
163 売渡 桜田字鴻ノ巣 田 有 １８．２６ 水稲 応相談
164 売渡 鶴ヶ岡字川袋 田 無 ３０．１６ 転作作物 応相談

165 売渡貸付 金木町嘉瀬上端山崎 畑 ３０．６１ 休耕畑 貸借無償
売買10万円

166 売渡 稲実字開野 田 無 １０５．１２ 水稲 応相談

167 売渡 米田字篠原
稲実字開野 田 有

無
１．３７
０．５３ 水稲 応相談

168 売渡 金木町嘉瀬雲雀野 田 無
有

15.37
69.75 転作作物 応相談

169 貸付 飯詰字狐野 樹園地 100.0 りんご 応相談
170 貸付 雛田 田 無 35.0 水稲 米1.5俵の価格

171 売買
長富字鎧石
長富字中道より南
長富字竹崎

田 無
65.49
48.76
 1.33

水稲 応相談

長富字二之沢添 畑 37.34 休耕畑
173 売渡 金木町芦野 畑 無 9.94 休耕畑 応相談
174 売渡 金山字盛山 畑 無 1.33 休耕畑 応相談
175 貸付 漆川字浅井 畑 無 8.32 休耕畑 応相談

176 売渡 金木町喜良市坂本 畑 無 20.39 休耕畑 応相談金木町喜良市相野山 220.84
178 貸付 梅田字福浦 畑 無 116.04 休耕畑 応相談
179 貸付 漆川字清水流 田 無 60.81 水稲 応相談

180 売渡 高野字柳田 樹園地 無 15.11 果樹 応相談畑 13.17 休耕畑
181 貸付 原子字山元 畑 無 20.92 休耕畑 応相談

受付
番号 区分 農地所在 地目 ほ場

整備 面積(a)
利用
状況

10a当り
希望価格

35 売渡

持子沢字三原

田 済

１３９．５

休耕田 55万円
（応相談）

高野字北原 ４．０
高野字柳田 ５３．１
前田野目字長峰 20．0

52 貸付 羽野木沢字隈無 畑 ６５．８ 原野化 標準
61 売渡 原子字紅葉 畑 19.4 休耕畑 15万円（応相談）

69 貸付売渡 毘沙門字上熊石 畑 27.9 休耕畑 交渉次第

76 売渡 金木町川倉宇田野 畑 １１．３ 休耕畑 30万円
79 貸付 金木町芦野 畑 19.8 休耕畑 1万円
80 貸付 梅田字福浦 畑 30.1 りんご 1.2万円
89 貸付 飯詰字狐野 畑 24.9 休耕畑 標準
97 売渡 金木町芦野 田 未 40.8 休耕畑 交渉次第

98 売渡
下岩崎字尾花原 田 未 22.05 麦 20万円
下岩崎字駒返 田 未 19.13 麦 20万円

101 貸付 金木町嘉瀬上端山崎 田 未 30.99 水稲 全部で米4俵
105 売渡 長富字鎧石 田 未 65.0 水稲 交渉次第
107 貸付 小曲字沼田 畑 8.5 休耕畑 無償貸与

108 貸付売渡 神山字山越 田 未 73.09 休耕田 売渡20～25万円
貸付交渉次第

117 売渡 金木町嘉瀬駒留 田 済 1.7 水稲 交渉次第
118 売渡 金木町嘉瀬駒留 田 済 3.92 水稲 交渉次第
120 貸付 金木町喜良市坂本 畑 19.17 休耕畑 5千円～1万円
121 貸付 金木町喜良市坂本 畑 13.63 休耕畑 5千円～1万円
122 貸付 金木町喜良市坂本 畑 13.71 休耕畑 5千円

123 売渡貸付 金木町喜良市坂本 畑 25.90 休耕畑 応相談

124 売渡 高瀬字鷹ノ爪 田 25.27 そば 15万円
126 売渡 金木町芦野 畑 9.50 休耕畑 応相談

127 売渡貸付

俵元字松代 田 0.67
休耕 応相談原子字紅葉 畑 32.54

豊成字田子ノ浦 田 2.15

128 売渡貸付 金木町嘉瀬雲雀野 畑 8.41 休耕畑 応相談

129 売渡 金木町喜良市坂本 畑 19.50 休耕畑 応相談
130 売渡 金木町喜良市坂本 畑 10.61 休耕畑 応相談
131 貸付 金木町芦野 畑 9.10 休耕畑 応相談
134 売渡 金木町芦野 畑 15.62 休耕畑 交渉次第

135 売渡貸付 原子字志多 田 済 0.72 休耕 交渉次第

139 売渡貸付 桜田字鴻ノ巣 畑 4.84 休耕畑 応相談

140 貸付 飯詰字森越 田 済 23.00 転作作物 2.7万円（平均的
な賃料希望）

142 売渡貸付 毘沙門字中熊石 畑 6.22 休耕畑 応相談

143 売渡
金木町嘉瀬雲雀野

田 無
3.07

休耕田 応相談
金木町嘉瀬萩元 1.16

146 売渡売買

持子沢字笠野前

畑

5.89 プルーン 貸借10a当り11,000円
売買価格25万円

持子沢字隠川
31.21 りんご 貸借10a当り11,000円

売買価格65万円

49.58 りんご 貸借10a当り11,000円
売買価格50万円

147 売渡 金木町嘉瀬雲雀野 田 有 30.80 水稲 売渡価格20万円
相談に応じる

148 貸付
金木町柏木鎧石 畑 44.95

休耕畑 無償
金木町嘉瀬萩元 畑 4.91

150 売渡 原子字山元 畑 31.12 休耕畑 総額10万円平成33年まで
果樹不可一般畑作可能

154 貸付
金木町浮洲

田
有 34.22

水稲 2万円
金木町蒔田酒井 0.62

155 貸付 新宮松元 田 1.35 休耕田 応相談
156 売渡 姥萢桜木 田 29.00 休耕田 応相談
157 売渡 金木町喜良市坂本 畑 23.60 休耕畑 応相談
158 貸付 金木町喜良市坂本 畑 19.96 休耕畑 応相談
159 貸付 金木町芦野 畑 9.06 休耕畑 応相談
162 売渡 松野木字影日 田 無 133．38 休耕田 応相談



地　区　名 五所川原地区 金木地区 市浦地区 合　　計
発 送 戸 数 4,155 1,434 576 6,165
回 答 件 数 1,395 548 173 2,116
回　答　率 33.57% 38.21% 30.03% 34.32％

意向内容
地　　　区

合　計
五所川原地区 金木地区 市浦地区

1. 農業への意向

①今後の農業経営について
将来も継続させたい 289 90 24 403
自分の代は継続したい 316 109 33 458

当面は続けたいがわからない 371 146 49 566
継続はむずかしい 286 125 29 440

その他 63 44 12 119
　②農業の経営規模について

規模拡大したい 227 60 20 307
規模縮小したい 189 73 21 283
現在の規模のまま 837 355 97 1,289

その他 0 0 1 1
　③後継者について

後継者有り 329 120 29 478
後継者無し 669 289 81 1,039

現在はいないが後継見込者はいる 293 99 26 418
その他 1 0 0 1

2. 経営規模の拡大を希望する場合の　　
具体的な方法
売　買 40 12 3 55
貸し借り 56 6 3 65
作業受委託 10 2 1 13

すでに人・農地プランへ位置づけている 32 9 3 44
今後、人・農地プランへの位置づけを予定している 18 5 0 23
すでに中間管理機構へ申し込んでいる 38 11 6 55
今後、中間管理機構へ申し込み予定 28 10 2 40

その他 0 1 0 1
3. 経営規模の縮小を希望する場合の

具体的な方法
売　買 40 12 3 113
貸し借り 56 6 3 53
作業受委託 10 2 1 3

すでに人・農地プランへ位置づけている 32 9 3 8
今後、人・農地プランへの位置づけを予定している 18 5 0 4
すでに中間管理機構へ申し込んでいる 38 11 6 16
今後、中間管理機構へ申し込み予定 28 10 2 67

その他 0 1 0 10
4. 売買・貸借を行う場合（相手方）
の所在範囲をどの程度に考えますか

集落内に限る 253 71 29 353
隣接集落であればよい 158 57 17 232
市内であればよい 56 20 7 83
他市町村でも良い 20 8 1 29
こだわらない 411 160 41 612

5. 経営規模の縮小を希望する場合の
具体的な意向

田 1,766,471 503,093 275,496 2,545060
畑 206,840 219,840 29,925 456,605
樹園地 95,281 6,340 0 101,621
その他 0 0 0 0



163 売渡 桜田字鴻ノ巣 田 有 １８．２６ 水稲 応相談
164 売渡 鶴ヶ岡字川袋 田 無 ３０．１６ 転作作物 応相談

165 売渡貸付 金木町嘉瀬上端山崎 畑 ３０．６１ 休耕畑 貸借無償
売買10万円

166 売渡 稲実字開野 田 無 １０５．１２ 水稲 応相談

167 売渡 米田字篠原
稲実字開野 田 有

無
１．３７
０．５３ 水稲 応相談

168 売渡 金木町嘉瀬雲雀野 田 無
有

15.37
69.75 転作作物 応相談

169 貸付 飯詰字狐野 樹園地 100.0 りんご 応相談
170 貸付 雛田 田 無 35.0 水稲 米1.5俵の価格

171 売買
長富字鎧石
長富字中道より南
長富字竹崎

田 無
65.49
48.76
 1.33

水稲 応相談

長富字二之沢添 畑 37.34 休耕畑
173 売渡 金木町芦野 畑 無 9.94 休耕畑 応相談
174 売渡 金山字盛山 畑 無 1.33 休耕畑 応相談
175 貸付 漆川字浅井 畑 無 8.32 休耕畑 応相談

176 売渡 金木町喜良市坂本 畑 無 20.39 休耕畑 応相談金木町喜良市相野山 220.84
178 貸付 梅田字福浦 畑 無 116.04 休耕畑 応相談
179 貸付 漆川字清水流 田 無 60.81 水稲 応相談

180 売渡 高野字柳田 樹園地 無 15.11 果樹 応相談畑 13.17 休耕畑
181 貸付 原子字山元 畑 無 20.92 休耕畑 応相談

受付
番号 区分 農地所在 地目 ほ場

整備 面積(a)
利用
状況

10a当り
希望価格

35 売渡

持子沢字三原

田 済

１３９．５

休耕田 55万円
（応相談）

高野字北原 ４．０
高野字柳田 ５３．１
前田野目字長峰 20．0

52 貸付 羽野木沢字隈無 畑 ６５．８ 原野化 標準
61 売渡 原子字紅葉 畑 19.4 休耕畑 15万円（応相談）

69 貸付売渡 毘沙門字上熊石 畑 27.9 休耕畑 交渉次第

76 売渡 金木町川倉宇田野 畑 １１．３ 休耕畑 30万円
79 貸付 金木町芦野 畑 19.8 休耕畑 1万円
80 貸付 梅田字福浦 畑 30.1 りんご 1.2万円
89 貸付 飯詰字狐野 畑 24.9 休耕畑 標準
97 売渡 金木町芦野 田 未 40.8 休耕畑 交渉次第

98 売渡
下岩崎字尾花原 田 未 22.05 麦 20万円
下岩崎字駒返 田 未 19.13 麦 20万円

101 貸付 金木町嘉瀬上端山崎 田 未 30.99 水稲 全部で米4俵
105 売渡 長富字鎧石 田 未 65.0 水稲 交渉次第
107 貸付 小曲字沼田 畑 8.5 休耕畑 無償貸与

108 貸付売渡 神山字山越 田 未 73.09 休耕田 売渡20～25万円
貸付交渉次第

117 売渡 金木町嘉瀬駒留 田 済 1.7 水稲 交渉次第
118 売渡 金木町嘉瀬駒留 田 済 3.92 水稲 交渉次第
120 貸付 金木町喜良市坂本 畑 19.17 休耕畑 5千円～1万円
121 貸付 金木町喜良市坂本 畑 13.63 休耕畑 5千円～1万円
122 貸付 金木町喜良市坂本 畑 13.71 休耕畑 5千円

123 売渡貸付 金木町喜良市坂本 畑 25.90 休耕畑 応相談

124 売渡 高瀬字鷹ノ爪 田 25.27 そば 15万円
126 売渡 金木町芦野 畑 9.50 休耕畑 応相談

127 売渡貸付

俵元字松代 田 0.67
休耕 応相談原子字紅葉 畑 32.54

豊成字田子ノ浦 田 2.15

128 売渡貸付 金木町嘉瀬雲雀野 畑 8.41 休耕畑 応相談

129 売渡 金木町喜良市坂本 畑 19.50 休耕畑 応相談
130 売渡 金木町喜良市坂本 畑 10.61 休耕畑 応相談
131 貸付 金木町芦野 畑 9.10 休耕畑 応相談
134 売渡 金木町芦野 畑 15.62 休耕畑 交渉次第

135 売渡貸付 原子字志多 田 済 0.72 休耕 交渉次第

139 売渡貸付 桜田字鴻ノ巣 畑 4.84 休耕畑 応相談

140 貸付 飯詰字森越 田 済 23.00 転作作物 2.7万円（平均的
な賃料希望）

142 売渡貸付 毘沙門字中熊石 畑 6.22 休耕畑 応相談

143 売渡
金木町嘉瀬雲雀野

田 無
3.07

休耕田 応相談
金木町嘉瀬萩元 1.16

146 売渡売買

持子沢字笠野前

畑

5.89 プルーン 貸借10a当り11,000円
売買価格25万円

持子沢字隠川
31.21 りんご 貸借10a当り11,000円

売買価格65万円

49.58 りんご 貸借10a当り11,000円
売買価格50万円

147 売渡 金木町嘉瀬雲雀野 田 有 30.80 水稲 売渡価格20万円
相談に応じる

148 貸付
金木町柏木鎧石 畑 44.95

休耕畑 無償
金木町嘉瀬萩元 畑 4.91

150 売渡 原子字山元 畑 31.12 休耕畑 総額10万円平成33年まで
果樹不可一般畑作可能

154 貸付
金木町浮洲

田
有 34.22

水稲 2万円
金木町蒔田酒井 0.62

155 貸付 新宮松元 田 1.35 休耕田 応相談
156 売渡 姥萢桜木 田 29.00 休耕田 応相談
157 売渡 金木町喜良市坂本 畑 23.60 休耕畑 応相談
158 貸付 金木町喜良市坂本 畑 19.96 休耕畑 応相談
159 貸付 金木町芦野 畑 9.06 休耕畑 応相談
162 売渡 松野木字影日 田 無 133．38 休耕田 応相談




