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 当機構では、平成 26年度から始まった農地中間管理事業について、

その賃借状況等を都道府県の指定団体からの公表もとに一覧表にま

とめ、定期的に当機構ホームページ「米ネット」に掲載しています。    

本第 2報では 6月 24現在の状況についての取り纏め結果を報告し

ます。 

 

 １）指定状況 

   6月 24日現在、農地中間管理機構の指定団体数は前報同様 43

団体（表 1）である。概ね、以前の道府県農地保有合理化法人

が指定を受けている。なお、以前の農地保有合理化事業との違

いは、売買を中心に事業を行っていたことに対し、農地中間管

理事業ではリース方式を中心（機構が借り受けて、担い手に転

貸）としていることにある。 

   

  訂正のおしらせ 

   前報で掲載しました「農地中間管理事業の状況(表 1)」において、兵庫県

の「借受希望面積」及び「米穀卸売業者の借受申請状況(表 2)」の集計に誤

りがありましたので、今報において訂正いたします。 

 

 

 

      

 

（表 1）農地中間管理事業の状況 

 

（平成26年6月24日現在）

借入 貸付

北海道 公益社団法人北海道農業公社 9,000 8,710 6/2～7/1

青　森 公益社団法人あおもり農林業支援センター 1,100 1,100 5/8～6/9 （6/9現在）　55(0) 312(0)

Ⅰ)8/1～8/31

Ⅱ)11/1～11/30

宮　城 公益社団法人みやぎ農業振興公社 2,000 1,700

秋　田 公益社団法人秋田県農業公社 1,000 1,000

山　形 公益財団法人やまがた農業支援センター 2,500 2,050 7月以降

福　島 公益財団法人福島県農業振興公社 2,600 2,600

茨　城 公益社団法人茨城県農林振興公社 1,500 1,500

栃　木 公益財団法人栃木県農業振興公社 2,500 2,500

群　馬 公益財団法人群馬県農業公社

埼　玉 公益社団法人埼玉県農林公社 400 200 6/20～7/25

千　葉 公益社団法人千葉県園芸協会

東　京 （未指定）

神奈川 (未指定）

新　潟 公益社団法人新潟県農林公社 3,000 2,900 6/6～7/5 (6/15現在）  50(0) 218(0)

富　山 公益社団法人富山県農林水産公社 1,600 1,360

石　川 （未指定）

福　井 公益社団法人ふくい農林水産支援センター 744 744

山　梨 公益財団法人　山梨県農業振興公社 300 285 5/12～6/13

長　野 公益社団法人長野県農業開発公社 500 500 9月頃～10月頃

岐　阜 一般社団法人岐阜県農畜産公社 7月予定

静　岡 公益社団法人静岡県農業振興公社 6/2～7/1

愛　知 公益財団法人愛知県農業振興基金 1,000 965 6/24～7/24

三　重 公益財団法人 三重県農林水産支援センター 600 420 5/28～6/26

滋　賀 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金 800 800

京　都 （未指定）

大　阪 一般財団法人大阪府みどり公社 6/2～7/1

Ⅰ）4/1～4/30 114（11） 4,332(1,910） 5（0） 39（０）

Ⅱ）6/20～7/20

Ⅲ)12月

奈　良 公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター

和歌山 公益財団法人和歌山県農業公社

鳥　取 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 1,100 7/1～7/31

島　根 公益財団法人しまね農業振興公社 500 500

岡　山 公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団 176 176

Ⅰ）7/7～

Ⅱ）11～12月

Ⅰ）3/27～ 39(0) 323(0) 14(0) 55(0)

Ⅱ）7～8月

徳　島 公益財団法人徳島県農業開発公社

香　川 公益財団法人 香川県農地機構 170 170 4/30～5/30 226(0) 800(0)

愛　媛 公益社団法人えひめ農林漁業振興機構 7/1～7/31

高　知 公益財団法人高知農業公社 100 100 5/27～6/30

福　岡 公益財団法人福岡県農業振興推進機構 1,500 1,500 6/1～6/30

佐　賀 公益社団法人佐賀県農業公社 400 380 7/1～

Ⅰ)5/1～5/30 77(0) 139(0)

Ⅱ)8/1～9/1

Ⅰ）5/1～5/30 12(0) 6(0) 12(0) 未公表

Ⅱ）9/1～9/30

Ⅲ）1/5～2/3

Ⅰ）7/16～8/15

Ⅱ）10/10～11/10

宮　崎 公益社団法人宮崎県農業振興公社 2,265 2,265

鹿児島 公益財団法人鹿児島県地域振興公社 5/24～

沖　縄 公益財団法人 沖縄県農業振興公社 6/26～

注1：指定団体のホームページ公表資料から抜粋したものである。

注2：農地中間管理事業予定面積は指定団体の公表している事業計画書等による。

注3：米穀卸売業者には出資農場を含む。

注4：借地権等設定者数及び借受面積は県の公報による公告を含む。

注5:借受希望面積と借受面積については小数点以下をラウンドしている。

注7：下線は前報からの更新箇所。

岩　手 公益社団法人岩手県農業公社 1,7262,000

山　口 公益財団法人やまぐち農林振興公社 2,300 2,240

大　分 公益社団法人大分県農業農村振興公社

広　島 一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団 600

兵　庫

借受面積（ha)

農地中間管理事業貸借予定面積（ha）

指定団体名都道府県
借受公募期間

(予定含む）

借受希望者数

（うち米穀卸売業者）

借地権等設定

者数（うち米穀

卸売業者）

借受希望面積（ha)

（うち米穀卸売業

者）

公益社団法人兵庫みどり公社 4,000 4,000

熊　本 公益財団法人熊本農業公社 2,000 1,955

長　崎 公益財団法人長崎県農業振興公社 940 800
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 ２）借地権等設定状況 

   6 月 24 日現在、借り受けの公募を終了(第 1 期含む)した県は

前報と変わらず青森県ほか 6 県で、うち県の公報等による借地

権の設定を公表しているのは兵庫県、山口県と熊本県となって

いる。（表 1参照） 

 

 ３）今後の公募状況 

   6月 24日現在、公募中であるのは北海道ほか 9県。7月から

公募を予定しているのは第 2 期分も含め岐阜県ほか 5 県となっ

ている。（表 1参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 2）兵庫県における米穀卸売業者（出資農場含む）の借受申請状況 

(訂正版) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借受申請者 面積(ha)

尼崎米穀株式会社 100

淡路米穀株式会社 100
伊丹産業株式会社 100
株式会社こうべファーム 100
株式会社神明ファーム 100
株式会社神明ホールディング 100
但馬米穀株式会社 100
株式会社トウバン 1,000
西播米穀株式会社 100
阪神米穀株式会社 10
株式会社ヒョウベイ 100

合計 1,910
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（参考）農地中間管理機構 公開ホームページ一覧（平成 26年 6月 24日現在）  

 

                                         

北海道 公益社団法人北海道農業公社 http://www.adhokkaido.or.jp/ 滋　賀 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金 http://shiganou.com/

青　森 公益社団法人あおもり農林業支援センター http://www.aoimori-norin.jp/ 京　都 （未指定）

岩　手 公益社団法人岩手県農業公社 http://www.i-agri.or.jp/ 大　阪 一般財団法人大阪府みどり公社 http://www.osaka-midori.jp/

宮　城 公益社団法人みやぎ農業振興公社 http://www.miyagi-agri.com/ 兵　庫 公益社団法人兵庫みどり公社 http://www.forest-hyogo.jp/

秋　田 公益社団法人秋田県農業公社 http://www.ak-agri.or.jp/ 奈　良 公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター http://www5.ocn.ne.jp/~agr-nara/index.htm

山　形 公益財団法人やまがた農業支援センター http://www.yamagata-nogyo-sc.or.jp/Pages/top.aspx 和歌山 公益財団法人和歌山県農業公社 http://www.wnk.or.jp/

福　島 公益財団法人福島県農業振興公社 http://www.fnk.or.jp/ 鳥　取 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 http://www.t-agri.com/ninaitekiko/

茨　城 公益社団法人茨城県農林振興公社 http://www.ibanourin.or.jp/ 島　根 公益財団法人しまね農業振興公社 http://www.agri-shimane.or.jp/index.html

栃　木 公益財団法人栃木県農業振興公社 http://www.tochigi-agri.or.jp/ 岡　山 公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団 http://ninaiteokayama.or.jp/

群　馬 公益財団法人群馬県農業公社 http://www.gnk.or.jp/ 広　島 一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団 http://hsnz.jp/

埼　玉 公益社団法人埼玉県農林公社 http://www.sainourin.or.jp/ 山　口 公益財団法人やまぐち農林振興公社 http://www.y-agreen.or.jp/

千　葉 公益社団法人千葉県園芸協会 徳　島 公益財団法人徳島県農業開発公社 http://www.tokukaigi.or.jp/kousya/

東　京 （未指定） 香　川 公益財団法人 香川県農地機構 http://homepage2.nifty.com/kagawa-nk/

神奈川 (未指定） 愛　媛 公益社団法人えひめ農林漁業振興機構 http://www1.odn.ne.jp/cek31650/

新　潟 公益社団法人新潟県農林公社 http://www.y-nk.jp/ 高　知 公益財団法人高知農業公社 http://www.kochi-apc.or.jp/

富　山 公益社団法人富山県農林水産公社 http://www.nochibank-niigata.com/ 福　岡 公益財団法人福岡県農業振興推進機構 http://www.f-ap.org/

石　川 （未指定） 佐　賀 公益社団法人佐賀県農業公社 http://saga-agri.or.jp/

福　井 公益社団法人ふくい農林水産支援センター http://www.fukui-affsc.jp/ 長　崎 公益財団法人長崎県農業振興公社 http://www7.ocn.ne.jp/~ngskosha/

山　梨 公益財団法人　山梨県農業振興公社 http://www.y-nk.jp/ 熊　本 公益財団法人熊本農業公社 http://www.kumamoto-kousha.jp/

長　野 公益社団法人長野県農業開発公社 http://www.n-nouchi.net/ 大　分 公益社団法人大分県農業農村振興公社 http://www.oct-net.ne.jp/~kousha/index.htm

岐　阜 一般社団法人岐阜県農畜産公社 http://www.gifu-notiku.com/index.php 宮　崎 公益社団法人宮崎県農業振興公社 http://www.mnk.or.jp/

静　岡 公益社団法人静岡県農業振興公社 http://www.shizuoka-nk.or.jp/ 鹿児島 公益財団法人鹿児島県地域振興公社 http://www.kagoshima-kousya.jp/

愛　知 公益財団法人愛知県農業振興基金 http://www.aichinoshinki.or.jp/ 沖　縄 公益財団法人 沖縄県農業振興公社 http://www.onk.or.jp/

三　重 公益財団法人 三重県農林水産支援センター http://aff-shien-mie.or.jp/

ホームページホームページ都道府県 指定団体名 都道府県 指定団体名

注：当資料は、農地中間管理機構指定団体のホームページに掲載されている資料を表記の時点で集約したものであり、公募期間、借受希望者などの最新情報に

つきましては、指定団体のホームページをご参照願います。また、農地利用配分計画の認可状況（借地権の設定）についての情報は都道府県の公報等をご

参照願います。 


