
美作地域　貸付希望申出農地一覧表

市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

津山市 綾部 990-1 770 田

津山市 瓜生原 250 774 畑

津山市 瓜生原 278 594 田

津山市 瓜生原 279 385 田

津山市 瓜生原 221-1 1,146 田

津山市 瓜生原 280-1 1,177 田

津山市 瓜生原 573-1 208 田

津山市 下田邑 1450-13 230 畑

津山市 加茂町青柳 1110 1,560 田

津山市 加茂町青柳 1125-1 760 田

津山市 加茂町青柳 1198-1 2,023 田

津山市 加茂町青柳 480-1 3,157 田

津山市 加茂町倉見 37-第2 497 田

津山市 高尾 524-1 366 田

津山市 高野山西 758 727 田

津山市 高野山西 2246-2 483 畑

津山市 高野山西 760-1 1,073 田

津山市 上田邑 73-2 486 田

津山市 上田邑 74-1 961 田

津山市 総社 922 771 畑

津山市 草加部 1396-3 150 畑

津山市 田熊 1350-6 610 畑

津山市 楢 511-1 204 畑

津山市 南方中 434-2 629 田

津山市 南方中 513-1 1,353 田

津山市 南方中 600-2 1,009 田

津山市 里公文 1352-1 913 田

津山市 里公文 1361-4 514 田

津山市 里公文 1390-1 582 田

津山市 里公文 1390-2 761 田

津山市 里公文 1390-3 800 田

津山市 里公文 1390-4 542 田

津山市 里公文 1390-5 928 田

津山市 里公文 1390-6 929 田

真庭市 下呰部 2238-1 187 田

真庭市 下呰部 2430-1 321 田

真庭市 下呰部 2430-7 2 田

真庭市 宮地 799 3,064 田

真庭市 宮地 517 1,917 田



美作地域　貸付希望申出農地一覧表

市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

真庭市 山久世 1821-1 1,348 田

真庭市 山久世 1818-1 498 畑

真庭市 山久世 1783 606 田

真庭市 山久世 1226-1 603 畑

真庭市 鹿田 2543 2,822 田

真庭市 鹿田 2565 2,072 田

真庭市 上呰部 18 64 田

真庭市 杉山 186 590 畑

真庭市 杉山 159-1 737 田

真庭市 杉山 159-4 817 田

真庭市 杉山 160-3 1,030 田

真庭市 杉山 184 548 畑

真庭市 蒜山東茅部 2109-1 1,256 畑

真庭市 蒜山東茅部 1628 908 畑

美作市 下香山 364 1,984 田

鏡野町 円宗寺 645 726 田

鏡野町 円宗寺 646-4 372 田

鏡野町 円宗寺 646-5 289 田

鏡野町 円宗寺 647-1 636 田

鏡野町 河本 35-2 603 畑

鏡野町 河本 15-1 414 田

鏡野町 原 950-1 880 田

鏡野町 上森原 177 1,063 田

鏡野町 上森原 279 1,831 田

鏡野町 上森原 326 2,495 田

鏡野町 貞永寺 710 981 田

鏡野町 貞永寺 743-16 63 田

鏡野町 貞永寺 743-2 517 田

鏡野町 土居 770-2 557 畑

鏡野町 土居 772 666 畑

鏡野町 富東谷 681-3 667 畑

鏡野町 富東谷 1437-2 914 田

鏡野町 富東谷 674 1,719 田

鏡野町 富東谷 662-2 1,274 田

鏡野町 富東谷 665-1 2,992 田

鏡野町 富東谷 665-6 196 畑

鏡野町 富東谷 671-1 568 田

勝央町 上香山 647-2 3,967 田

勝央町 田井 362 1,356 田
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勝央町 田井 365 3,031 田

勝央町 田井 401-1 389 田

勝央町 田井 402-3 1,293 田

勝央町 豊久田 341-1 1,617 田

勝央町 豊久田 234-1 805 田

勝央町 豊久田 2401-1 948 田

勝央町 豊久田 2374-1 1,668 田

奈義町 上町川 1393-1 7,843 畑

久米南町 南庄 1053-13 120 畑

久米南町 南庄 1053-2 1,194 畑

久米南町 南庄 1053-9 324 畑

久米南町 南庄 346-1 1,799 田

久米南町 南庄 1264 1,290 田

久米南町 南庄 1265 710 田

美咲町 西幸 355-1 749 田

美咲町 西幸 355-2 535 田

美咲町 西幸 356-1 622 田

美咲町 飯岡 976-1 1,400 田

＜留意事項＞

　・掲載農地の中には、所有者が当機構に申込み後、売買や利用権を設定して

　　いて、貸付できなくなっている農地が含まれている可能性があります。

　・また、中には、耕作にあたり遊休農地解消作業や獣害対策等が必要な農地

　　が含まれております。

　・ここに掲載した情報は、農地中間管理事業以外の利用はできません。

問い合わせ先

【岡山県農地中間管理機構・美作支部の連絡先】

　　住　　所　　津山市山下53（美作県民局農業振興課内）

　　電話番号　　0868-23-1325


