
※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 菅野 ⻯⼆ ○ 20 20 露地野菜

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 清野 房子 ○ 10 10 水稲

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 中村 信一 ○ 45 45 水稲

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 遊佐 幸久 ○ 400 400 水稲

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 紺野 健治 ○ 1,500 500 2,000
水稲、ﾓ
ﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 駒場 昌 ○ 30 30 水稲

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 清野 和彦 ○ 20 20 水稲

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 菅藤 正重 ○ 1,000 1,000 水稲

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 佐藤 武治 ○ 347 347 水稲

平成26年度 第1回 福島市 北福島地域 佐藤 幹彦 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 菅野 主計 ○ 50 50 水稲

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 橋本 淳一 ○ 50 50 ﾘﾝｺﾞ、ﾓﾓ

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 大内 徹也 ○ 30 30 ﾘﾝｺﾞ、梨

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 佐々木 淳 ○ 20 20 水稲

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 宍⼾ 喜市 ○ 30 30 水稲

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 佐藤 恒男 ○ 30 30 水稲

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 笹木 信男 ○ 38 38 水稲

平成26年度 第2回 福島市 北福島地域 齋藤 利次 ○ 40 40 水稲

平成26年度 第3回 福島市 北福島地域 ㈱カトウファーム ○ 6,500 6,500 水稲
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平成26年度 第4回 福島市 北福島地域 白川 一夫 ○ 40 40 ｷｭｳﾘ、他

平成26年度 第4回 福島市 北福島地域 栗原 拓也 ○ 100 100 ﾘﾝｺﾞ、ﾓﾓ

平成27年度 第1回 福島市 北福島地域 佐藤 貴之 ○ 50 50 ｷｭｳﾘ

平成28年度 7月 福島市 北福島地域 菅藤 裕之 ○ 10,000 4,000 14,000
水稲、野
菜、果樹

平成28年度 10月(2) 福島市 北福島地域 ㈱斎藤果樹園 ○ 400 400 果実類

平成28年度 11月 福島市 北福島地域 鈴木 直人 ○ 20 20 ｷｭｳﾘ

平成28年度 12月 福島市 北福島地域 佐藤 騰 ○ 500 500 水稲

平成28年度 1月 福島市 北福島地域 佐藤 儀一 ○ 50 50 水稲

平成29年度 8月 福島市 北福島地域 笹木 儀一 ○ 70 70 水稲

平成29年度 10月(1) 福島市 北福島地域 遊佐 利右衞門 ○ 200 200 水稲

平成29年度 11月 福島市 北福島地域 加藤 清一 ○ 300 300 水稲

平成29年度 11月 福島市 北福島地域 渡邊 次男 ○ 100 100 水稲

平成29年度 1月 福島市 北福島地域 小野 真⼆ ○ 20 20 ﾓﾓ

平成29年度 1月 福島市 北福島地域 斎藤 武志 ○ 500 100 600
水稲、果

樹

平成29年度 1月 福島市 北福島地域 三浦 利幸 ○ 40 40 ﾓﾓ

平成30年度 6月(3) 福島市 北福島地域 野崎 宗一 ○ 100 100 水稲

平成30年度 6月(3) 福島市 北福島地域 楠 敏幸 ○ 200 200 ﾓﾓ

平成30年度 8月(1) 福島市 北福島地域 渡辺 晴光 ○ 30 30 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 9月 福島市 北福島地域 遠藤 有羽樹 ○ 30 30
ｷｭｳﾘ、ﾀﾗ
の芽
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平成30年度 11月 福島市 北福島地域 小野 賢一郎 ○ 200 200 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 11月 福島市 北福島地域 ㈲まるせい果樹園 ○ 300 300 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 3月 福島市 北福島地域 斎藤 和衛 ○ 200 200 水稲

平成30年度 3月 福島市 北福島地域 冨樫 孝志 ○ 100 100
ﾓﾓ、ﾅｼ、ﾘ

ﾝｺﾞ

平成30年度 3月 福島市 北福島地域 栃窪 ⻑男 ○ 200 200 水稲

平成31年度 4月 福島市 北福島地域 斎藤 和衛 ○ 200 200 ﾘﾝｺﾞ

平成31年度 4月 福島市 北福島地域 佐藤 辰彦 ○ 200 100 300
水稲、果

樹

平成26年度 第1回 福島市 東部地域 髙橋 喜幸 ○ 60 60
ｷｭｳﾘ、ﾄﾏ
ﾄ、ﾅｽ、ｲﾁ

ｺﾞ

平成26年度 第1回 福島市 東部地域 須藤 満 ○ 100 100 ﾈｷﾞ等

平成26年度 第1回 福島市 東部地域 石川 保男 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 福島市 東部地域 栗原 正司 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第3回 福島市 東部地域 古関 定之 ○ 50 50 飼料作物

平成28年度 10月(2) 福島市 東部地域 ㈱斎藤果樹園 ○ 400 400 果実類

平成29年度 10月(1) 福島市 東部地域 佐藤 正吉 ○ 50 50 水稲

平成29年度 1月 福島市 東部地域 小野 真⼆ ○ 20 20 ﾓﾓ

平成29年度 1月 福島市 東部地域 三浦 利幸 ○ 40 40 ﾓﾓ

平成29年度 3月(1) 福島市 東部地域 阿部 政浩 ○ 20 ﾓﾓ

平成30年度 4月 福島市 東部地域 佐藤 貴之 ○ 400 400
ｷｭｳﾘ、ﾄﾏﾄ、ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰ、ﾄｳﾓﾛｺ
ｼ、枝豆、ｷｬﾍﾞﾂ

平成30年度 6月(1) 福島市 東部地域 小野 徳章 ○ 30 30 ﾓﾓ
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平成30年度 11月 福島市 東部地域 小野 賢一郎 ○ 200 200 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 1月 福島市 東部地域 ㈱菱沼農園 ○ 200 200 ﾓﾓ

平成30年度 3月 福島市 東部地域 神⻑倉 正満 ○ 100 100 野菜

平成30年度 3月 福島市 東部地域 特定非営利活動法人本内福祉会 ○ ○ 300 300 野菜

平成26年度 第1回 福島市 南地域 阿部 隆雄 ○ 50 50
野ばら、

桜

平成26年度 第1回 福島市 南地域 大友 伸夫 ○ 900 900 水稲

平成26年度 第1回 福島市 南地域 ㈱オブリガード ○ 100 100 200
水稲、果

樹

平成26年度 第3回 福島市 南地域 安齊 文雄 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第2回 福島市 南地域 近野 正吉 ○ 150 150 水稲

平成27年度 第2回 福島市 南地域 齋藤 貴裕 ○ 340 340 水稲

平成27年度 第2回 福島市 南地域 斎藤 富雄 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第2回 福島市 南地域 齋藤 広美 ○ 400 400 水稲

平成27年度 第2回 福島市 南地域 斎藤 正弘 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第2回 福島市 南地域 佐藤 洋佑 ○ 1,000 1,000 水稲

平成27年度 第2回 福島市 南地域 丹治 正志 ○ 1,000 1,000 水稲

平成28年度 7月 福島市 南地域 阿部 秀徳 ○ 50 50 ﾓﾓ

平成28年度 7月 福島市 南地域 菅藤 裕之 ○ 10,000 4,000 14,000
水稲、野
菜、果樹

平成28年度 10月(2) 福島市 南地域 ㈱斎藤果樹園 ○ 400 400 果実類

平成28年度 11月 福島市 南地域 加藤 勇治 ○ 1,000 1,000 水稲
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平成28年度 11月 福島市 南地域 ⿊澤 喜久夫 ○ 100 100 水稲

平成28年度 11月 福島市 南地域 佐藤 正吉 ○ 30 30 野菜

平成28年度 11月 福島市 南地域 曵地 正人 ○ 1,000 1,000 水稲

平成28年度 11月 福島市 南地域 油井 健治 ○ 100 100 200 水稲

平成28年度 2月 福島市 南地域 ⻑南 昭一 ○ 200 200 水稲

平成28年度 3月(2) 福島市 南地域 難波 憲吾 ○ 300 300 水稲

平成29年度 4月 福島市 南地域 阿部 正秋 ○ 100 100 ｿﾊﾞ

平成29年度 10月(1) 福島市 南地域 阿部 裕子 ○ 150 150 牧草

平成29年度 10月(1) 福島市 南地域 浪岡 真澄 ○ 100 100 水稲

平成29年度 11月 福島市 南地域 大竹 靖成 ○ 100 100 水稲

平成29年度 11月 福島市 南地域 志賀 安夫 ○ 300 300 花

平成29年度 12月 福島市 南地域 曳地 金治 ○ 500 500 水稲

平成29年度 12月 福島市 南地域 渡邉 修 ○ ○ 100 100 落花生

平成29年度 1月 福島市 南地域 ⿊澤 逸雄 ○ 10 10 20 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成29年度 1月 福島市 南地域 今野 拓也 ○ 100 100 野菜

平成29年度 1月 福島市 南地域 ⻑澤 徹 ○ 50 50 花卉

平成29年度 1月 福島市 南地域 曳地 昌規 ○ 500 500 水稲

平成30年度 4月 福島市 南地域 ⿊澤 隼人 ○ 300 300 ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 4月 福島市 南地域 難波 哲雄 ○ 100 100 水稲
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平成30年度 6月(1) 福島市 南地域 鈴木 信良 ○ 200 200 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ

平成30年度 6月(3) 福島市 南地域 安田 清治 ○ 200 200 水稲

平成30年度 9月 福島市 南地域 斎藤 忠一 ○ 200 200 水稲

平成30年度 11月 福島市 南地域 齋籐 正光 ○ 500 500 水稲

平成30年度 11月 福島市 南地域 佐藤 剛 ○ 300 300 水稲

平成30年度 11月 福島市 南地域 山本 千鶴子 ○ 300 300 水稲

平成30年度 12月 福島市 南地域 宍⼾ 正裕 ○ 100 100 水稲

平成30年度 1月 福島市 南地域 松本 義範 ○ 150 150 水稲

平成30年度 3月 福島市 南地域 伊藤 瑞彦 ○ 100 100 200 ﾈｷﾞ

平成30年度 3月 福島市 南地域 今野 麻未 ○ 100 100 野菜

平成26年度 第1回 福島市 飯坂地域 菅野 博之 ○ 110 110 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成26年度 第1回 福島市 飯坂地域 篠木 道浩 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第1回 福島市 飯坂地域 遊佐 幸久 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第1回 福島市 飯坂地域 大宮 篤司 ○ 50 50 ﾓﾓ

平成26年度 第1回 福島市 飯坂地域 佐藤 武治 ○ 37 37 水稲

平成26年度 第1回 福島市 飯坂地域 佐藤 幹彦 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第1回 福島市 飯坂地域 大内 徹也 ○ 20 20
ﾘﾝｺﾞ、ｻｸﾗ

ﾝﾎﾞ

平成26年度 第2回 福島市 飯坂地域 橘内 義知 ○ 30 30 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成26年度 第2回 福島市 飯坂地域 ⻑⾕部 省一 ○ 400 400 800 水稲、ﾓﾓ
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平成26年度 第2回 福島市 飯坂地域 安⻄ 忠義 ○ 20 20 水稲

平成26年度 第2回 福島市 飯坂地域 阿部 邦雄 ○ 50 50 水稲

平成26年度 第2回 福島市 飯坂地域 橋本 淳一 ○ 50 50 ﾘﾝｺﾞ、ﾓﾓ

平成28年度 7月 福島市 飯坂地域 菅藤 裕之 ○ 10,000 4,000 14,000
水稲、野
菜、果樹

平成28年度 10月(2) 福島市 飯坂地域 ㈱斎藤果樹園 ○ 400 400 果実類

平成28年度 12月 福島市 飯坂地域 佐藤 騰 ○ 500 300 800 果樹

平成28年度 1月 福島市 飯坂地域 小野 徳雄 ○ 50 50 ﾘﾝｺﾞ

平成28年度 3月(2) 福島市 飯坂地域 樅山 清志 ○ 10 10 ﾓﾓ

平成29年度 4月 福島市 飯坂地域 鈴木 進 ○ 60 60 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成29年度 8月 福島市 飯坂地域 阿部 政浩 ○ 20 20 ﾓﾓ

平成29年度 8月 福島市 飯坂地域 紺野 幸一 ○ 50 50 ﾓﾓ

平成29年度 8月 福島市 飯坂地域 佐藤 国雄 ○ 50 50 ﾓﾓ

平成29年度 8月 福島市 飯坂地域 佐藤 宏樹 ○ 100 100 ﾓﾓ

平成29年度 8月 福島市 飯坂地域 山田 義彦 ○ 50 50 ﾓﾓ

平成29年度 10月(1) 福島市 飯坂地域 ㈲あづま果樹園 ○ 100 100 ｻｸﾗﾝﾎﾞ

平成29年度 10月(1) 福島市 飯坂地域 佐藤 ゆきえ ○ 100 100 ﾘﾝｺﾞ

平成29年度 10月(1) 福島市 飯坂地域 遊佐 利右衞門 ○ 200 100 300 水稲、ﾓﾓ

平成29年度 11月 福島市 飯坂地域 加藤 清一 ○ 200 200 水稲

平成29年度 1月 福島市 飯坂地域 安達 繁敏 ○ 100 50 150
水稲、野

菜



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

平成29年度 1月 福島市 飯坂地域 紺野 好章 ○ 30 30 ｷｳｲ

平成30年度 6月(3) 福島市 飯坂地域 楠 敏幸 ○ 200 200 ﾓﾓ

平成30年度 7月 福島市 飯坂地域 吾妻 善明 ○ 100 100 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 7月 福島市 飯坂地域 楠 雄樹 ○ 200 200 ﾓﾓ

平成30年度 7月 福島市 飯坂地域 畠 正幸 ○ 100 100 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 7月 福島市 飯坂地域 畠 雄一 ○ 300 300 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 11月 福島市 飯坂地域 伊藤 隆志 ○ 200 200
ﾌﾞﾄﾞｳ、ﾓ
ﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 11月 福島市 飯坂地域 ㈱フルーツのいとう園 ○ 300 300
ﾓﾓ、ﾘﾝ

ｺﾞ、ﾌﾞﾄﾞｳ

平成30年度 11月 福島市 飯坂地域 ㈲まるせい果樹園 ○ 300 300 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成30年度 11月 福島市 飯坂地域 八木沼 与一郎 ○ 100 100 ﾓﾓ

平成30年度 1月 福島市 飯坂地域 ㈱菱沼農園 ○ 200 200 ﾓﾓ

平成30年度 3月 福島市 飯坂地域 佐藤 昌男 ○ 50 50 100
水稲、果
樹（ﾓﾓ）

平成30年度 3月 福島市 飯坂地域 古井 芳勝 ○ 200 200 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

平成31年度 4月 福島市 飯坂地域 紺野 達夫 ○ 200 200 ﾘﾝｺﾞ

平成26年度 第1回 福島市 吾妻地域 阿部 隆雄 ○ 50 50 野ﾊﾞﾗ、桜

平成26年度 第1回 福島市 吾妻地域
特定非営利活動法人

福島農業復興ネットワーク
○ 500 500 ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ

平成26年度 第1回 福島市 吾妻地域 玉根 吉光 ○ 150 150 水稲

平成26年度 第2回 福島市 吾妻地域 ㈱フェリスラテ ○ ○ 20,000 20,000 牧草

平成26年度 第3回 福島市 吾妻地域 佐々木 光洋 ○ 1,000 1,000 牧草



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

平成26年度 第3回 福島市 吾妻地域 ㈱カトウファーム ○ 40 40 水稲

平成26年度 第4回 福島市 吾妻地域 高橋 幸吉 ○ 20 20 花卉

平成28年度 7月 福島市 吾妻地域 菅藤 裕之 ○ 10,000 4,000 14,000
水稲、野
菜、果樹

平成28年度 9月 福島市 吾妻地域 佐藤 裕一 ○ 100 100 花卉

平成28年度 10月(2) 福島市 吾妻地域 ㈱斎藤果樹園 ○ 400 400 果実類

平成28年度 12月 福島市 吾妻地域 ⻑南 昭一 ○ 5,000 5,000 水稲

平成29年度 4月 福島市 吾妻地域 梅津 衛 ○ 100 100 水稲

平成29年度 4月 福島市 吾妻地域 ㈱エムケーファーム ○ 400 400 水稲

平成29年度 4月 福島市 吾妻地域 菅野 賢一 ○ 100 100 水稲

平成29年度 8月 福島市 吾妻地域 板井 昌裕 ○ 400 400
水稲、大

豆

平成29年度 8月 福島市 吾妻地域 ㈱エムケーファーム ○ 100 100 水稲、ﾅｼ

平成29年度 10月(1) 福島市 吾妻地域 佐藤 正吉 ○ 30 30 野菜

平成29年度 10月(1) 福島市 吾妻地域 浪岡 真澄 ○ 100 100 水稲

平成29年度 1月 福島市 吾妻地域 上川 勇吉 ○ 200 200 水稲

平成30年度 4月 福島市 吾妻地域 国井 喜四三 ○ 100 100 水稲

平成30年度 4月 福島市 吾妻地域 横山 泰仁 ○ 500 500 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成30年度 6月(3) 福島市 吾妻地域 齋藤 久志 ○ 50 50
ﾌﾞﾄﾞｳ
(ﾜｲﾝ用)

平成30年度 6月(3) 福島市 吾妻地域 安田 清治 ○ 200 200 水稲

平成30年度 11月 福島市 吾妻地域 佐藤 剛 ○ 300 300 水稲



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

平成30年度 11月 福島市 吾妻地域 山本 千鶴子 ○ 300 300 水稲

平成30年度 12月 福島市 吾妻地域 ㈱RKコーポレーション ○ 500 500 1,000 ｿﾊﾞ

平成30年度 3月 福島市 吾妻地域 斎藤 和衛 ○ 200 200 水稲

平成31年度 4月 福島市 吾妻地域 佐藤 辰彦 ○ 100 100 野菜

平成26年度 第1回 福島市 松川地域
特定非営利活動法人

福島農業復興ネットワーク
○ 500 500 牧草

平成26年度 第1回 福島市 松川地域 ⻑南 昭一 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第1回 福島市 松川地域 ㈱穂之和 元気ファーム ○ 1,000 100 1,100
水稲、大

豆

平成26年度 第1回 福島市 松川地域 酒田 富也 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 福島市 松川地域 佐藤 孝志 ○ 500 300 800 水稲、⻨

平成28年度 7月 福島市 松川地域 菅藤 裕之 ○ 10,000 4,000 14,000
水稲、野
菜、果樹

平成28年度 10月(2) 福島市 松川地域 茂木 文一 ○ 100 100 水稲

平成28年度 11月 福島市 松川地域 ㈱伸ちゃん牧場 ○ 1,000 1,000
野菜、粗
飼料

平成28年度 11月 福島市 松川地域 ㈱松川アグリ農産 ○ 1,500 1,500 水稲

平成28年度 2月 福島市 松川地域 渡辺 忠雄 ○ 50 50 水稲

平成28年度 3月(2) 福島市 松川地域 加藤 兵寿 ○ 17 17 水稲

平成28年度 3月(2) 福島市 松川地域 鈴木 金義 ○ 100 100 水稲

平成28年度 3月(2) 福島市 松川地域 丹野 武 ○ 3,469 3,469 水稲

平成28年度 3月(2) 福島市 松川地域 半沢 安雄 ○ 210 210 水稲

平成29年度 4月 福島市 松川地域 鈴木 正義 ○ 15 15 水稲



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

平成29年度 10月(1) 福島市 松川地域 未来農業㈱ ○ 2,500 1,000 3,500
水稲、牧

草

平成29年度 10月(1) 福島市 松川地域 加藤 武夫 ○ 150 150 水稲

平成29年度 12月 福島市 松川地域 ㈲篠木牧場 ○ 1,200 1,200 牧草

平成29年度 1月 福島市 松川地域 ⻑南 太一 ○ 50 50 水稲

平成29年度 1月 福島市 松川地域 ⻑澤 徹 ○ 100 100 花卉

平成29年度 2月(2) 福島市 松川地域 菊地 正雄 ○ 200 200 水稲

平成29年度 2月(2) 福島市 松川地域 佐藤 善一 ○ 200 200 水稲

平成29年度 2月(2) 福島市 松川地域 渡辺 永治 ○ 500 500 水稲

平成30年度 4月 福島市 松川地域 ⻑南 俊⼆ ○ 200 200 水稲

平成30年度 6月(3) 福島市 松川地域 安田 清治 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第2回 福島市 飯野地域 須田 正一 ○ 600 600 水稲

平成27年度 第3回 福島市 飯野地域 ⿊澤 仁 ○ 50 50 水稲

平成27年度 第3回 福島市 飯野地域 古関 恵子 ○ 150 150 水稲

平成27年度 第3回 福島市 飯野地域 古関 定之 ○ 50 50 100 飼料作物

平成27年度 第3回 福島市 飯野地域 古関 善寛 ○ 150 150 水稲

平成27年度 第3回 福島市 飯野地域 斎藤 達夫 ○ 100 100 200 水稲、桑

平成30年度 4月 福島市 飯野地域 安斎 洋志 ○ 500 500 ﾄｳﾓﾛｺｼ

平成31年度 4月 福島市 飯野地域 伊藤 定雄 ○ 50 50 水稲

令和元年度 5月 福島市 市全域 紺賴 良太 ○ 130 130 ｻﾂﾏｲﾓ



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

令和元年度 5月 福島市 市全域 齋藤 元秀 ○ 20 20 ﾓﾓ

令和元年度 7月 福島市 市全域 ㈱つながるファーム ○ 300 300 ﾈｷﾞ

令和元年度 8月 福島市 市全域 安齋 宏樹 ○ 30 30 ｷｭｳﾘ

令和元年度 8月 福島市 市全域 髙田 薫 ○ 200 200 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

令和元年度 10月 福島市 市全域 佐藤 敏則 ○ 100 100 ⻑ﾈｷﾞ

令和元年度 11月(1) 福島市 市全域 阿部 宏治 ○ 100 100 果樹

令和元年度 11月(1) 福島市 市全域 伊藤 由美子 ○ 200 200 野菜

令和元年度 11月(1) 福島市 市全域 栗原 義正 ○ 400 400 水稲

令和元年度 11月(1) 福島市 市全域 鈴木 満 ○ 400 400 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

令和元年度 11月(1) 福島市 市全域 合同会社FarmerSaitou ○ 200 200 ｷｭｳﾘ

令和元年度 1月 福島市 市全域 赤井 章 ○ 100 100 水稲

令和元年度 1月 福島市 市全域 阿部 正見 ○ 200 200 果樹

令和元年度 1月 福島市 市全域 伊東 一春 ○ 60 60 水稲

令和元年度 1月 福島市 市全域 尾形 寅昭 ○ 200 200 水稲

令和元年度 1月 福島市 市全域 紺野 清美 ○ 100 100 果樹

令和元年度 1月 福島市 市全域 佐藤 貴紀 ○ 200 200 果樹

令和元年度 1月 福島市 市全域 佐藤 吉信 ○ 200 200 果樹

令和元年度 1月 福島市 市全域 佐藤 隆一 ○ 200 200 果樹

令和元年度 1月 福島市 市全域 髙野 優花 ○ ○ 100 50 150
野菜、水

稲



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

令和元年度 1月 福島市 市全域 三原 三男 ○ ○ 100 100 水稲

令和元年度 2月(1) 福島市 市全域 伊藤 由英 ○ 400 400 果樹

令和元年度 2月(1) 福島市 市全域 近野 雅宏 ○ 300 100 400
水稲、野

菜

令和元年度 2月(1) 福島市 市全域 佐久間 香織 ○ ○ 100 100
野菜（ﾐﾆﾄ
ﾏﾄ）

令和元年度 2月(1) 福島市 市全域 冨樫 敏広 ○ ○ 40 40 ｴｺﾞﾏ

令和元年度 2月(1) 福島市 市全域 内藤 順 ○ 300 100 400
水稲、花

卉

令和元年度 2月(1) 福島市 市全域 森口 哲也 ○ 300 100 400 野菜

令和元年度 3月 福島市 市全域 伊藤 尚 ○ ○ 200 200 ﾌﾞﾄﾞｳ

令和元年度 3月 福島市 市全域 菅野 金栄 ○ 100 100 水稲

令和元年度 3月 福島市 市全域 ⿊澤 武夫 ○ 200 200 水稲

令和元年度 3月 福島市 市全域 齋藤 健一 ○ ○ 200 200 ﾓﾓ

令和元年度 3月 福島市 市全域 佐々木 健次 ○ 100 100 水稲

令和元年度 3月 福島市 市全域 鈴木 正広 ○ 200 200 水稲

令和元年度 3月 福島市 市全域 髙橋 和博 ○ ○ 100 100 200 ﾚﾝｹﾞ花等

令和２年度 4月 福島市 市全域 阿部 進 ○ 50 50 ﾅｼ

令和２年度 4月 福島市 市全域 安齋 浩⼆ ○ 100 100 果樹

令和２年度 4月 福島市 市全域 安齋 正則 ○ 50 50 100 花

令和２年度 4月 福島市 市全域 石山 志保子 ○ ○ 50 50 野菜

令和２年度 4月 福島市 市全域 小川 正一 ○ 300 300 花木



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

令和２年度 4月 福島市 市全域 ㈲華翠園 ○ ○ 500 100 600
水稲、果

樹

令和２年度 4月 福島市 市全域 ⿊羽 唯之 ○ 243 243 水稲

令和２年度 4月 福島市 市全域 齋藤 栄子 ○ 30 30 野菜類

令和２年度 4月 福島市 市全域 齋藤 守 ○ 100 40 140 水稲、ﾅｼ

令和２年度 4月 福島市 市全域 佐藤 貴司 ○ 50 50 果樹

令和２年度 4月 福島市 市全域 佐藤 友義 ○ 100 100 花

令和２年度 4月 福島市 市全域 宍⼾ 薫 ○ 100 100 果樹

令和２年度 4月 福島市 市全域 ㈲丸好観光果樹園 ○ 30 30 ﾓﾓ

令和２年度 4月 福島市 市全域 安田 誠 ○ ○ 50 50 100
水稲、野
菜類

令和２年度 4月 福島市 市全域 渡邉 公治 ○ 25 25 水稲

令和２年度 5月 福島市 市全域 佐藤 伸也 ○ 50 50 水稲

令和２年度 5月 福島市 市全域 佐藤 卓也 ○ 50 50 100
水稲、野
菜、花木

令和２年度 5月 福島市 市全域 中原 佑亮 ○ ○ 23 23 ﾌﾞﾄﾞｳ

令和２年度 5月 福島市 市全域 ㈲穂友 ○ 20 20 水稲

令和２年度 6月 福島市 市全域 阿部 紀夫 ○ 40 40 水稲

令和２年度 6月 福島市 市全域 遠藤 松夫 ○ 14 14 野菜

令和２年度 6月 福島市 市全域 紺野 渉 ○ 35 35 ﾓﾓ

令和２年度 6月 福島市 市全域 佐藤 栄一 ○ 100 100 水稲

令和２年度 6月 福島市 市全域 佐藤 孝男 ○ 15 15 ﾓﾓ



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

令和２年度 6月 福島市 市全域 鈴木 義裕 ○ 100 100 牧草

令和２年度 6月 福島市 市全域 清野 邦洋 ○ 112 112 ﾓﾓ

令和２年度 6月 福島市 市全域 清野 壽一 ○ 200 200 水稲

令和２年度 6月 福島市 市全域 永山 一樹 ○ ○ 40 40 ｷｭｳﾘ、ﾈｷﾞ

令和２年度 6月 福島市 市全域 松川 秀幸 ○ ○ 10 10 ﾓﾓ

令和２年度 6月 福島市 市全域 村上 義輝 ○ 65 65 水稲

令和２年度 6月 福島市 市全域 渡辺 与四郎 ○ ○ 140 140
ﾓﾓ、野
菜、果樹

他

令和２年度 7月 福島市 市全域 阿部 博宣 ○ 200 200 水稲

令和２年度 7月 福島市 市全域 尾形 正次 ○ 200 200 400
水稲、ﾀﾞｲ

ｽﾞ

令和２年度 7月 福島市 市全域 ⻫藤 理奈 ○ 100 100 野菜

令和２年度 7月 福島市 市全域 高橋 幸一 ○ 200 200 水稲

令和２年度 7月 福島市 市全域 髙橋 正到 ○ 10 40 50
水稲、野

菜

令和２年度 7月 福島市 市全域 種まきうさぎ㈱ ○ 166 166 ﾓﾓ

令和２年度 7月 福島市 市全域 宮﨑 奈津美 ○ ○ 200 200 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

令和２年度 7月 福島市 市全域 宮﨑 遥 ○ ○ 200 200 ﾓﾓ、ﾘﾝｺﾞ

令和２年度 8月 福島市 市全域 大槻 勝博 ○ 50 50 野菜

令和２年度 8月 福島市 市全域 角田 信男 ○ 200 200 水稲

令和２年度 8月 福島市 市全域 加藤 宗平 ○ 125 125 水稲

令和２年度 8月 福島市 市全域 加藤 秀和 ○ 140 140 ﾓﾓ



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

令和２年度 8月 福島市 市全域 ⿊澤 孝男 ○ 120 120 水稲

令和２年度 8月 福島市 市全域 笹川 実行 ○ ○ 125 125 野菜

令和２年度 8月 福島市 市全域 中野 裕也 ○ ○ 200 200
野菜、果

樹

令和２年度 9月 福島市 市全域 丹野 孝吉 ○ 10 10 水稲

令和２年度 10月 福島市 市全域 我妻 敏章 ○ 100 100 ﾅｼ

令和２年度 10月 福島市 市全域 山田 遊大 ○ ○ 50 50 野菜

令和２年度 11月 福島市 市全域 赤井 繁 ○ 15 15 ﾓﾓ

令和２年度 11月 福島市 市全域 石田 仁一 ○ 130 130 ﾅｼ、ﾘﾝｺﾞ

令和２年度 11月 福島市 市全域 宇別 利次 ○ 100 100 ｷｭｳﾘ、ﾓﾓ

令和２年度 11月 福島市 市全域 木村 一彦 ○ 100 100 果樹

令和２年度 11月 福島市 市全域 篠木 勅 ○ 50 50 ﾓﾓ

令和２年度 11月 福島市 市全域 鈴木 俊一 ○ 200 200 水稲

令和２年度 11月 福島市 市全域 松川 晴男 ○ 100 100 ﾅｼ

令和２年度 11月 福島市 市全域 山下 泰弘 ○ ○ 200 200 ｷｭｳﾘ

令和２年度 12月 福島市 市全域 阿部 喜義 ○ 30 30 ﾘﾝｺﾞ

令和２年度 12月 福島市 市全域 本田 彬 ○ ○ 80 80 ｷｭｳﾘ

令和２年度 1月 福島市 市全域 阿部 修 ○ 50 50 ﾅｼ

令和２年度 1月 福島市 市全域 安齋 一壽 ○ 20 20 ﾘﾝｺﾞ

令和２年度 1月 福島市 市全域 菊田 輝雄 ○ 50 50 ﾓﾓ



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

令和２年度 1月 福島市 市全域 佐藤 憲治 ○ 1 1 ﾓﾓ

令和２年度 1月 福島市 市全域 鈴木 次夫 ○ 30 30 花木

令和２年度 1月 福島市 市全域 ⼆丹 英治 ○ 20 20 水稲

令和２年度 1月 福島市 市全域 渡邉 修 ○ 100 100 水稲

令和２年度 2月 福島市 市全域 猪口 修炳 ○ ○ 40 40 ｷｭｳﾘ

令和２年度 2月 福島市 市全域 小野 俊弘 ○ 100 100 200
水稲、果

樹

令和２年度 2月 福島市 市全域 宍⼾ 正幸 ○ 80 80 ﾘﾝｺﾞ

令和２年度 2月 福島市 市全域 半澤 祐樹 ○ ○ 100 100 200
ｻﾂﾏｲﾓ、ﾀﾏ

ﾈｷﾞ

令和２年度 2月 福島市 市全域 本多 裕幸 ○ 30 95 125 ﾈｷﾞ

令和２年度 3月 福島市 市全域 佐藤 一夫 ○ 20 20 ﾓﾓ

令和２年度 3月 福島市 市全域 宍⼾ 茂 ○ 10 10 ﾓﾓ

令和２年度 3月 福島市 市全域 菱沼 利貴 ○ 20 20 ﾓﾓ

令和２年度 3月 福島市 市全域 安田 ⻑生 ○ 200 200 果樹

令和３年度 4月 福島市 市全域 佐藤 利勝 ○ 100 100 果樹

令和３年度 4月 福島市 市全域 小池 秋夫 ○ 100 100 野菜

令和３年度 4月 福島市 市全域 佐藤 正徳 ○ 100 100
果樹、野

菜

令和３年度 5月 福島市 市全域 遠藤 茂 ○ 200 200 ﾌﾞﾄﾞｳ

令和３年度 5月 福島市 市全域 河野 邦夫 ○ 7,002 7,002 水稲

令和３年度 5月 福島市 市全域 茨木 博行 ○ 200 200 水稲



※福島市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

公募の区域

区域内 区域外
年度

回数又は
募集月

借受希望地の地目及び面積(a)

作物名
田 畑 その他 合計市町村名 区域名

借受希望者の応募状況〔福島市〕
最終更新：令和3年9月公表分まで

新規
参入

区域内・外等の農業者区分

氏名又は名称

令和３年度 5月 福島市 市全域 ㈱安斎果樹園 ○ 500 500 果樹

令和３年度 5月 福島市 市全域 紺賴 良男 ○ 150 150 水稲

令和３年度 5月 福島市 市全域 佐藤 和信 ○ 79 79
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞ
ｽ、ﾈｷﾞ

令和３年度 5月 福島市 市全域 横山 正行 ○ 100 100 ﾌﾞﾄﾞｳ

令和３年度 5月 福島市 市全域 駒場 美千子 ○ 30 30 ﾘﾝｺﾞ

令和３年度 6月 福島市 市全域 菊地 誠 ○ 100 100 野菜

令和３年度 6月 福島市 市全域 加藤 忠雄 ○ 20 20 ﾌﾞﾄﾞｳ

令和３年度 6月 福島市 市全域 菊地 俊作 ○ ○ 28 21 49 ﾌﾞﾄﾞｳ、ﾓﾓ

令和３年度 6月 福島市 市全域 菊地 由美 ○ ○ 20 20 ﾓﾓ

令和３年度 6月 福島市 市全域 杉内 勝也 ○ 200 200 水稲

令和３年度 7月 福島市 市全域 ⼆ノ宮 信幸 ○ ○ 20 20 40 ｷｭｳﾘ

令和３年度 7月 福島市 市全域 岡崎 真人 ○ ○ 40 40 野菜

令和３年度 7月 福島市 市全域 ㈱金川 ○ ○ 1,000 1,000 2,000
水稲、野

菜

令和３年度 8月 福島市 市全域 河野 武行 ○ 100 100 水稲

令和３年度 8月 福島市 市全域 久場 大祐 ○ ○ 40 40 果樹

令和３年度 8月 福島市 市全域 阿部 晋太郎 ○ ○ 40 40 果樹

令和３年度 8月 福島市 市全域 佐藤 則雄 ○ 40 40 梨

令和３年度 8月 福島市 市全域 梅宮 照彦 ○ 27 27 ｷｭｳﾘ、ﾄﾏﾄ

341件 111,676 69,748 680 182,084


