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山形県告示第476号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、泉田川土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住 所

理 　 事 今 　 田 　 喜 代 美 新庄市十日町4428番の２号地

同 笹 　 昭 一 同　　大字泉田字泉田479番地

同 齋 藤 直 哉 同　　　　萩野776番地
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山形県告示第477号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、泉田川土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

同 伊 藤 政 昭 同　　　　　　字二枚橋139番地

同 樋 口 彦 弥 同　　　　昭和921番地

同 工 藤 宣 弥 同　　　　萩野字塩野369番地

同 青 柳 　 肇 上郡金山町大字下野明569番地の５

同 岸 　 　 　 伊 和 男 東京都杉並区久我山４丁目23番７号

同 横 山 良 悦 上郡真室川町大字内町1014番地

監 　 事 星 川 洋 一 新庄市大字萩野214番地

同 石 川 正 志 同　　　　　　字塩野285番地

同 伊 　 藤 　 喜 美 雄 上郡金山町大字上台120番地

同 山 尾 順 紀 新庄市五日町5914番地

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住 所

理 　 事 今 　 田 　 喜 代 美 新庄市十日町4428番の２号地

同 山 科 　 健 同　　大字萩野字赤坂246番地

同 齋 藤 直 哉 同　　　　　　776番地

同 奥 山 　 剛 同　　　　泉田字泉田445番地

同 阿 部 鉄 男 同　　　　萩野字塩野323番地

同 鶴 巻 浩 美 同　　　　昭和601番地

同 青 柳 栄 一 上郡金山町大字下野明677番地

同 岸 　 　 　 伊 和 男 東京都杉並区久我山４丁目23番７号

同 辻 　 昭 市 上郡真室川町大字内町1278番地

監 　 事 星 川 洋 一 新庄市大字萩野214番地
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山形県告示第478号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　保安林予定森林の所在場所

　　上山市菖蒲字中平2153－５、2153－７、2153－10、2153－11

２　保安林指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1) 立木の伐採の方法

　　イ　主伐に係る伐採種は、定めない。

ロ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ハ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部林業振興課及び上山市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第479号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　保安林予定森林の所在場所

　　尾花沢市大字上柳渡戸字赤沢502－11、502－17

２　保安林指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1) 立木の伐採の方法

　　イ　主伐に係る伐採種は、定めない。

ロ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ハ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部林業振興課及び尾花沢市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同 石 川 正 志 同　　　　　　字塩野285番地

同 伊 　 藤 　 喜 美 雄 上郡金山町大字上台120番地

同 山 尾 順 紀 新庄市五日町5914番地
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山形県告示第480号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　保安林予定森林の所在場所

　　山形市大字常明寺字浦山531、532、532－１、535、536、538－１、538－２、539、540、541、788、789

２　保安林指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1) 立木の伐採の方法

　　イ　次の森林については、主伐は、択伐とする。

　　　　字浦山532

　　ロ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ハ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ニ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2) 立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部林業振興課及び山形市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第481号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　保安林予定森林の所在場所

　　 上郡戸沢村大字角川字秡1817－１、1821、字山本1558－１、1559－１

２　保安林指定の目的

　　土砂の崩壊の防備

３　指定施業要件

　(1) 立木の伐採の方法

　　イ　主伐に係る伐採種は、択伐とする。

ロ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ハ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部林業振興課及び戸沢村役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第482号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　保安林予定森林の所在場所

　　鶴岡市中清水字桃木沢234、287、288、289

２　保安林指定の目的
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　　土砂の崩壊の防備

３　指定施業要件

　(1) 立木の伐採の方法

　　イ　主伐に係る伐採種は、択抜とする。

ロ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ハ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2) 立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部林業振興課及び鶴岡市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第483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建設総務課において平成27年５月１日から同月14日まで縦覧に供する。

　　平成27年５月１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　　458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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第484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、村山総合支庁建設部建設総務課において平成27年５月１日から同月14日まで縦覧に供する。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　458号

２　供用開始の区間　　東村山郡中山町大字土橋字角地22番66から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　７番１まで

３　供用開始の期日　　平成27年５月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第485号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、道路管理者山形県知

事から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　西村山郡西川町大字大井沢地内

２　公共測量を実施した期間

　　平成26年10月27日から平成27年３月27日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量、地形測量、路線測量）

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

東村山郡中山町大字土橋字角地22番66から

同　　　　　　　　　　　　　７番１まで
旧

7.0

　 　  ～

4.6

メートル

150.4
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
10.0

　 　  ～
8.0

メートル

同　上
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　公安委員会関係　

規　　　　　則

　山形県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年５月１日

山 形 県 公 安 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　小　　　林　　　由　紀　子

山形県公安委員会規則第５号

　　　山形県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

　第42条第１項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、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５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　行財政情報サービス「iJAMP」　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県企画振興部情報企画課　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2094

３　随意契約の相手方を決定した日　平成27年３月26日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　株式会社時事通信社　東京都中央区銀座五丁目15番８号

５　随意契約に係る契約金額　32,011,200円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）第10条第１項第１号該当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、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５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

方 面 隊 長 上司の命を受け、方面隊の事務を整理し、所属の職員を指揮監督

する。

交 通 事 故 分 析 官　　　　　　　　　上司の命を受け、第30条第５号に掲げる事務を整理する。

方 面 隊 長 上司の命を受け、方面隊の事務を整理し、所属の職員を指揮監督

する。
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　　平成27年度山形県団体内統合宛名システム構築業務　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県企画振興部情報企画課　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)3394

３　随意契約の相手方を決定した日　平成27年３月27日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北　宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１

５　随意契約に係る契約金額　39,960,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）第10条第１項第１号該当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　消防法（昭和23年法律第186号）第13条の23の規定により、危険物の取扱作業の保安に関する講習を次のとおり

実施する。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　講習の種別

　(1) 給油取扱所講習

　　　給油取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とする講習

　(2) 石油コンビナート講習

　　石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）第２条第６号に規定する特定事業所における危険物

施設（前号に掲げる危険物施設を除く。）において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とする講

習

　(3) 一般講習

　　前２号に掲げる危険物施設以外の危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とす

る講習

２　講習の日時及び場所

　(1) 給油取扱所講習

日　　　　　　　　　時 場　　所

平成27年８月28日（金）午前９時から 東田川郡三川町

同　　　９月11日（金）同 長 井 市

同　　　９月18日（金）同 米 沢 市

同　　　９月30日（水）同 山 形 市

同　　　10月15日（木）同 村 山 市

同　　　10月23日（金）同 寒河江市

同　　　10月30日（金）同 新 庄 市

同　　　11月６日（金）同 東田川郡三川町

同　　　11月30日（月）同 山 形 市
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　(2) 石油コンビナート講習

　(3) 一般講習

３　講習受講対象者

　　危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）第58条の14第１項及び第２項の規定により講習を受け

なければならない危険物取扱者

４　受講手続

　　受講申請書を平成27年７月６日(月)から同月23日(木)までに、山形市鉄砲町二丁目19番68号山形県村山総合支

庁附属棟山形県危険物安全協会連合会に提出すること。

５　その他

　　詳細については、環境エネルギー部危機管理・くらし安心局危機管理課消防救急・保安担当（電話023

(630)2228）又は山形県危険物安全協会連合会（電話023(632)5744）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　　　　　　　　　時 場　　所

平成27年８月26日（水）午後１時30分から 酒 田 市

日　　　　　　　　　時 場　　所

平成27年８月27日（木）午後１時30分から 東田川郡三川町

同  　　９月10日（木）同 長 井 市

同　　　９月17日（木）同 米 沢 市

同　　　９月29日（火）同 山 形 市

同　　　９月30日（水）同 同

同　　　10月８日（木）同 東田川郡三川町

同　　　10月９日（金）午前９時から 同

同　　　10月15日（木）午後１時30分から 村 山 市

同　　　10月23日（金）同 寒河江市

同　　　10月29日（木）同 新 庄 市

同　　　11月５日（木）同 東田川郡三川町

同　　　11月26日（木）同 米 沢 市

同　　　11月27日（金）午前９時から 同

同　　　11月30日（月）午後１時30分から 山 形 市
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　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５月19日まで縦覧に供する。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

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

熊谷　智博 山形市大字青柳501番地 山形市穂積87番ほか１筆

近藤　国吉 山形市大字成安491番地 山形市沖町193番ほか７筆

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684番

丹野　朗光 山形市大字今塚301番地
山形市大字七浦字遊谷面737番

ほか４筆

丹野　雅彦 山形市大字今塚685番地
山形市大字七浦字南川原872番

１ほか４筆

元木　裕一 山形市大字灰塚25番地
山形市大字灰塚字高田287番ほ

か４筆

室岡　賢一 山形市大字中野目447番地の２
山形市大字中野目字砂田289番

１ほか３筆

鈴木　淳 山形市山家町一丁目１番14号
山形市大字内表字内表西991番

ほか１筆

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

鈴木　昇 山形市北山形一丁目５番13号 山形市豊原16番１

武田　功 山形市下条町一丁目１番12号 山形市菅原38番

斎藤　広志 山形市下条町一丁目２番６号 山形市立道８番３ほか４筆

斎藤　良一 山形市肴町７番20号 山形市追散57番６

松田　和浩 山形市大字中野100番地
山形市大字船町字向野1488番２

ほか３筆

櫻井　俊明 山形市大字中野216番地 山形市八幡前129番

高橋　守　 山形市大字中野232番地
山形市大字西中野字篭野町35番

ほか３筆

丹野　武兵衛 山形市大字今塚７番地 山形市大字今塚字今塚634番１

近藤　智洋 山形市大字成安553番地
山形市大字船町字漆房791番ほ

か１筆

有海　賢二 山形市南館二丁目５番55号 山形市中沼51番１ほか４筆
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結城　慎治 山形市上町二丁目１番20号 山形市長苗代36番１

杉沼　俊一 山形市大字門伝1080番地 山形市才津83番１ほか２筆

朝倉　了 山形市富の中三丁目９番２号 山形市佐倉宿47番１

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4183番１ほ

か13筆

塩野　正 山形市大字片谷地39番地
山形市大字片谷地字荒屋敷888

番１

有限会社山形西部農産 山形市替所14番地の３
山形市大字常明寺字木田橋1173

番ほか２筆

高橋　一敏 山形市大字長谷堂186番地 山形市門前１番ほか６筆

山口　忠博 山形市大字前明石60番地 山形市西二位田88番ほか１筆

山口　泰弘 山形市大字二位田43番地 山形市西二位田78番１ほか１筆

菅野　敏雄 上山市金瓶字湯坂山20番３号 山形市南半郷97番ほか２筆

永野　輝雄 山形市下条町二丁目３番44号 山形市黄金40番２ほか３筆

森谷　太一 山形市大字風間43番地 山形市寺西127番

森谷　房雄 山形市大字風間45番地 山形市花岡41番

森谷　隆一 山形市大字風間43番地 山形市千石18番ほか５筆

森谷　勝司 山形市大字風間499番地 山形市千石30番ほか１筆

中野　和男 山形市大字風間99番地 山形市寺西68番ほか１筆

佐藤　智則 上山市皆沢552番地
上山市 下字新田2513番ほか６

筆

相馬　清孝 山形市蔵王成沢115番地
上山市中生居字大田中518番ほ

か１筆

木村　辰也 上山市久保川90番地 上山市須田板字中田196番

佐藤　恭士 上山市宮脇字八幡前367番１号 上山市宮脇字白山裏437番

渡辺　恭弘 上山市原口157番地
上山市小笹字原口裏358番ほか

１筆

佐藤　利男 上山市下生居128番地
上山市牧野字下川原590番ほか

１筆

佐竹　茂行 上山市川口54番地
上山市高松字向里3158番ほか１

筆

加藤　吉昭 上山市小穴21番地
上山市小穴字 来2824番１ほか

１筆
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加藤　健一 上山市高松71番地 上山市高松字中里3097番

株式会社アグリパークZAO 上山市高野字家老山３番地37
上山市小倉字大森1964番１ほか

97筆

稲毛　泰一 上山市仙石29番地
上山市仙石字糸目前840番ほか

１筆

井上　謙吾 上山市久保手3123番地 上山市久保手字久保手4377番

土屋　浩二 天童市大字蔵増甲934番地
天童市大字高木字御平田1404番

ほか３筆

押野　弘行 天童市小関二丁目４番68号
天童市大字高木字御平田1420番

１ほか８筆

山口　耕補 天童市大字山元1698番地
天童市大字高木字水吸田1540番

ほか６筆

黄木　宗悦 天童市大字大清水500番地
天童市大字成生字熊野堂東1289

番ほか１筆

山澤　勝 天童市大字塚野目370番地
天童市大字塚野目字阿部塚794

番１ほか４筆

那須　正義 天童市大字蔵増366番地の２
天童市大字蔵増字八幡田4670番

２ほか２筆

熊沢　八弘 天童市大字窪野目251番地
天童市大字窪野目字下窪1179番

２ほか３筆

鈴木　幸雄 天童市大字蔵増甲1056番地
天童市大字蔵増字入水1823番ほ

か４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2346番１

押野　和幸 天童市大字高 北213番地
天童市大字長岡字江再橋1732番

ほか４筆

土屋　昭雄 天童市大字長岡475番地
天童市大字高 字後藤堰3286番

２ほか２筆

増子　勝志 天童市大字高 北384番地の２
天童市大字高 字桜江1053番１

ほか６筆

遠藤　大樹 天童市大字高 南52番地
天童市大字高 字砂子田南475

番ほか８筆

林　一宣 天童市大字矢野目523番地の１ 天童市大字芳賀字豊築1142番

伊藤　公三 山形市天神町2268番地
天童市大字原町字喜内28番ほか

４筆

吉田　忠幸 東村山郡山辺町大字山辺792番地
東村山郡山辺町大字山辺字小鶴

沢2346番ほか１筆

上月　直昭 東村山郡山辺町近江２番地47
東村山郡山辺町大字山辺字鶴田

1247番ほか１筆

吉田　秀一 東村山郡山辺町大字山辺792番地
東村山郡山辺町大字山辺字小鶴

沢2381番ほか１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 堂４番ほか３

筆

髙内　良助 東村山郡山辺町大字三河尻10番地
東村山郡山辺町 堂２番ほか１

筆
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伊藤　洋助 東村山郡山辺町大字根際15番地３ 東村山郡山辺町宮の前43番

会田　和人
東村山郡山辺町近江１番地１県営住宅１

番146

東村山郡山辺町大字要害字熊ノ

前674番２ほか１筆

寺嶋　毅吏 東村山郡山辺町大字要害366番地２
東村山郡山辺町大字要害字新田

原220番４ほか６筆

合同会社さがえグリーンパーク 寒河江市大字高屋字台下1401番地１
東村山郡中山町大字長崎字川久

保6780番

佐藤　広志 寒河江市南町一丁目２番18号
東村山郡中山町大字長崎字川久

保7105番

　敏広 寒河江市大字高屋2878番地の丙
東村山郡中山町大字長崎字川久

保6757番１ほか４筆

奥山　仁 寒河江市大字平塩483番地
東村山郡中山町大字小塩字大滝

原1319番１ほか24筆

細谷　良一 東村山郡中山町大字向新田25番地
東村山郡中山町大字向新田字向

野506番ほか６筆

農事組合法人アクティブさがえ 寒河江市山岸町５番22号
寒河江市大字寒河江字三条39番

１

井田　善雄 寒河江市若葉町13番地の８
寒河江市大字寒河江字起田野

646番ほか４筆

亀山　昭吉 寒河江市丸内三丁目１番７号
寒河江市大字寒河江字砂川原

400番ほか２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砂川原

425番ほか２筆

椎名　昭一 寒河江市本楯一丁目78番地の１
寒河江市大字寒河江字曲戸571

番１

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樋の口21

番ほか１筆

犬飼　俊一 寒河江市大字西根字高畑129番地
寒河江市大字寒河江字谷地田９

番１ほか５筆

安孫子　悦郎 寒河江市本楯一丁目126番地
寒河江市本楯二丁目57番ほか16

筆

武田　利夫 寒河江市大字高屋333番地
寒河江市大字高屋字大野1231番

ほか２筆

　一浩 寒河江市大字高屋149番地
寒河江市大字高屋字大野1146番

１ほか１筆

武田　幸太郎 寒河江市大字高屋338番地
寒河江市大字高屋字台下655番

１ほか８筆

武田　孝志 寒河江市大字高屋365番地
寒河江市大字寒河江字古河江

155番ほか３筆

武田　武雄 寒河江市大字高屋369番地
寒河江市大字寒河江字古河江９

番１ほか２筆

渡辺　裕之 寒河江市大字高屋349番地の２
寒河江市大字寒河江字古河江

155番ほか１筆

武田　一良 寒河江市大字高屋368番地
寒河江市大字高屋字台下848番

１ほか８筆

沖津　富治 寒河江市大字島250番地
寒河江市大字島字島北８番ほか

３筆
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武田　伊之 寒河江市大字高屋509番地
寒河江市大字高屋字台下808番

ほか２筆

武田　嘉一 寒河江市大字高屋６番地
寒河江市大字高屋字台下1050番

ほか１筆

佐竹　隆幸 寒河江市大字高屋348番地 寒河江市大字高屋字北江37番

西堀　政光 寒河江市南町一丁目２番52号
寒河江市大字高屋字台下1632番

ほか３筆

大谷　省二 寒河江市大字島45番地の３ 寒河江市大字島字島北10番

今井　伝吉 寒河江市大字高屋218番地
寒河江市大字島字島東107番１

ほか１筆

松永　隆一 寒河江市大字日田521番地
寒河江市大字日田字平田112番

１

佐藤　茂男 寒河江市大字日田510番地
寒河江市大字日田字川前59番ほ

か３筆

芳賀　幸照 寒河江市中央一丁目６番34号
寒河江市大字西根字谷地田75番

１ほか１筆

荒木　健悦 寒河江市西根一丁目８番５号
寒河江市大字西根字谷地田58番

１ほか９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石川下94番

２ほか１筆

菅井　賢一 寒河江市山岸町５番22号
寒河江市大字西根字下堰521番

１ほか８筆

齋藤　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４番

鈴木　伝次郎 寒河江市大字日田345番地
寒河江市大字西根字谷地田40番

１

新田　好勝 寒河江市七日町２番53号
寒河江市大字西根字谷地田12番

１ほか７筆

齋藤　勝利 寒河江市大字西根字高畑1794番地
寒河江市大字日田字下内川116

番１

丸松農園株式会社 寒河江市大字西根2073番地 寒河江市大字西根字内川８番１

芳賀　義則 寒河江市大字西根2083番地
寒河江市大字西根字長面59番ほ

か３筆

安孫子　英次郎 寒河江市南町二丁目１番33号 寒河江市大字日田字中向244番

斎藤　利雄 寒河江市大字西根1742番地 寒河江市大字西根字外川原22番

斎藤　昂吉 寒河江市大字西根字高畑118番地
寒河江市大字西根字外川原82番

１ほか２筆

国井　新弥 寒河江市大字西根字高畑1847番地
寒河江市大字西根字外川原99番

１ほか２筆

芳賀　二男 寒河江市大字西根2099番地 寒河江市大字西根字江前105番

芳賀　博 寒河江市大字西根2067番地
寒河江市大字西根字江前108番

ほか３筆
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小野　健太 寒河江市大字西根1984番地
寒河江市大字西根字石川下11番

１ほか１筆

古沢　明 寒河江市大字日田字五反33番地
寒河江市大字日田字中向280番

１

斎藤　則彦 寒河江市大字西根字高畑1852番地
寒河江市大字西根字長面139番

１ほか３筆

犬飼　勝 寒河江市大字西根字高畑1753番地の１
寒河江市大字日田字下内川101

番ほか１筆

松永　隆幸 寒河江市大字日田521番地
寒河江市大字日田字小中向156

番１ほか１筆

有川　潔 寒河江市大字日田556番地
寒河江市大字日田字新田67番１

ほか１筆

鈴木　直樹 寒河江市大字日田358番地 寒河江市大字日田字新田58番１

斎藤　幸宏 寒河江市大字西根字高畑120番地
寒河江市大字日田字下内川33番

１

國井　正美 寒河江市大字西根字高畑84番地
寒河江市大字日田字下内川17番

ほか４筆

軽部　亮一 寒河江市ほなみ三丁目３番地の12
寒河江市大字西根字谷地田72番

１

鈴木　久一 寒河江市大字日田221番地
寒河江市大字日田字下内川228

番１ほか１筆

大沼　健 寒河江市丸内一丁目６番24号 寒河江市大字日田字中島53番

瀧川　光一 寒河江市大字柴橋1719番地
寒河江市大字柴橋字金谷1389番

１ほか９筆

富沢　房敏 寒河江市大字平塩325番地の１
寒河江市大字平塩字沖の目1793

番ほか２筆

佐藤　信治 寒河江市大字柴橋1614番地の３
寒河江市大字柴橋字高松1286番

１ほか29筆

柴田　吉男 寒河江市大字柴橋2136番地の13
寒河江市大字柴橋字金谷2110番

１

熊坂　孝吉 寒河江市大字平塩244番地
寒河江市大字平塩字牛前249番

ほか11筆

安孫子　祐彦 寒河江市大字中郷1077番地の２
寒河江市大字中郷字南2594番ほ

か２筆

柏倉　吉美 寒河江市大字柴橋2045番地
寒河江市大字柴橋字金谷1737番

２ほか８筆

大江　治部郷 寒河江市大字平塩107番地
寒河江市大字中郷字沢向2822番

ほか３筆

渡辺　明 寒河江市大字柴橋1664番地
寒河江市大字松川字並松254番

ほか４筆

佐竹　芳彦 寒河江市大字柴橋267番地
寒河江市大字柴橋字高松1374番

１ほか３筆

安達　史倫 寒河江市六供町一丁目２番29号
寒河江市大字松川字並松166番

ほか６筆

奥山　敏明 寒河江市大字平塩1281番地の190
寒河江市大字平塩字沖の目1849

番１ほか４筆
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後藤　弘明 寒河江市大字中郷1029番地
寒河江市大字中郷字前田1138番

２ほか10筆

板垣　範昭 寒河江市大字柴橋815番地の２
寒河江市大字松川字並松176番

１ほか２筆

大泉　邦彦 寒河江市大字松川123番地
寒河江市大字松川字並松198番

１ほか２筆

鈴木　優嘉 寒河江市大字松川48番地
寒河江市大字松川字並松200番

１ほか４筆

石山　雅彦 寒河江市大字柴橋831番地
寒河江市大字寒河江字鷹の巣92

番４

武田　義一 寒河江市大字柴橋780番地
寒河江市大字寒河江字鷹の巣

139番ほか２筆

安食　信昭 寒河江市大字柴橋770番地
寒河江市大字寒河江字寺山甲

1462番13

菅井　英彦 寒河江市大字白岩554番地の１
寒河江市大字柴橋字平野2950番

136ほか２筆

木村　定男 寒河江市大字谷沢205番地の内
寒河江市大字谷沢字上谷沢1826

番ほか２筆

川越　卯一郎 寒河江市大字高松261番地
寒河江市大字清助新田字冨沢

727番ほか１筆

加藤　哲郎 寒河江市大字米沢39番地 寒河江市大字米沢字山田1139番

後藤　健治 寒河江市字下河原52番地
寒河江市大字八鍬字川原1649番

１ほか２筆

佐藤　和季 寒河江市大字箕輪192番地
寒河江市大字日和田字日和田

1195番ほか５筆

株式会社ジオンジファーム 寒河江市大字八鍬502番地
寒河江市大字日和田字日和田

1172番ほか７筆

佐藤　冨美夫 寒河江市大字箕輪228番地
寒河江市大字箕輪字箕輪813番

ほか２筆

冨沢　日出男 寒河江市大字慈恩寺364番地の３
寒河江市大字慈恩寺字醍醐1269

番

秋葉　悟 寒河江市大字慈恩寺653番地の７
寒河江市大字日和田字日和田

1048番１ほか２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

1238番ほか１筆

佐藤　久雄 寒河江市大字日和田497番地
寒河江市大字日和田字下宿1146

番１

菖蒲　修 寒河江市大字白岩1970番地
寒河江市大字白岩字寺下2210番

１ほか12筆

佐藤　邦雄 西村山郡西川町大字海味1360番地の６
寒河江市大字白岩字鳥屋脇2260

番１

菊地　健 寒河江市大字幸生468番地の８
寒河江市大字幸生字原69番ほか

２筆

真木　宏文 寒河江市大字白岩558番地の１
寒河江市大字白岩字久保6594番

ほか４筆

落合　惣兵衛 寒河江市大字白岩1952番地
寒河江市大字白岩字漆保6333番

ほか２筆
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高橋　好則 寒河江市大字白岩219番地
寒河江市大字白岩字湯沢川原

6173番

設楽　隆彦 寒河江市大字宮内47番地
寒河江市大字宮内字宮内50番１

ほか２筆

秋場　修一 寒河江市字入倉119番地
寒河江市字雲河原247番ほか２

筆

土田　隆志 寒河江市字上河原141番地
寒河江市字菊地堂108番ほか２

筆

土田　彦雄 寒河江市字上河原145番地
寒河江市字雲河原301番ほか４

筆

岡部　洋介 寒河江市大字日田字五反33番地 寒河江市字タカへ26番２

土田　正司 寒河江市字菊地堂93番地 寒河江市字上河原206番

岡部　優子 寒河江市大字日田字五反33番地 寒河江市字タカへ194番

岡崎　完治 西村山郡河北町西里900番地
寒河江市字入倉179番１ほか９

筆

有限会社みさおちゃんファーム 西村山郡河北町西里788番地 寒河江市字入倉195番

農事組合法人西里ファーム 西村山郡河北町西里508番地
西村山郡河北町谷地字根際325

番ほか８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236番ほ

か８筆

佐藤　久志 西村山郡河北町西里157番地の１
西村山郡河北町西里字天満5424

番

本木　仁志 西村山郡河北町西里4884番地
西村山郡河北町西里字下槙6089

番ほか１筆

庄司　雄一 西村山郡河北町西里1378番地
西村山郡河北町谷地字砂田1410

番１ほか３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

1373番ほか10筆

高橋　利信 西村山郡河北町大字溝延561番地
西村山郡河北町大字溝延字吉原

264番

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

217番ほか４筆

株式会社天心園 西村山郡河北町大字溝延532番地の２
西村山郡河北町大字溝延字不動

木223番ほか１筆

角川　和広 西村山郡河北町谷地辛2141番地
西村山郡河北町大字新吉田字荒

小屋1070番ほか２筆

増川　義幸 西村山郡河北町谷地辛2089番地の２
西村山郡河北町大字新吉田字荒

小屋1021番ほか11筆

鈴木　清
西村山郡河北町谷地荒町東二丁目20番地

の12

西村山郡河北町谷地字東1559番

ほか２筆

板坂　正輝 西村山郡河北町谷地甲216番地の１
西村山郡河北町谷地字霊堂423

番１ほか２筆

板坂　政俊 西村山郡河北町谷地己581番地の２
西村山郡河北町谷地字十二堂

688番ほか１筆
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黒田　政喜 西村山郡河北町谷地庚28番地
西村山郡河北町谷地字霊堂336

番

堀米　武 西村山郡河北町谷地甲2158番地
西村山郡河北町谷地字布田135

番

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

2322番ほか１筆

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原

ノ内942番１ほか５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岩木字原ノ

内2528番

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吉田字花ノ

木2204番１ほか１筆

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岩木字原ノ

内2571番ほか２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吉田

東2866番

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

2405番

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吉田

東2794番１ほか１筆

高橋　辰吉 西村山郡西川町大字吉川939番地
西村山郡西川町大字吉川字下

2047番１ほか１筆

富樫　高男 西村山郡朝日町大字宮宿754番地１
西村山郡朝日町大字宮宿字北田

2007番ほか11筆

今井　正仁 西村山郡朝日町大字新宿395番地
西村山郡朝日町大字四ノ沢字大

道下1045番１ほか５筆

佐藤　隆夫 西村山郡朝日町大字新宿433番地
西村山郡朝日町大字宮宿字五反

田2069番ほか５筆

岡崎　誠一 西村山郡朝日町大字水本94番地
西村山郡朝日町大字四ノ沢字大

道下1050番１

髙橋　光一 西村山郡朝日町大字水本281番地
西村山郡朝日町大字宮宿字五反

田2060番２ほか１筆

細木　強 西村山郡朝日町大字送橋５番地１
西村山郡朝日町大字四ノ沢字西

原1128番ほか３筆

渡邉　正廣 西村山郡朝日町大字送橋45番地
西村山郡朝日町大字四ノ沢字

三百刈570番ほか８筆

佐久間　貢一 西村山郡朝日町大字玉ノ井丙433番地２
西村山郡朝日町大字和合字前原

2624番ほか５筆

海野　武雄 西村山郡朝日町大字宮宿120番地の２
西村山郡朝日町大字宮宿字小坂

2223番ほか２筆

鈴木　敏広 西村山郡朝日町大字松程297番地
西村山郡朝日町大字松程字沼ノ

平882番ほか５筆

長岡　泰美 西村山郡朝日町大字上郷872番地
西村山郡朝日町大字常盤字上ノ

原ほ129番２ほか５筆

丸山　祐輝 西村山郡朝日町大字三中甲242番地
西村山郡朝日町大字三中字荒谷

甲2633番１ほか１筆

渡辺　良明 西村山郡朝日町大字大谷555番地１
西村山郡朝日町大字大谷字千代

田1382番１ほか５筆
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長岡　政利 西村山郡朝日町大字大谷1392番地
西村山郡朝日町大字大谷字南森

1128番２ほか２筆

白田　和寛 西村山郡朝日町大字馬神265番地３
西村山郡朝日町大字馬神字南森

614番ほか８筆

遠藤　幹子 西村山郡朝日町大字玉ノ井丙255番地
西村山郡朝日町大字馬神字昭和

新田43番ほか５筆

遠藤　敏行 西村山郡朝日町大字玉ノ井丙122番地
西村山郡朝日町大字大谷字千代

田2734番ほか１筆

樋口　春美 西村山郡朝日町大字大谷1393番地の２
西村山郡朝日町大字馬神字南森

735番ほか１筆

堀　吉和 西村山郡朝日町大字大谷乙105番地
西村山郡朝日町大字大谷字千代

田2871番ほか２筆

武田　信一
西村山郡朝日町大字玉ノ井乙254番地の

１

西村山郡朝日町大字大谷字千代

田2906番

堀　謹一郎 西村山郡朝日町大字玉ノ井甲315番地
西村山郡朝日町大字玉ノ井字舟

渡1095番ほか１筆

遠藤　茂 西村山郡朝日町大字玉ノ井丙226番地
西村山郡朝日町大字大谷字千代

田2782番１

柏倉　陽一 西村山郡大江町大字顔好甲29番地
西村山郡大江町大字小見字下

409番１ほか17筆

伊藤　真人 西村山郡大江町大字小見178番地２
西村山郡大江町大字小見字谷地

894番ほか４筆

明石　永七 西村山郡大江町大字左沢478番地
西村山郡大江町大字本郷字森ノ

宮己906番ほか１筆

板垣　和幸 寒河江市大字柴橋866番地の２
西村山郡大江町大字左沢字高松

1963番

菊地　敏美 西村山郡大江町大字三郷乙874番地
西村山郡大江町大字三郷字焼山

乙996番１ほか１筆

橋本　光弘 西村山郡大江町大字三郷乙404番地
西村山郡大江町大字三郷字諏訪

浦丙291番ほか２筆

渡邉　祐司 西村山郡大江町大字塩野平83番地
西村山郡大江町大字塩ノ平字表

362番１ほか９筆

児玉　英樹 東根市大字長瀞1390番地
東根市大字東根元東根字宮崎裏

5020番ほか１筆

加藤　松利 尾花沢市大字丹生256番地の１
東根市大字荷口字萱野新田815

番１ほか15筆

野　忠作 東根市大字藤助新田1055番地
東根市大字藤助新田字大野1225

番ほか２筆

岡崎　忍 西村山郡河北町谷地庚1103番地
東根市大字荷口字萱野新田847

番ほか４筆

髙橋　好信 東根市大字羽入2011番地
東根市大字羽入字縄目3233番ほ

か１筆

髙橋　善一 東根市大字藤助新田1124番地
東根市大字荷口字萱野新田853

番１ほか８筆

秋葉　いく子 東根市大字羽入2586番地 東根市大字羽入字河原田3013番

森谷　政雄 東根市大字羽入1298番地
東根市大字藤助新田字大野1220

番ほか１筆
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奥山　明 東根市大字藤助新田530番地
東根市大字藤助新田字吉野1565

番

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859番

石山　一穂 東根市大字蟹沢83番地
東根市大字郡山字トヤサキ346

番１ほか１筆

駒林　俊信 東根市大字蟹沢1560番地内１
東根市大字蟹沢字熊の堂1197番

１

安達　憲男 東根市大字蟹沢366番地
東根市大字島大堀字島浦118番

１ほか１筆

角川　廣美 西村山郡河北町谷地辛2141番地
東根市大字蟹沢字才歩原1034番

ほか７筆

清野　忠利 東根市大字長瀞1107番地 東根市大字長瀞字西方6359番

児玉　芳久 東根市大字長瀞1580番地
東根市大字長瀞字北方5909番ほ

か２筆

鈴木　達夫 東根市大字松沢39番地の18
東根市大字松沢字下野道936番

１

片桐　武 東根市大字長瀞1407番地
東根市大字長瀞字北方5820番１

ほか３筆

浅野目　謙之 東根市大字長瀞1293番地 東根市大字長瀞字北方5818番１

増川　弘樹 西村山郡河北町谷地辛2107番地
東根市大字長瀞字南方354番２

ほか３筆

片桐　忠一 東根市大字長瀞1399番地
東根市大字長瀞字南方200番２

ほか１筆

渡辺　諭 東根市大字長瀞1200番地 東根市大字長瀞字南方191番

米澤　政廣 東根市大字長瀞4794番地の39 東根市大字長瀞字西方6292番

石塚　政志 尾花沢市大字五十沢517番地
尾花沢市大字尾花沢字須川原

5649番１

落合　博和 尾花沢市大字寺内887番地１
尾花沢市大字尾花沢字赤坂5458

番ほか３筆

佐藤　義昭 尾花沢市大字牛房野565番地
尾花沢市大字牛房野字川原宿

742番１ほか14筆

藤井　正章 尾花沢市大字下柳渡戸834番地
尾花沢市大字尾花沢字上新田

4094番２ほか５筆

矢作　政光 尾花沢市大字荻袋712番地
尾花沢市大字尾花沢字下川原

5375番ほか３筆

武田　春信 尾花沢市大字鶴子602番地
尾花沢市大字牛房野字上ノ田

2682番ほか３筆

山口　與志雄 尾花沢市大字牛房野1084番地
尾花沢市大字尾花沢字上川原

6311番ほか６筆

星川　富美秋 尾花沢市大字 沢121番地 尾花沢市大字 沢字ヲミ298番

星川　清隆 尾花沢市大字 沢162番地４ 尾花沢市大字 沢字ヲミ1548番
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国分　和男 尾花沢市大字名木沢1705番地２
尾花沢市大字名木沢字大谷地

3207番

伊藤　慎哉 尾花沢市大字延沢2019番地２
尾花沢市大字延沢字荒町188番

ほか２筆

斎藤　喜久男 尾花沢市大字細野88番地
尾花沢市大字延沢字熊原4768番

ほか３筆

安西　良一 尾花沢市大字細野143番地
尾花沢市大字細野字峯岸2298番

ほか１筆

近藤　健重 尾花沢市大字母袋105番地８
尾花沢市大字六沢字西裏1048番

４ほか４筆

阿部　登 北村山郡大石田町大字横山3103番地１
北村山郡大石田町大字横山字広

面4835番ほか１筆

齋藤　新一 北村山郡大石田町大字横山3261番地
北村山郡大石田町大字横山字水

口5007番１ほか１筆

石山　経一 北村山郡大石田町大字横山２番地
北村山郡大石田町大字横山字広

面4766番ほか３筆

寺﨑　和彦 北村山郡大石田町大字横山６番地
北村山郡大石田町大字横山字赤

地蔵5480番

髙橋　金雄 北村山郡大石田町大字横山12番地
北村山郡大石田町大字横山字中

島5427番

髙橋　清一 北村山郡大石田町大字横山53番地
北村山郡大石田町大字横山字中

島5428番

大山　敏弘 北村山郡大石田町大字海谷809番地
北村山郡大石田町大字鷹巣字楯

下50番

柿崎　久明 上郡金山町大字金山1427番地
上郡金山町大字安沢字蝋畑

1025番１ほか２筆

須藤　典夫 上郡金山町大字金山1546番地
上郡金山町大字安沢字高坊91

番１ほか５筆

佐藤　英一 上郡 上町大字富澤114番地
上郡 上町大字富沢字狐塚

3236番ほか３筆

奥山　勝明 上郡 上町大字富澤1840番地
上郡 上町大字富沢字甘酒田

5071番ほか９筆

佐藤　竹美 上郡 上町大字黒沢110番地
上郡 上町大字黒沢字川端96

番１ほか４筆

後藤　良一 上郡 上町大字黒沢49番地
上郡 上町大字黒沢字大天摩

204番ほか６筆

藤井　淳一 上郡 上町大字黒沢40番地
上郡 上町大字黒沢字トウミ

キ288番

藤原　安夫 上郡 上町大字黒沢５番地の13
上郡 上町大字黒沢字山ノ神

240番

菅　英也 上郡 上町大字東法田315番地
上郡 上町大字東法田字窓塞

60番１ほか５筆

小林　賢一 上郡 上町大字本城369番地
上郡 上町大字月楯字大宮

550番６ほか16筆

稲野辺　広美 上郡 上町大字志茂1505番地
上郡 上町大字志茂字中横川

2501番１ほか８筆

農業生産法人もがみグリーン

ファーム株式会社
上郡 上町大字志茂277番地の６

上郡 上町大字志茂字ドウメ

キ996番１ほか５筆



平成27年５月１日（金曜日） 第2643号山　　形　　県　　公　　報

627

株式会社ムラサキ農産 上郡舟形町舟形2128番地23
上郡舟形町舟形字向山4515番

１ほか１筆

井上　真理男 上郡舟形町舟形273番地２
上郡舟形町舟形字屋敷野1078

番ほか６筆

加藤　憲彦 上郡舟形町堀内６番地
上郡舟形町堀内字松山1715番

１

叶内　大夢 上郡舟形町長者原324番地丙
上郡舟形町長者原字原田山

1923番１ほか７筆

森　秀一 上郡舟形町堀内2145番地２
上郡舟形町堀内字二ノ代1872

番３ほか２筆

海藤　政夫 上郡舟形町堀内1793番地１
上郡舟形町堀内字真木野1809

番５ほか３筆

叶内　勝利 上郡舟形町長沢1219番地
上郡舟形町長沢字中袋2535番

３ほか９筆

石川　好男 上郡舟形町長沢1825番地１
上郡舟形町長沢字平沢7875番

ほか１筆

佐藤　勇 上郡舟形町舟形2677番地７
上郡舟形町舟形字沖ノ原3502

番ほか９筆

八鍬　俊哉 上郡真室川町大字木ノ下233番地
上郡真室川町大字木ノ下字木

ノ下1848番

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下長

沢前381番２

佐藤　誠 上郡真室川町大字大沢1077番地
上郡真室川町大字大沢字広倉

下川原361番１ほか25筆

佐藤　元 米沢市下小菅332番地 米沢市下小菅1886番ほか４筆

山田　栄一 米沢市大字簗沢5493番地 米沢市大字簗沢字屋敷2579番

渡部　巌 米沢市大字口田沢2513番地
米沢市大字簗沢字道明山2498番

ほか11筆

佐藤　正一 米沢市窪田町矢野目1934番地
米沢市窪田町矢野目字北中村

768番ほか１筆

株式会社ファームおそのづか 東置賜郡高畠町大字小其塚383番地
米沢市窪田町矢野目字北中村

754番１ほか15筆

須藤　真則 米沢市大字上新田872番地
米沢市大字梓川字上竹井1163番

ほか３筆

大竹　茂 米沢市大字大平279番地
米沢市大字李山字三角8566番ほ

か１筆

鈴木　正徳 南陽市新田594番地
南陽市川 字長清水4347番ほか

１筆

佐藤　康弘 南陽市椚塚547番地
南陽市椚塚字大縄場三2231番ほ

か１筆

松田　繁徳 南陽市鍋田796番地
南陽市高梨字長表431番４ほか

３筆

戸田　由次 南陽市鍋田1298番地
南陽市鍋田字宝蔵檀1338番２ほ

か５筆

田口　孝 南陽市宮崎372番地
南陽市宮崎字開田二375番１ほ

か１筆
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佐藤　政彦 南陽市蒲生田578番地
南陽市蒲生田字井戸尻1729番ほ

か１筆

佐藤　嘉一 南陽市長瀞60番地
南陽市法師柳字漆房846番ほか

２筆

後藤　和義 南陽市和田1422番地
南陽市和田字掛在家3471番１ほ

か４筆

島崎　真人 南陽市砂塚1893番地の１ 南陽市和田字雲雀田3500番１

株式会社黒澤ファーム 南陽市池黒1673番地
南陽市梨郷字平野3204番ほか５

筆

大河原　清 南陽市羽付388番地
南陽市和田字高田3660番１ほか

１筆

長澤　武右衛門 南陽市漆山861番地の３
南陽市漆山字上横打672番ほか

１筆

古塚　栄悦 南陽市漆山1918番地
南陽市漆山字西田中一984番１

ほか３筆

落合　力 南陽市漆山1978番地
南陽市漆山字天王543番ほか１

筆

安部　淳一 南陽市羽付685番地
南陽市羽付字九百刈1034番ほか

１筆

渡沢　寿 南陽市漆山1853番地
南陽市漆山字塚原一462番１ほ

か３筆

尾形　啓一郎 南陽市宮内4630番地の５ 南陽市羽付字扇田933番

小川　良和 南陽市漆山1510番地 南陽市漆山字 利橋五192番

手塚　善克 南陽市羽付691番地
南陽市羽付字九百刈1040番ほか

１筆

相田　悦夫 東置賜郡高畠町大字糠野目861番地
東置賜郡高畠町大字糠野目字成

沢3143番ほか１筆

青野　正明 東置賜郡高畠町大字佐沢980番地
東置賜郡高畠町大字下和田字大

倉古屋2044番３ほか11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高田

4344番ほか17筆

近野　祐一 東置賜郡高畠町大字上平柳301番地
東置賜郡高畠町大字上平柳字前

田69番ほか２筆

近野　裕一 東置賜郡高畠町大字金原635番地
東置賜郡高畠町大字金原字中之

目101番１ほか６筆

酒井　順一 東置賜郡高畠町大字竹森820番地
東置賜郡高畠町大字竹森字北浦

1138番ほか４筆

佐藤　吉一 東置賜郡高畠町大字糠野目1665番地
東置賜郡高畠町大字糠野目字黒

淵二2093番１ほか６筆

竹田　昭二 東置賜郡高畠町大字深沼2247番地
東置賜郡高畠町大字深沼字中谷

地3447番ほか７筆

田制　裕基 東置賜郡高畠町大字竹森3705番地
東置賜郡高畠町大字竹森字羽口

1375番ほか10筆

中川　政男 東置賜郡高畠町大字深沼295番地
東置賜郡高畠町大字深沼字前谷

地3120番２ほか４筆
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原田　健司 東置賜郡高畠町大字夏茂33番地
東置賜郡高畠町大字福沢字寝鹿

一952番３ほか８筆

細越　弥兵エ 東置賜郡高畠町大字上平柳330番地
東置賜郡高畠町大字上平柳字上

川原275番

我妻　隆 東置賜郡高畠町大字深沼2204番地
東置賜郡高畠町大字深沼字前谷

地3080番２ほか３筆

米野　則雄 東置賜郡川西町大字中小松2880番地
東置賜郡川西町大字上小松字諏

訪ノ一3927番２ほか１筆

片倉　和也 東置賜郡川西町大字下小松307番地
東置賜郡川西町大字下小松字福

生501番１ほか11筆

齋藤　義雄 東置賜郡川西町大字時田2321番地10
東置賜郡川西町大字時田字町西

821番２ほか３筆

齋藤　富美雄 東置賜郡川西町大字下奥田888番地
東置賜郡川西町大字上小松字雇

2653番ほか２筆

倉　則昭 東置賜郡川西町大字下奥田892番地
東置賜郡川西町大字下奥田字舘

551番ほか３筆

遠藤　義見 東置賜郡川西町大字下奥田204番地
東置賜郡川西町大字上小松字西

横道1925番１ほか６筆

淀野　貞彦 東置賜郡川西町大字吉田3802番地
東置賜郡川西町大字洲島字北河

原1007番ほか６筆

寒河江　孝德 東置賜郡川西町大字洲島4423番地
東置賜郡川西町大字洲島字上小

屋6687番１ほか３筆

須藤　万右エ門 東置賜郡川西町大字吉田1025番地
東置賜郡川西町大字吉田字屋敷

ノ前5397番ほか１筆

鈴木　睦彦 東置賜郡川西町大字尾長島3013番地
東置賜郡川西町大字尾長島字久

根原5071番ほか１筆

遠藤　善博 東置賜郡川西町大字尾長島3564番地
東置賜郡川西町大字尾長島字明

貝5091番ほか１筆

鈴木　昌男 東置賜郡川西町大字尾長島3723番地
東置賜郡川西町大字尾長島字八

反場5400番

本田　達郎 東置賜郡川西町大字尾長島3591番地
東置賜郡川西町大字尾長島字大

谷地5502番ほか３筆

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道

田3263番１

小形　泰弘 東置賜郡川西町大字尾長島3484番地の１
東置賜郡川西町大字尾長島字杉

野下5179番ほか２筆

大友　学 東置賜郡川西町大字尾長島1961番地
東置賜郡川西町大字尾長島字松

保4195番１ほか５筆

農事組合法人成田農産 長井市成田1473番地
長井市成田字高関2782番１ほか

７筆

鈴木　浩和 長井市成田1477番地の７
長井市成田字水押2828番ほか１

筆

小松　栄助 長井市成田1275番地
長井市成田字開基田一2653番ほ

か４筆

平田　稔 長井市五十川2302番地 長井市五十川字蛇塚南5401番１

髙橋　良一 長井市草岡1327番地
長井市草岡字稲場1573番ほか５

筆
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坂　善則 長井市勧進代1085番地
長井市勧進代字蔵京前864番１

ほか11筆

井上　嘉博 長井市平山271番地 長井市平山字五百苅4779番

今野　正一 長井市九野本3321番地の１
長井市九野本字並漆4901番ほか

２筆

青木　雅幸 長井市九野本3131番地
長井市九野本字新橋1258番６ほ

か１筆

梅津　善之 長井市九野本1362番地
長井市九野本字大正1218番１ほ

か11筆

鈴木　淳夫 長井市泉475番地 長井市泉字羽黒2331番ほか１筆

遠藤　美惠子 長井市泉438番地 長井市泉字羽黒2299番ほか２筆

寒河江　忠 長井市歌丸743番地
長井市歌丸字下歌丸2371番１ほ

か９筆

舩山　道雄 長井市歌丸1425番地
長井市歌丸字上川原3092番ほか

１筆

髙石　祐一郎 長井市歌丸1409番地
長井市歌丸字上川原3066番ほか

４筆

川﨑　芳道 長井市歌丸1644番地
長井市歌丸字上川原3052番ほか

１筆

有限会社歌丸の里 長井市歌丸3766番地
長井市今泉字下谷地2074番１ほ

か５筆

丸山　敏彦 長井市下伊佐沢1539番地
長井市下伊佐沢字舟場306番４

ほか２筆

小関　一広 長井市下伊佐沢507番地
長井市下伊佐沢字舟場315番３

ほか３筆

髙橋　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山崎

原1416番ほか３筆

株式会社小国エコファーム 西置賜郡小国町大字栄町１番地
西置賜郡小国町大字貝少字堰場

408番ほか５筆

児玉　和良 西置賜郡白鷹町大字高玉1078番地
西置賜郡白鷹町大字高玉字真々

下4925番

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

三2355番

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

之前4728番ほか６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笠

松前7761番ほか23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

九百苅8622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中

川原8516番ほか１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松木

澤5319番ほか４筆

信夫　克己 西置賜郡白鷹町大字鮎貝1036番地１
西置賜郡白鷹町大字鮎貝字遠藤

清水6155番ほか６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

2033番

舩山　仁 西置賜郡白鷹町大字畔藤2301番地
西置賜郡白鷹町大字畔藤字下川

原10835番

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

2288番

山口　与一 西置賜郡飯豊町大字中954番地
西置賜郡飯豊町大字中字東天神

2581番

関　健一 西置賜郡飯豊町大字中715番地１
西置賜郡飯豊町大字中字酒町南

3342番１ほか１筆

須藤　正司 西置賜郡飯豊町大字中3426番地
西置賜郡飯豊町大字中字北中里

2608番ほか８筆

鈴木　寛幸 西置賜郡飯豊町大字椿737番地
西置賜郡飯豊町大字椿字地蔵田

1156番１ほか５筆

梅津　義浩 西置賜郡飯豊町大字椿249番地の２
西置賜郡飯豊町大字椿字平林

2854番１ほか２筆

井上　禎夫 西置賜郡飯豊町大字高峰931番地１
西置賜郡飯豊町大字高峰字神倉

四617番ほか20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北田

二892番ほか６筆

中村　仁一 西置賜郡飯豊町大字添川845番地
西置賜郡飯豊町大字添川字下町

三700番１ほか７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添川字袋谷

3660番ほか１筆

有限会社井上園芸 西置賜郡飯豊町大字添川1419番地
西置賜郡飯豊町大字添川字日渡

四760番１ほか１筆

横山　雅浩 西置賜郡飯豊町大字添川1373番地
西置賜郡飯豊町大字添川字稲荷

堂5987番ほか４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金山

沢3624番１

小関　謙太郎 長井市九野本948番地
西置賜郡飯豊町大字添川字金山

沢3883番１ほか24筆

堀越　進吉 西置賜郡飯豊町大字添川43番地
西置賜郡飯豊町大字添川字遠山

沢5486番ほか５筆

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筒メ

キ沢5558番ほか12筆

遠藤　嘉春 西置賜郡飯豊町大字添川134番地
西置賜郡飯豊町大字添川字西上

代5632番１ほか５筆

遠藤　善夫 西置賜郡飯豊町大字添川109番地
西置賜郡飯豊町大字添川字尼ケ

沢7131番１ほか58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東上

代二5474番ほか36筆

農事組合法人大泉フェローズ 鶴岡市小淀川乙29番地
鶴岡市矢馳字中田167番ほか327

筆

有限会社白幡ファーム 鶴岡市清水新田甲31番地
鶴岡市清水新田字下谷地105番

ほか５筆

有限会社いとうファーム 鶴岡市矢馳甲29番地
鶴岡市矢馳字上矢馳494番ほか

11筆
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鈴木　吉男 鶴岡市田川庚49番地 鶴岡市田川字八沢47番

佐藤　政志 鶴岡市田川戊62番地 鶴岡市田川字八沢22番１

伊藤　均 鶴岡市少連寺乙29番地 鶴岡市田川字白山前42番５

五十嵐　久弥 鶴岡市水沢戊41番地
鶴岡市田川字沖中６番２ほか１

筆

佐藤　一成 鶴岡市水沢乙140番地
鶴岡市湯田川字山谷３番ほか10

筆

伊藤　俊昭 鶴岡市藤沢甲294番地 鶴岡市藤沢字大沢15番ほか３筆

福原　富男 鶴岡市稲生一丁目21番26号
鶴岡市井岡字奈良岡13番ほか１

筆

板垣　弘 鶴岡市白山甲22番地
鶴岡市白山字興野206番ほか６

筆

木村　茂樹 鶴岡市矢馳甲75番地
鶴岡市矢馳字下矢馳158番ほか

12筆

佐藤　一真 鶴岡市矢馳甲６番地
鶴岡市矢馳字上矢馳478番ほか

２筆

三浦　秀一 鶴岡市山田丙40番地
鶴岡市山田字仲道126番１ほか

２筆

河野　宏 鶴岡市本田丙19番地 鶴岡市本田字相田115番

有限会社庄内田川 鶴岡市荒井京田字荒田65番地２
鶴岡市荒井京田字荒田275番ほ

か２筆

佐藤　光雄 鶴岡市小淀川乙43番地
鶴岡市下小中字末広田188番ほ

か４筆

佐藤　真 鶴岡市岡山117番地 鶴岡市岡山字六供25番ほか２筆

五十嵐　富雄 鶴岡市茅原町16番９号
鶴岡市中野京田字荒田108番ほ

か１筆

難波　衛市 鶴岡市藤沢乙89番地
鶴岡市湯田川字砂子田141番ほ

か１筆

加藤　健市 鶴岡市上清水甲313番地
鶴岡市上清水字宮崎31番ほか11

筆

菅原　光雄 鶴岡市清水新田甲61番地
鶴岡市清水新田字南田13番１ほ

か９筆

五戸　富三 鶴岡市下清水乙226番地 鶴岡市下清水字山田391番

木村　喜代松 鶴岡市下小中い142番地
鶴岡市下小中字下谷地81番ほか

２筆

長谷川　和人 鶴岡市下小中い181番地
鶴岡市下小中字下谷地84番ほか

１筆

須藤　豊夫 鶴岡市文下字村ノ内145番地
鶴岡市文下字久保田177番ほか

５筆

佐藤　雪子 鶴岡市文下字村ノ内132番地
鶴岡市文下字久保田28番ほか１

筆
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佐竹　善一 鶴岡市文下字村ノ内14番地
鶴岡市文下字久保田202番ほか

２筆

五十嵐　保 鶴岡市文下字村ノ内12番地 鶴岡市文下字家岸97番ほか10筆

五十嵐　正行 鶴岡市文下字村ノ内９番地 鶴岡市文下字沼田64番ほか３筆

五十嵐　裕一 鶴岡市文下字村ノ内13番地内１の１番地
鶴岡市文下字村ノ内511番ほか

８筆

五十嵐　博明 鶴岡市文下字村ノ内141番地 鶴岡市文下字沼田55番１

菅原　淳 鶴岡市本田丙20番地
鶴岡市本田字相田104番ほか14

筆

阿部　元成 鶴岡市面野山206番地 鶴岡市 興屋字街ノ上413番

五十嵐　順一 鶴岡市新形町６番16号
鶴岡市下川字七窪144番ほか10

筆

今野　毅 鶴岡市播磨丁78番地 鶴岡市播磨字相生265番１

渡部　良一 鶴岡市播磨丁148番地
鶴岡市播磨字助郷192番ほか４

筆

加藤　邦雄 鶴岡市播磨丁49番地
鶴岡市播磨字助郷320番ほか３

筆

今野　実 鶴岡市播磨４番地中２番地
鶴岡市播磨字助郷181番１ほか

７筆

渡部　昌良司 鶴岡市平田乙114番地
鶴岡市平田字平元223番ほか８

筆

木村　日出夫 鶴岡市湯野沢70番地 鶴岡市湯野沢字畑田117番

上野　喜一 鶴岡市湯野沢140番地
鶴岡市湯野沢字下川原59番２ほ

か２筆

佐藤　富雄 鶴岡市覚岸寺甲64番地
鶴岡市高田字上村244番ほか２

筆

工藤　春一 鶴岡市中野京田乙39番地
鶴岡市平京田字乾131番１ほか

２筆

伊藤　喜一 鶴岡市中野京田乙40番地
鶴岡市中野京田字壱柳284番１

ほか３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129番ほ

か４筆

伊藤　隆 鶴岡市中野京田甲44番地
鶴岡市中野京田字大坪268番ほ

か１筆

本間　孝 鶴岡市荒井京田甲67番地
鶴岡市荒井京田字荒田226番１

ほか13筆

白幡　一郎 鶴岡市三瀬乙103番地
鶴岡市三瀬字獅子畑85番２ほか

５筆

小笠原　和司 鶴岡市三瀬丁92番地
鶴岡市三瀬字堅田１番６ほか35

筆

斎藤　満 鶴岡市三瀬甲101番地 鶴岡市三瀬字獅子畑34番１
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石塚　学 鶴岡市三瀬戊412番地
鶴岡市三瀬字宮ノ前８番１ほか

９筆

石塚　治己 鶴岡市三瀬戊381番地
鶴岡市三瀬字鍋倉281番１ほか

６筆

長谷川　新一 鶴岡市みずほ６番地３
鶴岡市水沢字丑ケ沢145番ほか

３筆

長谷川　伸 鶴岡市水沢字前川原43番地 鶴岡市西目字川向78番

小松　弥寿雄 鶴岡市水沢庚54番地
鶴岡市水沢字山ノ腰11番３ほか

３筆

土岐　五生 鶴岡市大広丁153番地
鶴岡市大広字町川139番１ほか

３筆

土岐　一吉 鶴岡市大広丁83番地
鶴岡市大広字大木131番ほか１

筆

八幡　詔吉 鶴岡市大広戊８番地
鶴岡市大広字町川115番１ほか

２筆

土岐　広昭 鶴岡市大広戊137番地
鶴岡市水沢字大布目169番ほか

20筆

佐藤　正人 鶴岡市中山戊49番地２ 鶴岡市中山字西向51番ほか１筆

佐藤　東助 鶴岡市中山丁11番地
鶴岡市中山字瓜沢86番１ほか２

筆

佐藤　豊 鶴岡市西目字熊船91番地２
鶴岡市中沢字清水端87番ほか８

筆

長谷川　伸恒 鶴岡市矢引甲３番地 鶴岡市中沢字石名川116番２

長谷川　清 鶴岡市矢引甲128番地
鶴岡市中沢字石名川116番１ほ

か１筆

佐藤　冨士雄 鶴岡市西目甲31番地
鶴岡市水沢字中布目113番ほか

６筆

小松　士郎 鶴岡市西目乙147番地
鶴岡市西目字大水沢290番１ほ

か９筆

難波　篤 鶴岡市西目丙132番地
鶴岡市水沢字大谷地128番ほか

５筆

長谷川　長吉 鶴岡市下小中い182番地
鶴岡市下小中字壱の揚456番ほ

か６筆

木村　君雄 鶴岡市下小中い189番地
鶴岡市下小中字中道320番ほか

３筆

佐藤　敬一 鶴岡市下小中い192番地
鶴岡市下小中字壱の揚209番ほ

か14筆

小林　秀樹 鶴岡市菱津ろ93番地 鶴岡市菱津字橋本35番ほか10筆

松浦　尚宏 鶴岡市小淀川乙29番地 鶴岡市山田字仲道210番

工藤　斉 鶴岡市大山一丁目38番33号
鶴岡市友江字水尻131番ほか３

筆

三ツ倉　豊 鶴岡市大山三丁目11番15号
鶴岡市大山字前田面177番ほか

５筆
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石井　有久 鶴岡市大山三丁目７番18号
鶴岡市大山字茨田141番ほか４

筆

加藤　淳子 鶴岡市大山三丁目31番37号
鶴岡市大山字茨田178番ほか７

筆

今野　喜好 鶴岡市大山字上柳原153番地２
鶴岡市大山字上柳原168番１ほ

か10筆

斎藤　久実 鶴岡市千安京田乙178番地
鶴岡市千安京田字京田310番ほ

か６筆

本間　卓 鶴岡市千安京田乙183番地
鶴岡市千安京田字京田318番ほ

か14筆

阿部　勇治 鶴岡市面野山107番地１
鶴岡市下川字七窪２番298ほか

３筆

阿部　三也 鶴岡市面野山225番地
鶴岡市面野山字地ノ本469番ほ

か５筆

農事組合法人いーぐる 鶴岡市馬町字枇杷川原78番地 鶴岡市長崎字花見原438番

阿部　利一 鶴岡市面野山213番地
鶴岡市下川字窪畑183番45ほか

２筆

黒坂　伸悦 鶴岡市下興屋63番地
鶴岡市下興屋字新田245番ほか

１筆

佐藤　一輝 鶴岡市中橋字備川131番地
鶴岡市中橋字大川原166番２ほ

か１筆

佐藤　敏文 鶴岡市田川戊131番地
鶴岡市田川字中里前９番ほか２

筆

有限会社鶴岡グリーンファーム 鶴岡市青龍寺字北内206番地１
鶴岡市青龍寺字村東227番ほか

112筆

小林　捷昭 鶴岡市菱津い205番地
鶴岡市菱津字新興90番１ほか３

筆

佐藤　哲哉 鶴岡市馬町字駒繋278番地
鶴岡市馬町字下草田336番ほか

１筆

渡部　斉 鶴岡市我老林字五里市58番地
鶴岡市我老林字五里市74番２ほ

か１筆

菅原　洋一 鶴岡市勝福寺字中通132番地
鶴岡市勝福寺字下川田255番ほ

か１筆

佐藤　幸司 鶴岡市外内島字古川276番地
鶴岡市外内島字石名田199番ほ

か３筆

菅原　孝 鶴岡市勝福寺字中通197番地
鶴岡市勝福寺字根木瀞588番１

ほか18筆

佐藤　文幸 鶴岡市外内島字古川272番地 鶴岡市外内島字古川469番

上野　均 鶴岡市外内島字明神川原220番地
鶴岡市外内島字石名田224番ほ

か１筆

三浦　誠一 鶴岡市八ツ興屋字土谷俣18番地
鶴岡市八ツ興屋字前通62番ほか

１筆

菅原　浩祐 鶴岡市伊勢横内字伊勢郷52番地
鶴岡市斎藤川原字間々下203番

ほか１筆

阿部　伸 鶴岡市伊勢横内字伊勢郷41番地
鶴岡市伊勢横内字前川原102番

１ほか４筆
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菅原　勇一 鶴岡市伊勢横内字伊勢郷39番地
鶴岡市伊勢横内字大場川原204

番

石川　正志 鶴岡市高坂字楯ノ下21番地
鶴岡市高坂字山口255番ほか３

筆

五十嵐　弘 鶴岡市日枝戊108番地 鶴岡市日枝字小真木原113番

株式会社アシスト 鶴岡市本田甲168番地
鶴岡市播磨字若松125番ほか93

筆

有限会社ソイビーン 鶴岡市道形町10番10号
鶴岡市道形字道斎181番ほか４

筆

小林　源一 鶴岡市千石町13番54号
鶴岡市斎藤川原字中道242番１

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89番１ほ

か３筆

五十嵐　与助 鶴岡市高坂字新沢田99番地
鶴岡市谷定字白山311番ほか２

筆

長谷川　茂 鶴岡市中橋字備川137番地 鶴岡市中橋字大川原152番

兼子　誠 鶴岡市高坂字山口125番地 鶴岡市高坂字三ケ水口200番１

高橋　登志雄 酒田市浜中乙280番地 鶴岡市茨新田字四分谷地25番

小林　敏彦 酒田市浜中字村東1134番地の２ 鶴岡市長崎字棒葭15番ほか５筆

鈴木　勝美 鶴岡市越後京田字双見５番地 鶴岡市野田目字大坪27番

熊木　慶一郎 鶴岡市平形字国分56番地１ 鶴岡市平形字国分80番

金内　光雄 鶴岡市和名川字南田11番地10
鶴岡市和名川字南田70番１ほか

４筆

金内　一昭 鶴岡市和名川字南田12番地５
鶴岡市和名川字古田73番ほか４

筆

阿部　貴志 鶴岡市長沼字十文字83番地
鶴岡市八色木字西村61番ほか19

筆

矢口　悟 鶴岡市鷺畑字佐渡端29番地
鶴岡市添川字楯ノ沢104番２ほ

か３筆

加藤　久幸 鶴岡市古郡字長堰13番地
鶴岡市古郡字金清水110番１ほ

か４筆

小林　真 鶴岡市千石町14番22号
鶴岡市東堀越字下沖174番ほか

５筆

原田　孝昭 鶴岡市藤島関根字西田37番地
鶴岡市藤島関根字堰合105番ほ

か６筆

齋藤　勝 鶴岡市羽黒町川代字中川代269番地
鶴岡市羽黒町手向字玉川28番

753

伊藤　一雄 鶴岡市羽黒町戸野字福ノ内28番地
鶴岡市羽黒町戸野字八幡田１番

１ほか19筆

叶野　浩 鶴岡市羽黒町玉川字玉川80番地
鶴岡市羽黒町玉川字中国見11番

ほか５筆
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渡部　政昭 鶴岡市羽黒町富沢字下川原29番地
鶴岡市羽黒町荒川字栓木26番３

ほか10筆

丸山　昇作 鶴岡市羽黒町荒川字荒泉橋33番地１
鶴岡市羽黒町松ケ岡字松ケ岡１

番１ほか５筆

山口　行宏 鶴岡市羽黒町仙道字聖宮44番地
鶴岡市羽黒町荒川字白山17番ほ

か５筆

金内　正 鶴岡市羽黒町町屋字村中11番地 鶴岡市羽黒町町屋字薬師６番３

伊藤　伸 鶴岡市羽黒町松尾字桜野２番地
鶴岡市羽黒町松尾字吉原63番ほ

か２筆

佐藤　勝善 鶴岡市羽黒町町屋字村中12番地
鶴岡市羽黒町中里字薬師20番１

ほか６筆

高橋　聡 鶴岡市羽黒町町屋字村中31番地
鶴岡市羽黒町町屋字薬師38番４

ほか７筆

上林　正一 鶴岡市羽黒町川代字川代山992番地
鶴岡市羽黒町川代字八森29番ほ

か７筆

須藤　淳一 鶴岡市羽黒町川代字川代山1218番地
鶴岡市羽黒町川代字八森161番

ほか５筆

齋藤　茂 鶴岡市羽黒町中里字村中18番地
鶴岡市羽黒町中里字岩野２番ほ

か２筆

小林　拓 鶴岡市羽黒町川代字中川代154番地
鶴岡市羽黒町川代字東増川山47

番1236ほか11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家ノ下81番

２ほか７筆

山口　孝徳 鶴岡市羽黒町仙道字聖宮29番地
鶴岡市羽黒町仙道字後田24番ほ

か３筆

佐藤　良吉 鶴岡市羽黒町狩谷野目字村東72番地
鶴岡市羽黒町狩谷野目字村東27

番１ほか15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70番

阿部　繁喜 鶴岡市羽黒町川代字海谷森30番地
鶴岡市羽黒町川代字岩本18番ほ

か５筆

齋藤　一 鶴岡市羽黒町川代字中川代250番地
鶴岡市羽黒町川代字大森71番ほ

か６筆

成田　繁美 鶴岡市たらのき代字西野58番地
鶴岡市𣗄代字小文地楯604番１

ほか２筆

菅原　繁喜 鶴岡市西片屋字楯村87番地
鶴岡市下山添字上通101番１ほ

か５筆

齋藤　勝彦 鶴岡市黒川字椿出215番地 鶴岡市黒川字椿出30番ほか17筆

澁谷　直樹 鶴岡市たらのき代字西野５番地
鶴岡市𣗄代字西野269番１ほか

４筆

安野　勝三 鶴岡市東荒屋字小島210番地
鶴岡市東荒屋字押切２番ほか３

筆

小林　範正 鶴岡市黒川字漆原136番地
鶴岡市田代字森下349番ほか12

筆

鈴木　麻喜 鶴岡市黒川字成沢65番地 鶴岡市黒川字漆原260番１
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小林　義一 鶴岡市黒川字成沢172番地
鶴岡市黒川字漆原270番２ほか

１筆

五十嵐　重一 鶴岡市黒川字春日山33番地
鶴岡市黒川字春日山256番ほか

３筆

菅原　一幸 鶴岡市馬渡字道東48番地
鶴岡市馬渡字鶴ヶ沢321番１ほ

か２筆

松田　清 鶴岡市丸岡字町の内221番地 鶴岡市丸岡字町の内311番１

伊藤　昭夫 鶴岡市倉沢字上ノ山口６番地
鶴岡市上田沢字中野32番１ほか

２筆

佐藤　直志 鶴岡市熊出字東村16番地 鶴岡市熊出字岡村87番ほか４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

鶴岡市越中山字立岩116番ほか

19筆

忠鉢　孝喜 鶴岡市温海川甲37番地
鶴岡市菅野代字川端33番１ほか

６筆

大滝　慶喜 鶴岡市越沢乙69番地 鶴岡市越沢字獺寝沢61番１

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
鶴岡市湯温海字湯之尻359番１

ほか83筆

五十嵐　重一 鶴岡市小国己24番地 鶴岡市小国字髯ノ沢193番

五十嵐　雅人 鶴岡市小国戊47番地
鶴岡市小国字髯ノ沢221番ほか

９筆

榎本　梅蔵 鶴岡市温海川甲35番地
鶴岡市温海川字後田188番ほか

３筆

五十嵐　繁一 鶴岡市小国丁64番地１
鶴岡市小国字町尻114番１ほか

４筆

高橋　芳典 酒田市浜中乙180番地
酒田市広野字大柳231番ほか３

筆

伊藤　多佳夫 酒田市広野字大渕127番地
酒田市広野字大渕480番１ほか

２筆

五十嵐　直太郎 酒田市広野字大日塚228番地の１
酒田市広野字切発142番ほか４

筆

佐藤　修 酒田市広野字下通142番地
酒田市広野字大柳199番ほか４

筆

加藤　満 酒田市広野字上通96番地
酒田市広野字土橋187番ほか１

筆

加藤　勝彦 酒田市広野字上通45番地 酒田市広野字下通224番１

幸田　仁 酒田市広野字下通98番地
酒田市広野字土橋178番ほか１

筆

田村　晴久 酒田市広野字下通86番地 酒田市広野字大日塚210番

高橋　忠喜 酒田市浜中乙172番地 酒田市広野字間沼94番ほか４筆

早坂　宏弥 酒田市浜中甲337番地
酒田市浜中字細縄361番ほか５

筆
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髙橋　進 酒田市浜中乙108番地
酒田市広岡新田字六分地130番

ほか１筆

農事組合法人滝の里ファーム 酒田市升田字沼田68番地
酒田市升田字沼田144番ほか276

筆

堀　正博 酒田市常禅寺字上川原11番地
酒田市常禅寺字川向13番１ほか

12筆

農事組合法人グリーンファーム

寺田
酒田市寺田字深田１番地

酒田市寺田字家の前134番ほか

67筆

本多　茂 酒田市橋本字出シ祢７番地 酒田市小泉字中川原84番

阿曽　兼太 酒田市 橋字大柳97番地 酒田市石名坂字大石53番

三浦　勝雄 酒田市 橋字大柳129番地
酒田市石名坂字大石55番ほか４

筆

後藤　喜博 酒田市飛鳥98番地
酒田市石名坂字大石14番ほか４

筆

新舘　晴夫 酒田市竹田字竹ノ下33番地
酒田市土渕字僧田158番ほか14

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
酒田市砂越字下川原211番ほか

２筆

三浦　善彦 酒田市山谷新田字金谷５番地 酒田市飛鳥字大林116番５

佐藤　司 酒田市飛鳥19番地 酒田市飛鳥字堂之後58番１

古川　麻衣子 酒田市飛鳥162番の内１番地
酒田市飛鳥字宝永新田1163番ほ

か７筆

土田　治夫 酒田市飛鳥51番地
酒田市飛鳥字宝永新田1228番ほ

か９筆

佐藤　栄美子 酒田市中野俣字中里43番地
酒田市中野俣字村北170番ほか

５筆

佐藤　信治 酒田市中野俣字見渡前184番地
酒田市中野俣字笹山前74番ほか

４筆

前田　恵次 酒田市北俣字石鉢山49番地
酒田市北俣字代官前33番１ほか

２筆

伊藤　一誠 東田川郡三川町大字横山字横山201番地
東田川郡三川町大字横山字神田

231番ほか２筆

佐藤　正吉
東田川郡三川町大字押切新田字三本木74

番地

東田川郡三川町大字横山字トツ

ラ田34番ほか２筆

伊藤　実
東田川郡三川町大字横山字袖川原２番地

４

東田川郡三川町大字横山字高谷

地40番

今野　徹
東田川郡三川町大字押切新田字三本木80

番地

東田川郡三川町大字押切新田字

三本木195番ほか３筆

阿部　博義　 東田川郡三川町大字横山字西田１番地
東田川郡三川町大字押切新田字

中竿身１番ほか１筆

佐藤　一宣 東田川郡三川町大字横内字俵田12番地１
東田川郡三川町大字横内字大坪

106番

坂野　広幸 東田川郡三川町大字横山字横山166番地
東田川郡三川町大字菱沼字村下

72番ほか２筆
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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神田

面46番

農事組合法人青山農場　 東田川郡三川町大字青山字東沖155番１
東田川郡三川町大字神花字神田

面51番ほか５筆

本間　ゆう子 東田川郡三川町大字神花己７番地
東田川郡三川町大字神花字西外

川原105番１ほか２筆

佐藤　信 東田川郡三川町大字神花字尾花57番地
東田川郡三川町大字神花字尾花

210番ほか２筆

佐藤　正治 東田川郡三川町猪子甲274番地
東田川郡三川町大字猪子字大堰

端322番ほか３筆

木村　久一 東田川郡三川町大字善阿弥30番地
東田川郡三川町大字東沼字鷹野

西145番ほか９筆

水尾　正昭 東田川郡庄内町南野字南浦129番地
東田川郡庄内町南野字南浦182

番ほか10筆

小林　悟 東田川郡庄内町南野字北浦24番地
東田川郡庄内町南野字西野177

番ほか８筆

五十嵐　徳一 東田川郡庄内町連枝字沼端138番地１
東田川郡庄内町連枝字古川端12

番

上野　眞市 東田川郡庄内町吉方字稗田62番地
東田川郡庄内町吉方字小縄116

番ほか２筆

上野　久志 東田川郡庄内町吉方字稗田57番地
東田川郡庄内町吉方字南深60番

ほか３筆

高橋　義夫 東田川郡庄内町大野字太農28番地
東田川郡庄内町大野字大塚136

番ほか２筆

菅原　尚也 東田川郡庄内町西小野方字西農83番地
東田川郡庄内町西小野方字西農

169番ほか11筆

池田　均 東田川郡庄内町吉岡字東北裏51番地
東田川郡庄内町吉岡字下南56番

ほか２筆

池田　順一 東田川郡庄内町高田麦字田中34番地
東田川郡庄内町高田麦字前田元

45番ほか５筆

鈴木　守 東田川郡庄内町杉浦字杉野37番地
東田川郡庄内町宮曽根字大東46

番ほか５筆

伊藤　正義 東田川郡庄内町狩川字荒鍋５番地
東田川郡庄内町狩川字捨子沢

100番ほか11筆

後藤　徹 東田川郡庄内町狩川字荒鍋32番地
東田川郡庄内町狩川字外北割

174番ほか６筆

太田　政士 東田川郡庄内町狩川字荒鍋59番地２
東田川郡庄内町狩川字外北割

178番

依田　潤一 東田川郡庄内町狩川字荒鍋11番地
東田川郡庄内町狩川字二番割

125番ほか７筆

伊藤　正喜 東田川郡庄内町狩川字荒鍋25番地１
東田川郡庄内町狩川字中島261

番１ほか５筆

黒沼　勤矢 東田川郡庄内町狩川字荒鍋10番地
東田川郡庄内町狩川字中島221

番ほか４筆

太田　實 東田川郡庄内町狩川字阿古屋２番地
東田川郡庄内町狩川字石神65番

１

佐藤　繁美 東田川郡庄内町狩川字玉坂31番地１
東田川郡庄内町狩川字小野里91

番ほか14筆
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岩﨑　隆一 東田川郡庄内町狩川字小野里18番地２
東田川郡庄内町狩川字下台208

番ほか11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離松118番

ほか33筆

村上　匡 飽海郡遊佐町吉出字奥屋３番地
飽海郡遊佐町野沢字宅内32番ほ

か24筆

石垣　賢二 飽海郡遊佐町宮田字堂地64番地
飽海郡遊佐町宮田字手詰25番ほ

か８筆

阿部　五志郎 飽海郡遊佐町北目字楯ノ内161番地
飽海郡遊佐町北目字三ツ操19番

ほか３筆

菅原　幸悦 飽海郡遊佐町鹿野沢字堂ノ前30番地
飽海郡遊佐町鹿野沢字水下109

番ほか５筆

富樫　信幸 飽海郡遊佐町当山字福ノ中63番地
飽海郡遊佐町当山字福ノ中36番

１ほか32筆

土門　光彦 飽海郡遊佐町江地字上屋敷田138番地
飽海郡遊佐町増穂字西田71番ほ

か３筆

佐藤　勇人 飽海郡遊佐町小原田字道ノ下１番地
飽海郡遊佐町豊岡字西道86番ほ

か10筆

齋藤　育夫 飽海郡遊佐町増穂字軒本19番地
飽海郡遊佐町増穂字前新田21番

１ほか５筆

菅原　三勝 飽海郡遊佐町野沢字柳ノ本65番地の２
飽海郡遊佐町野沢字野沢65番１

ほか３筆

土門　健太郎 飽海郡遊佐町宮田字堂地83番地
飽海郡遊佐町江地字便田83番ほ

か２筆

齋藤　勝広 飽海郡遊佐町庄泉字大谷地471番地内２
飽海郡遊佐町藤崎字塩出尻46番

ほか４筆

農事組合法人のーら 飽海郡遊佐町野沢字宅田51番地
飽海郡遊佐町野沢字深田32番ほ

か61筆

小野寺　良一 飽海郡遊佐町小原田字八ツ面53番地
飽海郡遊佐町小松字東俣43番ほ

か３筆

尾形　長輝 飽海郡遊佐町直世字尻地36番地
飽海郡遊佐町北目字畑１番１ほ

か１筆

２　申請年月日

　　平成27年４月13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、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成27年５月19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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成27年３月24日付け県公報第2632号で公告した凍結防止剤散布車兼用除雪トラックの調達に係る一般競争入札

については、中止する。

　　平成27年５月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子
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