
弘前市農業委員会

農地流動化情報 令和4年1月14日現在

 （3）借りたい・買いたい

整理
番号

申出区分 希望地区 地目 面　積 利用目的 希望買受価格・希望賃借料

3 借受 独狐・蒔苗・藤代 田 ３００ａ 水稲 １０ａ当たり１万５千円

4 借受 蒔苗 ・ 元薬師堂・藤
代 ・ 東目屋

田 １ヶ所につき     
　４０ａ以上

水稲 １０ａ当たり１万８千円

6 買受 中別所字向野 畑 ３０ａ りんご １０ａ当たり３０万円

6 買受 宮舘字宮川、房崎 田 ５０ａ 水稲 １０ａ当たり３０万円

9 買受・借受 蒔苗付近 畑 100a～ りんご 買受価格・・・１０ａ当たり３０万円　　　　　 　
賃借料・・・10a当たり1万円

10 買受・借受 大川・青女子地区 田 １００a～２００a 水稲 交渉次第

11 買受・借受 清水地区 畑 ２００a～３００a りんご 交渉次第

12 買受 高杉・船沢地区 畑 ８０ａ～１００ａ りんご １０ａ当たり３０万円～３５万円

13 買受・借受 清水森・小栗山・松木
平・原ヶ平

畑 １０ａ～１００ａ りんご 買受価格･･･交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料・・・標準小作料

14 買受 津賀野字岡本 畑 ２０ａ りんご・
野菜

１０ａ当たり５０万円

16 買受 悪戸・下湯口地区 畑 ８０ａ～１００ａ りんご １０ａ当たり８０万円

18 買受 清水・千年地区 畑 ５０ａ以上 樹園地 １０ａ当たり１００万円

19 借受 町田地区 田 ２００ａ 水稲 １０ａ当たり１万５千円

20 買受・借受 藤代地区 畑 ３０ａ りんご 買受価格･･･１０ａ当たり３０万円～５０万円
賃借料・・・１０ａ当たり１万５千円

20 買受・借受 藤代地区 田 ６０ａ 水稲 買受価格･･･１０ａ当たり３０万円～５０万円
賃借料・・・１０ａ当たり１万５千円

21 買受 大川・三世寺・青女子
地区

畑 ６０ａ～１００ａ りんご 交渉次第

25 借受 船沢地区 畑 ３０ａ～４０ａ りんご １０ａ当たり２万円

26 買受 大沢地区 畑 ７０ａ りんご １０ａ当たり４０万円～５０万円

27 借受 松木平・小栗山・清水
森・堀越・大沢・石川

田 50a～250a（1ヶ所
につき50a以上）

水稲・
大豆

１０a当たり1万５千円前後

28 借受 新和・高杉・藤代地区 田 １００a～　　　　 水稲 １０a当たり1万３千円
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※情報に掲載されている方について詳細を知りたいときは、農業委員会の窓口へお越しください。希望者には氏名及び
連絡先をお知らせいたしますので、直接相手方と交渉していただくことになります。
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29 借受 独狐・蒔苗・藤代地区 田 いくらでも 水稲 １０a当たり２万５千円

30 買受 清水地区 畑 １００a～３００a りんご １０a当たり７０万円～８０万円

31 買受 小栗山・清水森地区 畑 ３０ａ りんご １０ａ当たり１００万円

33 借受 船沢・高杉地区 畑 ５０ａ りんご 交渉次第

34 借受 小栗山・清水森・松木
平・大沢地区

田 ３００ａ(１ヶ所につ
き３０ａ以上)

水稲・
大豆

１０ａ当たり１万５千円

35 借受 藤代・蒔苗地区 田 いくらでも 水稲 １０ａ当たり白米１俵

36 借受 藤代付近 田 ５０ａ 水稲 標準小作料

37 借受 新岡周辺（岩木（旧岩
木）地区）

畑 ５０ａ りんご 標準小作料

38 買受・借受 藤代・蒔苗・岩木 田 ３０ａ以上 水稲 買受価格…１０ａ当たり５０万円(交渉次第) 
賃借料…１０ａ当たり２万円又は白米1俵

39 借受 藤代・蒔苗・岩木 田 いくらでも 水稲 標準小作料

40 買受 五所・紙漉沢・水木在
家

田 ５０ａ りんご 交渉次第

42 買受・借受 貝沢・新和地区 田 ５０ａ 水稲 買受価格…交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料…標準小作料

42 買受・借受 貝沢・新和地区 畑 ５０ａ りんご 買受価格…交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料…標準小作料

43 借受 弘前市内 田 ５０ａ～２００ａ 水稲 １０ａ当たり２万円

45 借受 兼平・五代・新法師 畑 ５０ａ以上 りんご 標準小作料

48 買受・借受 如来瀬・鳥井野 田 １０ａ～ 水稲 買受価格…交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料…標準小作料

48 買受・借受 如来瀬・鳥井野 畑 １０ａ～ りんご 買受価格…交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料…標準小作料

50 買受・借受 高杉・船沢・藤代 田 ５００a 水稲 買受価格…交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料…１０ａ当たり１万円～１万５千円

50 買受・借受 高杉・船沢・藤代 畑 ３００ａ りんご 買受価格…交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料…１０ａ当たり１万円～１万５千円

51 買受・借受 鼻和・兼平・熊嶋・高
屋・藤代

田 １００ａ 水稲 買受価格…１０ａ当たり５０万円            　　
賃借料…標準小作料

52 借受 高杉・船沢地区 田 ５０ａ 水稲 １０ａ当たり白米１俵
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53 借受 堀越・松木平字宮元・
石川地区

田 いくらでも 水稲 標準小作料

54 買受 如来瀬・鳥井野・悪
戸・下湯口

畑 １００ａ りんご 交渉次第

55 買受 如来瀬・兼平 田 ３０ａ～１００ａ りんご 交渉次第

56 借受 高杉地区 畑 ５０ａ～１００a りんご １０a当たり１万５千円

58 買受・借受 船沢(弥生)・岩木地区 畑 買受…１００ａ　 　
借受…５０ａ

りんご・
花き

交渉次第

59 借受 弘前市内 田 ２００a 水稲 １０ａ当たり５千円

59 借受 弘前市内 畑 ８００a 野菜 １０ａ当たり５百円

60 借受 船沢地区（富栄・蒔
苗）

畑 ３０ａ りんご 標準小作料

61 買受・借受 船沢地区 畑 ３０ａ～１００ａ りんご 買受価格･･･交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料・・・１０ａ当たり１万４千円　　

62 買受・借受 高杉地区 畑 １０a～３０a 桃 交渉次第

63 買受・借受 新和・高杉・裾野地区 田 ８７０a 水稲 交渉次第

64 買受・借受 東目屋・岩木地区 田 10a～100a 水稲 交渉次第

64 買受・借受 東目屋・岩木地区 畑 10a～100a りんご 交渉次第

65 買受 岩木地区（高屋・熊
嶋・一町田・鼻和他）

畑 50a～ 果樹 １０a当たり５０万円

66 買受・借受 中別所・百沢（東岩木
山）

畑 60a～100a りんご 買受価格・・・１０a当たり２０～３０万円　　　
賃借料・・・１０a当たり５～１０万円

67 借受 相馬地区 畑 50a りんご 交渉次第

68 買受・借受 高杉地区（糠坪周辺） 畑 50a りんご 交渉次第

69 借受 高杉・鬼沢・船沢地区 畑 １００ａ りんご 交渉次第

70 借受 如来瀬・鳥井野・悪
戸・下湯口

畑 50a～100a りんご 弘前市賃借料情報による賃借料

71 買受・借受 岩木地区（新法師） 畑 ４０a りんご 買受価格･･･交渉次第　　　　　　　　　　　　
賃借料・・・１０ａ当たり１万円　　

72 買受・借受 船沢地区 畑 100ａ りんご 交渉次第
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※情報に掲載されている方について詳細を知りたいときは、農業委員会の窓口へお越しください。希望者には氏名及び
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73 借受 石川地区 畑 ４０a ﾈｷﾞ・に
んにく

１０ａ当たり４,６００円

74 買受・借受 三和・笹舘地区 畑 ５０a りんご 買受価格・・・総額５０～１００万円　　　　　
賃借料・・・１０a当たり６，０００円（交渉可）

75 買受・借受 清水・原ケ平地区・岩
木地区（兼平）

畑 一体で３０ａ、全部
で１００a

りんご 交渉次第　　

76 買受・借受 和徳地区（清野袋周
辺）・和徳・清水地区

畑 野菜20a、樹園地
1ヶ所で10ａ以上

野菜・
りんご

買受価格・・・交渉次第　　　　　　　　　　　 
賃借料・・・１０a当たり１２，０００円

77 買受・借受 相馬・千年地区 畑 50a～２00a りんご 交渉次第

78 買受・借受 堀越・豊田・和徳・藤
代・岩木・高杉

田
畑

30a～ 野菜 １０a当たり０～１万円　　　　　　　　　　　　　
平場、除雪道路沿い、道が広い農地希望

79 借受 土堂・熊嶋 田 20a～ 水稲 １０a当たり１万円

80 買受・借受 堀越・新里・門外・清
水地区・千年地区

田 20a～ にんに
く

交渉次第
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※情報に掲載されている方について詳細を知りたいときは、農業委員会の窓口へお越しください。希望者には氏名及び
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