
大字 字 地番 単価/10ａ （円/年）

01-27-0009 松山市 高木町 203番1 田 1,089 無償

01-27-0010 松山市 太山寺町 甲429番1 田 992 無償

01-27-0014 松山市 祝谷東町 乙700-1 畑 3,358 要相談 要相談

01-27-0015 松山市 祝谷東町 乙700-4 畑 485 要相談 要相談

01-27-0020 松山市 浄瑠璃町 甲179番1 田 655 要相談 遊休農地

01-27-0021 松山市 太山寺町 829番 田 1,080 無償 遊休農地

01-28-0022 松山市 小浜 甲1710番1 畑 955 無償

01-28-0023 松山市 小浜 甲1710番2 畑 85 無償

01-28-0024 松山市 小浜 甲1729番 畑 3,314 無償

01-28-0025 松山市 小浜 甲2386番 畑 749 無償

01-28-0026 松山市 小浜 乙92番 畑 2,080 無償

01-29-0040 松山市 中西外 60番1 田 341 無償

01-29-0041 松山市 中西外 60番2 田 4 無償

01-29-0042 松山市 中西外 60番3 田 106 無償

01-29-0049 松山市 小山田 甲163番 田 1,436 無償

01-29-0050 松山市 小山田 甲165番1 田 273 無償

01-29-0051 松山市 小山田 甲358番 畑 85 無償

01-29-0054 松山市 小山田 甲377番1 田 281 無償

01-29-0055 松山市 小山田 甲413番 田 1,258 無償

01-29-0059 松山市 小山田 甲1166番 畑 33 無償

01-29-0067 松山市 上伊台町 240番1 田 136 無償

01-29-0068 松山市 上伊台町 240番2 田 93 無償

01-29-0069 松山市 上伊台町 222番1 田 237 無償

01-29-0070 松山市 上伊台町 223番1 田 131 無償

01-29-0071 松山市 上伊台町 225番1 田 489 無償

01-29-0072 松山市 上伊台町 225番2 田 3 無償

01-30-0097 松山市 庄 甲757番 田 574 要相談

01-01-0098 松山市 志津川町 455番1 田 1,282 無償

01-01-0099 松山市 東方町 甲2266番 田 284 無償

01-01-0100 松山市 余戸西3丁目 2463番1 田 1,229 無償

01-01-0101 松山市 院内 甲40番1 田 2,199 要相談

01-01-0102 松山市 院内 甲40番2 畑 58 要相談

01-01-0103 松山市 院内 甲40番4 田 254 要相談

01-01-0104 松山市 院内 甲45番1 田 1,198 要相談

01-01-0105 松山市 院内 甲46番1 田 810 要相談

01-01-0106 松山市 院内 甲47番1 田 872 要相談

01-01-0107 松山市 院内 甲250番 田 587 要相談

01-01-0108 松山市 院内 甲251番1 田 746 要相談

01-01-0109 松山市 院内 甲251番2 田 119 要相談

01-01-0110 松山市 院内 甲251番3 田 67 要相談

01-01-0111 松山市 院内 甲271番1 畑 1,407 要相談

01-01-0112 松山市 院内 乙16番4 畑 509 要相談

01-01-0123 松山市 平井町 2900番 田 330 無償

01-02-0132 松山市 東方町 甲2014番1 田 1,113 要相談

01-03-0135 松山市 余戸南二丁目 1172番1 田 1,239 要相談

01-03-0136 松山市 星岡2丁目 456番1 田 879 要相談

01-03-0144 松山市 余戸南1丁目 149番 田 1,103 要相談

01-03-0145 松山市 余戸南1丁目 439番1 田 541 要相談

01-03-0146 松山市 余戸南1丁目 480番1 田 1,367 要相談

01-04-0158 松山市 河野別府 1063番 田 1,211 無償
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01-04-0159 松山市 恵原町 1106番1 田 1,022 無償 進入路、入口狭い

01-04-0161 松山市 上野町 甲1423番1 畑 1,520 要相談

01-04-0162 松山市 上野町 甲1423番2 畑 687 要相談

01-04-0163 松山市 上野町 甲1424番1 畑 929 要相談

01-04-0164 松山市 上野町 甲1424番2 畑 140 要相談

01-04-0165 松山市 上野町 甲1425番1 畑 846 要相談

01-04-0166 松山市 上野町 甲1425番2 畑 347 要相談

01-04-0167 松山市 北条辻 534番 田 1,461 要相談

01-04-0168 松山市 内宮町 730番 畑 372 要相談

01-04-0169 松山市 上野町 甲555番 田 1,018 要相談

01-04-0170 松山市 恵原町 甲871番1 田 964 要相談

01-04-0171 松山市 上野町 甲201番1 田 527 要相談

01-04-0172 松山市 上野町 甲201番3 田 332 要相談

01-04-0173 松山市 上野町 甲434番2 田 1,315 要相談

01-04-0174 松山市 上野町 甲445番1 田 540 要相談

01-04-0175 松山市 上野町 甲445番3 田 720 要相談

01-04-0176 松山市 上野町 甲551番 田 224 要相談

01-04-0177 松山市 上野町 甲556番 田 442 要相談

01-04-0178 松山市 上野町 甲557番 田 575 要相談

01-04-0179 松山市 上野町 甲558番1 田 357 要相談

01-04-0180 松山市 上野町 甲558番2 田 251 要相談

01-04-0181 松山市 上野町 甲810番 田 532 要相談

01-04-0182 松山市 上野町 甲1219番1 田 1,858 要相談

01-04-0183 松山市 浄瑠璃町 甲508番1 田 496 無償 永年性作物は不可

01-05-0184 松山市 南土居町 347番1 田 1,113 要相談

01-05-0185 松山市 南土居町 348番1 田 528 要相談

01-05-0186 松山市 南土居町 459番1 田 243 要相談

01-05-0187 松山市 南土居町 509番1 田 261 要相談

01-05-0188 松山市 南土居町 510番1 田 974 要相談

※　農地情報は、随時更新予定です。 79 60,320

甲555番とともに一括で
の借受を希望


