
（甲賀市）

借受希望者リスト

市町名 募集区域名
区域内の
農業者

区域外の
農業者

新規
参入者

田 畑 樹園地

1 R2年 甲賀市 旧水口町 株式会社　小嶌営農 〇 1000 水稲

2 R1年 甲賀市 旧水口町 門坂　啓次 〇 25 水稲

3 R2年 甲賀市 旧水口町 株式会社　山元農産 〇 2000 水稲 麦 大豆

4 R2年 甲賀市 旧水口町 北山　清隆 〇 1000 水稲

5 R1年 甲賀市 旧水口町 宿谷　忠五 〇 100 水稲

6 R2年 甲賀市 旧水口町 堤　一弘 〇 50 水稲

7 R2年 甲賀市 旧水口町 中尾　進 〇 100 水稲

8 R1年 甲賀市 旧水口町 中尾　亮次 〇 300 水稲

9 R1年 甲賀市 旧水口町 西田　治義 〇 30 水稲

10 R2年 甲賀市 旧水口町 西本　庄助 〇 15 水稲

11 R1年 甲賀市 旧水口町 農事組合法人　八田営農組合 〇 41 水稲

12 R1年 甲賀市 旧水口町 農事組合法人　いいみちふァーム 〇 4290 水稲 大豆

13 R2年 甲賀市 旧水口町 農事組合法人　しもやま夢の里 〇 3000 水稲 麦 大豆

14 R1年 甲賀市 旧水口町 農事組合法人　和野営農組合 〇 100 水稲 麦 大豆

15 R3年 甲賀市 旧水口町 農事組合法人　酒人ふぁ～む 〇 100 水稲 麦 大豆

16 R3年 甲賀市 旧水口町 林田　清光 〇 500 水稲

17 R1年 甲賀市 旧水口町 村岡　恒治 〇 30 自然薯 いちご かんしょ

18 R2年 甲賀市 旧水口町 山下　耕三 〇 40 水稲

19 R1年 甲賀市 旧水口町 山村　良司 〇 40 水稲

20 R3年 甲賀市 旧水口町 有限会社　オカムラ農産 〇 3000 水稲 麦 大豆

21 R1年 甲賀市 旧水口町 有限会社　しまだファーム 〇 560 水稲

22 R1年 甲賀市 旧水口町 有限会社　るシオールファーム 〇 500 水稲 麦 大豆

23 R2年 甲賀市 旧水口町 有限会社　あいの土山 〇 200 500 キャベツ はくさい 茶

24 R2年 甲賀市 旧土山町 稲垣　秀隆 〇 800 水稲

25 R2年 甲賀市 旧土山町 株式会社　エーソリューション 〇 100 オリーブ

26 R2年 甲賀市 旧土山町 木田　和夫 〇 50 水稲

27 R1年 甲賀市 旧土山町 木田　勝大 〇 150 水稲

28 R1年 甲賀市 旧土山町 農事組合法人　ブルーム西大野 〇 40 水稲 麦 大豆

29 R1年 甲賀市 旧土山町 前田　恭宏 〇 18 水稲

30 R2年 甲賀市 旧土山町 有限会社　あいの土山 〇 300 500 キャベツ はくさい 茶

希望する農用地等の種別
と面積（単位ａ）

№ 氏 名 又 は 名 称

募集区域内外の農業者の別等
（該当項目に○印）
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借受を希望する区域
登録
年度
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31 R1年 甲賀市 旧甲賀町 株式会社　鹿深サービス 〇 1000 水稲

32 R2年 甲賀市 旧甲賀町 株式会社　農地所有適格法人SHOKI 〇 100 とうがらし にんにく 野菜

33 R1年 甲賀市 旧甲賀町 永井　竜也 〇 105 水稲

34 R1年 甲賀市 旧甲賀町 農事組合法人　上野ファーム 〇 1500 水稲 麦 大豆

35 R1年 甲賀市 旧甲賀町 農事組合法人　エコファーム神保 〇 3000 水稲

36 R1年 甲賀市 旧甲賀町
農事組合法人　甲賀エコファームい
ちの

〇 3000 水稲 麦 大豆

37 R1年 甲賀市 旧甲賀町 農事組合法人　こさじ 〇 3000 水稲

38 R2年 甲賀市 旧甲賀町 農事組合法人　アグリあぶらひ 〇 1500 水稲 麦

39 R2年 甲賀市 旧甲賀町 農事組合法人　岩室営農組合 〇 1050 水稲 キク

40 R2年 甲賀市 旧甲賀町 増井　正二 〇 100 水稲

41 R2年 甲賀市 旧甲賀町 有限会社　グリーンサポートこうか 〇 100 水稲 麦 大豆

42 R1年 甲賀市 旧甲南町 岡崎　光雄 〇 100 水稲

43 R1年 甲賀市 旧甲南町 株式会社　鹿深サービス 〇 1000 水稲

44 R2年 甲賀市 旧甲南町 株式会社　山元農産 〇 100 麦

45 R1年 甲賀市 旧甲南町 黄瀬　一郎 〇 100 水稲

46 R2年 甲賀市 旧甲南町 中井　伊佐雄 〇 100 水稲

47 R1年 甲賀市 旧甲南町 農事組合法人　新治営農組合 〇 200 水稲

48 R1年 甲賀市 旧甲南町 森口　剛 〇 30 水稲

49 R1年 甲賀市 旧甲南町 有限会社　るシオールファーム 〇 100 水稲 麦 大豆

50 R2年 甲賀市 旧甲南町 有限会社　グリーンサポートこうか 〇 100 水稲 麦 大豆

51 R2年 甲賀市 旧甲南町 有限会社　木村農芸 〇 100 水稲

52 R2年 甲賀市 旧信楽町 奥村　久三郎 〇 150 水稲

53 R1年 甲賀市 旧信楽町 株式会社　鹿深サービス 〇 500 水稲

54 R2年 甲賀市 旧信楽町 株式会社　エーソリューション 〇 100 オリーブ

55 R1年 甲賀市 旧信楽町 農事組合法人　宮町営農組合 〇 100 水稲 大豆

56 R1年 甲賀市 旧信楽町 山本　和弘 〇 200 水稲

57 R1年 甲賀市 旧信楽町 吉澤　彰之 〇 70 きくいも ヤーコン ばれいしょ

2/2ページ


