
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 0.1
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 0.3 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 2.0 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 0.2
ほうれん草・な
す・小松菜

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 田・畑 1.0
葉物野菜(ベビー
リーフ)

露地,施設

2018050601
2018050002

髙田　圭太郎 新規参入 田 0.3 い草・米 露地

2018050601
2018060002

平岡　利奈 新規参入 田・畑 0.3 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 0.5 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　青山　裕明

新規参入 畑 0.0 白菜 露地

2020040601
2021030001

望月　孝敏 新規参入 畑 0.1 果樹 露地

2022040601
2022060006

藤井　友美 新規参入 畑 0.3
さつまいも・い
ちぢく

露地

2022040601
2023020003

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田 0.1 キャベツ 露地

以下余白

計 18経営体 5.7

（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。

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

福山市

福山



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 0.5
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　青山　裕明

新規参入 畑 0.0 白菜 露地

2020040602
2020080007

佐々木　小菜美 募集区域内 畑 0.0
ハーブ・マイクリー
フ・食用花・野菜 露地，施設

2022040602
2022070002

川中　満 新規参入 樹園地 1.0 柿 露地

2022040602
2022070003

山本　遼介 新規参入 樹園地 1.5 柿 露地

2022040602
2023010002

彩のそよ風株式会社
代表取締役　𠮷田　紀博

新規参入 田 0.1 米 露地

2022040602
2023020004

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田 0.1 キャベツ 露地

以下余白

計 7経営体 3.2

（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。

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

福山市

松永



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 大豆・ばら 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 0.0
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　占部　浩道

募集区域内 畑 0.0 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 2.0 水稲・野菜 露地

2019040603
2020030005

アイゼン商事有限会社
代表取締役　青山　裕明

新規参入 畑 0.0 白菜 露地

2020040603
2020080008

石井　景広 募集区域内 田・畑 0.5 野菜 露地

2020040603
2021010021

甲斐　義崇 募集区域内 畑 2.0 野菜 露地

2021040603
2021070003

檜山　元延 募集区域外 田 1.0 水稲・野菜 露地

2021040603
2021100005

株式会社神石高原
代表取締役　大田　博昭

募集区域外 畑 4.0
野沢菜・生姜・
えごま等

露地

2022040603
2022110001

安達　健太 新規参入 田 0.3
花き（ケイトウ・ヒマワリ・コス

モス・トルコギキョウ・ストッ

ク・ユーカリ・アカシア）
露地・施設

2022040603
2023020002

長嶺　充 募集区域内 田 0.2 水稲 露地・施設

2022040603
2023020005

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田 0.1 キャベツ 露地

以下余白

計 20経営体 11.4

（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。

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

福山市

北部



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　青山　裕明

新規参入 畑 0.0 白菜 露地

2021040604
2021070004

檜山　元延 募集区域外 田 1.0 水稲・野菜 露地

2021040604
2021110010

株式会社神石高原
代表取締役　大田　博昭

募集区域外 畑 3.0
野沢菜・生姜・
えごま等

露地

2022040604
2023020006

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田 0.1 キャベツ 露地

以下余白

計 6経営体 4.1

（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。

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

福山市

新市



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

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　青山　裕明

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 1.0 果樹 露地

2021040605
2021070005

檜山　元延 募集区域外 田 1.0 水稲・野菜 露地

2022040605
2022090003

鈴木　健司 募集区域内 樹園地 0.3 果樹 露地

2022040605
2023020007

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外 田 0.1 キャベツ 露地

以下余白

計 9経営体 2.4

（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。

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

福山市

沼隈



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 0.0 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　青山　裕明

新規参入 畑 0.0 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 3.0 キャベツ 露地

2021040606
2021070006

檜山　元延 募集区域外 田 1.0 水稲・野菜 露地

2021040606
2021110011

株式会社神石高原
代表取締役　大田　博昭

募集区域外 畑 3.0
野沢菜・生姜・
えごま等

露地

2022040606
2022100007

藤井　健太 新規参入 田 0.3 野菜 露地

以下余白

計 10経営体 23.3

（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。

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

福山市

神辺


