
様式例４（農地中間管理事業法第１７条関係）

　　令和4年11月1日　～　令和4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
遊休農地
借受希望

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 （有　・　無）

飯能市 前田　剛 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ ○ 951 951 無 露地野菜 有機

富士見市
株式会社いるま野アグリ
代表取締役社長　澤田　平司

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲﾙﾏﾉｱｸﾞﾘ ﾀﾞｲﾋｮ
ｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸｼｬﾁｮｳ ｻﾜﾀﾞ ﾍｲｼﾞ ○ 48,000 48,000 無 稲、麦 慣行

富士見市 金子　輝夫 ｶﾈｺ ﾃﾙｵ ○ 14,000 14,000 無 稲 慣行

富士見市 澁谷　弘次 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｼﾞ ○ 9,000 9,000 無 稲、露地野菜 慣行

富士見市 吉原　髙史 ﾖｼﾊﾗ ﾀｶｼ ○ 5,000 5,000 無 稲、施設野菜 慣行

富士見市 野村　悦男 ﾉﾑﾗ ｴﾂｵ ○ 1,000 1,000 無 稲 慣行

富士見市 渋谷　紀行 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘﾕｷ ○ 3,000 3,000 無 稲 慣行

富士見市 榎本　一男 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｵ ○ 5,000 5,000 無 稲 慣行

三芳町 岩沢　正雄 ｲﾜｻﾜ ﾏｻｵ ○ 1,322 1,322 無 露地野菜 慣行

東松山市 稲村　昭治 ｲﾅﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ ○ 1,000 1,000 無 露地野菜 有機

東松山市 千葉　有美子 ﾁﾊﾞ ﾕﾐｺ ○ 1,000 1,000 無 露地果樹（梨） 慣行

吉見町 金子　正夫 ｶﾈｺ ﾏｻｵ ○ 5,931 5,931 無 稲 慣行

吉見町 新島　政行 ﾆｲｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ ○ 1,140 1,140 無 稲 慣行

吉見町 金子　有紀 ｶﾈｺ ﾕｷ ○ 10,000 10,000 無 稲 慣行

吉見町 小岩井　仁 ｺｲﾜｲ ﾋﾄｼ ○ 300,000 150,000 450,000 無 稲、露地野菜 慣行

吉見町 小髙　正洋 ｵﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ ○ 3,145 3,145 無 稲 慣行

秩父市
特定非営利活動法人 笑楽工房
理事　平子　照雄

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ｼｮｳﾗ
ｸｺｳﾎﾞｳ ﾘｼﾞ ﾋﾗｺ ﾃﾙｵ

○ 2,189 2,189 無 露地野菜 慣行

本庄市 今井　和也 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾅﾘ ○ 2,000 2,000 無 稲 慣行

本庄市 田端　善行 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ ○ 10,000 10,000 20,000 無 稲、露地野菜 慣行

農地中間管理事業応募申込者一覧

農業者の状況 希望する農地

  農用地等の種類（㎡）



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
遊休農地
借受希望

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 （有　・　無）

農業者の状況 希望する農地

  農用地等の種類（㎡）

本庄市 林　昭彦 ﾊﾔｼ ｱｷﾋｺ ○ 2,000 2,000 無 露地野菜 慣行

本庄市 𠮷野　由紀雄 ﾖｼﾉ ﾕｷｵ ○ 2,000 2,000 無 露地野菜 慣行

本庄市
株式会社 kura-farm
代表取締役　倉林　永

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾗﾌｧｰﾑ
ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ｸﾗﾊﾔｼ ﾋｻｼ ○ 10,000 10,000 20,000 無

稲、露地野菜、施設
野菜

慣行

熊谷市 増田　功 ﾏｽﾀﾞ ｲｻｵ ○ 2,141 2,141 無 稲、麦 慣行

熊谷市 松村　捷夫 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂｵ ○ 10,000 10,000 無 稲、麦 慣行

熊谷市
株式会社太陽ファーム奈良
代表取締役社長　田中　輝久

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｲﾖｳﾌｧｰﾑﾅﾗ ﾀﾞ
ｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸｼｬﾁｮｳ ﾀﾅｶ ﾃ
ﾙﾋｻ

○ 50,000 50,000 無 稲、麦 慣行

深谷市 上原　芳仁 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ ○ 10,000 10,000 有 露地野菜 慣行

寄居町 髙橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ○ 2,922 2,922 無 露地野菜 慣行

加須市 伊藤　秀一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ ○ 10,000 10,000 無 稲 慣行

羽生市
株式会社ほくさいグリーンアグリ
代表取締役　平井　清敏

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾎｸｻｲｸﾞﾘｰﾝｱｸﾞﾘ
ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾋﾗｲ ｷﾖﾄｼ ○ 53,000 53,000 無 稲、麦 慣行

越谷市 荻島　元治 ｵｷﾞｼﾏ ﾓﾄｼﾞ ○ 5,000 5,000 無 施設野菜 慣行

越谷市 前田　寿樹 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｷ ○ 5,000 5,000 無 施設野菜 慣行

越谷市
有限会社楽農三恵園
代表取締役　吉田　忠茂

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾗｸﾉｳｻﾝｹｲｴﾝ ﾀﾞ
ｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼｹﾞ ○ 5,000 5,000 無 施設野菜 慣行

越谷市 木村　友和 ｷﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ ○ 5,000 5,000 無 施設野菜 慣行

久喜市
アグリグリーン株式会社
代表取締役　篠崎　貴暁

ｱｸﾞﾘｸﾞﾘｰﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾋｮ
ｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶｱｷ ○ 300,000 100,000 400,000 無 稲、露地野菜 慣行

久喜市 小林　隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ ○ 50,000 50,000 無 稲 慣行

久喜市 青木　賢二 ｱｵｷ ｹﾝｼﾞ ○ 50,000 50,000 無 稲 慣行

宮代町
ＳＨＩＮＫＩ．Ｆ株式会社
代表取締役　中山　篤信

ｼﾝｷ ｴﾌｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄ
ﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾅｶﾔﾏ ｱﾂﾉﾌﾞ ○ 29,000 6,000 35,000 無 露地野菜、施設野菜 慣行

白岡市
アグリグリーン株式会社
代表取締役　篠崎　貴暁

ｱｸﾞﾘｸﾞﾘｰﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾋｮ
ｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶｱｷ ○ 200,000 100,000 300,000 無 稲、露地野菜 慣行

杉戸町
株式会社　鈴勝ファーム
代表取締役　鈴木　誠寿

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｽｽﾞｶﾂﾌｧｰﾑ ﾀﾞｲ
ﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞｭ ○ 104,132 104,132 無 稲 慣行

杉戸町 折原　重信 ｵﾘﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ○ 3,000 3,000 無 稲 慣行

杉戸町 井上　清一 ｲﾉｳｴ ｾｲｲﾁ ○ 7,000 7,000 無 稲 慣行


