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山形県告示第86号

　山形県青少年健全育成条例（昭和54年３月県条例第13号）第８条第１項の規定により、次の図書類を青少年に有

害な図書類として指定する。    

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　（図　書）

指定

番号
題　　　　　　　　　　　　名 図書コード等 発 行 所 等 指定の理由

582 ＢＯＹ’Ｓ　ピアス禁断　2015年　２月号 08175－02 ㈱マガジン・マガジン 著しく青少年の

性的感情を刺激

し、その健全な

育成を阻害する

おそれがある。 　

583 世にもＨな都市伝説　淑女たちの不貞実話 50449－97 ㈱ リ イ ド 社

584 完熟妻のふしだら日記 51556－34 ㈱メディアックス

585 秘　人妻ざかり淫妾づくし 57631－81 ㈱ 竹 書 房

586 寄生獣医・鈴音　欲情の章 57631－90 ㈱ 竹 書 房

587 微熱ＳＵＰＥＲデラックス　2015年２月号 07689－02 セ ブ ン 新 社

588 月刊劇漫スペシャル　３月号 13545－３ ㈱ 竹 書 房
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山形県告示第87号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第７条第１項の規定により申請のあった大蔵村土地改良区の設立につい

て、同法第８条第１項の規定により平成27年１月23日その申請を適当と決定したので、関係書類を次のとおり縦覧

に供する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　縦覧に供する書類の名称

　(1) 土地改良事業計画書の写し

　(2) 大蔵村土地改良区定款の写し

２　縦覧に供する期間

　　平成27年２月９日から同年３月９日まで

３　縦覧に供する場所

　　舟形町役場及び大蔵村役場

４　その他

　この告示に係る決定に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に申し出

ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第88号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　調査を行った者の名称

　　南陽市

２　調査を行った期間

　　平成24年４月16日から平成26年11月17日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　南陽市地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　宮内の一部

５　認証年月日

589 春マン開♥発情系!!　美少女ぱらだいす 58301－63 ㈱ マ ッ ク ス

590
積極女子にやられたい！

攻め女の痴態フルコース
57631－87 ㈱ 竹 書 房

591 別冊週漫スペシャル　２月号 17929－02 芳 文 社

592 透明人間になった俺 58813－09 ロングランドジェイ㈲

593 実話時代　２月号 15277－02 ㈱ 濁 歩 舎 著しく青少年の

犯罪又は自殺を

誘発し、又は助

長し、その健全

な育成を阻害す

るおそれがあ

る。

594 月刊実話ドキュメント　２月号 15115－２ マイウェイ出版㈱

595 実話ナックルズ　SPECIAL　2015　新春特大号 68513－81 ミリオン出版㈱

596 実話ナックルズ　２月号 04877－２ ミリオン出版㈱

597 実話ナックルズ　増刊　VOL.11 レベル９ 68513－86 ミリオン出版㈱
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　　平成27年１月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第89号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部北村山建設総務課において平成27年２月６日から同月19日まで縦覧に供

する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　大石田名木沢線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第90号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部北村山建設総務課において平成27年２月６日から同月19日まで縦覧に供

する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　大石田畑線

２　供用開始の区間　　北村山郡大石田町大字大浦字矢ノ沢1230番174から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　1230番208まで

３　供用開始の期日　　平成27年２月６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第91号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部北村山建設総務課において平成27年２月６日から同月19日まで縦覧に供

する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　大石田名木沢線

２　供用開始の区間　　北村山郡大石田町大字岩ヶ袋字西側467番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　460番まで

３　供用開始の期日　　平成27年２月６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第92号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜建設総務課において平成27年２月６日から同月19日まで縦覧に供

する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　348号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

北村山郡大石田町大字岩ヶ袋字西側467番から

同　　　　　　　　　　　　　　　460番まで
旧

14.6

　 　  ～

11.3

メートル

27
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
19.6

　 　  ～

11.3

メートル

同　上
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山形県告示第93号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜建設総務課において平成27年２月６日から同月19日まで縦覧に供

する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　五味沢小国線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第94号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜建設総務課において平成27年２月６日から同月19日まで縦覧に供

する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　348号

２　供用開始の区間　　長井市森字山之下480番15から

　　　　　　　　　　　同　　五十川字穴堰4135番まで

３　供用開始の期日　　平成27年２月６日

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農地中間管理機構

から次のとおり農用地利用配分計画の認可の申請があった。

　なお、当該農用地利用配分計画は、農林水産部農政企画課において平成27年２月20日まで縦覧に供する。

　　平成27年２月６日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

長井市森字山之下480番15から

同　　五十川字穴堰4135番まで
旧

22.0

　 　  ～

11.0

メートル

1,607
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
33.9

　 　  ～

13.4

メートル

同　上

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

西置賜郡小国町大字北字二本柳182番３から

同　　　　　　　　　　　　　130番４まで
旧

20.5

　 　  ～

11.0

メートル

31
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
13.1

　 　  ～

10.2

メートル

同　上
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１　農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住所又は所在地

鈴木　淳 山形市山家町一丁目１番14号 山形市穂積３番１ほか２筆

株式会社竹寿耕友会 山形市下条町三丁目10番33号 山形市早乙女62番１ほか６筆

近藤　智洋 山形市大字成安553番地 山形市境田町33番１ほか４筆

會田　和博 山形市落合町10番地３
山形市落合町字沖ノ原398番１

ほか１筆

近藤　国吉 山形市大字成安491番地 山形市沖町191番ほか10筆

丹野　勝巳 山形市大字今塚14番地 山形市沖町178番１

川村　栄介 山形市下条町四丁目１番56号 山形市沖町155番２ほか１筆

熊谷　与右エ門 山形市大字青柳874番地 山形市大字七浦字南河原1022番

鈴木　久之 山形市大字七浦583番地
山形市大字七浦字遊谷面686番

１ほか１筆

伊豆田　周悦 山形市大字漆山2630番地
山形市大字漆山字中丁4444番ほ

か１筆

小林　藤重 山形市大字渋江173番地
山形市大字渋江字仲町541番ほ

か１筆

東海林　貞悦 山形市大字渋江248番地
山形市大字渋江字金甲995番ほ

か４筆

田中　勲 山形市江俣四丁目１番16号 山形市内表東27番ほか５筆

有澤　孝司 山形市東志戸田1206番地 山形市菅原２番ほか３筆

安達　良一 山形市大字吉野宿245番地
山形市大字陣場新田字熊ノ木

694番ほか７筆

貝和　良一 山形市江俣三丁目２番11号 山形市北江俣25番１ほか１筆

堀　佐四郎 山形市大字陣場新田15番地 山形市大字鮨洗字谷地田22番

岩田　博之 山形市陣場三丁目10番12号 山形市立道55番

鈴木　達夫 山形市大字吉野宿10番地
山形市大字陣場字熊ノ木926番

１

斎藤　嘉雄 山形市陣場一丁目３番34号
山形市大字陣場字熊ノ木928番

１ほか２筆

永野　輝雄 山形市下条町二丁目３番44号 山形市立道20番ほか１筆

丹野　雅彦 山形市大字今塚685番地 山形市服部79番１
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松田　和浩 山形市大字中野100番地 山形市銅谷口116番ほか２筆

進藤　郁雄 山形市大字見崎39番地 山形市割田16番ほか２筆

三部　太右エ門 山形市大字見崎17番地 山形市割田24番１ほか４筆

伊藤　公三 山形市天神町2268番地 山形市高田40番ほか６筆

櫻井　俊明 山形市大字中野216番地 山形市銅谷口75番ほか２筆

松本　司郎 山形市大字見崎22番地 山形市高田42番ほか２筆

髙橋　義信 山形市大字中野1966番地
山形市大字船町字田越652番ほ

か２筆

有海　賢二 山形市南館二丁目５番55号
山形市大字村木沢字替所6936番

ほか１筆

山口　忠博 山形市大字前明石60番地
山形市大字柏倉字水方1912番ほ

か６筆

有限会社本沢農産 山形市大字長谷堂123番地
山形市大字松原字原4211番ほか

19筆

平吹　正春 山形市大字前明石111番地 山形市明石堂44番ほか４筆

山口　泰弘 山形市大字二位田43番地　 山形市大字長谷堂字西向4500番

熊谷　與志巳 山形市大字青柳854番地１
山形市大字青柳字長表2280番ほ

か１筆

猪野　良勝 山形市飯田三丁目７番７号 上山市宮脇字山岸226番１

佐藤　智則 上山市皆沢552番地
上山市三上字東田1401番ほか１

筆

川口　雅久 上山市川口42番地
上山市川口字赤坂前2081番１ほ

か４筆

菅野　敏雄 上山市金瓶字湯坂山20番３号
上山市金瓶字高谷405番ほか８

筆

佐竹　茂行 上山市川口54番地 上山市長清水字鞍掛935番

林　一宣 天童市大字矢野目523番地１
天童市大字北目字千刈2137番ほ

か１筆

山口　明 天童市大字山元1267番地
天童市大字小関字赤井戸1464番

１ほか６筆

山口　隆 天童市大字山元117番地
天童市大字高木字窪田1269番ほ

か５筆

高橋　吉則 天童市大字山元３番地
天童市大字高木字御平田1406番

ほか７筆

細矢　幸市 天童市大字大清水1669番地
天童市大字大清水字堅田1568番

ほか６筆

桃園　博之 天童市大字今町697番地１
天童市大字大町字上田1795番１

ほか７筆
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鈴木　幸雄 天童市大字蔵増甲1056番地
天童市大字小関字赤井戸1448番

１ほか16筆

森谷　茂伸 天童市大字蔵増甲972番地
天童市大字蔵増字蓮田4568番ほ

か１筆

山口　耕補 天童市大字山元1698番地
天童市大字矢野目字東仲田2464

番ほか４筆

鈴木　則男 天童市大字蔵増甲955番地
天童市大字蔵増字谷地4851番２

ほか１筆

仲野　真 天童市糠塚一丁目12番13号
天童市大字蔵増字藤檀4728番１

ほか12筆

土屋　浩二 天童市大字蔵増甲934番地
天童市大字矢野目字東割田2046

番ほか２筆

那須　敬 天童市大字矢野目1387番地
天童市大字矢野目字東割田2059

番

村山　俊治 天童市久野本二丁目３番17号
天童市大字矢野目字東割田2076

番１ほか３筆

太田　正良 天童市大字藤内新田105番地の５
天童市大字蔵増字長沼2734番１

ほか４筆

那須　仁志 天童市大字矢野目618番地
天童市大字矢野目字西沼田3238

番ほか２筆

村岡　唯信 天童市大字寺津127番地
天童市大字寺津字烏田3169番ほ

か１筆

仲島　正剛 天童市大字寺津1422番地
天童市大字藤内新田字菰田2389

番ほか２筆

佐藤　春芳 天童市大字矢野目1551番地
天童市大字寺津字鍋田3415番１

ほか２筆

遠藤　秀樹 天童市大字貫津242番地
天童市大字貫津字石橋2421番１

ほか８筆

滝口　秀治 天童市大字山口4048番地２
天童市大字川原子字笹ノ下5056

番

滝口　利也 天童市大字川原子2928番地３
天童市大字川原子字上ノ台5095

番

滝口　征司 天童市大字乱川209番地
天童市大字山口字西田2887番１

ほか１筆

佐藤　正博 天童市大字清池８番地
天童市大字清池字礼井戸283番

ほか４筆

荻野　敬悦 天童市大字高擶南1558番地２
天童市大字高擶字内ノ馬場3090

番２ほか５筆

加藤　昇 天童市大字高擶南37番地
天童市大字高擶字高田1640番ほ

か３筆

土屋　昭雄 天童市大字長岡475番地
天童市大字長岡字平段1616番ほ

か６筆

遠藤　大樹 天童市大字高擶南52番地
天童市大字高擶字西浦1481番１

ほか４筆

押野　和幸 天童市大字高擶北213番地
天童市大字高擶字東浦984番３

ほか８筆

遠藤　良彦 天童市大字清池42番地
天童市大字清池字石名田852番

１



平成27年２月６日（金曜日） 第2619号山　　形　　県　　公　　報

112

渡邉　純一 天童市大字高擶南105番地 天童市大字高擶字烏田2835番１

奥山　光一 天童市大字長岡202番地
天童市大字長岡字長清水1806番

ほか１筆

長谷川　幸悦 天童市大字高擶番外２番地
天童市大字清池字火矢塚178番

ほか５筆

山﨑　紀子 天童市大字清池103番地６
天童市大字清池字火矢塚921番

１ほか１筆

増子　勝志 天童市大字高擶北384番地２
天童市大字高擶字中道1802番ほ

か３筆

山田　宏市 山形市大字山寺1973番地1533
天童市大字干布字荻野戸234番

１

丹野　菊男 山形市大字今塚49番地
東村山郡山辺町大字山辺字立道

6347番ほか３筆

飛塚　晃 東村山郡山辺町大字山辺3560番地
東村山郡山辺町大字山辺字立道

6263番

伊藤　英助 東村山郡山辺町大字北作2556番地
東村山郡山辺町大字山辺字七ツ

石2438番１ほか１筆

森谷　莞司 東村山郡山辺町大字山辺402番地
東村山郡山辺町大字山辺字矢口

4064番

伊藤　洋助 東村山郡山辺町大字根際15番地３
東村山郡山辺町上沢24番ほか２

筆

小関　健登 東村山郡山辺町大字大塚76番地
東村山郡山辺町元宮39番ほか６

筆

佐藤　和宏 山形市大字中野目127番地
東村山郡中山町大字長崎字赤坂

9057番１ほか１筆

佐竹　隆幸 寒河江市大字高屋348番地
寒河江市大字寒河江字古河江

139番１ほか４筆

佐竹　芳彦 寒河江市大字柴橋267番地
寒河江市大字寒河江字鷹の巣

136番ほか１筆

佐藤　武夫 寒河江市丸内三丁目６番３号
寒河江市大字寒河江字亀ヶ泓９

番１ほか１筆

土屋　喜久夫 寒河江市南町一丁目２番28号
寒河江市大字寒河江字月越36番

１ほか７筆

大泉　圭司 寒河江市石持町２番２号
寒河江市大字寒河江字 の口11

番１ほか４筆

佐藤　良蔵 寒河江市石持町４番18号 寒河江市大字寒河江字下原77番

山田　和義 寒河江市石持町３番16号
寒河江市大字寒河江字下原15番

１

五十嵐　博志 寒河江市大字島649番地の７
寒河江市大字高屋字高崎2636番

１

松永　隆一 寒河江市大字日田521番地
寒河江市大字日田字中向120番

１ほか８筆

國井　一成 寒河江市大字西根字高畑130番地 寒河江市大字日田字向20番１

小松　芳春 寒河江市大字日田509番地
寒河江市大字日田字鉞台125番

１
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鈴木　浩之 寒河江市大字日田175番地
寒河江市大字日田字平田10番ほ

か２筆

国井　力 寒河江市大字西根字谷地田199番地
寒河江市大字日田字下内川128

番

佐藤　茂男 寒河江市大字日田510番地
寒河江市大字日田字弓貝29番１

ほか３筆

国井　新弥 寒河江市大字西根字高畑1847番地
寒河江市大字寒河江字谷地田54

番１ほか１筆

小野　健太 寒河江市大字西根1984番地
寒河江市大字西根字前川原84番

１ほか１筆

加藤　友康 寒河江市大字西根2055番地の２
寒河江市大字西根字下堰581番

６ほか３筆

會田　照夫 寒河江市七日町３番29号
寒河江市大字西根字木の下104

番１

齋藤　勝利 寒河江市大字西根字高畑1794番地
寒河江市大字西根字外川原60番

ほか１筆

斎藤　孫一 寒河江市大字西根1741番地 寒河江市大字日田字満々下３番

齋藤　昂一 寒河江市大字西根字高畑1737番地 寒河江市大字西根字五反15番１

長岡　健一 寒河江市大字谷沢517番地
寒河江市大字谷沢字平野山1755

番10

熊坂　省吾 寒河江市大字八鍬13番地
寒河江市大字谷沢字平野山1755

番11

長坂　安太郎 寒河江市大字谷沢725番地の内
寒河江市大字谷沢字下谷沢2195

番ほか１筆

伊藤　貴裕 寒河江市大字谷沢1253番地の２
寒河江市大字谷沢字下谷沢733

番１ほか２筆

株式会社ジオンジファーム 寒河江市大字八鍬502番地
寒河江市大字八鍬字東1575番ほ

か６筆

三瓶　義雄 寒河江市大字箕輪261番地
寒河江市大字日和田字日和田沖

1249番ほか２筆

落合　惣兵衞 寒河江市大字白岩1952番地
寒河江市大字白岩字漆保6342番

１ほか５筆

木村　三紀 寒河江市大字白岩399番地 寒河江市大字宮内字宮内291番

株式会社秋鈴堂 寒河江市字雲河原217番地
寒河江市字夕カヘ191番ほか10

筆

岡部　洋介 寒河江市大字日田字五反33番地 寒河江市字夕カヘ22番ほか４筆

岡部　優子 寒河江市大字日田字五反33番地
寒河江市字夕カヘ195番ほか３

筆

土田　一誠 寒河江市字道生186番地
寒河江市字夕カヘ199番ほか１

筆

逸見　俊宏 西村山郡河北町西里1046番地
西村山郡河北町西里字下槙6081

番ほか１筆

株式会社奥山農園 西村山郡河北町字畑中149番地１
西村山郡河北町字畑中320番ほ

か９筆
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高橋　喜好 西村山郡河北町大字田井150番地２
西村山郡河北町大字田井字田中

5496番

押野　清志 西村山郡河北町大字溝延623番地
西村山郡河北町大字溝延字前野

6053番ほか３筆

真木　佳嗣 西村山郡河北町大字田井36番地
西村山郡河北町大字溝延字吉原

258番ほか２筆

牧野　聡
西村山郡河北町大字溝延字西浦127番地

の６

西村山郡河北町大字溝延字千苅

424番１ほか３筆

牧野　光良 西村山郡河北町大字溝延290番地
西村山郡河北町大字溝延字千苅

６番ほか９筆

東海林　伸太郎
西村山郡河北町大字溝延字西浦188番地

の３

西村山郡河北町大字溝延字西浦

456番ほか１筆

農事組合法人ファームひなの里 西村山郡河北町谷地丙113番地
西村山郡河北町谷地字月山堂

1256番ほか258筆

吉田　正幸 西村山郡河北町谷地甲250番地
西村山郡河北町谷地字十二堂

630番１ほか２筆

岡崎　忍 西村山郡河北町谷地庚1103番地
西村山郡河北町谷地字霊堂424

番１ほか31筆

木嶋　啓治　 西村山郡河北町谷地庚98番地
西村山郡河北町谷地字東1522番

１

角川　和広 西村山郡河北町谷地辛2141番地
西村山郡河北町谷地字草野33番

１ほか１筆

野　清 村山市大字大久保甲219番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東567番ほか２筆

阿部　巧 西村山郡河北町大字新吉田622の５
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2830番１ほか１筆

大場　一男 西村山郡河北町大字岩木2720番地１
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2418番

岡崎　和夫 西村山郡河北町谷地庚1101の１
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2335番ほか１筆

岡崎　忠行 西村山郡河北町谷地庚1104番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2352番ほか17筆

岡崎　嘉夫 西村山郡河北町谷地庚983番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2317番ほか５筆

片桐　定義 村山市大字大久保甲207番地２
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東517番ほか40筆

門脇　一嘉 西村山郡河北町大字吉田857番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2518番１

軽部　勝芳 西村山郡河北町大字岩木868番地３
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2442番

岸　賢一 西村山郡河北町大字岩木255の１
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2423番ほか１筆

岸　俊広 西村山郡河北町大字岩木232番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2441番

岸　久義 西村山郡河北町大字岩木602番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2419番ほか３筆

黒田　志美夫 西村山郡河北町谷地辛63番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2692番
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今部　敏 西村山郡河北町谷地庚1090番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2341番ほか７筆

今部　美恵 西村山郡河北町谷地庚1095番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2337番ほか２筆

斉藤　一清 西村山郡河北町大字新吉田21番地１
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東402番１ほか７筆

斉藤　武 西村山郡河北町大字吉田1295番地６
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東274番

斉藤　千代子 西村山郡河北町大字新吉田23番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東421番１ほか15筆

斉藤　盛行 西村山郡河北町大字新吉田22番地１
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東426番ほか５筆

佐藤　吉政 西村山郡河北町大字吉田1267番地の17
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2782番ほか７筆

鹿野　勝夫 西村山郡河北町大字新吉田13番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東488番

鹿野　大二朗 西村山郡河北町大字新吉田25番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東419番ほか２筆

鹿野　武彦 西村山郡河北町大字新吉田11番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東244番ほか11筆

鹿野　猛美 西村山郡河北町大字新吉田29番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東236番

鹿野　春義 西村山郡河北町大字新吉田12番地３
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東273番

鹿野　秀昭 西村山郡河北町大字吉田1164番地３
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東466番ほか５筆

鹿野　秀春 西村山郡河北町大字新吉田784番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東224番ほか21筆

鹿野　広志 西村山郡河北町大字新吉田12番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東477番ほか１筆

鹿野　正広 西村山郡河北町大字新吉田27番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東461番

鹿野　勇治 山形市大字中野目661番地11
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東228番ほか22筆

柴田　要 山形市飯田四丁目３番９
西村山郡河北町大字岩木字原ノ

内1402番３ほか12筆

鈴木　富太郎 西村山郡河北町大字新吉田613番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2819番ほか５筆

鈴木　正 西村山郡河北町大字吉田86番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2489番ほか13筆

高橋　清 西村山郡河北町大字岩木1089番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2413番ほか３筆

髙谷　太 村山市大字大久保乙213番地
西村山郡河北町大字岩木字原ノ

内3965番ほか21筆

髙谷　英樹 村山市大字大久保乙128番地第１号
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東554番１ほか42筆

田川　和美 西村山郡河北町大字新吉田11番地３
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東275番ほか13筆
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田川　芳一 西村山郡河北町大字新吉田73番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東279番ほか21筆

田宮　清子 西村山郡河北町谷地庚980番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2350番

角川　幸一 西村山郡河北町谷地辛2085番地の２
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2693番ほか６筆

角川　杉義 西村山郡河北町谷地辛2104番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2750番１ほか１筆

角川　徹 西村山郡河北町谷地辛2135番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2698番ほか２筆

角川　春実 西村山郡河北町谷地辛2105番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2687番ほか２筆

角川　仁 西村山郡河北町谷地辛2085番地の１
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2690番

角川　廣美 西村山郡河北町谷地辛2141番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2704番ほか17筆

角川　学 西村山郡河北町谷地辛2109番地の１
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2700番

角川　好美 西村山郡河北町谷地辛2141番地の２
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2812番

東海林　和恵 西村山郡河北町谷地庚1106番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2300番ほか３筆

中野　竹夫 西村山郡河北町大字岩木1090番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2523番１

中野　富幸 西村山郡河北町大字岩木230番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2436番

中野　正彦 西村山郡河北町大字岩木1104番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2416番ほか３筆

縄　潤一 西村山郡河北町大字岩木195番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2400番１ほか９筆

縄　正昭 西村山郡河北町大字岩木172番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2439番ほか１筆

西田　行男 西村山郡河北町谷地辛16番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2649番ほか２筆

長谷川　清昭 西村山郡河北町大字吉田624番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2503番

長谷川　健 西村山郡河北町大字吉田912番地４
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2453番ほか３筆

農事組合法人ファーム吉田 西村山郡河北町大字吉田609番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

219番１ほか93筆

船田　孝一 西村山郡河北町大字吉田３番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2544番ほか２筆

堀　英一 西村山郡河北町大字吉田363番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2511番ほか３筆

堀　和彦 西村山郡河北町大字岩木168番地１
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2403番ほか２筆

堀　善生 西村山郡河北町大字岩木168番地２
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2426番
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増川　一郎 西村山郡河北町谷地辛2088番地の１
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2741番

増川　修 西村山郡河北町谷地辛2089番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2809番ほか５筆

増川　弘樹 西村山郡河北町谷地辛2107番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2685番ほか６筆

増川　芳美 西村山郡河北町谷地辛2113番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2768番ほか１筆

増川　義幸 西村山郡河北町谷地辛2089番地２
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2703番ほか10筆

三原　勝 村山市大字大久保乙248第１
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東542番ほか１筆

三原　祐一 村山市大字大久保乙230番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東539番ほか２筆

三原　亮 村山市大字大久保乙235番地
西村山郡河北町大字新吉田字新

吉田東572番

矢口　博幸 西村山郡河北町谷地辛2139番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2701番

山田　清吉 西村山郡河北町大字岩木178番地
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2415番

渡辺　勝義 西村山郡河北町大字吉田77番地
西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2858番１

渡辺　久悦 西村山郡河北町大字吉田96番地の２
西村山郡河北町大字吉田字馬場

2510番ほか７筆

渡辺　義信
西村山郡河北町谷地ひな市二丁目６番地

の１

西村山郡河北町大字吉田字吉田

東2657番ほか16筆

柴田　幸吉 西村山郡西川町大字吉川1557番地
西村山郡西川町大字吉川字稲沢

2446番１ほか10筆

工藤　正章 西村山郡西川町大字吉川1123番地
西村山郡西川町大字吉川字稲沢

1483番ほか10筆

株式会社月山じょいふるふぁー

む
西村山郡西川町大字入間96番地

西村山郡西川町大字水沢字下前

2382番ほか21筆

川井　大輔 西村山郡西川町大字海味653番地３
西村山郡西川町大字沼山字南野

452番ほか１筆

柴田　雅彦 村山市大字河島甲５番地
村山市大字河島字横石426番ほ

か11筆

結城　利和 村山市大字河島甲45番地
村山市大字河島字横石418番２

ほか11筆

須藤　庄一 村山市大字河島乙438番地
村山市大字河島字横石459番１

ほか９筆

柴田　清一 村山市大字河島乙389番地
村山市大字河島字横石385番１

ほか４筆

結城　明志 村山市大字河島甲179番地
村山市大字河島字横石389番ほ

か３筆

柴田　一弥 村山市大字河島甲９番地
村山市大字河島字横石423番１

ほか４筆

井澤　一裕 村山市大字稲下142番地１
村山市大字白鳥字柳田3801番ほ

か１筆
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柴崎　仁左衛門 村山市楯岡荒町一丁目５番５号 村山市大字楯岡字一本柳7639番

原田　豊嗣 村山市大字名取42番地
村山市大字楯岡字一本柳7679番

ほか２筆

元木　久雄 村山市楯岡荒町一丁目１番２号
村山市大字楯岡字月山堂7483番

４ほか７筆

柴崎　繁俊 村山市楯岡湯沢５番10号
村山市大字湯沢字神田1706番１

ほか４筆

板垣　信好 村山市大字名取173番地 村山市大字楯岡字飯島7810番

土谷　博行 村山市楯岡荒町一丁目２番32号
村山市大字楯岡字月山堂7482番

５ほか10筆

石川　賢也 村山市大字湯野沢212番地
村山市大字湯野沢字荒田4731番

ほか２筆

森　正秀 村山市大字田沢1627番地
村山市大字富並字大田6684番ほ

か６筆

松田　誠司 村山市大字大久保甲1426番地
村山市大字大久保字石田4827番

ほか７筆

門脇　栄悦 村山市大字大久保甲133番地１
村山市大字大久保字市ノ町5226

番ほか５筆

須藤　良一 村山市大字河島甲71番地
村山市大字河島字八反256番１

ほか１筆

髙橋　郁子 村山市大字河島乙345番地
村山市大字西郷字中田南744番

１ほか４筆

三浦　康彦 村山市大字大槇1397番地２
村山市大字白鳥字坂ノ下3722番

ほか２筆

外塚　雄一郎 村山市大字大久保甲881番地１
村山市大字大久保字高嶋5463番

ほか１筆

軽部　進一 村山市大字大久保甲179番地 村山市大字大久保字高嶋5462番

菊地　幸一 村山市大字大久保甲644番地 村山市大字大久保字高嶋5426番

東海林　正嗣 東根市大字沼沢2734番地90
東根市大字観音寺字石崎3853番

ほか１筆

黒田　正行 東根市大字野田１番地
東根市大字野田字家の下838番

１ほか９筆

石山　一穂 東根市大字蟹沢83番地
東根市大字蟹沢字才歩原837番

１ほか１筆

駒林　一男 東根市大字蟹沢360番地
東根市大字蟹沢字羽黒堂685番

１ほか２筆

大内　孝俊 東根市大字蟹沢712番地 東根市大字蟹沢字才歩原1002番

秋葉　いく子 東根市大字羽入2586番地 東根市大字羽入字中道3151番１

植松　富士雄 東根市大字羽入1860番地 東根市大字羽入字下903番１

加藤　松利 尾花沢市大字丹生256番地１
東根市大字羽入字向野1152番ほ

か１筆
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髙橋　好信 東根市大字羽入2011番地
東根市大字藤助新田字袋田1462

番ほか１筆

髙橋　善一 東根市大字藤助新田1124番地
東根市大字藤助新田字中嶋1173

番

星川　智一 尾花沢市大字牛房野560番地
尾花沢市大字尾花沢字上川原

6295番１ほか24筆

斉藤　稔 尾花沢市上町三丁目２番37号
尾花沢市大字尾花沢字須川原

5657番ほか３筆

菅野　辰美 尾花沢市大字丹生1128番地
尾花沢市大字五十沢字宮沢664

番１ほか５筆

菅野　守 尾花沢市大字荻袋1002番地
尾花沢市大字牛房野字上ノ田

2746番１ほか３筆

岸　幸喜 尾花沢市大字二藤袋1739番地82
尾花沢市大字二藤袋字中谷地

2677番１ほか５筆

小林　司 尾花沢市梺町一丁目６番23号
尾花沢市大字尾花沢字楯野5915

番１ほか１筆

笹原　哲 尾花沢市梺町一丁目２番27号
尾花沢市大字尾花沢字七色舟

6594番ほか１筆

東海林　裕 尾花沢市大字野黒沢646番地
尾花沢市大字野黒沢字諏訪山

466番40ほか３筆

農事組合法人こめっこ村 尾花沢市大字寺内2642番地１
尾花沢市大字寺内字袖谷地2257

番78ほか４筆

矢作　廣昌 尾花沢市大字荻袋698番地
尾花沢市大字荻袋字上本田2918

番ほか２筆

阿部　武年 尾花沢市大字毒沢909番地
尾花沢市大字荻袋字西荻原1490

番30

長澤　隆士 尾花沢市大字 沢1207番地27
尾花沢市大字名木沢字大谷地

3264番２

大山　信一 尾花沢市大字寺内1061番地１
尾花沢市大字寺内字大柳4530番

ほか10筆

押切　喜和 尾花沢市大字正厳662番地
尾花沢市大字正厳字宮原1350番

１ほか２筆

農事組合法人アグリフューチャ

ー田作
尾花沢市大字丹生1673番地

尾花沢市大字丹生字水沢4304番

ほか９筆

柴﨑　壮一郎 尾花沢市大字岩谷沢22番地
尾花沢市大字岩谷沢字セナ坂

605番１ほか５筆

伊藤　英暢 尾花沢市大字行沢400番地
尾花沢市大字行沢字大石617番

１ほか６筆

堀江　善一 尾花沢市大字丹生582番地
尾花沢市大字丹生字安久戸3742

番ほか12筆

後藤　一彦 尾花沢市大字正厳519番地
尾花沢市大字正厳字宮原635番

２ほか３筆

山口　秀樹 尾花沢市大字牛房野1382番地２ 尾花沢市大字丹生字碇3917番

髙橋　喜久雄 尾花沢市大字原田43番地
尾花沢市大字原田字北浦1142番

ほか８筆

髙橋　武男 尾花沢市大字原田322番地
尾花沢市大字原田字北浦1122番

ほか２筆
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髙橋　重光 尾花沢市大字原田42番地
尾花沢市大字原田字西浦354番

９ほか２筆

藤井　文夫 尾花沢市大字下柳渡戸90番地２
尾花沢市大字下柳渡戸字中道

1151番

藤井　貞實 尾花沢市大字下柳渡戸391番地
尾花沢市大字上柳渡戸字石田

1635番ほか１筆

合同会社夢にぐら 尾花沢市大字鶴巻田390番地１
尾花沢市大字上柳渡戸字西原

1830番ほか４筆

西塚　和喜 尾花沢市大字上柳渡戸723番地
尾花沢市大字上柳渡戸字西原

1690番ほか２筆

鎌田　仁 尾花沢市大字原田727番地
尾花沢市大字原田字南1857番ほ

か６筆

近藤　剛 尾花沢市大字六沢975番地
尾花沢市大字六沢字タカトネ

1231番１ほか５筆

近藤　小兵衛 尾花沢市大字六沢192番地
尾花沢市大字鶴子字大松原243

番１ほか１筆

五十嵐　清 尾花沢市大字二藤袋1739番地145
尾花沢市大字延沢字袖原1610番

３ほか11筆

久保　清次郎 尾花沢市大字延沢3349番地19
尾花沢市大字延沢字袖原3349番

99

藤井　儀徳 尾花沢市大字下柳渡戸437番地５
尾花沢市大字六沢字徳厳158番

ほか２筆

沼沢　清作 尾花沢市大字延沢588番地３号
尾花沢市大字延沢字上前田662

番３

三原　幸一 新庄市五日町2642番地
新庄市五日町字桧葉沢2867番１

ほか10筆

菅根　隆一 新庄市金沢3145番の２号地
新庄市金沢字梅ヶ崎4900番ほか

２筆

元木　英幸 新庄市大字本合海2576番地
新庄市大字本合海字鶴ノ子893

番２ほか３筆

宮川　純 新庄市大字飛田38番地
新庄市大字飛田字前田1812番ほ

か４筆

金藤　修一 新庄市大字松本318番地
新庄市大字飛田字熊ノ堂1677番

１ほか５筆

今田　大介 新庄市十日町2203番地の１
新庄市十日町字大檜室8444番ほ

か12筆

斉藤　貴史 新庄市五日町1502番の１号地
新庄市十日町字八幡原1012番ほ

か３筆

武田　慎治 新庄市五日町1649番地の２ 新庄市金沢字梅ヶ崎4787番

髙橋　広一 新庄市十日町2082番地
新庄市十日町字泉川1691番11ほ

か９筆

三原　康志 新庄市五日町2655番地
新庄市五日町字中泉1902番１ほ

か15筆

佐藤　稔 新庄市大字本合海1741番地
新庄市大字本合海字トコロ沢

3983番２ほか14筆

山科　浩司 新庄市十日町684番地
新庄市十日町字八幡原1180番１

ほか13筆
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荒川　修 新庄市五日町2108番地
新庄市五日町字備場6550番ほか

８筆

山科　新 新庄市大字萩野字赤坂337番地
新庄市大字萩野字塩野44番ほか

１筆

星川　実 新庄市大字萩野3345番地
新庄市大字萩野字小倉7003番ほ

か10筆

平向　圭二 新庄市大字萩野5425番地
新庄市大字萩野字塩野2167番28

ほか９筆

阿部　正見 新庄市大字萩野2795番地
新庄市大字萩野字吉沢7766番ほ

か３筆

山科　健 新庄市大字萩野字赤坂246番地
新庄市大字萩野字塩野48番ほか

８筆

佐々木　弘夫 新庄市大字萩野字赤坂41番地
新庄市大字萩野字赤坂２番１ほ

か４筆

庄司　雅美 新庄市大字萩野2220番地の８
新庄市大字泉田字往還東219番

２ほか５筆

平向　光昭 新庄市大字萩野5466番地
新庄市大字萩野字塩野2167番11

ほか９筆

中嶋　博幸 新庄市大字萩野1240番地 新庄市大字萩野字中島7475番１

柏倉　嘉門 新庄市大字泉田字往還東245番地
新庄市大字泉田字往還東154番

ほか５筆

畠腹　貴宏 新庄市大字萩野31番地
新庄市大字萩野字土内37番１ほ

か９筆

栗田　広基 上郡金山町大字中田499番地
上郡金山町大字飛森字森下38

番２ほか２筆

西田　勝美 上郡金山町大字金山780番地
上郡金山町大字金山字入田表

777番13ほか１筆

株式会社金山エコフィールド 上郡金山町大字下野明379番地
上郡金山町大字有屋字赤渕

250番１ほか４筆

柴田　和義 上郡金山町大字有屋22番地
上郡金山町大字有屋字赤渕

254番２ほか10筆

柴田　清広 上郡金山町大字有屋21番地１
上郡金山町大字有屋字入有屋

24番１ほか８筆

天口　直浩 上郡金山町大字上台127番地
上郡金山町大字上台字下田表

2022番ほか４筆

農事組合法人いずえむ 上郡金山町大字下野明677番地
上郡金山町大字安沢字久保

993番ほか２筆

柴崎　栄行 上郡 上町大字向町1287番地
上郡 上町大字向町字熊ノ前

2888番ほか６筆

結城　利三男 上郡 上町大字本城390番地
上郡 上町大字向町字仮屋ノ

久保2682番

大竹　健一 上郡 上町大字月楯309番地
上郡 上町大字月楯字杉ノ入

465番67ほか14筆

結城　政義 上郡 上町大字本城391番地
上郡 上町大字本城字十二ケ

川原1937番ほか４筆

今田　源光 上郡 上町大字向町88番地
上郡 上町大字月楯字畑中

1754番ほか３筆
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押切　慎二 上郡 上町大字向町607番地
上郡 上町大字向町字愛宕前

1037番ほか２筆

小林　賢一 上郡 上町大字本城369番地
上郡 上町大字向町字水上

940番４ほか４筆

山口　広好 上郡 上町大字若宮845番地の７
上郡 上町大字若宮字下白川

856番14ほか２筆

農事組合法人アグリファームれ

いめい
上郡 上町大字東法田700番地の５

上郡 上町大字若宮字太郎田

前1826番ほか１筆

引地　英元 上郡 上町大字若宮896番地
上郡 上町大字若宮字用替

2010番

株式会社ムラサキ農産 上郡舟形町舟形2128番地23
上郡舟形町舟形字紫山4415番

ほか10筆

野尻　和彦 上郡舟形町長沢2731番地
上郡舟形町長沢字長沢目3325

番１ほか４筆

井上　政勝 上郡舟形町富田378番地２
上郡舟形町富田字富田190番

１ほか３筆

叶内　啓一 上郡舟形町長者原207番地１号
上郡舟形町長者原字原田1262

番５

叶内　栄一 上郡舟形町長者原324番地丙
上郡舟形町長者原字原田2445

番ほか33筆

豊岡　章 上郡舟形町長者原1320番地
上郡舟形町長者原字原田山

1863番ほか６筆

庄司　市雄 上郡舟形町富田1530番地
上郡舟形町富田字太郎野2082

番ほか24筆

星川　幸平 上郡舟形町舟形11番地 上郡舟形町舟形字向屋4708番

加藤　勝義 上郡舟形町富田408番地
上郡舟形町富田字富田278番

ほか２筆

高橋　智彦 上郡舟形町富田373番地
上郡舟形町富田字ホーヤ沢

4007番１

早坂　繁弥 上郡舟形町富田405番地
上郡舟形町堀内字松山1679番

ほか７筆

伊藤　健一 上郡舟形町舟形3207番地
上郡舟形町長沢字野田1742番

91ほか２筆

沼澤　国栄 上郡舟形町長沢1229番地 上郡舟形町長沢字平石1058番

佐藤　勇 上郡舟形町舟形2677番地７
上郡舟形町長者原字長者原

375番１ほか18筆

工藤　昇 上郡舟形町舟形2640番地１
上郡舟形町舟形字向山3866番

ほか７筆

戸塚　達也 上郡舟形町長者原816番地１号
上郡舟形町長者原字福寿野

834番４ほか９筆

石山　栄一 上郡舟形町富田354番地
上郡舟形町富田字矢弓79番２

ほか１筆

加藤　嘉久 上郡舟形町堀内231番地 上郡舟形町堀内字松山1685番

豊岡　学 上郡舟形町長者原254番地
上郡舟形町長者原字原田2443

番ほか４筆
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佐藤　司 上郡舟形町堀内3313番地38
上郡舟形町堀内字コブシ2187

番ほか５筆

渡部　栄一 上郡真室川町大字平岡528番１
上郡真室川町大字平岡字片杉

野445番27ほか６筆

佐藤　正樹 上郡真室川町大字内町1277番地
上郡真室川町大字内町字上

野々村333番32ほか１筆

土田　昭道 上郡真室川町大字内町399番地
上郡真室川町大字内町字上長

沢前411番ほか11筆

髙橋　清美 上郡真室川町大字平岡90番地
上郡真室川町大字平岡字平岡

165番４ほか12筆

佐藤　慎一 上郡真室川町大字大沢1075番地
上郡真室川町大字大沢字新宿

5740番

斉藤　広也 上郡真室川町大字大沢1751番地
上郡真室川町大字大沢字大平

野4830番１ほか59筆

小松　栄富 上郡真室川町大字大沢381番地
上郡真室川町大字大沢字田郎

222番２ほか５筆

農事組合法人ひまわり農場 上郡真室川町大字及位487番地６
上郡真室川町大字大滝字小荒

沢山778番１ほか18筆

農事組合法人このこのファーム 上郡大蔵村大字清水566番地
上郡大蔵村大字清水字通り

441番３ほか123筆

阿部　良男 上郡戸沢村大字角川1476番地
上郡戸沢村大字角川字鳶ケ沢

161番２ほか19筆

矢作　裕之 上郡戸沢村大字古口2357番地の２
上郡戸沢村大字古口字真柄

2122番ほか２筆

佐藤　健次 上郡戸沢村大字神田281番地の10
上郡戸沢村大字神田字土地台

3835番ほか１筆

木村　敏和 米沢市窪田町藤泉221番地
米沢市塩井町塩野1881番ほか８

筆

登坂　行雄 米沢市通町五丁目１番15号
米沢市大字三沢字下原1069番ほ

か２筆

菅野　俊明 米沢市大字上新田449番地
米沢市大字上新田字千刈原100

番ほか６筆

黒田　眞幸 米沢市大字上新田947番地
米沢市大字下新田字明神堂1326

番ほか５筆

江部　幸一郎 米沢市大字川井2083番地
米沢市大字川井字上谷地175番

ほか７筆

黒田　利広 米沢市大字上新田938番地の１
米沢市大字上新田字檜台936番

ほか８筆

黒田　義一郎 米沢市大字上新田949番地
米沢市大字上新田字檜台966番

２ほか６筆

株式会社アグリ川井 米沢市大字川井2333番地
米沢市大字下新田字広野219番

ほか４筆

大竹　茂 米沢市大字大平279番地
米沢市大字李山字前ノ在家2660

番１ほか11筆

安部　康夫 南陽市坂井576番地の１
南陽市関根字橋向二13番ほか５

筆

松田　繁徳 南陽市鍋田796番地
南陽市鍋田字柳田1261番１ほか

16筆
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佐藤　義治 南陽市鍋田2020番地
南陽市中ノ目字塔場前37番ほか

４筆

松木　峻太 南陽市梨郷812番地
南陽市梨郷字芹ケ窪3702番ほか

23筆

細谷　兵寿 東置賜郡高畠町大字福沢1107番地の１
東置賜郡高畠町大字福沢字寝鹿

二964番１ほか３筆

八巻　良裕 南陽市大橋1197番地
東置賜郡高畠町大字夏茂元津久

茂字千代田二2301番ほか４筆

竹田　修一 東置賜郡高畠町大字深沼125番地の２
東置賜郡高畠町大字深沼字新江

159番１ほか９筆

後藤　長一 東置賜郡高畠町大字深沼784番地
東置賜郡高畠町大字一本柳字大

谷地702番ほか１筆

鈴木　隆宏 東置賜郡高畠町大字亀岡3607番地の１
東置賜郡高畠町大字亀岡字志津

美4710番ほか１筆

黒田　豊成 東置賜郡高畠町大字亀岡3511番地
東置賜郡高畠町大字亀岡字志津

美4710番ほか３筆

竹田　宏行 東置賜郡高畠町大字深沼570番地
東置賜郡高畠町大字深沼字大石

橋487番ほか５筆

瀧澤　和宏 東置賜郡高畠町大字深沼314番地
東置賜郡高畠町大字深沼字熊野

504番１ほか５筆

佐藤　明大 東置賜郡高畠町大字深沼623番地
東置賜郡高畠町大字深沼字熊野

527番２ほか３筆

竹田　剛 東置賜郡高畠町大字深沼2241番地
東置賜郡高畠町大字深沼字熊野

541番１ほか１筆

竹田　良一 東置賜郡高畠町大字深沼550番地
東置賜郡高畠町大字深沼字熊野

587番１ほか３筆

横山　裕一 東置賜郡高畠町大字三条目86番地
東置賜郡高畠町大字三条目字大

道端６番２ほか９筆

森谷　安兵衛 東置賜郡高畠町大字安久津2576番地
東置賜郡高畠町大字安久津字西

沢3297番19

中川　隆清 東置賜郡高畠町大字柏木目361番地
東置賜郡高畠町大字一本柳字堂

ノ前1646番ほか４筆

竹田　淳 東置賜郡川西町大字上小松3849番地
東置賜郡川西町大字上小松字籏

鉾4001番１ほか３筆

遠藤　孝 東置賜郡川西町大字黒川1101番地
東置賜郡川西町大字黒川字中才

東1497番２ほか８筆

川崎　久藏 東置賜郡川西町大字時田841番地
東置賜郡川西町大字時田字町下

1950番１ほか５筆

齋藤　義雄 東置賜郡川西町大字時田2321番地の10
東置賜郡川西町大字時田字相馬

山2734番

荒井　茂雄 東置賜郡川西町大字下奥田336番地
東置賜郡川西町大字下奥田字砂

田404番ほか３筆

細谷　則雄 東置賜郡川西町大字下奥田295番地
東置賜郡川西町大字下奥田字八

幡堂434番ほか５筆

渡邉　勝義 東置賜郡川西町大字下奥田128番地
東置賜郡川西町大字下奥田字金

前123番１ほか１筆

生田　一幸 東置賜郡川西町大字玉庭4629番地の１
東置賜郡川西町大字玉庭字川添

2546番ほか７筆
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鈴木　茂明 東置賜郡川西町大字玉庭5253番地の２
東置賜郡川西町大字玉庭字明才

東4717番ほか１筆

緒形　雄一 東置賜郡川西町大字上奥田2491番地
東置賜郡川西町大字上奥田字小

増沢口2965番１ほか10筆

工藤　勉 東置賜郡川西町大字上奥田3183番地
東置賜郡川西町大字上奥田字柳

沢239番１ほか４筆

島貫　徳右エ門 東置賜郡川西町大字洲島448番地
東置賜郡川西町大字洲島字五町

五反6264番２ほか１筆

奥山　功 東置賜郡川西町大字洲島3187番地
東置賜郡川西町大字高山字沢見

三4175番ほか39筆

清野　安太郎 東置賜郡川西町大字吉田1802番地
東置賜郡川西町大字吉田字長手

在家1768番３ほか15筆

笹木　博樹 東置賜郡川西町大字尾長島1093番地
東置賜郡川西町大字尾長島字坪

沼1289番１ほか１筆

笹木　幸一 東置賜郡川西町大字尾長島1096番地
東置賜郡川西町大字尾長島字高

田4701番１

寒河江　和弘 東置賜郡川西町大字尾長島3367番地
東置賜郡川西町大字尾長島字揚

場一5547番ほか９筆

工藤　久志 長井市宮2373番地
長井市小出字宮村堺三4022番ほ

か６筆

菅野　信夫 長井市成田1445番地
長井市成田字見済3009番ほか９

筆

農事組合法人成田農産 長井市成田1473番地
長井市成田字杉ノ目2862番１ほ

か209筆

鈴木　浩和 長井市成田1477番地の７
長井市成田字水押2837番ほか９

筆

小松　栄助 長井市成田1275番地
長井市成田字水押2838番ほか４

筆

丸山　正介 長井市五十川899番地
長井市成田字 ノ口2914番ほか

５筆

髙橋　弥右エ門 長井市五十川171番地
長井市五十川字桧田5193番ほか

８筆

佐々木　孝吉 長井市五十川1505番地
長井市五十川字前田5246番１ほ

か４筆

別部　裕一 長井市五十川2164番地 長井市五十川字川原二5614番１

鈴木　秀一 長井市寺泉2817番地
長井市寺泉字田中6013番１ほか

２筆

渋谷　純一 長井市寺泉4041番地
長井市寺泉字関亦6770番ほか４

筆

山口　繁之 長井市寺泉1303番地
長井市寺泉字綱木前一6176番１

ほか１筆

平田　武弘 長井市寺泉1325番地
長井市寺泉字上野1841番ほか４

筆

成田　康一 長井市寺泉143番地１
長井市寺泉字舘ノ腰401番ほか

15筆

農事組合法人藤の木農場 長井市寺泉2820番地
長井市寺泉字上野4814番ほか４

筆
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田中　幸男 長井市寺泉2218番地
長井市寺泉字坊田原6210番ほか

２筆

勝見　角弥 長井市川原沢795番地
長井市寺泉字北高堰5287番ほか

４筆

工藤　誠一 長井市川原沢566番地
長井市川原沢字 在家521番１

ほか２筆

菅野　文雄 長井市川原沢1210番地の１
長井市川原沢字五石田2357番ほ

か１筆

椎名　一志 長井市草岡171番地
長井市川原沢字大清水前1961番

ほか４筆

孫田　秀幸 長井市草岡97番地の１
長井市草岡字大土井3949番ほか

２筆

木村　雅幸 長井市草岡136番地 長井市草岡字沖3240番１

木村　繁次 長井市草岡73番地の２ 長井市草岡字大土井3905番

髙橋　良一 長井市草岡1327番地
長井市草岡字新町1417番１ほか

16筆

若林　和彦 長井市草岡2396番地の２
長井市草岡字大舘4081番ほか１

筆

山口　正 長井市勧進代1679番地 長井市勧進代字平前3497番

新野　期満 長井市平山2402番地の１
長井市平山字三渕3287番ほか13

筆

鈴木　正和 長井市平山2240番地の１
長井市平山字新屋敷3188番１ほ

か２筆

片倉　功 長井市平山1891番地１
長井市平山字法蔵坊3369番ほか

１筆

深澤　園博 長井市九野本2733番地
長井市九野本字西淀5008番ほか

14筆

鈴木　将太 長井市泉1391番地 長井市泉字福田2277番ほか６筆

丸山　敏彦 長井市下伊佐沢1539番地
長井市中伊佐沢字蔵高916番２

ほか３筆

有限会社東部開発 西置賜郡小国町大字河原角136番地
西置賜郡小国町大字東滝字中道

27番２ほか251筆

渡部　恭兵 西置賜郡小国町大字町原331番地の２
西置賜郡小国町大字松岡字前田

22番ほか18筆

飯澤　徳寛 西置賜郡小国町大字増岡692番地の５
西置賜郡小国町大字増岡字団子

山1464番ほか３筆

井上　市郎 西置賜郡小国町大字岩井沢157番地
西置賜郡小国町大字新屋敷字新

井363番

大谷　健人 西置賜郡小国町大字西142番地の３
西置賜郡小国町大字増岡字横道

1181番ほか４筆

本間　正實 西置賜郡小国町大字田沢頭455番地
西置賜郡小国町大字田沢頭字坊

沢785番１ほか16筆

伊藤　実千昌 西置賜郡小国町大字田沢頭420番地
西置賜郡小国町大字田沢頭字他

屋838番ほか16筆
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佐藤　義昭 西置賜郡小国町大字舟渡760番地
西置賜郡小国町大字舟渡字宮ノ

崎1328番ほか１筆

高橋　潤一 西置賜郡小国町大字叶水708番地
西置賜郡小国町大字叶水字稲荷

下647番１ほか３筆

伊藤　孝太郎 西置賜郡小国町大字田沢頭247番地
西置賜郡小国町大字北字大鹿

334番ほか12筆

農事組合法人田沢頭グリーンメ

イト
西置賜郡小国町大字田沢頭315番地の１

西置賜郡小国町大字田沢頭字東

又750番ほか59筆

石垣　正憲 西置賜郡小国町大字田沢頭315番地の１
西置賜郡小国町大字田沢頭字他

屋856番ほか８筆

渡辺　正義 西置賜郡小国町大字樽口208番地
西置賜郡小国町大字足水中里字

川窪262番２ほか４筆

佐藤　和美 西置賜郡小国町大字樽口273番地
西置賜郡小国町大字市野沢字松

平255番ほか29筆

遠藤　和彦 西置賜郡小国町大字大宮149番地
西置賜郡小国町大字増岡字大下

1104番ほか９筆

金　繁 西置賜郡小国町大字小渡314番地
西置賜郡小国町大字尻無沢字中

道576番ほか10筆

農事組合法人エフビージー 西置賜郡白鷹町大字高玉3872番地
西置賜郡白鷹町大字高玉字門前

南4772番ほか132筆

金田　壽 西置賜郡白鷹町大字高玉2916番地の２
西置賜郡白鷹町大字高玉字境前

一2233番ほか25筆

佐藤　良晴 西置賜郡白鷹町大字高玉3352番地
西置賜郡白鷹町大字高玉字境前

三2329番ほか48筆

農事組合法人アグリサービスこ

ぐわ
西置賜郡白鷹町大字横田尻3590番地

西置賜郡白鷹町大字横田尻字中

道端5503番２ほか246筆

船山　博夫 西置賜郡白鷹町大字横田尻1460番地
西置賜郡白鷹町大字横田尻字古

川尻8639番ほか13筆

丸川　正博 西置賜郡白鷹町大字横田尻1666番地
西置賜郡白鷹町大字横田尻字中

海8553番

高橋　弘寿 西置賜郡白鷹町大字横田尻1248番地
西置賜郡白鷹町大字横田尻字島

田四1129番７ほか16筆

町田　昭弘 西置賜郡白鷹町大字横田尻1238番地
西置賜郡白鷹町大字横田尻字下

川原8779番

船山　寛 西置賜郡白鷹町大字横田尻1364番地の１
西置賜郡白鷹町大字横田尻字中

川原8504番ほか１筆

伊藤　一義 西置賜郡白鷹町大字山口695番地
西置賜郡白鷹町大字山口字八ケ

森前454番１ほか１筆

横山　正弘 西置賜郡白鷹町大字鮎貝3384番地
西置賜郡白鷹町大字山口字森屋

敷前5505番１ほか14筆

大滝　良金 西置賜郡白鷹町大字山口3486番地
西置賜郡白鷹町大字山口字森屋

敷前5507番ほか１筆

農事組合法人サンファームしら

たか
西置賜郡白鷹町大字箕和田1663番地

西置賜郡白鷹町大字鮎貝字新田

一5948番ほか12筆

金子　勝広 西置賜郡白鷹町大字鮎貝2299番地
西置賜郡白鷹町大字鮎貝字鈴振

田6172番ほか１筆

菊地　博紀 西置賜郡白鷹町大字滝野311番地
西置賜郡白鷹町大字十王字塩田

道下4769番３ほか１筆
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小関　忠蔵 西置賜郡白鷹町大字滝野2260番地
西置賜郡白鷹町大字滝野字滝

2032番ほか１筆

海老名　直志 西置賜郡白鷹町大字滝野1101番地
西置賜郡白鷹町大字滝野字西

1083番１ほか３筆

菊地　康絋 西置賜郡白鷹町大字浅立3772番地
西置賜郡白鷹町大字浅立字諏訪

前3956番４ほか２筆

小形　義男 西置賜郡白鷹町大字浅立3769番地
西置賜郡白鷹町大字浅立字舘屋

敷浦5859番

村上　邦彦 西置賜郡白鷹町大字浅立4095番地
西置賜郡白鷹町大字浅立字三百

苅5119番ほか１筆

鈴木　康太 西置賜郡白鷹町大字畔藤2430番地の１
西置賜郡白鷹町大字畔藤字松岡

前1777番１

山口　利行 西置賜郡飯豊町大字中1413番地
西置賜郡飯豊町大字中字山王原

2295番

那須　清志 長井市九野本3568番地
西置賜郡飯豊町大字中字万九郎

2761番

笹生　俊英 西置賜郡飯豊町大字中789番地
西置賜郡飯豊町大字中字南新田

二1476番73ほか２筆

佐藤　政市 西置賜郡飯豊町大字中56番地
西置賜郡飯豊町大字中字山王原

2358番ほか４筆

有限会社アグリメントなか 西置賜郡飯豊町大字中2184番地
西置賜郡飯豊町大字中字山王原

2263番ほか９筆

朝倉　隆一郎 西置賜郡飯豊町大字萩生1120番地
西置賜郡飯豊町大字萩生字粡町

4473番ほか１筆

有限会社フレッシュファーム 西置賜郡飯豊町大字萩生3626番地１
西置賜郡飯豊町大字萩生字清水

3626番１ほか１筆

後藤　直樹 西置賜郡飯豊町大字萩生1962番地
西置賜郡飯豊町大字萩生字粡町

4466番ほか２筆

髙橋　亨一 西置賜郡飯豊町大字萩生882番地
西置賜郡飯豊町大字萩生字原尻

758番２ほか８筆

手塚　房夫 西置賜郡飯豊町大字黒沢966番地
西置賜郡飯豊町大字萩生字前野

内四2362番１ほか33筆

渡部　雅光 西置賜郡飯豊町大字黒沢290番地
西置賜郡飯豊町大字萩生字道六

神4147番ほか４筆

横澤　謙次 西置賜郡飯豊町大字黒沢312番地
西置賜郡飯豊町大字黒沢字坪沼

2312番２ほか４筆

後藤　康則 西置賜郡飯豊町大字椿1370番地
西置賜郡飯豊町大字椿字 4287

番１ほか４筆

後藤　勝之 西置賜郡飯豊町大字椿1994番地
西置賜郡飯豊町大字椿字三ノ坂

2947番４ほか９筆

下川原農事組合法人 西置賜郡飯豊町大字添川1939番地
西置賜郡飯豊町大字椿字黒井

558番１ほか４筆

長沼　正博 西置賜郡飯豊町大字椿909番地
西置賜郡飯豊町大字椿字中野

282番ほか９筆

長沼　忠右衛門 西置賜郡飯豊町大字椿976番地
西置賜郡飯豊町大字椿字鴨川原

北584番ほか２筆

長沼　信太郎 西置賜郡飯豊町大字椿1244番地
西置賜郡飯豊町大字椿字中椿

3342番１ほか27筆
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小松　康弘 西置賜郡飯豊町大字椿1350番地
西置賜郡飯豊町大字椿字上川原

一1315番２ほか９筆

安部　宗和 西置賜郡飯豊町大字小白川59番地１
西置賜郡飯豊町大字小白川字萱

場3854番ほか３筆

横山　健二 西置賜郡飯豊町大字小白川601番地
西置賜郡飯豊町大字小白川字一

の宮3860番

佐原　一治 西置賜郡飯豊町大字小白川1807番地１
西置賜郡飯豊町大字小白川字中

江堀4071番１ほか２筆

五十嵐　敏博 西置賜郡飯豊町大字小白川1101番地
西置賜郡飯豊町大字小白川字原

4049番１ほか２筆

後藤　光榮 西置賜郡飯豊町大字萩生470番地
西置賜郡飯豊町大字手ノ子字博

士三85番１ほか21筆

竹田　武俊 西置賜郡飯豊町大字手ノ子1234番地
西置賜郡飯豊町大字手ノ子字上

段下二1647番１ほか１筆

浅野　克幸 西置賜郡飯豊町大字添川3493番地
西置賜郡飯豊町大字添川字境見

山3546番１ほか38筆

高橋　泰美 西置賜郡飯豊町大字添川3028番地
西置賜郡飯豊町大字添川字東山

二4374番ほか５筆

髙橋　修一郎 西置賜郡飯豊町大字添川2514番地
西置賜郡飯豊町大字添川字東山

三4836番ほか１筆

伊藤　俊明 西置賜郡飯豊町大字添川3335番地６
西置賜郡飯豊町大字添川字東山

二4528番ほか７筆

加藤　富夫 西置賜郡飯豊町大字添川3209番地
西置賜郡飯豊町大字添川字東山

三4839番ほか２筆

横澤　久好 西置賜郡飯豊町大字添川3479番地
西置賜郡飯豊町大字添川字東山

二4405番ほか３筆

新野　真太郎 西置賜郡飯豊町大字添川2493番地
西置賜郡飯豊町大字添川字東山

二4497番ほか22筆

島貫　良則 西置賜郡飯豊町大字添川2683番地
西置賜郡飯豊町大字添川字大旦

二7021番ほか８筆

尾形　義政 西置賜郡飯豊町大字松原866番地
西置賜郡飯豊町大字松原字町北

上653番２ほか５筆

須貝　富子 西置賜郡飯豊町大字松原814番地
西置賜郡飯豊町大字松原字町北

1637番ほか８筆

宮本　聡子 西置賜郡飯豊町大字添川1190番地
西置賜郡飯豊町大字添川字稲荷

堂5972番１ほか３筆

舩山　寿一 西置賜郡飯豊町大字添川1516番地
西置賜郡飯豊町大字添川字北田

6039番ほか５筆

二瓶　茂則 西置賜郡飯豊町大字添川912番地
西置賜郡飯豊町大字添川字北田

6043番２ほか２筆

有限会社中津川エフエフ 西置賜郡飯豊町大字白川537番地
西置賜郡飯豊町大字上屋地字四

ツ筬393番ほか27筆

後藤　通雄 西置賜郡飯豊町大字岩倉195番地
西置賜郡飯豊町大字岩倉字塩之

畑912番

小松　和子 西置賜郡飯豊町大字椿2146番地
西置賜郡飯豊町大字遅谷字稲荷

林615番７ほか１筆

遠藤　一芳 西置賜郡飯豊町大字添川441番地
西置賜郡飯豊町大字添川字尼ケ

沢7163番ほか４筆
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二瓶　則明 西置賜郡飯豊町大字添川435番地
西置賜郡飯豊町大字添川字東上

代一5344番

農事組合法人しもがわ 鶴岡市下川字堰下120番地１
鶴岡市下川字西谷地280番ほか

270筆

農事組合法人LOHAS西茨 鶴岡市茨新田戊48番地
鶴岡市長崎字村北５番ほか148

筆

農事組合法人バラファーム 鶴岡市茨新田甲68番地
鶴岡市茨新田字村東55番ほか

489筆

農事組合法人まめまめあくしー 鶴岡市下川字合喜24番地
鶴岡市下川字堰下282番ほか277

筆

下川下農事組合法人 鶴岡市下川字大坪12番地
鶴岡市西京田字上前田19番ほか

136筆

農事組合法人西沼ファーム 鶴岡市西沼丙53番地
鶴岡市 興屋字三丁場31番61ほ

か269筆

農事組合法人長崎フィールズ 鶴岡市長崎字花見原255番地１
鶴岡市長崎字道田17番１ほか

258筆

佐藤　冨士雄 鶴岡市西目甲31番地
鶴岡市西目字京田前175番ほか

３筆

柴田　正則 鶴岡市西沼甲89番地 鶴岡市西沼字砂停原422番

深町　隆 鶴岡市中清水丁329番地
鶴岡市中清水字玉作170番１ほ

か３筆

農事組合法人大泉フェローズ 鶴岡市小淀川乙29番地
鶴岡市上清水字宮崎233番ほか

439筆

後藤　清 鶴岡市荒井京田甲91番地
鶴岡市荒井京田字荒田231番１

ほか６筆

小池　博基 鶴岡市寺田丙201番地
鶴岡市寺田字月記266番ほか３

筆

岡部　衛 鶴岡市我老林字五里市94番地
鶴岡市我老林字五里市86番１ほ

か４筆

渡部　正之 鶴岡市我老林字五里市193番地
鶴岡市我老林字西川原11番１ほ

か２筆

岡部　忠一 鶴岡市我老林字五里市55番地 鶴岡市我老林字東川原130番

渡部　斉 鶴岡市我老林字五里市58番地
鶴岡市我老林字東川原129番ほ

か１筆

阿部　秀和 鶴岡市下川字松葉55番地 鶴岡市茨新田字千花山213番

小田　耕吉 鶴岡市下清水乙156番地 鶴岡市下清水字田中306番

大滝　政好 鶴岡市千安京田乙171番地
鶴岡市千安京田字泰田243番ほ

か４筆

白井　丈士 鶴岡市千安京田字龍花山192番地２
鶴岡市千安京田字京田339番１

ほか２筆

難波　衛市 鶴岡市藤沢乙89番地
鶴岡市藤沢字西側228番ほか６

筆

有限会社いとうファーム 鶴岡市矢馳甲29番地
鶴岡市山田字境興屋163番ほか

14筆
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本間　敬三 鶴岡市井岡甲59番地
鶴岡市井岡字御衣田73番ほか２

筆

小池　均　 鶴岡市岡山126番地
鶴岡市井岡字御衣田34番ほか７

筆

有限会社サトーファーム 鶴岡市美咲町30番地６ 鶴岡市布目字西通55番ほか２筆

井上　秀夫 鶴岡市若葉町13番地19
鶴岡市西京田字島田124番ほか

７筆

石井　孝之 鶴岡市青龍寺字北内５番地
鶴岡市青龍寺字川内168番ほか

３筆

今野　幸一 鶴岡市滝沢字水尻31番地 鶴岡市滝沢字村尻19番ほか１筆

渡部　薫 鶴岡市滝沢字水上53番地
鶴岡市滝沢字村東135番１ほか

２筆

今野　稔 鶴岡市滝沢字水尻57番地 鶴岡市滝沢字村尻19番

本間　望 鶴岡市寿字川口171番地
鶴岡市中橋字村西104番ほか６

筆

石川　正志 鶴岡市高坂字楯ノ下21番地
鶴岡市高坂字天王原214番１ほ

か１筆

高山　光男 鶴岡市高坂字楯ノ下22番地 鶴岡市高坂字山口246番

伊藤　均 鶴岡市少連寺乙29番地
鶴岡市田川字中里前28番１ほか

16筆

後藤　新一 鶴岡市田川戊60番地
鶴岡市田川字興屋川原９番１ほ

か８筆

伊藤　裕一 鶴岡市白山丁96番地
鶴岡市白山字西木村195番ほか

１筆

佐藤　司 鶴岡市中野京田乙38番地
鶴岡市中野京田字荒田153番ほ

か３筆

大場　吾朗 鶴岡市布目丁31番地
鶴岡市布目字宮田５番１ほか３

筆

伊藤　英夫 鶴岡市上清水甲307番地
鶴岡市上清水字宮崎215番ほか

10筆

木村　日出夫 鶴岡市湯野沢70番地
鶴岡市文下字久保田171番ほか

12筆

藤原　憲正 鶴岡市安丹丁24番地
鶴岡市安丹字上丹波253番ほか

14筆

杉山　豊 鶴岡市面野山字鶴ノ瀬81番地８
鶴岡市馬町字仲ノ新田48番ほか

18筆

兼子　誠 鶴岡市高坂字山口125番地
鶴岡市高坂字三ケ水口188番１

ほか11筆

菅原　修 鶴岡市坂野下乙62番地
鶴岡市坂野下字峠下387番ほか

４筆

五戸　富三 鶴岡市下清水乙226番地
鶴岡市下清水字山田392番ほか

４筆

冨樫　茂広 鶴岡市大宝寺町５番地29
鶴岡市播磨字上堤160番ほか11

筆
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佐藤　敏文 鶴岡市田川戊131番地
鶴岡市田川字中里前16番２ほか

２筆

佐藤　公哉 鶴岡市工藤字樋口97番地１
鶴岡市蛸井興屋字野添６番２ほ

か22筆

池田　ひとみ 鶴岡市谷地興屋字村中18番地
鶴岡市上中野目字旗鉾13番２ほ

か８筆

角屋　光志 鶴岡市鷺畑字道合６番地
鶴岡市鷺畑字道合25番11ほか７

筆

武田　昭夫 鶴岡市砂塚字河戸向49番地 鶴岡市平形字国分73番ほか３筆

日向　一夫 鶴岡市豊栄字宅地11番地
鶴岡市八色木字西野246番ほか

１筆

成田　春一 鶴岡市豊栄字宅地77番地１
鶴岡市八色木字西村109番ほか

５筆

布川　廣一 鶴岡市豊栄字宅地98番地１ 鶴岡市豊栄字村下22番

太田　光洋 鶴岡市川尻字町上33番地
鶴岡市川尻字町上２番６ほか９

筆

成田　周治 鶴岡市藤島関根字西田10番地
鶴岡市藤島関根字諏訪田104番

ほか２筆

菅原　賢信 鶴岡市古郡字明円田57番地
鶴岡市古郡字金清水16番１ほか

５筆

阿部　正志 鶴岡市藤島字村東95番地
鶴岡市藤浪四丁目107番ほか５

筆

菅原　進 鶴岡市野田目字家ノ腰40番地
鶴岡市下中野目字中水興屋43番

１ほか３筆

佐藤　一晴 鶴岡市野田目字砂田９番地 鶴岡市須走字細杖36番ほか１筆

農事組合法人三和あぐり 鶴岡市三和字柳町15番地 鶴岡市三和字新田56番ほか７筆

有限会社米の里 鶴岡市小中島字赤沼22番地
鶴岡市八色木字大野195番ほか

２筆

有限会社田和楽 鶴岡市小中島字猫作66番地２
鶴岡市小中島字赤沼234番ほか

５筆

草島　政男 鶴岡市谷地興屋字村中23番地
鶴岡市谷地興屋字大坪30番ほか

８筆

齋藤　和浩 鶴岡市神明町16番43号
鶴岡市荒俣字仲川原241番ほか

７筆

小鷹　正男 鶴岡市八色木字四百苅32番地
鶴岡市八色木字大野183番ほか

16筆

上林　豊 鶴岡市添川字湯ノ沢62番地 鶴岡市添川字宮田67番１

阿部　一夫 鶴岡市上藤島字村東25番地
鶴岡市上藤島字村西117番ほか

３筆

丸山　誠 鶴岡市上藤島字村東40番地
鶴岡市上藤島字沖通57番ほか１

筆

髙山　正一 鶴岡市無音字沼田103番地
鶴岡市川尻字蔵ノ下28番ほか11

筆
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横山　勝儀 鶴岡市鷺畑字佐渡端40番地 鶴岡市鷺畑字高堤40番ほか１筆

髙橋　和夫 鶴岡市東堀越字桔梗出８番地
鶴岡市東堀越字五福112番２ほ

か２筆

坂本　孝 鶴岡市楪字早稲田66番地
鶴岡市楪字早稲田100番１ほか

１筆

堀口　俊一 鶴岡市長沼字宮前10番地
鶴岡市長沼字水門前164番ほか

８筆

小関　道太郎 鶴岡市荒俣字仲川原78番地
鶴岡市荒俣字仲川原251番ほか

３筆

加藤　久 鶴岡市添川字池苗代90番地１
鶴岡市添川字八幡西64番ほか３

筆

石川　博幸 鶴岡市八色木字平田37番地２
鶴岡市八色木字荒落172番ほか

２筆

山田　淳 鶴岡市羽黒町松ケ岡字松ケ岡63番地
鶴岡市羽黒町松ケ岡字松ケ岡56

番１ほか２筆

五十嵐　均 鶴岡市羽黒町猪俣新田字田屋前127番地
鶴岡市羽黒町荒川字鴻ノ巣145

番ほか７筆

齋藤　忠善 鶴岡市羽黒町川代字下川代226番地 鶴岡市羽黒町川代字真木森23番

相澤　重浩 鶴岡市羽黒町玉川字玉川15番地
鶴岡市羽黒町玉川字白山前101

番ほか４筆

渡部　文昭 鶴岡市羽黒町玉川字玉川92番地
鶴岡市羽黒町大口字数古ノ前39

番

丸山　伸一 鶴岡市羽黒町荒川字荒泉橋40番地
鶴岡市羽黒町荒川字鴻ノ巣８番

ほか５筆

丸山　光平 鶴岡市羽黒町荒川字西田157番地
鶴岡市羽黒町荒川字西田15番２

ほか１筆

丸山　晃聖 鶴岡市羽黒町荒川字荒泉橋56番地
鶴岡市羽黒町野田字板橋50番１

ほか３筆

佐藤　与治右衛門 鶴岡市羽黒町赤川字村下21番地
鶴岡市羽黒町松尾字前田元127

番ほか９筆

岡部　一明 鶴岡市羽黒町荒川字荒泉橋29番地
鶴岡市羽黒町荒川字落合218番

ほか13筆

丸山　繁則 鶴岡市羽黒町川代字真木森308番地
鶴岡市羽黒町川代字真木森460

番１ほか56筆

小林　忠好 鶴岡市羽黒町上野新田字上台８番地１
鶴岡市羽黒町上野新田字東山

231番１ほか２筆

今井　長一 鶴岡市羽黒町戸野字福ノ内14番地２
鶴岡市羽黒町戸野字祝儀田17番

１ほか７筆

成澤　和則 鶴岡市羽黒町荒川字鎌田13番地１
鶴岡市羽黒町染興屋字川原35番

ほか１筆

株式会社ジェイファーム 鶴岡市羽黒町押口字川端37番地７
鶴岡市羽黒町上野新田字西八番

23番

野口　文 鶴岡市羽黒町金森目字村ノ内34番地
鶴岡市羽黒町小増川字西ノ門75

番１ほか11筆

丸山　幸一 鶴岡市羽黒町荒川字西田72番地
鶴岡市羽黒町荒川字西田20番１

ほか４筆
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農事組合法人西片屋ふぁーむ 鶴岡市西片屋字片貝80番地
鶴岡市松根字上松根334番ほか

５筆

平親　通明 鶴岡市黒川字成沢700番地
鶴岡市黒川字成沢257番ほか７

筆

菅原　松男 鶴岡市勝福寺字中通194番地
鶴岡市東荒屋字上荒屋28番ほか

３筆

澁谷　直樹 鶴岡市たらのき代字西野５番地
鶴岡市黒川字成沢502番ほか６

筆

大滝　満 鶴岡市桂荒俣字荒屋敷50番地
鶴岡市桂荒俣字上桂81番ほか４

筆

渡部　吉右衛門 鶴岡市黒川字上の山83番地
鶴岡市黒川字上の山117番１ほ

か13筆

清和　勝 鶴岡市黒川字大杉118番地
鶴岡市勝福寺字下川田256番ほ

か15筆

佐久間　豊 鶴岡市西荒屋字川原田123番地
鶴岡市西荒屋字川原田14番６ほ

か８筆

安野　勝廣 鶴岡市三千刈字藤掛100番地
鶴岡市三千刈字藤掛42番２ほか

２筆

鈴木　正美 鶴岡市丸岡字町の内231番地 鶴岡市丸岡字鳥飼43番１

佐藤　信一 鶴岡市板井川字村西71番地
鶴岡市板井川字村西21番ほか２

筆

佐藤　長一 鶴岡市板井川字村西67番地
鶴岡市板井川字片茎183番ほか

３筆

大瀧　郁夫 鶴岡市板井川字片茎152番地
鶴岡市板井川字片茎174番１ほ

か５筆

前田　浩 鶴岡市丸岡字町の内223番地
鶴岡市丸岡字鳥飼126番１ほか

４筆

菅原　勉 鶴岡市馬渡字道東115番地
鶴岡市田代字広瀬224番ほか４

筆

佐藤　与惣兵衛 鶴岡市松根字下松根250番地
鶴岡市黒川字滝の上33番１ほか

６筆

神尾　光市 鶴岡市金谷字大沢70番地 鶴岡市丸岡字備前331番

伊藤　文一 鶴岡市倉沢字森ノ腰95番地
鶴岡市上田沢字野中66番ほか３

筆

農事組合法人あさひの輝き・ま

んてん
鶴岡市東岩本字野中107番地

鶴岡市東岩本字漆原４番３ほか

191筆

五十嵐　久 鶴岡市越中山字村田74番地
鶴岡市越中山字中入65番ほか１

筆

佐藤　幸男 鶴岡市熊出字長表100番地２
鶴岡市熊出字五福田219番１ほ

か６筆

株式会社あつみ農地保全組合 鶴岡市湯温海字湯之里284番地
鶴岡市山五十川字向山田277番

ほか23筆

剱持　孝一 鶴岡市小名部甲165番地
鶴岡市小名部字向田198番１ほ

か１筆

野尻　門作 鶴岡市越沢乙44番地 鶴岡市越沢字下峯128番
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佐藤　甚内 鶴岡市木野俣乙265番地 鶴岡市木野俣字木野俣747番

梅津　陣 酒田市宮内字本楯463番地
酒田市米島字福島西56番ほか６

筆

伊藤　昭 酒田市米島字前門40番地の１
酒田市米島字上草田178番ほか

２筆

渡部　岩保 酒田市豊里字下藤塚91番地 酒田市豊里字田村30番ほか２筆

農事組合法人ビーンズ本楯 酒田市本楯字新田目100番地
酒田市大豊田字星川60番ほか８

筆

池田　和人 酒田市城輪字嘉平田65番地 酒田市城輪字鏡田82番ほか５筆

大場　孝 酒田市大豊田字下星川37番地
酒田市大豊田字下星川226番ほ

か３筆

菅原　吉生 酒田市安田字芳岡22番地 酒田市安田字芳岡133番

成澤　健一 酒田市刈穂字古川111番地 酒田市刈穂字郷崎43番ほか４筆

阿部　敏哉 酒田市前川字宮田７番地
酒田市境興野字中ノ坪181番ほ

か１筆

佐藤　秀之 酒田市北沢字長面23番地
酒田市境興野字家ノ東125番ほ

か３筆

小松　秀弥 酒田市北沢字野手南61番地 酒田市関字金笠135番ほか５筆

日向　貴司 酒田市関字村の内65番地 酒田市関字金笠128番ほか３筆

阿部　一元 酒田市熊手島字道ノ上熊興屋25番地
酒田市熊手島字熊興屋219番ほ

か２筆

農事組合法人希望ファーム大宮 酒田市大宮町三丁目24番13号 酒田市字鷺谷地267番ほか292筆

白畑　三也 酒田市大町11番６号
酒田市遊摺部字千代世584番ほ

か20筆

齋藤　安彦 酒田市大町16番４号
酒田市大町字下割610番ほか５

筆

佐藤　正樹 酒田市大町10番２号
酒田市大町字大野286番１ほか

１筆

池田　正昭 酒田市四ツ興野84番地
酒田市大町字出雲285番ほか１

筆

横山　主税 酒田市亀ケ崎五丁目９番10号
酒田市大町字上割410番１ほか

４筆

齋藤　隆 酒田市四ツ興野96番地
酒田市字仁助谷地384番ほか25

筆

高橋　義孝 酒田市大町４番29号
酒田市字仁助谷地392番ほか１

筆

岡田　春光 酒田市大町字上割54番地
酒田市大町字下切添342番１ほ

か１筆

髙橋　忠喜 酒田市浜中乙172番地 酒田市広野字尾形70番ほか２筆
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小林　敏彦 酒田市浜中字村東1134番地の２
酒田市広野字興屋211番１ほか

４筆

佐藤　宗也 酒田市浜中丁564番地の４
酒田市浜中字稗畑180番ほか５

筆

髙橋　登志雄 酒田市浜中乙280番地
酒田市浜中字出崎590番ほか６

筆

小林　満 酒田市浜中甲54番地
酒田市浜中字砂沼167番ほか８

筆

佐藤　鉄美 酒田市浜中乙90番地
酒田市広岡新田字大水門下260

番ほか３筆

農事組合法人農友前川 酒田市前川字宮田32番地 酒田市前川字後田71番ほか２筆

株式会社和農日向 酒田市下黒川字楯坂73番地
酒田市升田字村東66番１ほか９

筆

農事組合法人サンファーム大島

田
酒田市大島田字島田41番地 酒田市市条字鶴巻95番ほか３筆

齋藤　光男 酒田市塚渕字清瀬25番地
酒田市塚渕字舘ノ内154番ほか

７筆

吉高　祐二郎 酒田市市条字上川原16番地の18
酒田市常禅寺字川向３番ほか８

筆

兵藤　正志 酒田市赤剥字村腰69番地
酒田市赤剥字道の下43番１ほか

５筆

池田　隆 酒田市芹田字腰巻18番地 酒田市芹田字餅畑56番ほか１筆

新関　満 酒田市亀ケ崎三丁目５番44号
酒田市南平沢字長面99番ほか１

筆

髙橋　均 酒田市こあら一丁目３番地の７
酒田市前川字二百刈286番ほか

１筆

五十嵐　登 酒田市成興野字堰内75番地
酒田市成興野字塚柳194番ほか

８筆

新舘　晴夫 酒田市竹田字竹ノ下33番地
酒田市竹田字藤里５番１ほか８

筆

阿部　淳一 酒田市成興野字村下８番地
酒田市成興野字海道内88番ほか

16筆

工藤　真義 酒田市小林字杉沢117番地６
酒田市小林字下之森15番１ほか

４筆

髙橋　重政 酒田市田沢字南田沢79番地 酒田市楯山字村前４番ほか20筆

髙橋　吉郎 酒田市田沢字南田沢67番地
酒田市田沢字前川原21番１ほか

４筆

阿部　敏美 酒田市北俣字本宮７番地
酒田市田沢字赤田渕13番ほか２

筆

佐藤　伸 酒田市中野俣字進藤前32番地の１
酒田市中野俣字村上86番１ほか

３筆

佐藤　邦彦 酒田市中野俣字谷地田前27番の３
酒田市中野俣字円能寺95番ほか

４筆

佐藤　栄美子 酒田市中野俣字中里43番地
酒田市中野俣字谷地田前73番ほ

か５筆
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佐藤　幸一 酒田市山谷新田字金谷６番地 酒田市山谷字西山12番３

佐藤　伸 酒田市 橋字大柳114番地
酒田市 橋字上川原378番ほか

４筆

阿曽　兼太 酒田市 橋字大柳97番地
酒田市 橋字ヒヤカリ151番ほ

か７筆

阿曽　建夫 酒田市 橋字大柳93番地
酒田市 橋字ヒヤカリ161番ほ

か１筆

阿曽　彰 酒田市 橋字大柳77番地
酒田市 橋字ヒヤカリ267番ほ

か９筆

三浦　勝雄 酒田市 橋字大柳129番地
酒田市 橋字下川原465番ほか

２筆

髙橋　達弥 酒田市中野目84番地
酒田市中野目字割前153番ほか

７筆

石川　敏行 酒田市中野目56番地
酒田市中野目字西田146番ほか

11筆

菅原　長昭 酒田市桜林興野76番地
酒田市桜林興野字大割81番ほか

８筆

後藤　喜博 酒田市飛鳥98番
酒田市飛鳥字大林142番１ほか

２筆

古川　麻衣子 酒田市飛鳥162番の内１番地
酒田市飛鳥字大林726番ほか２

筆

佐藤　司 酒田市飛鳥19番地
酒田市飛鳥字大林173番１ほか

６筆

小野寺　耕 酒田市飛鳥48番地内第２号
酒田市飛鳥字宝永新田1153番ほ

か１筆

阿部　雄太郎 酒田市砂越字上川原５番地 酒田市泉興野字村前畑208番

石川　巌 酒田市中野目字割前88番地
酒田市中野目字北田64番ほか１

筆

飯田　政良 東田川郡三川町大字横山字横山215番地
東田川郡三川町大字横山字神田

256番ほか４筆

山口　昌志 東田川郡三川町大字菱沼字村上11番地
東田川郡三川町大字神花字通向

65番３ほか４筆

五十嵐　隆徳 東田川郡三川町大字横山字土橋118番地
東田川郡三川町大字横山字落子

171番

河村　静 東田川郡庄内町余目字町100番地
東田川郡庄内町余目字月屋敷

474番

佐藤　平 東田川郡庄内町余目字町146番地
東田川郡庄内町余目字下梵天塚

133番ほか２筆

佐藤　仁 東田川郡庄内町余目字町45番地
東田川郡庄内町余目字月屋敷

513番ほか８筆

佐藤　憲 東田川郡庄内町余目字町10番地
東田川郡庄内町余目字四ツ興野

１番１ほか30筆

斎藤　長良 東田川郡庄内町余目字沢田79番地
東田川郡庄内町余目字小島816　

番ほか４筆

三浦　寛 東田川郡庄内町余目字町231番地
東田川郡庄内町余目字東小島

459番ほか２筆
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村上　廣喜 東田川郡庄内町余目字大塚77番地
東田川郡庄内町余目字山谷317　

番ほか13筆

佐々木　俊美 東田川郡庄内町余目字山谷42番地
東田川郡庄内町余目字山谷355　

番ほか１筆

中野　靜雄 東田川郡庄内町余目字上朝丸60番地
東田川郡庄内町余目字下大日堂

90番１ほか４筆

清川　均 東田川郡庄内町余目字上朝丸54番地
東田川郡庄内町余目字六人塚

302番

佐藤　和則 東田川郡庄内町余目字上朝丸35番地
東田川郡庄内町余目字六人塚

291番ほか２筆

足達　耕司 東田川郡庄内町余目字上朝丸77番地２
東田川郡庄内町余目字石沢222　

番ほか14筆

佐藤　敦司 東田川郡庄内町余目字矢口12番地２
東田川郡庄内町余目字矢口13番

１ほか２筆

佐藤　幸輝 東田川郡庄内町余目字興野７番地
東田川郡庄内町余目字山谷398　

番

海藤　孝作 東田川郡庄内町余目字興野16番地２
東田川郡庄内町余目字東小島

598番ほか８筆

佐々木　英之 東田川郡庄内町余目字猿田133番地１
東田川郡庄内町余目字月屋敷

496番ほか１筆

佐々木　彦一 東田川郡庄内町余目字興野46番地
東田川郡庄内町余目字志戸98番

ほか１筆

佐々木　清雄 東田川郡庄内町余目字興野49番地１
東田川郡庄内町余目字小島862

番ほか７筆

佐藤　啓一 東田川郡庄内町余目字館30番地
東田川郡庄内町余目字東小島

618番ほか６筆

佐藤　隆一 東田川郡庄内町余目字館37番地
東田川郡庄内町余目字下大日堂

31番４ほか６筆

佐々木　信夫 東田川郡庄内町余目字南口22番地
東田川郡庄内町余目字東谷地

158番ほか10筆

今井　秀一 東田川郡庄内町余目字南口18番地
東田川郡庄内町余目字仲谷地

179番ほか５筆

佐々木　哲弘 東田川郡庄内町余目字南口46番地
東田川郡庄内町余目字仲谷地

285番ほか１筆

池田　勝彦 東田川郡庄内町余目字南口54番地
東田川郡庄内町余目字仲谷地

241番ほか３筆

黒井　喜八 東田川郡庄内町余目字南口98番地２
東田川郡庄内町余目字東谷地

152番ほか３筆

伊藤　秀明 東田川郡庄内町余目字南口102番地
東田川郡庄内町余目字大南田

125番ほか27筆

阿部　始 東田川郡庄内町余目字長畑58番地
東田川郡庄内町余目字南田127　

番ほか３筆

工藤　豊章 東田川郡庄内町余目字長畑52番地
東田川郡庄内町余目字東小島

494番ほか12筆

足達　正 東田川郡庄内町余目字竹畑77番地
東田川郡庄内町余目字亀田99　

番ほか25筆

斎藤　克行 東田川郡庄内町余目字竹畑46番地
東田川郡庄内町余目字松岡66　

番ほか９筆



平成27年２月６日（金曜日） 第2619号山　　形　　県　　公　　報

139

足達　雄治 東田川郡庄内町余目字松岡53番地
東田川郡庄内町余目字山谷390

番１ほか10筆

遠田　陽一 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車140番地
東田川郡庄内町堀野字西砂子

224番ほか20筆

長谷部　公一 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車10番地
東田川郡庄内町廿六木字大割84

番

阿部　敬一 東田川郡庄内町廿六木字三百地75番地
東田川郡庄内町廿六木字清水戸

渡184番ほか29筆

佐藤　徳雄 東田川郡庄内町廿六木字三百地80番地
東田川郡庄内町廿六木字柳田

104番ほか12筆

佐藤　正子 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車52番地
東田川郡庄内町余目字東小島

523番ほか14筆

髙梨　晃
東田川郡庄内町廿六木字三ツ車131番地

１

東田川郡庄内町廿六木字中洲郷

96番

阿部　好一 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車73番地
東田川郡庄内町廿六木字清水戸

渡169番ほか12筆

本間　清夫 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車65番地
東田川郡庄内町廿六木字下台３

番１ほか16筆

髙橋　重芳 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車60番地
東田川郡庄内町余目字小島749　

番ほか３筆

阿部　勝吉 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車57番地
東田川郡庄内町廿六木字栃潟

139番ほか33筆

髙梨　清樹 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車97番地
東田川郡庄内町廿六木字深田21

番ほか25筆

澤田　佐一 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車124番地
東田川郡庄内町廿六木字中洲郷

122番

和島　昇 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車120番地
東田川郡庄内町余目字館之内13

番１ほか13筆

和島　孝輝 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車113番地
東田川郡庄内町余目字月屋敷

208番ほか34筆

渡会　修 東田川郡庄内町提興屋字野岡38番地６
東田川郡庄内町提興屋字岩台

181番ほか６筆

遠田　雅弘 東田川郡庄内町提興屋字野岡50番地
東田川郡庄内町提興屋字岩台

230番ほか１筆

遠田　三一 東田川郡庄内町提興屋字野岡64番地
東田川郡庄内町提興屋字岩台

167番ほか３筆

日下部　耕平 東田川郡庄内町槇島字五里塚63番地
東田川郡庄内町提興屋字元田尻

150番３ほか25筆

阿部　良一 東田川郡庄内町槇島字五里塚67番地２
東田川郡庄内町廿六木字四良屋

敷57番ほか11筆

日下部　市雄 東田川郡庄内町槇島字五里塚56番地
東田川郡庄内町提興屋字元田尻

224番ほか12筆

佐藤　武雄 東田川郡庄内町槇島字五里塚92番地
東田川郡庄内町槇島字五里塚42

番１ほか10筆

金子　君雄 東田川郡庄内町千河原字前野５番地１
東田川郡庄内町千河原字村東

289番ほか１筆

髙橋　幸一 東田川郡庄内町千河原字前野39番地
東田川郡庄内町千河原字前野

570番ほか12筆
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阿部　司 東田川郡庄内町千河原字前野62番地
東田川郡庄内町槇島字柴囲326　

番ほか29筆

渡会　與幸 東田川郡庄内町千河原字前野98番地
東田川郡庄内町千河原字引楯

272番ほか22筆

阿部　勉 東田川郡庄内町千河原字前野117番地
東田川郡庄内町槇島字中台220

番ほか10筆

柿崎　敏明 東田川郡庄内町千河原字前野119番地
東田川郡庄内町千河原字引楯

328番ほか22筆

渡会　章 東田川郡庄内町千河原字前野102番地
東田川郡庄内町榎木字川原畑

490番ほか16筆

渡会　正 東田川郡庄内町千河原字前野101番地
東田川郡庄内町常万字臂曲86　

番ほか６筆

金子　正行 東田川郡庄内町千河原字前野65番地
東田川郡庄内町千河原字野中

301番ほか34筆

金子　秀昭 東田川郡庄内町千河原字前野49番地
東田川郡庄内町余目字東小島

516番ほか２筆

渡会　光廣 東田川郡庄内町千河原字前野24番地
東田川郡庄内町千河原字村東

296番ほか39筆

佐藤　清男 東田川郡庄内町平岡字平岡30番地
東田川郡庄内町余目字島ノ内

729番ほか７筆

伊藤　豊 東田川郡庄内町平岡字平岡２番地
東田川郡庄内町平岡字平岡142　

番ほか20筆

佐藤　裕也 東田川郡庄内町平岡字平岡14番地５
東田川郡庄内町榎木字川原畑

506番ほか44筆

小関　美枝子 東田川郡庄内町榎木字小金台９番地
東田川郡庄内町榎木字小金台85

番ほか９筆

渡部　伸 東田川郡庄内町榎木字小金台17番地
東田川郡庄内町廿六木字中洲郷

105番ほか31筆

北川　清子 東田川郡庄内町榎木字小金台24番地
東田川郡庄内町榎木字小金台

105番３ほか４筆

渡部　長治郎 東田川郡庄内町榎木字小金台30番地
東田川郡庄内町余目字毒蛇257

番ほか５筆

小関　篤 東田川郡庄内町榎木字小金台36番地
東田川郡庄内町榎木字小金台73

番１ほか１筆

北川　八重子 東田川郡庄内町榎木字小金台40番地
東田川郡庄内町廿六木字中洲郷

51番ほか４筆

渡部　充 東田川郡庄内町榎木字小金台41番地
東田川郡庄内町榎木字川原畑

587番ほか10筆

佐藤　秀志 東田川郡庄内町榎木字川原畑318番地１
東田川郡庄内町余目字島ノ内

696番ほか５筆

髙橋　千鶴弥 東田川郡庄内町跡字梅木80番地
東田川郡庄内町跡字前潟262番

ほか15筆

大滝　薫 東田川郡庄内町跡字梅木75番地
東田川郡庄内町余目字下梵天塚

134番ほか13筆

佐藤　勉 東田川郡庄内町跡字梅木79番地
東田川郡庄内町余目字月屋敷

498番ほか１筆

佐藤　光雄 東田川郡庄内町跡字梅木63番地 東田川郡庄内町跡字梅木31番１
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足達　俊克 東田川郡庄内町跡字梅木64番地
東田川郡庄内町跡字前潟259番

ほか13筆

梅木　隆一郎 東田川郡庄内町跡字梅木59番地
東田川郡庄内町跡字梅木３番ほ

か29筆

佐藤　清和 東田川郡庄内町跡字梅木57番地
東田川郡庄内町跡字梅木135番

２ほか19筆

大滝　義和 東田川郡庄内町跡字梅木53番地
東田川郡庄内町跡字菖蒲田149

番１ほか８筆

齋藤　英俊 東田川郡庄内町常万字常岡41番地
東田川郡庄内町常万字谷地田８

番１ほか37筆

斉藤　清 東田川郡庄内町常万字常岡53番地
東田川郡庄内町常万字屋敷田25

番ほか15筆

斎藤　貢 東田川郡庄内町常万字常岡56番地
東田川郡庄内町常万字町田８番

５ほか６筆

髙田　敦宏 東田川郡庄内町常万字常岡78番地１
東田川郡庄内町余目字上大日堂

25番３ほか20筆

日野　紀子 東田川郡庄内町常万字常岡74番地
東田川郡庄内町常万字谷地田16

番ほか１筆

髙田　鑑一 東田川郡庄内町常万字常岡82番地
東田川郡庄内町常万字町田１番

１ほか５筆

斎藤　清 東田川郡庄内町常万字助惣125番地５
東田川郡庄内町余目字東谷地

197番ほか18筆

斎藤　孝 東田川郡庄内町常万字東大乗向19番地
東田川郡庄内町常万字助惣32　

番ほか66筆

佐藤　吉弘 東田川郡庄内町余目新田字東町33番地
東田川郡庄内町余目新田字上北

178番ほか38筆

佐藤　正志 東田川郡庄内町余目新田字東町39番地
東田川郡庄内町余目新田字前田

34番ほか26筆

髙橋　勝巳 東田川郡庄内町余目新田字東町31番地３
東田川郡庄内町余目新田字堰下

57番ほか２筆

阿部　孝 東田川郡庄内町余目新田字東町48番地５
東田川郡庄内町余目新田字堰下

50番１ほか４筆

佐々木　寿春 東田川郡庄内町余目新田字東町59番地
東田川郡庄内町余目新田字上寂

81番ほか４筆

清原　光昭 東田川郡庄内町余目新田字東町41番地
東田川郡庄内町余目新田字沖75

番ほか７筆

佐藤　賢治 東田川郡庄内町余目新田字西町44番地
東田川郡庄内町余目新田字新田

町36番ほか15筆

佐々木　明彦 東田川郡庄内町余目新田字西町37番地
東田川郡庄内町余目新田字沖57

番ほか10筆

押切　朝明 東田川郡庄内町余目新田字西町16番地
東田川郡庄内町余目字月屋敷

521番ほか５筆

押切　健一 東田川郡庄内町余目新田字新田町４番地
東田川郡庄内町余目新田字上北

182番ほか２筆

斎藤　幸男 東田川郡庄内町堀野字上堀野11番地
東田川郡庄内町堀野字上堀野

161番ほか４筆

渡部　勇一 東田川郡庄内町堀野字上堀野８番地
東田川郡庄内町堀野字上堀野

154番ほか14筆
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渡邉　健一 東田川郡庄内町堀野字上堀野23番地
東田川郡庄内町堀野字上堀野

184番ほか２筆

渡部　彦一郎 東田川郡庄内町堀野字上堀野25番地
東田川郡庄内町堀野字上堀野

162番ほか14筆

菅原　専一 東田川郡庄内町堀野字上堀野33番地２
東田川郡庄内町堀野字千萱112　

番ほか３筆

菅原　正 東田川郡庄内町堀野字上堀野52番地
東田川郡庄内町堀野字西砂子

187番１ほか２筆

石川　義則 東田川郡庄内町堀野字中堀野17番地
東田川郡庄内町堀野字 谷地

139番１ほか18筆

石川　弘明 東田川郡庄内町堀野字上堀野110番地１
東田川郡庄内町堀野字西砂子

332番１ほか１筆

石川　繁一 東田川郡庄内町堀野字上堀野107番地
東田川郡庄内町堀野字 谷地

180番ほか４筆

石川　康子 東田川郡庄内町堀野字中堀野34番地
東田川郡庄内町堀野字中砂子

118番２ほか10筆

五十嵐　幸彦 東田川郡庄内町堀野字中堀野49番地
東田川郡庄内町堀野字中谷地22

番ほか５筆

髙橋　源樹 東田川郡庄内町堀野字中堀野51番地
東田川郡庄内町堀野字 谷地

121番ほか８筆

石川　伸 東田川郡庄内町堀野字中堀野55番地
東田川郡庄内町堀野字中谷地３

番ほか３筆

五十嵐　晃 東田川郡庄内町堀野字中堀野63番地
東田川郡庄内町堀野字川原田96

番ほか11筆

土屋　仁 東田川郡庄内町堀野字中堀野71番地
東田川郡庄内町堀野字西砂子

314番ほか３筆

渡部　慎逸 東田川郡庄内町堀野字下堀野17番地
東田川郡庄内町堀野字馬之峯

160番ほか５筆

佐藤　孝也 東田川郡庄内町堀野字下堀野97番地２
東田川郡庄内町余目字東小島

530番ほか17筆

渡部　貢 東田川郡庄内町堀野字下堀野45番地
東田川郡庄内町余目字東小島

665番ほか17筆

冨樫　稔 東田川郡庄内町堀野字下堀野50番地
東田川郡庄内町堀野字下百間

188番

本間　新一 東田川郡庄内町福原字石蔵11番地
東田川郡庄内町福原字石蔵278　

番ほか２筆

阿部　博 東田川郡庄内町福原字石蔵13番地
東田川郡庄内町余目字石沢229　

番ほか４筆

後藤　慎一 東田川郡庄内町福原字石蔵31番地
東田川郡庄内町福原字石蔵292　

番

樋渡　巌 東田川郡庄内町福原字石蔵63番地１
東田川郡庄内町福原字石蔵196

番

株式会社結米屋 東田川郡庄内町余目字三人谷地172番地
東田川郡庄内町余目字矢口22番

ほか127筆

工藤　広幸 東田川郡庄内町赤渕新田字藤原台27番地
東田川郡庄内町堤新田字新地51

番ほか40筆

樋渡　京子 東田川郡庄内町堤新田字新地23番地
東田川郡庄内町堤新田字新地92

番ほか１筆
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工藤　忠一 東田川郡庄内町新田目字裏割16番地１
東田川郡庄内町京島字京田150

番ほか６筆

佐々木　久 東田川郡庄内町払田字増穂田36番地
東田川郡庄内町常万字槇島46番

１ほか１筆

有賀　賢
東田川郡庄内町余目字三人谷地207番地

３

東田川郡庄内町立谷沢字宮ノ下

51番ほか３筆

長南　竹子 東田川郡庄内町肝煎字中川原田19番地２
東田川郡庄内町肝煎字谷地田３

番１ほか４筆

長南　和彦 東田川郡庄内町肝煎字中前田54番地１
東田川郡庄内町肝煎字中川原田

９番１ほか１筆

志田　博喜 東田川郡庄内町肝煎字丑ノ沢69番地１
東田川郡庄内町肝煎字中川原田

22番

長南　武弘 東田川郡庄内町肝煎字中前田52番地
東田川郡庄内町肝煎字中前田14

番１

鈴木　雅彦 東田川郡庄内町狩川字阿古屋63番地
東田川郡庄内町狩川字捨子沢

101番ほか11筆

石川　久 東田川郡庄内町狩川字今岡80番地１
東田川郡庄内町狩川字中棚510

番ほか３筆

日向　正明 東田川郡庄内町添津字諏訪下55番地
東田川郡庄内町狩川字方領24番

ほか５筆

石川　学 東田川郡庄内町千本杉字本村割68番地
東田川郡庄内町狩川字西大塚38

番ほか８筆

菅原　英児 飽海郡遊佐町当山字福の中17番地
飽海郡遊佐町北目字野田45番ほ

か15筆

松本　一志 飽海郡遊佐町野沢字舞台34番地
飽海郡遊佐町吉出字袋地67番ほ

か１筆

佐藤　秀昭 飽海郡遊佐町北目字丸子69番地
飽海郡遊佐町宮田字丸子62番ほ

か７筆

村上　匡 飽海郡遊佐町吉出字奥屋３番地
飽海郡遊佐町吉出字古屋敷61番

１ほか６筆

佐藤　清 飽海郡遊佐町江地字中屋敷田123番地
飽海郡遊佐町江地字南田95番１

ほか２筆

２　申請年月日

　　平成27年１月23日

３　その他

　この公告に係る農用地利用配分計画の利害関係人は、次に揚げる事項を記載した意見書を、平成27年２月20日

までに知事に提出することができる。

(1) 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主た

る事務所の所在地）

(2) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、Ａ重油の調達について、一般競争入札を次の

とおり行う。

　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定

その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成27年２月６日

山形県立河北病院長　　多　　　田　　　敏　　　彦
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１　入札の場所及び日時

(1) 場所　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　山形県立河北病院　小会議室

(2) 日時　平成27年３月25日（水）午前10時

２　入札に付する事項

(1) 調達をする物品の名称及び予定数量　Ａ重油　560,000リットル

　　　予定数量は昨年度実績により算出したもので、その数量を保証するものではない。

(2) 調達をする物品の仕様等　日本工業規格K2205重油に規定するもののうち１種２号に限る。

(3) 契約期間及び納入方法　平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間において、指定する納入日に指定

する数量をタンクローリーで納入すること。

(4) 納入場所　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　山形県立河北病院

(5) 入札方法　１リットル当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の８に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額

を入札書に記載すること。

　　　なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下２桁までとする。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。

(2) 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）又は消費税を滞納していないこと。

(3) １年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。

(4) 平成26年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告（平成26年４月

16日付け県公報号外）により公示された資格を有すること。

(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(6) 次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第167条の４第１項第３号に規定する者に該当する者を

除く。）。

イ　役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。

ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員等を利用する等していること。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的

に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。

ホ　役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(7) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けているこ

と。

(8) 災害時における病院の機能を維持するため「災害時におけるＡ重油の優先供給に関する協定」を契約締結後

速やかに締結できること。またＡ重油単価契約書の物件購入契約約款の一部について「覚書」に合意できるこ

と。

４　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所等及び契約に関する事務を担当する部局等

(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等

　　　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　山形県立河北病院医事経営課施設用度係　電話番号0237(73)3131

(2) 入札説明書の交付場所等　山形県立河北病院医事経営課施設用度係で交付するほか、山形県のホームページ

（http://www.pref.yamagata.jp/）からもダウンロードできる。

５　入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金　免除する。

(2) 契約保証金　契約金額に２の(1)の予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただ

し、山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号。以下「規則」という。）第135条各号のいずれかに該当する
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場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の

２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定方法

　規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で 低の価格をもって入札（有効な入札に限

る。）をした者を落札者とする。

８　契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　その他

(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を平成27年３月13日（金）午

後３時までに山形県立河北病院医事経営課施設用度係に提出すること。

(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。

(3) この入札及び契約は、山形県立河北病院の都合により、調達手続の停止等があり得る。

(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。

(5) 詳細については入札説明書による。

10　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased: A Fuel Oil 560,000l

(2) Time-limit for tender: 10:00 A.M. March 25,2015

(3) Contact point for the notice: Medical,Management Division,Yamagata Prefectural Kahoku Hospital,111 

Aza Gassando,Yachi,Kahoku-cho,Nishimurayama-gun,Yamagata-ken 999-3511 Japan TEL 0237(73)3131
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