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1 新庄市 JA新庄市地域 髙橋　広一 ○ 1,000 1,000 水稲

2 新庄市 JA新庄市地域 今田　奈穂 ○ 50 50 ネギ・ズッキーニ・フキノ
トウ・アスパラガス

3 新庄市 JA新庄市地域 三原　幸一 ○ 100 100 水稲

4 新庄市 JA新庄市地域 二戸部　藤一 ○ 4,000 1,000 5,000 水稲・ソバ

5 新庄市 JA新庄市地域 田宮　成彦 ○ 200 200 水稲

6 新庄市 JA新庄市地域 庄司　和彦 ○ 500 500 水稲

7 新庄市 JA新庄市地域 浅沼　良則 ○ 200 200 水稲

8 新庄市 JA新庄市地域 矢口　茂 ○ 100 100 水稲

9 新庄市 JA新庄市地域 三原　常男 ○ 200 200 水稲

10 新庄市 JA新庄市地域 矢口　孝一 ○ 200 200 水稲

11 新庄市 JA新庄市地域 今田　文明 ○ 300 100 400 水稲・アスパラガス

12 新庄市 JA新庄市地域 沼沢　正和 ○ 300 300 水稲

13 新庄市 JA新庄市地域 清水　哲夫 ○ 100 100 水稲

14 新庄市 JA新庄市地域 佐藤　利美 ○ 500 500 水稲

15 新庄市 JA新庄市地域 伊藤　忠男 ○ 200 200 水稲

16 新庄市 JA新庄市地域 髙山　光弥 ○ 100 100 水稲

17 新庄市 JA新庄市地域 佐藤　信男 ○ 300 300 水稲

18 新庄市 JA新庄市地域 加藤　弘 ○ 100 100 水稲

19 新庄市 JA新庄市地域 荒川　修 ○ 650 650 水稲

20 新庄市 JA新庄市地域 鈴木　伸一 ○ 500 500 水稲・牧草

21 新庄市 JA新庄市地域 叶内　俊二 ○ 300 300 水稲
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22 新庄市 JA新庄市地域 鈴木　崇志 ○ 500 500 水稲・牧草

23 新庄市 JA新庄市地域 太田　進 ○ 200 200 水稲

24 新庄市 JA新庄市地域 宮川　純 ○ 150 150 水稲

25 新庄市 JA新庄市地域 叶内　明 ○ 200 200 水稲

26 新庄市 JA新庄市地域 五十嵐　賢一 ○ 750 750 水稲

27 新庄市 JA新庄市地域 髙橋　眞 ○ 150 150 水稲

28 新庄市 JA新庄市地域 小田嶋　庄一 ○ 200 200 水稲

29 新庄市 JA新庄市地域 斉藤　貴史 ○ 200 200 水稲

30 新庄市 JA新庄市地域 渡部　専治 ○ 200 200 水稲

31 新庄市 JA新庄市地域 樋渡　敏春 ○ 344.18 10 354.18 水稲

32 新庄市 JA新庄市地域 叶内　清一 ○ 200 200 水稲

33 新庄市 JA新庄市地域 阿部　春男 ○ 200 200 水稲

34 新庄市 JA新庄市地域 芳賀　祐悦 ○ 1,000 1,000 水稲

35 新庄市 JA新庄市地域 柴田　實 ○ 200 200 水稲

36 新庄市 JA新庄市地域 今田　供明 ○ 500 500 水稲・WCS

37 新庄市 JA新庄市地域 松田　祐樹 ○ 2,000 2,000 水稲

38 新庄市 JA新庄市地域 山科　浩司 ○ 1,000 1,000 水稲

39 新庄市 JA新庄市地域 今田　大介 ○ 1,600 1,600 水稲

40 新庄市 JA新庄市地域 三原　康志 ○ 110 110 水稲

41 新庄市 JA新庄市地域 佐藤　稔 ○ 500 500 水稲

42 新庄市 JA新庄市地域 齋藤　和弥 ○ 473 10 483 水稲

43 新庄市 JA新庄市地域 渡部　利彦 ○ 100 100 水稲
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44 新庄市 JA新庄市地域 佐藤　信義 ○ 500 500 水稲

45 新庄市 JA新庄市地域 中鉢　浩 ○ 150 150 水稲

46 新庄市 JA新庄市地域 伊藤　和彦 ○ 600 40 640 水稲

47 新庄市 JA新庄もがみ地域 加藤　喜英 ○ 470 10 480 水稲・ソバ

48 新庄市 JA新庄もがみ地域 加藤　正嗣 ○ 200 200 水稲・ニラ

49 新庄市 JA新庄もがみ地域 柏倉　嘉門 ○ 200 200 水稲

50 新庄市 JA新庄もがみ地域 鶴巻　浩美 ○ 300 300 水稲

51 新庄市 JA新庄もがみ地域
農事組合法人　山形リーダーズ

ファーム
○ 500 500 水稲・飼料米

52 新庄市 JA新庄もがみ地域 奥山　和久 ○ 1,000 1,000 水稲・大豆

53 新庄市 JA新庄もがみ地域 齋藤　謙二 ○ 30 30 水稲

54 新庄市 JA新庄もがみ地域 平向　圭二 ○ 150 150 水稲

55 新庄市 JA新庄もがみ地域 早坂　浩樹 ○ 100 100 水稲

56 新庄市 JA新庄もがみ地域 丹　茂 ○ 100 100 水稲

57 新庄市 JA新庄もがみ地域 井上　茂雄 ○ 1,030 1,030 水稲

58 新庄市 JA新庄もがみ地域 小嶋　忠昭 ○ 200 200 水稲

59 新庄市 JA新庄もがみ地域 増川　正之 ○ 200 200 水稲

60 新庄市 JA新庄もがみ地域 笹　寿明 ○ 100 100 200 水稲・野菜

61 新庄市 JA新庄もがみ地域 井上　太 ○ 100 100 水稲

62 新庄市 JA新庄もがみ地域 有限会社　イシイファーム ○ 400 400 水稲

63 新庄市 JA新庄もがみ地域 鈴木　隆一 ○ 200 200 水稲

64 新庄市 JA新庄もがみ地域 伊藤　春雄 ○ 100 50 150
水稲・ネギ・タラノ

芽

65 新庄市 JA新庄もがみ地域 伊藤　英悦 ○ 200 200 水稲
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66 新庄市 JA新庄もがみ地域 早坂　今朝夫 ○ 61.0 37.7 98.7 水稲・タラノ芽

67 新庄市 JA新庄もがみ地域 長沼　寛人 ○ 100 100 水稲

68 新庄市 JA新庄もがみ地域 長沼　和弥 ○ 100 100 水稲

69 新庄市 JA新庄もがみ地域 山科　健 ○ 100 100 水稲

70 新庄市 JA新庄もがみ地域 山科　陽介 ○ 100 100 ニラ

71 新庄市 JA新庄もがみ地域 奥山　聡 ○ 100 100 ネギ

72 新庄市 JA新庄もがみ地域 柏倉　敏雄 ○ 100 100 水稲

73 新庄市 JA新庄もがみ地域 佐々木　弘夫 ○ 200 200 水稲

74 新庄市 JA新庄もがみ地域 齋藤　直哉 ○ 300 100 400 水稲・ネギ

75 新庄市 JA新庄もがみ地域 山科　和也 ○ 41.1 41.1 水稲

76 新庄市 JA新庄もがみ地域 星川　英男 ○ 100 100 水稲

77 新庄市 JA新庄もがみ地域 畠腹　貴宏 ○ 300 300 水稲

78 新庄市 JA新庄もがみ地域 畠腹　銀蔵 ○ 300 300 水稲・ネギ

1 大蔵村 全域 早坂　昇一 ○ 500 500 1,000 水稲・トマト

2 大蔵村 全域 五十嵐　吉一 ○ 200 200 水稲

3 大蔵村 全域
農事組合法人　グリーンライス

ファーム
○ 2,000 2,000 4,000 水稲・ソバ

4 大蔵村 全域 斉藤　徳美 ○ 1,800 1,800 水稲

5 大蔵村 全域 斉藤　貞美 ○ 100 100 水稲

6 大蔵村 全域 國分　俊秋 ○ 1,000 1,000 水稲

7 大蔵村 全域 三原　源三郎 ○ 100 100 水稲

8 大蔵村 全域 高田　修 ○ 630 790 1,420 水稲・ソバ

9 大蔵村 全域 矢口　強 ○ 280 280 水稲
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10 大蔵村 全域 三條　清美 ○ 600 600 水稲

1 戸沢村 全域 二戸部　藤一 ○ 4,000 1,000 5,000 水稲・ソバ

2 戸沢村 全域 進藤　宏嗣 ○ 150 150 水稲

3 戸沢村 全域 斉藤　芳雄 ○ 500 500 水稲

4 戸沢村 全域 大友　一男 ○ 200 200 水稲

5 戸沢村 全域 早坂　幸也 ○ 346 346 水稲・ネギ

6 戸沢村 全域 阿部　良男 ○ 200 10 210 水稲・ソバ

7 戸沢村 全域 佐藤　健次 ○ 1,500 1,500 水稲

8 戸沢村 全域 有限会社　津谷グリーンシステム ○ 3,000 3,000 水稲

1 鮭川村 全域 土田　今朝継 ○ 300 300 水稲

2 鮭川村 全域 二戸部　藤一 ○ 4,000 1,000 5,000 水稲・ソバ

1 真室川町 旧安楽城村 姉崎　吉一 ○ 360 360 水稲

2 真室川町 旧安楽城村 斉藤　広也 ○ 1,000 1,000 ソバ

3 真室川町 旧真室川町 新田　建 ○ 100 100 水稲

4 真室川町 旧真室川町 髙橋　賢一 ○ 300 300 水稲

5 真室川町 旧真室川町 梁瀬　裕 ○ 420 25 445 水稲・牧草

6 真室川町 旧真室川町 髙橋　清美 ○ 200 200 水稲

1 金山町 金山 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

2 金山町 金山 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

3 金山町 金山 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

4 金山町 金山 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

5 金山町 金山 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス
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6 金山町 金山 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

7 金山町 金山 柴田　陽幸 ○ 444 280 724 水稲

8 金山町 金山 小向　裕一 ○ 107 3 110
水稲・大豆・ソバ・

山菜

9 金山町 金山 西田　勝美 ○ 100 100 水稲

10 金山町 金山 西田　忠一 ○ 100 100 水稲

11 金山町 金山 栗田　広基 ○ 1,000 1,000 水稲・ソバ

12 金山町 山崎 中村　喜代治 ○ 1,000 1,000 水稲

13 金山町 山崎 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

14 金山町 山崎 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

15 金山町 山崎 早坂　智弥 ○ 300 200 500 水稲・ソバ・大豆

16 金山町 山崎 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

17 金山町 山崎 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

18 金山町 山崎 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス

19 金山町 山崎 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

20 金山町 山崎 小向　裕一 ○ 453 58 511
水稲・ナス・大豆・ソ

バ・山菜

21 金山町 上台 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

22 金山町 上台 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

23 金山町 上台 伊藤　豊美 ○ 200 200 水稲

24 金山町 上台 阿部　喜一 ○ 100 100 水稲

25 金山町 上台 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

26 金山町 上台 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

27 金山町 上台 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス
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28 金山町 上台 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

29 金山町 上台 小向　裕一 ○ 11 11
水稲・大豆・ソバ・菌

類・山菜

30 金山町 上台 天口　直浩 ○ 500 500 水稲

31 金山町 三枝 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

32 金山町 三枝 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

33 金山町 三枝 早坂　智弥 ○ 300 200 500 水稲・ソバ・大豆

34 金山町 三枝 佐藤　誠 ○ 300 300 水稲

35 金山町 三枝 松澤　信矢 ○ 200 200 水稲

36 金山町 三枝 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

37 金山町 三枝 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

38 金山町 三枝 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス

39 金山町 三枝 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

40 金山町 三枝 中村　喜代治 ○ 1,000 1,000 水稲

41 金山町 荒屋 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

42 金山町 荒屋 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

43 金山町 荒屋 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

44 金山町 荒屋 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

45 金山町 荒屋 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス

46 金山町 荒屋 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

47 金山町 荒屋 阿部　直樹 ○ 1,580 10 1,590 水稲・ソバ・大豆

48 金山町 東郷 星川　謙治 ○ 340 10 350 水稲・飼料米

49 金山町 東郷 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆
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50 金山町 東郷 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

51 金山町 東郷 柿崎　久明 ○ 200 100 300 水稲・ソバ

52 金山町 東郷 佐藤　忠義 ○ 789 3.6 792.6 水稲

53 金山町 東郷 農事組合法人　いずえむ ○ 2,000 2,000 水稲

54 金山町 東郷 伊藤　豊美 ○ 200 200 水稲

55 金山町 東郷 正野　広 ○ 200 200 水稲

56 金山町 東郷 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

57 金山町 東郷 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

58 金山町 東郷 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス

59 金山町 東郷 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

60 金山町 東郷 小向　裕一 ○ 1,423 221 1,644
水稲・大豆・ソバ・山

菜・菌茸

61 金山町 東郷 柴田　秀雄 ○ 300 100 400 水稲・ニラ

62 金山町 西郷 柏倉　成一 ○ 500 200 700 葉タバコ・水稲

63 金山町 西郷 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

64 金山町 西郷 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

65 金山町 西郷 柿崎　多栄子 ○ 200 200 水稲

66 金山町 西郷 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

67 金山町 西郷 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

68 金山町 西郷 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス

69 金山町 西郷 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

70 金山町 西郷 小向　裕一 ○ 281 117 398
水稲・大豆・ソバ・

山菜

71 金山町 西郷 柿﨑　啓一 ○ 1,034 37 1,071 水稲・山菜・野菜
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72 金山町 有屋 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

73 金山町 有屋 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

74 金山町 有屋 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

75 金山町 有屋 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

76 金山町 有屋 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス

77 金山町 有屋 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

78 金山町 中田 柿崎　公一 ○ 2,754 11 2,765 水稲

79 金山町 中田 栗田　広基 ○ 1,000 1,000 水稲・ソバ

80 金山町 中田 須藤　謙 ○ 1,000 100 1,100 水稲・ソバ・大豆

81 金山町 中田 柴田　和義 ○ 1,300 300 1,600 水稲・ニラ

82 金山町 中田 農事組合法人　えぬふぁーむ ○ 500 500 水稲

83 金山町 中田 株式会社　エヌシップ ○ 300 300 園芸作物

84 金山町 中田 株式会社　金山エコフィールド ○ 3,000 1,000 4,000
大豆・ソバ・水稲・

ナス

85 金山町 中田 中村　忠行 ○ 500 500 水稲

86 金山町 中田 小向　裕一 ○ 40 40 大豆・ソバ・山菜・菌茸

1 最上町 最上東 石山　忍 ○ 200 200 水稲

2 最上町 最上東
農事組合法人　アグリファームれ

いめい
○ 500 500 水稲

3 最上町 最上中央 阿部　武雄 ○ 100 100 水稲

4 最上町 最上中央
農事組合法人　アグリファームれ

いめい
○ 1,000 1,000 水稲

5 最上町 最上中央 大竹　健一 ○ 180 20 200 水稲

6 最上町 最上中央 藤原　清寿 ○ 100 100 水稲

7 最上町 最上西
農事組合法人　アグリファームれ

いめい
○ 1,000 1,000 水稲


