
次回借受希望
リスト公表日

北海道 （公財）北海道農業公社 9/1～9/30 6月下旬 申出書
募集区域の市町村又は市町村公社、又は機
構へ持参又は郵送

募集の締切日から５年間

メール

機構、機構地域相談員又は市町村に持参又
は郵送

岩手県 （公社）岩手県農業公社 受付中（～6/20） 7/1 申請書 機構又は市町村へ持参又は郵送 取り下げ申請書が提出されるまで

メール

市町村に持参又は郵送（複数市町村へ申込す
る場合は直接機構に持参又は郵送）

メール

市町村又は機構へ持参又は郵送

メール

市町村に持参又は郵送

メール

市町村又は機構へ持参又は郵送

茨城県 （公社）茨城県農林振興公社 受付中（～H29 3/31） 毎月中旬 申込書 市町村又は機構へ持参又は郵送
公募終了の翌日から１年間
（希望者は自動更新）

HP応募フォーム（左記の申出書は不要）

機構又は市町へ持参又は郵送

群馬県 （公財）群馬県農業公社 受付中（～6/10） 6月下旬 応募書 機構へ持参又は郵送 平成32年3月31日まで

メール

機構へ持参、郵送又はＦＡＸ

千葉県 （公社）千葉県園芸協会 受付中（随時） 4月下旬 申込書 市町村又は機構へ持参又は郵送 取り下げ申請書が提出されるまで

東京都 （公財）東京都農林水産振興財団 受付中（随時） 未定 申請書 募集区域の市町村へ持参、郵送又はFAX 当分の間有効

メール

機構又は市町村にメール、FAX、持参、郵送
のいずれか

メール

機構に持参、郵送、メール 又は ＦＡＸ

長野県 （公財）長野県農業開発公社 受付中（随時） 年2回（5月、10月） 申込書 市町村へメール、郵送又は持参 取り下げの申し出があるまで

山梨県 （公財）山梨県農業振興公社 受付中（～7/10） ７月下旬 申込書 取り下げ申請書が提出されるまで

神奈川県 （公社）神奈川県農業公社 受付中（～6/30） 7月上旬 申出書 当該募集期間の終了の翌日から１年間

埼玉県 （公社）埼玉県農林公社 6/20～7/20 7月下旬 申込書 募集期間の終了の翌日から２年間

栃木県 （公財）栃木県農業振興公社 受付中（随時） 未定 申出書 平成33年3月31日まで

福島県 （公財）福島県農業振興公社 受付中（随時） 毎月中旬 申請書
応募した年度の翌々年度の年度末
（本年度は平成31年3月31日）まで

山形県 （公財）やまがた農業支援センター 受付中（～H29 1/31） H28 9月下旬
（８月末までの応募分）

申込書 取り下げの申し出があるまで

秋田県 （公社）秋田県農業公社 受付中（随時）
受付けした月の

翌月（随時）
申請書

翌年度の公募公表日の前日まで
（希望者は自動更新）

各都道府県の農地中間管理機構の公募状況（平成２８年６月１日時点）

※　掲載されている公募状況は平成２８年６月１日時点における予定のものです。最新の公募状況は必ず各機構のＨＰをご確認いただき、必要に応じてお問い合わせください。

都道府県 名称
現在の公募状況

又は次回の公募時期
借受公募
申請書類

借受公募申請書
提出先

借受公募リスト
有効期間

宮城県 （公社）みやぎ農業振興公社 未定 未定 申込書
公表の日から１年間有効
（希望者は自動更新）

青森県 （公社）あおもり農林業支援センター 受付中（随時） 6月上旬 申請書 取り下げの申し出があるまで
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各都道府県の農地中間管理機構の公募状況（平成２８年６月１日時点）
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静岡県 （公社）静岡県農業振興公社 受付中（随時） 7月中旬 申込書
機構、市町又は業務委託先(農協等)へ持参
又は郵送、メール

当該募集間終了翌日から１年間
(取り下げの申し出があるまで自動更新)

新潟県 （公社）新潟県農林公社 受付中（～6/30） 7月下旬 申出書 市町村、ＪＡ等へ持参又は郵送
公表の日より１年間
（希望者は自動更新）

富山県 （公社）富山県農林水産公社 受付中（～H29 1/31) 7/15
6月1日以降公
社HPに公表

市町村へ持参又は郵送 応募後5年間

石川県 （公財）いしかわ農業総合支援機構 8/1～8/31（予定） 9月中旬 申出書
公募区域を管轄する市町、ＪＡへ持参又は郵
送

応募後1年間
（希望者は自動更新）

申請書①

申請書②

岐阜県 （一社）岐阜県農畜産公社 受付中（随時）
７月中旬

（H28.6末までの受
付分）

申込書
機構又は地域窓口（市町村・JA）へ持参又は
郵送

取り下げ申請書の提出等まで

愛知県 （公財）愛知県農業振興基金 受付中（～6/30) 7/15 申込書
機構ＨＰで公表した提出先（市町村、農協等）
へ持参又は郵送及びメール

取り下げ申請書の提出等まで

三重県 （公財）三重県農林水産支援センター 受付中（～6/20) 未定 申込書 機構、JA、市町へ持参又は郵送
2年間（２年を経過した最初の公募の終
了日まで有効）

メール

機構へ持参又は郵送
又は、市町、ＪＡへの持参

ＦＡＸ又はメールは直接機構

郵送又は持参の場合は各市町村

メール

機構へ持参、郵送又はFAX

メール

機構へＦＡＸ、郵送、持参
又は、農地管理事務所へ持参

メール

機構へ持参、ＦＡＸ、郵送
又は市町村へ持参

メール

機構、各ＪＡ、市町村に持参、郵送又はＦＡＸ

島根県 （公財）しまね農業振興公社 未定 未定 申請書 機構へ持参又は郵送 募集期間終了の翌日から2年間

岡山県 （公財）岡山県農林漁業担い手育成財団 受付中（～Ｈ29 3/31） 未定 申込書 機構支部へ持参又は郵送 取り下げ申請書が提出されるまで

鳥取県 （公財）鳥取県農業農村担い手育成機構 受付中（～6/10） 未定 申込書 応募後2年間
市町村へ持参又は
機構へメール

和歌山県 （公財）和歌山県農業公社 受付中（随時） 翌月の20日頃 申請書
申込書の提出があった公募月最終日の
翌日から1年間

奈良県 （公財）なら担い手・農地サポートセンター 受付中（随時） 7月上旬 申込書 公表日の属する月の１日から１年間

兵庫県 （公社）兵庫みどり公社 受付中（～6/30） ７月下旬（予定） 申請書
平成27年度受付分：平成28年6月末日
平成28年度受付分：平成29年6月末日

大阪府 （一財）大阪府みどり公社 6/15～7/15 7月下旬 申請書 公表から１年間

京都府 （公社）京都府農業総合支援センター 7/1～8/1 未定 申込書 公表後１年間

滋賀県 （公財）滋賀県農林漁業担い手育成基金 受付中（～6/30） 未定 申込書 平成29年3月末日

福井県 （公社）ふくい農林水産支援センター 7月～8月（予定） 10月、1月（予定） 機構又は市町へ持参又は郵送 応募後１年間
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広島県 （一財）広島県森林整備・農業振興財団 受付中 未定 申込書
市町へ持参又は郵送（複数市町に応募する場
合は、主な市町又は機構へ持参又は郵送）

応募後１年間
（希望者は自動更新）

山口県 （公財）やまぐち農林振興公社 受付中（～H29 3/31） 7/1
申込書・

意向確認シート
機構又は市町へ持参又は郵送

応募後１年間
（希望者は自動更新）

愛媛県 （公財）えひめ農林漁業振興機構 受付中（～6/3） 6月中旬（予定） 申込書
機構、市町村又は農業委員会へ持参又は郵
送

応募後１年間
（希望者は自動更新）

メール

機構へ郵送

メール

機構、市町へ持参又は郵送

長崎県 （公財）長崎県農業振興公社 受付中（～6/10） 6月下旬（予定） 申出書 機構、市町又は市町公社へ持参又は郵送 取り下げ申請書が提出されるまで

熊本県 （公財）熊本県農業公社 受付中（随時）
公募１ヶ月分を取り

まとめ随時公表
申出書 機構、市町村又はJAへ持参又は郵送 公募申込月（各月）の翌月1日から３年間

メール

市町村へ持参又は郵送

宮崎県 （公社）宮崎県農業振興公社 受付中（随時）
公募１ヶ月分を取り

まとめ随時公表
申込書 市町村へ持参又は郵送 取り下げ申請書が提出されるまで

メール

機構、市町村、農業委員会等へ持参

沖縄県 （公財）沖縄県農業振興公社 受付中（随時）
受付けした月の

翌月（随時）
申請書 機構又は市町村へ持参又は郵送 公表の日から２年間

鹿児島県 （公財）鹿児島県地域振興公社 未定
6月中旬（予定）

(5月分）
申込書 取り下げ申請書が提出されるまで

大分県 （公社）大分県農業農村振興公社 未定 未定 申出書 募集開始から２年間

佐賀県 （公社）佐賀県農業公社 未定 未定 申出書 募集開始日から１年間

福岡県 （公財）福岡県農業振興推進機構 受付中（～6/6） 6月下旬（予定） 申出書 次回公募まで

高知県 （公財）高知県農業公社 6月中旬予定 未定 申込書
申請した年度限り
（希望者は自動更新）

香川県 （公財）香川県農地機構 7/1～8/1 未定 申請書
申請した年度限り
（希望者は自動更新）

メール

機構、市町村へ持参、郵送
機構へメール（仮申込）

徳島県 （公財）徳島県農業開発公社 未定 未定 申出書 取り下げ申請書が提出されるまで機構へ郵送、FAX又はメール
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