
※国見町の公募区域は令和元年6月24日より町全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は町全域とお読み替えください。

平成26年度 第1回 国見町 藤田 小坂アグリ㈱ ○ 300 300
水稲、大

豆

平成26年度 第1回 国見町 藤田 朽木 貴之 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第3回 国見町 藤田 松浦 万助 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 国見町 藤田 安藤 隆之 ○ 100 100 水稲

平成28年度 11月 国見町 藤田 佐久間 利信 ○ 30 30 水稲

平成29年度 4月 国見町 藤田 ㈱蓬田 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第1回 国見町 小坂 小坂アグリ㈱ ○ 500 500
水稲、大

豆

平成27年度 第1回 国見町 小坂 安藤 隆之 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 国見町 小坂 髙野 正喜 ○ 100 100 水稲

平成29年度 9月 国見町 小坂 ⿊田 壌 ○ 30 30 ﾓﾓ

平成30年度 2月 国見町 小坂 赤坂 正弘 ○ 150 150 果樹

平成30年度 3月 国見町 小坂 菅野 義昭 ○ 21 21 水稲

平成30年度 3月 国見町 小坂 熊坂 広正 ○ 35 35 水稲

平成30年度 3月 国見町 小坂 渡邊 一仁 ○ 28 28 水稲

平成26年度 第1回 国見町 森江野 八巻 孝雄 ○ 400 400 水稲

平成26年度 第1回 国見町 森江野 小坂アグリ㈱ ○ 200 200
水稲、大

豆

平成26年度 第1回 国見町 森江野 朽木 貴之 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 国見町 森江野 松浦 万助 ○ 300 300 水稲

平成29年度 4月 国見町 森江野 ㈱蓬田 ○ 400 400 水稲

平成29年度 9月 国見町 森江野 佐久間 克則 ○ 20 20 40 水稲、ﾓﾓ
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平成30年度 2月 国見町 森江野 菊地 丈広 ○ 100 100 水稲

平成30年度 2月 国見町 森江野 八巻 忠一 ○ 10 10 野菜

平成26年度 第1回 国見町 大木⼾ 朽木 貴之 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 国見町 大木⼾ 松浦 万助 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 国見町 大木⼾ 安藤 隆之 ○ 100 100 水稲

平成29年度 12月 国見町 大木⼾ ⾕津 隆幸 ○ 20 20 水稲

平成30年度 5月(1) 国見町 大木⼾  農事組合法人コネクトファーム貝田 ○ 1,654 182 1,836 水稲、ﾓﾓ

平成30年度 5月(1) 国見町 大木⼾ 松田 富男 ○ 500 500 水稲

平成30年度 2月 国見町 大木⼾ 井砂 秀明 ○ 50 50 ﾓﾓ

平成26年度 第3回 国見町 大枝 松浦 万助 ○ 200 200 水稲

平成30年度 2月 国見町 大枝 井砂 秀明 ○ 100 100 200 水稲、ﾓﾓ

平成30年度 2月 国見町 大枝 井砂 善栄 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 国見町 大枝 鈴木 富男 ○ 35 35 ﾓﾓ、ｶｷ

令和元年度 9月 国見町 町全域 八巻 和夫 ○ 20 20 果樹

令和元年度 1月 国見町 町全域 佐久間 祥一 ○ 10 10 ﾓﾓ

令和元年度 1月 国見町 町全域 佐久間 秀男 ○ 4 4
水稲、果

樹

令和元年度 1月 国見町 町全域 鈴木 薫 ○ 12 20 32 水稲

令和元年度 1月 国見町 町全域 土屋 嘉男 ○ ○ 144 144 ｶｷ、ﾓﾓ

令和元年度 2月(1) 国見町 町全域 徳江 誠 ○ 30 30
果樹（ﾓ
ﾓ、ｶｷ）

令和元年度 3月 国見町 町全域 菊池 昭子 ○ 10 10 ﾓﾓ
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令和２年度 4月 国見町 町全域 ㈲佐藤農園 ○ 185 185 水稲

令和２年度 11月 国見町 町全域 宇別 利次 ○ 100 100 ｷｭｳﾘ、ﾓﾓ

令和２年度 1月 国見町 町全域 齋藤 清敏 ○ 10 10 水稲

令和３年度 4月 国見町 町全域 土屋 洋一郎 ○ 283 283 水稲

令和３年度 5月 国見町 町全域 佐藤 力 ○ 28 28 水稲

令和３年度 7月 国見町 町全域 草野 一浩 ○ ○ 30 30 野菜

令和３年度 7月 国見町 町全域 持地 良太 ○ ○ 29 29 ｷｭｳﾘ

令和３年度 9月 国見町 町全域 清水 公太 ○ ○ 30 30
ﾄﾏﾄ、ｷｭｳ
ﾘ、その他
野菜

令和３年度 9月 国見町 町全域 田代 誠 ○ ○ 20 20 野菜

令和３年度 9月 国見町 町全域 三栗野 祐司 ○ ○ 35 35 野菜

令和３年度 9月 国見町 町全域 松本 淳志 ○ ○ 20 20 ｷｭｳﾘ

令和３年度 9月 国見町 町全域 桃井 孝則 ○ ○ 46 46 ﾓﾓ

令和３年度 12月 国見町 町全域 菊地 武雄 ○ 10 10 柿

令和３年度 12月 国見町 町全域 佐藤 俊 ○ ○ 32 32 野菜

令和３年度 1月 国見町 町全域 菊地 博正 ○ 5 5 水稲

令和３年度 1月 国見町 町全域 髙橋 泰彦 ○ 5 5 柿

令和３年度 2月 国見町 町全域 津田 哲夫 ○ 37 37 水稲

令和３年度 2月 国見町 町全域 井砂 聡 ○ 670 700 1,370
水稲、果

樹

58件 8,038 1,872 0 9,910


