
様式例６（農地中間管理事業法第１７条関係）

　　　　令和2年11月1日　～　令和2年11月30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 吉岡　章子 ﾖｼｵｶ ｱｷｺ ○ 2,100 2,100 露地野菜 有機

さいたま市 田島　友里子 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾘｺ ○ 3,963 3,963 露地野菜 有機

所沢市 石田　真也 ｲｼﾀﾞ ｼﾝﾔ ○ 2,000 2,000 2,000 2,000 露地野菜 慣行

坂戸市 林　昇 ﾊﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ ○ 100,000 100,000 稲 慣行

東松山市 吉原　利一 ﾖｼﾜﾗ ﾄｼｲﾁ ○ 8,000 8,000 稲 慣行

東松山市 滝瀬　敏男 ﾀｷｾ ﾄｼｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

東松山市 ㈱マッキーズファーム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾏｯｷｰｽﾞ
ﾌｧｰﾑ

○ 160,000 160,000 稲 慣行

東松山市 田嶌　寛二 ﾀｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ ○ 1,000 1,000 稲 慣行

東松山市 木村　翔一 ｷﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ ○ 8,000 8,000 露地野菜 慣行

東松山市 松山　健吾 ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝｺﾞ ○ 2,000 2,000 露地野菜 慣行

小川町 山田　満 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ ○ 2,959 2,959 露地野菜 慣行

小川町 中島　武 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ ○ 2,000 2,000 露地野菜 慣行

小川町 小山　展敏 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ ○ 650 650 露地野菜 有機

小川町 中島　正行 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ ○ 3,000 3,000 稲 慣行

小川町 島田　一 ｼﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ ○ 13,900 13,900 稲、麦 慣行

小川町 大澤　久男 ｵｵｻﾜ ﾋｻｵ ○ 11,880 11,880 稲、麦 慣行

小川町 塚越　洋次 ﾂｶｺﾞｼ ﾖｳｼﾞ ○ 4,688 2,736 7,424 稲、露地野菜 慣行

小川町 𠮷野　勝巳 ﾖｼﾉ ｶﾂﾐ ○ 5,079 5,079 稲 慣行

長瀞町 福島　慎二 ﾌｸｼﾏ ｼﾝｼﾞ ○ 4,500 4,500 施設野菜 慣行

小鹿野町 太田　誠 ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ○ 7,000 7,000
露地野菜、その他
（えごま）

慣行

小鹿野町 森　雅史 ﾓﾘ ﾏｻｼ ○ 1,136 1,136 稲 慣行

本庄市 内野　貴人 ｳﾁﾉ ﾀｶﾄ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

本庄市 髙𣘺　勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ ○ 2,500 2,500 露地野菜 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 関根　キミ ｾｷﾈ ｷﾐ ○ 4,500 4,500 稲 慣行

本庄市 小暮　博一 ｺｸﾞﾚ ﾋﾛｲﾁ ○ 400 400 露地野菜 慣行

熊谷市 石川　健一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ ○ 11,500 11,500 稲 慣行

熊谷市 石川　浩行 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ○ 500 500 稲 慣行

熊谷市 小貝　昌男 ｵｶﾞｲ ﾏｻｵ ○ 1,600 1,600 稲 慣行

熊谷市 金子　勝夫 ｶﾈｺ ﾏｻｵ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

熊谷市 齊藤　多一 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ ○ 4,500 4,500 稲 慣行

熊谷市 斉藤　信良 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ ○ 7,686 7,686 稲 慣行

熊谷市 髙橋　義和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ ○ 5,400 5,400 稲 慣行

熊谷市 田口　定男 ﾀｸﾞﾁ ｻﾀﾞｵ ○ 9,000 9,000 稲 慣行

熊谷市 田口　拓徳 ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾉﾘ ○ 4,000 4,000 稲 慣行

熊谷市 門叶　和男 ﾄｶﾞﾉ ｶｽﾞｵ ○ 10,000 10,000 稲 慣行

熊谷市 門叶　勝博 ﾄｶﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ ○ 500 500 稲 慣行

熊谷市 門叶　正巳 ﾄｶﾞﾉ ﾏｻﾐ ○ 11,286 11,286 稲 慣行

熊谷市 長谷川　隼男 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ ○ 8,000 8,000 稲 慣行

熊谷市 松本　一徳 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ ○ 3,996 3,996 稲 慣行

熊谷市 松本　恒男 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾈｵ ○ 100,000 100,000 稲 慣行

熊谷市 松本　智一 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ ○ 2,900 2,900 稲 慣行

熊谷市 松本　好正 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾏｻ ○ 3,122 3,122 46 46 稲 慣行

熊谷市 森田　悟 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾙ ○ 7,000 7,000 稲 慣行

熊谷市 山岸　富夫 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾐｵ ○ 10,000 10,000 稲、麦 慣行

熊谷市 山﨑　義治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｼﾞ ○ 4,290 4,290 稲 慣行

熊谷市 吉野　將男 ﾖｼﾉ ﾏｻｵ ○ 8,000 8,000 稲 慣行

寄居町 堀口　敦史 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾂｼ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

寄居町 関口　薫 ｾｷｸﾞﾁ ｶｵﾙ ○ 2,000 2,000 稲 慣行

寄居町 松本　寿雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｵ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

寄居町 富岡　邦明 ﾄﾐｵｶ ｸﾆｱｷ ○ 2,000 2,000 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

寄居町 梅澤　文範 ｳﾒｻﾞﾜ ﾌﾐﾉﾘ ○ 17,000 17,000 稲 慣行

寄居町 茂木　忠男 ﾓﾃｷﾞ ﾀﾀﾞｵ ○ 4,000 4,000 稲 慣行

加須市 野口　美三郎 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｻﾌﾞﾛｳ ○ 1,995 1,995 稲 慣行

加須市 加藤　浩行 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ○ 9,514 9,514 稲 慣行

加須市 橋本　敬之 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ○ 11,099 11,099 稲 慣行

加須市 奥木　敏夫 ｵｸｷﾞ ﾄｼｵ ○ 5,434 5,434 稲 慣行

加須市 若山　悦雄 ﾜｶﾔﾏ ｴﾂｵ ○ 7,954 7,954 稲 慣行

加須市 大塚　杲一　 ｵｵﾂｶ ｺｳｲﾁ ○ 3,992 3,992 稲 慣行

加須市 若山　新一 ﾜｶﾔﾏ ｼﾝｲﾁ ○ 7,090 7,090 稲 慣行

加須市 大塚　喜一 ｵｵﾂｶ ｷｲﾁ ○ 21,661 21,661 稲 慣行

加須市 若山　和一 ﾜｶﾔﾏ ﾜｲﾁ ○ 6,009 6,009 稲 慣行

加須市 岡田　辰夫 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｵ ○ 4,885 4,885 稲 慣行

加須市 金子　武夫 ｶﾈｺ ﾀｹｵ ○ 7,286 7,286 稲 慣行

加須市 萩原　直市 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅｵｲﾁ ○ 12,717 12,717 稲 慣行

加須市 五十嵐　和敏 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾄｼ ○ 15,632 15,632 稲 慣行

加須市 大塚　國夫 ｵｵﾂｶ ｸﾆｵ ○ 3,875 3,875 稲 慣行

加須市 長谷川　享夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｵ ○ 4,791 4,791 稲 慣行

加須市 若山　幸夫 ﾜｶﾔﾏ ﾕｷｵ ○ 24,313 24,313 稲 慣行

加須市 岡部　栄一 ｵｶﾍﾞ ｴｲｲﾁ ○ 758 758 稲 慣行

加須市 荒巻　昭雄 ｱﾗﾏｷ ｱｷｵ ○ 3,836 3,836 稲 慣行

加須市 齋藤　辰正 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾏｻ ○ 626 626 稲 慣行

加須市 和代　守明 ﾜｼﾛ ﾓﾘｱｷ ○ 4,524 4,524 稲 慣行

加須市 戸田　昭夫 ﾄﾀﾞ ｱｷｵ ○ 5,000 5,000 稲 慣行

加須市 川﨑　光男 ｶﾜｻｷ ﾐﾂｵ ○ 4,776 4,776 稲 慣行

加須市 川﨑　保夫 ｶﾜｻｷ ﾔｽｵ ○ 3,611 3,611 稲 慣行

春日部市 ㈱ニイザカファーム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾆｲｻﾞｶ
ﾌｧｰﾑ

○ 15,000 15,000 稲 慣行


