
　　　　令和2年5月1日　～　令和2年5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 安藤　次郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾛｳ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

坂戸市 髙橋　佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ ○ 17,413 17,413
露地野菜、露地果
樹（ぶどう）

慣行

三芳町 明石　誠一 ｱｶｼ ｾｲｲﾁ ○ 1,610 1,610 露地野菜 慣行

三芳町 鈴木　昌夫 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ ○ 2,288 2,288 露地野菜 慣行

三芳町 中村　光範 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ ○ 11,423 11,423 露地野菜 慣行

三芳町 髙橋　尚己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ ○ 11,000 11,000 露地野菜 慣行

三芳町 田中　保幸 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ ○ 5,000 5,000 露地野菜 慣行

三芳町 田村　裕昭 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ ○ 2,500 2,500 露地野菜 慣行

東松山市 長嶋　均憲 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾉﾘ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

東松山市 潮田　学 ｳｼｵﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ○ 3,032 3,032 稲 慣行

東松山市 中沢　勉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ ○ 8,000 8,000 稲 慣行

東松山市 関根　文男 ｾｷﾈ ﾌﾐｵ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

東松山市 杉浦　勉 ｽｷﾞｳﾗ ﾂﾄﾑ ○ 50,000 50,000 稲 慣行

東松山市 利根川　清久 ﾄﾈｶﾞﾜ ｷﾖﾋｻ ○ 5,000 5,000 露地野菜 有機

東松山市 松井　隆夫 ﾏﾂｲ ﾀｶｵ ○ 500 500 稲 慣行

川島町 石原島　恒夫 ｲｼﾊﾗｼﾞﾏ ﾂﾈｵ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 稲毛　茂作 ｲﾅｹﾞ ﾓｻｸ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 宇津木　宏士 ｳﾂｷﾞ ﾋﾛｼ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 大野　健一 ｵｵﾉ ｹﾝｲﾁ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 梶野　芳男 ｶｼﾞﾉ ﾖｼｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 鈴木　修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 鈴木　登 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 原田　裕 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ ○ 100,000 100,000 稲 慣行

川島町 谷嶋　良夫 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 矢部　敬幸 ﾔﾍﾞ ﾀｶﾕｷ ○ 20,000 20,000 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

熊谷市 内田　清志 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｼ ○ 1,998 1,998 稲、麦 慣行

熊谷市 杉田　重勝 ｽｷﾞﾀ ｼｹﾞｶﾂ ○ 6,300 6,300 稲(飼料米)、麦 慣行

熊谷市 小林　孝平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ ○ 1,134 1,134 稲 慣行

深谷市 樹下　樹 ｷﾉｼﾀ ﾀﾂｷ ○ 1,500 1,500 1,500 1,500
露地野菜、施設野
菜

慣行

寄居町 マルコーフーズ㈱
ﾏﾙｺｰﾌｰｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲ
ｼｬ

○ 100,000 100,000 露地野菜 慣行

加須市 中野　一成 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾅﾘ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

羽生市 ㈱タカミヤ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀｶﾐﾔ ○ 30,000 30,000
施設野菜、施設果
樹（ブルーベリー）

有機


