
田 畑 樹園地 合計

1 鶴岡市 鶴岡 阿部　信雄 ○ 300.00 300.00 水稲・枝豆

2 鶴岡市 鶴岡 伊藤　正彦 ○ 60.00 60.00 水稲・枝豆

3 鶴岡市 鶴岡 梅木　幸市 ○ 200.00 200.00 水稲

4 鶴岡市 鶴岡 佐藤　喜光 ○ 100.00 100.00 水稲・大豆

5 鶴岡市 鶴岡 佐藤　公由 ○ 150.00 150.00 水稲

6 鶴岡市 鶴岡 後藤　豊昭 ○ 100.00 100.00 水稲

7 鶴岡市 鶴岡 小松　重二 ○ 100.00 100.00 水稲

8 鶴岡市 鶴岡 伊藤　賢博 ○ 100.00 100.00 水稲

9 鶴岡市 鶴岡 農事組合法人　千安ホールディングス ○ 3,732.00 3,732.00 水稲・大豆

10 鶴岡市 鶴岡 農事組合法人 創 ○ 945.00 945.00 水稲・大豆

11 鶴岡市 鶴岡 阿部　貢 ○ 50.00 50.00 100.00 水稲・メロン

12 鶴岡市 鶴岡 農事組合法人 面野山ファーム ○ 4,257.00 4,257.00 水稲

13 鶴岡市 鶴岡 ○ 9,363.00 9,363.00 水稲・大豆

14 鶴岡市 鶴岡 三浦　幸夫 ○ 60.00 60.00 水稲

15 鶴岡市 鶴岡 五十嵐　藤男 ○ 140.00 140.00 水稲

16 鶴岡市 鶴岡 五十嵐　康行 ○ 140.00 140.00 水稲

17 鶴岡市 鶴岡 亀井　鉄蔵 ○ 100.00 100.00 水稲

18 鶴岡市 鶴岡 藤の花ファーム有限会社 ○ 500.00 500.00 水稲・枝豆

19 鶴岡市 鶴岡 小野寺　仁志 ○ 100.00 100.00 水稲・枝豆・大豆

20 鶴岡市 鶴岡 佐藤　好明 ○ 185.00 185.00 水稲

21 鶴岡市 鶴岡 農事組合法人　スリーＡファーム ○ 200.00 200.00 水稲

22 鶴岡市 藤島 山口　順 ○ 100.00 100.00 水稲・大豆
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23 鶴岡市 藤島 髙橋　万壽夫 ○ 200.00 200.00 水稲

24 鶴岡市 藤島 廣井　典市 ○ 500.00 500.00 水稲・大豆・そば・野菜

25 鶴岡市 藤島 農事組合法人　谷地ファーム ○ 4,239.45 4,239.45 水稲

26 鶴岡市 藤島 農事組合法人　ファームやなくせ ○ 5,545.00 5,545.00 水稲・大豆

27 鶴岡市 藤島 藤岡農事組合法人 ○ 3,580.00 3,580.00 水稲

28 鶴岡市 藤島 藤の花ファーム有限会社 ○ 500.00 500.00 水稲・枝豆

29 鶴岡市 藤島 五十嵐　純二 ○ 300.00 300.00 水稲

31 鶴岡市 藤島 松田　誠 ○ 280.00 280.00 水稲

33 鶴岡市 羽黒 澁谷　宏 ○ 200.00 200.00 水稲

34 鶴岡市 羽黒 齋藤　和彦 ○ 150.00 150.00 水稲

35 鶴岡市 羽黒 鈴木　政昭 ○ 200.00 200.00 水稲

36 鶴岡市 羽黒 成澤　真一 ○ 100.00 100.00 水稲

37 鶴岡市 羽黒 農事組合法人　農果四郎左エ門 ○ 300.00 30.00 330.00 水稲・果樹

38 鶴岡市 羽黒 佐藤　公哉 ○ 20.00 20.00 大豆

39 鶴岡市 羽黒 農事組合法人　谷地ファーム ○ 200.00 200.00 水稲

40 鶴岡市 羽黒 農事組合法人　ファームやなくせ ○ 300.00 300.00 水稲・大豆

41 鶴岡市 羽黒 藤の花ファーム有限会社 ○ 500.00 300.00 800.00 水稲・かぼちゃ・枝豆

42 鶴岡市 櫛引 佐藤　公由 ○ 150.00 150.00 水稲

43 鶴岡市 櫛引 農事組合法人　農果四郎左エ門 ○ 300.00 30.00 330.00 水稲・果樹

44 鶴岡市 櫛引 松田　博喜 ○ 113.00 113.00 水稲・大豆

45 鶴岡市 櫛引 澤川　隆 ○ 100.00 100.00 200.00 水稲・ぶどう

46 鶴岡市 櫛引 釼持　康光 ○ 200.00 200.00 水稲

47 鶴岡市 朝日 農事組合法人　くまいで ○ 4,500.00 4,500.00 水稲・そば
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48 鶴岡市 朝日 農事組合法人　農果四郎左エ門 ○ 300.00 30.00 330.00 水稲・果樹

49 鶴岡市 朝日 五十嵐　一幸 ○ 60.00 60.00 水稲

50 鶴岡市 朝日 農事組合法人　なめざわ ○ 2,500.00 2,500.00 水稲

51 鶴岡市 朝日 農事組合法人　中村 ○ 7,700.00 50.00 7,750.00 水稲・そば・山菜・山ぶどう

52 鶴岡市 温海 伊藤　公吾 ○ 100.00 100.00 水稲

53 鶴岡市 温海 農事組合法人　かすみ ○ 2,400.00 100.00 2,500.00 水稲・赤カブ・山菜 ・そば

1 酒田市 南遊佐 農事組合法人　もんでんＡｇｒｉｓｔ ○ 300.00 300.00 水稲・大豆

2 酒田市 南遊佐 農事組合法人　もとたて夢米倶楽部 ○ 30.00 30.00 水稲・大豆

3 酒田市 南遊佐 農事組合法人　アグリ南西部 ○ 3,000.00 3,000.00
水稲・大豆・飼料用米

ナタネ・そば

4 酒田市 南遊佐 農事組合法人　結いの里蕨岡 ○ 300.00 300.00
水稲・大豆・飼料用米

ナタネ・そば

5 酒田市 西荒瀬 農事組合法人　もんでんＡｇｒｉｓｔ ○ 3,200.00 3,200.00 水稲・大豆

6 酒田市 西荒瀬 農事組合法人　もとたて夢米倶楽部 ○ 200.00 200.00 水稲・大豆

7 酒田市 西荒瀬 大場建設株式会社 ○ 100.00 100.00 大根

8 酒田市 本楯 農事組合法人　もんでんＡｇｒｉｓｔ ○ 100.00 100.00 水稲・大豆

9 酒田市 本楯 農事組合法人　もとたて夢米倶楽部 ○ 28,000.00 28,000.00 水稲・大豆

10 酒田市 本楯 大場建設株式会社 ○ 100.00 100.00 大根

11 酒田市 本楯 荒生　格 ○ 100.00 100.00 水稲

12 酒田市 上田 農事組合法人　もとたて夢米倶楽部 ○ 200.00 200.00 水稲・大豆

13 酒田市 上田 農事組合法人　ファーム北平田 ○ 300.00 300.00 水稲・大豆

14 酒田市 上田 阿部　将和 ○ 600.00 600.00 水稲

15 酒田市 北平田 阿部　将和 ○ 600.00 600.00 水稲

16 酒田市 北平田 農事組合法人　ファーム北平田 ○ 39,000.00 39,000.00 水稲・大豆

17 酒田市 北平田 株式会社　アグリセンターフィールド ○ 100.00 100.00 水稲
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18 酒田市 東平田 阿部　将和 ○ 600.00 600.00 水稲

19 酒田市 東平田 農事組合法人　ファーム北平田 ○ 300.00 300.00 水稲・大豆

20 酒田市 東平田 株式会社アグリセンターフィールド ○ 100.00 100.00 水稲

21 酒田市 中平田 農事組合法人　茨野 ○ 1,300.00 1,300.00 水稲・大豆

22 酒田市 中平田 農事組合法人　ファーム北平田 ○ 300.00 300.00 水稲・大豆

23 酒田市 中平田 農事組合法人　ＴＫＫ ○ 1,000.00 1,000.00 水稲

24 酒田市 中平田 齋藤　均 ○ 200.00 200.00 水稲

25 酒田市 酒田南部 髙橋　均 ○ 30.00 30.00 水稲

26 酒田市 酒田南部 佐藤　啓一 ○ 300.00 300.00 水稲

27 酒田市 新堀 農事組合法人　落野目グリーンファーム ○ 8,000.00 8,000.00 水稲・大豆

28 酒田市 新堀 農事組合法人　きがわ ○ 4,500.00 4,500.00 水稲・大豆

29 酒田市 新堀 農事組合法人　かどた ○ 8,000.00 8,000.00 水稲・大豆

30 酒田市 新堀 農事組合法人　ドリームファームつぼね ○ 3,000.00 3,000.00 水稲・大豆

31 酒田市 新堀 農事組合法人　なごみふぁーむ ○ 11,000.00 11,000.00 水稲・大豆

32 酒田市 新堀 農事組合法人　そでうらファーム ○ 399.00 399.00 水稲

33 酒田市 広野 佐藤　德雄 ○ 500.00 500.00 水稲

34 酒田市 広野 農事組合法人　奥井ファーム ○ 3,000.00 3,000.00 水稲・大豆

35 酒田市 広野 農事組合法人　大渕ファーム ○ 2,300.00 2,300.00 水稲・大豆

36 酒田市 広野 農事組合法人　そでうらファーム ○ 8,535.00 8,535.00 水稲

37 酒田市 広野 農事組合法人　なごみふぁーむ ○ 11,000.00 11,000.00 水稲・大豆

38 酒田市 浜中 農事組合法人　そでうらファーム ○ 91.00 91.00 水稲

39 酒田市 八幡 農事組合法人　岡島田いなほ ○ 1,000.00 1,000.00 水稲・大豆

40 酒田市 八幡 農事組合法人　安宝 ○ 500.00 500.00 水稲
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41 酒田市 八幡 農事組合法人　アグリ青沢 ○ 2,700.00 100.00 2,800.00 水稲・野菜

42 酒田市 八幡 堀　俊幸 ○ 100.00 100.00 水稲

43 酒田市 八幡 池田　征夫 ○ 200.00 200.00 水稲

44 酒田市 八幡 農事組合法人　もとたて夢米倶楽部 ○ 28,000.00 28,000.00 水稲・大豆

45 酒田市 八幡 農事組合法人　ファーム北平田 ○ 300.00 300.00 水稲・大豆

46 酒田市 八幡 農事組合法人　結いの里蕨岡 ○ 500.00 500.00
水稲・大豆・飼料用米

なたね・そば

47 酒田市 八幡 村上　光弘 ○ 200.00 200.00 そば

48 酒田市 松山 菅原　孝雄 ○ 500.00 500.00 水稲・野菜

50 酒田市 松山 日下部　真 ○ 400.00 400.00 水稲

51 酒田市 松山 農事組合法人　上餅山ファーム ○ 2,000.00 2,000.00
水稲・飼料用米

大豆・そば

52 酒田市 松山 農事組合法人　きがわ ○ 4,500.00 4,500.00 水稲・大豆

53 酒田市 平田 髙橋　治雄 ○ 250.00 250.00 水稲

54 酒田市 平田 佐藤　久 ○ 400.00 400.00 水稲

55 酒田市 平田 佐藤　裕美子 ○ 300.00 300.00 水稲

56 酒田市 平田 佐藤　二郎 ○ 350.00 350.00 水稲

57 酒田市 平田 後藤　政廣 ○ 500.00 500.00 水稲

58 酒田市 平田 板垣　仁兵 ○ 100.00 100.00 水稲

59 酒田市 平田 和根﨑　勘一 ○ 100.00 100.00 水稲

60 酒田市 平田 佐藤　正一 ○ 100.00 100.00 水稲

61 酒田市 平田 佐藤　賢一 ○ 800.00 800.00 水稲

62 酒田市 平田 阿部　光正 ○ 500.00 500.00 水稲

63 酒田市 平田 佐藤　昌彦 ○ 100.00 100.00 水稲

64 酒田市 平田 高橋　誠 ○ 100.00 100.00 水稲
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65 酒田市 平田 石川　俊 ○ 100.00 100.00 水稲

66 酒田市 平田 木村　隆 ○ 100.00 100.00 水稲

67 酒田市 平田 農事組合法人　茨野 ○ 3,000.00 3,000.00 水稲・大豆

68 酒田市 平田 農事組合法人　やまもと農場 ○ 5,000.00 5,000.00 水稲

69 酒田市 平田 農事組合法人　鹿島ファ－ム ○ 3,500.00 3,500.00 水稲

70 酒田市 平田 農事組合法人　ＴＫＫ ○ 1,000.00 1,000.00 水稲

71 酒田市 平田 農事組合法人　砂越グリ－ン ○ 3,000.00 3,000.00 水稲

73 酒田市 袖浦 農事組合法人　そでうらファーム ○ 11,837.00 11,837.00 水稲

74 酒田市 袖浦 農事組合法人　なごみふぁーむ ○ 11,000.00 11,000.00 水稲・大豆

1 三川町 全域 ○ 92.00 92.00 水稲・大豆

2 三川町 全域 農事組合法人　面野山ファーム ○ 88.00 88.00 水稲

3 三川町 全域 鈴木　重行 ○ 30.00 30.00 水稲

4 三川町 全域 工藤　正吉 ○ 60.00 60.00 水稲・枝豆

5 三川町 全域 大川　博喜 ○ 200.00 200.00 水稲・大豆

1 庄内町 全域 梅木　勝美 ○ 41.90 41.90 水稲・大豆

2 庄内町 全域 佐藤　卓郎 ○ 160.90 160.90 水稲・大豆

3 庄内町 全域 遠田　隆 ○ 191.60 191.60 水稲・大豆

4 庄内町 全域 阿部　正雄 ○ 130.40 130.40 水稲・大豆

5 庄内町 全域 渡会　光明 ○ 61.40 61.40 水稲・大豆

6 庄内町 全域 佐藤　正一 ○ 75.30 75.30 水稲・大豆

7 庄内町 全域 樋渡　一彦 ○ 69.40 69.40 水稲・大豆

8 庄内町 全域 渡部　利一 ○ 60.40 60.40 水稲・大豆

9 庄内町 全域 渡辺　長一郎 ○ 143.10 143.10 水稲・大豆
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10 庄内町 全域 菅原　建治 ○ 140.80 140.80 水稲・大豆

11 庄内町 全域 菅原　春男 ○ 100.80 100.80 水稲・大豆

12 庄内町 全域 渡部　武雄 ○ 32.20 32.20 水稲・大豆

13 庄内町 全域 石川　多喜雄 ○ 61.40 61.40 水稲・大豆

14 庄内町 全域 石川　伸一 ○ 62.00 62.00 水稲・大豆

15 庄内町 全域 石川　昭一 ○ 178.60 178.60 水稲・大豆

16 庄内町 全域 髙橋　克巳 ○ 263.10 263.10 水稲・大豆

17 庄内町 全域 土屋　琢哉 ○ 222.80 222.80 水稲・大豆

18 庄内町 全域 佐藤　繁 ○ 5.10 5.10 水稲・大豆

19 庄内町 全域 荒木　勝則 ○ 16.50 16.50 水稲・大豆

20 庄内町 全域 秋庭　敏 ○ 74.00 74.00 水稲

21 庄内町 全域 小鷹　亨 ○ 29.30 29.30 水稲・大豆

22 庄内町 全域 渡部　定雄 ○ 123.05 123.05 水稲・大豆

23 庄内町 全域 佐藤　栄作 ○ 391.79 391.79 水稲・大豆

24 庄内町 全域 農事組合法人　砂越グリーン ○ 3,000.00 3,000.00 水稲

25 庄内町 全域 農事組合法人　そでうらファーム ○ 903.00 903.00 水稲

26 庄内町 全域 農事組合法人　大渕ファーム ○ 2,300.00 2,300.00 水稲・大豆

27 庄内町 全域 農事組合法人　落野目グリーンファーム ○ 8,000.00 8,000.00 水稲・大豆

28 庄内町 全域 農事組合法人　きがわ ○ 4,500.00 4,500.00 水稲・大豆

29 庄内町 全域 農事組合法人　かどた ○ 8,000.00 8,000.00 水稲・大豆

30 庄内町 全域 農事組合法人　ドリームファームつぼね ○ 3,000.00 3,000.00 水稲・大豆

31 庄内町 全域 農事組合法人　なごみふぁーむ ○ 11,000.00 11,000.00 水稲・大豆

1 遊佐町 全域 伊藤　義啓 ○ 500.00 500.00 水稲
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2 遊佐町 全域 石垣　徹 ○ 100.00 100.00 水稲

3 遊佐町 全域 佐々木　髙志 ○ 100.00 100.00 水稲

4 遊佐町 全域 菅原　恒樹 ○ 800.00 800.00 水稲・大豆・そば・ナタネ

5 遊佐町 全域 菅原　友一 ○ 1,000.00 1,000.00 水稲

6 遊佐町 全域 農事組合法人　もとたて夢米倶楽部 ○ 1,000.00 1,000.00 水稲・大豆

7 遊佐町 全域 農事組合法人　アグリ南西部 ○ 35,000.00 35,000.00 水稲・飼料用米・雑穀

8 遊佐町 全域 農事組合法人　杉沢 ○ 10,000.00 10,000.00 水稲・飼料用米・雑穀

9 遊佐町 全域 農事組合法人　結いの里蕨岡 ○ 31,500.00 31,500.00 水稲・飼料用米・雑穀

10 遊佐町 全域 池田　昭 ○ 100.00 100.00 水稲

11 遊佐町 全域 池田　恒紀 ○ 500.00 500.00 水稲

12 遊佐町 全域 渡会　健 ○ 400.00 400.00 水稲

13 遊佐町 全域 堀　秀徳 ○ 800.00 800.00 水稲・大豆


