
様式例６（農地中間管理事業法第１７条関係）

　　　　令和2年8月1日　～　令和2年8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 尾関　正志 ｵｾﾞｷ ﾏｻｼ ○ 4,650 4,650 露地野菜 有機

鴻巣市 小林　好行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ ○ 3,000 2,000 5,000 稲、施設花き 慣行

上尾市 大久保　栄一 ｵｵｸﾎﾞ ｴｲｲﾁ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

上尾市 大塚　金太郎 ｵｵﾂｶ ｷﾝﾀﾛｳ ○ 1,500 1,500 稲 慣行

上尾市 永島　稔夫 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼｵ ○ 1,500 1,500 稲 慣行

坂戸市 佐藤　和美 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ ○ 474 474 稲 慣行

坂戸市 小鮒　和子 ｺﾌﾞﾅ ｶｽﾞｺ ○ 557 557 稲 慣行

三芳町 ㈱高橋農園
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀｶﾊｼﾉｳ
ｴﾝ

○ 11,000 11,000 露地野菜 慣行

東松山市 吉田　勝治 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼﾞ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

東松山市 髙橋　仟治 ﾀｶﾊｼ ｾﾝｼﾞ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

東松山市 野口　豊治 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾖｼﾞ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

川島町 染谷　浩司 ｿﾒﾔ ﾋﾛｼ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 松﨑　　 逸 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 卯月　和子 ｳﾂﾞｷ ｶｽﾞｺ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 天野　幸夫 ｱﾏﾉ ﾕｷｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 新井　　 進 ｱﾗｲ ｽｽﾑ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 荒井　忠雄 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 圓城寺　邦雄 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ｸﾆｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 大澤　春男 ｵｵｻﾜ ﾊﾙｵ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 大谷　輝吉 ｵｵﾀﾆ ﾃﾙﾖｼ ○ 3,161 3,161 稲 慣行

川島町 岡田　孝男 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 金井　真二 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 倉浪　　 始 ｸﾗﾅﾐ ﾊｼﾞﾒ ○ 80,000 80,000 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
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川島町 神立　誠次 ｺｳﾀﾞﾃ ｾｲｼﾞ ○ 50,000 50,000 稲 慣行

川島町 小谷野　勝男 ｺﾔﾉ ｶﾂｵ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 鈴木　貞美 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞﾖｼ ○ 30,000 30,000 稲 慣行

川島町 下　   敏雄 ｼﾓ ﾄｼｵ ○ 30,000 30,000 稲 慣行

川島町 高橋　　 実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 貫井　正美 ﾇｸｲ ﾏｻﾐ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 長谷部　充雄 ﾊｾﾍﾞ ﾐﾂｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 深谷　邦彦 ﾌｶﾔ ｸﾆﾋｺ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 深谷　良夫 ﾌｶﾔ ﾖｼｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 前嶋　勇男 ﾏｴｼﾞﾏ ｲｻｵ ○ 50,000 50,000 稲 慣行

川島町 箕輪　旭夫 ﾐﾉﾜ ｱｷｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

川島町 森田　　 進 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 森田　敏男 ﾓﾘﾀ ﾄｼｵ ○ 3,244 3,244 稲 慣行

川島町 横田　正雄 ﾖｺﾀ ﾏｻｵ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

川島町 新井　　 隆 ｱﾗｲ ﾀｶｼ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

吉見町 磯﨑　正夫 ｲｿｻﾞｷ ﾏｻｵ ○ 6,000 6,000 稲 慣行

吉見町 松井　隆夫 ﾏﾂｲ ﾀｶｵ ○ 500 500 稲 慣行

吉見町 根岸　昭光 ﾈｷﾞｼ ｱｷﾐﾂ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

吉見町 松本　勇 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻﾑ ○ 100,000 100,000 稲 慣行

秩父市 青葉　正明 ｱｵﾊﾞ ﾏｻｱｷ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

秩父市 池田　京子 ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ ○ 1,493 1,493 稲 慣行

秩父市 井上　正雄 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ ○ 1,038 1,038 稲 慣行

秩父市 内田　　 清 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｼ ○ 2,072 2,072 稲 慣行

秩父市 内田　俊一 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ ○ 2,461 2,461 稲 慣行

秩父市 内田　久雄 ｳﾁﾀﾞ ﾋｻｵ ○ 4,528 4,528 稲 慣行

秩父市 大久保　勝 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾙ ○ 3,475 3,475 稲 慣行

秩父市 久保田　清司 ｸﾎﾞﾀ ｷﾖｼﾞ ○ 1,500 1,500 稲 慣行



希望市町村名 氏名又は名称 フリガナ
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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

秩父市 黒沢　和彦 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ ○ 2,262 2,262 稲 慣行

秩父市 小池　昭男 ｺｲｹ ｱｷｵ ○ 1,765 1,765 稲 慣行

秩父市 小池　文夫 ｺｲｹ ﾌﾐｵ ○ 1,086 1,086 稲 慣行

秩父市 五野上　初江 ｺﾞﾉｶﾐ ﾊﾂｴ ○ 1,149 1,149 稲 慣行

秩父市 島崎　貞男 ｼﾏｻﾞｷ ｻﾀﾞｵ ○ 2,697 2,697 稲 慣行

秩父市 小林　孝則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ ○ 1,217 1,217 稲 慣行

秩父市 島崎　久夫 ｼﾏｻﾞｷ ﾋｻｵ ○ 1,466 1,466 稲 慣行

秩父市 清水　　 豊 ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ ○ 485 485 稲 慣行

秩父市 冨田　家司 ﾄﾐﾀ ｲｴｼﾞ ○ 3,441 3,441 稲 慣行

秩父市 冨田　一郎 ﾄﾐﾀ ｲﾁﾛｳ ○ 2,000 1,000 3,000 稲、露地野菜 慣行

秩父市 冨田　髙光 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾐﾂ ○ 1,220 1,220 稲 慣行

秩父市 長島　京子 ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｺ ○ 1,800 1,800 稲 慣行

秩父市 長島　正雄 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻｵ ○ 1,420 1,420 稲 慣行

秩父市 長島　義雄 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ ○ 70,000 70,000 稲 慣行

秩父市 中野　富夫 ﾅｶﾉ ﾄﾐｵ ○ 793 793 稲 慣行

秩父市 濱田　好信 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ ○ 1,700 1,700 稲 慣行

秩父市 柳原　一三 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾐ ○ 3,300 3,300 稲 慣行

本庄市 吉田　芳昭 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ ○ 2,000 2,000 4,000 牧草 慣行

本庄市 増田　和広 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ○ 750 750 露地野菜、施設花き 慣行

本庄市 齊藤　好幸 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ ○ 3,000 4,000 7,000 施設野菜 慣行

本庄市 根岸　　 伸 ﾈｷﾞｼ ｼﾝ ○ 1,500 1,500 稲 慣行

美里町 清水　重男 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞｵ ○ 3,500 3,500 稲 慣行

美里町 町田　喜一 ﾏﾁﾀﾞ ｷｲﾁ ○ 2,200 2,200 稲、麦 慣行

美里町 田沼     晃 ﾀﾇﾏ ｱｷﾗ ○ 8,000 8,000 16,000 稲、麦、露地野菜 慣行

美里町 小賀野　昇 ｵｶﾞﾉ ﾉﾎﾞﾙ ○ 50,000 10,000 60,000 稲、麦、露地野菜 慣行

美里町 坂田 　　哲 ｻｶﾀ ｻﾄｼ ○ 1,000 1,000 2,000 露地野菜 慣行

美里町 森下　忠一 ﾓﾘｼﾀ ﾁｭｳｲﾁ ○ 1,115 1,115 稲 慣行
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美里町 吉田　秀之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ○ 5,000 5,000 10,000 麦 慣行

美里町 笹井     均 ｻｻｲ ﾋﾄｼ ○ 2,200 2,200 稲 慣行

美里町 酒井     徹 ｻｶｲ ﾄｵﾙ ○ 36,000 1,100 37,100 稲、麦 慣行

美里町 田中　格一 ﾀﾅｶ ｶｸｲﾁ ○ 11,000 11,000 稲 慣行

美里町 藤澤　隆範 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾉﾘ ○ 14,800 14,800 稲、麦 慣行

美里町 木村　高裕 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ○ 100,000 100,000 20,000 20,000 露地野菜 慣行

美里町 髙橋　栄治 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ ○ 20,000 20,000 露地野菜 慣行

美里町 田村　正利 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄｼ ○ 100,000 100,000 稲、麦 慣行

美里町 植竹　章男 ｳｴﾀｹ ｱｷｵ ○ 20,000 20,000 稲、麦 慣行

美里町 塚本　　 稔 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾉﾙ ○ 14,446 14,446 稲、麦 慣行

美里町 ㈱ＴＯＳＩファーム ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄｼﾌｧｰﾑ ○ 10,000 10,000 10,000 10,000 露地野菜 慣行

美里町 鯨井　雅吏 ｸｼﾞﾗｲ ﾏｻｼ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

美里町 萩原　圭一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ ○ 30,000 30,000 露地野菜 慣行

美里町 笠原　嘉光 ｶｻﾊﾗ ﾖｼﾐﾂ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

上里町 菊池　宏利 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄｼ ○ 20,000 2,000 22,000 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 小林　国寿 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾄｼ ○ 2,046 1,629 3,675 稲、露地野菜 慣行

上里町 吉田     登 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ ○ 20,000 3,000 23,000 稲、麦 慣行

上里町 横山　伸明 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｱｷ ○ 1,629 1,629 稲 慣行

上里町 堀込　正義 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾏｻﾖｼ ○ 5,000 5,000 露地野菜 慣行

上里町 ㈱ＪＡひびきのファーム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲｴｲﾋ
ﾋﾞｷﾉﾌｧｰﾑ

○ 5,216 2,232 7,448 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 蓮　 喜久男 ﾊﾁｽ ｷｸｵ ○ 5,933 5,933 稲 慣行

上里町 関根　健次 ｾｷﾈ ｹﾝｼﾞ ○ 5,000 2,000 7,000 稲、露地野菜 慣行

上里町 関根　　 昭 ｾｷﾈ ｱｷﾗ ○ 6,000 6,000 12,000 稲、麦 慣行

上里町 菅谷　龍之助 ｽｶﾞﾔ ﾀﾂﾉｽｹ ○ 7,200 7,200
露地野菜、施設野
菜

有機

上里町 坂本　　 正 ｻｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ ○ 14,000 2,000 16,000 稲、麦、露地野菜 慣行

上里町 坂本　洋樹 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｼﾞｭ ○ 6,868 6,868 稲 慣行

上里町 坂本　想一 ｻｶﾓﾄ ｿｳｲﾁ ○ 2,831 2,831 稲 慣行
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上里町 坂本　成則 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾘ ○ 13,000 13,000 稲、麦 慣行

上里町 クラウディノ　フェヘイラ　ニヴァウド ｸﾗｳﾃﾞｨﾉ ﾌｪﾍｲﾗ ﾆｳﾞｧｳﾄﾞ ○ 2,000 2,000 露地野菜 慣行

上里町 久保　宏好 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾖｼ ○ 10,000 5,000 15,000 稲、麦 慣行

上里町 グエン　バンカン ｸﾞｴﾝ ﾊﾞﾝｶﾝ ○ 5,000 5,000 露地野菜、茶 慣行

上里町 井上　良夫 ｲﾉｳｴ ﾖｼｵ ○ 2,605 2,605 稲 慣行

上里町 青木　康寛 ｱｵｷ ﾔｽﾋﾛ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

熊谷市 小林　一雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ ○ 1,742 1,742 稲、麦、大豆 慣行

加須市 大木　信夫 ｵｵｷ ﾉﾌﾞｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

加須市 江田　　 宏 ｴﾀﾞ ﾋﾛｼ ○ 70,000 70,000 稲 慣行

加須市 江田　章司 ｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ ○ 50,000 50,000 稲 慣行

加須市 江田　繁章 ｴﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ ○ 40,000 40,000 稲 慣行

加須市 江田　敏夫 ｴﾀﾞ ﾄｼｵ ○ 30,000 30,000 稲 慣行

加須市 青木　庄一 ｱｵｷ ｼｮｳｲﾁ ○ 1,500 1,500 稲 慣行

加須市 榎本　正典 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ ○ 30,000 30,000 稲 慣行

加須市 鈴木　　 豊 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ ○ 1,346 1,346 稲 慣行

加須市 根岸　哲夫 ﾈｷﾞｼ　ﾃﾂｵ ○ 3,008 3,008 稲 慣行

加須市 福田　則雄 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｵ ○ 1,497 1,497 施設野菜 慣行

羽生市 岩﨑　嘉則 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ ○ 200 200 稲 慣行

羽生市 早川　宗孝 ﾊﾔｶﾜ ﾑﾈﾀｶ ○ 300 300
露地野菜（レタス、
じゃがいも）

慣行

羽生市 小野澤   孝 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｶｼ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

蓮田市 アルファイノベーション㈱
ｱﾙﾌｧｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｶﾌﾞｼ
ｷｶﾞｲｼｬ

○ 50,000 50,000 露地野菜 慣行


