
【　『農地中間管理事業システム入力表』への入力方法　】

　物納の場合は必須入力 半角入力 数値のみ入力

↓ ↓ ↓ ↓

借地区分 期間の始期 期間の始期 借地区分 期間の始期 期間の始期

令和2年4月1日 令和12年3月31日 通年 通年 Ｈ31 10 農事組合法人　佐賀 佐賀　次郎 840-0025 佐賀市八丁畷町123番地 0952-20-0000

平成31年3月1日 令和12年3月31日 通年 期間1 5月1日 9月30日 Ｈ31 10 伊万里　一郎 伊万里　一郎 848-0015 伊万里市南波多町府招00 0955-24-2000

平成31年3月1日 令和12年3月31日 通年 期間2 10月1日 4月30日 0 伊万里　二郎 伊万里　二郎 848-0015 伊万里市南波多町府招01 0955-24-2001

平成31年3月1日 令和12年3月31日 通年 通年 Ｈ31 5 農業　花子 842-0066 神埼市千代田町用作999番地 0952-66-7777 090-999-9999

平成31年4月1日 令和12年3月31日 期間 4月1日 10月31日 期間 4月1日 10月31日 Ｈ31 5 農事組合法人　佐賀 佐賀　次郎 840-0025 佐賀市八丁畷町123番地 0952-20-0000

”期間”の場合は必須入力

期　間　情　報
支払開始

年度

徴収支払

回数

備　　考

 (農地に関するもの）

契約期間

始　期 終　期 氏名又は名称 代表者名 郵便番号 住    所

受け手　（賃借権の設定を受ける者）

集積（出し手側） 配分（受け手側）
固定電話番号 携帯電話番号

　★赤字項目：必須入力

農地中間管理事業システム入力表 所属　：
期間借地の場合、

氏名　： 1 or 2を半角入力 　物納の場合は必須入力

↓ ↓

市町 大字 字 地番 農地台帳 現　況 賃料算定面積 単価(10a当り） 金額(円） 内　容 数量（㎏）

1 佐賀　一郎 佐賀　一郎 849-0911 佐賀市兵庫町大字若宮123　〇〇マンション〇号室 0952-00-0000 090-1111-2222 佐賀市 東与賀町田中 二本松 123-4 田 米・麦・大豆 4,300 4,300 4,184 賃借権 20,000 83,600

2 佐賀　三郎 佐賀　三郎 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町123番地45 090-3333-4444 伊万里市 大川内町 三本松 甲5678 1 田 米・麦・大豆 1,500 1,500 1,500 賃借権 5,000 75,000

3 佐賀　三郎 佐賀　三郎 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町123番地45 090-3333-4444 伊万里市 大川内町 三本松 甲5678 2 田 米・麦・大豆 1,500 1,500 1,500 使用貸借 0 0

4 佐賀　太郎 佐賀　太郎 842-0066 神埼市千代田町用作123番地 0952-33-5555 090-555-5555 神埼市 千代田町用作 一本松 910 田 米・麦・大豆 1,477 1,477 1,477 賃借権 米 44 8,862

5 佐賀　五郎 佐賀　五郎 840-0027 佐賀市本庄町本庄77番地 0952-77-7777 佐賀市 本庄 鹿子 777 田 米・麦・大豆 2,000 2,000 2,000 賃借権 15,000 30,000

入力者

利用内容
面　積　(㎡）

利用権の種類
金　納№

出し手　（土地の所有者） 契　　約　　農　　地　　情　　報

金納換算額
登記名義人 申出人（相続人） 郵便番号 住　　所 固定電話番号 携帯電話番号

所　在　地 期間借地

地番
現況地目

物　納

姓と名の間は全角スペース

（空白）を入れる
佐賀県の場合は、市町名から入力する

県外の場合は、県名から入力すること

正確な住所を入力する

・〇〇番地、〇丁目○番○号 ・・・ﾊｲﾌﾝ「-」は使用しない

・マンション名、○号室なども正確に入力する

半角で間にハイフンを入れて

市外局番から入力する

「大字」「字」の文字は省いて入力する
半角数字で入力し

ﾊｲﾌﾝ「-」を使用する

年間総量を入力する

賃料の徴収支払回数を入力

使用貸借の場合は「0」を入力

姓と名の間は全角スペース

（空白）あける。 佐賀県の場合は、市町名から入力する

県外の場合は、県名から入力すること

正確な住所を入力する

・〇〇番地、〇丁目○番○号 ・・・ﾊｲﾌﾝ「-」は使用しない

・マンション名、○号室なども住居表示のとおり入力

半角で間にハイフンを入れて

市外局番から入力する

法人種類と法人名の間は全角ス

ペース（空白）あける

↓

『農事組合法人 〇〇』

『株式会社 〇〇〇〇』

省略不可：（農）、（株）等

半角数字で入力し、ﾊｲﾌﾝ「-」を入れる

半角数字で入力し、ﾊｲﾌﾝ「-」を入れる

西暦で下記の様に入力すること

＜例＞平成30年5月22日の場合

2018/05/22 または、 18/5/22

※半角数字とｽﾗｯｼｭ「/」のみ

↓

平成30年5月22日 と表示される

現況：実際に利用権を設定する面積を入力

農地台帳：不明な場合は現況面積を入力する

入力者の所属と氏名（フルネーム）を入力する

ドロップダウンリストより選択

期間借地で受け手が2名の

場合、同じ地番を2行に入

力し、それぞれに「１」

または「２」を入力

1：期間1または法人

2：期間2または構成員

2は使用貸借である事

期間借地の始期と終期は、「通年」以外の場合は入力する

ドロップダウンリストより選択

物納量を金納に換算

した額を入力する

賃料の徴収支払を開始する年度を入力

使用貸借の場合は空欄

賃料を算定する面積を入力する

ドロップダウンリストより入
ドロップダウンリストより選択

＜ドロップダウンリスト：選択制のもの＞

田 賃借権 米 通年 通年

畑 使用貸借 茶 期間 期間

樹園地 その他 期間1

その他 期間2

通年（法人）

通年（構成員）

現況地目利用権の種類物納内容
借地区分

出し手

借地区分

受け手

出し手情報

農地関連情報

期間借地情報

受け手情報


