
様式例６（農地中間管理事業法第１７条関係）

　　　　令和2年2月1日　～　令和2年2月29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 髙橋　恒平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ ○ 2,539 2,539 その他（植木） 慣行

さいたま市 若谷　真人 ﾜｶﾔ ﾏｻﾄ ○ 5,000 5,000 露地野菜 慣行

鴻巣市 竹村　慎吾 ﾀｹﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ○ 6,552 6,552 稲 慣行

鴻巣市 金子　孝司 ｶﾈｺ ｺｳｼﾞ ○ 3,594 3,594 稲 慣行

鴻巣市 森田　勝海 ﾓﾘﾀ ｶﾂｳﾐ ○ 4,900 4,900 稲 慣行

鴻巣市 山崎　芳男 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ ○ 59,681 59,681 稲 慣行

鴻巣市 細井　悟 ﾎｿｲ ｻﾄﾙ ○ 912 912 稲 慣行

鴻巣市 武井　一雄 ﾀｹｲ ｶｽﾞｵ ○ 2,958 2,958 稲 慣行

鴻巣市 小澤　一郎 ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ ○ 2,594 2,594 稲 慣行

鴻巣市 飛田　利夫 ﾄﾋﾞﾀ ﾄｼｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

鴻巣市 飯塚　勝志 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｼ ○ 11,000 11,000 稲 慣行

鴻巣市 清水　栄 ｼﾐｽﾞ ｻｶｴ ○ 988 988 稲 慣行

鴻巣市 秋葉　真人 ｱｷﾊﾞ ﾏｻﾄ ○ 600 600 稲 慣行

鴻巣市 藤村　徳之 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ ○ 100,000 100,000 稲 慣行

所沢市 佐藤　勇介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ○ 10,000 10,000 10,000 10,000 露地野菜 慣行

入間市 上原　竹喜 ｳｴﾊﾗ ﾀｹｷ ○ 20,000 20,000 露地野菜 慣行

坂戸市 小谷野　健史 ｺﾔﾉ ﾀｹｼ ○ 706 706 稲 慣行

坂戸市 青木　容子 ｱｵｷ ﾖｳｺ ○ 2,166 2,166 稲 慣行

坂戸市 大澤　勝夫 ｵｵｻﾜ ﾏｻｵ ○ 2,549 2,549 稲 慣行

坂戸市 髙篠　一夫 ﾀｶｼﾉ ｶｽﾞｵ ○ 2,496 2,496 稲 慣行

坂戸市 小林　實 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ ○ 807 807 稲 慣行

坂戸市 築根　公男 ﾂｸﾈ ｷﾐｵ ○ 1,605 1,605 稲 慣行

坂戸市 清水　定人 ｼﾐｽﾞ ｻﾀﾞﾋﾄ ○ 1,668 1,668 稲 慣行

坂戸市 町田　清 ﾏﾁﾀﾞ ｷﾖｼ ○ 35,151 35,151 稲 慣行

坂戸市 髙篠　茂夫 ﾀｶｼﾉ ｼｹﾞｵ ○ 814 814 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）
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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

坂戸市 小林　一夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ ○ 11,120 11,120 稲 慣行

坂戸市 横田　みね ﾖｺﾀ ﾐﾈ ○ 1,087 1,087 稲 慣行

東松山市 吉田　正邦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｸﾆ ○ 500,000 500,000 稲 慣行

吉見町 吉田　正邦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｸﾆ ○ 500,000 500,000 稲 慣行

吉見町 砂生　茂 ｻｿｳ ｼｹﾞﾙ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、露地野菜 慣行

吉見町 長谷部　好夫 ﾊｾﾍﾞ ﾖｼｵ ○ 5,000 5,000 10,000 稲、露地野菜 慣行

本庄市 木村　高裕 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ○ 2,000 3,000 5,000 露地野菜、施設野菜 慣行

神川町 斉藤　眞一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ ○ 9,000 9,000 稲 慣行

神川町 伊藤　博 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ ○ 2,000 2,000 露地野菜 慣行

神川町 松本　五郎 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞﾛｳ ○ 20,000 20,000 40,000 稲、露地野菜 慣行

神川町 折原　孝太郎 ｵﾘﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ ○ 40,000 40,000 露地野菜 慣行

熊谷市 綾川　和夫 ｱﾔｶﾜ ｶｽﾞｵ ○ 4,165 4,165 稲 慣行

熊谷市 市野瀬　斤三 ｲﾁﾉｾ ｷﾝｿﾞｳ ○ 3,137 3,137 稲、麦 慣行

熊谷市 大須　昌太郎 ｵｵｽ ｼｮｳﾀﾛｳ ○ 6,000 6,000 稲 慣行

熊谷市 尾澤　和男 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ ○ 2,800 3,000 5,800 稲、露地野菜 慣行

熊谷市 尾澤　始 ｵｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ ○ 2,803 2,803 稲 慣行

熊谷市 金井　浩一 ｶﾅｲ ｺｳｲﾁ ○ 130,000 130,000 稲、麦 慣行

熊谷市 小泉　悦則 ｺｲｽﾞﾐ ｴﾂﾉﾘ ○ 1,664 1,664 稲、麦 慣行

熊谷市 小島　孝之 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ ○ 150,000 150,000 稲、麦 慣行

熊谷市 小島　昇 ｺｼﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ ○ 100,000 100,000 稲、麦 慣行

熊谷市 須永　金光 ｽﾅｶﾞ ｶﾈﾐﾂ ○ 2,693 2,693 稲、麦 慣行

熊谷市 須永　国雄 ｽﾅｶﾞ ｸﾆｵ ○ 4,724 4,724 稲、麦 慣行

熊谷市 須永　義典 ｽﾅｶﾞ ﾖｼﾉﾘ ○ 6,243 6,243 稲 慣行

熊谷市 髙山　榮一 ﾀｶﾔﾏ ｴｲｲﾁ ○ 3,116 3,116 牧草 慣行

熊谷市 筑井　誠 ﾂｸｲ ﾏｺﾄ ○ 2,536 2,536 稲 慣行

熊谷市 長谷川　忠雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ ○ 6,600 6,600 稲、麦 慣行

熊谷市 羽鳥　英太郎 ﾊﾄﾘ ｴｲﾀﾛｳ ○ 7,800 7,800 稲 慣行

熊谷市 羽鳥　勉 ﾊﾄﾘ ﾂﾄﾑ ○ 5,090 5,090 稲 慣行

熊谷市 羽鳥　昌幸 ﾊﾄﾘ ﾏｻﾕｷ ○ 53,000 53,000 稲、麦 慣行
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熊谷市 林　和弥 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ ○ 100,000 5,000 105,000 稲、麦 慣行

熊谷市 村田　祐一 ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁ ○ 9,700 9,700 稲、麦 慣行

熊谷市 ㈱茂木ファーム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾓﾃｷﾞ
ﾌｧｰﾑ

○ 130,000 130,000 稲、麦 慣行

熊谷市 萩原　聖一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｲｲﾁ ○ 3,129 3,129 稲、麦 慣行

熊谷市 森田　嘉彦 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋｺ ○ 3,436 3,436 牧草 慣行

熊谷市 今泉　勝 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻﾙ ○ 25,761 25,761 稲、麦 慣行

行田市 ㈱行田武州ファーム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｷﾞｮｳﾀﾞﾌﾞ
ｼｭｳﾌｧｰﾑ

○ 600,000 600,000 稲、麦 慣行

行田市 ㈱アグリ大利根
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｱｸﾞﾘｵｵﾄ
ﾈ

○ 4,500 4,500 稲、麦 慣行

加須市 松永　道代 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾖ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

加須市 荒井　俊雄 ｱﾗｲ ﾄｼｵ ○ 6,000 6,000 稲 慣行

加須市 荒井　美津江 ｱﾗｲ ﾐﾂｴ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

加須市 稲見　愼一郎 ｲﾅﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ ○ 20,000 5,000 25,000 稲、施設野菜 慣行

加須市 今成　喜一郎 ｲﾏﾅﾘ ｷｲﾁﾛｳ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

加須市 齋藤　三郎 ｻｲﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

加須市 佐藤　一悦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

加須市 羽鳥　健一 ﾊﾄﾘ ｹﾝｲﾁ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

加須市 平井　榮 ﾋﾗｲ ｻｶｴ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

加須市 角田　隆宏 ｶｸﾀ ﾀｶﾋﾛ ○ 200 2,500 2,700 稲、麦 慣行

加須市 襟川　一男 ｴﾘｶﾜ ｶｽﾞｵ ○ 6,283 7,395 13,678 稲、麦 慣行

加須市 高橋　肖造 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｿﾞｳ ○ 1,000 3,000 4,000 稲、麦 慣行

加須市 松村　よね子 ﾏﾂﾑﾗ ﾖﾈｺ ○ 5,000 1,000 6,000 稲、麦 慣行

加須市 川島　秀夫 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｵ ○ 6,000 14,500 20,500 稲、麦 慣行

加須市 川島　由美子 ｶﾜｼﾏ ﾕﾐｺ ○ 1,000 6,700 7,700 稲、麦 慣行

加須市 町田　達治 ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂｼﾞ ○ 3,300 3,300 麦 慣行

加須市 杉山　栄一 ｽｷﾞﾔﾏ ｴｲｲﾁ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

加須市 山岸　道雄 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁｵ ○ 2,000 2,000 4,000 稲、施設野菜 慣行

加須市 小熊　克次 ｵｸﾞﾏ ｶﾂｼﾞ ○ 833 833 稲 慣行

加須市 江原　憲一 ｴﾊﾗ ｹﾝｲﾁ ○ 959 959 稲 慣行

加須市 酒巻　秀行 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞﾕｷ ○ 710 710 稲 慣行
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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

加須市 渡辺　健司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ ○ 957 957 稲 慣行

加須市 根岸　哲夫 ﾈｷﾞｼ ﾃﾂｵ ○ 2,007 2,007 稲 慣行

加須市 宮崎　晴夫 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｵ ○ 3,030 3,030 稲 慣行

加須市 鈴木　明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ ○ 1,000 1,000 露地野菜 慣行

羽生市 川田　千代三 ｶﾜﾀ ﾁﾖｿﾞｳ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

羽生市    西　專一 ｲﾏﾆｼ ｾﾝｲﾁ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

羽生市 ㈱壽農園
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺﾄﾌﾞｷﾉｳ
ｴﾝ

○ 4,000 4,000 稲 慣行

羽生市 田口　久江 ﾀｸﾞﾁ ﾋｻｴ ○ 3,500 3,500 稲 慣行

羽生市 ㈱小林農産羽生
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺﾊﾞﾔｼﾉ
ｳｻﾝﾊﾆｭｳ

○ 200,000 200,000
稲、麦、大豆、露地
野菜

慣行

羽生市 ㈱ポタジェガーデン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾎﾟﾀｼﾞｪ
ｶﾞｰﾃﾞﾝ

○ 56,000 56,000 露地野菜、施設野菜 慣行

羽生市 小竹　清司 ｺﾀｹ ｾｲｼﾞ ○ 4,000 4,000 稲 慣行

羽生市 小林　良広 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ ○ 100 100 稲 慣行

羽生市 須永　敬三 ｽﾅｶﾞ ｹｲｿﾞｳ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

羽生市 髙瀨　利雄 ﾀｶｾ ﾄｼｵ ○ 100 100 稲 慣行

羽生市 野口　譽 ﾉｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

羽生市 茂木　和美 ﾓﾃｷﾞ ｶｽﾞﾐ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

羽生市 山中　武彦 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹﾋｺ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

羽生市 川田　英之 ｶﾜﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

羽生市 イオンアグリ創造㈱
ｲｵﾝｱｸﾞﾘｿｳｿﾞｳｶﾌﾞｼ
ｷｶﾞｲｼｬ

○ 50,000 50,000 稲 慣行

羽生市 田口　眞助 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ ○ 12,000 12,000 稲 慣行

羽生市 田口　純三 ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ ○ 7,000 7,000 稲 慣行

羽生市 小西　雅樹 ｺﾆｼ ﾏｻｷ ○ 1,500 1,500 稲 慣行

羽生市 齋藤　正枝 ｻｲﾄｳ ﾏｻｴ ○ 4,000 4,000 稲 慣行

羽生市 大和田　喜代子 ｵｵﾜﾀﾞ ｷﾖｺ ○ 12,000 12,000 稲 慣行

羽生市 木田　勝士 ｷﾀﾞ ﾏｻｼ ○ 300,000 300,000 稲 慣行

羽生市 川田　利光 ｶﾜﾀ ﾄｼﾐﾂ ○ 5,000 5,000 稲 慣行


