
※磐梯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3回 磐梯町 更科 鈴木 計弘 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第4回 磐梯町 更科 金田 善洋 ○ 1,000 1,000 水稲

平成27年度 第1回 磐梯町 更科 鈴木 吉一 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 磐梯町 更科 中川 浩 ○ 310 310 牧草

平成27年度 第2回 磐梯町 更科 五十嵐 孝市 ○ 30 30 水稲

平成27年度 第2回 磐梯町 更科 遠藤 慶一 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第2回 磐梯町 更科 大庭 裕 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第2回 磐梯町 更科 渡部 賢次 ○ 500 500 1,000
水稲、野

菜

平成27年度 第3回 磐梯町 更科 鈴木 博文 ○ 150 150 水稲

平成26年度 第3回 磐梯町 磐梯 鈴木 計弘 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第4回 磐梯町 磐梯 金田 善洋 ○ 1,000 1,000 水稲

平成27年度 第3回 磐梯町 大谷、赤枝 遠藤 啓彦 ○ 500 100 600
水稲、野

菜

平成27年度 第3回 磐梯町 大谷、赤枝 鈴木 一三 ○ 500 500 水稲

平成27年度 第4回 磐梯町 大谷、赤枝 鈴木 和意 ○ 300 300 水稲

平成28年度 11月 磐梯町 大谷、赤枝 穴澤 主夫 ○ 100 100 200 水稲、ｿﾊﾞ

平成28年度 11月 磐梯町 大谷、赤枝 後藤 孝幸 ○ 500 500 1,000 水稲、ｿﾊﾞ

平成29年度 4月 磐梯町 大谷、赤枝 農事組合法人 落合生産組合 ○ 100 100 水稲

平成29年度 8月 磐梯町 大谷、赤枝 ㈲やまだズ ○ 220 220 水稲

令和元年度 11月(1) 磐梯町 町全域 遠藤 充孝 ○ 60 60 水稲

借受希望者の応募状況〔磐梯町〕
最終更新：令和4年7月公表分まで
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令和元年度 11月(1) 磐梯町 町全域 渡部 貴之 ○ 360 360 水稲

令和２年度 6月 磐梯町 町全域 ㈱さくらファーム ○ ○ 360 360 水稲

令和２年度 11月 磐梯町 町全域 田中 茂 ○ 100 100 水稲

令和２年度 2月 磐梯町 町全域 大竹 隆太 ○ ○ 29 29 苗

令和２年度 2月 磐梯町 町全域 金森 大樹 ○ ○ 47 47
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ｳｶﾞﾗｼ

令和３年度 5月 磐梯町 町全域 鈴木 淳司 ○ ○ 28 28 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

令和３年度 5月 磐梯町 町全域 鈴木 一生 ○ ○ 4 1 5
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞ

ｽ、ﾈｷﾞ

令和４年度 ６月 磐梯町 町全域 株式会社布藤農産 ○ ○ 2,766 460 3,226
水稲

そば

磐梯町 集計 27件 10,297 2,028 0 12,325


