
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　井口　正信

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

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 2.1
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 0.0 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 4.0 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

2022040501
2022050001

三和鉄構建設株式会社
代表取締役　中島　裕一朗

募集区域外 田・畑 0.1 野菜・柑橘 露地

2022040501
2022080004

農事組合法人今津野東
代表理事　森　泰宏

募集区域内
田・畑・樹園地・農

業用施設用地 22.0
水稲・野菜・果
樹

露地・施設

以下余白

計 11経営体 30.2

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

尾道市

御調
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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

2022040502
2022050002

三和鉄構建設株式会社
代表取締役　中島　裕一朗

募集区域外 田・畑 0.1 野菜・柑橘 露地

2022040502
2022090001

株式会社モンデンファーム
代表取締役　門田　和也

募集区域外 畑 0.8 ぶどう 露地・施設

以下余白

計 4経営体 0.9

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

尾道市

旧尾道市

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

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

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

2021040503
2021070001

西本　真麻 新規参入 畑 0.4 わけぎ・トマト 露地・施設

2021040503
2021070002

西本　裕 新規参入 畑 0.4 わけぎ・トマト 露地・施設

2021040503
2022020001

株式会社みずかぜ
代表取締役　菅　秀和

募集区域外 畑・樹園地 1.0 柑橘 露地・施設

2022040503
2022050003

三和鉄構建設株式会社
代表取締役　中島　裕一朗

募集区域外 田・畑 0.1 野菜・柑橘 露地

以下余白

計 10経営体 8.0

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

尾道市

向島
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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 0.2 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 0.1 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 3.0 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

2018010504
2018010009

村上　大作 募集区域内 畑，樹園地 2.0 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 0.0 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

2021040504
2022020002

株式会社みずかぜ
代表取締役　菅　秀和

募集区域外 畑・樹園地 1.0 柑橘 露地・施設

2022040504
2022100006

合同会社盤常屋
代表社員　村上　大作

募集区域内 畑 5.0 柑橘 露地

以下余白

計 14経営体 12.0

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

尾道市

因島
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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

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 1.0 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 1.0 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 0.4 柑橘 露地

2019040505
2019070003

岡本　梨奈 募集区域内 樹園地 0.0 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

2021040505
2022020003

株式会社みずかぜ
代表取締役　菅　秀和

募集区域内 畑・樹園地 2.0 柑橘 露地・施設

2022040505
2022050004

三和鉄構建設株式会社
代表取締役　中島　裕一朗

募集区域外 田・畑 0.1 野菜・柑橘 露地

2022040505
2022090002

赤坂　佳折 募集区域外 畑 1.0 カンキツ 露地

以下余白

計 16経営体 6.0

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

尾道市

瀬戸田

5


