
田 畑 果樹 合計

1 山形市 旧市 朝倉　了 ○ 200 200 水稲

2 山形市 鈴川 株式会社　竹寿耕友会 ○ 20 20 水稲

3 山形市 千歳 近藤　智洋 ○ 500 500 水稲

4 山形市 千歳 丹野　菊男 ○ 500 500 水稲

5 山形市 千歳 川村　栄介 ○ 45 45 水稲

6 山形市 出羽 東海林　貞悦 ○ 300 300 水稲

7 山形市 出羽 近藤　智洋 ○ 500 500 水稲

8 山形市 出羽 丹野　雅彦 ○ 500 500 水稲

9 山形市 出羽 佐藤　裕士 ○ 1,000 1,000 水稲

10 山形市 出羽 丹野　朗光 ○ 500 500 水稲

11 山形市 出羽 熊谷　與右ェ門 ○ 50 50 水稲

12 山形市 出羽 室岡　賢一 ○ 500 500 水稲

13 山形市 明治 東海林　貞悦 ○ 300 300 水稲

14 山形市 明治 近藤　智洋 ○ 500 500 水稲

15 山形市 明治 伊藤　英宏 ○ 200 200 水稲

16 山形市 明治 丹野　雅彦 ○ 500 500 水稲

17 山形市 明治 鈴木　達志 ○ 200 200 水稲

18 山形市 明治 佐藤　裕士 ○ 1,000 1,000 水稲

19 山形市 明治 丹野　朗光 ○ 500 500 水稲

20 山形市 明治 室岡　賢一 ○ 1,000 50 1,050 水稲・食用菊
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21 山形市 金井 坪沼　光雪 ○ 200 200 水稲

22 山形市 金井 丹野　菊男 ○ 500 500 水稲

23 山形市 金井 鈴木　達志 ○ 200 200 水稲

24 山形市 金井 丹野　朗光 ○ 500 500 水稲

25 山形市 金井 有海　賢二 ○ 300 300 水稲

26 山形市 金井 池野　伸幸 ○ 300 300 水稲

27 山形市 金井 田中　勲 ○ 100 100 水稲

28 山形市 金井 貝和　良一 ○ 50 50 水稲

29 山形市 金井 堀　佐四郎 ○ 30 30 水稲

30 山形市 金井 安達　良一 ○ 35 35 水稲

31 山形市 金井 株式会社　竹寿耕友会 ○ 160 160 水稲

32 山形市 金井 永野　輝雄 ○ 75 75 水稲

33 山形市 金井 元木　裕一 ○ 500 100 600
水稲・ネギ・

ワラビ

34 山形市 金井 平吹　拓也 ○ 100 100 水稲

35 山形市 金井 鈴木　達夫 ○ 100 100 水稲

36 山形市 金井 有澤　孝司 ○ 100 100 水稲

37 山形市 大郷 近藤　智洋 ○ 500 500 水稲

38 山形市 大郷 松田　和浩 ○ 1,000 1,000 水稲

39 山形市 大郷 丹野　菊男 ○ 500 500 水稲

40 山形市 大郷 丹野　雅彦 ○ 500 500 水稲

41 山形市 大郷 鈴木　達志 ○ 300 300 水稲
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42 山形市 大郷 佐藤　裕士 ○ 1,000 1,000 水稲

43 山形市 大郷 農事組合法人　やまがたファーム ○ 10,000 10,000 水稲

44 山形市 大郷 丹野　朗光 ○ 500 500 水稲

46 山形市 大郷 伊藤　和也 ○ 400 400 水稲

47 山形市 大郷 熊谷　與右ェ門 ○ 50 50 水稲

48 山形市 大郷 進藤　郁雄 ○ 500 500 水稲

49 山形市 大郷 室岡　賢一 ○ 500 500 水稲

50 山形市 南沼原 坪沼　光雪 ○ 200 200 水稲

51 山形市 南沼原 農事組合法人　村木沢あじさい営農組合 ○ 5,000 5,000 水稲・大豆・小
麦・ソバ・里芋

52 山形市 南沼原 朝倉　了 ○ 200 200 水稲

53 山形市 南沼原 有海　賢二 ○ 200 200 水稲

54 山形市 南沼原 平吹　拓也 ○ 100 100 水稲

55 山形市 村木沢 農事組合法人　村木沢あじさい営農組合 ○ 12,600 12,600
水稲・大豆・小
麦・ソバ・里芋

56 山形市 村木沢 有海　賢二 ○ 300 300 水稲

57 山形市 村木沢 平吹　拓也 ○ 100 100 水稲

58 山形市 西山形 農事組合法人　村木沢あじさい営農組合 ○ 5,000 5,000 水稲・大豆・小
麦・ソバ・里芋

59 山形市 西山形 有海　賢二 ○ 300 300 水稲

60 山形市 西山形 平吹　拓也 ○ 100 100 水稲

61 山形市 大曽根 農事組合法人　村木沢あじさい営農組合 ○ 5,000 5,000 水稲・大豆・小
麦・ソバ・里芋

62 山形市 本沢 有限会社　本沢農産 ○ 6,000 6,000 水稲

63 山形市 本沢 農事組合法人　村木沢あじさい営農組合 ○ 5,000 5,000 水稲・大豆・小
麦・ソバ・里芋
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64 山形市 本沢 朝倉　了 ○ 200 200 水稲

65 山形市 本沢 平吹　正春 ○ 180 180 水稲

66 山形市 本沢 山口　泰弘 ○ 300 300 水稲

67 山形市 本沢 有海　賢二 ○ 500 500 水稲

68 山形市 本沢 平吹　拓也 ○ 100 100 水稲

69 山形市 飯塚・椹沢 農事組合法人　村木沢あじさい営農組合 ○ 5,000 5,000
水稲・大豆・小
麦・ソバ・里芋

70 山形市 飯塚・椹沢 坪沼　光雪 ○ 200 200 水稲

71 山形市 飯塚・椹沢 有海　賢二 ○ 300 300 水稲

72 山形市 飯塚・椹沢 平吹　拓也 ○ 100 100 水稲

73 山形市 楯山 熊谷　與右ェ門 ○ 50 50 水稲

1 中山町 全域 元木　裕一 ○ 500 100 600
水稲・ネギ・

ワラビ

2 中山町 全域 室岡　賢一 ○ 870 35 106 1,011 水稲

1 大江町 大江東部 内海　秀晃 ○ 100 100
スモモ・サク

ランボ

2 大江町 大江東部 鈴木　一郎 ○ 100 100 水稲

3 大江町 大江三郷 山川　正信 ○ 100 100
キャベツ・トマト・ブ
ロッコリー・カリフラ

ワー

4 大江町 大江三郷 橋本　光弘 ○ 140 140
露地野菜・ソ
バ・麦・豆

5 大江町 大江三郷 菊地　英幸 ○ 10 10 スモモ

6 大江町 本郷東部 山川　正信 ○ 100 100
キャベツ・トマト・ブ
ロッコリー・カリフラ

ワー

7 大江町 本郷東部 菊地　良浩 ○ 100 100 水稲

8 大江町 本郷東部 渡辺　誠一 ○ 100 100 200 スモモ

9 大江町 本郷東部 清水　利夫 ○ 50 50 リンゴ
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10 大江町 本郷東部 鈴木　一郎 ○ 100 100 水稲

11 大江町 本郷東部 清野　親太郎 ○ 100 100
サクランボ・リ
ンゴ・ブドウ

12 大江町 本郷東部 村木　均 ○ 100 50 50 200
水稲・枝豆・
大豆・スモモ

13 大江町 本郷南部 山川　正信 ○ 100 100
キャベツ・トマト・ブ
ロッコリー・カリフラ

ワー

14 大江町 本郷南部 渡辺　誠一 ○ 100 100 200 スモモ・水稲

15 大江町 本郷南部 鈴木　一郎 ○ 100 100 水稲

16 大江町 本郷西部 鈴木　恒義 ○ 10 10 水稲

17 大江町 本郷西部 鈴木　一郎 ○ 300 300 水稲

18 大江町 本郷西部 大泉　孝一 ○ 80 80 水稲

1 朝日町 中部 鈴木　光貴 ○ 20 20 果樹

2 朝日町 中部 髙橋　光一 ○ 3,000 3,000 水稲

3 朝日町 中部 鈴木　好一 ○ 100 100 水稲

4 朝日町 西部 鈴木　好一 ○ 100 100 水稲

5 朝日町 西部 長岡　泰美 ○ 150 150 水稲

6 朝日町 北部 武田　賢一 ○ 100 100 水稲

1 西川町 沼山 川井　大輔 ○ 100 100 飼料作物

1 河北町 西里 原田　満男 ○ 500 500 水稲・大豆

2 河北町 西里 庄司　実 ○ 200 200 水稲

3 河北町 西里 後藤　登美夫 ○ 130 130 水稲・大豆

4 河北町 西里 農事組合法人　西里ファーム ○ 6,700 6,700
水稲・大豆・

枝豆

5 河北町 西里 株式会社　奥山農園 ○ 2,000 2,000 水稲・大豆
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6 河北町 溝延 井上　與四助 ○ 680 5 20 705 水稲

7 河北町 溝延 牧野　聡 ○ 1,000 1,000 水稲・大豆

8 河北町 溝延 石垣　光洋 ○ 100 100 水稲・大豆

9 河北町 溝延 髙橋　傳浩 ○ 570 570 水稲・大豆

10 河北町 溝延 髙橋　利信 ○ 570 570 水稲・大豆

11 河北町 溝延 牧野　光良 ○ 100 100 水稲

12 河北町 溝延 牧野　良三 ○ 50 50 水稲・大豆

13 河北町 溝延 田宮　忠和 ○ 1,500 1,500 水稲

14 河北町 溝延 眞木　佳嗣 ○ 100 100 水稲

15 河北町 溝延 東海林　伸太郎 ○ 300 300 水稲・大豆

16 河北町 溝延 株式会社　奥山農園 ○ 300 300 水稲・大豆

17 河北町 溝延 木村　政弘 ○ 200 200 水稲

18 河北町 谷地 都築　利信 ○ 200 200 大豆・野菜

19 河北町 谷地 太田　美郎 ○ 700 700 水稲・大豆

20 河北町 谷地 木嶋　啓治 ○ 500 500 大豆・水稲

21 河北町 谷地 角川　和広 ○ 500 500 水稲・大豆

22 河北町 谷地 岡崎　忍 ○ 500 500 水稲

23 河北町 谷地 増川　義幸 ○ 100 100 水稲

24 河北町 谷地 岡崎　忠行 ○ 700 700 水稲

25 河北町 谷地 農事組合法人　ファーム吉田 ○ 500 500 水稲

26 河北町 谷地 宇野　一秋 ○ 80 80 水稲
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27 河北町 谷地 吉田　正幸 ○ 600 600 水稲・大豆

28 河北町 谷地 岡崎　嘉夫 ○ 400 400 水稲

29 河北町 谷地 安部　敏明 ○ 200 200 水稲

30 河北町 谷地 安部　英明 ○ 200 200 水稲

31 河北町 谷地 西田　行男 ○ 30 30 水稲

32 河北町 谷地 鈴木　清 ○ 50 50 水稲

33 河北町 谷地 宇野　実 ○ 20 20 ブドウ

34 河北町 谷地 菱沼　利行 ○ 100 100 水稲

35 河北町 谷地 矢作　茂 ○ 60 60 水稲

36 河北町 谷地 板坂　正輝 ○ 250 250 水稲

37 河北町 谷地 岸　久義 ○ 100 100 水稲

38 河北町 谷地 鈴木　陽一 ○ 100 100 水稲

39 河北町 谷地 渡辺　義信 ○ 100 100 水稲

40 河北町 谷地 設楽　敏英 ○ 300 300 水稲・大豆

41 河北町 谷地 板坂　政俊 ○ 500 500 水稲・枝豆

42 河北町 谷地 高橋　清 ○ 300 300
水稲・トウモ

ロコシ

43 河北町 谷地 株式会社　奥山農園 ○ 300 300 水稲・大豆

1 村山市 全域 矢萩　幹雄 ○ 500 500 水稲

2 村山市 全域 髙橋　昭 ○ 2,000 2,000 水稲

3 村山市 全域 柴田　雅彦 ○ 200 200 水稲

4 村山市 全域 松田　康 ○ 20 20 40
キュウリ・サ
クランボ
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5 村山市 全域 西塚　洋平 ○ 800 800 牧草・大根

6 村山市 全域 結城　利和 ○ 1,000 1,000 水稲

8 村山市 全域 板垣　信好 ○ 300 300 水稲

9 村山市 全域 原田　豊嗣 ○ 500 500 水稲

10 村山市 全域 山形ノーテック　株式会社 ○ 1,000 1,000 水稲

11 村山市 全域 笹原　勝民 ○ 400 400 水稲

12 村山市 全域 井澤　一裕 ○ 50 50 水稲

13 村山市 全域 土谷　博行 ○ 300 300 水稲

14 村山市 全域 原田　公一 ○ 1,000 1,000 水稲

15 村山市 全域 板垣　敏明 ○ 500 500 水稲

16 村山市 全域 須藤　庄一 ○ 17 17 水稲

17 村山市 全域 元木　久雄 ○ 1,000 1,000 水稲

18 村山市 全域 門脇　隆宏 ○ 60 60 アスパラガス

19 村山市 全域 柴田　一弥 ○ 90 90 水稲

20 村山市 全域 板垣　誠 ○ 100 100 水稲

21 村山市 全域 川田　恒雄 ○ 100 100 水稲

22 村山市 全域 柴田　清一 ○ 200 200 水稲

23 村山市 全域 石川　賢也 ○ 50 50 水稲

24 村山市 全域 坂井　陽一郎 ○ 200 40 240 水稲・野菜

25 村山市 全域 軽部　進一 ○ 100 100 水稲

26 村山市 全域 結城　明志 ○ 130 130 水稲
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27 村山市 全域 柴崎　繁俊 ○ 100 100 水稲

1 大石田町 全域 間宮　良一 ○ 200 200 水稲

2 大石田町 全域 今野　清勝 ○ 2,000 2,000 水稲

3 大石田町 全域 土屋　隆志 ○ 200 200 水稲

1 尾花沢市 尾花沢 藤井　正章 ○ 100 100 水稲

2 尾花沢市 尾花沢 農事組合法人　こめっこ村 ○ 500 100 600 水稲・大豆

3 尾花沢市 尾花沢 橋本　誠 ○ 100 50 150 水稲・スイカ

4 尾花沢市 尾花沢 大類　重一 ○ 200 100 300 水稲・スイカ

5 尾花沢市 尾花沢 渡辺　昇明 ○ 200 200 水稲

6 尾花沢市 尾花沢 髙橋　重光 ○ 100 100 水稲・花卉

7 尾花沢市 尾花沢 星川　智一 ○ 100 100 水稲

8 尾花沢市 尾花沢 菅野　辰美 ○ 200 200 水稲

9 尾花沢市 尾花沢 小林　司 ○ 200 200 水稲

10 尾花沢市 尾花沢 加賀　博実 ○ 200 200 水稲

11 尾花沢市 尾花沢 髙橋　央 ○ 1,000 1,000 水稲

12 尾花沢市 尾花沢 笹原　哲 ○ 300 300 水稲

13 尾花沢市 尾花沢 菅野　弘幸 ○ 100 100 水稲

14 尾花沢市 福原 藤井　正章 ○ 100 100 水稲

15 尾花沢市 福原 名木野　敏弘 ○ 200 200 水稲

16 尾花沢市 福原 橋本　誠 ○ 150 100 250 水稲・スイカ

17 尾花沢市 福原 農事組合法人　こめっこ村 ○ 500 100 600 水稲・大豆
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18 尾花沢市 福原 渡辺　昇明 ○ 400 400 水稲

19 尾花沢市 福原 星川　智一 ○ 100 100 水稲

20 尾花沢市 福原 鈴木　重美 ○ 1,000 100 1,100
水稲・スイカ・
フキノトウ

21 尾花沢市 福原 菅野　辰美 ○ 200 200 水稲

22 尾花沢市 福原 髙橋　央 ○ 1,000 1,000 水稲

23 尾花沢市 福原 荻野　力 ○ 1,000 30 1,030 水稲・スイカ

24 尾花沢市 宮沢 藤井　正章 ○ 100 100 水稲

25 尾花沢市 宮沢 農事組合法人　こめっこ村 ○ 500 100 600 水稲・大豆

26 尾花沢市 宮沢 星川　智一 ○ 100 100 水稲

27 尾花沢市 宮沢 尾崎　隆一 ○ 200 200 水稲

28 尾花沢市 宮沢 合同会社　夢にぐら ○ 500 500 水稲・スイカ

29 尾花沢市 宮沢 菅野　辰美 ○ 500 500 水稲

30 尾花沢市 宮沢 加賀　一幸 ○ 100 100 水稲

31 尾花沢市 宮沢 加賀　博実 ○ 300 300 水稲

32 尾花沢市 宮沢 鈴木　文雄 ○ 200 200 水稲

33 尾花沢市 宮沢 髙橋　央 ○ 1,000 1,000 水稲

34 尾花沢市 宮沢 菅野　弘幸 ○ 100 100 水稲

35 尾花沢市 玉野 藤井　正章 ○ 100 100 水稲

36 尾花沢市 玉野 武田　春信 ○ 300 300 水稲

37 尾花沢市 玉野 農事組合法人　こめっこ村 ○ 500 500 水稲・大豆

38 尾花沢市 玉野 尾崎　彰太郎 ○ 100 100 水稲
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39 尾花沢市 玉野 大類　重一 ○ 200 200 水稲

40 尾花沢市 玉野 髙橋　武男 ○ 150 150 ソバ・水稲

41 尾花沢市 玉野 髙橋　重光 ○ 200 200
水稲・リンド

ウ

42 尾花沢市 玉野 本間　善次 ○ 300 300 水稲

43 尾花沢市 玉野 尾崎　隆一 ○ 200 200 水稲

44 尾花沢市 玉野 落合　春一 ○ 300 300 水稲

45 尾花沢市 玉野 西塚　和喜 ○ 120 30 150 アスパラガス

46 尾花沢市 玉野 合同会社　夢にぐら ○ 1,000 200 1,200
水稲・アスパラ
ガス・果樹

47 尾花沢市 玉野 髙橋　喜久雄 ○ 500 500 水稲

48 尾花沢市 玉野 加賀　一幸 ○ 200 200 水稲

49 尾花沢市 玉野 髙橋　央 ○ 1,000 1,000 水稲

50 尾花沢市 玉野 近藤　剛 ○ 300 300 水稲

51 尾花沢市 常盤 藤井　正章 ○ 100 100 水稲

52 尾花沢市 常盤 農事組合法人　こめっこ村 ○ 500 500 水稲・大豆

53 尾花沢市 常盤 五十嵐　寿和 ○ 707 105 812 水稲・スイカ

54 尾花沢市 常盤 武田　春信 ○ 300 300 水稲

55 尾花沢市 常盤 大類　重一 ○ 300 100 400
水稲・スイ
カ・タラノ芽

56 尾花沢市 常盤 渡辺　昇明 ○ 200 200 水稲

57 尾花沢市 常盤 本間　善次 ○ 500 500 水稲

58 尾花沢市 常盤 合同会社　夢にぐら ○ 500 500
水稲・アスパラ

ガス

59 尾花沢市 常盤 加賀　一幸 ○ 100 100 水稲



田 畑 果樹 合計

作物の種別

希望する農用地・作物等

備　考
市町村 区域

区域内の
農業者

区域外の
農業者

新　規
参入者

農用地の種別・面積（a）

農用地等借受希望者公表一覧

ＮＯ

募集区域

氏名又は名称

募集区域内での状況

60 尾花沢市 常盤 髙橋　央 ○ 1,000 1,000 水稲

61 尾花沢市 常盤 近藤　剛 ○ 200 200 水稲


