
様式例６（農地中間管理事業法第１７条関係）

　　　　令和元年7月1日　～　令和元年7月31日　応募分

希望市町村名 氏名又は名称 フリガナ

市町村内
の農業者

市町村外
の農業者

新規参入者 栽培予定作物 栽培形態
（慣行・有機の別）

田 畑 樹園地 その他 合計 田 畑 その他 合計

さいたま市 松田　剛 ﾏﾂﾀﾞ ｺﾞｳ ○ 1,091 1,091 露地野菜、施設野菜 慣行

さいたま市 鈴木　潤也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ ○ 3,000 3,000 3,000 3,000 露地野菜 有機

入間市 法師　励 ﾎｳｼ ﾂﾄﾑ ○ 100,000 100,000 茶 慣行

入間市 増岡　伸一 ﾏｽｵｶ ｼﾝｲﾁ ○ 25,000 25,000 茶 有機

入間市 ㈱いるま茶業
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲﾙﾏﾁｬ
ｷﾞｮｳ

○ 300,000 300,000 茶 慣行

鶴ケ島市 ㈱いるま野アグリ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲﾙﾏﾉｱ
ｸﾞﾘ

○ 30,000 30,000 稲、麦 慣行

秩父市 ㈲モリシゲ物産
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾓﾘｼｹﾞ
ﾌﾞｯｻﾝ

○ 10,000 10,000
露地野菜（にんにく）
その他（えごま）

慣行

美里町 櫻沢　勇 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｲｻﾑ ○ 758 758 露地野菜 慣行

美里町 深田　邦明 ﾌｶﾀﾞ ｸﾆｱｷ ○ 20,000 5,000 25,000 稲、露地野菜 慣行

美里町 羽太　重松 ﾊﾌﾞﾀ ｼｹﾞﾏﾂ ○ 7,200 7,200 稲、麦 慣行

美里町 小林　正作 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｻｸ ○ 8,000 8,000 稲 慣行

美里町 根岸　恵作 ﾈｷﾞｼ ｹｲｻｸ ○ 6,000 3,000 9,000 稲、露地野菜 慣行

美里町 櫻沢　章雄 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾄｼｵ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

美里町 小林　渡 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ○ 650 650 露地野菜 慣行

美里町 木村　正勝 ｷﾑﾗ ﾏｻｶﾂ ○ 1,200 1,200 稲 慣行

美里町 木村　一 ｷﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ ○ 600 600 露地野菜 慣行

美里町 木村　栄治 ｷﾑﾗ ｴｲｼﾞ ○ 3,000 3,000 麦 慣行

美里町 木村　秀司 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｼﾞ ○ 2,600 2,600 露地野菜 慣行

美里町 飯島　久治 ｲｲｼﾞﾏ ﾋｻﾊﾙ ○ 6,187 825 7,012 稲、露地野菜 慣行

美里町 飯島　健司 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ ○ 2,000 2,000 露地野菜 慣行

美里町 町田　藤枝 ﾏﾁﾀﾞ ﾌｼﾞｴ ○ 2,500 2,500 稲 慣行

美里町 町田　初良 ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾂﾖｼ ○ 4,741 4,741 稲 慣行

美里町 原田　金作 ﾊﾗﾀﾞ ｷﾝｻｸ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、露地野菜 慣行

美里町 原田　和夫 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｵ ○ 2,000 1,000 3,000 稲、露地野菜 慣行

美里町 塚本　武治 ﾂｶﾓﾄ ﾀｹｼﾞ ○ 600 600 露地野菜 慣行

農地中間管理事業応募申込者一覧

希望する農地農業者の状況

  農用地等の種類（㎡） 遊休農地借受希望について



希望市町村名 氏名又は名称 フリガナ

市町村内
の農業者

市町村外
の農業者

新規参入者 栽培予定作物 栽培形態
（慣行・有機の別）

田 畑 樹園地 その他 合計 田 畑 その他 合計

希望する農地農業者の状況

  農用地等の種類（㎡） 遊休農地借受希望について

美里町 塚本　和雄 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ ○ 1,000 5,000 6,000
稲、露地野菜、露地
果樹（うめ）

慣行

美里町 塚本　克彦 ﾂｶﾓﾄ ｶﾂﾋｺ ○ 2,221 2,221 大豆、露地野菜 有機

美里町 谷田　秀雄 ﾔﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ○ 3,000 5,000 8,000 稲、露地野菜 慣行

美里町 田端　茂 ﾀﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾙ ○ 3,500 1,400 4,900 稲、露地野菜 慣行

美里町 田端　充 ﾀﾊﾞﾀ ﾐﾂﾙ ○ 999 999 稲 慣行

美里町 田端　栄一 ﾀﾊﾞﾀ ｴｲｲﾁ ○ 574 574 露地野菜 慣行

美里町 谷田　正志 ﾔﾂﾀﾞ ﾏｻｼ ○ 7,000 2,000 9,000 稲 慣行

美里町 農事組合法人埼玉経済肉牛組合
ﾉｳｼﾞｸﾐｱｲﾎｳｼﾞﾝｻｲﾀ
ﾏｹｲｻﾞｲﾆｸｷﾞｭｳｸﾐｱｲ

○ 2,500 2,500 牧草 有機

美里町 荒井　康男 ｱﾗｲ ﾔｽｵ ○ 1,044 1,044 露地野菜 慣行

美里町 下山　鉄男 ｼﾓﾔﾏ ﾃﾂｵ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

美里町 下山　隆司 ｼﾓﾔﾏ ﾀｶｼ ○ 9,000 5,000 14,000 稲、露地野菜（ねぎ） 慣行

美里町 下山　貞男 ｼﾓﾔﾏ ｻﾀﾞｵ ○ 10,000 7,000 17,000 稲、麦、露地野菜 慣行

美里町 芝﨑　幹夫 ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷｵ ○ 6,000 6,000 露地野菜 慣行

美里町 下山　昌宏 ｼﾓﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ○ 13,000 7,000 20,000 稲、麦、露地野菜 慣行

美里町 櫻沢　貴司 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｼﾞ ○ 4,300 1,300 5,600 稲、露地野菜 慣行

美里町 小林　節子 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾂｺ ○ 2,400 2,500 4,900 稲、露地野菜 慣行

美里町 下山　照夫 ｼﾓﾔﾏ ﾃﾙｵ ○ 13,000 15,000 28,000 稲、麦 慣行

美里町 塚本　馨 ﾂｶﾓﾄ ｶｵﾙ ○ 2,000 2,000 露地野菜 有機

美里町 粳田　平一郎 ｳﾙﾀ ﾍｲｲﾁﾛｳ ○ 6,000 8,000 14,000 稲、麦、露地野菜 慣行

美里町 井上　彰 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ ○ 1,000 1,000 2,000 稲 慣行

美里町 新井　靖一 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ ○ 8,000 1,000 9,000 稲 有機

美里町 小賀野　勝男 ｵｶﾞﾉ ｶﾂｵ ○ 10,000 10,000 20,000 稲 慣行

美里町 櫻澤　明 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｱｷﾗ ○ 4,000 1,330 5,330 稲、露地野菜 慣行

美里町 今井　清之 ｲﾏｲ ｷﾖｼ ○ 2,000 2,300 4,300 稲、麦 慣行

美里町 清水　康雄 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｵ ○ 2,500 3,500 6,000 稲、麦 慣行

神川町 ㈱大畠種苗
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｵｵﾊﾀｼｭ
ﾋﾞｮｳ

○ 30,000 30,000 30,000 30,000 露地野菜 慣行

神川町 新井　一起 ｱﾗｲ ｶｽﾞｵｷ ○ 150,000 150,000 稲、麦 慣行

神川町 浦部　隆 ｳﾗﾍﾞ ﾀｶｼ ○ 50,000 5,000 55,000 稲、麦、露地野菜 有機

上里町 新井　惟史 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ ○ 15,000 5,000 20,000 稲、麦、露地野菜 慣行



希望市町村名 氏名又は名称 フリガナ

市町村内
の農業者

市町村外
の農業者

新規参入者 栽培予定作物 栽培形態
（慣行・有機の別）

田 畑 樹園地 その他 合計 田 畑 その他 合計

希望する農地農業者の状況

  農用地等の種類（㎡） 遊休農地借受希望について

上里町 飯塚　一幸 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ ○ 15,000 2,000 17,000 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 井田　俊雄 ｲﾀﾞ ﾄｼｵ ○ 1,821 1,821 稲 慣行

上里町 ㈱乾武農園
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｹﾝﾑﾉｳｴ
ﾝ

○ 3,785 3,785 露地野菜（こまつな） 慣行

上里町 生方　裕士 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛｼ ○ 100,000 100,000 200,000 10,000 10,000 20,000 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 小谷野　房雄 ｺﾔﾉ ﾌｻｵ ○ 3,197 3,197 牧草 慣行

上里町 斉藤　良平 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ ○ 1,456 1,456 露地野菜（ねぎ） 慣行

上里町 柴﨑　治男 ｼﾊﾞｻｷ ﾊﾙｵ ○ 1,402 1,402 露地野菜 慣行

上里町 清水　裕之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ ○ 6,000 6,000 露地野菜 慣行

上里町 清水　福次 ｼﾐｽﾞ ﾌｸｼﾞ ○ 11,891 11,891 露地野菜 慣行

上里町 関根　秀樹 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｷ ○ 5,000 5,000 10,000 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 関口　一郎 ｾｷｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

上里町 関野　悠太 ｾｷﾉ ﾕｳﾀ ○ 2,000 10,000 12,000 露地野菜 慣行

上里町 髙橋　勇 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ ○ 10,000 10,000 露地野菜 慣行

上里町 武井　辰夫 ﾀｹｲ ﾀﾂｵ ○ 5,000 2,000 7,000 稲、露地野菜 慣行

上里町 髙橋　仁 ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾝ ○ 461 1,054 1,515 露地野菜（ねぎ） 慣行

上里町 田端　雅人 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ ○ 2,734 2,734
稲、麦、施設野菜
（いちご）

慣行

上里町 塚越　康弘 ﾂｶｺﾞｼ ﾔｽﾋﾛ ○ 10,000 10,000
稲、麦、施設野菜
（いちご）

慣行

上里町 吉澤　英彰 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ ○ 10,000 10,000 露地野菜、施設野菜 慣行

上里町 塚本　勝男 ﾂｶﾓﾄ ｶﾂｵ ○ 973 973 露地野菜 慣行

上里町 塚本　昌夫 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻｵ ○ 30,000 60,000 90,000 稲、麦 慣行

上里町 中里　一 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊｼﾞﾒ ○ 40,000 40,000 稲、麦 慣行

上里町 中里　実 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐﾉﾙ ○ 8,000 4,000 12,000 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 塚本　隆男 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶｵ ○ 2,322 2,322 露地野菜 慣行

上里町 関口　幸雄 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷｵ ○ 7,000 7,000 稲 慣行

上里町 並木　孝夫 ﾅﾐｷ ﾀｶｵ ○ 3,000 3,000 稲、麦 慣行

上里町 並木　勉 ﾅﾐｷ ﾂﾄﾑ ○ 5,000 1,000 6,000 稲 慣行

上里町 並木　利明 ﾅﾐｷ ﾄｼﾊﾙ ○ 1,770 1,770 稲、麦、施設野菜 慣行

上里町 並木　洋一 ﾅﾐｷ ﾖｳｲﾁ ○ 10,000 3,000 13,000 稲、露地野菜 慣行

上里町 橋本　博正 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ ○ 10,000 2,000 12,000 稲、麦、露地野菜 慣行



希望市町村名 氏名又は名称 フリガナ

市町村内
の農業者

市町村外
の農業者

新規参入者 栽培予定作物 栽培形態
（慣行・有機の別）

田 畑 樹園地 その他 合計 田 畑 その他 合計

希望する農地農業者の状況

  農用地等の種類（㎡） 遊休農地借受希望について

上里町 古川　武 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹｼ ○ 6,000 3,000 9,000 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 保延　輝男 ﾎﾉﾍﾞ ﾃﾙｵ ○ 13,000 3,000 16,000 稲、露地野菜 慣行

上里町 松本　弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ ○ 10,000 10,000 20,000
稲、露地野菜（とうも
ろこし・はくさい）

慣行

上里町 松﨑　聖 ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾄｼ ○ 2,244 669 2,913 稲、麦 慣行

上里町 松本　邦義 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆﾖｼ ○ 1,208 1,208 稲 慣行

上里町 町田　吉雄 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼｵ ○ 9,000 9,000 稲、麦 慣行

上里町 間々田　年正 ﾏﾏﾀﾞ ﾄｼﾏｻ ○ 10,000 10,000 稲、麦 慣行

上里町 矢沼　賢一 ﾔﾇﾏ ｹﾝｲﾁ ○ 50,000 10,000 60,000 稲、麦 慣行

上里町 安原　一男 ﾔｽﾊﾗ ｶｽﾞｵ ○ 1,217 1,217 稲 慣行

上里町 山口　勇太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ ○ 1,267 1,267 露地野菜 慣行

上里町 吉澤　幸衛 ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｴ ○ 9,679 9,679 稲、麦、露地野菜 慣行

熊谷市 増田　征一 ﾏｽﾀﾞ ｾｲｲﾁ ○ 10,000 10,000 稲、露地野菜 慣行

熊谷市 大久保　忠志 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾀﾞｼ ○ 500,000 500,000 稲、麦 慣行

熊谷市 小貝　富雄 ｵｶﾞｲ ﾄﾐｵ ○ 250,000 250,000 稲、麦 慣行

熊谷市 小林　一喜 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ ○ 50,000 50,000 稲、麦 慣行

熊谷市 斉藤　国広 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋﾛ ○ 14,000 14,000 稲、麦 慣行

熊谷市 斉藤　中太 ｻｲﾄｳ ﾁｭｳﾀ ○ 1,500 1,500 稲 慣行

熊谷市 中島　裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾀｶ ○ 5,529 5,529 稲、麦 慣行

熊谷市 長谷川　音弥 ﾊｾｶﾞﾜ ｵﾄﾔ ○ 500,000 500,000 稲、麦 慣行

熊谷市 長谷川　博 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ○ 500,000 500,000 稲、麦 慣行

熊谷市 三村　重昭 ﾐﾂﾑﾗ ｼｹﾞｱｷ ○ 6,500 6,500 稲 慣行

熊谷市 三村　進 ﾐﾂﾑﾗ ｽｽﾑ ○ 1,618 1,618 稲 慣行

熊谷市 森田　栄冶 ﾓﾘﾀ ｴｲﾊﾙ ○ 2,677 2,677 稲 慣行

熊谷市 矢島　光江 ﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｴ ○ 5,658 5,658 稲 慣行

行田市 新井　孝義 ｱﾗｲ ﾀｶﾖｼ ○ 31,000 6,277 37,277 稲 慣行

行田市 新井　裕三 ｱﾗｲ ﾋﾛｿﾞｳ ○ 40,000 40,000 稲 慣行

行田市 伊藤　栄一 ｲﾄｳ ｴｲｲﾁ ○ 11,968 11,968 稲 慣行

行田市 岡安　市郎 ｵｶﾔｽ ｲﾁﾛｳ ○ 18,354 18,354 稲 慣行

行田市 岡安　武夫 ｵｶﾔｽ ﾀｹｵ ○ 18,000 18,000 稲 慣行



希望市町村名 氏名又は名称 フリガナ

市町村内
の農業者

市町村外
の農業者

新規参入者 栽培予定作物 栽培形態
（慣行・有機の別）

田 畑 樹園地 その他 合計 田 畑 その他 合計

希望する農地農業者の状況

  農用地等の種類（㎡） 遊休農地借受希望について

行田市 岡安　伸晃 ｵｶﾔｽ ﾉﾌﾞｱｷ ○ 14,012 959 14,971 稲 慣行

行田市 柿沼　利明 ｶｷﾇﾏ ﾄｼｱｷ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

行田市 ㈱はせがわ農園
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾊｾｶﾞﾜﾉ
ｳｴﾝ

○ 100,000 100,000
稲、麦、大豆、露地
果樹（なし）

慣行

行田市 鯨井　春彦 ｸｼﾞﾗｲ ﾊﾙﾋｺ ○ 320 320 稲 慣行

行田市 篠﨑　眞行 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ ○ 6,282 6,282 稲 慣行

行田市 圡田　紀好 ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ ○ 8,188 8,188 稲 慣行

行田市 野本　雅一 ﾉﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ ○ 50,000 50,000 稲 慣行

行田市 星野　充彦 ﾎｼﾉ ﾐﾁﾋｺ ○ 15,000 15,000 稲 慣行

行田市 細村　和代 ﾎｿﾑﾗ ｶｽﾞﾖ ○ 10,228 3,196 13,424 稲 慣行

行田市 細村　研次 ﾎｿﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ○ 14,386 14,386 稲 慣行

行田市 諸貫　達也 ﾓﾛﾇｷ ﾀﾂﾔ ○ 6,702 6,702 稲 慣行

加須市 合同会社小川農園
ｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬｵｶﾞﾜﾉｳ
ｴﾝ

○ 5,425 16,625 22,050 稲、露地果樹（なし） 慣行

加須市 小川　佳夫 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ ○ 4,817 4,817 稲 慣行

加須市 都築　マサ子 ﾂﾂﾞｷ ﾏｻｺ ○ 10,407 13,102 23,509 稲 慣行

加須市 松村　馨 ﾏﾂﾑﾗ ｶｵﾙ ○ 2,019 2,019 稲 慣行

羽生市 野々山　和博 ﾉﾉﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ○ 7,000 7,000 稲 慣行

羽生市 安羅岡　信一 ﾔｽﾗｵｶ ｼﾝｲﾁ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

羽生市 丸木　博 ﾏﾙｷ ﾋﾛｼ ○ 6,000 6,000 稲 慣行

羽生市 漆原　武夫 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾀｹｵ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

羽生市 高橋　正和 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

羽生市 農事組合法人見沼八王子
ﾉｳｼﾞｸﾐｱｲﾎｳｼﾞﾝﾐﾇﾏ
ﾊﾁｵｳｼﾞ

○ 100,000 30,000 130,000 稲、麦 慣行

羽生市 松井　茂 ﾏﾂｲ ｼｹﾞﾙ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

羽生市 根岸　文男 ﾈｷﾞｼ ﾌﾐｵ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

羽生市 一ノ瀬　キヨ子 ｲﾁﾉｾ ｷﾖｺ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

羽生市 長島　哲也 ﾅｶﾞｼﾏ ﾃﾂﾔ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

羽生市 野口　譽 ﾉｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

羽生市 福地　眞一郎 ﾌｸﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

羽生市 福地　ヨシ子 ﾌｸﾁ ﾖｼｺ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

羽生市 秋山　芳夫 ｱｷﾔﾏ ﾖｼｵ ○ 2,000 2,000 稲 慣行



希望市町村名 氏名又は名称 フリガナ

市町村内
の農業者

市町村外
の農業者

新規参入者 栽培予定作物 栽培形態
（慣行・有機の別）

田 畑 樹園地 その他 合計 田 畑 その他 合計

希望する農地農業者の状況

  農用地等の種類（㎡） 遊休農地借受希望について

羽生市 ㈱小林農場
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺﾊﾞﾔｼﾉ
ｳｼﾞｮｳ

○ 13,000 13,000 稲 慣行

羽生市 ㈱あらい農産
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｱﾗｲﾉｳｻ
ﾝ

○ 6,000 6,000 稲 慣行

羽生市 中森農産㈱
ﾅｶﾓﾘﾉｳｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲ
ｼｬ

○ 20,000 20,000 稲、麦、大豆 慣行


