
様式例６（農地中間管理事業法第１７条関係）

　　　　令和元年10月1日　～　令和元年10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 森田　喜昭 ﾓﾘﾀ ﾖｼｱｷ ○ 11,514 6,334 17,848
稲、露地野菜、施設
野菜

慣行

鴻巣市 飯塚　孝 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｼ ○ 998 998 稲 慣行

鴻巣市 石川　益雄 ｲｼｶﾜ ﾏｽｵ ○ 960 960 稲 慣行

鴻巣市 岩崎　博文 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾌﾐ ○ 5,695 5,695 稲 慣行

鴻巣市 内海　洋介 ｳﾁｳﾐ ﾖｳｽｹ ○ 4,570 4,570 稲 慣行

鴻巣市 鯨井　新吉 ｸｼﾞﾗｲ ｼﾝｷﾁ ○ 4,378 4,378 稲 慣行

鴻巣市 島嵜　請作 ｼﾏｻﾞｷ ｼﾝｻｸ ○ 5,867 5,867 稲 慣行

鴻巣市 中村　義治 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ ○ 1,567 1,567 稲 慣行

鴻巣市 山川　修一 ﾔﾏｶﾜ ｼｭｳｲﾁ ○ 976 976 稲 慣行

鴻巣市 陸田　清 ﾘｸﾀ ｷﾖｼ ○ 1,868 1,868 稲 慣行

鴻巣市 松村　隆司 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｼ ○ 998 998 稲 慣行

鴻巣市 成塚　光男 ﾅﾘﾂﾞｶ ﾐﾂｵ ○ 187 187 稲 慣行

鴻巣市 相上　友男 ｱｲｶﾞﾐ ﾄﾓｵ ○ 1,061 1,061 稲 慣行

上尾市 ㈱クイック・ガーデニング
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｸｲｯｸｶﾞｰ
ﾃﾞﾆﾝｸﾞ

○ 10,000 10,000 10,000 10,000 露地野菜 慣行

桶川市 ㈱クイック・ガーデニング
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｸｲｯｸｶﾞｰ
ﾃﾞﾆﾝｸﾞ

○ 10,000 10,000 10,000 10,000 露地野菜 慣行

北本市 ㈱クイック・ガーデニング
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｸｲｯｸｶﾞｰ
ﾃﾞﾆﾝｸﾞ

○ 10,000 10,000 10,000 10,000 露地野菜 慣行

滑川町 ㈱鈴和ファーム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾚｲﾜﾌｧｰ
ﾑ

○ 170,000 170,000 稲 慣行

東秩父村 田中　俊哉 ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ ○ 1,707 1,707 露地野菜 慣行

本庄市 福島　公博 ﾌｸｼﾏ ｷﾐﾋﾛ ○ 10,000 10,000 稲、麦 慣行

本庄市 内田　大輔 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ○ 10,000 10,000 露地野菜 慣行

本庄市 藤倉　武夫 ﾌｼﾞｸﾗ ﾀｹｵ ○ 5,000 5,000 露地野菜 慣行

本庄市 渡辺　茂一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ ○ 30,000 30,000 露地野菜、施設花き 慣行

本庄市 塚越　雄司 ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳｼﾞ ○ 4,000 4,000 露地野菜 慣行

本庄市 森　佑介 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ ○ 10,000 10,000 20,000 稲、麦、露地野菜 慣行

本庄市 小川　謙一 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ○ 2,000 2,000 稲 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

本庄市 小山　善純 ｺﾔﾏ ﾖｼｽﾞﾐ ○ 5,000 5,000 露地野菜 慣行

本庄市 髙橋　栄治 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ ○ 30,000 30,000 10,000 10,000 露地野菜、施設花き 慣行

本庄市 戸塚　貞男 ﾄﾂﾞｶ ｻﾀﾞｵ ○ 5,000 5,000 露地野菜 慣行

本庄市 金井　裕 ｶﾅｲ ﾋﾛｼ ○ 2,000 2,000
稲、露地野菜、施設
野菜

慣行

本庄市 ㈱矢島農園
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾔｼﾞﾏﾉｳ
ｴﾝ

○ 5,000 5,000
露地野菜、施設野菜
（メロン、いちご等）

慣行

本庄市 前原　喜夫 ﾏｴﾊﾗ ﾖｼｵ ○ 2,000 2,000 露地野菜、施設野菜 慣行

本庄市 長谷川　秀翁 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ ○ 3,000 8,000 11,000 露地野菜、施設野菜 慣行

本庄市 内田　勉 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ ○ 3,000 3,000 露地野菜、施設野菜 慣行

本庄市 岡　治夫 ｵｶ ﾊﾙｵ ○ 20,000 20,000 稲、麦 慣行

本庄市 小山　節芳 ｺﾔﾏ ｾﾂﾖｼ ○ 1,000 9,000 10,000 稲、露地野菜 慣行

本庄市 小池　輝美 ｺｲｹ ﾃﾙﾐ ○ 800 800 露地野菜 慣行

熊谷市 内田　孝 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ ○ 3,106 3,106 稲、麦 慣行

熊谷市 大嶋　賴明 ｵｵｼﾏ ﾖﾘｱｷ ○ 6,673 1,809 8,482 稲、麦 慣行

熊谷市 小此木　俊男 ｵｺﾉｷﾞ ﾄｼｵ ○ 15,000 6,100 21,100 稲、麦 慣行

熊谷市 落合　清 ｵﾁｱｲ ｷﾖｼ ○ 526 526 稲 慣行

熊谷市 柿沼　昭子 ｶｷﾇﾏ ｱｷｺ ○ 6,552 6,552 稲 慣行

熊谷市 柿沼　和利 ｶｷﾇﾏ ｶｽﾞﾄｼ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

熊谷市 木部　富次 ｷﾍﾞ ﾄﾐｼﾞ ○ 6,000 6,000 稲、麦 慣行

熊谷市 小泉　安秋 ｺｲｽﾞﾐ ﾔｽｱｷ ○ 40,000 40,000 稲、麦 慣行

熊谷市 光明　智 ｺｳﾐｮｳ ｻﾄﾙ ○ 6,000 6,000 稲 慣行

熊谷市 光明　利雄 ｺｳﾐｮｳ ﾄｼｵ ○ 2,370 2,370 稲 慣行

熊谷市 重田　和夫 ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞｵ ○ 4,446 4,446 稲、麦 慣行

熊谷市 重田　健次 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ ○ 28,692 28,692 稲 慣行

熊谷市 重田　弘 ｼｹﾞﾀ ﾋﾛｼ ○ 2,700 2,700 稲、麦 慣行

熊谷市 重田　文雄 ｼｹﾞﾀ ﾌﾐｵ ○ 12,000 12,000 稲、麦、施設花き 慣行

熊谷市 篠田　勝夫 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂｵ ○ 4,433 4,433 稲、麦 慣行

熊谷市 篠田　宣久 ｼﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｻ ○ 4,244 4,244 稲、麦 慣行

熊谷市 清水　初男 ｼﾐｽﾞ ﾊﾂｵ ○ 5,775 5,775 稲 慣行

熊谷市 中村　建治 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ○ 105,000 105,000
稲、麦、大豆、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

熊谷市 根岸　稔 ﾈｷﾞｼ ﾐﾉﾙ ○ 5,200 5,200 稲、麦 慣行

熊谷市 長谷川　政通 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ ○ 11,325 11,325 稲、麦 慣行

熊谷市 山﨑　芳次 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｼﾞ ○ 3,700 3,700 稲 慣行

熊谷市 新島　元一 ﾆｲｼﾞﾏ ﾓﾄｲﾁ ○ 1,385 1,385 稲、麦 慣行

熊谷市 森田　清正 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾏｻ ○ 13,666 3,225 16,891 稲、麦、大豆 慣行

熊谷市 杉田　清一 ｽｷﾞﾀ ｾｲｲﾁ ○ 2,800 2,800 稲、麦 慣行

深谷市 川田　敏光 ｶﾜﾀ ﾄｼﾐﾂ ○ 6,993 6,993 露地野菜 慣行

深谷市 髙田　博之 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

深谷市 松原　満 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾙ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

深谷市 栗田　和宏 ｸﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

深谷市 井田　克宏 ｲﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦、露地野菜 慣行

深谷市 井田　貢 ｲﾀﾞ ﾐﾂｷﾞ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

深谷市 井田　幸翁 ｲﾀﾞ ﾕｷｵ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、露地野菜 慣行

深谷市 井田　吉起 ｲﾀﾞ ﾖｼｵｷ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

深谷市 小池　輝美 ｺｲｹ ﾃﾙﾐ ○ 800 800 露地野菜 慣行

加須市 渡辺　信行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ ○ 6,000 6,000 稲 慣行

加須市 ㈱彩北アグリおおとね
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｻｲﾎｸｱ
ｸﾞﾘｵｵﾄﾈ

○ 8,190 8,190 稲、大豆 慣行

加須市 ㈲小山農産
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬｺﾔﾏﾉｳｻ
ﾝ

○ 18,685 18,685 稲 慣行

加須市 ㈲早川農場
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾊﾔｶﾜﾉｳ
ｼﾞｮｳ

○ 3,844 3,844 稲 慣行

加須市 渡邉　侑三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ ○ 500,000 500,000 稲 慣行

羽生市 ㈱ケンゾー ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｹﾝｿﾞｰ ○ 14,000 14,000 施設野菜（いちご） 慣行

羽生市 渡辺パイプ㈱
ﾜﾀﾅﾍﾞﾊﾟｲﾌﾟｶﾌﾞｼｷｶﾞ
ｲｼｬ

○ 13,000 13,000 施設野菜（いちご） 慣行

春日部市 青柿　敏夫 ｱｵｶﾞｷ ﾄｼｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

春日部市 青柿　忠雄 ｱｵｶﾞｷ ﾀﾀﾞｵ ○ 15,000 15,000 稲 慣行

春日部市 青木　正一 ｱｵｷ ﾏｻｲﾁ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

春日部市 今西　信幸 ｲﾏﾆｼ ﾉﾌﾞﾕｷ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

春日部市 山﨑　勇一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ ○ 50,000 50,000 稲 慣行

春日部市 高橋　公彦 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾋｺ ○ 2,477 2,477 稲 慣行

春日部市 関根　常雄 ｾｷﾈ ﾂﾈｵ ○ 10,000 10,000 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

春日部市 中村　拡己 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

春日部市 飯田　繁 ｲｲﾀﾞ ｼｹﾞﾙ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

春日部市 山﨑　重寿 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｹﾞｼﾞ ○ 4,955 4,955 稲 慣行

春日部市 久保谷　了二 ｸﾎﾞﾔ ﾘｮｳｼﾞ ○ 3,877 3,877 稲 慣行

久喜市 ㈱ＣＴＩフロンティア
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼｰﾃｨｰｱ
ｲﾌﾛﾝﾃｨｱ

○ 10,000 10,000 露地野菜 慣行


