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令和2 令和2年4月1日

整理
番号

区域名

神戸市 1 北区 30000500 家根谷　靖子 ○   どちらでも良い 0.50 ﾄﾏﾄ、ﾏｺﾓ

神戸市 1 北区 30003600 杉山　卓未   ○ 畑 0.30 ﾄﾏﾄ、軟弱野菜

神戸市 1 北区 30009901 川端　良輔   ○ どちらでも良い 0.30 ﾄﾏﾄ

神戸市 1 北区 30013900 魚崎酒造株式会社  ○  田 20.00 水稲

神戸市 1 北区 30019901 中川　賢志  ○  畑 1.00 露地野菜

神戸市 1 北区 30021800 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 10.00 水稲

神戸市 1 北区 30023100 株式会社 ジェイエイファーム六甲 ○   田 15.00 水稲、WCS、たまねぎ

神戸市 1 北区 30027400 犬井　智仁   ○ どちらでも良い 0.50 イチゴ、トマト、キャベツ

神戸市 1 北区 30027500 中澤　惣一郎 ○   田 5.00 水稲、飼料作物

神戸市 1 北区 30027600 中西　重喜 ○   どちらでも良い 10.00 水稲

神戸市 1 北区 30046701 松本　和久 ○   田 20.00 水稲、大豆

神戸市 1 北区 30046800 山中　康央   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

神戸市 1 北区 30055200 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.76 水稲、野菜他

神戸市 1 北区 30055801 大﨑　邦晴   ○ どちらでも良い 1.00 水稲、露地野菜、肉牛肥育

神戸市 1 北区 30062700 株式会社　こうべファーム ○   田 1.00 水稲、野菜

神戸市 1 北区 30063101 岡井　正幸   ○ 畑 0.80 果樹、野菜

神戸市 1 北区 30063401 西村　大也   ○ どちらでも良い 0.33 トマト、いちご（ハウス）

神戸市 1 北区 30065300 鍛冶　正史 ○   田 1.00 水稲

神戸市 1 北区 31005100 久山　敬二  ○  田 20.00 水稲、黒大豆

神戸市 1 北区 31008600 中谷　有希 ○   どちらでも良い 10.00 水稲、豆

神戸市 1 北区 31008901 石川　滋久   ○ どちらでも良い 0.20 トマト

神戸市 1 北区 31020900 中井　久雄   ○ 畑 0.40 野菜

神戸市 1 北区 31021400 井戸田　愛   ○ 田 0.12 イチゴ

神戸市 1 北区 31021700 中才　裕充   ○ どちらでも良い 0.20
ｻﾆｰﾚﾀｽ､小松菜、ﾎｳﾚﾝｿｳ
ｷｭｳﾘ､ﾄﾏﾄ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

神戸市 1 北区 31029400 塩谷　良一 ○   田 1.00 水稲

神戸市 1 北区 31030400 馬場　規雄 ○   田 0.10 水稲、葉物野菜

神戸市 1 北区 31030600 尾崎　正尊 ○   田 0.65 水稲、ＷＣＳ

神戸市 2 西区 02001400 淡野　雄貴   ○ 畑 1.00 白ネギ

神戸市 2 西区 02003500 前田　常貴 ○   田 20.00 水稲

神戸市 2 西区 02006600 安藤　博美   ○ どちらでも良い 1.00 ヘチマ

神戸市 2 西区 02008300 杉本　宗幸 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

神戸市 2 西区 30001506 竹内　竜介   ○ どちらでも良い 0.30 葉物野菜、軟弱野菜

神戸市 2 西区 30005400 農事組合法人　神出北営農組合 ○   田 5.00 水稲

神戸市 2 西区 30005700 村上　貴史 ○   どちらでも良い 1.00 人参

神戸市 2 西区 30007900 吉田　昭 ○   田 1.00 野菜

神戸市 2 西区 30009902 川端　良輔   ○ どちらでも良い 0.30 ﾄﾏﾄ

神戸市 2 西区 30012201 橋本　克己  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、ｷｬﾍﾞﾂ、ｽｲｰﾄｺｰﾝ

神戸市 2 西区 30019800 柳　大輔 ○   どちらでも良い 2.00 白ネギ

令和2年　借受希望者一覧表（令和2年4月1日現在）

農用地等の
種類

面積 作付予定作物

応募区域 借受希望者 応募区域との関係 借受希望する農用地等の概要

区域名

整理
番号 氏名または名称
区域内の
農業者

区域外の
農業者

新規参入市町名
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整理
番号

区域名

農用地等の
種類

面積 作付予定作物

応募区域 借受希望者 応募区域との関係 借受希望する農用地等の概要

区域名

整理
番号 氏名または名称
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農業者

新規参入市町名

神戸市 2 西区 30019900 中川　賢志 ○   畑 1.00 露地野菜

神戸市 2 西区 30020000 藤田　彰大 ○   田 5.00 飼料米

神戸市 2 西区 30020100 芝田　琢也 ○   どちらでも良い 1.00 野菜、水稲

神戸市 2 西区 30020200 株式会社　トーホーファーム ○   どちらでも良い 3.00 野菜

神戸市 2 西区 30020300 芦田　賢太郎 ○   どちらでも良い 20.00 ｽｲｰﾄｺｰﾝ、白菜

神戸市 2 西区 30021200 小林　正純   ○ 畑 0.30 ﾄﾏﾄ、他各種野菜

神戸市 2 西区 30021801 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 10.00 水稲

神戸市 2 西区 30023101 株式会社 ジェイエイファーム六甲  ○  どちらでも良い 30.00 水稲、WCS、ｷｬﾍﾞﾂ

神戸市 2 西区 30027700 株式会社　近藤農産 ○   田 25.00 水稲

神戸市 2 西区 30048100 株式会社　熱技研通商   ○ どちらでも良い 0.15 いちご

神戸市 2 西区 30048202 株式会社　エコファーム ○   どちらでも良い 10.00 キャベツ、青ねぎ

神戸市 2 西区 30050000 山陽Ａmnak株式会社 ○   どちらでも良い 10.00 水稲、野菜

神戸市 2 西区 30050500 株式会社　小池農園こめハウス ○   田 10.00 水稲

神戸市 2 西区 30050800 亀岡　勇士   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

神戸市 2 西区 30052100 藤原　昌之 ○   田 5.00 キャベツ

神戸市 2 西区 30054300 筒井　克彦  ○  どちらでも良い 1.00 ナス、オクラ

神戸市 2 西区 30054400 株式会社　いくせい  ○  どちらでも良い 0.30 いちご

神戸市 2 西区 30055201 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

神戸市 2 西区 30061100 合同会社　陽だまり農園 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、麦、大豆

神戸市 2 西区 30061401 後藤　義輝 ○   畑 0.15 野菜

神戸市 2 西区 30062900 田村　友樹   ○ 田 0.50 ハウスいちご

神戸市 2 西区 30063400 西村　大也   ○ どちらでも良い 0.34 トマト、いちご（ハウス）

神戸市 2 西区 30064400 上野　浩   ○ どちらでも良い 0.10 野菜

神戸市 2 西区 31007300 桝本　裕行 ○   田 0.22 トマト

神戸市 2 西区 31008500 有限会社　かんらん  ○  田 1.00 キャベツ

神戸市 2 西区 31021201 飯塚　岳也   ○ 畑 0.10 野菜

神戸市 2 西区 31022000 安達　裕美子 ○  ○ どちらでも良い 0.20 イチゴ、大根、人参 

神戸市 2 西区 31022300 鶴田　善久   ○ 田 0.27 ナス、ホウレン草、小松菜 

神戸市 2 西区 31030700 廣谷　優   ○ どちらでも良い 0.50 イチゴ、他

神戸市 2 西区 31032700 吉岡　勲 ○   田 0.20 野菜

神戸市 2 西区 31039100 有限会社上岩岡農芸 ○   田 2.00 水稲、キャベツ

神戸市 2 西区 31039200 汐谷　保 ○   田 2.00 水稲

神戸市 2 西区 31039300 大西　光男 ○   田 2.00 水稲

神戸市 2 西区 31039400 大西　仁 ○   田 2.00 水稲

神戸市 2 西区 31039500 常石　剛志 ○   田 0.40 水稲

宝塚市 3 全域 02008700 久保　和也   ○ どちらでも良い 0.80 ナス

宝塚市 3 全域 30018600 南　　豊 ○   田 1.50 水稲

宝塚市 3 全域 30027900 石井　伸啓 ○   どちらでも良い 0.50 枝豆

宝塚市 3 全域 30028201 塩路　貞夫   ○ どちらでも良い 0.13 いちご（施設）
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整理
番号

区域名

農用地等の
種類

面積 作付予定作物
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区域名
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区域外の
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新規参入市町名

宝塚市 3 全域 30046901 中西　敏夫  ○  畑 1.00 ブラックベリー、ラズベリー

宝塚市 3 全域 30061001 飛坂　佳祐   ○ どちらでも良い 0.50 トマト、キュウリ、ネギ、ホウレンソウ、小松菜 

宝塚市 3 全域 30063402 西村　大也   ○ どちらでも良い 0.33 トマト、いちご（ハウス）

宝塚市 3 全域 31006600 水口　裕介   ○ どちらでも良い 2.00 水稲、いも類、露地野菜

三田市 4 全域 02000700 乙馬　光宏   ○ 畑 1.00 ﾋﾟｰﾏﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ、黒大豆 

三田市 4 全域 02002600 前中　博 ○   田 0.14 水稲

三田市 4 全域 02007300 静　剛史   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

三田市 4 全域 30000800 伊藤　祐介   ○ どちらでも良い 0.80 野菜

三田市 4 全域 30002000 細矢　直行   ○ どちらでも良い 1.00 米、野菜

三田市 4 全域 30003100 森鼻　信仁 ○   田 0.15 水稲

三田市 4 全域 30004600 和泉　久 ○   田 0.50 水稲、大豆

三田市 4 全域 30004700 清水　浩一   ○ どちらでも良い 0.50 野菜

三田市 4 全域 30004802 株式会社　丹波篠山大内農場  ○  田 2.00 水稲、黒大豆

三田市 4 全域 30005200 山本　直人   ○ どちらでも良い 0.50 野菜

三田市 4 全域 30006100 株式会社　とんぼらぼ   ○ どちらでも良い 10.00 水稲、野菜

三田市 4 全域 30009900 川端　良輔   ○ どちらでも良い 0.30 ﾄﾏﾄ

三田市 4 全域 30010000 株式会社　千丈寺農産 ○   田 7.90 水稲、麦、そば、大豆

三田市 4 全域 30010500 吉田　史郎 ○   田 2.00 水稲

三田市 4 全域 30010600 東　純平 ○   畑 0.50 野菜

三田市 4 全域 30016000 眞造　達夫 ○   田 9.44 水稲

三田市 4 全域 30017000 今西　将行  ○  田 1.00 水稲

三田市 4 全域 30017300 農事組合法人　小柿営農 ○   どちらでも良い 30.00 水稲、蕎麦

三田市 4 全域 30018400 上相野営農合同会社 ○   田 7.20 水稲、山の芋、栗、かぼちゃ、黒大豆

三田市 4 全域 30018700 東部　一昌 ○   田 4.00 水稲

三田市 4 全域 30020600 田中　実 ○   田 0.50 水稲、ウド

三田市 4 全域 30020800 西中　克仁 ○   田 2.00 水稲

三田市 4 全域 30021400 田中　茂和 ○   田 3.00 水稲

三田市 4 全域 30023102 株式会社 ジェイエイファーム六甲  ○  田 5.00 水稲、WCS

三田市 4 全域 30025600 檜田　幸吉 ○   田 4.63 水稲

三田市 4 全域 30025700 笠谷　浩一 ○   田 15.00 水稲

三田市 4 全域 30027800 株式会社　原田いちごファーム ○   どちらでも良い 1.00 ハウスいちご

三田市 4 全域 30028000 株式会社　おおにし農園 ○   田 3.30 水稲、黒大豆

三田市 4 全域 30028100 有限会社　テスタモンテ ○   田 2.00 水稲

三田市 4 全域 30028202 塩路　貞夫   ○ どちらでも良い 0.13 いちご（施設）

三田市 4 全域 30028300 大川瀬営農　株式会社 ○   田 8.70 水稲、麦

三田市 4 全域 30028400 農事組合法人　ＡＹ ○   田 3.00 水稲

三田市 4 全域 30028600 小林　伯夫 ○   どちらでも良い 2.00 野菜

三田市 4 全域 30028800 農事組合法人　上内神営農組合 ○   どちらでも良い 20.00 大豆、水稲、南瓜

三田市 4 全域 30028900 市田　康明 ○   田 5.00 水稲
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整理
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区域名

農用地等の
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区域内の
農業者

区域外の
農業者

新規参入市町名

三田市 4 全域 30029000 今枝　宏治 ○   畑 1.00 ｽｲｰﾄｺｰﾝ、ﾆﾝｼﾞﾝ

三田市 4 全域 30046700 松本　和久 ○   田 25.00 水稲、大豆

三田市 4 全域 30046801 山中　康央   ○ どちらでも良い 1.00 果菜

三田市 4 全域 30047000 恩地　利実 ○   田 1.00 野菜

三田市 4 全域 30047100 有坪　民雄 ○   田 1.00 水稲

三田市 4 全域 30048101 株式会社　熱技研通商   ○ どちらでも良い 0.15 いちご

三田市 4 全域 30048302 株式会社　丹波篠山岸本農場  ○  田 1.00 水稲、大豆

三田市 4 全域 30050600 農事組合法人　十倉営農組合 ○   田 3.00 水稲、麦、大豆

三田市 4 全域 30055202 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

三田市 4 全域 30055300 東口　隆二  ○  田 0.30 苺

三田市 4 全域 30055802 大﨑　邦晴   ○ どちらでも良い 1.00 水稲、露地野菜、肉牛肥育

三田市 4 全域 30055900 巽　弘行   ○ どちらでも良い 0.60 黒豆、ナス

三田市 4 全域 30057300 下浦　篤   ○ どちらでも良い 0.80 ナス、ピーマン、オクラ、太ネギ、ハクサイ

三田市 4 全域 30063100 岡井　正幸   ○ 畑 0.80 果樹、野菜

三田市 4 全域 31005700 田村　康幸 ○   田 0.60 野菜

三田市 4 全域 31006100 畑中　誠人 ○   田 1.00 水稲

三田市 4 全域 31007100 株式会社福助ファーム ○   どちらでも良い 0.63 野菜

三田市 4 全域 31008400 吉田　又平   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

三田市 4 全域 31008900 石川　滋久   ○ どちらでも良い 0.20 トマト

三田市 4 全域 31029200 特定非営利活動法人あおぞら福祉会   ○ どちらでも良い 0.20 大豆等

三田市 4 全域 31029300 井上　真一 ○   田 1.00 水稲

三田市 4 全域 31038100 福井　彬 ○   田 5.00 水稲、大豆

猪名川町 5 全域 02000600 田中　啓司   ○ 田 0.30 イチゴ

猪名川町 5 全域 02007200 加味　智彦 ○   どちらでも良い 1.30
ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ,ﾀﾞｲｺﾝ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ﾀﾏﾈｷﾞ
黒枝豆,ﾅｽ,米

猪名川町 5 全域 30007700 松元　一路   ○ どちらでも良い 2.00 そば、小豆、とうもろこし

猪名川町 5 全域 30028200 塩路　貞夫   ○ どちらでも良い 0.14 いちご（施設）

猪名川町 5 全域 30028500 岩澤　晶子   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

猪名川町 5 全域 30028700 津里　栄正 ○   どちらでも良い 1.00 野菜

猪名川町 5 全域 30046802 山中　康央   ○ どちらでも良い 1.00 果菜

猪名川町 5 全域 30046900 中西　敏夫  ○  畑 1.00 ブラックベリー、ラズベリー

猪名川町 5 全域 30061000 飛坂　佳祐   ○ どちらでも良い 0.50 トマト、キュウリ、ネギ、ホウレンソウ、小松菜 

猪名川町 5 全域 30065400 山本　丈志  ○  どちらでも良い 0.40 いちご

猪名川町 5 全域 31000700 谷山　準   ○ 田 0.35 いちご

猪名川町 5 全域 31005400 合同会社　イナガワベース ○   田 0.50 にんにく

猪名川町 5 全域 31028800 片山　徹  ○  田 0.20 イチゴ

猪名川町 5 全域 31031700 田枝　孝弘  ○ ○ どちらでも良い 0.10 水稲

猪名川町 5 全域 31038400 富永　のり子 ○   どちらでも良い 0.10 ニンジン

明石市 6 全域 02001000 荒川　友秀   ○ 畑 0.20 ぶどう

明石市 6 全域 02008600 渞　規士   ○ どちらでも良い 0.30 野菜
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明石市 6 全域 30001100 大西　慶史 ○   どちらでも良い 0.50 野菜

明石市 6 全域 30001400 芝　裕司   ○ 畑 0.20 ぶどう

明石市 6 全域 30001500 竹内　竜介   ○ どちらでも良い 0.30 ネギ、ホウレン草

明石市 6 全域 30006302 福留　かおり   ○ どちらでも良い 0.30 野菜(露地)(ハウス)

明石市 6 全域 30011300 竹内　寿英 ○   田 1.00 水稲、野菜

明石市 6 全域 30012200 橋本　克己 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、ﾄﾏﾄ、きゅうり

明石市 6 全域 30012400 大中　秋美 ○   田 1.00 水稲、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

明石市 6 全域 30012902 株式会社 ふぁーみんサポート東はりま  ○  田 1.00 水稲

明石市 6 全域 30015900 橋本農園株式会社 ○   どちらでも良い 2.00 いちご、枝豆、ﾄｳﾓﾛｺｼ

明石市 6 全域 30018500 郷　宗克   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

明石市 6 全域 30019802 柳　大輔  ○  どちらでも良い 0.50 白ネギ

明石市 6 全域 30023602 渡邊　宏   ○ 畑 0.10 野菜、ﾅｽ、ﾋﾟｰﾏﾝ

明石市 6 全域 30023900 荻野　榮一 ○   田 1.50 水稲

明石市 6 全域 30024200 有限会社　IOROIPLANTASION ○   どちらでも良い 2.00 水稲、ｷｬﾍﾞﾂ、ねぎ

明石市 6 全域 30024600 水田　耕平 ○   どちらでも良い 0.30 きゅうり、いちご

明石市 6 全域 30024701 株式会社　みつば  ○  どちらでも良い 0.10 ハウス野菜

明石市 6 全域 30026101 小川　勝之 ○   どちらでも良い 1.00 キャベツ

明石市 6 全域 30042600 清水新田営農組合（仮称） ○   田 2.80 水稲、野菜、大豆

明石市 6 全域 30048201 株式会社　エコファーム  ○  どちらでも良い 10.00 キャベツ、青ねぎ

明石市 6 全域 30060800 廣谷　優   ○ どちらでも良い 0.30 イチゴ

明石市 6 全域 30061400 後藤　義輝 ○   畑 0.15 野菜

明石市 6 全域 30064601 藤原ファーム　藤原　昌之  ○  どちらでも良い 3.50 キャベツ、野菜

明石市 6 全域 31005900 若林　功   ○ どちらでも良い 0.50 露地野菜

明石市 6 全域 31021200 飯塚　岳也   ○ 畑 0.10 野菜

明石市 6 全域 31021301 山西　宣嘉   ○ どちらでも良い 0.20 キャベツ、コーン、ハウス野菜 

加古川市 7 全域 02001500 鍋嶋　知樹 ○   田 5.00 水稲

加古川市 7 全域 02001600 鍋嶋　義博 ○   田 1.00 水稲

加古川市 7 全域 02001700 森澤　幸也 ○   田 1.00 水稲

加古川市 7 全域 02007400 株式会社SGC   ○ どちらでも良い 0.30 きくらげ

加古川市 7 全域 02008200 林田　エジソンゴルツ   ○ どちらでも良い 0.20 野菜

加古川市 7 全域 02008602 渞　規士   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

加古川市 7 全域 30002203 小早川　学  ○  どちらでも良い 0.50 野菜

加古川市 7 全域 30006200 畑　真仁郎   ○ どちらでも良い 0.30 レタス、イチゴ(ハウス)

加古川市 7 全域 30006301 福留　かおり   ○ どちらでも良い 0.30 野菜(露地)(ハウス)

加古川市 7 全域 30010200 農事組合法人　八幡営農組合 ○   田 10.00 水稲、大豆、そば、野菜

加古川市 7 全域 30012300 株式会社 一蔵 ○   田 15.00 ほうれんそう、レタス、青ねぎ、水稲

加古川市 7 全域 30012900 株式会社 ふぁーみんサポート東はりま ○   田 40.00 水稲、ｷｬﾍﾞﾂ

加古川市 7 全域 30014000 農事組合法人　志方東営農組合 ○   田 27.00 水稲、小麦、大豆、そば、野菜

加古川市 7 全域 30015700 花房　正幸 ○   田 5.00 水稲、麦
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加古川市 7 全域 30017100 岩下　隆昭   ○ どちらでも良い 0.30 果樹

加古川市 7 全域 30023601 渡邊　宏   ○ 畑 0.10 野菜、ﾅｽ、ﾋﾟｰﾏﾝ

加古川市 7 全域 30024100 農事組合法人　みやまえ営農 ○   田 3.00 水稲、六条大麦、早生黒大豆、飼料用米等 

加古川市 7 全域 30024300 農事組合法人　山手協同組合 ○   どちらでも良い 1.50 水稲、綿

加古川市 7 全域 30024400 株式会社 ファームかんの ○   田 3.00 水稲、大麦、大豆、野菜等

加古川市 7 全域 30024500 本倉　英樹  ○  畑 0.30 野菜

加古川市 7 全域 30024700 株式会社　みつば ○   どちらでも良い 0.10 ハウス野菜

加古川市 7 全域 30026400 株式会社　清か米 ○   田 2.00 水稲

加古川市 7 全域 30042700 松尾　克己 ○   田 5.00 水稲

加古川市 7 全域 30042801 松井　義輝  ○  田 3.00 水稲、キャベツ、トマト

加古川市 7 全域 30048200 株式会社　エコファーム  ○  田 15.00 キャベツ、青ねぎ

加古川市 7 全域 30055203 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

加古川市 7 全域 30063900 坂田　穏好  ○  田 0.60 野菜

加古川市 7 全域 31005000 猪坂　貴弘 ○   田 7.50 水稲、さつまいも、トマト

加古川市 7 全域 31007500 藤野　浩史   ○ どちらでも良い 0.20 ベビーリーフ

加古川市 7 全域 31007900 寺西　初吉 ○   どちらでも良い 0.20 イモ、黒豆

加古川市 7 全域 31021500 轟　裕達   ○ 畑 0.30 イチゴ、トマト、ニンニク、じゃがいも 

稲美町 8 全域 02007401 株式会社SGC   ○ どちらでも良い 0.30 きくらげ

稲美町 8 全域 02008601 渞　規士   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

稲美町 8 全域 30001101 大西　慶史  ○  どちらでも良い 0.20 野菜

稲美町 8 全域 30001501 竹内　竜介   ○ どちらでも良い 0.30 ネギ、ホウレン草

稲美町 8 全域 30006201 畑　真仁郎   ○ どちらでも良い 0.30 レタス、イチゴ(ハウス)

稲美町 8 全域 30006300 福留　かおり   ○ 田 0.50 野菜(露地)(ハウス)

稲美町 8 全域 30007000 宇治橋　弘 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

稲美町 8 全域 30007200 山口　高秀  ○  畑 1.00 野菜

稲美町 8 全域 30008000 株式会社　マザービレッジファーマーズ ○   田 5.00 水稲、麦、大豆

稲美町 8 全域 30011301 竹内　寿英 ○   田 1.00 水稲、野菜

稲美町 8 全域 30011700 丸尾　信夫 ○   田 3.00 水稲、キャベツ

稲美町 8 全域 30012500 農事組合法人　ファーム草谷 ○   田 6.00 水稲、麦

稲美町 8 全域 30012600 藤本　勝彦 ○   田 3.00 水稲、小麦、黒大豆

稲美町 8 全域 30012700 農事組合法人　七軒屋営農組合 ○   田 2.00 大麦、水稲

稲美町 8 全域 30012800 農事組合法人　野寺営農 ○   田 15.00 水稲、大麦、野菜、大豆

稲美町 8 全域 30012901 株式会社 ふぁーみんサポート東はりま  ○  田 10.00 水稲、ｷｬﾍﾞﾂ

稲美町 8 全域 30014100 一般社団法人　十七丁営農組合 ○   田 2.00 水稲、大麦

稲美町 8 全域 30015600 大村　康幸 ○   田 1.00 水稲、麦、野菜

稲美町 8 全域 30015800 株式会社 中新田営農組合 ○   田 5.00 水稲、麦

稲美町 8 全域 30017200 株式会社 小山ファーム ○   どちらでも良い 4.00 キャベツ

稲美町 8 全域 30017900 大西　良忠 ○   田 1.00 水稲、麦、野菜

稲美町 8 全域 30018501 郷　宗克   ○ どちらでも良い 0.20 野菜
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稲美町 8 全域 30019801 柳　大輔  ○  どちらでも良い 0.50 白ネギ

稲美町 8 全域 30020301 芦田　賢太郎  ○  どちらでも良い 10.00 ｽｲｰﾄｺｰﾝ、白菜

稲美町 8 全域 30020702 株式会社　トウバン   ○ 田 30.00 水稲（酒米）

稲美町 8 全域 30023600 渡邊　宏   ○ 畑 0.10 野菜、玉ねぎ、ﾄｳﾓﾛｺｼ

稲美町 8 全域 30024000 小山　博嗣 ○   どちらでも良い 1.00 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

稲美町 8 全域 30024702 株式会社　みつば  ○  どちらでも良い 0.10 ハウス野菜

稲美町 8 全域 30026100 小川　勝之  ○  どちらでも良い 2.00 キャベツ

稲美町 8 全域 30026200 農事組合法人 ファーム稲加見谷営農 ○   田 10.00 水稲、大麦、大豆

稲美町 8 全域 30026300 伊藤　訓道 ○   どちらでも良い 0.50 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

稲美町 8 全域 30026500 井澤　克彰 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、野菜

稲美町 8 全域 30026600 一般社団法人　出新田営農組合 ○   田 15.00 大麦

稲美町 8 全域 30027701 株式会社　近藤農産  ○  田 5.00 水稲

稲美町 8 全域 30042800 松井　義輝 ○   田 2.00 水稲、キャベツ、トマト

稲美町 8 全域 30042900 本岡　哲司 ○   田 5.00 水稲

稲美町 8 全域 30048203 株式会社　エコファーム  ○  どちらでも良い 10.00 キャベツ、青ねぎ

稲美町 8 全域 30050002 山陽Ａmnak株式会社  ○  田 5.00 水稲

稲美町 8 全域 30052101 藤原　昌之  ○  田 5.00 キャベツ

稲美町 8 全域 30055204 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

稲美町 8 全域 30060801 廣谷　優   ○ どちらでも良い 0.20 イチゴ

稲美町 8 全域 30064000 農事組合法人　蛸草営農組合 ○   田 5.00 水稲、麦、野菜

稲美町 8 全域 30064600 藤原ファーム　藤原　昌之  ○  どちらでも良い 3.50 キャベツ、野菜

稲美町 8 全域 31007901 寺西　初吉  ○  どちらでも良い 0.20 イモ、黒豆

稲美町 8 全域 31021300 山西　宣嘉   ○ どちらでも良い 0.30 キャベツ、コーン、ハウス野菜 

稲美町 8 全域 31021501 轟　裕達   ○ 畑 0.30 イチゴ、トマト、ニンニク、じゃがいも 

稲美町 8 全域 31028500 松野　天洋   ○ どちらでも良い 0.30 トウモロコシ、枝豆

稲美町 8 全域 31039000 キング醸造株式会社 ○   田 7.00 水稲

稲美町 8 全域 31039101 有限会社上岩岡農芸  ○  田 2.00 水稲、キャベツ

稲美町 8 全域 31039600 中山　準規   ○ どちらでも良い 0.30 ハウス野菜

稲美町 8 全域 31039700 福田　純也   ○ どちらでも良い 0.30 ハウス野菜

西脇市 9 旧西脇市 02001100 坂本　一平   ○ どちらでも良い 0.30 トマト

西脇市 9 旧西脇市 02008400 内橋　信博   ○ 田 10.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 30002202 小早川　学  ○  どちらでも良い 0.50 野菜

西脇市 9 旧西脇市 30003800 内橋　勝信 ○   田 3.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 30005600 藤井　信彰   ○ 田 5.00 水稲、黒大豆、金ゴマ

西脇市 9 旧西脇市 30006400 藤原　祥介 ○   田 1.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 30009800 岡本　宏樹 ○   どちらでも良い 0.20 水稲

西脇市 9 旧西脇市 30010700 阿江　幸浩   ○ 田 10.00 水稲、豆

西脇市 9 旧西脇市 30020201 株式会社　トーホーファーム  ○  どちらでも良い 1.00 アスパラガス

西脇市 9 旧西脇市 30021300 宇仁農産　株式会社 ○   田 1.50 水稲、麦
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西脇市 9 旧西脇市 30043300 松原　豊樹 ○   田 4.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 30050101 農事組合法人　曽我営農組合  ○  どちらでも良い 2.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 30063800 長井　敏旭 ○   田 0.30 水稲

西脇市 9 旧西脇市 31002700 朝井　嘉行 ○   田 3.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 31002800 朝井　千尋 ○   田 3.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 31023500 足立　純也 ○   田 0.40 いちご

西脇市 9 旧西脇市 31039800 荒木　義久 ○   田 1.00 水稲

西脇市 9 旧西脇市 31042100 谷川 晃平 ○   田 8.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 02006500 宮崎　隆 ○   田 2.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 02007900 藤原　博一 ○   田 1.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 02008000 村上　義彦 ○   田 3.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 30014400 荻野　芳樹 ○   田 2.11 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 30043200 三谷　治 ○   田 3.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 30052000 村上　正典 ○   田 2.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 30057206 株式会社　グリーンパス丹波農園  ○  どちらでも良い 0.30 イチジク

西脇市 10 旧黒田庄町 30064100 株式会社アグリ九平治 ○   田 15.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31023400 枡田　翔太 ○   田 1.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31031100 石井　正己 ○   田 8.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31031200 石井　一隆 ○   田 8.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31031300 西田　恭子  ○  田 0.90 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31031400 宮崎　佐喜夫 ○   田 0.10 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31031500 髙橋　義一 ○   田 0.20 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31032400 中島　敬人 ○   田 3.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31032500 池田　英利 ○   田 3.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31032600 坂本　政和 ○   田 3.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31032800 荻野　輝巳 ○   どちらでも良い 6.00 水稲

西脇市 10 旧黒田庄町 31042101 谷川 晃平  ○  田 2.00 水稲

三木市 11 旧三木市 02000500 上村　智哉   ○ 畑 0.30 イチゴ

三木市 11 旧三木市 02000800 ユキヒロ　オゾリオ　マリア　デル　カルメン   ○ 畑 0.50 キャッサバ

三木市 11 旧三木市 30001502 竹内　竜介   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

三木市 11 旧三木市 30002001 細矢　直行   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

三木市 11 旧三木市 30006800 小林　努   ○ どちらでも良い 2.00 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

三木市 11 旧三木市 30006900 玉利　洋子   ○ 畑 1.00 小松菜、ﾄﾏﾄ、菊菜

三木市 11 旧三木市 30007201 山口　高秀  ○  畑 1.00 野菜

三木市 11 旧三木市 30020701 株式会社　トウバン   ○ 田 30.00 水稲（酒米）

三木市 11 旧三木市 30023000 株式会社　兵庫みらいアグリサポート ○   どちらでも良い 2.00 水稲、黒大豆

三木市 11 旧三木市 30023103 株式会社 ジェイエイファーム六甲  ○  田 2.00 水稲、WCS

三木市 11 旧三木市 30023200 山本　幸生   ○ 畑 1.00 たまねぎ、人参、じゃがいも

三木市 11 旧三木市 30023500 有限会社　みずほ協同農園 ○   畑 3.50 小松菜、ほうれん草、菊菜等
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三木市 11 旧三木市 30043800 ミキアグリ株式会社 ○   どちらでも良い 10.00 水稲

三木市 11 旧三木市 30045100 農事組合法人 吉祥の里槇営農組合 ○   田 20.00 水稲

三木市 11 旧三木市 30050001 山陽Ａmnak株式会社  ○  どちらでも良い 50.00 水稲

三木市 11 旧三木市 30055205 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

三木市 11 旧三木市 31021801 小西　大次郎  ○  田 1.00 水稲

三木市 11 旧三木市 31033801 島内　弘毅  ○  田 5.00 水稲

三木市 11 旧三木市 31038700 三枝　利美 ○   田 1.50 水稲

三木市 12 旧吉川町 02002301 株式会社援農みのり  ○  田 10.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 30001503 竹内　竜介   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

三木市 12 旧吉川町 30002100 西田　純也 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、黒大豆

三木市 12 旧吉川町 30007300 農事組合法人　東中営農組合 ○   田 3.54 水稲、黒大豆、白大豆

三木市 12 旧吉川町 30013902 魚崎酒造株式会社  ○  田 30.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 30055206 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

三木市 12 旧吉川町 30055800 大﨑　邦晴   ○ どちらでも良い 1.00 水稲、露地野菜、肉牛肥育

三木市 12 旧吉川町 30065200 桐畑　直矢 ○   田 9.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31007200 島内　裕治 ○   田 5.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31021800 小西　大次郎 ○   田 1.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31028300 井藤　義治 ○   田 6.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31031000 藤田　慎平 ○   田 3.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31033100 坂口　治 ○   田 1.80 水稲

三木市 12 旧吉川町 31033200 山田　正樹 ○   田 3.00 水稲、豆

三木市 12 旧吉川町 31033300 上北　隆昭 ○   田 1.00 水稲、黒大豆

三木市 12 旧吉川町 31033400 神澤　巻夫 ○   田 1.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31033500 西山　農 ○   どちらでも良い 3.00 水稲、大豆

三木市 12 旧吉川町 31033600 西山　冨士男 ○   田 0.20 水稲

三木市 12 旧吉川町 31033700 田中　政則 ○   田 2.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31033800 島内　弘毅 ○   田 5.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31033900 東山　忠王 ○   田 2.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31034000 藤田　隆博 ○   田 1.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31034100 南　忠勝 ○   田 0.37 水稲

三木市 12 旧吉川町 31034200 飯田　哲也 ○   田 1.50 水稲

三木市 12 旧吉川町 31034300 冨依　俊之  ○  田 0.10 水稲、大豆

三木市 12 旧吉川町 31034400 冨依　千貢 ○   田 1.50 水稲、大豆

三木市 12 旧吉川町 31034500 冨依　多雅蔵 ○   田 0.20 水稲

三木市 12 旧吉川町 31034600 山田　三千雄 ○   田 2.00 水稲

三木市 12 旧吉川町 31037300 藤田　重男 ○   田 1.03 水稲

三木市 12 旧吉川町 31037400 岩崎　稔郎 ○   田 1.70 水稲

三木市 12 旧吉川町 31037500 山田　晴耕 ○   田 1.45 水稲

三木市 12 旧吉川町 31037600 稲冨　功史 ○   田 1.20 水稲
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三木市 12 旧吉川町 31037700 岩崎　昭博 ○   田 0.82 水稲

三木市 12 旧吉川町 31038500 西本　圭太 ○   田 0.50 山田錦

小野市 13 全域 02002500 ＲＲＲ株式会社 ○   田 40.00 水稲

小野市 13 全域 30000100 宇崎　哲夫 ○   田 5.00 水稲、麦

小野市 13 全域 30002201 小早川　学  ○  どちらでも良い 0.50 野菜

小野市 13 全域 30002300 久理田　宜之 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、野菜

小野市 13 全域 30002400 農事組合法人　きすみの営農 ○   田 10.00 水稲、麦、大豆

小野市 13 全域 30005900 松本　定和 ○   田 10.00 水稲

小野市 13 全域 30007202 山口　高秀  ○  畑 1.00 野菜

小野市 13 全域 30020700 株式会社　トウバン   ○ 田 60.00 水稲（酒米）

小野市 13 全域 30022000 株式会社　きよたに営農 ○   田 20.00 水稲、麦

小野市 13 全域 30022700 池澤　大輔 ○   田 10.00 水稲

小野市 13 全域 30023300 井上　令事 ○   田 4.00 水稲、野菜

小野市 13 全域 30044201 服部　三雄  ○  田 6.00 水稲

小野市 13 全域 30044300 井上　勝 ○   田 2.00 水稲、大豆

小野市 13 全域 30044400 井上　憲人 ○   田 3.00 水稲、大豆

小野市 13 全域 30044500 井上　博和 ○   田 1.50 水稲、大豆

小野市 13 全域 30044600 松本　順三 ○   田 3.00 水稲、大豆

小野市 13 全域 30044700 我が家 ○   田 3.00 水稲

小野市 13 全域 30044900 多鹿　俊雄 ○   田 3.00 水稲

小野市 13 全域 30045900 北山農産有限会社 ○   田 45.40 水稲、麦、大豆

小野市 13 全域 30055207 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

小野市 13 全域 30062400 農事組合法人　山田の里 ○   田 6.00 水稲

小野市 13 全域 31039102 有限会社上岩岡農芸  ○  田 2.00 水稲

加西市 14 全域 02000900 農事組合法人河内町営農組合 ○   田 6.00 水稲

加西市 14 全域 30001505 竹内　竜介   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

加西市 14 全域 30014200 農事組合法人　豊倉町営農組合 ○   田 8.00 水稲、麦

加西市 14 全域 30014300 榊原　靖司 ○   田 3.00 水稲

加西市 14 全域 30016200 高見　大樹 ○   どちらでも良い 0.50 花き

加西市 14 全域 30022400 栗山　正彰 ○   田 3.00 水稲、大豆

加西市 14 全域 30022500 農事組合法人　西笠原営農組合 ○   田 3.00 水稲、麦、大豆

加西市 14 全域 30022900 株式会社　中塚農園 ○   田 30.00 水稲、黒大豆、ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

加西市 14 全域 30043000 岡田　亘 ○   田 0.40 水稲

加西市 14 全域 30043100 金川　素幸 ○   田 6.00 水稲

加西市 14 全域 30046000 農事組合法人　窪田町営農組合 ○   田 2.00 水稲、麦

加西市 14 全域 30055208 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

加西市 14 全域 30055500 農事組合法人　アクシス常吉 ○   田 2.00 水稲、小麦

加西市 14 全域 30061200 農事組合法人　あびき ○   田 5.00 水稲

加西市 14 全域 30061300 髙橋　順一   ○ どちらでも良い 0.30 トマト
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加西市 14 全域 31003200 農事組合法人　なかの ○   田 20.00 水稲、麦、小豆

加西市 14 全域 31005500 農事組合法人　別府東営農組合 ○   田 11.00 水稲、小麦

加西市 14 全域 31021900 濱田　由香理  ○ ○ どちらでも良い 0.30 トマト

加西市 14 全域 31028000 芥田川フーズプランニング株式会社 ○   田 5.00 水稲

加西市 14 全域 31028100 榊原合同会社 ○   田 6.00 水稲

加東市 15 全域 02002200 井上　実 ○   田 2.00 水稲

加東市 15 全域 02002300 株式会社援農みのり ○   田 10.00 水稲

加東市 15 全域 30001200 今川　哲郎 ○   田 1.00 水稲

加東市 15 全域 30001300 株式会社　ＬｉｆｅＳｔｅｐ  ○  田 1.00 水稲

加東市 15 全域 30001504 竹内　竜介   ○ どちらでも良い 0.30 野菜

加東市 15 全域 30002101 西田　純也  ○  どちらでも良い 5.00 水稲、黒大豆

加東市 15 全域 30002200 小早川　学 ○   どちらでも良い 0.50 野菜

加東市 15 全域 30002301 久理田　宜之  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、野菜

加東市 15 全域 30004300 特定非営利活動法人　地球のなかま   ○ どちらでも良い 0.30 オリーブ、お米、その他野菜

加東市 15 全域 30013901 魚崎酒造株式会社 ○   田 30.00 水稲

加東市 15 全域 30016400 株式会社　岡本営農互助会 ○   田 10.00 水稲

加東市 15 全域 30022200 藤井　敏明 ○   田 2.00 水稲

加東市 15 全域 30022300 頼金　義信 ○   田 1.50 水稲

加東市 15 全域 30022600 藤井　英樹 ○   田 1.20 水稲

加東市 15 全域 30043900 藤原　伸樹 ○   田 0.18 水稲

加東市 15 全域 30044000 吉川　司 ○   田 3.00 水稲、麦

加東市 15 全域 30044100 都倉　秀昭 ○   田 2.60 水稲

加東市 15 全域 30044200 服部　三雄 ○   田 6.00 水稲

加東市 15 全域 30045000 藤原　弘良 ○   田 3.00 水稲

加東市 15 全域 30045200 神戸　泰三 ○   田 0.50 水稲

加東市 15 全域 30045300 小西　輝明 ○   田 2.00 水稲

加東市 15 全域 30045400 小紫　淑正 ○   田 2.00 水稲

加東市 15 全域 30045700 岸本　泰幸 ○   田 2.50 水稲

加東市 15 全域 30046100 井上　茂樹 ○   田 1.90 水稲

加東市 15 全域 30046200 西田　武弘 ○   田 3.00 水稲

加東市 15 全域 30046300 津田　博基 ○   どちらでも良い 2.00 野菜

加東市 15 全域 30046400 大橋　秀行 ○   田 0.20 水稲

加東市 15 全域 30046500 上石　芳裕 ○   田 5.80 水稲

加東市 15 全域 30046600 安井　寿明 ○   田 3.50 水稲

加東市 15 全域 30048500 藤川　敏正 ○   田 10.00 水稲、麦、大豆

加東市 15 全域 30050100 農事組合法人　曽我営農組合 ○   どちらでも良い 20.00 水稲、麦

加東市 15 全域 30050300 岡田　和之 ○   田 7.50 水稲

加東市 15 全域 30050700 藤本　一信 ○   田 3.00 水稲

加東市 15 全域 30050900 田尻　信生 ○   田 3.00 水稲
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加東市 15 全域 30064200 株式会社　玄米家 ○   田 3.00 水稲、大麦、たまねぎ

加東市 15 全域 31021000 谷口　高史 ○   どちらでも良い 5.00 山田錦、黒豆、山の芋、その他野菜

加東市 15 全域 31021100 亀野　義詮 ○   田 1.00 水稲

加東市 15 全域 31021802 小西　大次郎  ○  田 1.00 水稲

加東市 15 全域 31029500 西山　尚孝 ○   田 0.30 水稲

加東市 15 全域 31032000 農事組合法人ファームイナオ ○   田 1.70 水稲

加東市 15 全域 31032100 農事組合法人稲尾下営農組合 ○   田 4.00 水稲、麦

多可町 16 旧中町 30014600 吉田　継夫 ○   田 1.00 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 30016300 篠原　正男 ○   田 3.00 水稲

多可町 16 旧中町 30016500 遠藤　好城 ○   田 3.00 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 30016800 徳平　孝仁 ○   田 1.00 水稲

多可町 16 旧中町 30021900 吉田　研一 ○   田 1.00 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 30022100 伊藤　利一 ○   田 1.00 水稲

多可町 16 旧中町 30022800 津田　義正 ○   田 0.80 水稲

多可町 16 旧中町 30043400 竹西　宏文 ○   田 5.00 水稲、黒大豆、野菜

多可町 16 旧中町 30043500 真鍋　喜也 ○   田 2.00 水稲

多可町 16 旧中町 30043600 藤岡　茂也 ○   田 10.00 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 30043700 松本　安弘 ○   田 5.00 水稲、大豆

多可町 16 旧中町 30045800 山本　一 ○   田 2.00 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 30048400 野添　哲也 ○   田 0.50 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 30051900 藤本　憲一 ○   田 2.00 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 30057205 株式会社　グリーンパス丹波農園  ○  どちらでも良い 0.30 イチジク

多可町 16 旧中町 30063200 藤本勝巳織布有限会社 ○   田 1.00 水稲

多可町 16 旧中町 30065800 株式会社アグリイースト ○   田 20.00 水稲、大豆

多可町 16 旧中町 31000100 浦川　素良 ○   田 1.00 水稲

多可町 16 旧中町 31000200 藤本　和志 ○   田 0.10 水稲

多可町 16 旧中町 31000300 有延　岩男 ○   田 4.00 水稲、大豆

多可町 16 旧中町 31006900 原　寛 ○   田 2.70 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 31007000 藤井　良夫 ○   田 1.00 水稲、黒大豆

多可町 16 旧中町 31020800 株式会社アグリブライト ○  ○ 田 10.00 水稲、黒大豆、にんにく 

多可町 16 旧中町 31022700 安平　安博 ○   田 1.00 水稲

多可町 16 旧中町 31023001 株式会社笹倉農産 ○   田 10.00 水稲

多可町 16 旧中町 31030100 農事組合法人坂本営農組合 ○   田 1.00 水稲

多可町 17 旧加美町 30006700 春名　みどり   ○ どちらでも良い 1.00 ﾊｳｽﾄﾏﾄ、葉物野菜

多可町 17 旧加美町 30014500 株式会社　箸荷営農組合 ○   田 3.00 水稲、WCS、黒大豆

多可町 17 旧加美町 30014700 廣畑　雅弘 ○   田 3.00 水稲

多可町 17 旧加美町 30043702 松本　安弘  ○  田 2.00 水稲、大豆

多可町 17 旧加美町 30044800 農事組合法人　エコファーム多田 ○   田 3.00 水稲、黒大豆

多可町 17 旧加美町 31000500 吉田　茂雄 ○   田 5.00 水稲
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多可町 17 旧加美町 31005800 𠮷𠮷川　和利 ○   田 2.80 水稲

多可町 17 旧加美町 31007700 金髙　健作 ○   田 1.00 水稲

多可町 17 旧加美町 31022600 吉川　英利 ○   田 2.30 水稲、大豆

多可町 17 旧加美町 31022800 藤本　茂祐 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、野菜

多可町 17 旧加美町 31023000 株式会社笹倉農産 ○   田 10.00 水稲

多可町 17 旧加美町 31043100 窪田　敏弘 ○   田 0.20 水稲

多可町 18 旧八千代町 30004200 株式会社　あぐりたか ○   田 30.00 水稲、黒大豆

多可町 18 旧八千代町 30016600 岸本　正志 ○   田 5.00 水稲

多可町 18 旧八千代町 30023400 小林　寛明 ○   田 1.90 水稲

多可町 18 旧八千代町 30043701 松本　安弘  ○  田 2.00 水稲、大豆

多可町 18 旧八千代町 30045500 岩田　利雄 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、黒大豆、野菜

多可町 18 旧八千代町 30045600 棚倉　修規 ○   田 1.00 水稲、大豆

多可町 18 旧八千代町 31006000 藤本　正 ○   田 3.00 水稲

多可町 18 旧八千代町 31023002 株式会社笹倉農産 ○   田 10.00 水稲

姫路市 19 旧姫路市 02001900 株式会社ＴＫファーム   ○ どちらでも良い 5.00 水稲、野菜、果樹

姫路市 19 旧姫路市 02002800 内海　博彦 ○   どちらでも良い 1.20 薬草(どくだみ)、ｶﾎﾞﾁｬ、大豆、水稲

姫路市 19 旧姫路市 02005200 有限会社ワールドファーム ○   どちらでも良い 8.00 ホウレンソウ、コマツナ

姫路市 19 旧姫路市 30001601 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

姫路市 19 旧姫路市 30001700 片岡　佑介   ○ どちらでも良い 1.00 野菜、果樹、米

姫路市 19 旧姫路市 30002500 児島園芸有限会社  ○  どちらでも良い 5.00 野菜

姫路市 19 旧姫路市 30003700 クロス・ファーム株式会社   ○ どちらでも良い 5.00 水稲、野菜、果樹

姫路市 19 旧姫路市 30004000 有限会社モンテローザファーム ○   どちらでも良い 0.50 野菜

姫路市 19 旧姫路市 30005500 永濱　一房 ○   どちらでも良い 0.30 野菜

姫路市 19 旧姫路市 30010100 株式会社　グリーンひょうご西 ○   田 3.40 水稲、麦、大豆

姫路市 19 旧姫路市 30018000 永井産業株式会社 ○   どちらでも良い 0.30 水稲、野菜

姫路市 19 旧姫路市 30020400 株式会社　ささ営農  ○  田 10.00 水稲、小麦、大豆、バジル

姫路市 19 旧姫路市 30020500 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.76 水稲

姫路市 19 旧姫路市 30021500 農事組合法人　太尾営農 ○   田 10.00 水稲、麦、大豆

姫路市 19 旧姫路市 30021600 山田　和哉 ○   田 6.00 水稲

姫路市 19 旧姫路市 30021700 梨木　壮 ○   田 0.10 葉ネギ、小豆

姫路市 19 旧姫路市 30047400 株式会社 吉田組 ○   どちらでも良い 0.30 ねぎ

姫路市 19 旧姫路市 30047500 株式会社　福崎青果 ○   田 0.40 れんこん

姫路市 19 旧姫路市 30047600 農事組合法人　西多田営農 ○   田 13.00 水稲、加工米、飼料用米

姫路市 19 旧姫路市 30047900 田村 弥生 ○   どちらでも良い 0.30 網干メロン

姫路市 19 旧姫路市 30050200 井村　亮太 ○   どちらでも良い 0.20 なす､ピーマン、ねぎ、ほうれんそう、すいか 

姫路市 19 旧姫路市 30051100 廣岡　正一 ○   田 12.00 水稲

姫路市 19 旧姫路市 30051200 玉田　敏春 ○   田 12.00 水稲

姫路市 19 旧姫路市 30051500 當眞　一裕   ○ 畑 0.60 野菜

姫路市 19 旧姫路市 30051600 田渕　利英  ○  田 8.00 水稲、大豆
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姫路市 19 旧姫路市 30053100 株式会社　岩屋営農 ○   田 1.00 水稲、麦

姫路市 19 旧姫路市 30055100 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

姫路市 19 旧姫路市 31004500 山本　健輔 ○   田 1.60 水稲

姫路市 19 旧姫路市 31006200 井藤　真輔 ○   田 1.00 野菜

姫路市 20 旧夢前町 02005202 有限会社ワールドファーム ○   どちらでも良い 8.00 ホウレンソウ、コマツナ

姫路市 20 旧夢前町 30001602 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

姫路市 20 旧夢前町 30020501 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

姫路市 20 旧夢前町 30047800 飯塚　祐樹 ○   どちらでも良い 8.60 水稲

姫路市 20 旧夢前町 30051400 有限会社　村上ポートリー ○   田 10.00 水稲

姫路市 20 旧夢前町 30055101 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

姫路市 20 旧夢前町 30061500 ヤマサ蒲鉾株式会社   ○ どちらでも良い 2.70 果樹、花ハス

姫路市 20 旧夢前町 30061600 上山　芳市 ○   田 0.20 水稲

姫路市 20 旧夢前町 30061700 村上　茂樹 ○   田 0.74 水稲

姫路市 20 旧夢前町 30061800 山田　耕司  ○  田 0.50 水稲

姫路市 20 旧夢前町 30061900 小山内　陽介 ○   田 0.60 ブドウ

姫路市 20 旧夢前町 30062000 有限会社　夢前夢工房 ○   田 20.00 水稲、小麦、野菜

姫路市 20 旧夢前町 31004200 森本　龍彦   ○ どちらでも良い 0.60 野菜

姫路市 21 旧香寺町 30001603 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

姫路市 21 旧香寺町 30020502 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

姫路市 21 旧香寺町 30048700 株式会社　アグリ香寺 ○   田 130.00 水稲、麦、大豆

姫路市 21 旧香寺町 30055102 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

姫路市 22 旧安富町 02002700 志水　裕衣  ○  どちらでも良い 5.00 ﾀﾏﾈｷﾞ,ｼﾞｬｶﾞｲﾓ,ﾀﾞｲｺﾝ,緑肥作物

姫路市 22 旧安富町 02005201 有限会社ワールドファーム ○   どちらでも良い 8.00 ホウレンソウ、コマツナ

姫路市 22 旧安富町 02005600 𠮷𠮷田　勝博   ○ 田 10.00 水稲、小豆

姫路市 22 旧安富町 30001604 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

姫路市 22 旧安富町 30020401 株式会社　ささ営農  ○  田 5.00 水稲、小麦、大豆、バジル

姫路市 22 旧安富町 30020503 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

姫路市 22 旧安富町 30047300 谷口 博佳 ○   どちらでも良い 7.00 水稲、小豆

姫路市 22 旧安富町 30055103 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

神河町 23 旧神崎町 30020504 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

神河町 23 旧神崎町 30024800 農事組合法人　杉営農 ○   どちらでも良い 4.00 水稲、麦、小豆

神河町 23 旧神崎町 30025000 株式会社 中村営農 ○   どちらでも良い 3.00 水稲、麦、大豆、小豆

神河町 23 旧神崎町 30025100 農事組合法人　福本営農 ○   どちらでも良い 15.00 水稲、麦、小豆

神河町 23 旧神崎町 30025200 藤原　嘉朗 ○   田 2.00 水稲、麦、小豆

神河町 23 旧神崎町 30048600 廣納　佳則 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、麦、小豆

神河町 23 旧神崎町 30048800 株式会社 山田営農 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、麦、小豆、飼料用米

神河町 23 旧神崎町 30048900 農事組合法人　大山営農 ○   どちらでも良い 6.00 水稲、麦、小豆

神河町 23 旧神崎町 30049000 農事組合法人　吉冨営農 ○   どちらでも良い 10.00 水稲、麦、小豆

神河町 23 旧神崎町 31008800 中藪　大意樹 ○   どちらでも良い 1.70 水稲、生姜、にんにく、ブロッコリー他
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神河町 24 旧大河内町 30020505 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

神河町 24 旧大河内町 30023700 藤原　傑 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、生姜、にんにく、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ他

神河町 24 旧大河内町 30024900 山内　作次 ○   田 5.00 水稲、麦、小豆

神河町 24 旧大河内町 30047700 株式会社 新野営農 ○   どちらでも良い 4.00 水稲、麦、小豆

市川町 25 全域 30020506 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

市川町 25 全域 30048000 株式会社　鶴居営農 ○   どちらでも良い 6.00 水稲、麦、小豆

福崎町 26 全域 30018100 農事組合法人　鍛冶屋営農組合 ○   田 5.00 水稲、麦

福崎町 26 全域 30018200 農事組合法人　板坂営農組合 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、麦

福崎町 26 全域 30018300 加瀬澤 智昭 ○   田 2.00 水稲、大豆、麦類

福崎町 26 全域 30020507 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

福崎町 26 全域 30025300 農事組合法人　西治営農組合 ○   田 10.00 水稲、麦、飼料作物

福崎町 26 全域 30051300 農事組合法人　高橋営農組合 ○   田 5.00 水稲、麦

相生市 27 全域 30049100 原農園　原　雅春 ○   田 10.00 水稲、小麦、大豆

相生市 27 全域 30051000 農事組合法人　福井営農 ○   田 2.80 水稲、小麦、大豆

相生市 27 全域 30055209 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

相生市 27 全域 30062600 株式会社　はなファーム ○   どちらでも良い 5.00 水稲、飼料用米、大豆

たつの市 28 旧龍野市 30010300 株式会社 グリーンファーム揖西 ○   田 10.00 水稲、小麦、大豆、そば

たつの市 28 旧龍野市 30014800 株式会社　ファーム揖保の里  ○  田 3.00 米、小麦

たつの市 28 旧龍野市 30014901 日本果菜　株式会社  ○  畑 1.00 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ、軟弱野菜

たつの市 28 旧龍野市 30015500 中塚　啓守 ○   田 8.00 水稲、小麦、大豆

たつの市 28 旧龍野市 30016900 中塚　一磨 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、小麦、大豆

たつの市 28 旧龍野市 30020403 株式会社　ささ営農  ○  田 3.00 水稲、小麦、大豆、バジル

たつの市 28 旧龍野市 30020511 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

たつの市 28 旧龍野市 30049200 内海　信昭 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、野菜

たつの市 28 旧龍野市 30055104 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

たつの市 28 旧龍野市 30055210 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

たつの市 29 旧新宮町 30001800 上田　哲也 ○   田 5.00 水稲、小麦、大豆

たつの市 29 旧新宮町 30001900 善定農事組合法人 ○   どちらでも良い 3.00 水稲、小麦等

たつの市 29 旧新宮町 30011000 株式会社　Ｊ・McCoy ○   田 5.00 水稲、小麦、大豆

たつの市 29 旧新宮町 30014900 日本果菜　株式会社  ○  畑 1.00 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ、軟弱野菜

たつの市 29 旧新宮町 30020402 株式会社　ささ営農 ○   田 20.00 水稲、小麦、大豆、バジル

たつの市 29 旧新宮町 30020512 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

たつの市 29 旧新宮町 30049300 荒木　健太郎 ○   どちらでも良い 7.00 水稲、露地野菜

たつの市 29 旧新宮町 30049400 丸山　敏広 ○   田 10.00 水稲

たつの市 29 旧新宮町 30055105 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

たつの市 29 旧新宮町 30055211 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

たつの市 29 旧新宮町 30064500 小西　寿 ○   田 7.00 水稲、野菜

たつの市 30 旧揖保川町 30015000 宮本　佳悟 ○   田 0.50 野菜

たつの市 30 旧揖保川町 30015400 高曽　邦雄 ○   田 5.00 水稲、大豆
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たつの市 30 旧揖保川町 30018800 エイ・ホウ有限会社 ○   田 7.00 水稲

たつの市 30 旧揖保川町 30020404 株式会社　ささ営農  ○  田 3.00 水稲、小麦、大豆、バジル

たつの市 30 旧揖保川町 30020513 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

たつの市 30 旧揖保川町 30049500 岸野　恭巳 ○   田 2.50 野菜

たつの市 30 旧揖保川町 30055106 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

たつの市 30 旧揖保川町 30055212 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

たつの市 31 旧御津町 30008600 御津西部営農株式会社 ○   どちらでも良い 20.00 水稲、小麦、大豆

たつの市 31 旧御津町 30020405 株式会社　ささ営農  ○  どちらでも良い 3.00 水稲、小麦、大豆、バジル

たつの市 31 旧御津町 30020514 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

たつの市 31 旧御津町 30055107 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

たつの市 31 旧御津町 30055213 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

たつの市 31 旧御津町 31042200 株式会社博農 ○   どちらでも良い 15.00 野菜

赤穂市 32 全域 02000100 桶口 博生 ○   どちらでも良い 0.80 露地野菜

赤穂市 32 全域 02000200 宮下 憲章 ○   田 7.00 水稲、小麦、大豆、野菜

赤穂市 32 全域 30000200 岩﨑　友洋 ○   田 12.00 水稲、飼料用米、野菜

赤穂市 32 全域 30000300 西山　公雄 ○   田 1.00 水稲、飼料用米

赤穂市 32 全域 30001600 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

赤穂市 32 全域 30010101 株式会社　グリーンひょうご西  ○  田 3.30 水稲、麦、大豆

赤穂市 32 全域 30015300 桶口　利明 ○   田 3.50 水稲

赤穂市 32 全域 30019000 沖　洋和 ○   田 12.00 水稲、飼料用米、牧草、稲発酵粗飼料 

赤穂市 32 全域 30019300 溝田　泰司 ○   田 4.50 水稲

赤穂市 32 全域 30019400 大西　教士 ○   田 10.00 水稲、飼料作物、野菜

赤穂市 32 全域 30019500 有限会社　米口グリーンナーセリー ○   どちらでも良い 20.00 水稲、野菜苗、花苗、サツマイモ、野菜 

赤穂市 32 全域 30019600 松田　光司 ○   田 2.29 水稲、大豆

赤穂市 32 全域 30019700 池田　康司 ○   田 5.60 水稲、大豆

赤穂市 32 全域 30020509 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

赤穂市 32 全域 30049600 後藤　那由太 ○   田 2.50 水稲、牧草、稲発酵粗飼料

赤穂市 32 全域 30054700 前川　勇人 ○   田 7.00 水稲、小麦、大豆

赤穂市 32 全域 30054800 株式会社　丸尾牧場 ○   田 3.00 水稲、飼料用米、稲発酵粗飼料

赤穂市 32 全域 30057100 宮脇　信一郎 ○   田 200.00 水稲、大豆、小豆、その他

赤穂市 32 全域 30062100 薮内　充史 ○   田 7.00 水稲、その他

赤穂市 32 全域 31006700 榊原　昂輝   ○ どちらでも良い 0.50 ぶどう

赤穂市 32 全域 31006800 小川　敬生   ○ どちらでも良い 0.50 ぶどう

赤穂市 32 全域 31007800 桶口　利明 ○   田 7.90 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30002800 株式会社　青木営農 ○   どちらでも良い 1.00 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30008800 森木　俊雄 ○   田 0.30 水稲、大豆

宍粟市 33 旧山崎町 30008900 鈴木　正義 ○   田 0.30 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30009000 山本　正則 ○   田 0.50 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30009100 横野　正浩 ○   田 0.30 水稲、大豆
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宍粟市 33 旧山崎町 30009200 吉岡 慎治 ○   田 1.00 飼料作物

宍粟市 33 旧山崎町 30009300 谷口　皓大 ○   田 1.00 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30009400 岡本　吉晃 ○   田 0.30 水稲、大豆

宍粟市 33 旧山崎町 30009500 谷口　隆博 ○   田 0.30 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30009600 青山　訓万 ○   田 0.20 水稲、大豆

宍粟市 33 旧山崎町 30009700 杉田　真人 ○   田 1.00 水稲、飼料作物

宍粟市 33 旧山崎町 30010900 永井　健介 ○   田 1.60 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30011200 前田　剛志 ○   田 0.30 トマト、花

宍粟市 33 旧山崎町 30013300 中筋　富夫 ○   田 1.00 水稲

宍粟市 33 旧山崎町 30013500 竹内　謙吉 ○   田 14.00 水稲、黒大豆

宍粟市 33 旧山崎町 30020406 株式会社　ささ営農  ○  田 10.00 水稲、小麦、大豆、バジル

宍粟市 34 旧一宮町 02003100 上畑　光   ○ 田 0.30 WCS

宍粟市 34 旧一宮町 30004100 山本　悠生 ○   どちらでも良い 0.30 ｽｲｰﾄｺｰﾝ

宍粟市 34 旧一宮町 30013600 一般財団法人宍粟北みどり農林公社 ○   田 15.00 水稲、大豆

宍粟市 34 旧一宮町 31030500 上畑　繁富 ○   田 1.00 水稲

宍粟市 35 旧波賀町 30013601 一般財団法人宍粟北みどり農林公社  ○  田 5.00 水稲、大豆

宍粟市 36 旧千種町 30013602 一般財団法人宍粟北みどり農林公社  ○  田 5.00 水稲、大豆

太子町 37 全域 30020508 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

太子町 37 全域 30051201 玉田　敏春  ○  田 12.00 水稲

太子町 37 全域 30054500 株式会社　Ｉ.Ｓ.Ｃ   ○ 畑 0.10 野菜、果物

太子町 37 全域 30055214 クボタeファーム（仮称）   ○ 田 6.66 水稲、野菜他

上郡町 38 全域 30010102 株式会社　グリーンひょうご西  ○  田 3.30 水稲、麦、大豆

上郡町 38 全域 30013000 三島　博幸 ○   田 2.10 水稲

上郡町 38 全域 30013400 大長　源悟 ○   田 6.00 水稲、大豆

上郡町 38 全域 30020510 西播米穀株式会社   ○ どちらでも良い 6.66 水稲

上郡町 38 全域 30025400 大城　泰斗 ○   どちらでも良い 1.00 野菜

上郡町 38 全域 30049700 農事組合法人　大枝新営農組合 ○   田 3.00 水稲、小麦、大豆

上郡町 38 全域 30054200 大長　利英 ○   田 10.00 水稲、大豆

上郡町 38 全域 30054900 西川　正作 ○   どちらでも良い 0.40 水稲、大豆、飼料用米

上郡町 38 全域 31000400 東川　晃志 ○   田 5.00 水稲、大豆

上郡町 38 全域 31003400 室井　秀夫 ○   田 7.00 水稲、小麦

上郡町 38 全域 31003600 株式会社　杉本農産 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、小麦、大豆

佐用町 39 全域 02005700 株式会社吉田営農 ○   田 30.00 水稲、小麦、大豆

佐用町 39 全域 02005800 農事組合法人櫛
田南 ○   田 4.00 水稲、大豆

佐用町 39 全域 02007800 農事組合法人おっさんずファーム上三河 ○   どちらでも良い 12.00 水稲、大豆

佐用町 39 全域 30008700 福原　正幸 ○   田 6.00 水稲、大豆

佐用町 39 全域 30010800 藤本　浩 ○   田 8.00 水稲

佐用町 39 全域 30011100 稲谷　豊 ○   田 7.00 水稲、麦

佐用町 39 全域 30014902 日本果菜　株式会社 ○   畑 1.00 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ、軟弱野菜
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佐用町 39 全域 30017500 東徳久地区農事組合法人 ○   田 10.00 水稲

佐用町 39 全域 30018900 株式会社　山本営農 ○   田 5.00 水稲、大豆

佐用町 39 全域 30019100 山本　清 ○   田 4.00 水稲

佐用町 39 全域 30019200 山本　百合子 ○   田 1.00 水稲、小麦、大豆

佐用町 39 全域 30049800 株式会社　みかづきe ○   田 10.00 水稲、大豆

佐用町 39 全域 30062300 福田　範康 ○   田 10.00 水稲、大豆、麦

佐用町 39 全域 31030200 合同会社ひらふくファーム ○   田 0.10 きゅうり、ナス

豊岡市 40 旧豊岡市 02002100 こうのとり夢ファーム株式会社 ○   どちらでも良い 3.00 水稲、豆 等

豊岡市 40 旧豊岡市 30001001 西村　光貴 ○   田 4.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30021000 冨田　俊一 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30029300 松岡　正人 ○   田 0.10 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30029500 岩佐　當久 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30029900 阪井　裕 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30030900 長瀬　肇 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30031500 藤本　英治 ○   田 11.00 水稲、大豆

豊岡市 40 旧豊岡市 30031800 有限会社　朝日農事 ○   田 20.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30032100 農事組合法人　河谷営農組合 ○   田 11.00 水稲、麦、大豆

豊岡市 40 旧豊岡市 30032600 鎌田　頼一 ○   どちらでも良い 1.00 野菜

豊岡市 40 旧豊岡市 30032700 株式会社 百合地営農 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30033100 坪内　淳哉 ○   田 1.80 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30033200 中谷農事組合法人 ○   田 70.00 水稲、大豆、麦

豊岡市 40 旧豊岡市 30033500 森田　強 ○   田 30.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30033900 大上　一美 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30034300 関岡　謙介 ○   どちらでも良い 0.35 花き

豊岡市 40 旧豊岡市 30036100 竹村　清志 ○   田 10.00 水稲、飼料作物、飼料用青刈り稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30036300 田中　茂富 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30036800 大江　学 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30052800 坪口　秀美 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30056300 西村　拓也 ○   畑 0.50 野菜

豊岡市 40 旧豊岡市 30056500 吉岡　正人 ○   どちらでも良い 1.00 ブドウ、水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30062800 株式会社　ジョイファーム朝日 ○   田 20.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 30063600 農事組合法人　コウノトリの郷営農組合 ○   田 4.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31007600 田上　基 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31022200 清水　浩次 ○   田 12.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31023700 (仮)　内町農事組合法人 ○   田 11.10 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31023800 石原　章二 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31023900 石谷　勝己 ○   田 0.60 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024000 二位　伸一郎 ○   田 0.70 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024100 石原　博 ○   田 0.20 水稲
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豊岡市 40 旧豊岡市 31024200 二位　靖彦 ○   田 1.40 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024300 松本　俊彦 ○   田 0.20 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024400 吉田　輝男 ○   田 0.20 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024500 二位　勝 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024600 二位　昌宏 ○   田 0.20 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024700 石谷　順雄 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024800 二位　政美 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31024900 三谷　清美 ○   田 0.90 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025000 猪師　安弘 ○   田 0.10 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025100 猪師　英三良 ○   田 0.20 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025200 藤原　利美 ○   田 0.30 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025500 成田　市雄 ○   田 15.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025600 蜂須賀　久人 ○   田 10.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025700 鞍留　真司 ○   田 10.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025800 松田　真治 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31025900 松田　久 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31026000 太田垣　博司 ○   田 2.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31026700 藤原　誠 ○   田 1.50 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31026800 福井　真 ○   田 2.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31027901 新田　義孝  ○  田 5.00 牧草

豊岡市 40 旧豊岡市 31040500 尾谷　栄省 ○   田 4.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31040600 向原　耕一 ○   田 0.30 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31040700 深山　義行 ○   田 0.60 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31040800 紙谷　芳明 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31040900 三谷　壽洋 ○   田 8.00 水稲、トマト、他

豊岡市 40 旧豊岡市 31041000 福井　邦夫 ○   田 5.00 水稲、豆類

豊岡市 40 旧豊岡市 31041100 藤井　武 ○   田 2.50 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041200 安達　元彦 ○   田 0.27 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041300 橋本　重昭 ○   田 0.50 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041400 向原　勤 ○   田 0.58 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041500 深山　昭義 ○   田 0.80 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041600 見上　勉 ○   田 0.10 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041700 森田　俊一 ○   田 0.39 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041800 森田　市郎 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31041900 小山　綱雄 ○   田 0.70 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31042000 小山　六良兵衛 ○   田 0.42 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31042300 土肥　英喜 ○   田 8.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31042400 本井　吉彦 ○   田 0.80 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31042500 前田　浩一 ○   田 0.84 水稲
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豊岡市 40 旧豊岡市 31042600 谷口　昭二 ○   田 1.60 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31042700 新田　吉信 ○   田 0.60 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31042800 岩本　晃幸 ○   田 0.20 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31043300 柿坂　慎治   ○ 田 10.00 水稲

豊岡市 40 旧豊岡市 31043501 松本　和憲   ○ どちらでも良い 0.10 ぶどう

豊岡市 40 旧豊岡市 31043600 栗原　直也   ○ どちらでも良い 2.00 ピーマン

豊岡市 40 旧豊岡市 31043700 株式会社坪口農事未来研究所 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 42 旧竹野町 31043200 藤原　大樹   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

豊岡市 43 旧日高町 30029200 農事組合法人　観音寺営農組合 ○   田 7.00 水稲、大豆

豊岡市 43 旧日高町 30029400 株式会社 お米のきたむら ○   田 10.00 水稲

豊岡市 43 旧日高町 30032000 戸田　光良 ○   田 5.00 水稲、大豆

豊岡市 43 旧日高町 30032200 菅村　清 ○   田 6.00 水稲

豊岡市 43 旧日高町 30032601 鎌田　頼一 ○   どちらでも良い 1.00 野菜

豊岡市 43 旧日高町 30033501 森田　強  ○  田 5.00 水稲

豊岡市 43 旧日高町 30036500 農事組合法人　山本営農組合 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 43 旧日高町 31000800 青山　直也 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、野菜、花き

豊岡市 43 旧日高町 31000900 増田　享   ○ どちらでも良い 1.00 水稲、野菜、花き

豊岡市 43 旧日高町 31001000 井上　大輔 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、野菜、花き

豊岡市 43 旧日高町 31001100 井上　満 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、野菜、花き

豊岡市 43 旧日高町 31001200 井上　謙治 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、野菜、花き

豊岡市 43 旧日高町 31026100 農事組合法人府市場農産 ○   田 30.00 水稲

豊岡市 43 旧日高町 31026200 尾藤　光 ○   田 16.00 水稲

豊岡市 43 旧日高町 31026300 戸田　克巳 ○   田 3.50 水稲

豊岡市 43 旧日高町 31029600 菅村　悟 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 02003200 中和　薫 ○   田 40.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 02003300 中村　茂 ○   田 20.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 02003400 箱山　憲明 ○   田 0.70 水稲、野菜、豆類

豊岡市 44 旧出石町 02006200 福田　光吉 ○   田 0.50 水稲

豊岡市 44 旧出石町 02006300 岡田　幸雄 ○   田 0.20 水稲

豊岡市 44 旧出石町 02006400 坂本　登 ○   田 0.20 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30001000 西村　光貴 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30004500 門間　憲彰 ○   田 0.30 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30029100 寺田　幸弘 ○   田 4.20 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30029501 岩佐　當久  ○  田 3.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030000 久木田　雅典 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030100 川見　正康 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030200 廣瀬　克美 ○   田 1.25 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030300 山根　泰彦 ○   田 0.15 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030400 中嶋　吉宏 ○   田 1.00 水稲
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豊岡市 44 旧出石町 30030500 山本　憲一 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030600 髙岡　良夫 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030700 髙岡　義博 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30030800 井谷　清 ○   田 1.60 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30031000 石原　正利 ○   田 0.25 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30031100 川見　経時 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30031200 髙下　寛 ○   田 1.20 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30031300 森岡　久雄 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30031400 武縄　弘和 ○   田 17.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30031600 多根　岩男 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30031700 谷山　悦子   ○ どちらでも良い 1.00 牧草

豊岡市 44 旧出石町 30032500 天野　卓三 ○   田 2.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30036200 有限会社　グリーンいずし ○   田 20.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30036600 寺田　正文 ○   田 9.00 水稲、大豆、麦

豊岡市 44 旧出石町 30052801 坪口　秀美  ○  田 1.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30052900 川見　仁志 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30053000 廣瀬　武 ○   田 0.50 水稲

豊岡市 44 旧出石町 30053200 松嶋　義則 ○   田 0.50 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31001300 有限会社アシスト産業 ○   田 3.00 水稲、大豆

豊岡市 44 旧出石町 31001400 中嶋　修 ○   田 1.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31001500 山﨑　恭史 ○   田 5.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31004100 立脇　収平   ○ どちらでも良い 2.00 野菜

豊岡市 44 旧出石町 31026400 袴狭農事組合法人 ○   田 15.00 水稲、飼料作物、小豆

豊岡市 44 旧出石町 31026500 本田　雅巳 ○   田 30.00 水稲、牧草

豊岡市 44 旧出石町 31026600 加藤　睦夫 ○   田 4.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31026900 坂本　洋太 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027000 清水　耕作 ○   田 4.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027100 宮下　隆 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027200 山本　苗夫 ○   田 3.00 水稲、野菜

豊岡市 44 旧出石町 31027300 山内　竹介 ○   田 6.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027400 加藤　正夫 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027500 吉田　準一 ○   田 3.00 水稲、飼料作物

豊岡市 44 旧出石町 31027600 田中　克己 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027700 田邊　政雄 ○   田 3.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027800 加藤　邦彦 ○   田 2.00 水稲

豊岡市 44 旧出石町 31027900 新田　義孝 ○   田 5.00 牧草

豊岡市 44 旧出石町 31041001 福井　邦夫  ○  田 5.00 水稲、豆類

豊岡市 44 旧出石町 31043400 旗谷　好将   ○ どちらでも良い 2.00 牧草

豊岡市 44 旧出石町 31043500 松本　和憲   ○ どちらでも良い 0.30 ぶどう
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豊岡市 44 旧出石町 31043701 株式会社坪口農事未来研究所  ○  田 5.00 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02003600 森井　脩 ○   田 0.30 野菜等

豊岡市 45 旧但東町 02003700 浅貝　義則 ○   田 0.30 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02003800 浅貝　義昭 ○   田 0.30 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02003900 山根　信司 ○   田 0.50 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004000 野世　英子 ○   田 6.46 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004100 谷口　清喜 ○   田 0.80 水稲、ﾋﾟｰﾏﾝ

豊岡市 45 旧但東町 02004200 浅貝　正晃 ○   田 0.50 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004300 田中　泰二 ○   田 0.25 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004400 松本　一三 ○   田 0.35 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004500 田邉　隆夫 ○   田 0.42 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004600 今井　勉 ○   田 0.59 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004700 柳本　正直 ○   田 0.16 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004800 巻島　文幸 ○   田 0.13 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02004900 井上　壽 ○   田 0.08 水稲

豊岡市 45 旧但東町 02005000 森　政美 ○   田 0.40 水稲

豊岡市 45 旧但東町 30033300 赤花そばの郷農事組合法人 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、蕎麦

豊岡市 45 旧但東町 30033400 中井　勇一 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、野菜

豊岡市 45 旧但東町 30033700 農事組合法人　ひらた営農組合 ○   田 4.00 水稲、野菜、飼料用米

豊岡市 45 旧但東町 30036000 有限会社　植田農園 ○   田 33.00 水稲

豊岡市 45 旧但東町 30036400 有限会社　あした ○   田 30.00 水稲、うど、野菜

豊岡市 45 旧但東町 30036700 山本　八郎 ○   田 1.50 水稲

豊岡市 45 旧但東町 30060900 有限会社夢大地 ○   どちらでも良い 10.00 野菜、水稲

豊岡市 45 旧但東町 30062500 永井　誠 ○   田 6.00 水稲

豊岡市 45 旧但東町 30065700 松本　雅浩 ○   田 0.50 水稲

豊岡市 45 旧但東町 31004600 西田　重信 ○   田 2.00 水稲

豊岡市 45 旧但東町 31007400 田中　一成 ○   どちらでも良い 1.00 野菜

豊岡市 45 旧但東町 31038900 井上　孝士 ○   どちらでも良い 5.00 野菜

香美町 46 旧香住町 30004900 小谷　直美 ○   田 3.00 水稲

香美町 46 旧香住町 30005000 橋本　幸長 ○   田 1.30 水稲

香美町 46 旧香住町 30032300 原田　茂明 ○   田 5.00 水稲、あずき

香美町 46 旧香住町 30033800 山本　利蔵 ○   田 11.00 水稲

香美町 46 旧香住町 30053300 谷脇　彦次 ○   田 1.00 水稲

香美町 46 旧香住町 30053500 特定非営利活動法人 但馬薬用植物研究会   ○ 畑 1.00 薬草

香美町 46 旧香住町 30053600 山本　勝昭 ○   田 1.00 水稲

香美町 46 旧香住町 30053700 農事組合法人　田援隊 ○   田 1.50 水稲

香美町 46 旧香住町 30056100 山田　博 ○   どちらでも良い 6.00 水稲

香美町 46 旧香住町 30056600 清水　容和 ○   どちらでも良い 1.00 水稲

香美町 46 旧香住町 30064700 安田　裕至 ○   田 1.00 水稲、野菜
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香美町 46 旧香住町 30064800 原本　龍喜 ○   田 2.50 水稲

香美町 46 旧香住町 30064900 秋山　正樹 ○   どちらでも良い 0.50 水稲

香美町 46 旧香住町 30065000 三上　隆幸 ○   田 1.00 水稲

香美町 46 旧香住町 30065100 田中　敬二 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、野菜

香美町 46 旧香住町 31028400 福嶋　眞治 ○   田 0.10 水稲

香美町 46 旧香住町 31029100 吉川　康治   ○ どちらでも良い 0.50 いちご、梨

香美町 46 旧香住町 31038800 中瀬　兵一 ○   田 0.90 水稲

香美町 47 旧村岡町 30002900 小林　正樹 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、野菜

香美町 47 旧村岡町 30003000 西村　幸代   ○ 田 8.00 水稲

香美町 47 旧村岡町 30053400 小林　隆夫 ○   田 0.80 水稲

香美町 47 旧村岡町 30064801 原本　龍喜  ○  田 2.50 水稲

香美町 47 旧村岡町 31001600 伊澤　重雄 ○   どちらでも良い 0.50 水稲

香美町 47 旧村岡町 31001700 東　正一 ○   どちらでも良い 1.10 水稲

香美町 47 旧村岡町 31001800 森脇　一彦 ○   どちらでも良い 0.50 水稲

香美町 47 旧村岡町 31001900 伊澤　宏明 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

香美町 47 旧村岡町 31002000 徳山　愛子 ○   どちらでも良い 0.10 水稲

香美町 47 旧村岡町 31002100 東　達雄 ○   田 0.40 水稲

香美町 47 旧村岡町 31002200 伊澤　敏行 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

香美町 47 旧村岡町 31002300 矢野　往男 ○   どちらでも良い 0.10 水稲

香美町 47 旧村岡町 31002400 石原　寛 ○   田 0.50 水稲

香美町 47 旧村岡町 31002500 田中　敏 ○   どちらでも良い 0.20 水稲

香美町 47 旧村岡町 31002600 小林　久倫 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

香美町 47 旧村岡町 31003800 岸本　正人 ○   田 0.50 水稲

香美町 47 旧村岡町 31023600 森脇　雄一 ○   どちらでも良い 1.00 飼料作物、放牧

香美町 48 旧美方町 30056200 西村　伸一 ○   どちらでも良い 8.00 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30029600 田中　誠司 ○   田 1.50 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30029700 西垣　保夫 ○   田 0.50 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30031900 田中　良明 ○   田 20.00 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30032400 中村　和夫 ○   田 0.50 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30032800 農事組合法人　戸田営農組合 ○   田 3.00 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30032900 農事組合法人　アイガモの谷口 ○   田 8.00 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30033000 谷口　敦郎 ○   田 1.00 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30033600 谷田　一成 ○   田 1.50 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30053900 田中　充 ○   どちらでも良い 0.50 牧草

新温泉町 49 旧浜坂町 30054000 大田　盛実 ○   田 1.50 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30054100 坂本　凱章 ○   田 1.00 水稲

新温泉町 49 旧浜坂町 30062200 特定非営利活動法人バイガモ楽農会 ○   田 3.00 そば、水稲

新温泉町 50 旧温泉町 30029800 農事組合法人畑ヶ平農業生産組合 ○   畑 0.50 夏だいこん、緑肥等

新温泉町 50 旧温泉町 30032901 農事組合法人　アイガモの谷口  ○  田 5.00 水稲
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新温泉町 50 旧温泉町 30052700 高美　治 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、飼料作物

新温泉町 50 旧温泉町 30053800 西垣　貴司   ○ 畑 6.30 ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ、ﾚﾀｽ､ﾀﾞｲｺﾝ

新温泉町 50 旧温泉町 30056400 株式会社湯村温泉愛宕山観光 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、飼料作物

養父市 51 旧八鹿町 02001800 農事組合法人アグリ畑ケ中 ○   どちらでも良い 10.00 水稲、柿、野菜

養父市 51 旧八鹿町 02002000 和田　浩  ○  田 10.00 水稲、野菜

養父市 51 旧八鹿町 02008500 青木　幸   ○ どちらでも良い 1.50 麦、豆、野菜

養父市 51 旧八鹿町 30037001 株式会社　やぶの農家  ○  田 2.00 水稲、にんにく

養父市 51 旧八鹿町 30037100 農事組合法人　宿南営農組合 ○   田 13.00 水稲

養父市 51 旧八鹿町 30037600 西岡　昇 ○   田 16.00 水稲

養父市 51 旧八鹿町 30037800 やぶパートナーズ株式会社 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、野菜

養父市 51 旧八鹿町 30041000 秋山　博 ○   田 5.00 水稲

養父市 51 旧八鹿町 30041600 大谷　忠雄（坂本営農ファーム 副代表） ○   田 0.50 水稲

養父市 51 旧八鹿町 30041700 中島　保（坂本営農ファーム） ○   田 0.50 水稲

養父市 51 旧八鹿町 30041800 田村　克己（坂本営農ファーム 代表） ○   田 0.50 水稲

養父市 51 旧八鹿町 30042000 株式会社 ｱｸﾞﾘｲﾉﾍﾞｰﾀｰｽﾞ  ○  どちらでも良い 2.00 水稲、野菜

養父市 51 旧八鹿町 31030900 トリオファーム株式会社 ○   どちらでも良い 5.00 水稲

養父市 52 旧養父町 30007100 田中　亨   ○ どちらでも良い 0.50 野菜

養父市 52 旧養父町 30036900 社会福祉法人　かるべの郷福祉会 ○   どちらでも良い 1.00 露地野菜

養父市 52 旧養父町 30037000 株式会社　やぶの農家 ○   田 2.00 水稲、にんにく

養父市 52 旧養父町 30037500 谷村　昭雄 ○   田 5.00 水稲

養父市 52 旧養父町 30037601 西岡　昇  ○  田 5.00 水稲

養父市 52 旧養父町 30037801 やぶパートナーズ株式会社  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、野菜

養父市 52 旧養父町 30037902 株式会社クボタ　eファームやぶ  ○  田 10.00 水稲

養父市 52 旧養父町 30038000 株式会社　Amnak ○   田 2.00 水稲

養父市 52 旧養父町 30040700 岡田　丈一（いなず営農組合代表） ○   田 2.00 水稲

養父市 52 旧養父町 30040900 株式会社　トーヨー養父　農業生産法人  ○  田 3.00 水稲

養父市 52 旧養父町 30042001 株式会社 ｱｸﾞﾘｲﾉﾍﾞｰﾀｰｽﾞ  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、野菜

養父市 52 旧養父町 31040300 多田　純三 ○   田 0.61 水稲

養父市 52 旧養父町 31040400 多田　繁 ○   田 1.00 水稲

養父市 53 旧大屋町 30007101 田中　亨   ○ どちらでも良い 0.50 野菜

養父市 53 旧大屋町 30037200 兵庫ナカバヤシ株式会社 ○   どちらでも良い 3.00 にんにく

養父市 53 旧大屋町 30037501 谷村　昭雄 ○   田 5.00 水稲

養父市 53 旧大屋町 30037803 やぶパートナーズ株式会社  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、野菜

養父市 53 旧大屋町 30037901 株式会社クボタ　eファームやぶ  ○  田 10.00 水稲

養父市 53 旧大屋町 30038100 狭間　健治 ○   どちらでも良い 2.00 野菜

養父市 53 旧大屋町 30038200 株式会社　やぶさん ○   田 1.00 ニンニク

養父市 54 旧関宮町 02002001 和田　浩 ○   田 10.00 水稲

養父市 54 旧関宮町 30037300 小川　宏昭 ○   田 2.00 水稲

養父市 54 旧関宮町 30037502 谷村　昭雄 ○   田 5.00 水稲
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養父市 54 旧関宮町 30037700 杉本　隆則 ○   田 0.50 花卉

養父市 54 旧関宮町 30037802 やぶパートナーズ株式会社  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、野菜

養父市 54 旧関宮町 30037900 株式会社クボタ　eファームやぶ ○   田 20.00 水稲

養父市 54 旧関宮町 30038201 株式会社　やぶさん  ○  田 0.50 ニンニク

養父市 54 旧関宮町 30041200 浅井　崇紀 ○   どちらでも良い 0.30 花き

朝来市 55 旧生野町 02007100 堀之内　智裕   ○ どちらでも良い 0.60 野菜

朝来市 55 旧生野町 30039100 小松　茂樹 ○   田 2.00 水稲

朝来市 55 旧生野町 30039400 千葉　繁明 ○   田 1.00 水稲

朝来市 55 旧生野町 30040500 上谷　廣志 ○   田 2.00 水稲

朝来市 56 旧和田山町 02005500 中林　俊則   ○ 田 0.60 ネギ

朝来市 56 旧和田山町 30000900 衣川　東 ○   どちらでも良い 5.00 水稲、野菜

朝来市 56 旧和田山町 30037400 梶原　泰輔 ○   どちらでも良い 3.40 水稲、大豆、野菜

朝来市 56 旧和田山町 30037503 谷村　昭雄 ○   田 5.00 水稲

朝来市 56 旧和田山町 30038300 上山　博司 ○   田 2.00 水稲、大豆

朝来市 56 旧和田山町 30038400 有限会社　アグリハイランド金谷 ○   畑 1.00 軟弱野菜、果菜類

朝来市 56 旧和田山町 30038500 垣守　弘之 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、大豆

朝来市 56 旧和田山町 30038600 吉田農場合同会社 ○   田 4.00 水稲

朝来市 56 旧和田山町 30038700 藤岡　英一 ○   田 2.00 水稲

朝来市 56 旧和田山町 30039000 有限会社　髙本農場 ○   田 30.00 水稲、岩津ねぎ

朝来市 56 旧和田山町 30039500 田中　隆志 ○   田 5.00 水稲、野菜

朝来市 56 旧和田山町 30039600 藤井　琢磨 ○   どちらでも良い 1.00 大豆

朝来市 56 旧和田山町 30039800 加藤　政幸 ○   どちらでも良い 5.00 水稲

朝来市 56 旧和田山町 30039900 西垣　強 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、玉ねぎ、黒大豆

朝来市 56 旧和田山町 30040000 太田垣　昌 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、ねぎ

朝来市 56 旧和田山町 30040100 太田垣　進 ○   どちらでも良い 5.00 水稲

朝来市 56 旧和田山町 30040200 藤井　敏夫 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、ねぎ

朝来市 56 旧和田山町 30040300 藤岡　則生 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、ねぎ、黒大豆

朝来市 56 旧和田山町 30040400 長野ファーム　長野　久美子 ○   畑 0.50 ピーマン、ニンニク

朝来市 56 旧和田山町 30040600 農事組合法人　ファームくだわ ○   田 60.00 水稲、大豆

朝来市 56 旧和田山町 30041401 株式会社緑の風農場  ○  畑 5.00 ねぎ、大豆

朝来市 57 旧山東町 30034400 株式会社　佳長ファーム ○   田 12.00 水稲

朝来市 57 旧山東町 30037401 梶原　泰輔  ○  どちらでも良い 3.30 水稲、大豆、野菜

朝来市 57 旧山東町 30037504 谷村　昭雄 ○   田 5.00 水稲

朝来市 57 旧山東町 30038401 有限会社　アグリハイランド金谷 ○   畑 1.00 軟弱野菜、果菜類

朝来市 57 旧山東町 30038501 垣守　弘之  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、大豆

朝来市 57 旧山東町 30038601 吉田農場合同会社  ○  田 3.00 水稲

朝来市 57 旧山東町 30038800 株式会社　村上ファーム ○   田 18.00 水稲、黒大豆

朝来市 57 旧山東町 30039001 有限会社　髙本農場  ○  田 10.00 水稲、岩津ねぎ

朝来市 57 旧山東町 30039300 西村　正夫 ○   田 5.00 水稲
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朝来市 57 旧山東町 30039601 藤井　琢磨  ○  どちらでも良い 0.50 岩津ネギ

朝来市 57 旧山東町 30040800 山下　正幸 ○   どちらでも良い 2.00 水稲

朝来市 57 旧山東町 30041400 株式会社緑の風農場 ○   畑 5.00 ねぎ、大豆

朝来市 57 旧山東町 30063300 稲場　英雄 ○   どちらでも良い 8.00 水稲、大豆、ねぎ

朝来市 57 旧山東町 31031800 古屋　渉 ○  ○ 畑 1.00 白ねぎ

朝来市 58 旧朝来町 30037402 梶原　泰輔  ○  どちらでも良い 3.30 水稲、大豆、野菜

朝来市 58 旧朝来町 30037505 谷村　昭雄 ○   田 5.00 水稲

朝来市 58 旧朝来町 30038602 吉田農場合同会社  ○  田 3.00 水稲

朝来市 58 旧朝来町 30038900 米田　利秋 ○   田 5.00 水稲、黒大豆

朝来市 58 旧朝来町 30039002 有限会社　髙本農場  ○  田 10.00 水稲、岩津ねぎ

朝来市 58 旧朝来町 30039200 藤本　茂樹 ○   田 10.00 水稲、大豆

朝来市 58 旧朝来町 30039700 農事組合法人　立野営農組合 ○   田 3.00 水稲

朝来市 58 旧朝来町 30041100 松田　卓巳 ○   田 5.00 水稲

朝来市 58 旧朝来町 30041300 太田垣　強 ○   田 5.00 水稲

朝来市 58 旧朝来町 30041500 椿野　一弘 ○   田 3.00 水稲

朝来市 58 旧朝来町 30041900 足立　洋一 ○   田 5.00 水稲、大豆

朝来市 58 旧朝来町 31023200 鴨谷　康隆 ○   田 1.50 岩津ねぎ、水稲、野菜

丹波篠山市 59 篠山地区 02000301 農事組合法人丹波たぶち農場 ○   田 20.00 水稲、大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 02000400 戸出　喜久 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、黒豆、野菜

丹波篠山市 59 篠山地区 02005900 三戸呂　健司 ○   田 0.80 水稲

丹波篠山市 59 篠山地区 30005800 小島　博久 ○   田 1.00 水稲

丹波篠山市 59 篠山地区 30011900 保木　博行 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30012001 農事組合法人　なちゅらる　はーもにー ○   どちらでも良い 4.00 水稲、黒大豆、野菜

丹波篠山市 59 篠山地区 30012102 有限会社　グリーンファームささやま  ○  田 15.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30016700 中元　秀尊  ○  どちらでも良い 7.90 水稲、黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30017800 農事組合法人　丹波ささやまおただ ○   田 3.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30026800 北村　好 ○   田 10.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30026902 大日電子　株式会社 ○   田 3.00 露地野菜、黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30027303 森田　耕司  ○  どちらでも良い 4.00 綿、水稲、黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30042201 株式会社　ドリームス ○   どちらでも良い 2.00 黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30055108 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波篠山市 59 篠山地区 30055222 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

丹波篠山市 59 篠山地区 30055400 白鶴ファーム株式会社  ○  田 2.70 水稲

丹波篠山市 59 篠山地区 30056702 株式会社　ツトムファーム  ○  田 4.00 水稲、黒大豆、大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 30056800 （有）みたけの里舎 ○   田 15.00 水稲

丹波篠山市 59 篠山地区 31021600 黒瀬　啓介 ○  ○ 田 1.00 黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 31022100 株式会社丹波篠山たけし農産 ○   どちらでも良い 3.00 黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 31037800 小島　武治 ○   田 2.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 59 篠山地区 31037900 小島　正史 ○   田 1.00 黒大豆
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丹波篠山市 59 篠山地区 31038601 株式会社丹波篠山  ○  田 6.00 米、黒大豆

丹波篠山市 60 城東地区 30012101 有限会社　グリーンファームささやま  ○  田 15.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 60 城東地区 30023800 澤村　寛文 ○   どちらでも良い 1.00 黒豆

丹波篠山市 60 城東地区 30026901 大日電子　株式会社  ○  田 1.00 露地野菜、黒大豆

丹波篠山市 60 城東地区 30027301 森田　耕司 ○   どちらでも良い 8.00 綿、水稲、黒大豆

丹波篠山市 60 城東地区 30055109 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波篠山市 60 城東地区 30055401 白鶴ファーム株式会社 ○   田 2.70 水稲

丹波篠山市 60 城東地区 31000600 株式会社　丹波篠山ゆうゆう館 ○   田 2.00 水稲

丹波篠山市 60 城東地区 31038600 株式会社丹波篠山 ○   田 5.00 米、黒大豆

丹波篠山市 61 多紀地区 30012100 有限会社　グリーンファームささやま ○   田 30.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 61 多紀地区 30027302 森田　耕司  ○  どちらでも良い 4.00 綿、水稲、黒大豆

丹波篠山市 61 多紀地区 30055110 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波篠山市 61 多紀地区 30055402 白鶴ファーム株式会社  ○  田 2.60 水稲

丹波篠山市 61 多紀地区 30055700 野村　光治 ○   田 0.40 水稲、黒豆

丹波篠山市 62 西紀地区 02000300 農事組合法人丹波たぶち農場 ○   田 20.00 水稲、大豆

丹波篠山市 62 西紀地区 02008800 農事組合法人栗柄営農組合 ○   田 25.00 水稲、大豆

丹波篠山市 62 西紀地区 30012000 農事組合法人　なちゅらる　はーもにー  ○  どちらでも良い 10.00 水稲、黒大豆、野菜

丹波篠山市 62 西紀地区 30042400 農事組合法人　アグリヘルシーファーム  ○  田 10.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 62 西紀地区 30055111 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波篠山市 62 西紀地区 30056701 株式会社　ツトムファーム  ○  田 5.00 水稲、黒大豆、大豆

丹波篠山市 62 西紀地区 30057204 株式会社　グリーンパス丹波農園  ○  どちらでも良い 0.30 イチジク

丹波篠山市 62 西紀地区 31023300 井貝　薫 ○   田 5.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 62 西紀地区 31037200 大坂　宇津実 ○   田 10.00 野菜

丹波篠山市 63 丹南地区 02000401 戸出　喜久 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、黒豆、野菜

丹波篠山市 63 丹南地区 30004801 株式会社　丹波篠山大内農場 ○   田 2.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30011400 雪岡　寛生 ○   田 1.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30011600 酒井　良昌 ○   田 5.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30016701 中元　秀尊 ○   田 1.00 水稲

丹波篠山市 63 丹南地区 30017700 上田　正信 ○   田 1.00 水稲、黒豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30026900 大日電子　株式会社  ○  田 1.00 露地野菜、黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30027300 森田　耕司  ○  どちらでも良い 4.00 綿、水稲、黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30042200 株式会社　ドリームス  ○  どちらでも良い 0.50 黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30042401 農事組合法人　アグリヘルシーファーム ○   田 10.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30042501 前川　直和 ○   田 3.00 水稲、大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30048300 株式会社　丹波篠山岸本農場  ○  田 1.00 水稲、大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30055112 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波篠山市 63 丹南地区 30056700 株式会社　ツトムファーム ○   田 10.00 水稲、黒大豆、大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30056901 株式会社　丹波篠山恵農園 ○   田 1.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 63 丹南地区 30057000 株式会社　谷口農産 ○   田 2.00 水稲
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丹波篠山市 63 丹南地区 31028200 前川　康幸 ○   田 1.00 コシヒカリ

丹波篠山市 64 今田地区 30004800 株式会社　丹波篠山大内農場 ○   田 2.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 64 今田地区 30025800 大前　力 ○   田 2.00 水稲

丹波篠山市 64 今田地区 30042500 前川　直和 ○   田 5.00 水稲、大豆

丹波篠山市 64 今田地区 30048301 株式会社　丹波篠山岸本農場 ○   田 20.00 水稲、大豆

丹波篠山市 64 今田地区 30049900 株式会社　SOYファーム ○   田 10.00 水稲、白大豆、はだか麦

丹波篠山市 64 今田地区 30055113 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波篠山市 64 今田地区 30056900 株式会社　丹波篠山恵農園 ○   田 4.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 64 今田地区 31004400 今西 将行  ○  田 1.00 水稲

丹波篠山市 64 今田地区 31004800 藤本　四郎 ○   田 1.00 水稲

丹波篠山市 64 今田地区 31004900 板谷　勇次 ○   田 2.00 水稲

丹波篠山市 64 今田地区 31028600 株式会社丹波篠山かまい農場 ○   田 5.00 水稲、黒大豆

丹波篠山市 64 今田地区 31038000 大前　勝 ○   田 3.00 水稲

丹波市 65 旧柏原町 02007000 岡野　睦   ○ どちらでも良い 1.00 ぶどう、山の芋

丹波市 65 旧柏原町 30003500 足立　崇 ○   田 1.00 水稲、黒大豆、小豆

丹波市 65 旧柏原町 30006701 春名　みどり   ○ どちらでも良い 1.00 ﾊｳｽﾄﾏﾄ、葉物野菜

丹波市 65 旧柏原町 30021802 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 8.35 水稲

丹波市 65 旧柏原町 30025500 岡野　要 ○   田 1.50 水稲、

丹波市 65 旧柏原町 30055114 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波市 65 旧柏原町 30057203 株式会社　グリーンパス丹波農園  ○  どちらでも良い 0.30 イチジク

丹波市 65 旧柏原町 30063500 株式会社　百姓家古倉 ○   田 1.00 水稲

丹波市 65 旧柏原町 31003100 株式会社　アグリサポートたんば  ○  田 2.50 水稲

丹波市 65 旧柏原町 31004300 株式会社　Trust  ○  田 2.00 水稲

丹波市 65 旧柏原町 31005600 德田　悦郎 ○   田 3.00 水稲、大豆

丹波市 65 旧柏原町 31028700 方山　薫 ○   田 1.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 02005100 古谷　浩二郎   ○ どちらでも良い 0.80 野菜

丹波市 66 旧氷上町 30000400 池上　一幸 ○   田 3.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 30000700 山本　定夫 ○   田 1.00 水稲、飼料作物

丹波市 66 旧氷上町 30005100 長田　久雄 ○   田 2.00 水稲、他

丹波市 66 旧氷上町 30006500 矢尾　英雄 ○   田 7.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 30006600 池上　恵介 ○   どちらでも良い 1.00 小豆、大豆、果樹

丹波市 66 旧氷上町 30008100 赤井　一夫 ○   田 2.00 小豆、黒大豆、やまのいも

丹波市 66 旧氷上町 30008300 山本　一 ○   どちらでも良い 3.00 水稲、ブルーベリー

丹波市 66 旧氷上町 30008401 赤井　龍次郎  ○  田 1.00 野菜

丹波市 66 旧氷上町 30008500 泉　博行 ○   田 3.21 水稲、黒大豆

丹波市 66 旧氷上町 30011500 合資会社　あぐり丹波 ○   どちらでも良い 1.00 黒大豆、サツマイモ、メークイン

丹波市 66 旧氷上町 30013200 農事組合法人　丹波北御油アグリネット ○   どちらでも良い 2.85 水稲、小麦、小豆

丹波市 66 旧氷上町 30015100 岡田　かよ子 ○   田 0.20 黒大豆

丹波市 66 旧氷上町 30015200 木村　喜八郎 ○   田 5.00 水稲
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丹波市 66 旧氷上町 30021803 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 8.33 水稲

丹波市 66 旧氷上町 30027000 廣瀬　利也 ○   田 8.00 水稲、黒大豆

丹波市 66 旧氷上町 30027100 足立　正敏 ○   田 18.00 水稲、小豆、黒大豆

丹波市 66 旧氷上町 30027200 廣瀬　浩之 ○   田 3.00 黒大豆、小豆、水稲

丹波市 66 旧氷上町 30055115 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波市 66 旧氷上町 30055223 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

丹波市 66 旧氷上町 30057201 株式会社　グリーンパス丹波農園  ○  どちらでも良い 0.30 イチジク

丹波市 66 旧氷上町 30065500 足立　正典 ○   田 1.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 31003101 株式会社　アグリサポートたんば ○   田 2.50 水稲

丹波市 66 旧氷上町 31003900 岡田　美穂   ○ どちらでも良い 1.00 ブルーベリー、黒大豆

丹波市 66 旧氷上町 31004000 村上　一良 ○   田 2.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 31004301 株式会社　Trust  ○  田 2.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 31004700 浅井　健翔   ○ どちらでも良い 1.00 野菜

丹波市 66 旧氷上町 31005300 泉　好幸 ○   田 1.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 31008100 泉　秀典   ○ どちらでも良い 1.00 黒大豆、水稲

丹波市 66 旧氷上町 31008300 葦田　明 ○   田 20.00 水稲

丹波市 66 旧氷上町 31032900 農事組合法人稲畑どろんこ会 ○   田 5.00 水稲

丹波市 67 旧青垣町 02001300 足立　浩一 ○   田 0.30 キャベツ、大根、人参

丹波市 67 旧青垣町 02006800 足立　哲士 ○   田 5.70 水稲、小豆

丹波市 67 旧青垣町 02006900 足立　やす子 ○   畑 0.14 野菜

丹波市 67 旧青垣町 30003300 足立　正文 ○   田 0.30 小豆

丹波市 67 旧青垣町 30003400 橋本　幸雄 ○   田 0.60 水稲、小豆

丹波市 67 旧青垣町 30005300 俵　晴海 ○   田 10.00 水稲、小豆

丹波市 67 旧青垣町 30021804 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 8.33 水稲

丹波市 67 旧青垣町 30026700 有限会社　まるきん農林 ○   田 10.00 水稲

丹波市 67 旧青垣町 30055116 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波市 67 旧青垣町 31003102 株式会社　アグリサポートたんば  ○  田 2.50 水稲

丹波市 67 旧青垣町 31004302 株式会社　Trust  ○  田 2.00 水稲

丹波市 67 旧青垣町 31030300 足立　敏明 ○   田 3.00 黒大豆、水稲

丹波市 67 旧青垣町 31033000 足立　俊哉 ○   田 2.30 水稲、小豆

丹波市 68 旧春日町 30003200 婦木　克則 ○   田 2.00 水稲、野菜

丹波市 68 旧春日町 30004400 善積　久行 ○   田 2.00 水稲

丹波市 68 旧春日町 30008400 赤井　龍次郎 ○   田 1.00 野菜

丹波市 68 旧春日町 30017600 早形　喜隆 ○   田 5.00 水稲、野菜

丹波市 68 旧春日町 30021805 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 8.33 水稲

丹波市 68 旧春日町 30042100 細見　芳郎 ○   どちらでも良い 1.50 水稲、野菜

丹波市 68 旧春日町 30042300 河南　光夫 ○   どちらでも良い 0.80 水稲、豆類

丹波市 68 旧春日町 30051700 なかで農場合同会社 ○   田 3.00 水稲、小豆

丹波市 68 旧春日町 30051800 中出　靖大 ○   田 2.00 水稲、大豆
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丹波市 68 旧春日町 30055117 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波市 68 旧春日町 30057202 株式会社　グリーンパス丹波農園  ○  どちらでも良い 0.30 イチジク

丹波市 68 旧春日町 31003103 株式会社　アグリサポートたんば  ○  田 2.50 水稲

丹波市 68 旧春日町 31005200 中川　清二 ○   どちらでも良い 10.00 水稲、小豆

丹波市 69 旧山南町 02002400 後藤　幸信 ○   田 3.00 水稲、小豆

丹波市 69 旧山南町 02002900 日原　將 ○   どちらでも良い 1.00 黒豆

丹波市 69 旧山南町 02003000 日原　広宣 ○   田 5.00 水稲

丹波市 69 旧山南町 02006000 廣瀬　富美男   ○ 畑 10.00 大豆

丹波市 69 旧山南町 02006100 小村　敦美   ○ 畑 0.20 黒豆

丹波市 69 旧山南町 30021806 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 8.33 水稲

丹波市 69 旧山南町 30055000 浅葉　大地 ○   田 1.00 水稲

丹波市 69 旧山南町 30055118 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波市 69 旧山南町 30056000 笹倉　範久 ○   田 2.00 水稲

丹波市 69 旧山南町 30057200 株式会社　グリーンパス丹波農園 ○   どちらでも良い 0.30 イチジク

丹波市 69 旧山南町 30065600 西田　泰典 ○   田 1.00 水稲

丹波市 69 旧山南町 31003104 株式会社　アグリサポートたんば  ○  田 2.50 水稲

丹波市 69 旧山南町 31023401 枡田　翔太  ○  田 1.00 水稲

丹波市 69 旧山南町 31037100 藤田　智也 ○   どちらでも良い 1.00 サボテン等

丹波市 70 旧市島町 02001200 農事組合法人清水の里営農組合 ○   田 2.70 小豆、水稲、大豆、野菜

丹波市 70 旧市島町 30000600 荻野　正希 ○   田 3.00 水稲、大豆

丹波市 70 旧市島町 30003900 太田　光宣 ○   どちらでも良い 1.00 麦、豆、水稲

丹波市 70 旧市島町 30008200 株式会社 西山酒造場   ○ 田 30.00 水稲

丹波市 70 旧市島町 30011800 須原　芳夫 ○   田 1.00 水稲

丹波市 70 旧市島町 30013100 株式会社　丹波たかみ農場 ○   田 2.60 水稲

丹波市 70 旧市島町 30021807 株式会社 ヒョウベイ   ○ 田 8.33 水稲

丹波市 70 旧市島町 30034200 荒木　嘉信 ○   田 1.00 水稲

丹波市 70 旧市島町 30054600 株式会社　Brassica ○   どちらでも良い 5.00 野菜（根菜、葉物）

丹波市 70 旧市島町 30055119 株式会社 ＧＦＦ  ○  どちらでも良い 2.50 ネギ、レタス、キャベツ、玉葱

丹波市 70 旧市島町 31003105 株式会社　アグリサポートたんば  ○  田 2.50 水稲

丹波市 70 旧市島町 31008000 尾松　智彦 ○   田 2.00 水稲

丹波市 70 旧市島町 31008200 岩元　清志 ○   田 2.00 大根

丹波市 70 旧市島町 31029800 高橋　麻美 ○   畑 0.50 麦、大豆

丹波市 70 旧市島町 31029900 髙野　亨   ○ どちらでも良い 1.00 小豆

丹波市 70 旧市島町 31031900 ひょうたん農場株式会社 ○   どちらでも良い 4.00 水稲、黒大豆

洲本市 71 旧洲本市 30007502 株式会社　長手長栄堂   ○ どちらでも良い 0.50 みかん

洲本市 71 旧洲本市 30034500 神代　建治 ○   どちらでも良い 10.00 水稲、野菜

洲本市 71 旧洲本市 30034600 三澤　貞義 ○   田 2.50 水稲、白菜、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾚﾀｽ

洲本市 71 旧洲本市 30034800 奥野　康治 ○   田 2.00 水稲、たまねぎ

洲本市 71 旧洲本市 30035000 打越　正明 ○   田 3.00 飼料作物、牧草、野菜
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洲本市 71 旧洲本市 30035300 亀井　一雄 ○   田 3.30 ｷｬﾍﾞﾂ、はくさい

洲本市 71 旧洲本市 30035800 内谷　勝巳 ○   畑 1.00 さつまいも

洲本市 71 旧洲本市 30055215 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.48 野菜

洲本市 71 旧洲本市 30055600 番匠　克巳 ○   田 0.30 野菜

洲本市 71 旧洲本市 30057400 市岡　修二 ○   どちらでも良い 0.60 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30057500 上田　富弘 ○   どちらでも良い 0.40 野菜

洲本市 71 旧洲本市 30057600 上田　征謙 ○   どちらでも良い 0.70 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30057700 大下　耕一 ○   どちらでも良い 0.80 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30057800 大下　正司 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30057900 大下　成章 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30058000 太田　進 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30058100 太田　久紀 ○   どちらでも良い 0.20 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30058200 太田　知二 ○   どちらでも良い 0.20 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30058300 大道　忠 ○   どちらでも良い 0.40 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30058400 岡田　隆秋 ○   どちらでも良い 0.40 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30058500 岡田　智之 ○   どちらでも良い 0.59 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30058600 沖田　久雄 ○   どちらでも良い 0.20 牧草

洲本市 71 旧洲本市 30058700 梶田　尚治 ○   どちらでも良い 0.61 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30058800 梶田　巧 ○   どちらでも良い 0.40 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30058900 梶田　光正 ○   どちらでも良い 0.34 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30059000 炬口　雅一 ○   どちらでも良い 0.20 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30059100 佐竹　幹夫  ○  どちらでも良い 0.83 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30059200 先田　和正 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30059300 髙田　佳秀 ○   どちらでも良い 0.50 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30059400 髙田　了治 ○   どちらでも良い 0.20 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30059500 高田　雅之 ○   どちらでも良い 0.71 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30059600 中山　泰志 ○   どちらでも良い 0.70 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30059700 鰭岡　正守 ○   どちらでも良い 1.15 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30059800 鰭岡　末広 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30059900 前川　勉 ○   どちらでも良い 0.90 たまねぎ、牧草、WCS

洲本市 71 旧洲本市 30060000 三澤　祥孝 ○   どちらでも良い 0.20 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30060100 山口　憲昭 ○   どちらでも良い 0.50 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30060200 山下　芳繁 ○   どちらでも良い 0.40 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30060300 神代　建治 ○   どちらでも良い 0.20 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30060400 谷　輝男 ○   どちらでも良い 0.30 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30060500 山添　彰子 ○   どちらでも良い 0.40 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30060600 三澤　清利 ○   どちらでも良い 0.20 水稲、野菜等

洲本市 71 旧洲本市 30060700 髙田　長俊 ○   どちらでも良い 0.20 水稲

洲本市 71 旧洲本市 30063000 あぐりーどべる株式会社 ○   どちらでも良い 3.00 青ねぎ
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洲本市 71 旧洲本市 31020701 野添　幹生  ○  田 5.00 水稲

洲本市 71 旧洲本市 31022500 生田　智則 ○   どちらでも良い 0.80 ねぎ、きゃべつ、果樹

洲本市 72 旧五色町 30007400 里　秀夫 ○   田 2.00 水稲、玉葱、野菜

洲本市 72 旧五色町 30007501 株式会社　長手長栄堂   ○ どちらでも良い 0.50 みかん

洲本市 72 旧五色町 30010400 木田　和夫 ○   田 2.30 野菜

洲本市 72 旧五色町 30013800 笹田　守 ○   田 0.50 水稲

洲本市 72 旧五色町 30016101 榎本　洋右  ○  田 1.00 たまねぎ、ｻﾆｰﾚﾀｽ

洲本市 72 旧五色町 30017400 高木　初滋 ○   どちらでも良い 1.00 野菜

洲本市 72 旧五色町 30026000 野口　宰弘 ○   田 2.48 水稲

洲本市 72 旧五色町 30034000 坂本　健治 ○   田 2.00 牧草

洲本市 72 旧五色町 30034700 淡路米穀株式会社   ○ 田 9.09 水稲

洲本市 72 旧五色町 30035902 池澤　建人  ○  どちらでも良い 1.00 たまねぎ、キャベツ

洲本市 72 旧五色町 30055216 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.42 野菜

洲本市 72 旧五色町 31003000 花岡　明宏 ○   どちらでも良い 2.00 野菜

洲本市 72 旧五色町 31003700 谷口　彰礼 ○   田 5.00 たまねぎ

洲本市 72 旧五色町 31022400 浜田　宏 ○   田 0.35 水稲

洲本市 72 旧五色町 31032200 農事組合法人上堺第一 ○   どちらでも良い 23.50 水稲、WCS

南あわじ市 73 旧緑町 30034701 淡路米穀株式会社   ○ 田 9.09 水稲

南あわじ市 73 旧緑町 30052601 株式会社　アクアヴェルデAWAJI  ○  田 1.00 水稲、玉葱、ﾚﾀｽ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

南あわじ市 74 旧西淡町 30034702 淡路米穀株式会社   ○ 田 9.09 水稲

南あわじ市 74 旧西淡町 30052602 株式会社　アクアヴェルデAWAJI  ○  田 1.00 水稲、玉葱、ﾚﾀｽ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

南あわじ市 74 旧西淡町 31032302 阿萬田　裕幸   ○ どちらでも良い 5.00 玉ねぎ

南あわじ市 75 旧三原町 30016100 榎本　洋右 ○   田 1.00 たまねぎ、ｻﾆｰﾚﾀｽ

南あわじ市 75 旧三原町 30035400 小島　良太 ○   田 0.40 ﾚﾀｽ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

南あわじ市 75 旧三原町 30035600 木場　清文 ○   どちらでも良い 2.00 たまねぎ、白菜、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

南あわじ市 75 旧三原町 30035700 碇　茂 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、玉葱、レタス

南あわじ市 75 旧三原町 30047200 十河　敏 ○   どちらでも良い 0.70 主食用水稲、飼料作物

南あわじ市 75 旧三原町 30052600 株式会社　アクアヴェルデAWAJI ○   田 2.00 水稲、玉葱、ﾚﾀｽ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

南あわじ市 75 旧三原町 31032301 阿萬田　裕幸   ○ どちらでも良い 5.00 玉ねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 02007500 栗林　秀企 ○   田 0.20 飼料作物、レタス

南あわじ市 76 旧南淡町 02007600 柏木　浩二   ○ 田 0.50 露地野菜

南あわじ市 76 旧南淡町 02007700 中川　健五 ○   田 0.50 水稲

南あわじ市 76 旧南淡町 30002600 株式会社　アグリアイランド ○   田 0.55 玉葱、野菜苗

南あわじ市 76 旧南淡町 30052300 原田　哲也 ○   田 0.50 玉葱

南あわじ市 76 旧南淡町 31006300 高川　力 ○   田 2.00 たまねぎ、はくさい

南あわじ市 76 旧南淡町 31006400 原　尚良 ○   田 0.50 たまねぎ、レタス

南あわじ市 76 旧南淡町 31006500 原口　透 ○   田 1.00 たまねぎ、レタス

南あわじ市 76 旧南淡町 31009000 赤穂　修 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009100 赤穂　信治 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ
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南あわじ市 76 旧南淡町 31009200 赤穂　佳史 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009300 安宅　しのぶ ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009400 安宅　襄治 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009500 安宅　隆  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009600 安宅　正明  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009700 阿部　千鶴 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009800 阿萬　德幸 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31009900 飯尾　吉二郎  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010000 石井　務  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010100 岩倉　和子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010200 岩倉　千浪 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010300 岩倉　宏樹 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010400 上野　靜代  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010500 榎本　明弘  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010600 榎本　千秋 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010700 榎本　弘道 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010800 榎本　至宏 ○   どちらでも良い 2.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31010900 江本　憲司  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011000 江本　あい子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011100 江本　明子  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011200 江本　和夫 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011300 江本　憲彦 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011400 江本　賢司 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011500 江本　光三郎 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011600 江本　伸爾 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011700 江本　貴彦  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011800 江本　徹男 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31011900 江本　憲生 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012000 江本　實 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012100 大石　清隆 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012200 太田　正美  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012300 大西　広章 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012400 小原　一則 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012500 岡本　登代子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012600 岡本　幸子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012700 小原　一良 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012800 尾野上　隆文  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31012900 䕃山　竹次  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013000 蔭山　信弘 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ
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南あわじ市 76 旧南淡町 31013100 籠谷　明夫  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013200 樫本　敦司  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013300 樫本　邦弘 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013400 金一　輝彦 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013500 金一　吉彦 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013600 亀井　貫一郎 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013700 亀井　恭子  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013800 岸上　敏之 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31013900 北原　和幸 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014000 北原　きくゑ ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014100 北原　小夜子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014200 北原　敏次 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014300 北原　陽子  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014400 楠木　輝子  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014500 欅田　英希  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014600 郷　京子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014700 郷　節子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014800 郷　直也 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31014900 郷　三千代 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015000 越岡　利雄  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015100 坂川　てる子  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015200 坂本　創  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015300 坂本　昌幸 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015400 佐渡　達史 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015500 清水　滝宏 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015600 清水　俊也  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015700 庄田　定司 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015800 庄田　俊介 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31015900 末廣　繁男 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016000 末廣　典之 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016100 園生　成人 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016200 園生　勇 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016300 園生　晃充 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016400 園生　員久 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016500 園生　喜美代 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016600 武田　たか子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016700 渓神　一洋 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016800 長谷　幸洋 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31016900 西荘　丈夫  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ
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南あわじ市 76 旧南淡町 31017000 狭間　慶子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017100 狭間　高広 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017200 原本　実  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017300 深田　治 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017400 深田　美也子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017500 藤平　勝幸 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017600 藤平　晶太郎  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017700 藤平　孝夫 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017800 藤平　明 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31017900 藤平　美和子  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018000 藤本　典生  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018100 藤本　誠  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018200 前川　正二 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018300 前川　滿之  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018400 前田　邦弘  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018500 前田　利雄 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018600 前田　秀子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018700 溝渕　信二 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018800 宮本　愼一 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31018900 宮本　眞次 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019000 宮本　直幸 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019100 宮本　博司 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019200 村上　章  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019300 森　きよ子  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019400 森田　繁子 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019500 森田　好彦  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019600 山口　智章 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019700 山本　千佳史 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019800 山本　久 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31019900 金一　晃由 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31020000 園生　敏彦 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31020100 水崎　健次  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31020200 谷　佑介 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31020300 藤平　覺 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31020400 武田　幸一 ○   どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31020500 薮田　弘之  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31020600 林　せつ子  ○  どちらでも良い 1.00 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31023100 原　孝徳 ○   田 0.10 玉葱、白菜

南あわじ市 76 旧南淡町 31028900 前田　一  ○  どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ
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南あわじ市 76 旧南淡町 31029700 前川　敏行 ○   どちらでも良い 0.50 水稲、たまねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31032300 阿萬田　裕幸   ○ どちらでも良い 5.00 玉ねぎ

南あわじ市 76 旧南淡町 31039900 阿部　太冶 ○   田 0.20 レタス、水稲

南あわじ市 76 旧南淡町 31040000 阿部　一生 ○   田 0.14 レタス、水稲

南あわじ市 76 旧南淡町 31040100 阿部　金平 ○   田 0.30 玉ねぎ、水稲

南あわじ市 76 旧南淡町 31040200 森西　徹 ○   田 0.50 レタス、水稲

南あわじ市 76 旧南淡町 31042900 鈴木　崇之 ○   田 0.20 菜の花、水稲

南あわじ市 76 旧南淡町 31043000 原田　勉 ○   田 0.20 玉ねぎ、レタス

淡路市 77 旧津名町 30001605 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

淡路市 77 旧津名町 30006000 アワヂカラ合同会社   ○ どちらでも良い 1.00 玉ねぎ、野菜

淡路市 77 旧津名町 30007500 株式会社　長手長栄堂   ○ どちらでも良い 0.50 みかん

淡路市 77 旧津名町 30035100 株式会社　御所営農 ○   田 10.00 WCS、水稲

淡路市 77 旧津名町 30035200 稲家　茂 ○   田 6.10 水稲、WCS

淡路市 77 旧津名町 30035901 池澤　建人  ○  どちらでも良い 1.00 たまねぎ、キャベツ

淡路市 77 旧津名町 30055217 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.42 野菜

淡路市 77 旧津名町 31003500 小谷　雄介   ○ 畑 0.40 ぶどう

淡路市 77 旧津名町 31020700 野添　幹生 ○   田 20.00 水稲

淡路市 77 旧津名町 31030000 下脇　昇   ○ 畑 0.45 アボカド

淡路市 78 旧淡路町 02008100 株式会社グレイトフルパートナーズ   ○ 畑 2.00 アボカド、ネギ、レタス、トマト

淡路市 78 旧淡路町 30001606 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

淡路市 78 旧淡路町 30007602 島と暮らすファーム　株式会社 ○   どちらでも良い 1.00 野菜、観葉植物

淡路市 78 旧淡路町 30007800 林田　雅行   ○ どちらでも良い 0.70 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

淡路市 78 旧淡路町 30025903 株式会社　池上  ○  どちらでも良い 3.00 オリーブ

淡路市 78 旧淡路町 30055218 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.42 野菜

淡路市 78 旧淡路町 31003300 株式会社　松下牧場 ○   どちらでも良い 3.40 牧草、薬草他

淡路市 78 旧淡路町 31003501 小谷　雄介   ○ 畑 0.40 ぶどう

淡路市 78 旧淡路町 31030800 原田　政浩 ○   畑 1.30 牧草

淡路市 78 旧淡路町 31038202 株式会社タナットネイチャーLab   ○ どちらでも良い 3.00 ﾎｳﾚﾝｿｳ、ｺﾏﾂﾅ、ほか野菜

淡路市 79 旧北淡町 02005400 冨永　達哉   ○ どちらでも良い 3.00
WCS、牧草
玉ねぎ

淡路市 79 旧北淡町 02006700 東　繁夫   ○ 畑 0.30
桑,ｲﾁｼﾞｸ,ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ,ﾚﾓﾝ,観賞用植物,ｻｸﾗｿｳ,
姫葵,他

淡路市 79 旧北淡町 02008101 株式会社グレイトフルパートナーズ   ○ 畑 2.00
ぶどう,レモン
玉ねぎ

淡路市 79 旧北淡町 30001607 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

淡路市 79 旧北淡町 30006002 アワヂカラ合同会社   ○ どちらでも良い 1.00 玉ねぎ、野菜

淡路市 79 旧北淡町 30007601 島と暮らすファーム　株式会社 ○   どちらでも良い 1.00 野菜、観葉植物

淡路市 79 旧北淡町 30007801 林田　雅行   ○ どちらでも良い 0.70 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

淡路市 79 旧北淡町 30025901 株式会社　池上  ○  どちらでも良い 3.00 オリーブ

淡路市 79 旧北淡町 30034900 淡路島オリーヴグローワーズ株式会社 ○   畑 8.00 オリーヴ

淡路市 79 旧北淡町 30035801 内谷　勝巳  ○  畑 0.20 びわ

淡路市 79 旧北淡町 30046902 中西　敏夫  ○  畑 1.50 ブラックベリー、ラズベリー、レモン
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淡路市 79 旧北淡町 30052400 有限会社　芝床重機  ○  どちらでも良い 4.00 麦、たまねぎ

淡路市 79 旧北淡町 30055219 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.42 野菜

淡路市 79 旧北淡町 30064300 市村　太佑 ○   畑 0.20 ぶどう

淡路市 79 旧北淡町 31002900 株式会社　タネノチカラ   ○ 畑 1.00 たまねぎ、野菜

淡路市 79 旧北淡町 31003301 株式会社　松下牧場  ○  畑 3.30 牧草、薬草他

淡路市 79 旧北淡町 31003502 小谷　雄介   ○ 畑 0.40 ぶどう

淡路市 79 旧北淡町 31022900 株式会社パソナ農援隊 ○   畑 2.00 玉ねぎ、根菜類、他

淡路市 79 旧北淡町 31029000 松本　潤一   ○ どちらでも良い 6.00 牧草

淡路市 79 旧北淡町 31034700 栗脇　豊一 ○   畑 0.86 栗

淡路市 79 旧北淡町 31034800 岡田　森義 ○   畑 0.23 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31034900 小川　やす子 ○   畑 0.16 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035000 加地　岩男 ○   畑 0.04 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035100 川畑　博美  ○  畑 0.38 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035200 北坂　一正 ○   畑 0.30 栗

淡路市 79 旧北淡町 31035300 清水　清代子 ○   畑 1.34 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035400 数河　保 ○   畑 0.54 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035500 玉尾　久幸 ○   畑 0.97 栗、ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035600 土井　博 ○   畑 0.54 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035700 土井　勢津子 ○   畑 0.05 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035800 中田　清民 ○   畑 0.66 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31035900 中田　善文 ○   畑 0.80 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31036000 中田　孝志 ○   畑 2.24 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31036100 中田　季宏 ○   畑 0.87 栗

淡路市 79 旧北淡町 31036200 北浦　久吉 ○   畑 1.25 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31036300 中村　逸夫 ○   畑 0.47 栗

淡路市 79 旧北淡町 31036400 松田　年祝 ○   畑 0.68 栗

淡路市 79 旧北淡町 31036500 水上　直子 ○   畑 0.55 栗

淡路市 79 旧北淡町 31036600 山本　孝有 ○   畑 0.47 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31036700 柏木　達介 ○   畑 0.10 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31036800 飯田　卓男 ○   畑 0.14 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31036900 中田　修  ○  畑 0.17 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31037000 清水　久功 ○   畑 1.51 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

淡路市 79 旧北淡町 31038200 株式会社タナットネイチャーLab   ○ どちらでも良い 3.00 ﾎｳﾚﾝｿｳ、ｺﾏﾂﾅ、ほか野菜

淡路市 80 旧一宮町 30001608 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

淡路市 80 旧一宮町 30006001 アワヂカラ合同会社   ○ どちらでも良い 1.00 玉ねぎ、野菜

淡路市 80 旧一宮町 30013700 西藤　嘉章 ○   田 1.00 水稲、たまねぎ

淡路市 80 旧一宮町 30025900 株式会社　池上 ○   田 10.00 タマネギ、トマト、水稲

淡路市 80 旧一宮町 30035900 池澤　建人 ○   どちらでも良い 1.00 たまねぎ、キャベツ

淡路市 80 旧一宮町 30050400 田中　一至 ○   田 0.50 たまねぎ
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淡路市 80 旧一宮町 30052200 株式会社　さくらの郷ファーム ○   田 5.00 水稲、玉葱

淡路市 80 旧一宮町 30052401 有限会社　芝床重機 ○   どちらでも良い 15.00 水稲、たまねぎ

淡路市 80 旧一宮町 30052500 有限会社　イザナギ開発 ○   田 15.00 水稲、タマネギ

淡路市 80 旧一宮町 30055220 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.42 野菜

淡路市 80 旧一宮町 31003503 小谷　雄介   ○ 畑 0.40 ぶどう

淡路市 80 旧一宮町 31020702 野添　幹生 ○   田 2.00 水稲

淡路市 80 旧一宮町 31030001 下脇　昇   ○ 畑 0.45 アボカド

淡路市 81 旧東浦町 02005300 Domaine KAORU 株式会社   ○ 畑 1.30 ぶどう、野菜

淡路市 81 旧東浦町 02005401 冨永　達哉   ○ どちらでも良い 3.00 WCS、牧草、玉ねぎ

淡路市 81 旧東浦町 02006701 東　繁夫   ○ 畑 0.80 桑,ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ,観賞用植物,ｻｸﾗｿｳ,姫葵,他

淡路市 81 旧東浦町 02008102 株式会社グレイトフルパートナーズ   ○ 畑 2.00 染色材、花、漢方

淡路市 81 旧東浦町 30001609 株式会社　クロノブレイン   ○ 畑 1.00 バナナ

淡路市 81 旧東浦町 30002700 株式会社　ＳＳＨ ○   畑 0.61 キクラゲ、野菜

淡路市 81 旧東浦町 30007600 島と暮らすファーム　株式会社 ○   どちらでも良い 1.00 野菜、観葉植物

淡路市 81 旧東浦町 30007802 林田　雅行   ○ どちらでも良い 0.70 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

淡路市 81 旧東浦町 30025902 株式会社　池上  ○  どちらでも良い 3.00 オリーブ

淡路市 81 旧東浦町 30034100 株式会社　今井ファーム ○   どちらでも良い 3.00 玉葱

淡路市 81 旧東浦町 30035500 株式会社 Ｋ.ファーム ○   田 10.00 水稲、たまねぎ

淡路市 81 旧東浦町 30055221 クボタeファーム（仮称）   ○ どちらでも良い 1.42 野菜

淡路市 81 旧東浦町 31003302 株式会社　松下牧場  ○  畑 3.30 牧草、薬草他

淡路市 81 旧東浦町 31003504 小谷　雄介   ○ 畑 0.40 ぶどう

淡路市 81 旧東浦町 31008700 水口　薫   ○ 畑 0.86 ぶどう

淡路市 81 旧東浦町 31025300 南　清治 ○   田 0.70 たまねぎ、米

淡路市 81 旧東浦町 31025400 浜野　展好 ○  ○ 畑 0.50 たまねぎ

淡路市 81 旧東浦町 31030002 下脇　昇   ○ 畑 0.45 アボカド

淡路市 81 旧東浦町 31038201 株式会社タナットネイチャーLab   ○ どちらでも良い 3.00 ﾎｳﾚﾝｿｳ、ｺﾏﾂﾅ、ほか野菜

淡路市 81 旧東浦町 31038300 亀井　太  ○  田 0.50 水稲、たまねぎ
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