
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　岩森　憲雄

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 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 3.0
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 0.2
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 1.0
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 0.1 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　神原　雅弘

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 0.2 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 1.0 野菜 露地

2020040101
2021010002

池本　喜浩 募集区域内 田，畑 0.2 野菜 施設

2021040101
2021040001

山本　浩一 募集区域内 田 0.4 イチゴ 施設

2021040101
2021110002

西尾　哲也 募集区域内 田 1.0 軟弱野菜 施設

2021040101
2021110003

前川　寿信 募集区域内 田 0.1 野菜 露地

2022040101
2022120001

山本　茂 募集区域内 畑・樹園地 0.2 野菜,果樹 露地

以下余白

計 20経営体 8.9

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

広島市

安佐南区
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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

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 畑 0.7 野菜,果樹 露地,施設

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　神原　雅弘

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 2.0
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 1.0 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 0.5 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
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 2.0 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

糀塲　淳也 新規参入 畑 0.1
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 1.0 葉物野菜 施設

2020040102
2020080002

楠　和也 募集区域内 畑 0.0
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 0.3 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 0.0 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

2021040102
2021040002

岡崎　裕二 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

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

広島市

安佐北区
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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

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

広島市

安佐北区

2021040102
2021080001

坂本　裕氏 新規参入 畑 0.7 野菜 施設

2021040102
2021110004

加納　愛 募集区域内 田 0.6 野菜 施設・露地

2021040102
2021110005

新谷　慎一 募集区域内 畑 0.5 野菜 施設・露地

2021040102
2021110006

宇根　大貴 募集区域内 畑 0.8 野菜 施設

2021040102
2021110007

片平　哲彦 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2022040102
2022040001

吉岡　大輔 募集区域内 畑 0.6 野菜 露地・施設

2022040102
2022080001

松浦　健太 募集区域内 田 1.0 野菜 施設

2022040102
2022120002

沖髙　浩 募集区域内 田 0.7 野菜 施設

2022040102
2022120003

與迫　隆 募集区域内 田 0.9 野菜 施設

2022040102
2022120004

小田　哲典 募集区域内 田 0.2 野菜 露地

計 43経営体 19.7
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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

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　神原　雅弘

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 1.0 野菜 露地

2020040103
2021010015

前田　一 募集区域内 畑 0.3 野菜 露地

2020040103
2021010016

森本　啓介 募集区域内 畑 0.0 野菜 露地

2021040103
2021120001

岡田　和明 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2022040103
2022080002

永木　聡 新規参入 畑 0.7 野菜 施設

2022040103
2022120005

飯島　早苗 募集区域内 田・畑 0.2 水稲・野菜 露地

2022040103
2022120006

村田　正幸 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2022040103
2022120007

谷　博司 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

以下余白

計 11経営体 2.8

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

広島市

安芸区
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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

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　神原　雅弘

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 0.0 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

2021040104
2021080002

吉山　知佐 募集区域内 畑 0.5 野菜 施設

2021040104
2021080003

南本　和秀 募集区域内 畑 0.5 野菜 施設

2021040104
2021120002

蔵本　政信 募集区域内 畑 0.3 野菜 露地

2021040104
2021120003

大林　辰也 募集区域内 畑 0.9 野菜 施設

2021040104
2021120004

河村　省吾 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2021040104
2021120005

谷口　雄二 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2021040104
2021120006

竹内　應之 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2021040104
2021120007

栁岡　仁 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2021040104
2021120008

大江　悠平 募集区域内 畑 0.7 野菜 露地

2022040104
2022080003

西村　大司 募集区域内 畑 0.7 葉物野菜 施設

2022040104
2022120008

石川　幸次郎 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

2022040104
2022120009

石川　郁子 募集区域内 畑 0.2 果樹 露地

2022040104
2022120010

柴田　真 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

以下余白

計 20経営体 6.3

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

広島市

佐伯区
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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

2021040105
2021110008

合田　道子 募集区域内 畑 0.2 野菜 露地

以下余白

計 1経営体 0.2

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

広島市

東区・南区・西区
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