
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 2.0 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 5.0 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 40.0 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 10.0 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 2.0 水稲，野菜 露地

2014071901
2014070070

正迫　昌史 募集区域内 田 5.0 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 3.0 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 5.0 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　福原　英文

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 5.0 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
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(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

世羅町

世羅町全域
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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 2.0 麦 露地

2015091901
2015090030

株式会社　イープラットフォーム
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 2.0
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 1.0
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 0.0 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

2



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

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

世羅町

世羅町全域

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
0.6 ぶどう 露地

2019041901
2019110005

三木　俊三 募集区域内 田 5.6 水稲 露地

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 1.0 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

2021041901
2021060002

餅田建機株式会社
代表取締役　餅田　博紀

新規参入
田・畑・樹園

地
3.0

野菜（葉物、アスパラ
等）・果樹（ブドウ） 露地・施設

2021041901
2021090004

上田　晃正 新規参入 田・畑 0.7 アスパラガス 施設

計 75経営体 218.5
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