
備前地域　貸付希望申出農地一覧表

市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

岡山市北区 中牧 744-1 590 田

岡山市北区 中牧 756-1 960 田

岡山市北区 中牧 834 188 田

岡山市北区 中牧 950 532 畑

岡山市北区 中牧 970-1 788 田

岡山市北区 中牧 971 955 田

岡山市北区 下牧 423-5 740 畑

岡山市北区 下牧 426-1 122 畑

岡山市北区 下牧 489 193 畑

岡山市北区 下牧 491 66 畑

岡山市北区 下牧 554 214 田

岡山市北区 下牧 602 399 田

岡山市北区 下牧 603 95 田

岡山市北区 下牧 627 23 田

岡山市北区 下牧 628 753 田

岡山市北区 下牧 662 436 田

岡山市北区 下牧 698 185 田

岡山市北区 下牧 738 155 田

岡山市北区 下牧 742 171 畑

岡山市北区 下牧 804 152 畑

岡山市北区 下牧 809 211 畑

岡山市北区 下牧 893 340 田

岡山市北区 下牧 912-1 135 田

岡山市北区 下牧 913 254 田

岡山市北区 下牧 2618 360 田

岡山市北区 下牧 2619 294 田

岡山市北区 玉柏 1695-1 512 畑

岡山市北区 牟佐 57 717 田

岡山市北区 牟佐 58 165 田

岡山市北区 牟佐 66-1 745 田

岡山市北区 牟佐 66-2 136 田

岡山市北区 牟佐 67-1 392 田

岡山市北区 牟佐 67-2 541 田

岡山市北区 牟佐 67-3 314 田

岡山市北区 野殿東町 285-1 1,137 田

岡山市北区 日吉町 79-4 476 田

岡山市北区 日吉町 435-1 388 田

岡山市北区 田原 70-1 825 田

岡山市北区 田原 130-1 433 田

岡山市北区 田原 130-2 19 田

岡山市北区 田原 131 247 畑



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

岡山市北区 田原 766 343 田

岡山市北区 菅野 423 49 畑

岡山市北区 菅野 569-1 257 田

岡山市北区 菅野 569-5 30 田

岡山市北区 菅野 569-9 216 田

岡山市北区 菅野 2865-1 1,069 田

岡山市北区 吉宗 712 548 田

岡山市北区 吉宗 718-1 754 田

岡山市北区 栢谷 741-1 1,560 田

岡山市北区 栢谷 741-2 447 田

岡山市北区 栢谷 741-3 241 田

岡山市北区 栢谷 746-1 270 田

岡山市北区 栢谷 746-2 118 田

岡山市北区 栢谷 748-2 387 田

岡山市北区 栢谷 876-1 207 田

岡山市北区 栢谷 876-2 918 田

岡山市北区 栢谷 996-1 542 田

岡山市北区 栢谷 996-2 186 田

岡山市北区 栢谷 996-3 419 田

岡山市北区 富原 254 317 畑

岡山市北区 富原 314 602 田

岡山市北区 富原 746 982 田

岡山市北区 富原 758 306 田

岡山市北区 一宮 378-1 1,032 田

岡山市北区 大窪 679 436 田

岡山市北区 芳賀 1172 1,011 畑

岡山市北区 芳賀 1318 323 田

岡山市北区 芳賀 1389 484 田

岡山市北区 芳賀 1390-2 256 田

岡山市北区 芳賀 1396 548 田

岡山市北区 芳賀 1687-5 436 畑

岡山市北区 芳賀 1687-8 543 畑

岡山市北区 芳賀 1687-13 324 畑

岡山市北区 芳賀 1687-23 997 畑

岡山市北区 芳賀 1704-1 740 田

岡山市北区 松尾 272 935 畑

岡山市北区 松尾 817-1 929 田

岡山市北区 一宮山崎 447 669 畑

岡山市北区 高松 29-1 498 田

岡山市北区 高松 355 1,477 田

岡山市北区 高松 357 1,267 田

岡山市北区 高松 388 968 田

岡山市北区 高松 396 1,003 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

岡山市北区 高松 761-1 1,373 田

岡山市北区 大崎 866 965 田

岡山市北区 大崎 870 473 田

岡山市北区 大崎 871 1,677 田

岡山市北区 大崎 879-1 1,086 田

岡山市北区 和井元 5-1 2,519 田

岡山市北区 和井元 13-1 1,190 田

岡山市北区 和井元 14-1 1,184 田

岡山市北区 平山 22-1 1,199 田

岡山市北区 平山 50 513 畑

岡山市北区 平山 373-1 1,582 田

岡山市北区 平山 374-1 1,057 田

岡山市北区 平山 710 692 田

岡山市北区 門前 601 845 田

岡山市北区 門前 602-2 372 田

岡山市北区 門前 616 730 田

岡山市北区 門前 618-2 242 田

岡山市北区 門前 619 595 田

岡山市北区 門前 620 806 田

岡山市北区 門前 621 190 田

岡山市北区 門前 624-1 358 田

岡山市北区 門前 637 604 田

岡山市北区 門前 638 323 田

岡山市北区 新庄上 540-1 948 田

岡山市北区 新庄上 1250-1 564 畑

岡山市北区 新庄上 1250-2 295 田

岡山市北区 新庄上 1252 980 田

岡山市北区 新庄上 1257 496 田

岡山市北区 新庄上 1258 492 田

岡山市北区 新庄上 1607 533 田

岡山市北区 上高田 201-1 2,144 田

岡山市北区 苔山 640-1 849 田

岡山市北区 苔山 640-3 172 田

岡山市北区 苔山 641-1 845 田

岡山市北区 苔山 642 795 田

岡山市北区 河原 1500 1,427 田

岡山市北区 東山内 645-1 676 田

岡山市北区 西山内 944-1 1,200 田

岡山市北区 中撫川 400(一部) 419 田

岡山市北区 撫川 1153-1 754 田

岡山市北区 御津吉尾 276 102 畑

岡山市北区 御津吉尾 277 208 田

岡山市北区 御津吉尾 336 699 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

岡山市北区 御津平岡西 97-1 394 田

岡山市北区 御津平岡西 98-1 374 田

岡山市北区 御津平岡西 404-1 107 田

岡山市北区 御津石上 1172 520 田

岡山市北区 御津石上 1173 490 田

岡山市北区 御津石上 1178-1 540 田

岡山市北区 御津石上 1179-1 1,500 田

岡山市北区 御津石上 1182 100 田

岡山市北区 御津石上 1188-1 800 田

岡山市北区 建部町福渡 219-1 2,759 田

岡山市北区 建部町下神目 74-6 723 田

岡山市北区 建部町下神目 79-2 373 田

岡山市北区 建部町下神目 80-1 492 田

岡山市北区 建部町下神目 84 1,133 田

岡山市北区 建部町下神目 85 370 畑

岡山市北区 建部町下神目 86 2,138 田

岡山市北区 建部町下神目 88-1 327 畑

岡山市北区 建部町下神目 88-2 16 畑

岡山市北区 建部町下神目 89 304 田

岡山市北区 建部町下神目 90-1 211 畑

岡山市北区 建部町下神目 90-2 330 畑

岡山市北区 建部町土師方 31-1 581 田

岡山市北区 矢坂東町 2494 148 畑

岡山市中区 賞田 198-1 788 田

岡山市中区 賞田 201-3 121 田

岡山市中区 国府市場 356 1,243 田

岡山市中区 国府市場 357 896 田

岡山市中区 国府市場 951-1 256 畑

岡山市中区 雄町 530-1 2,204 田

岡山市中区 土田 9 439 畑

岡山市中区 土田 10 948 畑

岡山市中区 山崎 188 3,202 田

岡山市東区 浅越 792-2 514 田

岡山市東区 浅越 793 27 田

岡山市東区 浅越 886 1,008 田

岡山市東区 浅越 1080-2 1,527 畑

岡山市東区 西庄 620 456 畑

岡山市東区 宍甘 1139 247 畑

岡山市東区 宍甘 1191 306 田

岡山市東区 宍甘 1208-1 509 田

岡山市東区 古都宿 642-1 520 田

岡山市東区 古都宿 730 134 畑

岡山市東区 鉄 662-12 2,912 畑



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

岡山市東区 古都南方 241-1 802 田

岡山市東区 古都南方 261 1,172 田

岡山市東区 古都南方 298-1 1,204 田

岡山市東区 古都南方 298-2 30 田

岡山市東区 古都南方 306-1 285 田

岡山市東区 古都南方 306-2 348 田

岡山市東区 古都南方 306-3 710 田

岡山市東区 古都南方 307-1 790 田

岡山市東区 古都南方 307-2 380 田

岡山市東区 古都南方 307-3 140 田

岡山市東区 古都南方 331 1,143 田

岡山市東区 古都南方 355 1,062 田

岡山市東区 古都南方 362 2,462 田

岡山市東区 古都南方 1508-1 1,092 田

岡山市東区 古都南方 1850-1 559 田

岡山市東区 古都南方 1851-1 1,367 田

岡山市東区 古都南方 2318-1 898 田

岡山市東区 古都南方 2318-2 597 田

岡山市東区 古都南方 2664 1,084 田

岡山市東区 古都南方 2665 1,065 田

岡山市東区 西隆寺 339 784 田

岡山市東区 久保 57-1 2,144 田

岡山市東区 久保 766-1 1,051 田

岡山市東区 久保 767 478 田

岡山市東区 久保 781-13 3,290 畑

岡山市東区 久保 884-1 508 田

岡山市東区 君津 956-2 1,006 田

岡山市東区 君津 957 788 田

岡山市東区 金田 444 3,265 畑

岡山市東区 金田 596-1 1,470 田

岡山市東区 金田 598-3 429 田

岡山市東区 金田 601 186 田

岡山市東区 久々井 733-1 1,665 畑

岡山市東区 上阿知 938-3 592 田

岡山市東区 上阿知 1058-1 1,715 田

岡山市東区 上阿知 1060-1 518 田

岡山市東区 下阿知 797 1,110 田

岡山市東区 下阿知 800-1 932 田

岡山市東区 宿毛 1341 1,038 畑

岡山市東区 楢原 167-1 1,107 田

岡山市東区 草ケ部 580 975 畑

岡山市東区 中尾 690-1 256 畑

岡山市東区 中尾 691 42 畑



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

岡山市東区 上道北方 932 314 畑

岡山市東区 上道北方 940 347 畑

岡山市東区 瀬戸町寺地 278-1 854 田

岡山市東区 瀬戸町寺地 278-2 361 田

岡山市東区 瀬戸町寺地 278-3 198 田

岡山市東区 瀬戸町寺地 279-1 441 田

岡山市東区 瀬戸町寺地 279-3 127 田

岡山市東区 瀬戸町寺地 279-4 310 田

岡山市東区 瀬戸町万富 71-1 586 田

岡山市東区 瀬戸町万富 119-1 1,177 田

岡山市東区 瀬戸町万富 131-1 314 田

岡山市東区 瀬戸町鍛冶屋 1179-1 720 田

岡山市東区 瀬戸町塩納 1363-1 988 田

岡山市東区 瀬戸町塩納 1377 1,711 田

岡山市東区 瀬戸町塩納 1378 851 田

岡山市東区 瀬戸町塩納 1379 1,095 田

岡山市東区 瀬戸町坂根 493-1 883 田

岡山市東区 瀬戸町坂根 494 1,296 田

岡山市東区 瀬戸町江尻 633 660 畑

岡山市東区 瀬戸町江尻 648 1,800 田

岡山市東区 瀬戸町大内 1446-1 997 田

岡山市東区 瀬戸町大内 1446-3 150 田

岡山市東区 瀬戸町大内 1450-1 591 田

岡山市東区 瀬戸町大内 1505 399 畑

岡山市東区 瀬戸町大内 1512-1 1,201 畑

岡山市東区 瀬戸町大内 1514-1 479 畑

岡山市東区 瀬戸町大内 1521-1 864 畑

岡山市東区 瀬戸町大内 1666-2 241 畑

岡山市東区 瀬戸町大内 1965-1 954 畑

岡山市東区 瀬戸町大内 1965-5 568 田

岡山市南区 阿津 856-1 967 田

岡山市南区 箕島 375-1 1,510 田

岡山市南区 箕島 2433-1 962 田

岡山市南区 箕島 2619 238 田

岡山市南区 箕島 2681 1,054 田

岡山市南区 箕島 3522 845 田

岡山市南区 箕島 3527 1,173 田

岡山市南区 東畦 387-2 1,156 田

岡山市南区 東畦 387-3 2,897 田

岡山市南区 川張 603 173 畑

岡山市南区 川張 607-2 485 畑

玉野市 木目 1197-1 81 田

玉野市 長尾 1-5 495 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

玉野市 長尾 2-1 1,090 田

玉野市 長尾 1942-1 978 田

玉野市 胸上 197 311 畑

玉野市 胸上 282 174 畑

玉野市 胸上 289 186 畑

玉野市 胸上 292 1,071 畑

玉野市 胸上 298 857 畑

玉野市 胸上 783-1 229 田

玉野市 胸上 783-2 99 田

玉野市 胸上 841-1 395 田

玉野市 胸上 841-2 136 田

玉野市 北方 1300-1 460 田

玉野市 槌ケ原 128-1 145 田

玉野市 槌ケ原 137-1 517 田

玉野市 槌ケ原 142 264 田

玉野市 八浜町見石 695 552 田

玉野市 八浜町見石 716 1,423 田

備前市 久々井 995 453 田

備前市 久々井 997 315 田

備前市 久々井 998 422 田

備前市 新庄 1243-2 1,317 田

備前市 新庄 1244-1 922 田

備前市 新庄 1293-1 1,297 田

備前市 新庄 1297 1,214 田

備前市 新庄 1299-1 1,271 田

備前市 新庄 1330-1 1,210 田

備前市 新庄 1332 1,212 田

備前市 福田 125 1,657 田

備前市 福田 717-2 521 田

備前市 鶴海 1516-1 1,083 田

備前市 鶴海 1995 1,915 田

備前市 鶴海 3078-1 1,240 田

備前市 鶴海 3413-2 511 田

備前市 鶴海 3444 1,020 田

備前市 鶴海 3467 1,544 田

備前市 鶴海 3476 1,215 田

備前市 三石 1704-1 518 田

備前市 三石 1710-1 186 田

備前市 三石 1728-1 651 田

備前市 三石 1737-1 467 田

備前市 三石 1760-1 1,158 田

備前市 三石 1917 459 田

備前市 三石 1928 334 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

備前市 三石 1972 522 田

備前市 三石 1974 239 田

備前市 三石 1975-1 175 田

備前市 三石 1975-2 241 田

備前市 日生町寒河 2018 407 田

備前市 日生町寒河 2046-1 457 田

備前市 日生町寒河 2050-1 421 田

備前市 日生町寒河 2051-1 735 田

備前市 日生町寒河 2110 378 田

備前市 日生町寒河 2127 263 田

備前市 日生町寒河 3491-1 287 畑

備前市 日生町寒河 3500-1 231 田

備前市 日生町寒河 3503-1 461 田

備前市 日生町寒河 3809 320 田

備前市 日生町寒河 3820-1 467 田

備前市 日生町寒河 3821 937 田

備前市 日生町寒河 3830-1 168 田

備前市 日生町寒河 3863-1 274 畑

備前市 日生町寒河 3864-1 282 畑

備前市 日生町寒河 3936 427 田

備前市 吉永町岩崎 654 389 田

備前市 吉永町笹目 803 1,032 田

備前市 伊部 386-1 1,143 田

備前市 伊部 387-1 1,040 田

備前市 伊部 498-1 1,364 畑

備前市 伊部 1154-1 867 田

備前市 閑谷 1680-1 1,407 田

備前市 木谷 241-1 1,378 田

瀬戸内市 邑久町尾張 206 68 畑

瀬戸内市 邑久町尾張 207 269 畑

瀬戸内市 邑久町尻海 4634-1 937 畑

瀬戸内市 邑久町福谷 4209-2 1,438 畑

瀬戸内市 邑久町虫明 5282-120 789 樹園地

瀬戸内市 長船町飯井 360-1 1,355 田

瀬戸内市 長船町飯井 1575-1 490 田

瀬戸内市 長船町飯井 1580-1 954 田

瀬戸内市 長船町福岡 1139 1,640 田

赤磐市 長尾 463-1 350 田

赤磐市 岩田 221 708 田

赤磐市 岩田 529-1 541 田

赤磐市 熊崎 36 585 田

赤磐市 熊崎 643-1 330 田

赤磐市 沼田 113-1 326 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

赤磐市 沼田 210 864 畑

赤磐市 沼田 216 302 田

赤磐市 沼田 217 768 畑

赤磐市 正崎 495-1 273 畑

赤磐市 五日市 83-1 1,159 田

赤磐市 鴨前 102-1 483 畑

赤磐市 鴨前 139-1 869 田

赤磐市 鴨前 189-1 516 田

赤磐市 鴨前 197-1 202 田

赤磐市 鴨前 248-1 1,477 畑

赤磐市 鴨前 265-1 1,230 田

赤磐市 鴨前 364 274 畑

赤磐市 鴨前 377-1 627 畑

赤磐市 鴨前 378-1 315 畑

赤磐市 鴨前 426 73 畑

赤磐市 鴨前 427-1 904 畑

赤磐市 鴨前 610-1 305 田

赤磐市 西中 469-1 555 田

赤磐市 西中 470-1 1,590 田

赤磐市 西中 486-1 371 畑

赤磐市 西中 562 601 田

赤磐市 西中 579-1 374 田

赤磐市 西中 579-4 238 田

赤磐市 西中 606-1 640 田

赤磐市 西中 615-1 834 田

赤磐市 西中 616-1 819 田

赤磐市 西中 617-1 992 田

赤磐市 西中 618-1 1,042 田

赤磐市 西中 679-1 453 田

赤磐市 西中 717 1,244 田

赤磐市 西中 772-1 594 田

赤磐市 西中 801 808 田

赤磐市 西中 806 110 畑

赤磐市 西中 808 143 田

赤磐市 西中 810 346 田

赤磐市 西中 861-1 653 畑

赤磐市 西中 1354-2 164 畑

赤磐市 西中 1366-2 762 畑

赤磐市 西中 1636-244 2,930 畑

赤磐市 西中 1636-247 5,752 畑

赤磐市 下仁保 21-1 982 田

赤磐市 下仁保 863-1 563 田

赤磐市 下仁保 865 877 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

赤磐市 下仁保 866 1,207 田

赤磐市 下仁保 870 565 田

赤磐市 下仁保 871 309 田

赤磐市 下仁保 872 364 田

赤磐市 上仁保 122-1 726 田

赤磐市 上仁保 692 117 畑

赤磐市 上仁保 695-4 373 田

赤磐市 斗有 34-1 579 田

赤磐市 斗有 68-1 801 田

赤磐市 斗有 520-2 740 田

赤磐市 斗有 811 385 田

赤磐市 斗有 876 693 田

赤磐市 斗有 1303 375 畑

赤磐市 斗有 1308-1 1,782 畑

赤磐市 斗有 1308-2 1,790 畑

赤磐市 町苅田 1135 764 田

赤磐市 大苅田 461 599 畑

赤磐市 大苅田 466 725 田

赤磐市 由津里 419-1 1,568 田

赤磐市 西軽部 336 619 田

赤磐市 西軽部 563 1,047 田

赤磐市 西軽部 628 1,084 田

赤磐市 西軽部 714 839 田

赤磐市 西軽部 1009-1 833 田

赤磐市 西軽部 1021-1 520 田

赤磐市 西軽部 1117-1 342 田

赤磐市 西軽部 1144-1 789 田

赤磐市 東軽部 467-1 1,132 田

赤磐市 東軽部 830 390 畑

赤磐市 南佐古田 245 628 畑

赤磐市 南佐古田 254 429 畑

赤磐市 南佐古田 269-1 423 田

赤磐市 今井 61-1 1,082 田

赤磐市 今井 1501 1,941 田

赤磐市 坂辺 856-2 1,091 田

赤磐市 惣分 1579-2 655 田

赤磐市 惣分 1736 512 田

赤磐市 惣分 1746-1 669 田

赤磐市 惣分 1748-1 1,352 田

赤磐市 惣分 1748-2 270 畑

赤磐市 惣分 2492 1,780 田

赤磐市 惣分 2575-1 1,078 田

赤磐市 惣分 2766-1 2,092 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

赤磐市 大屋 333 970 田

赤磐市 大屋 334 548 田

赤磐市 山手 128 939 田

赤磐市 山手 219-1 1,248 田

赤磐市 山手 219-2 1,158 田

赤磐市 山手 482-1 839 田

赤磐市 山手 482-2 172 畑

赤磐市 山手 503 475 田

赤磐市 山手 512 1,449 田

赤磐市 山手 560 1,115 田

赤磐市 山手 807-1 581 田

赤磐市 山手 884 2,579 田

赤磐市 山手 889-1 1,628 田

赤磐市 山手 889-2 1,283 田

赤磐市 山手 892 2,186 田

赤磐市 山手 905-2 1,124 田

赤磐市 山手 906-1 843 田

赤磐市 山手 946 1,478 田

赤磐市 山手 950 1,320 田

赤磐市 山手 1019 1,498 田

赤磐市 山手 1020 1,788 田

赤磐市 山手 1024 675 田

赤磐市 山手 1028 849 田

赤磐市 山手 1029 992 田

赤磐市 山手 1054-1 889 田

赤磐市 山手 1054-2 280 畑

赤磐市 山手 1184 684 田

赤磐市 山手 1218 1,969 田

赤磐市 山手 1219 976 田

赤磐市 山手 1260-3 931 田

赤磐市 可真上 787 1,275 田

赤磐市 可真上 789 1,484 田

赤磐市 可真上 790 457 田

赤磐市 弥上 283 956 田

赤磐市 沢原 1263-1 708 田

赤磐市 沢原 1263-2 2,000 田

赤磐市 殿谷 378 244 畑

赤磐市 殿谷 382 403 畑

赤磐市 吉原 36-1 1,271 田

赤磐市 吉原 77-1 648 田

赤磐市 吉原 105-1 709 田

赤磐市 吉原 158-1 3,122 田

赤磐市 吉原 158-2 500 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

赤磐市 吉原 158-3 1,500 田

赤磐市 吉原 696-1 607 田

赤磐市 吉原 696-2 195 田

赤磐市 河田原 354-1 717 田

赤磐市 釣井 121 1,046 田

赤磐市 釣井 238 1,221 田

赤磐市 徳富 118-1 909 田

赤磐市 小瀬木 126-1 1,708 田

赤磐市 小瀬木 162-3 1,024 田

赤磐市 小瀬木 191-1 818 田

赤磐市 勢力 301-1 1,519 田

赤磐市 周匝 96-1 419 田

赤磐市 是里 4379 304 畑

赤磐市 是里 4380 799 田

赤磐市 稲蒔 784 713 田

赤磐市 稲蒔 795-1 305 田

赤磐市 稲蒔 836 516 田

赤磐市 仁堀東 1380 1,072 田

赤磐市 西勢実 69 773 田

赤磐市 西勢実 70-1 500 田

赤磐市 西勢実 85-1 743 田

赤磐市 斎富 438-1 1,090 田

赤磐市 斎富 475-1 957 田

赤磐市 斎富 614-1 497 田

赤磐市 斎富 647 1,241 田

赤磐市 斎富 648 1,010 田

赤磐市 斎富 649 977 田

赤磐市 斎富 746-1 995 田

赤磐市 馬屋 681-1 771 田

赤磐市 馬屋 858 477 田

赤磐市 馬屋 863 800 田

赤磐市 馬屋 868-1 172 田

赤磐市 馬屋 955 316 田

赤磐市 馬屋 956-1 134 田

赤磐市 馬屋 963-1 369 田

赤磐市 馬屋 963-2 744 田

赤磐市 南方 618-1 220 畑

赤磐市 和田 1 407 畑

赤磐市 和田 2 584 畑

赤磐市 和田 17 453 田

赤磐市 和田 19 784 田

赤磐市 和田 119 480 田

赤磐市 和田 126 411 田



市町村 大字 地番 面積（㎡） 登記地目

和気町 日笠上 356-1 1,945 田

和気町 日笠下 1883 2,078 田

和気町 日笠下 1886 2,543 田

和気町 吉田 462-1 810 田

和気町 藤野 1148-1 805 田

和気町 藤野 1149-1 67 田

和気町 大田原 55-2 620 田

和気町 大田原 56 1,640 田

和気町 父井原 1175 616 田

吉備中央町 溝部 585-1 478 畑

吉備中央町 溝部 642-1 227 田

吉備中央町 溝部 643-1 154 田

吉備中央町 溝部 716-2 288 田

吉備中央町 溝部 734 1,110 田

吉備中央町 豊野 21 1,414 田

吉備中央町 豊野 119 1,851 田

吉備中央町 豊野 121-1 500 田

吉備中央町 豊野 123-1 1,199 田

吉備中央町 豊野 4113-1 1,307 田

吉備中央町 豊野 4113-2 1,183 田

吉備中央町 豊野 4148-1 1,807 田

吉備中央町 豊野 4316 1,164 田

吉備中央町 豊野 4320 1,507 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・備前支部の連絡先】

　　住　　所　　岡山市北区弓之町10-26 第五近宣ビル3階

　　電話番号　　086-212-2210


