　岳伸

新規参入
田，畑,農業用施設

用地 0.0 トマト等 施設

2020040204
2020120028

有限会社美づ葉
代表取締役　水場　耕一

募集区域内 田，畑 5.0 ネギ 露地

以下余白

計 3経営体 7.0

（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

呉市

安浦町・川尻町

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

2015090205
2015090010

広島ゆたか農業協同組合
代表理事組合長　金子　仁

募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2017060205
2017060003

黒田　正純 募集区域内 樹園地 0.3 柑橘 露地

2020040205
2020070006

株式会社三ツ田
代表取締役　桝田　岳伸

新規参入
田，畑,農業用施設

用地 0.0 トマト等 施設

以下余白

計 3経営体 0.3

（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

呉市

豊浜町・豊町

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

2015060307
2015060011

原　一馬 募集区域内 田 0.0 水稲，菊 露地

2020040307
2020080005

農事組合法人サンファームおなし
代表理事組合長　渡橋　昭二郎

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2020040307
2020080006

農事組合法人たまり
代表理事　伊藤　順啓

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2020040307
2020120001

渡橋　達也 募集区域内 田 7.0 水稲 露地

以下余白

計 4経営体 7.0

（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

竹原市

北部

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

2014110308
2014110094

赤坂明装株式会社
代表取締役　赤坂　佳折

新規参入
田，畑，農業用施設

用地 0.4
アスパラガス，
イチゴ

施設

2014110308
2014110095

赤坂　佳折 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 1.0
アスパラガス，
イチゴ

施設

2018030308
2018030002

小中　将史 新規参入 田,畑 1.0 レタス,枝豆 露地

2018030308
2018030003

有限会社有田園芸農場
代表取締役　有田　隆則

募集区域外 田,畑 0.0
じゃがいも，野
菜各種

露地,施設

2019040308
2019070002

川中　清司 募集区域内 田,畑 0.0 キク 露地,施設

2020040308
2020090001

瀬戸内醸造所株式会社
代表取締役　太田　祐也

新規参入 畑 3.0 ぶどう 露地

以下余白

計 6経営体 5.4

（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

竹原市

南部

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

2014070401
2014070010

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

2014070401
2014070017

農事組合法人沼田東ファーム
代表理事 久留本 忠美

募集区域内 田 20.0
水稲，飼料用米，麦，
キャベツ 露地

2014070401
2014070018

農事組合法人エヒメアヤメの郷
代表理事 谷口　隆三

募集区域内 田 0.0
水稲，ナス，ア
スパラガス

露地，施設

2014090401
2014090049

合同会社穂誉
代表者　東　久喜

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014110401
2014110033

農事組合法人あまのじゃく
代表理事　泉谷　邦雄

募集区域内 田，畑 2.0 花，野菜 露地，施設

2016060401
2016060032

株式会社広島アグリネットファーム
代表取締役　津々見　正年

募集区域内 畑 1.0
施設養液栽培ト
マト

施設

2017090401
2017090004

大成農材株式会社
代表取締役社長　杉浦　朗

新規参入 田 2.0 水稲 露地

2017090401
2017090008

有限会社新栄商事グループ
代表取締役　生駒　明宣

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018010401
2018010041

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域内 畑 0.0 野菜 施設

2018050401
2018100002

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
れん草等

露地，施設

2018050401
2018110001

全国農業協同組合連合会広島県本部
県本部長　水永　祐治

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2019040401
2019080002

広島県果実農業協同組合連合会
代表理事会長　川田　洋次郎

新規参入 樹園地 10.0 レモン 露地

2019040401
2020010018

農事組合法人本庄協輪苦楽部・百笑
代表理事会長　信藤　延夫

募集区域内 田 1.4 水稲，大豆 露地

2020040401
2020040001

久和田　一夫 募集区域内 田 0.5 白ネギ 露地

2020040401
2020110002

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 15経営体 47.9

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三原市

旧三原市

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

2014070402
2014070008

有限会社こめ奉行
代表取締役　立石　和子

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2015060402
2015060051

農事組合法人ほんたに
代表理事　繁光　積

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016110402
2016110004

有限会社新栄商事グループ
代表取締役　生駒　明宣

募集区域内 田 5.0
水稲，スイートコー
ン，クワイ，レンコン
等

露地

2017090402
2017090002

中廣　洋治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017090402
2017090003

田坂　直行 募集区域内 田 0.0 麦 露地

2017090402
2017090005

大成農材株式会社
代表取締役社長　杉浦　朗

新規参入 田 0.0 水稲 露地

2018010402
2018010042

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 畑 0.0 野菜 施設

2020040402
2020090002

農事組合法人サンファームおなし
代表理事組合長　渡橋　昭二郎

募集区域外 田 0.5 水稲 露地

2020040402
2020110003

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 9経営体 5.5

（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

三原市

本郷町

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

2014070403
2014070007

角谷 博夫 募集区域内 田 9.0 水稲 露地

2014070403
2014070011

株式会社ライスはただ
代表取締役社長 畑田 妙子

募集区域内 田 2.0 水稲，飼料米 露地

2014070403
2014070013

株式会社アグリック明豊
代表取締役 田坂 友彦

募集区域内 田 5.0
水稲，大豆，
麦，キャベツ

露地

2014070403
2014070014

農事組合法人あぞうばら
代表理事 行迫 政明

募集区域内 田 0.0
水稲，大豆，バ
レイショ

露地

2014070403
2014070019

農事組合法人アグリンク池迫
代表理事 池迫 敏春

募集区域内 田 0.0
水稲，アスパラガス，
ナス，白ネギ 露地

2014090403
2014090050

合同会社穂誉
代表者　東　久喜

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014090403
2014090051

農事組合法人よいたんぼ原
代表理事　西谷　繁騎

募集区域内 田 1.0 水稲，大豆 露地

2014110403
2014110029

農事組合法人くろごう
代表理事　大崎　恒生

募集区域内 田 1.0 水稲，大豆 露地

2014110403
2014110030

農事組合法人フレンドわそう
代表理事　山根　信光

募集区域内 田 2.5 水稲，大豆 露地

2015090403
2015090015

農事組合法人江木
代表理事　宇城　博行

募集区域内 田 3.0
水稲，アスパラ
ガス

露地

2016110403
2016110005

農事組合法人たかさご
代表理事　貞森　學

募集区域内 田，畑 0.0 水稲，馬鈴薯 露地

2017060403
2017060005

井上　英昭 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017090403
2017090006

大成農材株式会社
代表取締役社長　杉浦　朗

新規参入 田 0.0 水稲 露地

2018010403
2018010039

松本　直哉 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2018050403
2019010001

木下　数明 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018050403
2019030001

岩元　孝夫 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2019040403
2019040001

井口　祐紀 新規参入 田 77.0 水稲 露地

2019040403
2019060003

農事組合法人しもだに
代表理事　池田　和春

募集区域内 田，畑 0.0 水稲，野菜 露地

2019040403
2020030001

農事組合法人清流の郷 泉
代表理事　戸野　勉

募集区域内 田 0.0 水稲,野菜 露地

2020040403
2020110004

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 20経営体 103.5

（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

三原市

久井町

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

2014070404
2014070009

有限会社こめ奉行
代表取締役　立石　和子

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2014070404
2014070012

農事組合法人ふかみの郷
代表理事　上岡　勝

募集区域内 田 0.7 水稲 露地

2014070404
2014070015

農事組合法人ファームすえさだ
代表理事 田原 克尚

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014070404
2014070016

農事組合法人かげひさ
代表理事 久保田 哲夫

募集区域内 田 2.0 水稲，野菜 露地

2014090404
2014090048

農事組合法人ファームはいばら
代表理事　東谷　憲男

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110404
2014110027

岡田　誠三 募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 露地

2014110404
2014110028

岡田　栄一 募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 露地

2014110404
2014110031

株式会社恵
代表理事　宮迫　恒也

募集区域内 田，畑 0.0 水稲 露地

2014110404
2014110032

ハピネス農事組合法人
代表理事　信野　一明

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015020404
2015020045

大和風土合同会社
代表社員　近廣　紀考

募集区域内 田 0.3 水稲 露地

2015110404
2015110006

廉　賢治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015110404
2015110007

有川　一旦 募集区域内 田 1.0 水稲，飼料用稲 露地

2015110404
2015110008

西川　敏明 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2015110404
2015110009

徳川　邦彦 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015110404
2015110010

農事組合法人蔵宗
代表理事　松島　範明

募集区域内 田 0.0 水稲，ハトムギ 露地

2016060404
2016060031

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 畑 0.0 キャベツ 露地

2016110404
2016110003

リジョー株式会社
代表取締役　藤井　厳

募集区域内 畑 0.0 ニンニク 露地

2017060404
2017060029

茨木　宏士 募集区域外 田 1.5
ホウレンソウ，
キャベツ

施設

2017090404
2017090007

大成農材株式会社
代表取締役社長　杉浦　朗

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017090404
2017090009

株式会社グリーンカウベル
代表取締役　茨木　栄治

募集区域内
田，畑，採草

放牧地
0.0

キャベツ，ほう
れんそう

露地

2018010404
2018010038

株式会社三ツ田
代表取締役　桝田　岳伸

募集区域内 畑 0.9 キャベツ 露地

2018010404
2018010040

猪上　淳 募集区域内 畑，樹園地 1.0
ぶどう，ニンジ
ン

露地

2018010404
2018010043

新田　好文 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2018050404
2018060001

農事組合法人ユートピアかみなか
代表理事組合長　上田　励二

募集区域内 田 1.0 水稲，野菜 露地

2019040404
2019040002

井口　祐紀 新規参入 田 0.0 水稲 露地

2019040404
2019120001

田坂　信太郎 募集区域内 畑 0.5 白ネギ 露地

2019040404
2020030002

農事組合法人清流の郷 泉
代表理事　戸野　勉

募集区域内 田 0.0 水稲,野菜 露地

2020040404
2020110001

農事組合法人後谷
代表理事　奥谷　貴

募集区域内 田 0.6 飼料稲(WCS) 露地

2020040404
2020110005

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 29経営体 12.5

（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

三原市

大和町

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

2014110501
2014110021

農事組合法人ほのぼの徳永
代表理事　真田　孝

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014110501
2014110022

農事組合法人徳永郷
代表理事　髙橋　正寿

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0
水稲，アスパラ
ガス

露地

2014110501
2014110023

有限会社アグリサポート
代表取締役　綾目　文雄

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017090501
2017090010

菅　秀和 募集区域外 畑，樹園地 0.0 野菜等 露地

2018050501
2018090007

農事組合法人皆童丸
代表理事　近藤 秀峰

募集区域内 田，畑 16.0
水稲，野菜，花
卉

露地，施設

2019040501
2019110009

農事組合法人丸山城
代表理事　山根　信行

募集区域内 田 2.0 水稲等 露地

2019040501
2019110010

農事組合法人いまつの
代表理事　住原　正直

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2019040501
2019110011

戸端　基博 募集区域内 田，畑 1.0 白ネギ 露地

2020040501
2020090003

農事組合法人かとり
代表理事　石岡　稔

募集区域内 田 0.0 水稲等 露地

2020040501
2020110006

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 10経営体 20.0

（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

尾道市

御調

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

2018050502
2018060003

髙田　圭太郎 募集区域内 田 0.0 イ草 露地

2020040502
2020110007

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 2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

尾道市

旧尾道市

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

2015020503
2015020021

平谷 義隆 募集区域内
畑，樹園地，農業用

施設用地 0.0
ワケギ，トマ
ト，果樹

施設

2015090503
2015090032

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 畑 5.0
ベビーリーフ
（野菜）

施設

2017090503
2017090011

菅　秀和 募集区域外 畑，樹園地 0.0 野菜等 露地

2018050503
2019030002

山本　賢司 新規参入 畑 0.0 わけぎ 露地,施設

2019040503
2019120002

力石　善博 募集区域内 畑 0.1 わけぎ 施設

2019040503
2020030009

有限会社サンクリエイト
代表　池田　欣邦

募集区域内 畑 1.0
生姜,トマト,わ
けぎ

露地

2020040503
2020110008

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 7経営体 6.1

（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

尾道市

向島

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

2015060504
2015060054

村上　丈次 募集区域内 畑 0.2 育苗 施設

2015060504
2015060055

村上　力 募集区域内 畑 0.1 育苗 施設

2015090504
2015090033

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 畑 0.0
ベビーリーフ
（野菜）

施設

2016110504
2016110019

村上　昌也 募集区域内 畑 0.0 ネギ 施設

2017010504
2017010010

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2017060504
2017060006

村上　義伸 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2017060504
2017060007

村上　久男 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2017090504
2017090012

菅　秀和 募集区域外 畑，樹園地 0.0 野菜等 露地

2018010504
2018010009

村上　大作 募集区域内 畑，樹園地 0.2 野菜，柑橘 露地

2019040504
2019060002

万田発酵株式会社
代表取締役　松浦　良紀

募集区域内 畑 0.0
スイカ，人参，トウモ
ロコシ 露地

2020040504
2020050001

柳田　耕助 募集区域内 畑 0.2 いちじく 露地

2020040504
2020110009

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

2020040504
2020120002

三和鉄構建設株式会社
代表取締役　中島　裕一朗

募集区域内 畑 0.5 レモン 露地

以下余白

計 13経営体 1.2

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

尾道市

因島

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

2014110505
2014110020

片山　博 募集区域内 樹園地 0.0 果樹（柑橘） 露地

2015020505
2015020020

菅　秀和 募集区域内 樹園地 3.0 柑橘 露地

2015060505
2015060053

株式会社食元
代表取締役　井上　裕文

募集区域内 樹園地 2.0 柑橘 露地

2015090505
2015090031

根角　正則
募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2015090505
2015090034

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 畑 0.0
ベビーリーフ
（野菜）

施設

2015110505
2015110001

松谷　孝則 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2016060505
2016060001

益原　光博 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2016110505
2016110020

新地　貴史 新規参入 樹園地 0.0 柑橘 露地

2017010505
2017010009

長畠　弘典 募集区域内 樹園地 0.5 柑橘 露地

2017060505
2017060008

森野　裕年 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2017090505
2017090013

村上　寿生 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2018050505
2019020001

貝原　弘真 新規参入 樹園地 0.5 柑橘 露地

2018050505
2019020002

渡辺　良徳 募集区域内 畑 0.5 柑橘 露地

2019040505
2019070003

岡本　梨奈 募集区域内 樹園地 0.5 柑橘 露地

2020040505
2020110010

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域外 田，畑 0.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 15経営体 7.0

（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

尾道市

瀬戸田

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

2014110601
2014110041

多木　陽平 募集区域内 畑 0.0
ホウレンソウ，
シロウリ他

露地

2014110601
2014110042

若井　克司 募集区域内 畑 0.5 ホウレンソウ他 露地，施設

2016010601
2016010015

水藤　昌幸 募集区域内 畑 0.0
ホウレンソウ，ナス，
トウモロコシ等 露地

2016010601
2016010016

宮本　比佐則 募集区域内 畑 0.0 ホウレンソウ等 露地，施設

2016010601
2016010017

楠　隆雄 募集区域内
農業用施設用

地
0.0

ホウレンソウ，
トマト

施設

2016090601
2016090006

表崎　桂太 募集区域内 畑 0.0 ネギ，豆 露地，施設

2016090601
2016090007

平山　智也 募集区域内 畑 0.0
ジャガイモ，タマネ
ギ，オクラ 露地，施設

2016090601
2016090008

東雲　大起 募集区域内 畑 0.0
ジャガイモ，タマネ
ギ，ニンニク 露地，施設

2017010601
2017010001

澤　正郎 募集区域内 畑 0.4
ほうれん草，な
す

露地，施設

2018010601
2018010016

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 畑 0.0 野菜 施設

2018050601
2018050002

髙田　圭太郎 新規参入 田 0.1 い草，米 露地

2018050601
2018060002

平岡　利奈 新規参入 田，畑 0.0 アスパラガス 施設

2018050601
2018080001

株式会社enivrant
代表取締役　古川　和秋

募集区域内 畑 0.3 ぶどう 露地

2019040601
2019040008

カドリー株式会社
代表取締役　近藤　博

新規参入 田,畑,樹園地 0.5
みかん,レモン,その他
柑橘類 露地

2019040601
2020030003

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑 3.0 白菜 露地

2020040601
2020080010

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 田，畑 20.0
葉物野菜(ベビー
リーフ)

露地,施設

以下余白

計 16経営体 24.8

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

福山市

福山

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

2017010602
2017010003

寳諸　孝也 募集区域内 田，畑 1.0
白ネギ，レンコン，枝
豆，なす 露地

2019040602
2020030004

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑 1.0 白菜 露地

2020040602
2020080007

佐々木　小菜美 募集区域内 畑 0.2
ハーブ，マイクリー
フ，食用花，野菜 露地，施設

以下余白

計 3経営体 2.2

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

福山市

松永

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

2014110603
2014110045

マチモト株式会社
代表取締役　町本　義孝

募集区域内 田，畑 0.0 食用バラ 露地

2014110603
2014110046

町本　康輔 募集区域内 田，畑 0.1 食用バラ 露地

2014110603
2014110047

荒川　康志 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090603
2015090054

株式会社ベリーズファーム
代表取締役　下江　公輔

募集区域内 田，畑 1.0
水稲，キャベ
ツ，大根

露地

2016060603
2016060044

森山　里美 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地

2016060603
2016060045

坪井　翔伍 募集区域内 田，畑 0.0 水稲，野菜 露地

2016090603
2016090005

立花　和磨 募集区域内 田 0.2 イチゴ 施設

2017040603
2017040010

農事組合法人広島中央農産
代表理事　森本　和博

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017060603
2017060009

株式会社ＪＡファームふくやま
代表取締役　佐藤　宏

募集区域内 畑 0.4 キャベツ 露地

2018010603
2018010018

坂本株式会社
代表取締役　坂本　充

募集区域外 畑 0.0 野菜，水稲 露地

2018050603
2019020004

藤井　健太 募集区域内 畑 1.0 藍 露地

2019040603
2020010014

合同会社坪井農園
代表社員　坪井　翔伍

募集区域内 田，畑 15.0 水稲，野菜 露地

2019040603
2020030005

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑 20.0 白菜 露地

2020040603
2020080008

石井　景広 募集区域内 田，畑 0.2 野菜 露地

2020040603
2021010021

甲斐　義崇 募集区域内 畑 1.0 野菜 露地

以下余白

計 15経営体 38.9

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

福山市

北部

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

2017010604
2017010002

大田　好明 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018010604
2018010017

坂本株式会社
代表取締役　坂本　充

募集区域内 畑 0.0 野菜，水稲 露地

2019040604
2020030006

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑 3.0 白菜 露地

以下余白

計 3経営体 3.0

（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

福山市

新市

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

2015060605
2015060057

藤原　仁智 募集区域内 畑，樹園地 0.0 柑橘，野菜 露地，施設

2017090605
2017090014

山本　圭一 募集区域内 樹園地 0.0 ぶどう 露地

2018050605
2019020003

門田　和也 募集区域内 樹園地 0.0 ぶどう 露地，施設

2019040605
2019040007

カドリー株式会社
代表取締役　近藤　博

新規参入 田,畑,樹園地 0.0
みかん,レモン,その他
柑橘類 露地

2019040605
2020030007

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑 0.0 白菜 露地

2020040605
2020080009

広島県果実農業協同組合連合会
代表理事会長　川田　洋次郎

募集区域内 樹園地 0.0 果樹 露地

以下余白

計 6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

福山市

沼隈

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

2014110606
2014110043

農事組合法人ファーム夕日の里
組合長理事　山本　明

募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2014110606
2014110044

有限会社ジャパン・ラム
代表取締役　須藤　薫雄

募集区域内 田 4.0 水稲，麦 露地

2016090606
2016090009

加藤　陽一郎 募集区域内 田 0.2 くわい 露地

2017090606
2017090015

合同会社ど根性ファーム
代表社員　二神　雅一

募集区域外 田，畑 2.0 青ねぎ 露地

2018050606
2019020005

株式会社宮地
代表取締役社長　宮地　一文

募集区域外 田,畑 0.0 水稲,野菜 露地，施設

2019040606
2020030008

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑 3.0 白菜 露地

2020040606
2020120003

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田 1.8 キャベツ 露地

以下余白

計 7経営体 21.0

（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

福山市

神辺

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

2014090701
2014090042

農事組合法人井永
代表理事　岡本　隆

募集区域内 田 0.0 水稲，飼料用稲 露地

2014090701
2014090043

有限会社ファーム矢野
代表取締役　宮田　泰行

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014090701
2014090044

農事組合法人上下南農産
代表理事　池田　静雄

募集区域内 田 2.0
水稲，飼料稲，
大豆，野菜

露地，施設

2014090701
2014090046

森山　里美 募集区域内 畑 5.0
コンニャク，野
菜

露地

2014090701
2014090047

森山　晋伍 募集区域内 畑 0.5 野菜類 露地

2014110701
2014110048

農事組合法人吉野三共の里
代表理事　瀬原　秀明

募集区域内 田 0.1 水稲 露地

2015060701
2015060041

農事組合法人諸毛本郷田
代表理事　竹内　茂樹

募集区域内 田，畑 0.5
水稲，その他野
菜

露地

2015060701
2015060042

農事組合法人ファームあしさき
代表理事　久保　時治

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015060701
2015060043

小川　敏弘 募集区域内 田，畑 5.0 牧草 露地

2016060701
2016060033

農事組合法人野津田農園
代表理事　野津田　吉昭

募集区域内 田，畑 3.0
水稲，大豆，そ
ば，野菜

露地

2016060701
2016060034

鈴木　克彦 募集区域内 田，畑 0.1 菊 露地，施設

2017010701
2017010011

竹内　裕樹 募集区域内 畑 0.5
白菜，大根，ゴ
ボウ

露地

2017010701
2017010012

角　英樹 募集区域内 田，畑 0.0
野菜（ホウレンソウ，
きゅうり） 露地・施設

2017060701
2017060010

角　勝則 募集区域内 田，畑 0.0 野菜 露地

2019040701
2019040003

井口　祐紀 新規参入 田 0.0 水稲 露地

2020040701
2020110012

梶田建設株式会社
代表取締役　梶田　峰生

募集区域内 樹園地 0.1 ぶどう 施設

以下余白

計 16経営体 16.8

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

府中市

府中市全域

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

2014070801
2014070001

有限会社こめ奉行
代表取締役　立石　和子

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2014070801
2014070004

株式会社福田農場
代表取締役　福田　一之

募集区域内 田 2.0
水稲，大豆，飼
料作物

露地

2014110801
2014110053

農事組合法人ファームあおが
代表理事　廣瀬　勝秀

募集区域内 田 0.4
水稲，麦，大豆，アス
パラガス 露地

2014110801
2014110054

農事組合法人畑原
代表理事　呉町　俊之

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110801
2014110055

農事組合法人神杉農産組合
代表理事　戸田　博敬

募集区域内 田 0.0
水稲，大豆，飼
料作物

露地

2014110801
2014110058

農事組合法人東河内の里
代表理事　近藤　文人

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014110801
2014110061

奥平　具視 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110801
2014110064

織田　正司 募集区域内 田 0.0 牧草 露地

2014110801
2014110066

有限会社みらさか農業公社
代表取締役　湯免　龍夫

募集区域外 田 0.0
水稲，小麦，大
豆

露地

2014110801
2014110068

農事組合法人三若
代表理事　富井　大平

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014110801
2014110069

農事組合法人辻塚
代表理事　向井　一彦

募集区域内 田 0.0 水稲，飼料 露地

2014110801
2014110070

山越　亮介 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2014110801
2014110071

角一　吉彦 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015090801
2015090040

有限会社ティピカルファーム
代表取締役　鈴木　弘

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2015090801
2015090042

農事組合法人有原
代表理事　関徳　龍昭

募集区域内 田 0.0
水稲，大豆，飼
料作物

露地

2015090801
2015090044

農事組合法人田幸西部
代表理事　目代　章吾

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015090801
2015090046

朝日南　啓伍 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090801
2015090049

堀下　一義 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016010801
2016010023

農事組合法人海渡
代表理事　福永　要

募集区域内 田 0.0 水稲，大豆 露地

2016060801
2016060015

敷本　馨 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016060801
2016060018

合同会社井田川ファーム橋本
代表社員　橋本正二

募集区域内 田 0.0 飼料作物 露地

2016090801
2016090023

廣川　重幸 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090801
2016090024

戸田　恵 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090801
2016090025

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016090801
2016090030

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

2016110801
2016110010

福永　丈也 募集区域内 田，畑 2.0 野菜 露地・施設

2017010801
2017010014

藤谷　祐司 募集区域内 田 2.0 稲，野菜 露地

2017040801
2017040011

和田　等 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2017060801
2017060011

農事組合法人ふかせ
代表理事　中村　計助

募集区域外 田 0.0 水稲，野菜 露地

2018050801
2018080002

農事組合法人糸井
代表理事　小平　慎吾

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018050801
2018090003

米田　伸二 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018050801
2018090004

合同会社安田農産
代表社員　安田　剛

募集区域外 田 0.0 水稲，もち麦 露地

2018050801
2018110003

新丸　一夫 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

旧三次市

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

旧三次市

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

2018050801
2018110004

品川　公治 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2018050801
2018110005

池田　徹 募集区域内 田 1.5 水稲 露地

2018050801
2018110006

農事組合法人志和地
代表理事　中村　英正

募集区域内 田 0.0
水稲，麦，豆
類，ソバ等

露地

2018050801
2018110007

藤谷　一彦 募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2018050801
2018120001

長岡　慎也 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2019040801
2019110001

辰巳　勇壮 募集区域内 田 0.7 水稲 露地

2019040801
2019120003

株式会社ライスファーム藤原
代表取締役　藤原　博巳

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2019040801
2019120004

株式会社ＪＡアグリ三次
代表取締役社長　冨野井　利弘

募集区域内 田,畑,樹園地 0.8
アスパラガス,ほうれん
草,ぶどう 露地,施設

2019040801
2020030010

杉本　圭太 募集区域内 畑 0.8 ぶどう 露地

2019040801
2020030011

株式会社広島三次ワイナリー
代表取締役　元廣　修

募集区域内 採草放牧地 4.0 ぶどう 露地

2020040801
2020040002

久保田　知可治 募集区域内 田 0.2 水稲 露地

2020040801
2020080012

藤谷　祐司 新規参入 田，畑 7.0 水稲,白ネギ 露地

2020040801
2020120004

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 5.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040801
2020120012

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 3.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

計 47経営体 58.4

（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。



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

2014070802
2014070003

株式会社アグリ君田
代表取締役　向田　正彦

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014110802
2014110059

農事組合法人東河内の里
代表理事　近藤　文人

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110802
2014110067

西入君農事組合法人
代表理事　三嶋　寛

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090802
2015090039

合同会社安田農産
代表社員　安田　剛

募集区域内 田 20.0 水稲 露地

2016060802
2016060016

農事組合法人高幡
代表理事　花利　幸雄

募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2016060802
2016060017

加島　秀美 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2016060802
2016060021

増田　敬三 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060802
2016060025

上安　治巳 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090802
2016090026

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016090802
2016090031

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

2016090802
2016090035

牧原　誠 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016110802
2016110014

農事組合法人東の郷
代表理事　神岡　英男

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016110802
2016110015

田中　千睦 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2017010802
2017010015

藤谷　祐司 募集区域外 田 0.0 稲，野菜 露地

2020040802
2020120005

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040802
2020120013

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 0.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

以下余白

計 16経営体 41.5

（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

三次市

君田町

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

2014110803
2014110057

農事組合法人ちはや
代表理事　森島　秀和

募集区域内 田 0.0
水稲，飼料用
米，大豆等

露地

2014110803
2014110060

農事組合法人東河内の里
代表理事　近藤　文人

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2014110803
2014110063

農事組合法人むろだに
代表理事　福間　保

募集区域内 田 0.0
水稲，飼料作
物，大豆等

露地

2015020803
2015020017

太田　雄吾 募集区域内 田 0.0
水稲，アスパラ
ガス

露地

2015090803
2015090048

吉岡　きみえ 募集区域内 田 0.0 水稲，WCS 露地

2016060803
2016060020

藤原　好也 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2016090803
2016090021

丸山　英彰 募集区域内 田 0.5 野菜 露地

2016090803
2016090032

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

2016110803
2016110016

農事組合法人本谷
代表理事　小林　正一

募集区域内 田 0.0 水稲，飼料作物 露地

2020040803
2020120006

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040803
2020120014

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 0.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

以下余白

計 11経営体 2.5

（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

三次市

布野町

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

2016110804
2016110017

農事組合法人おおやま
代表理事　垣内敏行

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016110804
2016110018

足利　学 募集区域内 田 0.0 水稲，白ネギ 露地

2020040804
2020120007

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040804
2020120015

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 0.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

以下余白

計 4経営体 1.0

（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

三次市

作木町

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

2014070805
2014070005

合同会社福福営農
代表社員　福永　照慈

募集区域内 田 10.0
水稲，大豆，野
菜

露地

2014110805
2014110051

廣澤　実 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2015020805
2015020019

重田　賢典 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090805
2015090047

朝日南　啓伍 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060805
2016060023

溝辺　清春 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090805
2016090033

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

2016110805
2016110011

福永　丈也 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地・施設

2019040805
2019080003

株式会社なちゅbio
代表取締役　岡田　真以

募集区域内 田,畑 0.7
露地野菜,施設野
菜

露地,施設

2020040805
2020120008

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040805
2020120016

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 0.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

以下余白

計 10経営体 10.7

（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

三次市

吉舎町

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

2014110806
2014110050

廣澤　実 募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2014110806
2014110065

有限会社みらさか農業公社
代表取締役　湯免　龍夫

募集区域内 田 0.0
水稲，小麦，大
豆

露地

2015060806
2015060049

菅　靖宏 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015060806
2015060050

株式会社ライスファーム藤原
代表取締役　藤原　博巳

募集区域内 田 50.0 水稲 露地

2015090806
2015090045

朝日南　啓伍 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060806
2016060019

合同会社三良坂フロマージュ
代表社員　松原　正典

募集区域内 田 0.0 牧草 露地

2016090806
2016090027

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016090806
2016090034

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

2016110806
2016110012

福永　丈也 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地・施設

2017010806
2017010016

藤谷　祐司 募集区域外 田 0.0 稲，野菜 露地

2019040806
2020020004

農事組合法人はいづか
代表理事　藤川　範雄

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2020040806
2020120009

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040806
2020120017

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 0.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

以下余白

計 13経営体 51.5

（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

三次市

三良坂町

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

2014070807
2014070002

有限会社こめ奉行
代表取締役　立石　和子

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2014110807
2014110062

奥平　具視 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2016010807
2016010024

浅井　孝義 募集区域内 田，樹園地 0.0 水稲 露地

2016060807
2016060013

宅川　浩紀 募集区域内
田，採草放牧

地
2.0 水稲，飼料用稲 露地

2016060807
2016060024

農事組合法人ゆうファーム敷名
代表理事　若林　常雄

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090807
2016090028

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016110807
2016110013

福永　丈也 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地・施設

2017090807
2017090001

農事組合法人　上板木
代表理事　岡光　久明

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018010807
2018010010

農事組合法人大力
代表理事　瀬川　則秋

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2019040807
2020010013

和田　廣司 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2020040807
2020120010

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040807
2020120018

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 0.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

以下余白

計 12経営体 3.0

（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

三次市

三和町

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

2014110808
2014110052

田村　弘文 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015020808
2015020018

茨木　宏士 募集区域内
田，農業用施

設用地
0.0

牧草，ホウレンソウ，
イチゴ，水稲 施設

2015060808
2015060046

松本　芳 募集区域内
田，畑，採草

放牧地
0.0 牧草 露地

2015060808
2015060047

道田牧場
道田　稔弘

募集区域内 田 0.0 飼料作物 露地

2015060808
2015060048

川上　喬義 募集区域内 田 2.9 水稲 露地

2015090808
2015090041

農事組合法人うが
代表　羽場　敏郎

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090808
2015090043

佐々木　千利 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060808
2016060022

溝辺　清春 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2016060808
2016060026

農事組合法人野津田農園
代表理事　野津田　吉昭

募集区域外 田，畑 0.0 水稲，大豆 露地

2016090808
2016090022

松本　哲明 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090808
2016090029

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2019040808
2019110008

株式会社グリーンカウベル
代表取締役　茨木　栄治

募集区域外 田 10.0 ホウレンソウ 施設

2019040808
2020020003

株式会社ノーサイド
代表取締役　岡野　隼人

新規参入
田，畑，採草

放牧地
50.0 水稲 露地

2019040808
2020020005

向井　正徳 募集区域内 田 0.3 野菜 露地

2019040808
2020030012

仲間　洋 募集区域内 田 0.6 ホウレンソウ 施設

2020040808
2020060001

農事組合法人広島中央農産
代表理事　森本　和博

募集区域外 田 10.0 飼料用米 露地

2020040808
2020120011

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

2020040808
2020120019

株式会社奥平農事業
代表取締役　奥平　具視

募集区域内 田 0.0
水稲,そば,白ネ
ギ

露地

以下余白

計 18経営体 73.8

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

甲奴町

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

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

庄原市

旧庄原市

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

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

庄原市

西城町

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

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

庄原市

東城町

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

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

庄原市

口和町

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

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

庄原市

高野町

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

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

庄原市

比和町

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

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

庄原市

総領町

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

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 10.0 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 2.0 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 3.0 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　柏尾　博明

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 0.0 水稲 露地

2016111101
2016110006

川野　早苗 募集区域内 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
0.0

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 0.8
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 0.0
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 2.0 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 0.0 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 0.0 水稲 露地

2018051101
2018070003

平﨑　和孝 募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 露地,施設

2018051101
2018070004

舛岡　俊彦 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2018051101
2018070005

古川　みどり 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018051101
2018070006

下垣　正昭 募集区域内 田 1.7 水稲 露地

2018051101
2018070007

上田　常雄 募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 露地

2018051101
2018070008

今井　雅治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018051101
2018070009

若本　隆之 募集区域内 田，畑 0.0 水稲，白ねぎ 露地

2018051101
2018070010

政木　子末 募集区域内 田 0.0 野菜 露地

2018051101
2018070011

川原　寛司 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018051101
2018070012

脇田　茂行 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018051101
2018070013

坂井　敏昭 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2020041101
2020050002

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 田，畑 5.0
ベビーリーフ
（野菜）

露地，施設

以下余白

計 29経営体 31.5

（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

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 0.0
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 2.0 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

2019041102
2019100002

塩谷　壮二 募集区域内 畑 2.0 白ネギ 露地

2020041102
2020050003

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 田，畑 5.0
ベビーリーフ
（野菜）

露地，施設

以下余白

計 8経営体 9.0

（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　髙木　昭夫

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 2.0
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 1.0 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 0.0 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

2020041103
2020050004

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 田，畑 5.0
ベビーリーフ
（野菜）

露地，施設

2020041103
2021020002

石田　健 新規参入 畑 0.0 葉物野菜 施設

以下余白

計 7経営体 8.0

（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

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　舛金　利信

募集区域内 田 1.4 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 0.0
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 3.0
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 1.0 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 50.0 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 1.0 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　兒玉　康裕

募集区域内 田，畑 2.0 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 2.1 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

2020041104
2020080013

加藤　貴昭 新規参入
畑，農業用施

設用地
0.2

ホウレンソウ,コマツナ,水菜,ミニ

トマト等 露地,施設

2020041104
2020080014

中迫　健介 募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 葉物野菜 露地,施設

2020041104
2021020003

石田　健 新規参入 畑 0.3 葉物野菜 施設

以下余白

計 14経営体 61.0

（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

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 0.0 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 0.0 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

2020041105
2020110013

森本　敏充 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

以下余白

計 6経営体 1.0

（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

2019041106
2019040004

井口　祐紀 新規参入 田 0.0 水稲 露地

2019041106
2019100001

佐々木　健次 募集区域内 畑 0.0 大根 露地

以下余白

計 6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 0.0 水稲，大豆 露地

2014091107
2014090038

農事組合法人うやま
代表理事　坂田　正広

募集区域内 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 0.0
水稲，飼料用
稲，野菜

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 5.0 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　水野　英則

募集区域内 田 120.0 水稲 露地

2015091107
2015090018

田村　香 募集区域内 田 2.0 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 0.1 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 0.0 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 2.0 水稲 露地

2016061107
2016060040

農事組合法人ファームふくろう
代表理事　末光　陸範

募集区域内 田，畑 0.0
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 0.0 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

2018051107
2019010002

農事組合法人シバザクラの里乃美
代表理事　高橋　貞明

募集区域内 田 1.4 水稲 露地

2019041107
2019040005

井口　祐紀 新規参入 田 0.0 水稲 露地

2020041107
2020070001

つるやファーム株式会社
代表取締役　天野　聡志

募集区域内 畑 2.0
ホウレンソウ.青ネギ,
枝豆 露地

以下余白

計 19経営体 135.3

（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

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　坂田　正広

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
代表理事組合長　土本　伸幸

募集区域内 田 0.0 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

2019041108
2019040006

井口　祐紀 新規参入 田 0.0 水稲 露地

2019041108
2019090001

農事組合法人ふれあいファーム戸野
代表理事　大月　靖規

新規参入
田,畑,農業用施設用

地 34.0 水稲,野菜 露地,施設

2020041108
2020050005

寺岡有機農場有限会社
代表取締役　寺岡　宏晃

募集区域外 田，畑 5.0
ベビーリーフ
（野菜）

露地，施設

以下余白

計 8経営体 39.0

（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

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 1.5
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 0.0 牧草 露地

2020041109
2020080015

吉﨑　弘章 募集区域内 田，畑 0.1 野菜(青ねぎ) 露地

以下余白

計 4経営体 1.6

（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

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



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

2015061201
2015060002

瀬戸　洋明 募集区域内 田，畑 0.0
ホウレンソウ，
コマツナ等

露地，施設

2015061201
2015060003

株式会社よっせえ
代表取締役　水田　信幸

募集区域内 田 3.0 水稲，大豆 露地

2015061201
2015060004

久保　克樹 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015061201
2015060005

坂田　孝治 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016061201
2016060028

石田　稔 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2016061201
2016060029

益成　実雄 募集区域内 田 0.0 ホウレンソウ他 施設

2016061201
2016060030

農事組合法人よしわ
代表理事　中田　安義

募集区域内 田 5.0 水稲，野菜 露地，施設

2016061201
2016060049

エイエスプロジェクト有限会社
代表取締役　栗田　裕士

募集区域外
田，畑，樹園

地
0.0

大豆，小麦，そば，ト
マト，ナス 露地，施設

2017011201
2017010020

遠藤　章人 募集区域内 田，畑 1.0
ニンジン，馬鈴薯，玉ねぎ，里い

も，大豆，他 露地

2017061201
2017060021

株式会社ムラカワ
代表取締役　村川　琢也

新規参入 田 0.0 トマト，その他 施設

2017061201
2017060022

三浦　時義 募集区域内 田 2.0 ホウレンソウ 施設

2017091201
2017090028

石田　博伸 募集区域内 田 20.0 水稲 露地

2018011201
2018010012

佐伯中央農業協同組合
代表理事組合長　忠末宜伸

募集区域内 田 0.0
ホウレンソウ，
軟弱野菜

施設

2018051201
2019010003

久保田　基樹 募集区域内 田 0.0
軟弱野菜（ホウレンソ
ウ,コマツナ) 施設

以下余白

計 14経営体 41.0

（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

廿日市市

廿日市市全域

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

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

安芸高田市

安芸高田市全域

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

安芸高田市

安芸高田市全域

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

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



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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

安芸高田市

安芸高田市全域

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

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 0.6 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



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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

安芸高田市

安芸高田市全域

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

2020041301
2020100008

西村　英之 募集区域内 田，畑 0.4 水耕ネギ 施設

2020041301
2020100009

大前　茂樹 募集区域内 田 1.4 水稲 露地

2020041301
2020110014

髙原　義史 募集区域内 田 1.0 青ネギ 施設

2020041301
2020110015

喜連川　駿 新規参入 田 0.9 青ネギ 施設

2020041301
2020110016

小早川　功 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2020041301
2020110017

矢野　智美 募集区域内 田,畑 0.4 水稲 露地

2020041301
2020120022

神堀　英治 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2020041301
2020120023

上川　太生 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2020041301
2021020005

小野　賢治 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

計 108経営体 246.4

（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。



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

2014111401
2014110086

有限会社グリーンファーム沖美
代表取締役　松本　秀二郎

募集区域内
農業用施設用

地
0.0 トマト 施設

2015021401
2015020022

田中　正彦 募集区域内 畑 0.3 菊 施設

2015021401
2015020023

沖美ベジタ有限会社
代表取締役　空久保　秀樹

募集区域内 畑，樹園地 0.0 果実等 露地，施設

2016011401
2016010006

峰商事合同会社
代表社員　井上　峰志

募集区域内 畑 1.0 サツマイモ 露地

2016011401
2016010007

リジョー株式会社
代表取締役　藤井　巌

新規参入
田，農業用施

設用地
0.0 パプリカ 施設

2016061401
2016060010

峰崎　泰昌 募集区域内 畑 0.0 キュウリ 施設

2016091401
2016090019

有限会社　山本農園
山本　満苗

募集区域内 田，畑 0.0 菊 露地，施設

2016091401
2016090020

下河内　昭博 募集区域内
畑，農業用施

設用地
0.2 花き 施設

2017061401
2017060023

松原　秀樹 募集区域内 樹園地 1.0 柑橘 露地

2018011401
2018010005

藤河　山太郎 募集区域内 畑 0.1 キュウリ 施設

2019041401
2019110007

赤川　謙吾 募集区域内
畑,農業用施設

用地
0.0 キュウリ 施設

2019041401
2020030016

松林　佑季 募集区域内 畑 0.1 キュウリ 施設

2020041401
2020080017

山本倶楽部株式会社
代表取締役　沼田　英士

募集区域内 田 0.0 オリーブ 露地

以下余白

計 13経営体 2.7

（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

江田島市

江田島市全域

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

2014071501
2014070006

熊野ファーマーズＭ株式会社
代表取締役　大櫻　圭吾

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 野菜 露地，施設

以下余白

計 1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

熊野町

熊野町全域

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

2014071601
2014070025

農事組合法人まつばらの郷
代表理事　齋藤　靖博

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015021601
2015020007

沖　貴雄 募集区域内 田 0.3 野菜 露地，施設

2016011601
2016010001

株式会社百姓屋
代表取締役　栗栖　智典

募集区域内 田 6.0 水稲 露地

2018051601
2018090006

渡部　正秀 募集区域内 田 0.0 小松菜 施設

2019041601
2019080004

藤村　洋輔 募集区域内 田 1.0
小松菜，軟弱野
菜

施設

2019041601
2020030017

三原　朋之 募集区域内 田，畑 0.6 野菜 施設

2020041601
2020080018

峠谷　彰寿 新規参入 田 0.7 野菜 施設

以下余白

計 7経営体 8.6

（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

安芸太田町

安芸太田町全域

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

2014071701
2014070074

農事組合法人かわにし
代表理事　前末　英明

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071701
2014070075

北野　邦男 募集区域内 田 0.0 水稲，麦，大豆 露地

2014071701
2014070076

農事組合法人沖城
代表理事　中増　敏昭

募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2014071701
2014070077

農事組合法人万徳
代表理事　石田　隆信

募集区域内 田 0.0 水稲，小麦 露地

2014071701
2014070078

農事組合法人東山
代表理事　大石　敏之

募集区域内 田 5.0 水稲，麦 露地

2014071701
2014070084

農事組合法人きつぎ
代表理事　小笠原　哲美

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071701
2014070087

農事組合法人八重西日南
代表理事　中増　武夫

募集区域内 田 3.0 水稲，小麦 露地

2014071701
2014070088

有限会社北広島町農林建公社
代表取締役　山口　克也

募集区域内 田 5.0
水稲，麦，大
豆，飼料稲

露地

2014071701
2014070091

西日本高速道路エンジニアリング中国株
式会社　代表取締役社長　石橋　彰

募集区域内 田 5.0
水稲，新規需要
米，野菜

露地

2014071701
2014070095

農事組合法人上川東
代表理事　日山　静樹

募集区域内 田 0.0 水稲，小麦 露地

2014071701
2014070099

農事組合法人せんごくの里
代表理事　田村　誠

募集区域内 田，畑 0.0 水稲 露地

2014071701
2014070102

農事組合法人ファーム川東
代表理事　細本　光

募集区域内 田 0.0 水稲，小麦 露地

2014071701
2014070103

原田　剛 新規参入
畑，農業用施

設用地
0.0

ミニトマト，ホウレン
ソウ，その他露地野菜 露地，施設

2014071701
2014070104

島筒　健史 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014091701
2014090005

農事組合法人みなみがた
代表理事組合長　箕田　義光

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014091701
2014090006

農事組合法人ほよばら
代表理事　下岡　道範

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111701
2014110088

農事組合法人別所千坊
代表理事　吉川　康昭

募集区域内 田 8.0 水稲 露地

2014111701
2014110089

農事組合法人かみかわど
代表理事　山田　秀登

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111701
2014110090

寺岡　浩 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015061701
2015060039

農事組合法人なかばら
代表理事　輪田　孔俊

募集区域内 田 0.0
水稲，加工米，
飼料用米

露地

2015061701
2015060040

佐古　春雄 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2016061701
2016060047

エイエスプロジェクト有限会社
代表取締役　栗田　裕士

募集区域内
田，畑，樹園

地
0.0

大豆，小麦，そば，ト
マト，ナス 露地，施設

2017041701
2017040015

大丸　隆文 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017061701
2017060012

中村　幸司 募集区域内 田 0.0 キャベツ 露地

2017061701
2017060013

農事組合法人宮の庄さくら農場
代表理事　田邊　文秋

募集区域外 田 0.0
水稲，ブロッコ
リ

露地

2018011701
2018010015

山田　誠 募集区域内 田，畑 1.0
チンゲンサイ，ホウレ
ンソウ 施設

2018031701
2018030004

折出　健二郎 募集区域内 田 0.0
ミニトマト，レ
タス

施設

2019041701
2019100003

農事組合法人ファーム八重１４５
代表理事　中森　司

募集区域内 田,畑 3.0
水稲,麦,ミニト
マト

露地,施設

2020041701
2020050009

横田　弘平 募集区域外 田 0.5
軟弱野菜（ほう
れん草）

施設

以下余白

計 29経営体 37.5

（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

北広島町

千代田

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

2014071702
2014070082

農事組合法人いかだづ
代表理事　橋渡　良臣

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071702
2014070083

佐古　春雄 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014071702
2014070086

株式会社ファーム寒曳
代表取締役　佐古　敏直

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071702
2014070096

農事組合法人岩戸黒瀧
代表理事　小堀　敏臣

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014071702
2014070098

農事組合法人小倉の里
代表理事　若狭　吉明

募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2014091702
2014090007

角甲　正行 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014091702
2014090008

鈴木　栄治 募集区域内 田 10.0 水稲，野菜 露地

2014091702
2014090009

上長者　和則 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014091702
2014090011

渡邉　光 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014091702
2014090012

農事組合法人天狗の里
代表理事　大畑　和憲

募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2014111702
2014110091

橋田　将樹 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014111702
2014110092

石橋　富夫 募集区域内 田 0.7 水稲 露地

2017011702
2017010033

横田　弘平 募集区域内 採草放牧地 1.0 ほうれん草 施設

2017061702
2017060014

農事組合法人宮の庄さくら農場
代表理事　田邊　文秋

募集区域内 田 0.0
水稲，ブロッコ
リ

露地

2018011702
2018010013

西日本高速道路エンジニアリング中国株
式会社　代表取締役社長　石橋　彰

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018051702
2018090001

砂子　拓也 募集区域内 田 0.0 飼料用作物 露地

2019041702
2020020010

有限会社千代田ファーム
代表取締役　中村　勲

募集区域内 畑 0.1 飼料作物 露地

2020041702
2020060002

農事組合法人鳴滝農場
代表理事　山本　孝司

募集区域内 田，畑 1.6 水稲 露地

2020041702
2021020004

株式会社栄ファーム
代表取締役　鈴木　栄治

募集区域内 田 40.0 水稲 露地,施設

以下余白

計 19経営体 81.4

（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

北広島町

大朝

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

2014071703
2014070073

中谷　均 募集区域内 田，放牧地 0.0 水稲 露地

2014071703
2014070079

仲本　勇 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071703
2014070081

農事組合法人小笹
代表理事組合長　泉　繁樹

新規参入 田 0.0 水稲，ソバ 露地

2014071703
2014070085

泉　繁樹 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071703
2014070090

農事組合法人戸谷亀山
組合長　上田　雅則

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014071703
2014070092

農事組合法人かみいし
代表理事　道上　昌明

募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2014091703
2014090001

農事組合法人ファーム阿坂中
代表理事　平岡　正矢

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014091703
2014090002

大地　喜代志 募集区域内 田 2.0 水稲，ソバ 露地

2014091703
2014090003

向井　大士 募集区域内 田 5.0
水稲，野菜，ソ
バ

露地

2014111703
2014110087

神川　智樹 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015091703
2015090036

農事組合法人石本農場
代表理事　石本　宏信

募集区域内 田 0.0 飼料米 露地

2015091703
2015090037

奥迫　光洋 募集区域内 田 0.0 水稲他 露地

2015091703
2015090038

仲野　吉也 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015111703
2015110014

佐々木　修一 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015111703
2015110015

有限会社　モリタ農園
代表取締役　森田　幸秀

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016061703
2016060046

多川　純利 募集区域内 田 0.0 ホウレンソウ 施設

2016061703
2016060048

エイエスプロジェクト有限会社
代表取締役　栗田　裕士

募集区域外
田，畑，樹園

地
0.0

大豆，小麦，そば，ト
マト，ナス 露地，施設

2017011703
2017010027

茂川　真二 新規参入 田 2.0 水稲，そば 露地

2017011703
2017010028

藤田　陽二郎 募集区域内
樹園地，農業用施設

用地 0.0 ぶどう 露地

2017061703
2017060015

間口アグリファクトリー株式会社
代表取締役社長　佐々木　直也

新規参入 田 2.8 キャベツ 露地

2018011703
2018010014

宮崎　英二 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2020041703
2020050008

合同会社今吉田ファーム向井
代表社員　向井　大士

募集区域内 田 15.0 水稲,野菜 露地

以下余白

計 22経営体 37.8

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

北広島町

豊平

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

2014071704
2014070089

農事組合法人芸北おおさ
代表理事　市原　政則

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014071704
2014070093

藤原　俊二 募集区域内 田 14.0 水稲 露地

2014071704
2014070094

株式会社ウエダ
代表取締役　上田　譲治

募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2014071704
2014070097

市川　由和 募集区域内 田 1.3 水稲，牧草 露地

2014071704
2014070100

多尾　直喜 募集区域内 田 0.0 水稲，野菜 露地，施設

2014091704
2014090004

まきはうす　槇原　伸二 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111704
2014110093

農事組合法人うづつき
代表理事組合長　小川　和夫

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015061704
2015060035

前　拓也 募集区域内 田 2.0
水稲，飼料，野
菜

露地

2015061704
2015060036

徳永　邦俊 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015061704
2015060037

有限会社双葉
代表取締役　野田　尊文

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015061704
2015060038

農事組合法人サイオト
代表理事　谷本　節男

募集区域内 田，畑 1.5 水稲，加工米 露地

2015091704
2015090035

久茂谷　美保之 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2016091704
2016090017

田枝　浩昭 募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2016091704
2016090018

枕農事組合法人
代表理事組合長　山田　勝則

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，牧草放牧，野
菜，大豆 露地

2018051704
2019010004

丸住　隼一 募集区域内 畑 0.0 ホウレンソウ 施設

以下余白

計 15経営体 33.8

（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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

北広島町

芸北

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

2014111801
2014110024

玉谷　誠 募集区域内
畑，農業用施

設用地
1.5 トマト 施設

2014111801
2014110025

岩﨑　太郎 募集区域内
樹園地，農業用施設

用地 0.5
施設レモン，中
晩橘

露地，施設

2014111801
2014110026

亀田　幸生 募集区域内 畑，樹園地 1.5 柑橘，野菜 露地，施設

2015091801
2015090011

広島ゆたか農業協同組合
代表理事組合長　金子　仁

募集区域外 樹園地 0.0 柑橘 露地

2015091801
2015090014

谷口　徳行 募集区域内 樹園地 0.2 柑橘 露地

2016011801
2016010022

大村　示宇 募集区域内 樹園地 1.0 柑橘 露地

2016091801
2016090036

田中　秀幸 募集区域内 樹園地 0.0 柑橘 露地

2017011801
2017010029

株式会社ルーチャード
代表取締役　井上　政弘

募集区域内 樹園地 2.0 柑橘 露地

2019041801
2019050008

山中　陽子 募集区域内 樹園地 0.4 柑橘 露地

2020041801
2020110018

秋山　直樹 新規参入 樹園地 0.3 レモン 露地

2020041801
2020110019

榎本　一史 新規参入 畑 0.1 果樹 施設

以下余白

計 11経営体 7.5

（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

大崎上島町

大崎上島町全域

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

2014071901
2014070057

吉宗　洋二 募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2014071901
2014070058

和田　廣司 募集区域内 田 5.0 水稲，飼料用米 露地

2014071901
2014070059

桑原　正博 募集区域内 田 10.0 水稲，麦，野菜 露地

2014071901
2014070061

木戸　菊雄 募集区域内 田 0.0 水稲，その他 露地

2014071901
2014070062

農事組合法人うづと
代表理事　兼国　幸秀

募集区域内 田 2.5 水稲 露地

2014071901
2014070063

農事組合法人せら冨士屋
代表理事　村田　義則

募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2014071901
2014070064

農事組合法人穂MINORI
代表理事　宇坪　實

募集区域内 田 3.5 水稲，その他 露地

2014071901
2014070065

農事組合法人ふるさと重永
代表理事　貞末　和輝

募集区域内 田 5.0 水稲，大豆 露地

2014071901
2014070066

農事組合法人京丸ファームセラ
代表理事　亀田　千年

募集区域内 田 0.0
水稲，野菜，そ
の他

露地

2014071901
2014070067

有限会社こめ奉行
代表取締役　立石　和子

募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2014071901
2014070068

農事組合法人かみだに
代表理事　黒木　啓之

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014071901
2014070069

農事組合法人ひまわり
代表理事　溝上　義寿

募集区域内 田 1.5 水稲，野菜 露地

2014071901
2014070070

正迫　昌史 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2014071901
2014070071

水野　誠 募集区域内 田，畑 0.0 水稲，野菜 露地

2014071901
2014070072

木村　隆幸 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014091901
2014090014

株式会社恵
代表取締役　宮迫　恒也

募集区域内 田 5.0 水稲，野菜 露地

2014091901
2014090015

福田　雄志 募集区域内 田，畑 0.0 野菜 露地

2014091901
2014090016

山口　広規 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014091901
2014090017

有限会社重永農産
取締役　作田　博

募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2014091901
2014090018

農事組合法人つくち
代表理事　宮丸　和也

募集区域内 田 0.0
水稲，大豆，野
菜

露地

2014111901
2014110034

農事組合法人ふぁーむ賀茂
代表理事　越本　巡

募集区域内 田 0.0 水稲，大豆，麦 露地

2014111901
2014110035

農事組合法人せら青近
代表理事　黒木　清毅

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111901
2014110036

農事組合法人くろぶち
代表理事　西川　芳徳

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，大豆，野
菜

露地

2014111901
2014110037

農事組合法人大福ファーム
代表理事　渡邊　健治

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111901
2014110038

農事組合法人くろがわ上谷
代表理事　重津　征二

募集区域内 田 0.0
主食用水稲，飼
料用水稲

露地

2014111901
2014110039

農事組合法人大仙
代表理事　白雲　勝幸

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014111901
2014110040

農事組合法人風舎
代表理事　内海　哲平

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015021901
2015020003

農事組合法人すなだ
代表理事　木原　一行

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，飼料米，ブドウ，アスパラ

ガス，大豆，その他野菜 露地，施設

2015021901
2015020004

仙光　保喜 募集区域内 田 0.0 水稲，麦，大豆 露地

2015021901
2015020005

農事組合法人黒川明神
代表理事　槇橋　正則

募集区域内 田，畑 0.0 水稲，野菜 露地

2015021901
2015020006

農事組合法人みぞくま
代表理事　殿敷　武

募集区域内 田 0.0 水稲，大豆 露地

2015061901
2015060006

和田　則寛 募集区域内 田 0.0
水稲，飼料用米
等

露地

2015091901
2015090029

合同会社世羅協同ファーム
代表社員　佐藤　隆

募集区域内 畑 5.0 麦 露地

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

世羅町

世羅町全域

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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

世羅町

世羅町全域

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

2015091901
2015090030

株式会社アグリンクエブリイ広島
代表取締役社長　岡﨑　裕輔

募集区域内 田，畑 1.0
野菜（キャベ
ツ，白菜等）

露地

2015111901
2015110017

橋平　浩二 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015111901
2015110018

農事組合法人黒羽田
代表理事　原　勇二

募集区域内
田，畑，樹園

地
0.0

水稲，飼料米，野菜，
ぶどう 露地

2015111901
2015110019

農事組合法人さわやか田打
代表理事組合長　岡田　以得

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，大豆，大麦，ア
スパラガス，飼料米 露地，施設

2015111901
2015110020

農事組合法人聖の郷かわしり
代表理事　東谷　晴美

募集区域内 田，畑 0.0
水稲，アスパラガス，
大豆，野菜 露地，施設

2016011901
2016010010

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 畑 10.0 キャベツ他 露地

2016061901
2016060050

重丸　雅紀 募集区域内
田，畑，牧草

放牧地
0.0 水稲，放牧地 露地

2016061901
2016060051

小池　紀昭 募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2016061901
2016060052

農事組合法人ほりこし
代表理事　上羽場　幸男

募集区域内 田，畑 0.0 水稲，野菜 露地

2016061901
2016060053

農事組合法人世羅幸水農園
組合長理事　光元　信能

募集区域内 樹園地 0.0 梨等果樹 露地

2016061901
2016060054

實川　瀧雄 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016091901
2016090001

東　祐樹 募集区域内 田，畑 0.5
キャベツ，ブ
ロッコリー

露地

2016091901
2016090002

東　多美子 募集区域内 畑 0.0
キャベツ，ブ
ロッコリー

露地

2016091901
2016090003

光元　章 募集区域内 田，畑 0.0 野菜等 施設

2016091901
2016090004

溝上　敬一 募集区域内 田，畑 0.0 飼料作物 露地

2016111901
2016110001

安達　大輔 募集区域内 畑 0.0
ブロッコリー，
南瓜

露地

2016111901
2016110002

平山　豊 募集区域内 田 0.5
ブロッコリー，
白ネギ

露地

2017011901
2017010030

農事組合法人アグリテックあかや
代表理事　國正　健治

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017011901
2017010031

農事組合法人きらり狩山
代表理事組合長　高谷義則

募集区域内 田 3.0
水稲（主食用，飼料
用），露地野菜，大豆 露地

2017011901
2017010032

立石　浩一 募集区域内 田，畑 1.5
野菜（ブロッコリー，
白菜） 露地・施設

2017041901
2017040001

農事組合法人かがやき有美
代表理事　茶谷　正憲

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2017041901
2017040002

農事組合法人おがみ
代表理事組合長　上本　仁志

募集区域内 田 0.0 水稲等 露地

2017041901
2017040003

農事組合法人いきいき高田
代表理事　山田谷　清史

募集区域内 田 2.5
水稲，大豆，キャベツ，白菜，ス

イートコーン 露地

2017041901
2017040004

農事組合法人とくいち
代表理事　廣山　松夫

募集区域内 田 3.0
水稲，大豆，そ
ば

露地

2017061901
2017060027

原田　勝 募集区域内 田，畑 0.0
ジャガイモ，サツマイ
モ，水稲，タマネギ 露地

2017061901
2017060028

冬木　俊介 募集区域内 田，畑 0.2 アスパラガス 施設

2017091901
2017090032

原田　勝美 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018011901
2018010036

農事組合法人ダルマガエルの里
代表理事　井藤　文男

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018011901
2018010037

有限会社魚千
代表取締役　北川　達也

募集区域内 田 2.3 水稲 露地

2018031901
2018030001

農事組合法人大元ライスセンター
代表理事　貞谷　帝壮

募集区域内 田 15.0 水稲,キャベツ 露地

2018051901
2018080004

檜山　元延 募集区域内 田 20.0 水稲，レンコン 露地

2018051901
2018120004

髙藤　公臣 募集区域内
田，畑，樹園

地
0.4 ぶどう 露地

2019041901
2019110005

三木　俊三 募集区域内 田 5.6 水稲 露地



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

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

世羅町

世羅町全域

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

2019041901
2020020011

西　甲太郎 新規参入 畑 1.9 茶葉 露地

2020041901
2020060003

川本　幸太 新規参入 畑 0.6
白ネギ、アスパ
ラ

露地

2020041901
2020090004

株式会社宗廣農園
代表取締役　宗廣　正美

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2020041901
2020110011

株式会社尾道ファーム
代表取締役　南島　栄治

募集区域内 田，畑 18.0
水稲,サツマイモ,葉ワ
サビ 露地

2020041901
2020110020

株式会社ゆうさんファーム
代表取締役　井口祐紀

募集区域内 田 20.0 水稲 露地

2020041901
2021010022

仁科　蒼太 募集区域内 畑 0.6
アスパラガス,白ネギ,
白菜,ブロッコリー 露地

2020041901
2021020006

農事組合法人上津田
代表理事　若山　素直

募集区域内 田 0.2 大豆 露地

計 73経営体 177.8

（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。



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

2020042001
2020120024

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 5.0 白菜,キャベツ等 露地

以下余白

計 10経営体 15.5

（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

神石高原町

油木

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

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

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

2020042002
2020120025

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

神石高原町

神石

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

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

2020042003
2020120026

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 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

神石高原町

豊松

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

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

2020042004
2020120027

アイゼン商事有限会社
代表取締役　土橋　裕子

新規参入 畑,採草放牧地 0.0 白菜,キャベツ等 露地

以下余白

計 18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。

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

神石高原町

三和

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


