
様式例６（農地中間管理事業法第１７条関係）

　　　　令和2年10月1日　～　令和2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 浅見　和正 ｱｻﾐ ｶｽﾞﾏｻ ○ 6,459 6,459
露地花き、その他
（植木）

慣行

川口市 袁　一媛 ｴﾝ ｲﾁｴﾝ ○ 3,000 3,000 その他（盆栽） 有機

伊奈町 秋山　英章 ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ○ 8,392 8,392 稲 慣行

伊奈町 秋山　洋時 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｼﾞ ○ 4,770 4,770 稲 慣行

伊奈町 新井　敏幸 ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ ○ 22,905 22,905 稲 慣行

伊奈町 荒井　正男 ｱﾗｲ ﾏｻｵ ○ 2,889 2,889 稲 慣行

伊奈町 井ヶ田　吉章 ｲｹﾞﾀ ﾖｼｱｷ ○ 943 943 稲 慣行

伊奈町 岩﨑　喜一 ｲﾜｻｷ ﾖｼｶｽﾞ ○ 6,600 6,600 稲 慣行

伊奈町 内田　昇 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ ○ 2,272 2,272 稲 慣行

伊奈町 榎本　政夫 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻｵ ○ 943 943 稲 慣行

伊奈町 大熊　康雄 ｵｵｸﾏ ﾔｽｵ ○ 3,828 3,828 稲 慣行

伊奈町 大塚　一行 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾕｷ ○ 3,829 3,829 稲 慣行

伊奈町 加藤　晃 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ ○ 15,000 15,000 稲 慣行

伊奈町 小島　伸光 ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾐﾂ ○ 3,154 3,154 稲 慣行

伊奈町 齋藤　和浩 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ○ 16,205 16,205 稲 慣行

伊奈町 齋藤　昇 ｻｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ ○ 977 977 稲 慣行

伊奈町 斉藤　麟之助 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾉｽｹ ○ 969 969 稲 慣行

伊奈町 澤田　和夫 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ ○ 4,000 4,000 稲 慣行

伊奈町 澤田　精吾 ｻﾜﾀﾞ ｾｲｺﾞ ○ 10,000 2,000 1,000 13,000
稲、露地野菜、露地
果樹（うめ、かき）

慣行

伊奈町 澤田　昇 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ ○ 7,109 7,109 稲 慣行

伊奈町 澤田　芳男 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｵ ○ 4,156 4,156 稲 慣行

伊奈町 澤田　義正 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾏｻ ○ 2,868 2,868 稲 慣行

伊奈町 柴崎　邦夫 ｼﾊﾞｻｷ ｸﾆｵ ○ 5,200 5,200 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

伊奈町 嶋村　光彦 ｼﾏﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ ○ 2,868 2,868 稲 慣行

伊奈町 関根　章 ｾｷﾈ ｱｷﾗ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

伊奈町 関根　齋二 ｾｷﾈ ｻｲｼﾞ ○ 463 463 稲 慣行

伊奈町 関根　昭吾 ｾｷﾈ ｼｮｳｺﾞ ○ 3,000 500 3,500 稲、露地野菜 慣行

伊奈町 染谷　益夫 ｿﾒﾔ ﾏｽｵ ○ 4,006 4,006 稲 慣行

伊奈町 田中　利夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ ○ 4,772 4,772 稲 慣行

伊奈町 戸井田　勝美 ﾄｲﾀﾞ ｶﾂﾐ ○ 13,893 13,893 稲 慣行

伊奈町 戸井田　康隆 ﾄｲﾀﾞ ﾔｽﾀｶ ○ 17,646 17,646 稲 慣行

伊奈町 長島　勇 ﾅｶﾞｼﾏ ｲｻﾑ ○ 15,000 2,000 1,500 18,500
稲、露地野菜、露地
果樹（ぶどう）

慣行

伊奈町 長島　泰 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾀｶ ○ 2,509 2,509 稲 慣行

伊奈町 濱野　智仁 ﾊﾏﾉ ﾄﾓﾋﾄ ○ 962 962 稲 慣行

伊奈町 蛭間　力 ﾋﾙﾏ ﾁｶﾗ ○ 2,291 2,291 稲 慣行

伊奈町 細田　勝男 ﾎｿﾀﾞ ｶﾂｵ ○ 2,844 2,844 稲 慣行

伊奈町 牧田　明 ﾏｷﾀ ｱｷﾗ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

伊奈町 牧田　加代 ﾏｷﾀ ｶﾖ ○ 241 241 稲 慣行

伊奈町 牧田　進 ﾏｷﾀ ｽｽﾑ ○ 12,000 2,000 14,000 稲、露地野菜 慣行

伊奈町 牧田　直久 ﾏｷﾀ ﾅｵﾋｻ ○ 10,154 10,154 稲 慣行

伊奈町 松本　一男 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ ○ 2,837 2,837 稲 慣行

伊奈町 山岸　克吉 ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾂﾖｼ ○ 4,755 4,755 稲 慣行

伊奈町 山口　利一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｶｽﾞ ○ 4,751 4,751 稲 慣行

三芳町 ㈱エム・ファーム ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｴﾑﾌｧｰﾑ ○ 152,938 152,938 そば、その他（菜種） 慣行

吉見町 幾田山　光夫 ｲｸﾀﾔﾏ ﾐﾂｵ ○ 600 1,500 2,100 稲、露地野菜 慣行

秩父市 農事組合法人尾田蒔営農
ﾉｳｼﾞｸﾐｱｲﾎｳｼﾞﾝｵﾀﾞ
ﾏｷｴｲﾉｳ

○ 300,000 100,000 400,000 麦、大豆 慣行

秩父市 宮本　貞夫 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｵ ○ 1,600 1,600 稲 慣行

秩父市 原島　眞治 ﾊﾗｼﾏ ｼﾝｼﾞ ○ 1,700 1,700 稲 慣行

秩父市 守屋　裕介 ﾓﾘﾔ ﾕｳｽｹ ○ 13,000 13,000
露地野菜、施設野
菜

慣行

秩父市 豊田　孝幸 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ○ 2,800 2,800 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

秩父市 豊田　辰夫 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾂｵ ○ 2,300 2,500 4,800 稲、露地野菜 慣行

秩父市 野坂　功久 ﾉｻｶ ｶﾂﾋｻ ○ 1,500 1,500 稲 慣行

秩父市 矢島　守正 ﾔｼﾞﾏ ﾓﾘﾏｻ ○ 2,800 2,800 稲 慣行

小鹿野町 鷹啄　昇　 ﾀｶﾊｼ ﾉﾎﾞﾙ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

小鹿野町 坂本　實 ｻｶﾓﾄ ﾐﾉﾙ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

小鹿野町 加藤　貞夫 ｶﾄｳ ｻﾀﾞｵ ○ 1,300 1,300 稲 慣行

小鹿野町 隝田　功 ｼﾏﾀﾞ ｲｻｵ ○ 2,800 2,800 大豆、露地野菜 慣行

本庄市 髙𣘺　公仁 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾋﾄ ○ 1,500 1,500 露地野菜 慣行

本庄市 津久井　伊知衛 ﾂｸｲ ｲﾁｴ ○ 2,000 2,000 露地野菜 慣行

本庄市 鳥羽　久雄 ﾄﾊﾞ ﾋｻｵ ○ 5,000 5,000 露地野菜 慣行

本庄市 木村　徳成 ｷﾑﾗ ﾄｸﾅﾘ ○ 9,000 9,000 露地野菜 慣行

本庄市 亀井　省三 ｶﾒｲ ｼｮｳｿﾞｳ ○ 2,000 1,000 3,000 稲、露地野菜 慣行

本庄市 海澤　猪一 ｶｲｻﾞﾜ ｲｲﾁ ○ 5,000 5,000
露地野菜、施設野
菜

慣行

本庄市 茂木　信喜 ﾓﾃｷﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ ○ 3,000 3,000
露地野菜、施設野
菜

慣行

本庄市 中島　邦夫 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾆｵ ○ 1,600 1,600 露地野菜 慣行

熊谷市 小林　肇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ ○ 660 660 麦 慣行

深谷市 古郡　勝 ﾌﾙｺｵﾘ ﾏｻﾙ ○ 10,000 10,000 露地野菜 慣行

深谷市 ㈱イーストサン ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲｰｽﾄｻﾝ ○ 20,000 20,000 露地野菜 慣行

寄居町 髙橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ○ 1,000 1,000 1,000 1,000 露地野菜 慣行

加須市 根岸　浩行 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ ○ 4,531 4,531 稲 慣行

加須市 藤間　一好 ﾄｳﾏ ｶﾂﾞﾖｼ ○ 517 517 稲 慣行

加須市 谷川　廣司 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛｼ ○ 6,599 6,599 稲 慣行

加須市 大塚　達次 ｵｵﾂｶ ﾀﾂｼﾞ ○ 309 309 稲 慣行

加須市 岡部　武次 ｵｶﾍﾞ ﾀｹｼﾞ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

加須市 若山　直吉 ﾜｶﾔﾏ ﾅｵﾖｼ ○ 669 669 稲 慣行

加須市 関根　栄治 ｾｷﾈ ｴｲｼﾞ ○ 9,660 9,660 稲 慣行

加須市 山口　芳男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ ○ 5,113 5,113 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

加須市 関口　弘幸 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ○ 80,000 80,000 稲 慣行

加須市 綱川　みつ江 ﾂﾅｶﾜ ﾐﾂｴ ○ 70,000 70,000 稲 慣行

加須市 遠井　栄一 ﾄｵｲ ｴｲｲﾁ ○ 20,000 20,000 稲 慣行

加須市 竹内　信雄 ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞｵ ○ 50,000 50,000 稲 慣行

加須市 關口　晋司 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ ○ 7,000 7,000 稲 慣行

加須市 遠井　明 ﾄｵｲ ｱｷﾗ ○ 15,000 15,000 稲 慣行

加須市 山口　茂男 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

加須市 林　一栄 ﾊﾔｼ ｶﾂｴｲ ○ 5,000 500 5,500 施設野菜 有機

加須市 遠井　勝 ﾄｵｲ ﾏｻﾙ ○ 8,000 8,000 稲、施設野菜 慣行

加須市 江森　幸之進 ｴﾓﾘ ｺｳﾉｼﾝ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

加須市 並木　肇 ﾅﾐｷ ﾊｼﾞﾒ ○ 5,785 5,785 稲 慣行

加須市 遠井　延弘 ﾄｵｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

加須市 亀井　みどり ｶﾒｲ ﾐﾄﾞﾘ ○ 2,118 2,118 稲 慣行

加須市 綱川　敬蔵 ﾂﾅｶﾜ ｹｲｿﾞｳ ○ 15,000 15,000 稲 慣行

加須市 斉藤　武司 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

加須市 篠塚　一男 ｼﾉﾂｶ ｶｽﾞｵ ○ 2,943 2,943 稲 慣行

加須市 斉藤　明善 ｻｲﾄｳ ｱｷﾖｼ ○ 2,946 2,946 稲 慣行

加須市 小林　孝司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾓﾘ ○ 8,000 8,000 稲 慣行

加須市 坂庭　政治 ｻｶﾆﾜ ﾏｻﾊﾙ ○ 3,869 3,869 稲 慣行

加須市 合同会社いろな ｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬｲﾛﾅ ○ 10,065 10,065 稲 慣行

加須市 江原　武 ｴﾊﾗ ﾀｹｼ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

加須市 関口　恒夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾂﾈｵ ○ 1,997 1,997 稲 慣行

加須市 町田　和夫 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｵ ○ 15,847 5,571 21,418 稲、露地野菜 慣行

加須市 嶋村　貴大 ｼﾏﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ○ 100,000 100,000 稲 慣行

加須市 戸田　祐司 ﾄﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

加須市 野本　和男 ﾉﾓﾄ ｶｽﾞｵ ○ 2,917 2,917 稲 慣行

加須市 斉藤　茂雄 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ ○ 993 993 稲 慣行
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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

加須市 小田　秀人 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

加須市 矢部　広明 ﾔﾍﾞ ﾋﾛｱｷ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

加須市 鈴木　建一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ ○ 7,000 7,000 稲 慣行

加須市 野本　哉 ﾉﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ ○ 1,177 1,177 稲 慣行

春日部市 ㈱ライスファーム内田
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾗｲｽﾌｧｰ
ﾑｳﾁﾀﾞ

○ 50,000 50,000 稲 慣行

杉戸町 北原　雅敏 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾄｼ ○ 3,247 3,247 露地野菜 慣行


