
農地中間管理事業における公募の区域について 2018/04/01現在

市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募

A
八島町の一部・藤原町の一部・鹿野園町・鉢伏町・横井町　その他
東市地区の一部地域

奈良盆地で農地の大部分は水田地域。水稲の他に
野菜、花き類などの生産が行われている。

やや少ない

B
北永井町の一部・北之庄町の一部・南永井町の一部　その他明治地
区の一部地域

奈良盆地で農地の大部分は水田地域。水稲の他に
野菜、花き類などの生産が行われている。

やや少ない

C 今市町の一部・柴屋町・田中町・池田町・山町・窪之庄町
奈良盆地で農地の大部分は水田地域。水稲の他に
野菜、花き類などの生産が行われている。

やや少ない

D
米谷町・中畑町・興隆寺町・南椿尾町・北椿尾町・菩提山町・高樋
町・虚空蔵町

奈良盆地で農地の大部分は水田地域。水稲の他に
野菜などの生産が行われている。

やや少ない

E
横田町・茗荷町・矢田原町・長谷町・杣ノ川町・南田原町・中之庄
町・中貫町・大野町・日笠町・沓掛町・比瀬町・和田町・須山町・
誓多林町・田原春日野町・水間町・別所町

東部山麓地域で茶園の造成により大和茶の特産
地。水田についてはほ場整備により水稲の他に野
菜、花き類などの生産が行われている。

やや少ない

F 柳生町・柳生下町・興ヶ原町・邑地町・大保町・丹生町・北野山町
東部山麓地域で国営の農地造成により大和茶の特
産地。河川流域の水田は基盤整備の未整備地も多
い。

やや少ない

G 大柳生町・阪原町・大平尾町・忍辱山町・大慈山町
東部山麓地域で、ほ場整備により優良農地が多
く、水稲・野菜類などの生産が行われている。
樹園地については、急斜面が多く点在している。

やや少ない

H
須川町・南庄町・平清水町・生琉里町・東鳴川町・その他東里地区
の一部地域

東部山麓地域の木津川流域に位置し、河川沿いに
不整形な水田が分布している。

やや少ない

I
狭川両町・西狭川町・下狭川町・狭川東町　その他狭川地区の一部
地域

東部山麓地域の木津川流域に位置し、河川沿いに
不整形な水田が分布している。

やや少ない

J
都祁南之庄町・都祁甲岡町・来迎寺町・都祁友田町・藺生町・都祁
小山戸町・都祁相河町・都祁吐山町・都祁白石町・針町

大和高原で国営による区画整理や農地造成が完
了。水稲を中心にトマト、花きなど栽培されてい
る。

やや少ない

K 針ヶ別所町・小倉町・上深川町・下深川町・荻町・都祁馬場町
大和高原で国営による区画整理や農地造成が完
了。水稲、茶を中心にトマト、ホウレンソウ、花
きなどの栽培が行われている。

やや少ない

L 月ヶ瀬石打・月ヶ瀬尾山・月ヶ瀬長引
大和高原の起伏の多い丘陵地帯で、国営による区
画整理や農地造成が完了。大和茶の特産地。水稲
やスイカ、大根などの栽培が行われている。

やや少ない

M 月ヶ瀬嵩・月ヶ瀬月瀬・月ヶ瀬桃香野
大和高原の急峻な山地地帯で、国営による農地造
成が完了。大和茶中心の経営が多く行われてい
る。

やや少ない

区域番号

（旧月ヶ瀬村）

1

（旧奈良市）

（旧都祁村）

奈良市
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A 大谷・池田・市場 少ない

B 神楽 少ない

C 松塚・藤森・池尻・土庫
少ない

（松塚はやや多い）

D 磯野・東中 少ない

E 今里・田井・曽大根・出・西坊城・秋吉・奥田・吉井・根成柿 少ない
（田井・曽大根はやや多い）

A 九条町・観音寺町・野垣内町・高田町・新木町・柳町・九条平野町
奈良盆地で大部分は市街化地域。当地区は市特産
の金魚を育てる水田養魚が盛んである。

少ない

B 天井町・本庄町・杉町・丹後庄町・筒井町
奈良盆地で各集落の間に農地が点在。水田養魚が
盛んであり、他にイチゴなどの施設園芸が行われ
ている。

少ない

C 城町・外川町・新町・矢田町・山田町・矢田山町・泉原町・千日町
奈良盆地で大部分は矢田山丘陵地帯。傾斜地では
小規模、不整形な基盤条件。水稲を中心に果樹、
野菜の栽培が行われている。

少ない

D
若槻町・井戸野町・番匠田中町・大江町・美濃庄町・上三橋町・下
三橋町・稗田町

奈良盆地で旧条里制のもとに区画の整った農地が
多い。水稲の他にイチゴやナス、トマトの栽培が
取り入れられ、意欲的な農業経営が行われてい
る。

少ない

E
横田町・白土町・中城町・番条町・新庄町・石川町・発志院町・檪
枝町・伊豆七条町

奈良盆地で２０ｈａ以上の団地性を有しており、
旧条里制のもとに区画の整った農地が多い。水稲
の他にイチゴやトマトなどの栽培が行われてい
る。

少ない

F
椎木町・馬司町・長安寺町・柏木町・額田部北町・八条町・今国府
町・宮堂町・西町・池沢町・額田部南町・額田部寺町

奈良盆地で大部分は水田。市街化区域と直接接し
ており農用地は少ない。水稲のほか、施設園芸が
行われている。

少ない

G
小泉町・小林町・小南町・池之内町・田中町・満願寺町・豊浦町・
北西町

奈良盆地で１０ｈａ以上の団地化を有している。
水稲のほか、イチジクなどの果樹やイチゴの栽培
が行われている

少ない

奈良盆地で農地の約８割が水田。都市近郊を生か
した軟弱野菜（ホウレンソウ・ネギ・コマツナな
ど）の栽培や水稲の栽培が行われている。

3

2大和高田市

大和郡山市
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A
藤井町・上仁興町・下仁興町・苣原町・滝本町・内馬場町・布留
町・豊井町・豊田町・石上町・田部町・岩屋町・別所町・丹波市
町・田町・勾田町・杣之内町

山麓地帯では傾斜地が多く、団地規模も小さい。
ブドウやカキなどの果樹栽培が行われている。一
部、区画整理が行われ、水稲や軟弱野菜の栽培が
行われている。

少ない

B

杉本町・平等坊町・小路町・南六条町・中町・喜殿町・上総町・小
田中町・指柳町・富堂町・岩室町・西井戸堂町・東井戸堂町・備前
町・吉田町・合場町・小島町・庵治町・嘉幡町・二階堂南菅田町・
二階堂北菅田町・二階堂上ノ庄町・荒蒔町・稲葉町・九条町

奈良盆地で田畑輪換による野菜と水稲の栽培が行
われている。都市近郊を生かし、施設園芸が意欲
的に行われている。

やや少ない

C
佐保庄町・三昧田町・福知堂町・永原町・長柄町・兵庫町・岸田
町・中山町・成願寺町・萱生町・竹之内町・乙木町・園原町・新泉
町

奈良盆地で田畑輪換による野菜と水稲の栽培が行
われている。都市近郊を生かし、施設園芸が意欲
的に行われている。山沿いではカキなどの果樹栽
培も行われている。

やや少ない

D 柳本町・渋谷町・武蔵町・遠田町・桧垣町・海知町
奈良盆地で田畑輪換による野菜と水稲の栽培が行
われている。都市近郊を生かし、施設園芸が意欲
的に行われている。

やや少ない

E 櫟本町・楢町・蔵之庄町・森本町・中之庄町・和爾町
奈良盆地で田畑輪換による野菜と水稲の栽培が行
われている。都市近郊を生かし、施設園芸が意欲
的に行われている。

やや少ない

F 福住町・山田町・長滝町
大和高原で多くは森林地帯である。冷涼な気候を
生かし、茶や水稲、シイタケなどの栽培が行われ
ている。

少ない

A
醍醐町・上飛騨町・高殿町・法花寺町・別所町・縄手町・東池尻
町・南山町・南浦町・木之本町・下八釣町・膳夫町・出合町・戒外
町・出垣内町

少ない

B 曲川町・古川町・東坊城町・雲梯町・忌部町・新堂町 少ない

C
十市町・葛本町・常盤町・東竹田町・中町・太田市町・新賀町・木
原町・新口町・西新堂町

少ない

D 川西町・一町・観音寺町・北越智町・光陽町 少ない

E
曽我町・土橋町・中曽司町・豊田町・飯高町・大垣町・大谷町・慈
明寺町・寺田町・小槻町

少ない

F
田中町・和田町・鳥屋町・西池尻町・四条町・四分町・城殿町・石
川町・大軽町・五条野町・見瀬町・南妙法寺町・吉田町・山本町・
畝傍町・白橿町

少ない

5
奈良盆地で起伏が少なく、水田作に適している。
水稲のほか、市の特産である鉢花、イチゴ。アス
パラガス等を組み合わせた栽培が行われている。

橿原市

4天理市
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

Ａ
草川・大豆越・東田・太田・豊前・豊田・江包・大西・大泉・新屋
敷・大福・東新堂・上之庄・三輪・芝・茅原・三輪元馬場方・箸
中・巻野内・辻・穴師

奈良盆地で大和川に沿って東西に広がる水田中心
の農業地帯。水稲や施設園芸が行われている。ま
た集落営農などの効率化も図られている。

やや少ない

Ｂ
池之内・吉備・橋本・山田・高家・生田・高田・浅古・上之宮・
下・倉橋・今井谷・横柿・北音羽・南音羽・百市・下居・粟原・下
り尾・忍阪

奈良盆地の丘陵地帯で、約６割が水田、残りを畑
として利用されている。

少ない

Ｃ
脇本・黒崎・慈恩寺・金屋・出雲・狛・岩坂・竜谷・白河・初瀬・
吉隠

山間の谷地田が多く、耕作条件は余り良くない。 少ない

Ｄ
小夫・修理枝・笠・和田・中谷・萱森・白木元中白木・白木元北白
木・芹井・三谷・小夫嵩方・瀧倉

大和高原で国営の農地造成により多くの畑地が開
発。特産品のソバのほか、野菜や土地利用型作物
の栽培が行われている。

少ない

Ａ

木ノ原町・釜窪町・中之町・上之町・北山町・畑田町・大沢町・三
在町・宇野町・小島町・六倉町・今井町・岡町・近内町・住川町・
出屋敷町・小山町・居伝町・小和町・久留野町・西久留野町・西河
内町・東阿田町・西阿田町・山田町・原町・相谷町・犬飼町・二
見・上野町・大野新田町

五條・吉野地域で比較的緩傾斜の田園地帯。水稲
のほか、抑制・促成そ菜が栽培されている。北部
の階段地帯も水稲や酪農、養鶏が盛んに行われて
いる。

やや少ない

Ｂ

八田町・南阿田町・滝町・車谷町・湯谷市塚町・島野町・野原町・
牧町・霊安寺町・御山町・丹原町・生子町・中町・黒駒町・大野
町・樫辻町・山陰町・表野町・大津町・火打町・田殿町・大深町・
阪合部新田町・野原中・野原東

五條・吉野地域で紀ノ川沿いでは水稲、そ菜の栽
培が行われている。また、中部丘陵地では国営の
農地造成により、カキの一大産地。

やや少ない

C 奥谷・夜中・西新子・平沼田・百谷・赤松・湯川
五條・吉野地域で国営の農地造成によりカキの一
大産地。他にウメ、ナシ、キウイなどの果樹栽培
が行われている。

多い

D
唐戸・尼ケ生・八ッ川・十日市・鹿場・小古田・南山・本谷・茄子
原・平雄・川股・西日裏・永谷・城戸・川岸・津越・大峰・桧川
迫・立川渡・西野・宗川野・阪巻・陰地・勢井

五條・吉野地域で傾斜地が多く樹園地が小規模に
散在。花木の栽培も行われている。

少ない

E
滝・老野・江出・神野・北曽木・和田・屋那瀬・向加名生・大日
川・黒渕・湯塩

五條・吉野地域で樹園地として利用。カキやウメ
中心の果樹栽培が行われている。

多い

6

7

旧西吉野村

桜井市

旧五條市

五條市
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A 朝町・稲宿・今住・古瀬・新田・戸毛・樋野・奉膳・重阪
奈良盆地で農用地のほとんどが田。ほ場区画は未
整備。水稲栽培が行われている。

少ない

B
朝妻・五百家・井戸・小殿・栗阪・極楽寺・佐田・下茶屋・僧堂・
高天・鳥井戸・南郷・西北窪・西佐味・林・東佐味・船路・伏見・
東持田・西持田・北窪・鴨神

奈良盆地で農用地のほとんどが田。急傾斜地が多
いがほ場整備実施済（３地区）。水稲や野菜、果
樹（柿）栽培が行われている。

やや多い

C 池之内・条・出走・冨田・室
奈良盆地で農用地のほとんどが田。団地性も大き
く傾斜度も緩い。ほ場区画は未整備。水稲のほ
か、野菜、酪農が行われている。

やや少ない

D 櫛羅・楢原・小林
奈良盆地。ほ場区画は未整備。水稲のほか、やま
のいも等の野菜や花きが盛んな地域。

やや多い

Ｅ 多田・関屋・豊田・名柄・西寺田・東名柄・増・宮戸・森脇
奈良盆地で農用地のほとんどが田。団地性も大き
く、傾斜も緩やか。ほ場区画は未整備。水稲栽培
が行われている。

やや少ない

Ｆ 今城・北十三・出屋敷・柳原
奈良盆地で農用地のほとんどが田。団地性も大き
く、傾斜も緩やか。ほ場区画は未整備。水稲栽培
が行われている。

やや少ない

Ｇ 玉手・茅原・原谷・東寺田・本馬・柏原
奈良盆地で農用地のほとんどが田。団地性も大き
く、傾斜も比較的緩やか。ほ場区画は未整備。水
稲、野菜、果樹（ブドウ）栽培が行われている。

やや少ない

A 尼寺の一部・平野の一部・今泉の一部 少ない

B 尼寺の一部・平野の一部・今泉の一部・上中 少ない

C 五ヶ所 少ない

D 磯壁・良福寺 少ない

E 畑・穴虫 少ない

奈良盆地で農用地のほとんどが田。市街化地域と
隣接している地域が多く、農振白地地域。水稲を
中心に野菜の栽培が行われている。

10

御所市

香芝市

8
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A
（新庄地区）新庄・葛木・南藤井・大屋・寺口・中戸・弁之庄・疋
田・北道穂・南道穂・西室・東室・柿本・笛堂・北花内

西部山麓地域では棚田状になっており花き（キ
ク）栽培が行われている。ほ場整備も実施され、
水稲のほか、野菜の栽培が行われている。

やや多い

B
（忍海地区）忍海・薑・新村・新町・南花内・西辻・林堂・山田・
平岡・山口・梅室･笛吹・脇田･南新町

西部山麓地帯では養鶏や酪農のほか、ほ場整備も
実施され、水稲や野菜の栽培が行われている。平
坦部では大規模団地で整備されている。

やや多い

C
（磐城地区）南今市・太田・兵家・竹内・長尾・木戸・尺土・八
川・大畑

西部山麓地域で一部ほ場整備済。花き（キク）の
栽培が主に行われている。平坦部ではナス、軟弱
野菜のほか、施設園芸や養鶏も行われている。

やや多い

D （當麻地区）當麻・勝根・今在家・染野・新在家･加守
西部山麓地帯で一部ほ場整備済。花き（キク）の
栽培が主に行われている。平坦部ではナス、軟弱
野菜のほか、施設園芸が行われている。

やや多い

旧新庄町

12

A

旧室生村

11

旧大宇陀町

旧當麻町

宇陀市

Ｃ

葛城市

五津・平尾・野依・口今井・内原・小附東部・麻生田・嬉河原・芝
生・馬取柿・半阪・小附西部・西山・迫間・岩室・春日・下竹・黒
木・拾生・中庄・本郷・大東・関戸・宮奥中・下宮奥・塚脇・岩清
水・才ヶ辻・調子・藤井・守道・白鳥居・山口・和田・下品・小和
田・上品・栗野・田原・上片岡・下片岡・東平尾・大熊

宇陀山地で国営の農地造成と区画整理実施済だ
が、谷田や棚田も多い。畑地では果菜類や葉菜
類、根菜類、伝統野菜など栽培されている。また
農地造成実施済地では中核的農家が多い。

やや多い

旧榛原町 B

母里・三宮寺・澤・大貝・山路・石田・比布・栗谷・高塚・福西・
池上・足立・上井足・篠楽・下井足・雨師・安田・笠間・柳・西
峠・小鹿野・玉立・戒場・山辺三・額井・赤瀬・長峯・檜牧・自
明・高井・赤埴乙・赤埴甲・八滝・内牧

宇陀山地で基盤整備や国営の農地造成実施済。水
稲のほか露地、軟弱野菜の生産拠点となってい
る。またダリアの切花、球根生産が行われてい
る。

多い

無山・多田・染田・小原・上笠間・下笠間・深野・向渕・大野・三
本松・砥取・滝谷・西谷・竜口・黒岩・田口・下田口・室生

宇陀山地で国営の農地造成実施済。水田は谷間の
階段状。造成農地では茶や土地利用型作物の栽培
が行われている。その他の土地では、水稲や軟弱
野菜などの栽培が行われている。

やや少ない

旧菟田野町 D
平井・見田・大澤・大神・別所・松井・古市場・岩崎・稲戸・東
郷・入谷・下芳野・上芳野・岩端・駒帰・佐倉・宇賀志

宇陀山地で国営の農地造成実施済。果菜類や根菜
類、軟弱野菜、土地利用型作物などの栽培が行わ
れている。未整備地は山間谷地田と畑が多い。

やや多い

6/11



市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A 室津・松尾・的野・峰寺・桐山・北野・東山 少ない

B
春日・大西・菅生・西波多・遅瀬・中峰山・広代・中之庄・吉田・
広瀬・鵜山・片平・葛尾

少ない

C 三ヶ谷・勝原・岩屋・毛原・切幡・伏拝・助命・箕輪・堂前・大塩 少ない

A 鳴川・檪原・福貴畑・久安寺・信貴畑・福貴・越木塚・椹原
西部山麓地域で大部分の耕地が傾斜地帯。県営農
地造成済。花き・花木の栽培が盛んであり、小ギ
ク・バラは全国でも有数な特産品となっている。

B 椣原・西向・上庄・梨本・三里・平等寺・下垣内・椿井・白石畑
奈良盆地で竜田川沿岸に展開し、大部分が水田と
して利用されている。水稲のほか、果菜類の栽培
が行われている。

A 勢野
西部山麓地域で基盤整備済。傾斜を利用したブド
ウのハウス栽培などが行われている。

多い

B 信貴南畑１丁目
西部山麓地域で基盤整備済。大都市近郊を生かし
観光農業などが行われ、イチゴや根菜類などの栽
培が行われている。

多い

A 目安・稲葉車瀬・五百井・小吉田・服部・龍田・神南
奈良盆地で旧条里制が現存し、団地性も大きい水
田地帯。水稲のほかに、イチゴなどの施設園芸が
行われている。

やや多い

B 高安・阿波・東福寺・法隆寺の一部・法隆寺南・興留
奈良盆地で旧条里制が現存し、団地性も大きい水
田地帯。水稲のほかに、イチゴなどの施設園芸が
行われている。

やや多い

C 三井・幸前・岡本・法隆寺の一部
奈良盆地で旧条里制が現存し、水稲栽培が中心。
一部、階段地が存在し、果樹栽培などが行われて
いる。

やや多い

A 東安堵・西安堵・笠目・窪田の一部
奈良盆地で農用地のほとんどは集団化している水
田。水稲を中心に野菜、イチジク、イチゴの経営
が行われている。

少ない

B 窪田の一部・岡崎
奈良盆地で農用地のほとんどは集団化している水
田。水稲を中心に野菜、イチゴの経営が行われて
いる。

少ない

大和高原で国営の農地造成実施済。大和茶の特産
地であり、他にそ菜、花きの栽培が行われてい
る。未整備地は山間谷地田と畑が多い。

17

15

16

13

14

斑鳩町

三郷町

山添村

平群町

安堵町

やや少ない
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A 結崎

B 下永

C 吐田

D 梅戸

Ｅ 唐院

Ｆ 保田

A 伴堂の一部・屏風の一部・三河・石見 やや少ない

B 伴堂の一部・小柳・但馬・上但馬・屏風の一部 やや少ない

A
西井上・東井上・平田・大木・伊与戸・笠形・蔵堂・為川北方・為
川南方・金澤・法貴寺・八田・唐古・今里・西代・鍵・小阪・阪
手・大安寺

奈良盆地で旧条里制の水田地域。田は集団化され
ており、水稲を中心に施設野菜やナス、トマト、
花き栽培が行われている。

少ない

B 宮古・八尾・黒田・富本・新町
奈良盆地で旧条里制の水田地域。一部兼業化が進
んでいる。田は集団化されており、水稲を中心に
栽培が行われている。

少ない

C
佐味・大網・金剛寺・松本・西竹田・十六面・薬王寺・保津・満
田・平野

奈良盆地で旧条里制の水田地域。一部兼業化が進
んでいる。田は集団化されており、水稲を中心に
栽培が行われている。

少ない

D 新木・矢部・多・宮森・秦庄・千代・味間
奈良盆地で旧条里制の水田地域。田は集団化され
ており、水稲を中心に施設野菜、露地野菜の栽培
が行われている。

少ない

A 掛・長野・小長尾・今井・塩井
宇陀山地で農地は山間に細長く介在しているが、
田は集団化されている。水稲のほか、ホウレンソ
ウやトマトなどの施設園芸が行われている。

少ない

B 葛・太良路・伊賀見
宇陀山地で農地は山間に細長く介在しているが、
田は集団化されている。水稲のほか、ホウレンソ
ウやトマトなどの施設園芸が行われている。

少ない

奈良盆地で農用地のほとんどは集団化している水
田。水稲を中心に露地野菜や施設園芸が行われ、
伝統野菜である結崎ネブカの産地。

奈良盆地で農用地のほとんどは集団化している水
田。水稲を中心に露地野菜や施設園芸が行われて
いる。

やや少ない

19

20

21

田原本町

曽爾村

三宅町

川西町 18
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A 神末
宇陀山地で約９割が基盤整備済。水稲を中心にホ
ウレンソウなどの施設園芸が行われている。

やや少ない

B 菅野
宇陀山地で約６割が基盤整備済。水稲を中心にホ
ウレンソウなどの施設園芸が行われている。

やや少ない

C 土屋原
宇陀山地で基盤整備済。水稲を中心にホウレンソ
ウなどの施設園芸が行われている。

少ない

D 桃俣
宇陀山地で一部基盤整備済。水稲を中心にホウレ
ンソウなどの施設園芸が行われている。

少ない

A 観覚寺・下土佐・下子島・上子島

奈良盆地で東に高取山がそびえているため、基盤
整備によって、比較的団地化されている地区と階
段状で狭小区画の水田がある。水稲を中心に栽培
が行われている。

少ない

B 吉備・薩摩・松山・羽内・藤井・田井庄・市尾・丹生谷・兵庫

奈良盆地で南に芦原峠があり、一部狭小区画はあ
るものの、基盤整備により比較的団地化されてい
る。水稲中心に、キュウリ、イチゴ、カキなどの
栽培が行われている。

やや少ない

C 越智・寺崎・与楽・佐田・森
奈良盆地で、一部の狭小区画を除き、水田として
水稲を中心に野菜などが栽培されている。

やや少ない

A
御園・檜前・阿部山・大根田・栗原・上平田・下平田・越・真弓・
地ノ窪

奈良盆地で、一部基盤整備が行われている。比較
的団地化され、水稲を中心に野菜・果樹の栽培も
行われている。

少ない

B
岡・島庄・上居・細川・上・尾曽・冬野・畑・入谷・栢森・稲渕・
阪田・祝戸・橘・立部・野口・川原

奈良盆地で、一部基盤整備が行われている。昔か
らの棚田や樹園地も多く、水稲を中心にイチゴな
どの施設野菜や露地野菜、果樹の栽培が行われて
いる。

少ない

C 飛鳥・豊浦・雷・小山・奥山・八釣・東山・小原
奈良盆地で、一部基盤整備が行われている。比較
的団地化され、水稲を中心に栽培が行われてい
る。

少ない

A 上牧の一部（東地区）
奈良盆地で、丘陵部にあり、斜面の上部には畑や
樹園地が混在し、下部には水田が広がる。水稲を
中心に、果樹や施設野菜の栽培を行っている。

やや少ない

B 上牧の一部（西部地区）
奈良盆地で、団地化も大きい。水稲を中心にイチ
ゴなどの施設野菜の栽培が行われている。

やや少ない

25

23

22

24

御杖村

上牧町

明日香村

高取町
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A 馬見・三吉地区（大塚・安部・平尾・大垣内・赤部・斉音寺・笠）
奈良盆地で、平坦でほとんどが水田である。一部
基盤整備実施済。水稲を中心に露地ナスの栽培が
行われている。

少ない

B 瀬南・百済地区（古寺・南郷・百済・広瀬）
奈良盆地で、平坦でほとんどが水田である。一部
で田と畑が混在している。水稲を中心に露地ナス
の栽培が行われている。

少ない

C 箸尾地区（沢・大野・萱野・南・弁財天・的場・大場・中・寺戸）

奈良盆地で、平坦でほとんどが水田である。水稲
を中心に、露地ナスやナスの施設野菜の栽培が行
われている。一部丘陵地については野菜や果樹が
栽培されている。

やや多い

A 川合・長楽・池部
奈良盆地で、平坦で全体に水田が広がっている。
水稲を中心に、イチゴなどの施設野菜や露地野菜
の栽培が行われている。

少ない

B 大輪田・城内・泉台・薬井・穴闇
奈良盆地で、平坦では未整備で狭小な水田が多
く、水稲を中心に栽培されている。丘陵地ではブ
ドウを中心とした栽培が行われている。

少ない
（穴闇はやや多い）

C 山坊・佐味田
奈良盆地で、丘陵地と平坦地が起伏形状で傾斜も
大きく、水田や畑が混在している。水稲を中心
に、野菜や果樹の栽培が行われている。

少ない

A 上市
五條・吉野地域で、農用地のほとんどが畑や樹園
地である。一部が観光農園として整備されてい
る。

少ない

B 丹治・飯貝・左曽・六田

五條・吉野地域で、中山間地の狭小で不整形な農
用地が多く、ほとんどが畑や樹園地である。小規
模の水田が広がり、水稲やナス、ワラビ、キクな
どの栽培が行われている。丘陵地には農家の栽培
意欲も旺盛で、カキなどが栽培されている。

少ない

C 楢井・御園

五條・吉野地域で、中山間地の狭小で不整形な農
用地が多く、農用地区域も小さい。水田が約３
５％で、水稲を中心に野菜の栽培が行われてい
る。

少ない

D 入野
五條・吉野地域で、中山間地の狭小で不整形な農
用地が多く、農用地区域も小さい。水田が６５％
で、水稲を中心に野菜の栽培が行われている。

少ない

Ｅ 柳・香束・三茶屋・小名・殿川・色生

五條・吉野地域で、ほとんどが水田であり一部基
盤整備実施済。しかし中山間地の狭小で不整形な
農用地も多い。水稲を中心に露地ナスなどの野菜
の栽培が行われている。

少ない

Ｆ 千股・西谷・山口・平尾・佐々羅・志賀・峰寺・河原屋

五條・吉野地域で、ほとんどが水田であり一部基
盤整備実施済。しかし中山間地の狭小で不整形な
農用地も多い。水稲を中心に露地ナスやワラビ、
キク、茶などの栽培が行われている。

少ない

28

29

27広陵町

河合町

吉野町
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市町村 （旧市町村名） 対象大字名等 地域の特徴 担い手の多募区域番号

A 中増・西増
五條・吉野地域で、丘陵地に水田と樹園地が概ね
団地化。水稲と茶、水稲と野菜で経営が行われて
いる。

少ない

B 比曽・馬佐・越部・土田・畑屋
五條・吉野地域で、丘陵地は概ね水田であり比較
的団地化されている。水稲やそ菜、花きの栽培が
行われている。

少ない

C 矢走・桧垣本・芦原・持尾・岩壺・鉾立・今木
五條・吉野地域で、山間地に水田と畑が混在し、
水稲を中心に、そ菜や花きの栽培が行われてい
る。

少ない

D 薬水・佐名伝
五條・吉野地域で、平坦部に水田、丘陵地に樹園
地、普通畑がほぼ団地化されている。水稲やナシ
などの栽培が行われている。

少ない

A
新住・下市・阿知賀・小路・善城・栃原・平原・梨子堂・原谷・栃
本・石堂谷

五條・吉野地域で、国営の農地造成や基盤整備実
施済。農地造成では、カキやウメ、薬草、花き、
花木、土地利用型野菜の栽培が行われ、水田で
は、水稲のほか、キクやバラ苗、花き、花木、野
菜などの栽培が行われている。

やや少ない

B 伃邑・立石・才谷・広橋
五條・吉野地域で、平坦な地域が少なく畑と樹園
地の混在が多い。ウメなどの果樹や花木、野菜の
栽培が行われている。

少ない

C 長谷・谷・丹生・黒木・貝原・西山
五條・吉野地域で、一部の平坦地を除いて、大半
が山間地域であり、畑と樹園地が多い。ウメや花
木等の栽培が行われている。

少ない

A 中黒・小栗栖・小・木津川・鷲家
五條・吉野地域で、急傾斜地の畑や樹園地が多
い。茶や野菜・果樹の栽培が行われている。

少ない

B 三尾・大豆生
五條・吉野地域で、階段状の農地が多く、果樹な
どの栽培が行われている。

少ない

C 伊豆尾・平野・谷尻
五條・吉野地域で、比較的平坦部があり、水稲や
果樹の栽培が行われている。

少ない

39

31

30

東吉野村

大淀町

下市町
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