
田 畑 樹園地 その他 合計

1 山形市 全域 酒井　利輝 ○ 150.00 150.00 水稲・そば

2 山形市 全域 農事組合法人 山形エイエムみどり ○ 1,000.00 1,000.00 水稲

1 上山市 宮川 山口　富哉 ○ 20.00 20.00 水稲

2 上山市 宮川 酒井　正樹 ○ 1,000.00 20.00 50.00 1,070.00 水稲・野菜・柿

3 上山市 宮川 奈良崎　正己 ○ 50.00 50.00 水稲

4 上山市 宮川 木村　正 ○ 100.00 100.00 そば・水稲

5 上山市 宮川 齋藤　浩太郎 ○ 110.00 110.00 水稲

6 上山市 宮川 株式会社南東北サンシャインファーム ○ 100.00 100.00 200.00 水稲・ぶどう

7 上山市 西郷 株式会社南東北サンシャインファーム ○ 100.00 100.00 水稲

8 上山市 中川 酒井　正樹 ○ 500.00 50.00 50.00 600.00 野菜・水稲

9 上山市 中川 株式会社南東北サンシャインファーム ○ 100.00 100.00 水稲

10 上山市 上山 酒井　正樹 ○ 500.00 50.00 50.00 600.00 野菜・水稲

1 中山町 全域 小松　宏 ○ 30.00 30.00 水稲

1 寒河江市 全域 村田　清也 ○ 20.00 20.00 ぶどう

2 寒河江市 全域 渡邉　則芳 ○ 20.00 20.00 さくらんぼ

3 寒河江市 全域 土田　恭裕 ○ 10.00 10.00 さくらんぼ

4 寒河江市 全域 小野　健一 ○ 30.00 30.00 野菜

5 寒河江市 全域 小野　政雄 ○ 70.00 70.00 野菜

6 寒河江市 全域 伊藤　勉 ○ 80.00 80.00 水稲

7 寒河江市 全域 水戸部　忍 ○ 50.00 50.00 100.00 果樹・野菜

8 寒河江市 全域 片山　昭太郎 ○ 100.00 100.00 水稲
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9 寒河江市 全域 菊地　直樹 ○ 50.00 50.00 果樹

10 寒河江市 全域 加藤　一好 ○ 150.00 150.00 果樹

11 寒河江市 全域 冨澤　文雄 ○ 20.00 20.00 水稲

12 寒河江市 全域 杉沼　茂 ○ 10.00 10.00 水稲

13 寒河江市 全域 武田　正敏 ○ 30.00 30.00 桃

14 寒河江市 全域 森谷　君雄 ○ 30.00 30.00 桃

15 寒河江市 全域 長坂　莞爾 ○ 50.00 50.00 水稲

16 寒河江市 全域 佐竹　博之 ○ 60.00 20.00 80.00 水稲・野菜

17 寒河江市 全域 軽部　健 ○ 60.00 60.00 枝豆・啓翁桜・花卉

18 寒河江市 全域 結城　肇 ○ 100.00 100.00 水稲

19 寒河江市 全域 秋場　廣明 ○ 40.00 40.00 水稲

20 寒河江市 全域 古城　謙一郎 ○ 50.00 50.00 バラ

21 寒河江市 全域 武田　善雄 ○ 250.00 250.00 さくらんぼ

22 寒河江市 全域 杉沼　正春 ○ 5.00 5.00 水稲

1 河北町 西里 朝倉　義景 ○ 30.00 10.00 40.00 野菜・果物

3 河北町 西里 朝倉　ジェラルディン　アルデポーラ ○ 30.00 30.00 果物

2 河北町 西里 株式会社秋鈴堂 ○ 200.00 200.00 水稲

4 河北町 溝延 牧野　徹郎 ○ 1,400.00 10.00 100.00 1,510.00
水津・大豆・野菜

さくらんぼ

5 河北町 溝延 岡崎　忍 ○ 200.00 200.00 水稲

6 河北町 谷地 牧野　徹郎 ○ 200.00 200.00 水稲・大豆

7 河北町 谷地 小野　忠幸 ○ 100.00 100.00 水稲
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8 河北町 谷地 原田　幸子 ○ 20.00 50.00 70.00 すもも・野菜

9 河北町 谷地 宇野　勉 ○ 20.00 20.00 すもも

10 河北町 谷地 朝倉　ジェラルディン　アルデポーラ ○ 30.00 30.00 果物

11 河北町 北谷地 太田　美郎 ○ 100.00 100.00 水稲・大豆

1 大江町 全域 五十嵐　弘 ○ 30.00 30.00 桃

2 大江町 全域 佐竹　輝明 ○ 20.00 20.00 水稲

3 大江町 全域 橋間　和信 ○ 10.00 10.00 水稲

1 村山市 全域 朝烏　剛 ○ 200.00 200.00 水稲

1 尾花沢市 全域 加藤　宗夫 ○ 200.00 200.00 400.00 水稲・そば

2 尾花沢市 全域 三浦　義徳 ○ 300.00 300.00 水稲

3 尾花沢市 全域 溝越　良一 ○ 300.00 300.00 水稲

1 大石田町 全域 森　保彦 ○ 100.00 100.00 水稲・そば


