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142010001 青森市 後潟区域 坂本　晃次 ○ 水田 100,000 水稲
142010002 青森市 後潟区域 小坂　昂二 ○ 畑 1,000 野菜
142010022 青森市 後潟区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010025 青森市 後潟区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010044 青森市 後潟区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010064 青森市 後潟区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010140 青森市 後潟区域 農事組合法人　小橋　工藤　善吉 ○ 水田 100,000 水稲、小麦、ソバ
142010142 青森市 後潟区域 菊地　清昭 ○ 水田 50,000 水稲
142010144 青森市 後潟区域 工藤　正利 ○ 水田 50,000 水稲
142010146 青森市 後潟区域 工藤　均 ○ 水田 50,000 水稲
142010154 青森市 後潟区域 工藤　努 ○ 水田 20,000 水稲
142010156 青森市 後潟区域 土岐　富和 ○ 水田 15,000 水稲
142010157 青森市 後潟区域 中川　和泉 ○ 水田 30,000 水稲
142010186 青森市 後潟区域 佐々木　春治 ○ 水田 9,000 水稲
142010214 青森市 後潟区域 千島　福弥 ○ 水田 20,000 水稲
142010245 青森市 後潟区域 福岡　明久 ○ 水田 10,000 水稲
142010246 青森市 後潟区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010282 青森市 後潟区域 津島　吉晴 ○ 水田 30,000 水稲
142010283 青森市 後潟区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010322 青森市 後潟区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010366 青森市 後潟区域 山口　光彦 ○ 水田 10,000 水稲
142010404 青森市 後潟区域 瀧屋　清明 ○ 水田 50,000 水稲
142010410 青森市 後潟区域 工藤　隆志 ○ 水田 10,000 水稲
142010420 青森市 後潟区域 瀧本　明 ○ 水田 30,000 水稲
142010423 青森市 後潟区域 本郷　良克 ○ 水田 500,000 水稲
142010442 青森市 後潟区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010461 青森市 後潟区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010024 青森市 後潟区域 工藤　美智麿 ○ 水田 20,000 水稲
152010030 青森市 後潟区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
152010033 青森市 後潟区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
152010036 青森市 後潟区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
152010051 青森市 後潟区域 坂本　一二 ○ 水田 20,000 水稲
152010073 青森市 後潟区域 農事組合法人　左堰　代表理事　工藤　隆志 ○ 水田 1,000,000 水稲
162010019 青森市 後潟区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010038 青森市 後潟区域 福井　卓也 ○ 畑 5,000 トマト、ナス、サツマイモ、ツクネイモ
162010061 青森市 後潟区域 工藤　邦家 ○ 水田 20,000 水稲
162010072 青森市 後潟区域 米沢　司 ○ 畑 5,000 ニンニク
162010079 青森市 後潟区域 今　秀一 ○ 水田 20,000 水稲
162060012 青森市 後潟区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 後潟区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010001 青森市 後潟区域 工藤　米成 ○ 水田 50,000 水稲
172010002 青森市 後潟区域 村川　武五郎 ○ 水田 50,000 水稲
172010014 青森市 後潟区域 農事組合法人　北後潟営農組合　代表理事　吉田　清一 ○ 水田 380,000 ソバ
182010018 青森市 後潟区域 工藤　清隆 ○ 水田 100,000 水稲
182010020 青森市 後潟区域 工藤　善弘 ○ 水田 100,000 水稲
182010038 青森市 後潟区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 後潟区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192010048 青森市 後潟区域 山口　みさき ○ 水田 50,000 水稲
202010002 青森市 後潟区域 株式会社　豊川農産　代表取締役　豊川　民男 ○ 水田 100,000 水稲
202010023 青森市 後潟区域 鶴谷　司 ○ 水田 15,000 ソバ
202010027 青森市 後潟区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 後潟区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 後潟区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010003 青森市 奥内区域 小坂　昂二 ○ 畑 1,000 野菜
142010026 青森市 奥内区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010045 青森市 奥内区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010065 青森市 奥内区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010088 青森市 奥内区域 工藤　隆正 ○ 水田 100,000 水稲
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142010120 青森市 奥内区域 株式会社　まごころ農産ファーム　代表取締役　工藤　賢治 ○ 水田 20,000 水稲
142010141 青森市 奥内区域 農事組合法人　小橋　工藤　善吉 ○ 水田 100,000 水稲、小麦、ソバ
142010143 青森市 奥内区域 菊地　清昭 ○ 水田 50,000 水稲
142010145 青森市 奥内区域 工藤　正利 ○ 水田 50,000 水稲
142010147 青森市 奥内区域 佐々木　雅友 ○ 水田 30,000 水稲
142010148 青森市 奥内区域 田村　誠 ○ 水田 20,000 水稲
142010155 青森市 奥内区域 工藤　賢治 ○ 水田 20,000 水稲
142010184 青森市 奥内区域 西澤　清光 ○ 水田 20,000 水稲
142010234 青森市 奥内区域 農事組合法人　羽白開発　代表理事　八木橋　登 ○ 水田 30,000 水稲
142010239 青森市 奥内区域 田中　幹人 ○ 畑 4,000 野菜（ヤーコン、トマト）
142010247 青森市 奥内区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010260 青森市 奥内区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010276 青森市 奥内区域 蝦名　定幸 ○ 水田 20,000 水稲
142010279 青森市 奥内区域 前田　淳行 ○ 水田 40,000 水稲
142010284 青森市 奥内区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010320 青森市 奥内区域 蝦名　謙司 ○ 水田 30,000 水稲
142010323 青森市 奥内区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010349 青森市 奥内区域 齋藤　武則 ○ 水田 10,000 水稲
142010406 青森市 奥内区域 佐々木　孝悦 ○ 水田 20,000 水稲
142010408 青森市 奥内区域 木村　政春 ○ 水田 150,000 水稲
142010411 青森市 奥内区域 杉田　利彦 ○ 水田 30,000 水稲
142010413 青森市 奥内区域 杉田　達二 ○ 水田 9,000 水稲
142010414 青森市 奥内区域 佐々木　勝男 ○ 水田 20,000 水稲
142010421 青森市 奥内区域 瀧本　明 ○ 水田 30,000 水稲
142010422 青森市 奥内区域 川田　貴美勝 ○ 水田 30,000 水稲
142010440 青森市 奥内区域 澤田　今日一 ○ 水田 50,000 水稲
142010443 青森市 奥内区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010462 青森市 奥内区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010018 青森市 奥内区域 竹内　清明 ○ 水田 20,000 水稲
152010031 青森市 奥内区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
152010034 青森市 奥内区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
152010037 青森市 奥内区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
152010050 青森市 奥内区域 阿部　孝男 ○ 水田 86,000 水稲
152010054 青森市 奥内区域 新山　一治 ○ 水田 100,000 水稲
152010062 青森市 奥内区域 佐々木　悟 ○ 水田 5,000 水稲
152010072 青森市 奥内区域 村川　武五郎 ○ 水田 50,000 水稲
152010074 青森市 奥内区域 農事組合法人　左堰　代表理事　工藤　隆志 ○ 水田 1,000,000 水稲
152010084 青森市 奥内区域 奥谷　清則 ○ 水田 10,000 水稲
152010086 青森市 奥内区域 蝦名　誠一 ○ 水田 20,000 水稲
152010087 青森市 奥内区域 前田　秋穗 ○ 水田 10,000 水稲
152010090 青森市 奥内区域 杉田　政紀 ○ 水田 20,000 水稲
162010009 青森市 奥内区域 佐々木　公洋 ○ 畑 4,000 ナガイモ
162010012 青森市 奥内区域 川田　修次郎 ○ 水田 20,000 水稲
162010018 青森市 奥内区域 市川　広志 ○ 水田 20,000 水稲
162010020 青森市 奥内区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010039 青森市 奥内区域 福井　卓也 ○ 畑 5,000 トマト、ナス、サツマイモ、ツクネイモ
162010066 青森市 奥内区域 前田　武一 ○ 水田 40,000 水稲
162010073 青森市 奥内区域 米沢　司 ○ 畑 5,000 ニンニク
162060012 青森市 奥内区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 奥内区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010004 青森市 奥内区域 齋藤　みつゑ ○ 水田 20,000 水稲
172010006 青森市 奥内区域 大澤　とわ ○ 水田 12,000 水稲
172010028 青森市 奥内区域 佐々木　實 ○ 水田 10,000 水稲
172010042 青森市 奥内区域 田中　信一 ○ 水田 20,000 水稲
182010003 青森市 奥内区域 中泊水田フル活用促進協議会　代表　工藤　輝雄 ○ 水田 100,000 ニンジン
182010016 青森市 奥内区域 大澤　勝二 ○ 水田 14,541 水稲
182010019 青森市 奥内区域 工藤　清隆 ○ 水田 100,000 水稲
182010021 青森市 奥内区域 工藤　善弘 ○ 水田 100,000 水稲
182010022 青森市 奥内区域 長野　英雄 ○ 水田 20,000 水稲、野菜、牧草
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182010027 青森市 奥内区域 長野　英雄 ○ 畑 20,000 水稲、野菜、牧草
182010032 青森市 奥内区域 長野　英雄 ○ 草地 20,000 水稲、野菜、牧草
182010038 青森市 奥内区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 奥内区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010053 青森市 奥内区域 名古屋　清久 ○ 水田 5,000 水稲
182010082 青森市 奥内区域 川田　博 ○ 水田 70,000 水稲
192010035 青森市 奥内区域 田村　敬志 ○ 水田 50,000 水稲
202010011 青森市 奥内区域 溝江　幹夫 ○ 水田 10,000 水稲
202010027 青森市 奥内区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 奥内区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010031 青森市 奥内区域 川田　和也 ○ 水田 50,000 水稲
202010032 青森市 奥内区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010004 青森市 油川区域 小坂　昂二 ○ 畑 1,000 野菜
142010027 青森市 油川区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010046 青森市 油川区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010066 青森市 油川区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010115 青森市 油川区域 工藤　隆弘 ○ 水田 10,000 水稲
142010240 青森市 油川区域 田中　幹人 ○ 畑 4,000 野菜（ヤーコン、トマト）
142010248 青森市 油川区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010261 青森市 油川区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010285 青森市 油川区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010324 青森市 油川区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010444 青森市 油川区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010463 青森市 油川区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010032 青森市 油川区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
152010035 青森市 油川区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
152010038 青森市 油川区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
152010097 青森市 油川区域 農事組合法人　羽白開発　代表理事　八木橋　登 ○ 水田 30,000 水稲
162010021 青森市 油川区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010040 青森市 油川区域 福井　卓也 ○ 畑 5,000 トマト、ナス、サツマイモ、ツクネイモ
162010074 青森市 油川区域 米沢　司 ○ 畑 5,000 ニンニク
162060012 青森市 油川区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 油川区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010017 青森市 油川区域 武田　政幸 ○ 畑 1,000 トマト、ナス、キュウリ
182010023 青森市 油川区域 長野　英雄 ○ 水田 20,000 水稲、野菜、牧草
182010028 青森市 油川区域 長野　英雄 ○ 畑 20,000 水稲、野菜、牧草
182010033 青森市 油川区域 長野　英雄 ○ 草地 20,000 水稲、野菜、牧草
182010038 青森市 油川区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 油川区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192010002 青森市 油川区域 株式会社　まごころ農産ファーム　代表取締役　工藤　賢治 ○ 水田 20,000 水稲
192010019 青森市 油川区域 株式会社　アゴラ　佐々木　雅美 ○ 畑 10,000 ニンニク、キクイモ
202010027 青森市 油川区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 油川区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 油川区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010005 青森市 新城区域 小坂　昂二 ○ 畑 1,000 野菜
142010028 青森市 新城区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010047 青森市 新城区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010067 青森市 新城区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010128 青森市 新城区域 穴水　行憲 ○ 水田 30,000 水稲
142010129 青森市 新城区域 穴水　行憲 ○ 畑 30,000 野菜
142010225 青森市 新城区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 水田 30,000 水稲
142010228 青森市 新城区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 畑 20,000 ニンニク、果樹
142010231 青森市 新城区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 樹園地 20,000 ニンニク、果樹
142010241 青森市 新城区域 田中　幹人 ○ 畑 4,000 野菜（ヤーコン、トマト）
142010244 青森市 新城区域 株式会社　天の川　代表取締役　樋口　和美 ○ 畑 3,000 低木果樹（ブルーベリー、ブラックベリー等）
142010249 青森市 新城区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010262 青森市 新城区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010277 青森市 新城区域 蝦名　定幸 ○ 水田 20,000 水稲
142010286 青森市 新城区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
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142010325 青森市 新城区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010445 青森市 新城区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010464 青森市 新城区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010020 青森市 新城区域 我満　智 ○ 水田 100,000 ソバ
152010022 青森市 新城区域 我満　智 ○ 畑 100,000 ソバ
152010023 青森市 新城区域 農業法人　津軽の故郷（株）　代表取締役　村田　友芽 ○ 草地 10,000 放牧（豚、やぎ）
152010052 青森市 新城区域 山口　博 ○ 水田 40,000 水稲
152010075 青森市 新城区域 中川　和泉 ○ 水田 30,000 水稲
152010096 青森市 新城区域 木村　政春 ○ 水田 150,000 水稲
152010102 青森市 新城区域 中村　和人 ○ 水田 20,000 水稲
162010022 青森市 新城区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010057 青森市 新城区域 佐藤　広治 ○ 水田 100,000 水稲
162010075 青森市 新城区域 米沢　司 ○ 畑 5,000 ニンニク
162060012 青森市 新城区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 新城区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010012 青森市 新城区域 工藤　隆正 ○ 水田 100,000 水稲
182010007 青森市 新城区域 増川　暢峰 ○ 水田 50,000 水稲
182010024 青森市 新城区域 長野　英雄 ○ 水田 20,000 水稲、野菜、牧草
182010029 青森市 新城区域 長野　英雄 ○ 畑 20,000 水稲、野菜、牧草
182010034 青森市 新城区域 長野　英雄 ○ 草地 20,000 水稲、野菜、牧草
182010038 青森市 新城区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 新城区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192010020 青森市 新城区域 株式会社　アゴラ　佐々木　雅美 ○ 畑 10,000 ニンニク、キクイモ
202010022 青森市 新城区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
202010027 青森市 新城区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 新城区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 新城区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010029 青森市 滝内区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010048 青森市 滝内区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010068 青森市 滝内区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010130 青森市 滝内区域 穴水　行憲 ○ 水田 30,000 水稲
142010131 青森市 滝内区域 穴水　行憲 ○ 畑 30,000 野菜
142010162 青森市 滝内区域 倉内　光義 ○ 水田 30,000 水稲
142010224 青森市 滝内区域 株式会社　天の川　代表取締役　樋口　和美 ○ 畑 3,000 低木果樹（ブルーベリー、ブラックベリー等）
142010242 青森市 滝内区域 田中　幹人 ○ 畑 4,000 野菜（ヤーコン、トマト）
142010250 青森市 滝内区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010263 青森市 滝内区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010287 青森市 滝内区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010326 青森市 滝内区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010446 青森市 滝内区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010465 青森市 滝内区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010019 青森市 滝内区域 我満　智 ○ 水田 100,000 ソバ
152010021 青森市 滝内区域 我満　智 ○ 畑 100,000 ソバ
152010107 青森市 滝内区域 我満　鉄男 ○ 水田 30,000 水稲
162010023 青森市 滝内区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010076 青森市 滝内区域 米沢　司 ○ 畑 5,000 ニンニク
162060012 青森市 滝内区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 滝内区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
182010025 青森市 滝内区域 長野　英雄 ○ 水田 20,000 水稲、野菜、牧草
182010030 青森市 滝内区域 長野　英雄 ○ 畑 20,000 水稲、野菜、牧草
182010035 青森市 滝内区域 長野　英雄 ○ 草地 20,000 水稲、野菜、牧草
182010038 青森市 滝内区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 滝内区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 滝内区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 滝内区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 滝内区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010030 青森市 大野区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010049 青森市 大野区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010069 青森市 大野区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
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142010085 青森市 大野区域 間山　一矢 ○ 水田 50,000 水稲
142010089 青森市 大野区域 工藤　隆正 ○ 水田 100,000 水稲
142010102 青森市 大野区域 飯塚　仁 ○ 水田 100,000 水稲
142010113 青森市 大野区域 溝江　洋子 ○ 水田 50,000 水稲
142010116 青森市 大野区域 山田　正樹 ○ 水田 50,000 水稲
142010134 青森市 大野区域 佐藤　茂、佐藤　信一 ○ 水田 100,000 水稲
142010149 青森市 大野区域 小泉　幸法 ○ 水田 50,000 水稲
142010158 青森市 大野区域 大柳　寿秀 ○ 水田 200,000 水稲
142010163 青森市 大野区域 倉内　光義 ○ 水田 30,000 水稲
142010172 青森市 大野区域 佐藤　大輔 ○ 水田 100,000 水稲
142010187 青森市 大野区域 野沢　七郎 ○ 水田 50,000 水稲
142010190 青森市 大野区域 野沢　一平 ○ 水田 50,000 水稲
142010193 青森市 大野区域 山﨑　優 ○ 水田 100,000 水稲
142010218 青森市 大野区域 梅山　正志 ○ 水田 10,000 イチゴ
142010219 青森市 大野区域 梅山　正志 ○ 畑 10,000 イチゴ
142010251 青森市 大野区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010264 青森市 大野区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010288 青森市 大野区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010313 青森市 大野区域 山﨑　治 ○ 水田 100,000 水稲
142010321 青森市 大野区域 木立　吾衛 ○ 水田 50,000 水稲
142010327 青森市 大野区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010362 青森市 大野区域 佐藤　勉 ○ 水田 450,000 水稲
142010367 青森市 大野区域 北山　公勇 ○ 水田 40,000 水稲
142010394 青森市 大野区域 新山　智紀 ○ 畑 20,000 コンニャク
142010399 青森市 大野区域 新山　智紀 ○ 草地 20,000 コンニャク
142010447 青森市 大野区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010466 青森市 大野区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010077 青森市 大野区域 木立　博史 ○ 水田 50,000 水稲
162010024 青森市 大野区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010041 青森市 大野区域 福井　卓也 ○ 畑 5,000 トマト、ナス、サツマイモ、ツクネイモ
162010063 青森市 大野区域 三上　信廣 ○ 水田 50,000 水稲
162060012 青森市 大野区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 大野区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010018 青森市 大野区域 武田　政幸 ○ 畑 1,000 トマト、ナス、キュウリ
172010024 青森市 大野区域 株式会社　佐藤農園　代表取締役　佐藤　大輔 ○ 水田 50,000 水稲
172010044 青森市 大野区域 有限会社　渋谷種苗店 ○ 水田 1,000 トマト
172010045 青森市 大野区域 有限会社　渋谷種苗店 ○ 畑 1,000 トマト
172010046 青森市 大野区域 有限会社　渋谷種苗店 ○ 樹園地 1,000 トマト
172010047 青森市 大野区域 有限会社　渋谷種苗店 ○ 草地 1,000 トマト
182010005 青森市 大野区域 木村　睦暢 ○ 水田 7,000 水稲
182010038 青森市 大野区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 大野区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 大野区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 大野区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 大野区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010011 青森市 高田区域 新山　修一 ○ 水田 9,000 水稲
142010031 青森市 高田区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010050 青森市 高田区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010070 青森市 高田区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010087 青森市 高田区域 間山　一矢 ○ 水田 50,000 水稲
142010090 青森市 高田区域 工藤　隆正 ○ 水田 100,000 水稲
142010103 青森市 高田区域 飯塚　仁 ○ 水田 100,000 水稲
142010117 青森市 高田区域 山田　正樹 ○ 水田 50,000 水稲
142010135 青森市 高田区域 佐藤　茂、佐藤　信一 ○ 水田 100,000 水稲
142010150 青森市 高田区域 小泉　幸法 ○ 水田 50,000 水稲
142010159 青森市 高田区域 大柳　寿秀 ○ 水田 200,000 水稲
142010188 青森市 高田区域 野沢　七郎 ○ 水田 50,000 水稲
142010191 青森市 高田区域 野沢　一平 ○ 水田 50,000 水稲
142010194 青森市 高田区域 山﨑　優 ○ 水田 100,000 水稲
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142010197 青森市 高田区域 坂本　繁喜 ○ 水田 30,000 水稲
142010252 青森市 高田区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010265 青森市 高田区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010289 青森市 高田区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010328 青森市 高田区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010347 青森市 高田区域 川村　輝美 ○ 水田 50,000 水稲
142010350 青森市 高田区域 石塚　章夫 ○ 水田 20,000 水稲
142010368 青森市 高田区域 北山　公勇 ○ 水田 40,000 水稲
142010395 青森市 高田区域 新山　智紀 ○ 畑 20,000 コンニャク
142010400 青森市 高田区域 新山　智紀 ○ 草地 20,000 コンニャク
142010448 青森市 高田区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010467 青森市 高田区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010078 青森市 高田区域 木立　博史 ○ 水田 50,000 水稲
162010025 青森市 高田区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162060012 青森市 高田区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 高田区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010019 青森市 高田区域 武田　政幸 ○ 畑 1,000 トマト、ナス、キュウリ
182010026 青森市 高田区域 長野　英雄 ○ 水田 20,000 水稲、野菜、牧草
182010031 青森市 高田区域 長野　英雄 ○ 畑 20,000 水稲、野菜、牧草
182010036 青森市 高田区域 長野　英雄 ○ 草地 20,000 水稲、野菜、牧草
182010038 青森市 高田区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 高田区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 高田区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 高田区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 高田区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010014 青森市 荒川区域 （株）松山ハーブ農園　代表取締役　松山　法明 ○ 畑 200,000 野菜、ニンニク
142010032 青森市 荒川区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010051 青森市 荒川区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010071 青森市 荒川区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010086 青森市 荒川区域 間山　一矢 ○ 水田 50,000 水稲
142010104 青森市 荒川区域 飯塚　仁 ○ 水田 100,000 水稲
142010114 青森市 荒川区域 溝江　洋子 ○ 水田 50,000 水稲
142010118 青森市 荒川区域 山田　正樹 ○ 水田 100,000 水稲
142010136 青森市 荒川区域 佐藤　茂、佐藤　信一 ○ 水田 100,000 水稲
142010151 青森市 荒川区域 小泉　幸法 ○ 水田 50,000 水稲
142010153 青森市 荒川区域 葛西　裕正 ○ 水田 50,000 水稲
142010160 青森市 荒川区域 大柳　寿秀 ○ 水田 200,000 水稲
142010173 青森市 荒川区域 佐藤　大輔 ○ 水田 100,000 水稲
142010183 青森市 荒川区域 平井　義隆 ○ 畑 30,000 野菜
142010189 青森市 荒川区域 野沢　七郎 ○ 水田 50,000 水稲
142010192 青森市 荒川区域 野沢　一平 ○ 水田 50,000 水稲
142010195 青森市 荒川区域 山﨑　優 ○ 水田 100,000 水稲
142010198 青森市 荒川区域 坂本　繁喜 ○ 水田 30,000 水稲
142010220 青森市 荒川区域 梅山　正志 ○ 水田 10,000 イチゴ
142010221 青森市 荒川区域 梅山　正志 ○ 畑 10,000 イチゴ
142010253 青森市 荒川区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010266 青森市 荒川区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010290 青森市 荒川区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010308 青森市 荒川区域 棟方　光明 ○ 水田 20,000 水稲
142010314 青森市 荒川区域 山﨑　治 ○ 水田 100,000 水稲
142010319 青森市 荒川区域 永井　信昭 ○ 水田 30,000 水稲
142010329 青森市 荒川区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010347 青森市 荒川区域 川村　輝美 ○ 水田 50,000 水稲
142010351 青森市 荒川区域 櫻田　喜代壽 ○ 水田 100,000 水稲
142010363 青森市 荒川区域 佐藤　勉 ○ 水田 450,000 水稲
142010369 青森市 荒川区域 北山　公勇 ○ 水田 40,000 水稲
142010396 青森市 荒川区域 新山　智紀 ○ 畑 20,000 コンニャク
142010401 青森市 荒川区域 新山　智紀 ○ 草地 20,000 コンニャク
142010449 青森市 荒川区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
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142010468 青森市 荒川区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010005 青森市 荒川区域 櫻田　勝榮 ○ 水田 5,000 水稲
152010017 青森市 荒川区域 安田　武勝 ○ 水田 60,000 水稲
152010026 青森市 荒川区域 三上　信廣 ○ 水田 80,000 水稲
152010063 青森市 荒川区域 阿保　正明 ○ 水田 50,000 水稲
152010067 青森市 荒川区域 三浦　秀雄 ○ 水田 3,300 水稲
152010068 青森市 荒川区域 神　召一 ○ 水田 100,000 水稲
152010079 青森市 荒川区域 木立　博史 ○ 水田 50,000 水稲
152010081 青森市 荒川区域 吉田　覚 ○ 水田 50,000 水稲
162010026 青森市 荒川区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010046 青森市 荒川区域 山上　俊一 ○ 水田 50,000 水稲
162010064 青森市 荒川区域 長内　宏之 ○ 水田 100,000 水稲
162060012 青森市 荒川区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 荒川区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010025 青森市 荒川区域 株式会社　佐藤農園　代表取締役　佐藤　大輔 ○ 水田 50,000 水稲
172010029 青森市 荒川区域 小泉　重年 ○ 水田 10,000 水稲
182010006 青森市 荒川区域 木村　誠一 ○ 水田 150,000 水稲
182010038 青森市 荒川区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 荒川区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 荒川区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 荒川区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 荒川区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010015 青森市 横内区域 （株）松山ハーブ農園　代表取締役　松山　法明 ○ 畑 200,000 野菜、ニンニク
142010033 青森市 横内区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010052 青森市 横内区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010072 青森市 横内区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010119 青森市 横内区域 山田　正樹 ○ 水田 50,000 水稲
142010137 青森市 横内区域 佐藤　茂、佐藤　信一 ○ 水田 100,000 水稲
142010174 青森市 横内区域 佐藤　大輔 ○ 水田 100,000 水稲
142010176 青森市 横内区域 清藤　恭史 ○ 水田 200,000 水稲（特別栽培）
142010177 青森市 横内区域 清藤　恭史 ○ 畑 20,000 露地野菜
142010196 青森市 横内区域 山﨑　優 ○ 水田 100,000 水稲
142010199 青森市 横内区域 坂本　繁喜 ○ 水田 30,000 水稲
142010254 青森市 横内区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010267 青森市 横内区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010291 青森市 横内区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010309 青森市 横内区域 棟方　光明 ○ 水田 20,000 水稲
142010311 青森市 横内区域 森山　知也 ○ 畑 15,000 有機野菜
142010312 青森市 横内区域 森山　知也 ○ 草地 15,000 有機野菜
142010316 青森市 横内区域 萩原　拓 ○ 畑 10,000 野菜
142010330 青森市 横内区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010348 青森市 横内区域 高坂　清浩 ○ 水田 10,000 水稲
142010397 青森市 横内区域 新山　智紀 ○ 畑 20,000 コンニャク
142010402 青森市 横内区域 新山　智紀 ○ 草地 20,000 コンニャク
142010450 青森市 横内区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010469 青森市 横内区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010064 青森市 横内区域 阿保　正明 ○ 水田 50,000 水稲
152010066 青森市 横内区域 三浦　秀雄 ○ 水田 3,300 水稲
152010080 青森市 横内区域 木立　博史 ○ 水田 50,000 水稲
162010027 青森市 横内区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010067 青森市 横内区域 山内　良起 ○ 畑 5,000 トマト、キュウリ、ピーマン
162060012 青森市 横内区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 横内区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010015 青森市 横内区域 斉藤　一 ○ 水田 13,502 水稲
172010016 青森市 横内区域 斉藤　一 ○ 畑 13,502 野菜
172010026 青森市 横内区域 株式会社　佐藤農園　代表取締役　佐藤　大輔 ○ 水田 50,000 水稲
172010043 青森市 横内区域 小泉　幸法 ○ 水田 50,000 水稲
182010017 青森市 横内区域 成田　俊幸 ○ 水田 10,000 水稲
182010038 青森市 横内区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
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182010051 青森市 横内区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010052 青森市 横内区域 長内　宏之 ○ 水田 100,000 水稲
182010060 青森市 横内区域 北山　公勇 ○ 水田 40,000 水稲
192010037 青森市 横内区域 古山　正英 ○ 樹園地 10,000 リンゴ（わい化）
202010027 青森市 横内区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 横内区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 横内区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010016 青森市 筒井区域 （株）松山ハーブ農園　代表取締役　松山　法明 ○ 畑 200,000 野菜、ニンニク
142010034 青森市 筒井区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010053 青森市 筒井区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010073 青森市 筒井区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010138 青森市 筒井区域 佐藤　茂、佐藤　信一 ○ 水田 100,000 水稲
142010152 青森市 筒井区域 小泉　幸法 ○ 水田 50,000 水稲
142010175 青森市 筒井区域 佐藤　大輔 ○ 水田 100,000 水稲
142010215 青森市 筒井区域 千葉　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
142010222 青森市 筒井区域 梅山　正志 ○ 水田 10,000 イチゴ
142010223 青森市 筒井区域 梅山　正志 ○ 畑 10,000 イチゴ
142010243 青森市 筒井区域 工藤　政光 ○ 畑 5,000 果樹
142010255 青森市 筒井区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010268 青森市 筒井区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010292 青森市 筒井区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010315 青森市 筒井区域 萩原　拓 ○ 畑 10,000 野菜
142010318 青森市 筒井区域 小泉　洋一郎 ○ 水田 20,000 水稲
142010331 青森市 筒井区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010342 青森市 筒井区域 川村　忠則 ○ 畑 5,000 野菜
142010345 青森市 筒井区域 斉藤　直美 ○ 水田 50,000 水稲
142010398 青森市 筒井区域 新山　智紀 ○ 畑 20,000 コンニャク
142010403 青森市 筒井区域 新山　智紀 ○ 草地 20,000 コンニャク
142010451 青森市 筒井区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010470 青森市 筒井区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010092 青森市 筒井区域 奥崎　元逸 ○ 水田 40,000 水稲
152010093 青森市 筒井区域 奥崎　元逸 ○ 畑 40,000 ピーマン、トマト
162010011 青森市 筒井区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 5,000 カシス
162010028 青森市 筒井区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010068 青森市 筒井区域 山内　良起 ○ 畑 5,000 トマト、キュウリ、ピーマン
162060012 青森市 筒井区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 筒井区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010027 青森市 筒井区域 株式会社　佐藤農園　代表取締役　佐藤　大輔 ○ 水田 50,000 水稲
182010038 青森市 筒井区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 筒井区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010083 青森市 筒井区域 佐藤　清香 ○ 畑 5,000 ニンニク
202010006 青森市 筒井区域 農業生産法人　株式会社　徳差ファーム　代表取締役　徳差　繁逸 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010024 青森市 筒井区域 湊　徹也 ○ 畑 5,000 トマト、ナス、キュウリ等（無農薬）
202010027 青森市 筒井区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 筒井区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 筒井区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010035 青森市 浜館区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010054 青森市 浜館区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010074 青森市 浜館区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010216 青森市 浜館区域 千葉　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
142010256 青森市 浜館区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010269 青森市 浜館区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010293 青森市 浜館区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010317 青森市 浜館区域 萩原　拓 ○ 畑 10,000 野菜
142010332 青森市 浜館区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010418 青森市 浜館区域 森山　知也 ○ 畑 15,000 有機野菜
142010452 青森市 浜館区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010471 青森市 浜館区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010049 青森市 浜館区域 三戸　孝 ○ 水田 10,000 畑
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152010070 青森市 浜館区域 奥崎　元逸 ○ 水田 40,000 水稲
152010071 青森市 浜館区域 奥崎　元逸 ○ 畑 40,000 ピーマン、トマト
162010007 青森市 浜館区域 平坂　明典 ○ 畑 5,000 野菜
162010010 青森市 浜館区域 芦沢　定人 ○ 畑 600,000 牧草
162010029 青森市 浜館区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010042 青森市 浜館区域 堤　佑太 ○ 畑 1,000 ミニトマト
162010049 青森市 浜館区域 清水ファーム　清水　一也 ○ 畑 10,000 野菜
162010069 青森市 浜館区域 山内　良起 ○ 畑 5,000 トマト、キュウリ、ピーマン
162010080 青森市 浜館区域 清水　一也 ○ 畑 10,000 野菜
162060012 青森市 浜館区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 浜館区域 戸来　直城 ○ 畑 600,000 飼料作物
172010011 青森市 浜館区域 葛西　敏彦 ○ 水田 10,000 水稲
182010038 青森市 浜館区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 浜館区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010063 青森市 浜館区域 奈良岡　和也 ○ 畑 10,000 トマト、ブロッコリー、他野菜類
202010025 青森市 浜館区域 湊　徹也 ○ 畑 5,000 トマト、ナス、キュウリ等（無農薬）
202010027 青森市 浜館区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 浜館区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 浜館区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010023 青森市 原別区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010036 青森市 原別区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010055 青森市 原別区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010056 青森市 原別区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010161 青森市 原別区域 鹿内　一郎 ○ 水田 50,000 水稲
142010257 青森市 原別区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010280 青森市 原別区域 斉藤　隆治 ○ 水田 100,000 水稲
142010294 青森市 原別区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010333 青森市 原別区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010346 青森市 原別区域 斉藤　直美 ○ 水田 50,000 水稲
142010453 青森市 原別区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010472 青森市 原別区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
152010094 青森市 原別区域 奥崎　元逸 ○ 水田 40,000 水稲
152010095 青森市 原別区域 奥崎　元逸 ○ 畑 40,000 ピーマン、トマト
162010003 青森市 原別区域 堤　俊介 ○ 畑 5,000 トマト、ミニトマト
162010030 青森市 原別区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010043 青森市 原別区域 堤　佑太 ○ 畑 1,000 ミニトマト
162010070 青森市 原別区域 山内　良起 ○ 畑 5,000 トマト、キュウリ、ピーマン
162060012 青森市 原別区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 原別区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
182010010 青森市 原別区域 國分　英輝 ○ 畑 5,000 ブルーベリー、カシス
182010012 青森市 原別区域 國分　英輝 ○ 樹園地 5,000 ブルーベリー、カシス
182010038 青森市 原別区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010044 青森市 原別区域 國分　英輝 ○ 水田 5,000 ブルーベリー、カシス
182010051 青森市 原別区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010064 青森市 原別区域 奈良岡　和也 ○ 畑 10,000 トマト、ブロッコリー、他野菜類
182010084 青森市 原別区域 佐藤　清香 ○ 畑 5,000 ニンニク
192010014 青森市 原別区域 小笠原　竹雄 ○ 水田 9,192 水稲
202010003 青森市 原別区域 株式会社　豊川農産　代表取締役　豊川　民男 ○ 水田 100,000 水稲
202010027 青森市 原別区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 原別区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 原別区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010024 青森市 東岳区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010037 青森市 東岳区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010057 青森市 東岳区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010075 青森市 東岳区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010258 青森市 東岳区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010281 青森市 東岳区域 斉藤　隆治 ○ 水田 100,000 水稲
142010295 青森市 東岳区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010334 青森市 東岳区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
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142010454 青森市 東岳区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010473 青森市 東岳区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
162010004 青森市 東岳区域 堤　俊介 ○ 畑 5,000 トマト、ミニトマト
162010031 青森市 東岳区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010044 青森市 東岳区域 堤　佑太 ○ 畑 1,000 ミニトマト
162060012 青森市 東岳区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 東岳区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
182010011 青森市 東岳区域 國分　英輝 ○ 畑 5,000 ブルーベリー、カシス
182010013 青森市 東岳区域 國分　英輝 ○ 樹園地 5,000 ブルーベリー、カシス
182010038 青森市 東岳区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010045 青森市 東岳区域 國分　英輝 ○ 水田 5,000 ブルーベリー、カシス
182010051 青森市 東岳区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010062 青森市 東岳区域 斉藤　直美 ○ 水田 50,000 水稲
182010065 青森市 東岳区域 奈良岡　和也 ○ 畑 10,000 トマト、ブロッコリー、他野菜類
192010015 青森市 東岳区域 佐藤　清香 ○ 水田 12,000 ニンニク
192010016 青森市 東岳区域 佐藤　清香 ○ 畑 12,000 ニンニク
192010017 青森市 東岳区域 農業生産法人　株式会社　徳差ファーム　代表取締役　徳差　繁逸 ○ 水田 48,000 ニンニク
192010018 青森市 東岳区域 農業生産法人　株式会社　徳差ファーム　代表取締役　徳差　繁逸 ○ 畑 48,000 ニンニク
192010021 青森市 東岳区域 石川　茂樹 ○ 水田 11,162 水稲
192010022 青森市 東岳区域 鈴木　冨江 ○ 水田 3,776 水稲、野菜
192010023 青森市 東岳区域 今　光広 ○ 水田 654 水稲
192010024 青森市 東岳区域 鈴木　忠男 ○ 水田 7,033 水稲
192010025 青森市 東岳区域 鈴木　忠男 ○ 畑 16 水稲
192010026 青森市 東岳区域 和田　敏生 ○ 水田 10,000 水稲
192010027 青森市 東岳区域 石川　義光 ○ 水田 10,419 水稲
192010034 青森市 東岳区域 石川　義光 ○ 畑 708 水稲
192010047 青森市 東岳区域 倉内　達雄 ○ 畑 4,850 野菜
202010004 青森市 東岳区域 株式会社　豊川農産　代表取締役　豊川　民男 ○ 水田 100,000 水稲
202010027 青森市 東岳区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 東岳区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 東岳区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010038 青森市 野内区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010058 青森市 野内区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010076 青森市 野内区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010259 青森市 野内区域 木立　忠徳 ○ 水田 100,000 水稲
142010270 青森市 野内区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010296 青森市 野内区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010335 青森市 野内区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010455 青森市 野内区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010474 青森市 野内区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
162010005 青森市 野内区域 堤　俊介 ○ 畑 5,000 トマト、ミニトマト
162010032 青森市 野内区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010045 青森市 野内区域 堤　佑太 ○ 畑 1,000 ミニトマト
162060012 青森市 野内区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 野内区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
182010038 青森市 野内区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010051 青森市 野内区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 野内区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 野内区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 野内区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010017 青森市 浪岡区域 有馬　嘉蔵、有馬　洋介 ○ 水田 50,000 水稲
142010018 青森市 浪岡区域 株式会社　ライスプラントくどう　代表取締役　工藤　幸造 ○ 水田 200,000 水稲
142010020 青森市 浪岡区域 工藤　幸造 ○ 水田 100,000 水稲
142010039 青森市 浪岡区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010059 青森市 浪岡区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010077 青森市 浪岡区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010105 青森市 浪岡区域 天内　輝明 ○ 水田 200,000 水稲
142010167 青森市 浪岡区域 安田　昌樹 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010180 青森市 浪岡区域 葛西　貴一 ○ 畑 5,000 ニンニク
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142010226 青森市 浪岡区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 水田 30,000 水稲
142010229 青森市 浪岡区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 畑 20,000 ニンニク、果樹
142010232 青森市 浪岡区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 樹園地 20,000 ニンニク、果樹
142010236 青森市 浪岡区域 石村　英康 ○ 水田 100,000 水稲
142010271 青森市 浪岡区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010297 青森市 浪岡区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010303 青森市 浪岡区域 京野　克彦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010336 青森市 浪岡区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010353 青森市 浪岡区域 小野田　恭介 ○ 水田 100,000 水稲、飼料用米、大豆
142010357 青森市 浪岡区域 佐山　孝文 ○ 水田 100,000 水稲
142010370 青森市 浪岡区域 雪田　豊志 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010375 青森市 浪岡区域 雪田　豊志 ○ 畑 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010382 青森市 浪岡区域 森　康紀 ○ 水田 50,000 水稲
142010387 青森市 浪岡区域 株式会社　耕遊舎　代表取締役　森　智和 ○ 水田 100,000 水稲
142010405 青森市 浪岡区域 有馬　勝敏 ○ 水田 20,000 水稲
142010419 青森市 浪岡区域 常田　晃 ○ 水田 100,000 水稲
142010426 青森市 浪岡区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 水稲
142010431 青森市 浪岡区域 佐藤　良隆 ○ 水田 300,000 水稲
142010436 青森市 浪岡区域 三上　紘史 ○ 水田 50,000 水稲
142010456 青森市 浪岡区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010475 青森市 浪岡区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
142010480 青森市 浪岡区域 農事組合法人　ますだて　代表理事　深堀　茂一 ○ 水田 250,000 水稲、小麦、トウモロコシ
152010006 青森市 浪岡区域 工藤　慎也 ○ 水田 100,000 水稲、バサラコーン
152010012 青森市 浪岡区域 出町　義政 ○ 水田 100,000 水稲
152010028 青森市 浪岡区域 太田　節夫 ○ 畑 11,000 リンゴ
152010029 青森市 浪岡区域 太田　節夫 ○ 樹園地 11,000 リンゴ
152010055 青森市 浪岡区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
152010103 青森市 浪岡区域 株式会社　サンライス　三上　紘史 ○ 水田 200,000 水稲
162010013 青森市 浪岡区域 出町　義政 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162010033 青森市 浪岡区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010048 青森市 浪岡区域 兼平　隆行 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162010052 青森市 浪岡区域 有馬　淳一 ○ 畑 6,000 シイタケ
162010058 青森市 浪岡区域 佐藤　広治 ○ 水田 100,000 水稲
162060012 青森市 浪岡区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 浪岡区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010005 青森市 浪岡区域 加藤　武良 ○ 水田 100,000 水稲
172010037 青森市 浪岡区域 堀内　俊春 ○ 畑 5,000 ニンニク
182010038 青森市 浪岡区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010039 青森市 浪岡区域 後藤　昭一 ○ 畑 20,000 ニンニク
182010051 青森市 浪岡区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010056 青森市 浪岡区域 加藤　俊悦 ○ 水田 10,000 水稲
182010068 青森市 浪岡区域 小笠原　和紀 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010073 青森市 浪岡区域 吉崎　正喜 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
182010080 青森市 浪岡区域 佐山　義美 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
192010004 青森市 浪岡区域 蒔苗　敏 ○ 畑 1,000 ミニトマト
192010040 青森市 浪岡区域 堀内　俊春 ○ 水田 20,000 水稲
202010005 青森市 浪岡区域 阿久津　穣 ○ 畑 3,000 毛豆
202010008 青森市 浪岡区域 三浦　友泰 ○ 畑 5,000 ニンニク
202010012 青森市 浪岡区域 吉田　知弘 ○ 畑 5,000 リンゴ
202010017 青森市 浪岡区域 吉田　知弘 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010026 青森市 浪岡区域 三浦　友泰 ○ 水田 5,000 ニンニク
202010027 青森市 浪岡区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 浪岡区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010032 青森市 浪岡区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010006 青森市 大杉区域 工藤　英順 ○ 水田 30,000 水稲
142010019 青森市 大杉区域 株式会社　ライスプラントくどう　代表取締役　工藤　幸造 ○ 水田 200,000 水稲
142010021 青森市 大杉区域 工藤　幸造 ○ 水田 100,000 水稲
142010040 青森市 大杉区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010060 青森市 大杉区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
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142010078 青森市 大杉区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010106 青森市 大杉区域 天内　輝明 ○ 水田 200,000 水稲
142010133 青森市 大杉区域 下山　昭義 ○ 水田 10,000 水稲
142010181 青森市 大杉区域 葛西　貴一 ○ 畑 5,000 ニンニク
142010204 青森市 大杉区域 天内　直衣 ○ 水田 100,000 水稲
142010227 青森市 大杉区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 水田 30,000 水稲
142010230 青森市 大杉区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 畑 20,000 ニンニク、果樹
142010233 青森市 大杉区域 農業生産法人　中嶋産業　代表取締役　中嶋　喜久雄 ○ 樹園地 20,000 ニンニク、果樹
142010237 青森市 大杉区域 石村　英康 ○ 水田 100,000 水稲
142010272 青森市 大杉区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010298 青森市 大杉区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010304 青森市 大杉区域 京野　克彦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010337 青森市 大杉区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010358 青森市 大杉区域 佐山　孝文 ○ 水田 100,000 水稲
142010371 青森市 大杉区域 雪田　豊志 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010376 青森市 大杉区域 雪田　豊志 ○ 畑 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010383 青森市 大杉区域 森　康紀 ○ 水田 50,000 水稲
142010388 青森市 大杉区域 株式会社　耕遊舎　代表取締役　森　智和 ○ 水田 100,000 水稲
142010427 青森市 大杉区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 水稲
142010432 青森市 大杉区域 佐藤　良隆 ○ 水田 300,000 水稲
142010437 青森市 大杉区域 三上　紘史 ○ 水田 50,000 水稲
142010457 青森市 大杉区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010476 青森市 大杉区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
142010481 青森市 大杉区域 農事組合法人　ますだて　代表理事　深堀　茂一 ○ 水田 250,000 水稲、小麦、トウモロコシ
152010007 青森市 大杉区域 工藤　慎也 ○ 水田 100,000 水稲、バサラコーン
152010013 青森市 大杉区域 出町　義政 ○ 水田 100,000 水稲
152010042 青森市 大杉区域 鈴木　建司 ○ 畑 2,000 モモ、ナシ
152010043 青森市 大杉区域 鈴木　建司 ○ 樹園地 2,000 モモ、ナシ
152010056 青森市 大杉区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
152010088 青森市 大杉区域 三浦　將 ○ 畑 3,500 ニンニク
162010014 青森市 大杉区域 出町　義政 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162010034 青森市 大杉区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010053 青森市 大杉区域 有馬　淳一 ○ 畑 6,000 シイタケ
162010059 青森市 大杉区域 佐藤　広治 ○ 水田 100,000 水稲
162060012 青森市 大杉区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 大杉区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010009 青森市 大杉区域 有限会社　ときわねっと　代表取締役　石動　邦彦 ○ 畑 10,137 野菜
172010010 青森市 大杉区域 有限会社　ときわねっと　代表取締役　石動　邦彦 ○ 水田 10,137 ニンニク
172010038 青森市 大杉区域 堀内　俊春 ○ 畑 5,000 ニンニク
182010004 青森市 大杉区域 兼平　隆行 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
182010038 青森市 大杉区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010040 青森市 大杉区域 後藤　昭一 ○ 畑 20,000 ニンニク
182010051 青森市 大杉区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010069 青森市 大杉区域 小笠原　和紀 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010074 青森市 大杉区域 吉崎　正喜 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
192010005 青森市 大杉区域 蒔苗　敏 ○ 畑 1,000 ミニトマト
192010010 青森市 大杉区域 兼平　隆行 ○ 畑 10,000 ニンニク
192010013 青森市 大杉区域 西村　喜六 ○ 水田 2,000 水稲
192010041 青森市 大杉区域 堀内　俊春 ○ 水田 20,000 水稲
202010013 青森市 大杉区域 吉田　知弘 ○ 畑 5,000 リンゴ
202010018 青森市 大杉区域 吉田　知弘 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 大杉区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 大杉区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010029 青森市 大杉区域 名古屋　了督 ○ 畑 5,000 ネギ、ダイコン、ハクサイ、ミニトマト
202010032 青森市 大杉区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010007 青森市 女鹿沢区域 工藤　英順 ○ 水田 30,000 水稲
142010010 青森市 女鹿沢区域 西塚　義美 ○ 水田 200,000 水稲
142010041 青森市 女鹿沢区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010061 青森市 女鹿沢区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
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142010079 青森市 女鹿沢区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010084 青森市 女鹿沢区域 三上　紘史 ○ 水田 50,000 水稲
142010107 青森市 女鹿沢区域 天内　輝明 ○ 水田 200,000 水稲
142010110 青森市 女鹿沢区域 林　昭秀 ○ 水田 50,000 水稲
142010122 青森市 女鹿沢区域 福士　明宏 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142010132 青森市 女鹿沢区域 穴水　行憲 ○ 水田 30,000 水稲
142010168 青森市 女鹿沢区域 猪股　康行 ○ 水田 30,000 水稲
142010170 青森市 女鹿沢区域 猪股　康行 ○ 畑 10,000 野菜
142010178 青森市 女鹿沢区域 深堀　茂一 ○ 水田 20,000 水稲
142010179 青森市 女鹿沢区域 菊地　幸正 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142010182 青森市 女鹿沢区域 葛西　貴一 ○ 畑 5,000 ニンニク
142010185 青森市 女鹿沢区域 細川　孝一 ○ 水田 100,000 水稲
142010202 青森市 女鹿沢区域 加藤　武良 ○ 畑 100,000 タマネギ
142010209 青森市 女鹿沢区域 常田　晃 ○ 水田 100,000 水稲
142010211 青森市 女鹿沢区域 鎌田　義樹 ○ 水田 100,000 水稲
142010212 青森市 女鹿沢区域 葛西　誠也 ○ 水田 100,000 水稲
142010238 青森市 女鹿沢区域 石村　英康 ○ 水田 100,000 水稲
142010273 青森市 女鹿沢区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010299 青森市 女鹿沢区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010305 青森市 女鹿沢区域 京野　克彦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010338 青森市 女鹿沢区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010354 青森市 女鹿沢区域 小野田　恭介 ○ 水田 100,000 水稲、飼料用米、大豆
142010359 青森市 女鹿沢区域 佐山　孝文 ○ 水田 100,000 水稲
142010364 青森市 女鹿沢区域 細川　健 ○ 水田 50,000 水稲
142010372 青森市 女鹿沢区域 雪田　豊志 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010377 青森市 女鹿沢区域 雪田　豊志 ○ 畑 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010380 青森市 女鹿沢区域 西塚　伸 ○ 水田 60,000 水稲
142010384 青森市 女鹿沢区域 森　康紀 ○ 水田 50,000 水稲
142010389 青森市 女鹿沢区域 株式会社　耕遊舎　代表取締役　森　智和 ○ 水田 100,000 水稲
142010393 青森市 女鹿沢区域 三上　千代志 ○ 水田 20,000 水稲
142010428 青森市 女鹿沢区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 水稲
142010433 青森市 女鹿沢区域 佐藤　良隆 ○ 水田 300,000 水稲
142010458 青森市 女鹿沢区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010477 青森市 女鹿沢区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
142010482 青森市 女鹿沢区域 農事組合法人　ますだて　代表理事　深堀　茂一 ○ 水田 250,000 水稲、小麦、トウモロコシ
152010008 青森市 女鹿沢区域 工藤　慎也 ○ 水田 100,000 水稲、バサラコーン
152010014 青森市 女鹿沢区域 出町　義政 ○ 水田 100,000 水稲
152010027 青森市 女鹿沢区域 福士　茂太 ○ 畑 2,000 リンゴ
152010057 青森市 女鹿沢区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
152010060 青森市 女鹿沢区域 花田　直次 ○ 水田 30,000 水稲
152010089 青森市 女鹿沢区域 前田　金益 ○ 水田 5,000 水稲
152010098 青森市 女鹿沢区域 猪股　金良 ○ 水田 4,000 水稲
152010101 青森市 女鹿沢区域 佐藤　仁 ○ 水田 20,000 水稲
152010104 青森市 女鹿沢区域 株式会社　サンライス　三上　紘史 ○ 水田 200,000 水稲
162010006 青森市 女鹿沢区域 農事組合法人　常盤地区大豆オペレーター組合　代表理事組合長　佐藤　文雄 ○ 畑 5,000 大豆
162010015 青森市 女鹿沢区域 出町　義政 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162010035 青森市 女鹿沢区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010047 青森市 女鹿沢区域 三浦　將 ○ 畑 3,500 ニンニク
162010054 青森市 女鹿沢区域 有馬　淳一 ○ 畑 6,000 シイタケ
162010060 青森市 女鹿沢区域 佐藤　広治 ○ 水田 100,000 水稲
162010062 青森市 女鹿沢区域 種市　鉄美 ○ 水田 12,000 水稲
162010071 青森市 女鹿沢区域 工藤　弦也 ○ 水田 3,960 水稲
162060012 青森市 女鹿沢区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 女鹿沢区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010003 青森市 女鹿沢区域 加藤　武良 ○ 水田 100,000 水稲
172010013 青森市 女鹿沢区域 横山　栄一 ○ 畑 2,000 ニンニク
172010020 青森市 女鹿沢区域 中里　理歌 ○ 畑 7,000 ブドウ、ニンニク、リンゴ
172010021 青森市 女鹿沢区域 中里　理歌 ○ 樹園地 7,000 ブドウ、ニンニク、リンゴ
172010030 青森市 女鹿沢区域 川口　悟 ○ 水田 100,000 水稲
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172010033 青森市 女鹿沢区域 前田　進 ○ 水田 100,000 水稲
172010034 青森市 女鹿沢区域 成田　和彦 ○ 水田 20,000 水稲
172010039 青森市 女鹿沢区域 堀内　俊春 ○ 畑 5,000 ニンニク
182010038 青森市 女鹿沢区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010041 青森市 女鹿沢区域 後藤　昭一 ○ 畑 20,000 ニンニク
182010046 青森市 女鹿沢区域 兼平　優志 ○ 畑 4,000 リンゴ
182010048 青森市 女鹿沢区域 兼平　優志 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
182010051 青森市 女鹿沢区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010057 青森市 女鹿沢区域 加藤　俊悦 ○ 水田 10,000 水稲
182010059 青森市 女鹿沢区域 笹森　俊昭 ○ 水田 10,000 水稲
182010061 青森市 女鹿沢区域 木立　康行 ○ 水田 50,000 水稲
182010070 青森市 女鹿沢区域 小笠原　和紀 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010075 青森市 女鹿沢区域 吉崎　正喜 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
182010078 青森市 女鹿沢区域 中谷　勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192010001 青森市 女鹿沢区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
192010006 青森市 女鹿沢区域 蒔苗　敏 ○ 畑 1,000 ミニトマト
192010009 青森市 女鹿沢区域 横山　英樹 ○ 水田 8,000 水稲
192010011 青森市 女鹿沢区域 野澤　章太郎 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
192010031 青森市 女鹿沢区域 木村　健一 ○ 樹園地 20,000 水稲、リンゴ
192010033 青森市 女鹿沢区域 株式会社　福井農園　代表取締役　福井　康重 ○ 水田 12,000 水稲
192010042 青森市 女鹿沢区域 堀内　俊春 ○ 水田 20,000 水稲
202010009 青森市 女鹿沢区域 三浦　友泰 ○ 畑 5,000 ニンニク
202010014 青森市 女鹿沢区域 吉田　知弘 ○ 畑 5,000 リンゴ
202010019 青森市 女鹿沢区域 吉田　知弘 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 女鹿沢区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010032 青森市 女鹿沢区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
202010033 青森市 女鹿沢区域 林　久利 ○ 水田 1,000,000 キュウリ、ミニトマト
142010009 青森市 野沢区域 一戸　繁逸 ○ 水田 100,000 水稲（主食用、飼料用）
142010042 青森市 野沢区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010062 青森市 野沢区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010080 青森市 野沢区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010082 青森市 野沢区域 木村　祐尚、まゆみ ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010083 青森市 野沢区域 成田　繁春 ○ 水田 10,000 水稲
142010108 青森市 野沢区域 天内　輝明 ○ 水田 200,000 水稲
142010111 青森市 野沢区域 林　昭秀 ○ 水田 50,000 水稲
142010123 青森市 野沢区域 福士　明宏 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142010125 青森市 野沢区域 前田　幸胤 ○ 水田 50,000 水稲
142010127 青森市 野沢区域 山谷　トミヱ ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010164 青森市 野沢区域 石岡　睦基 ○ 畑 50,000 リンゴ
142010165 青森市 野沢区域 工藤　清司 ○ 水田 100,000 水稲
142010166 青森市 野沢区域 工藤　清司 ○ 水田 10,000 ニンニク
142010208 青森市 野沢区域 木村　一生 ○ 水田 10,000 水稲
142010213 青森市 野沢区域 葛西　誠也 ○ 水田 100,000 水稲
142010217 青森市 野沢区域 工藤　透 ○ 水田 100,000 水稲
142010274 青森市 野沢区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010278 青森市 野沢区域 澤　有成 ○ 水田 30,000 水稲
142010300 青森市 野沢区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010302 青森市 野沢区域 工藤　良和 ○ 水田 20,000 水稲
142010306 青森市 野沢区域 京野　克彦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010339 青森市 野沢区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010341 青森市 野沢区域 田中　峰文 ○ 樹園地 7,000 リンゴ
142010355 青森市 野沢区域 小野田　恭介 ○ 水田 100,000 水稲、飼料用米、大豆
142010360 青森市 野沢区域 佐山　孝文 ○ 水田 100,000 水稲
142010373 青森市 野沢区域 雪田　豊志 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010378 青森市 野沢区域 雪田　豊志 ○ 畑 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010385 青森市 野沢区域 森　康紀 ○ 水田 50,000 水稲
142010390 青森市 野沢区域 株式会社　耕遊舎　代表取締役　森　智和 ○ 水田 100,000 水稲
142010407 青森市 野沢区域 對馬　克範 ○ 水田 100,000 水稲
142010409 青森市 野沢区域 工藤　友良 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
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142010412 青森市 野沢区域 大坂　隆典 ○ 水田 10,000 水稲
142010415 青森市 野沢区域 大平　光憲 ○ 水田 50,000 水稲
142010417 青森市 野沢区域 小笠原　勝行 ○ 水田 100,000 水稲
142010424 青森市 野沢区域 工藤　昭実 ○ 水田 10,000 リンゴ
142010425 青森市 野沢区域 斉藤　喜洋道 ○ 水田 12,000 水稲
142010429 青森市 野沢区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 水稲
142010434 青森市 野沢区域 佐藤　良隆 ○ 水田 300,000 水稲
142010438 青森市 野沢区域 三上　紘史 ○ 水田 50,000 水稲
142010459 青森市 野沢区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010478 青森市 野沢区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
142010483 青森市 野沢区域 農事組合法人　ますだて　代表理事　深堀　茂一 ○ 水田 250,000 水稲、小麦、トウモロコシ
152010001 青森市 野沢区域 齋藤　勝弘 ○ 水田 10,000 水稲
152010009 青森市 野沢区域 工藤　慎也 ○ 水田 100,000 水稲、バサラコーン
152010011 青森市 野沢区域 福士　英寿 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152010015 青森市 野沢区域 出町　義政 ○ 水田 100,000 水稲
152010039 青森市 野沢区域 石岡　譲 ○ 樹園地 6,000 リンゴ
152010040 青森市 野沢区域 鈴木　建司 ○ 畑 2,000 モモ、ナシ
152010041 青森市 野沢区域 鈴木　建司 ○ 樹園地 2,000 モモ、ナシ
152010058 青森市 野沢区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
152010061 青森市 野沢区域 前田　正彦 ○ 畑 5,000 トウモロコシ
152010069 青森市 野沢区域 工藤　充郎 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
152010076 青森市 野沢区域 古川　正衛 ○ 水田 10,000 水稲
152010085 青森市 野沢区域 今　茂 ○ 水田 10,000 水稲
152010091 青森市 野沢区域 宇野　豊弘 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152010099 青森市 野沢区域 工藤　昭実 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152010100 青森市 野沢区域 小笠原　雅佳 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152010105 青森市 野沢区域 株式会社　サンライス　三上　紘史 ○ 水田 200,000 水稲
162010001 青森市 野沢区域 兼平　貴子 ○ 水田 10,000 水稲
162010002 青森市 野沢区域 合同会社　梵珠ファーム　代表社員　新谷　真澄 ○ 水田 100,000 水稲
162010016 青森市 野沢区域 出町　義政 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162010036 青森市 野沢区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010051 青森市 野沢区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 水田 135,000 水稲
162010055 青森市 野沢区域 有馬　淳一 ○ 畑 6,000 シイタケ
162010065 青森市 野沢区域 戸田　未樹 ○ 樹園地 2,000 モモ
162010077 青森市 野沢区域 出町　裕介 ○ 水田 30,000 水稲
162010078 青森市 野沢区域 三上　正人 ○ 水田 30,000 水稲
162060012 青森市 野沢区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 野沢区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010007 青森市 野沢区域 田中　健規 ○ 水田 10,000 水稲
172010008 青森市 野沢区域 田中　健規 ○ 樹園地 3,000 果樹
172010022 青森市 野沢区域 中里　理歌 ○ 畑 7,000 ブドウ、ニンニク、リンゴ
172010023 青森市 野沢区域 中里　理歌 ○ 樹園地 7,000 ブドウ、ニンニク、リンゴ
172010032 青森市 野沢区域 坂本　健一 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
172010040 青森市 野沢区域 堀内　俊春 ○ 畑 5,000 ニンニク
172010048 青森市 野沢区域 小笠原　智也 ○ 水田 10,000 水稲
182010001 青森市 野沢区域 林　和幸 ○ 畑 8,000 リンゴ
182010002 青森市 野沢区域 林　和幸 ○ 樹園地 8,000 リンゴ
182010008 青森市 野沢区域 菊地　智幸 ○ 水田 10,000 水稲
182010009 青森市 野沢区域 菊地　智幸 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
182010014 青森市 野沢区域 高橋　右京 ○ 畑 5,000 ニンニク
182010015 青森市 野沢区域 高橋　右京 ○ 草地 5,000 ニンニク
182010038 青森市 野沢区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010042 青森市 野沢区域 後藤　昭一 ○ 畑 20,000 ニンニク
182010047 青森市 野沢区域 兼平　優志 ○ 畑 4,000 リンゴ
182010049 青森市 野沢区域 兼平　優志 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
182010050 青森市 野沢区域 工藤　武一 ○ 水田 5,000 水稲
182010051 青森市 野沢区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010054 青森市 野沢区域 農事組合法人　八峰園 ○ 水田 30,000 水稲
182010055 青森市 野沢区域 農事組合法人　八峰園 ○ 樹園地 30,000 リンゴ

15 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

182010066 青森市 野沢区域 工藤　剛久 ○ 畑 1,200 ネギ、エダマメ
182010071 青森市 野沢区域 小笠原　和紀 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010076 青森市 野沢区域 吉崎　正喜 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
182010079 青森市 野沢区域 中谷　勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010085 青森市 野沢区域 東　正貴 ○ 畑 17,400 リンゴ、ニンニク
192010003 青森市 野沢区域 石岡　孝志 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
192010007 青森市 野沢区域 蒔苗　敏 ○ 畑 1,000 ミニトマト
192010012 青森市 野沢区域 野澤　章太郎 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
192010030 青森市 野沢区域 木村　健一 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192010038 青森市 野沢区域 株式会社　日本農業 ○ 畑 50,000 リンゴ
192010039 青森市 野沢区域 株式会社　日本農業 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
192010043 青森市 野沢区域 堀内　俊春 ○ 水田 20,000 水稲
202010001 青森市 野沢区域 大髙　昭啓 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
202010007 青森市 野沢区域 清野　勝仙 ○ 水田 6,000 水稲
202010015 青森市 野沢区域 吉田　知弘 ○ 畑 5,000 リンゴ
202010020 青森市 野沢区域 吉田　知弘 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 野沢区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010032 青森市 野沢区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
142010008 青森市 五郷区域 成田　貴吉 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142010043 青森市 五郷区域 安部　浩一 ○ 水田 200,000 水稲
142010063 青森市 五郷区域 安部　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
142010081 青森市 五郷区域 安部　浩一 ○ 樹園地 200,000 果樹
142010109 青森市 五郷区域 天内　輝明 ○ 水田 200,000 水稲
142010112 青森市 五郷区域 林　昭秀 ○ 水田 50,000 水稲
142010121 青森市 五郷区域 林　久利 ○ 水田 100,000 水稲
142010124 青森市 五郷区域 福士　明宏 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142010126 青森市 五郷区域 鎌田　鉄永 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010139 青森市 五郷区域 鎌田　清勝 ○ 水田 30,000 水稲
142010169 青森市 五郷区域 猪股　康行 ○ 水田 30,000 水稲
142010171 青森市 五郷区域 猪股　康行 ○ 畑 10,000 野菜
142010201 青森市 五郷区域 加藤　武良 ○ 水田 100,000 水稲
142010203 青森市 五郷区域 加藤　武良 ○ 畑 100,000 タマネギ
142010205 青森市 五郷区域 鎌田　盛逸 ○ 水田 10,000 水稲
142010206 青森市 五郷区域 鎌田　盛逸 ○ 樹園地 5,000 果樹
142010207 青森市 五郷区域 鎌田　盛逸 ○ 畑 5,000 野菜
142010210 青森市 五郷区域 常田　晃 ○ 水田 100,000 水稲
142010211 青森市 五郷区域 鎌田　義樹 ○ 水田 100,000 水稲
142010235 青森市 五郷区域 常田　良彦 ○ 水田 20,000 水稲
142010275 青森市 五郷区域 豊川　民男 ○ 水田 200,000 水稲
142010301 青森市 五郷区域 佐藤　健一郎 ○ 畑 5,000 夏秋イチゴ
142010307 青森市 五郷区域 京野　克彦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142010310 青森市 五郷区域 三浦　寿彦 ○ 水田 30,000 水稲
142010340 青森市 五郷区域 秋濱　圭介 ○ 畑 5,000 ミニトマト、トマト、こかぶ、ホウレンソウ
142010343 青森市 五郷区域 奥谷　康隆 ○ 水田 20,000 水稲
142010344 青森市 五郷区域 成田　友彦 ○ 水田 30,000 水稲
142010356 青森市 五郷区域 小野田　恭介 ○ 水田 100,000 水稲、飼料用米、大豆
142010361 青森市 五郷区域 佐山　孝文 ○ 水田 100,000 水稲
142010365 青森市 五郷区域 細川　健 ○ 水田 50,000 水稲
142010374 青森市 五郷区域 雪田　豊志 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010379 青森市 五郷区域 雪田　豊志 ○ 畑 10,000 リンゴ、ナシ、モモ、トマト
142010381 青森市 五郷区域 伊藤　和雅 ○ 畑 6,000 リンゴ
142010386 青森市 五郷区域 森　康紀 ○ 水田 50,000 水稲
142010391 青森市 五郷区域 株式会社　耕遊舎　代表取締役　森　智和 ○ 水田 100,000 水稲
142010416 青森市 五郷区域 大平　光憲 ○ 水田 50,000 水稲
142010430 青森市 五郷区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 水稲
142010435 青森市 五郷区域 佐藤　良隆 ○ 水田 300,000 水稲
142010439 青森市 五郷区域 三上　紘史 ○ 水田 50,000 水稲
142010441 青森市 五郷区域 有馬　嘉蔵、有馬　洋介 ○ 水田 50,000 水稲
142010441 青森市 五郷区域 有馬　洋介 ○ 水田 50,000 水稲

16 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

142010460 青森市 五郷区域 石丸　拓海 ○ 水田 10,000 水稲
142010479 青森市 五郷区域 青森ジョブプレースメントアンドマネージメント株式会社　代表取締役　清水　稔 ○ 畑 5,000 こかぶ、キュウリ（ハウス）、イチゴ（ハウス）、ミニトマト（ハウス）　他
142010484 青森市 五郷区域 農事組合法人　ますだて　代表理事　深堀　茂一 ○ 水田 250,000 水稲、小麦、トウモロコシ
152010002 青森市 五郷区域 兼平　隆行 ○ 畑 10,000 リンゴ
152010003 青森市 五郷区域 兼平　隆行 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152010004 青森市 五郷区域 大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
152010010 青森市 五郷区域 工藤　慎也 ○ 水田 100,000 水稲、バサラコーン
152010016 青森市 五郷区域 出町　義政 ○ 水田 100,000 水稲
152010053 青森市 五郷区域 由町　兼政 ○ 水田 3,000 水稲
152010059 青森市 五郷区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
152010065 青森市 五郷区域 由町　兼政 ○ 畑 3,000 水稲
152010106 青森市 五郷区域 株式会社　サンライス　三上　紘史 ○ 水田 200,000 水稲
162010008 青森市 五郷区域 伊藤　寿樹 ○ 樹園地 15,000 リンゴ
162010017 青森市 五郷区域 出町　義政 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162010037 青森市 五郷区域 泉　夏樹 ○ 水田 100,000 水稲
162010050 青森市 五郷区域 鎌田　誠二 ○ 水田 50,000 水稲
162010056 青森市 五郷区域 有馬　淳一 ○ 畑 6,000 シイタケ
162060012 青森市 五郷区域 戸来　直城 ○ 水田 600,000 飼料作物
162060013 青森市 五郷区域 戸来　直城 ○ 草地 600,000 飼料作物
172010031 青森市 五郷区域 木立　康行 ○ 水田 50,000 水稲
172010031 青森市 五郷区域 木立　康行 ○ 畑 40,000 ニンニク
172010036 青森市 五郷区域 鎌田　俊治 ○ 水田 10,000 水稲
172010041 青森市 五郷区域 堀内　俊春 ○ 畑 5,000 ニンニク
182010037 青森市 五郷区域 株式会社　やさしさ研究所　常田　和人 ○ 畑 7,000 かぶ、ダイコン、葉物野菜、キュウリ、ナス、トマト、イチゴ
182010038 青森市 五郷区域 川原田　美穂 ○ 畑 2,000 大豆、野菜
182010043 青森市 五郷区域 後藤　昭一 ○ 畑 20,000 ニンニク
182010051 青森市 五郷区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010058 青森市 五郷区域 加藤　俊悦 ○ 水田 10,000 水稲
182010067 青森市 五郷区域 株式会社　ライスプラントくどう　代表取締役　工藤　幸造 ○ 水田 200,000 水稲
182010072 青森市 五郷区域 小笠原　和紀 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182010077 青森市 五郷区域 吉崎　正喜 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
182010081 青森市 五郷区域 佐山　義美 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
192010008 青森市 五郷区域 蒔苗　敏 ○ 畑 1,000 ミニトマト
192010028 青森市 五郷区域 工藤　文秀 ○ 水田 20,000 水稲
192010044 青森市 五郷区域 堀内　俊春 ○ 水田 20,000 水稲
192010045 青森市 五郷区域 鎌田　亜沙子 ○ 水田 3,000 水稲
202010010 青森市 五郷区域 三浦　友泰 ○ 畑 5,000 ニンニク
202010016 青森市 五郷区域 吉田　知弘 ○ 畑 5,000 リンゴ
202010021 青森市 五郷区域 吉田　知弘 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202010027 青森市 五郷区域 木村　健一 ○ 水田 500,000 水稲
202010028 青森市 五郷区域 木村　健一 ○ 樹園地 500,000 リンゴ
202010030 青森市 五郷区域 野澤　章太郎 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
202010032 青森市 五郷区域 佐藤　宏樹 ○ 畑 5,000 キュウリ、ミニトマト
143010029 平内町 清水川区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010030 平内町 清水川区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
143010055 平内町 清水川区域 塩越　えつ子 ○ 水田 20,000 水稲
143010059 平内町 清水川区域 鳥谷部　紀代 ○ 畑 1,000 ピーマン
143010082 平内町 清水川区域 蝦名　俊幸 ○ 水田 100,000 水稲
153010092 平内町 清水川区域 太田　雅治 ○ 水田 20,000 水稲
153010115 平内町 清水川区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010146 平内町 清水川区域 倉本　洋之 ○ 水田 10,000 水稲
153010147 平内町 清水川区域 小関　貴裕 ○ 水田 20,000 水稲
153010149 平内町 清水川区域 佐々木　誠 ○ 水田 10,000 水稲
153010151 平内町 清水川区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010179 平内町 清水川区域 阿部　広志 ○ 水田 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010180 平内町 清水川区域 阿部　広志 ○ 畑 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010181 平内町 清水川区域 阿部　広志 ○ 草地 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010196 平内町 清水川区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010218 平内町 清水川区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
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163010219 平内町 清水川区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
163010228 平内町 清水川区域 八戸　卓美 ○ 畑 50,000 水稲
163010229 平内町 清水川区域 八戸　卓美 ○ 水田 50,000 水稲
163010238 平内町 清水川区域 倉本　義憲 ○ 水田 10,000 水稲
173010253 平内町 清水川区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 清水川区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 清水川区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 清水川区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 清水川区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010274 平内町 清水川区域 倉本　洋之 ○ 畑 10,000 水稲
173010275 平内町 清水川区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 清水川区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010279 平内町 清水川区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 清水川区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 清水川区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 清水川区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 清水川区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 清水川区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 清水川区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010086 平内町 口広区域 倉本　義憲 ○ 水田 20,000 水稲
153010097 平内町 口広区域 木立　丞 ○ 水田 20,000 飼料作物
153010098 平内町 口広区域 木立　丞 ○ 畑 20,000 飼料作物
153010099 平内町 口広区域 木立　丞 ○ 草地 20,000 飼料作物
153010115 平内町 口広区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010139 平内町 口広区域 太田　雅治 ○ 水田 20,000 水稲
153010152 平内町 口広区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010163 平内町 口広区域 中村　展 ○ 水田 20,000 飼料作物
153010164 平内町 口広区域 中村　展 ○ 畑 20,000 飼料作物
153010165 平内町 口広区域 中村　展 ○ 草地 20,000 飼料作物
153010188 平内町 口広区域 阿部　広志 ○ 水田 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010189 平内町 口広区域 阿部　広志 ○ 畑 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010190 平内町 口広区域 阿部　広志 ○ 草地 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010197 平内町 口広区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010245 平内町 口広区域 工藤　一幸 ○ 水田 100,000 飼料作物
163010246 平内町 口広区域 工藤　一幸 ○ 畑 100,000 飼料作物
163010247 平内町 口広区域 工藤　一幸 ○ 草地 100,000 飼料作物
173010253 平内町 口広区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 口広区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010259 平内町 口広区域 山下　正章 ○ 水田 30,000 飼料作物、水稲
173010260 平内町 口広区域 山下　正章 ○ 畑 30,000 飼料作物、水稲
173010262 平内町 口広区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 口広区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 口広区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 口広区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 口広区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 口広区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 口広区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 口広区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 口広区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 口広区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 口広区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 口広区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 口広区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 口広区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010007 平内町 薬師野区域 倉本　義憲 ○ 水田 20,000 水稲
143010027 平内町 薬師野区域 倉本　洋之 ○ 水田 10,000 水稲
143010031 平内町 薬師野区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010032 平内町 薬師野区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
143010058 平内町 薬師野区域 鳥谷部　紀代 ○ 畑 1,000 ピーマン
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143010071 平内町 薬師野区域 田中　恵理子 ○ 畑 20,000 ネギ
143010079 平内町 薬師野区域 佐々木　誠 ○ 水田 10,000 水稲
143010089 平内町 薬師野区域 小関　貴裕 ○ 水田 20,000 水稲
153010106 平内町 薬師野区域 八戸　卓美 ○ 水田 10,000 水稲
153010115 平内町 薬師野区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010140 平内町 薬師野区域 太田　雅治 ○ 水田 20,000 水稲
153010148 平内町 薬師野区域 蝦名　俊幸 ○ 水田 100,000 水稲
153010153 平内町 薬師野区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010198 平内町 薬師野区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010216 平内町 薬師野区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
163010217 平内町 薬師野区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
163010226 平内町 薬師野区域 八戸　卓美 ○ 畑 50,000 水稲
173010253 平内町 薬師野区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 薬師野区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 薬師野区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010265 平内町 薬師野区域 阿部　広志 ○ 水田 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
173010266 平内町 薬師野区域 阿部　広志 ○ 畑 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
173010267 平内町 薬師野区域 阿部　広志 ○ 草地 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
173010268 平内町 薬師野区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 薬師野区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010272 平内町 薬師野区域 倉本　洋之 ○ 畑 10,000 水稲
173010275 平内町 薬師野区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 薬師野区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010279 平内町 薬師野区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 薬師野区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 薬師野区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 薬師野区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 薬師野区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 薬師野区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 薬師野区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010006 平内町 松野木区域 倉本　義憲 ○ 水田 20,000 水稲
143010017 平内町 松野木区域 太田　照則 ○ 水田 10,000 水稲
143010024 平内町 松野木区域 太田　晃一 ○ 水田 30,000 水稲
143010028 平内町 松野木区域 倉本　洋之 ○ 水田 10,000 水稲
143010033 平内町 松野木区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010034 平内町 松野木区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
143010057 平内町 松野木区域 鳥谷部　紀代 ○ 畑 1,000 ピーマン
143010078 平内町 松野木区域 佐々木　誠 ○ 水田 10,000 水稲
153010102 平内町 松野木区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
153010105 平内町 松野木区域 八戸　卓美 ○ 水田 10,000 水稲
153010110 平内町 松野木区域 田中　優 ○ 水田 10,000 水稲
153010111 平内町 松野木区域 工藤　政道 ○ 水田 50,000 水稲
153010115 平内町 松野木区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010120 平内町 松野木区域 渡辺　清彦 ○ 水田 20,000 水稲
153010133 平内町 松野木区域 倉本　昌昭 ○ 水田 10,000 水稲
153010141 平内町 松野木区域 太田　雅治 ○ 水田 20,000 水稲
153010145 平内町 松野木区域 太田　博生 ○ 水田 10,000 水稲
153010154 平内町 松野木区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010162 平内町 松野木区域 塩越　えつ子 ○ 水田 20,000 水稲
153010182 平内町 松野木区域 阿部　広志 ○ 水田 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010183 平内町 松野木区域 阿部　広志 ○ 畑 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010184 平内町 松野木区域 阿部　広志 ○ 草地 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010199 平内町 松野木区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010215 平内町 松野木区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
163010225 平内町 松野木区域 八戸　卓美 ○ 畑 50,000 水稲
163010232 平内町 松野木区域 工藤　善雄 ○ 水田 10,000 水稲
163010236 平内町 松野木区域 八戸　初男 ○ 水田 10,000 水稲
163010248 平内町 松野木区域 工藤　一幸 ○ 水田 100,000 飼料作物
163010249 平内町 松野木区域 工藤　一幸 ○ 畑 100,000 飼料作物
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163010250 平内町 松野木区域 工藤　一幸 ○ 草地 100,000 飼料作物
163010251 平内町 松野木区域 湊　徹也 ○ 水田 20,000 野菜
163010252 平内町 松野木区域 湊　徹也 ○ 畑 20,000 野菜
173010253 平内町 松野木区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 松野木区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010256 平内町 松野木区域 太田　照則 ○ 畑 10,000 水稲
173010261 平内町 松野木区域 太田　隆之進 ○ 水田 12,000 水稲
173010262 平内町 松野木区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010263 平内町 松野木区域 小関　貴裕 ○ 水田 20,000 水稲
173010268 平内町 松野木区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 松野木区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010273 平内町 松野木区域 倉本　洋之 ○ 畑 10,000 水稲
173010275 平内町 松野木区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 松野木区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010279 平内町 松野木区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 松野木区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010282 平内町 松野木区域 蝦名　俊幸 ○ 水田 100,000 水稲
183010283 平内町 松野木区域 蝦名　俊幸 ○ 畑 100,000 水稲
183010286 平内町 松野木区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 松野木区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 松野木区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 松野木区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 松野木区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010005 平内町 外童子区域 倉本　義憲 ○ 水田 20,000 水稲
143010016 平内町 外童子区域 太田　照則 ○ 水田 10,000 水稲
143010023 平内町 外童子区域 太田　晃一 ○ 水田 30,000 水稲
143010035 平内町 外童子区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010036 平内町 外童子区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
153010101 平内町 外童子区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
153010107 平内町 外童子区域 八戸　卓美 ○ 水田 10,000 水稲
153010109 平内町 外童子区域 田中　優 ○ 水田 10,000 水稲
153010115 平内町 外童子区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010119 平内町 外童子区域 渡辺　清彦 ○ 水田 20,000 水稲
153010132 平内町 外童子区域 倉本　昌昭 ○ 水田 10,000 水稲
153010142 平内町 外童子区域 太田　雅治 ○ 水田 20,000 水稲
153010144 平内町 外童子区域 太田　博生 ○ 水田 10,000 水稲
153010155 平内町 外童子区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010200 平内町 外童子区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010214 平内町 外童子区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
163010227 平内町 外童子区域 八戸　卓美 ○ 畑 50,000 水稲
163010231 平内町 外童子区域 太田　隆之進 ○ 水田 12,000 水稲
173010253 平内町 外童子区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 外童子区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010255 平内町 外童子区域 太田　照則 ○ 畑 10,000 水稲
173010262 平内町 外童子区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 外童子区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 外童子区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010270 平内町 外童子区域 倉本　洋之 ○ 水田 10,000 水稲
173010271 平内町 外童子区域 倉本　洋之 ○ 畑 10,000 水稲
173010275 平内町 外童子区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 外童子区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010279 平内町 外童子区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 外童子区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 外童子区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 外童子区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 外童子区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 外童子区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 外童子区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010087 平内町 狩場沢区域 倉本　義憲 ○ 水田 20,000 水稲
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153010094 平内町 狩場沢区域 木立　丞 ○ 水田 20,000 飼料作物
153010095 平内町 狩場沢区域 木立　丞 ○ 畑 20,000 飼料作物
153010096 平内町 狩場沢区域 木立　丞 ○ 草地 20,000 飼料作物
153010115 平内町 狩場沢区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010143 平内町 狩場沢区域 太田　雅治 ○ 水田 20,000 水稲
153010156 平内町 狩場沢区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010166 平内町 狩場沢区域 中村　展 ○ 水田 20,000 飼料作物
153010167 平内町 狩場沢区域 中村　展 ○ 畑 20,000 飼料作物
153010168 平内町 狩場沢区域 中村　展 ○ 草地 20,000 飼料作物
153010185 平内町 狩場沢区域 阿部　広志 ○ 水田 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010186 平内町 狩場沢区域 阿部　広志 ○ 畑 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010187 平内町 狩場沢区域 阿部　広志 ○ 草地 30,000 飼料作物、大豆、ソバ
153010201 平内町 狩場沢区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010242 平内町 狩場沢区域 工藤　一幸 ○ 水田 100,000 飼料作物
163010243 平内町 狩場沢区域 工藤　一幸 ○ 畑 100,000 飼料作物
163010244 平内町 狩場沢区域 工藤　一幸 ○ 草地 100,000 飼料作物
173010253 平内町 狩場沢区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 狩場沢区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010257 平内町 狩場沢区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
173010258 平内町 狩場沢区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
173010262 平内町 狩場沢区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 狩場沢区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 狩場沢区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 狩場沢区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 狩場沢区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 狩場沢区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 狩場沢区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 狩場沢区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 狩場沢区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 狩場沢区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 狩場沢区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 狩場沢区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 狩場沢区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 狩場沢区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010001 平内町 野内畑区域 片山　徹也 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
143010002 平内町 野内畑区域 片山　徹也 ○ 畑 30,000 水稲、大豆
143010049 平内町 野内畑区域 片山　幸博 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
143010050 平内町 野内畑区域 片山　幸博 ○ 畑 20,000 水稲、大豆
143010051 平内町 野内畑区域 片山　幸博 ○ 草地 20,000 水稲、大豆
153010115 平内町 野内畑区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010157 平内町 野内畑区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010202 平内町 野内畑区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010222 平内町 野内畑区域 梅木　正人 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
163010223 平内町 野内畑区域 梅木　正人 ○ 畑 10,000 水稲、大豆
173010253 平内町 野内畑区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 野内畑区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 野内畑区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 野内畑区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 野内畑区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 野内畑区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 野内畑区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 野内畑区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 野内畑区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 野内畑区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 野内畑区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 野内畑区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 野内畑区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 野内畑区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 野内畑区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
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183010292 平内町 野内畑区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010003 平内町 東田沢区域 片山　徹也 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
143010004 平内町 東田沢区域 片山　徹也 ○ 畑 30,000 水稲、大豆
143010052 平内町 東田沢区域 片山　幸博 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
143010053 平内町 東田沢区域 片山　幸博 ○ 畑 20,000 水稲、大豆
143010054 平内町 東田沢区域 片山　幸博 ○ 草地 20,000 水稲、大豆
153010103 平内町 東田沢区域 田中　司子 ○ 水田 50,000 大豆
153010104 平内町 東田沢区域 田中　司子 ○ 畑 50,000 大豆
153010115 平内町 東田沢区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010158 平内町 東田沢区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010203 平内町 東田沢区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010220 平内町 東田沢区域 梅木　正人 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
163010221 平内町 東田沢区域 梅木　正人 ○ 畑 10,000 水稲、大豆
173010253 平内町 東田沢区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 東田沢区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 東田沢区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 東田沢区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 東田沢区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 東田沢区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 東田沢区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 東田沢区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 東田沢区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 東田沢区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 東田沢区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 東田沢区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 東田沢区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 東田沢区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 東田沢区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 東田沢区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010037 平内町 沼館区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010038 平内町 沼館区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
153010115 平内町 沼館区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010159 平内町 沼館区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010204 平内町 沼館区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
173010253 平内町 沼館区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 沼館区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 沼館区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010264 平内町 沼館区域 伊瀨　重光 ○ 畑 1,000 大豆
173010268 平内町 沼館区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 沼館区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 沼館区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 沼館区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 沼館区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 沼館区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 沼館区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 沼館区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 沼館区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 沼館区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 沼館区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 沼館区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 沼館区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010012 平内町 福館区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
143010015 平内町 福館区域 小形　暢志 ○ 水田 30,000 水稲
143010070 平内町 福館区域 伊瀬谷　俊吾 ○ 水田 30,000 水稲
143010074 平内町 福館区域 木村　豊弘 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143010075 平内町 福館区域 木村　豊弘 ○ 畑 50,000 水稲、大豆
143010083 平内町 福館区域 伊瀨　茂光 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
153010115 平内町 福館区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010135 平内町 福館区域 福崎　勝規 ○ 水田 20,000 水稲
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153010195 平内町 福館区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010224 平内町 福館区域 浜田　美智也 ○ 水田 40,000 水稲（まっしぐら）
163010230 平内町 福館区域 竹達　信一 ○ 水田 15,000 水稲
163010241 平内町 福館区域 蝦名　俊幸 ○ 水田 100,000 水稲
173010253 平内町 福館区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 福館区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 福館区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 福館区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 福館区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 福館区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 福館区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 福館区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 福館区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 福館区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 福館区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 福館区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 福館区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 福館区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 福館区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 福館区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010008 平内町 田茂木区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
143010039 平内町 田茂木区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010040 平内町 田茂木区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
143010047 平内町 田茂木区域 佐々木　一人 ○ 水田 10,000 水稲
153010090 平内町 田茂木区域 工藤　祐史 ○ 水田 3,000 水稲
153010115 平内町 田茂木区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010118 平内町 田茂木区域 佐々木　貢生 ○ 水田 20,000 水稲
153010129 平内町 田茂木区域 蝦名　康一 ○ 水田 10,000 水稲
153010191 平内町 田茂木区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010239 平内町 田茂木区域 倉本　義憲 ○ 水田 10,000 水稲
173010253 平内町 田茂木区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 田茂木区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 田茂木区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 田茂木区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 田茂木区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 田茂木区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 田茂木区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 田茂木区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 田茂木区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 田茂木区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 田茂木区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010284 平内町 田茂木区域 蝦名　俊幸 ○ 水田 100,000 水稲
183010285 平内町 田茂木区域 蝦名　俊幸 ○ 畑 100,000 水稲
183010286 平内町 田茂木区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 田茂木区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 田茂木区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 田茂木区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 田茂木区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010009 平内町 内童子区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
143010015 平内町 内童子区域 小形　暢志 ○ 水田 30,000 水稲
143010041 平内町 内童子区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010042 平内町 内童子区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
143010046 平内町 内童子区域 佐々木　一人 ○ 水田 10,000 水稲
143010080 平内町 内童子区域 蝦名　俊幸 ○ 水田 100,000 水稲
143010085 平内町 内童子区域 伊瀨　茂光 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
153010091 平内町 内童子区域 工藤　祐史 ○ 水田 3,000 水稲
153010115 平内町 内童子区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010117 平内町 内童子区域 佐々木　貢生 ○ 水田 20,000 水稲
153010128 平内町 内童子区域 蝦名　康一 ○ 水田 10,000 水稲
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153010150 平内町 内童子区域 佐々木　誠 ○ 水田 10,000 水稲
153010192 平内町 内童子区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010240 平内町 内童子区域 倉本　義憲 ○ 水田 10,000 水稲
173010253 平内町 内童子区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 内童子区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 内童子区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 内童子区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 内童子区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 内童子区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 内童子区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 内童子区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 内童子区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 内童子区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 内童子区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010281 平内町 内童子区域 蝦名　俊幸 ○ 畑 100,000 水稲
183010286 平内町 内童子区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 内童子区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 内童子区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 内童子区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 内童子区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143010010 平内町 小湊区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
143010014 平内町 小湊区域 小形　暢志 ○ 水田 30,000 水稲
143010025 平内町 小湊区域 新岡　博 ○ 水田 20,000 水稲
143010043 平内町 小湊区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 大豆
143010044 平内町 小湊区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 大豆
143010048 平内町 小湊区域 佐々木　一人 ○ 水田 10,000 水稲
143010056 平内町 小湊区域 福崎　琢典 ○ 水田 10,000 水稲
143010060 平内町 小湊区域 伊瀬谷　覺 ○ 水田 10,000 水稲
143010067 平内町 小湊区域 伊瀬谷　俊吾 ○ 水田 30,000 水稲
143010076 平内町 小湊区域 木村　豊弘 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143010077 平内町 小湊区域 木村　豊弘 ○ 畑 50,000 水稲、大豆
143010081 平内町 小湊区域 蝦名　俊幸 ○ 水田 100,000 水稲
143010084 平内町 小湊区域 伊瀨　茂光 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
143010088 平内町 小湊区域 小関　貴裕 ○ 水田 20,000 水稲
153010115 平内町 小湊区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010116 平内町 小湊区域 佐々木　貢生 ○ 水田 20,000 水稲
153010127 平内町 小湊区域 福崎　芳子 ○ 水田 10,000 飼料作物
153010134 平内町 小湊区域 福崎　勝規 ○ 水田 20,000 水稲
153010169 平内町 小湊区域 蝦名　康一 ○ 水田 10,000 水稲
153010170 平内町 小湊区域 木村　伸一 ○ 水田 15,000 水稲
153010176 平内町 小湊区域 山下　正章 ○ 水田 30,000 水稲
153010177 平内町 小湊区域 山下　正章 ○ 畑 30,000 水稲
153010193 平内町 小湊区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010210 平内町 小湊区域 田中　聡 ○ 水田 24,000 水稲
173010253 平内町 小湊区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 小湊区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 小湊区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 小湊区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 小湊区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 小湊区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 小湊区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 小湊区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 小湊区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 小湊区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 小湊区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 小湊区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 小湊区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 小湊区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010290 平内町 小湊区域 佐々木　誠 ○ 水田 10,000 水稲
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183010291 平内町 小湊区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 小湊区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
193010296 平内町 小湊区域 新岡　八雄 ○ 水田 10,000 水稲
193010297 平内町 小湊区域 田邊　真太郎 ○ 水田 50,000 水稲
143010011 平内町 山口区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
143010013 平内町 山口区域 小形　暢志 ○ 水田 30,000 水稲
143010018 平内町 山口区域 千代谷　誠司 ○ 水田 20,000 水稲
143010022 平内町 山口区域 佐々木　眞吉 ○ 水田 20,000 水稲
143010062 平内町 山口区域 須藤　文人 ○ 水田 30,000 水稲
143010064 平内町 山口区域 阿部　悟 ○ 水田 10,000 水稲
143010069 平内町 山口区域 伊瀬谷　俊吾 ○ 水田 30,000 水稲
143010072 平内町 山口区域 大水　茂喜 ○ 水田 30,000 水稲
153010100 平内町 山口区域 佐々木　秋男 ○ 水田 10,000 水稲、飼料作物
153010108 平内町 山口区域 山下　正章 ○ 水田 30,000 水稲
153010112 平内町 山口区域 大水　勝範 ○ 水田 10,000 水稲
153010115 平内町 山口区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010121 平内町 山口区域 千代谷　仁司 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
153010124 平内町 山口区域 千代谷　仁司 ○ 畑 20,000 水稲、大豆
153010130 平内町 山口区域 小形　満仁 ○ 水田 10,000 水稲
153010136 平内町 山口区域 千代谷　市松 ○ 水田 10,000 水稲
153010171 平内町 山口区域 山下　正章 ○ 畑 30,000 水稲
153010194 平内町 山口区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010207 平内町 山口区域 小関　貴裕 ○ 水田 20,000 水稲
163010211 平内町 山口区域 佐々木　武二 ○ 水田 14,000 水稲
163010212 平内町 山口区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
163010234 平内町 山口区域 千代谷　利仁 ○ 水田 10,000 水稲
173010253 平内町 山口区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 山口区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 山口区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 山口区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 山口区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 山口区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 山口区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 山口区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 山口区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010280 平内町 山口区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 山口区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 山口区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 山口区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 山口区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 山口区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
193010293 平内町 山口区域 田中　博明 ○ 水田 100,000 ソバ
193010294 平内町 山口区域 田中　博明 ○ 畑 100,000 ソバ
143010014 平内町 藤沢区域 小形　暢志 ○ 水田 30,000 水稲
143010019 平内町 藤沢区域 千代谷　誠司 ○ 水田 20,000 水稲
143010060 平内町 藤沢区域 伊瀬谷　覺 ○ 水田 10,000 水稲
143010066 平内町 藤沢区域 阿部　悟 ○ 水田 10,000 水稲
143010068 平内町 藤沢区域 伊瀬谷　俊吾 ○ 水田 30,000 水稲
153010114 平内町 藤沢区域 大水　勝範 ○ 水田 10,000 水稲
153010115 平内町 藤沢区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010123 平内町 藤沢区域 千代谷　仁司 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
153010126 平内町 藤沢区域 千代谷　仁司 ○ 畑 20,000 水稲、大豆
153010131 平内町 藤沢区域 小形　満仁 ○ 水田 10,000 水稲
153010137 平内町 藤沢区域 千代谷　市松 ○ 水田 10,000 水稲
153010160 平内町 藤沢区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010172 平内町 藤沢区域 山下　正章 ○ 水田 30,000 水稲
153010173 平内町 藤沢区域 山下　正章 ○ 畑 30,000 水稲
153010205 平内町 藤沢区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010208 平内町 藤沢区域 山谷　敏光 ○ 畑 3,000 葉たばこ

25 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

163010213 平内町 藤沢区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
163010235 平内町 藤沢区域 奈良﨑　一子 ○ 水田 3,000 水稲
173010253 平内町 藤沢区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 藤沢区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 藤沢区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 藤沢区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 藤沢区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 藤沢区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 藤沢区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 藤沢区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 藤沢区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010280 平内町 藤沢区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 藤沢区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 藤沢区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 藤沢区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010289 平内町 藤沢区域 小関　貴裕 ○ 水田 20,000 水稲
183010291 平内町 藤沢区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 藤沢区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
193010298 平内町 藤沢区域 山谷　金逸 ○ 水田 5,000 水稲
143010015 平内町 小豆沢区域 小形　暢志 ○ 水田 30,000 水稲
143010020 平内町 小豆沢区域 千代谷　誠司 ○ 水田 20,000 水稲
143010021 平内町 小豆沢区域 佐々木　眞吉 ○ 水田 20,000 水稲
143010026 平内町 小豆沢区域 倉内　清一 ○ 水田 40,000 水稲
143010063 平内町 小豆沢区域 須藤　文人 ○ 水田 30,000 水稲
143010065 平内町 小豆沢区域 阿部　悟 ○ 水田 10,000 水稲
143010073 平内町 小豆沢区域 大水　茂喜 ○ 水田 30,000 水稲
153010113 平内町 小豆沢区域 大水　勝範 ○ 水田 10,000 水稲
153010115 平内町 小豆沢区域 細川　富政 ○ 水田 10,000 水稲
153010122 平内町 小豆沢区域 千代谷　仁司 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
153010125 平内町 小豆沢区域 千代谷　仁司 ○ 畑 20,000 水稲、大豆
153010138 平内町 小豆沢区域 千代谷　市松 ○ 水田 10,000 水稲
153010161 平内町 小豆沢区域 相坂　友規 ○ 水田 30,000 水稲
153010174 平内町 小豆沢区域 山下　正章 ○ 水田 30,000 水稲
153010175 平内町 小豆沢区域 山下　正章 ○ 畑 30,000 水稲
153010178 平内町 小豆沢区域 伊瀬谷　俊吾 ○ 水田 30,000 水稲
153010206 平内町 小豆沢区域 相坂　友規 ○ 畑 30,000 ソバ
163010209 平内町 小豆沢区域 小関　貴裕 ○ 水田 20,000 水稲
163010233 平内町 小豆沢区域 須藤　元明 ○ 水田 7,000 水稲
163010237 平内町 小豆沢区域 木村　良一 ○ 水田 15,000 水稲
173010253 平内町 小豆沢区域 辻村　斉 ○ 水田 100,000 水稲、飼料作物
173010254 平内町 小豆沢区域 辻村　斉 ○ 畑 100,000 水稲、飼料作物
173010262 平内町 小豆沢区域 小形　輝生 ○ 水田 10,000 水稲
173010268 平内町 小豆沢区域 辻村　家靖 ○ 水田 70,000 水稲、ソバ
173010269 平内町 小豆沢区域 辻村　家靖 ○ 畑 70,000 ソバ
173010275 平内町 小豆沢区域 小形　正信 ○ 水田 40,000 水稲
173010276 平内町 小豆沢区域 小形　正信 ○ 畑 40,000 水稲
173010277 平内町 小豆沢区域 太田　薫 ○ 水田 30,000 水稲
173010278 平内町 小豆沢区域 太田　薫 ○ 畑 30,000 水稲
173010279 平内町 小豆沢区域 松浦　紀代道 ○ 水田 40,000 水稲
173010280 平内町 小豆沢区域 松浦　紀代道 ○ 畑 40,000 水稲
183010286 平内町 小豆沢区域 本堂　一男 ○ 水田 5,000 水稲
183010287 平内町 小豆沢区域 本堂　一男 ○ 畑 5,000 水稲
183010288 平内町 小豆沢区域 工藤　眞一 ○ 水田 50,000 水稲
183010291 平内町 小豆沢区域 山谷　金望 ○ 水田 50,000 水稲
183010292 平内町 小豆沢区域 山谷　金望 ○ 畑 10,000 葉たばこ
143030001 今別町 全域 明田　俊悦 ○ 水田 65,000 飼料作物
143030001 今別町 全域 明田　俊悦 ○ 草地 65,000 飼料作物
143030002 今別町 全域 小鹿　浩嗣 ○ 草地 10,000 飼料作物
143030003 今別町 全域 相内　義彦 ○ 草地 10,000 飼料作物

26 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

143030004 今別町 全域 嶋中　真寿 ○ 草地 67,000 飼料作物
143030005 今別町 全域 大澤　守 ○ 草地 57,419 飼料作物
153030001 今別町 全域 田中　哲也 ○ 草地 50,000 飼料作物
163030001 今別町 全域 平山　岳志 ○ 水田 50,000 水稲
173030009 今別町 全域 田中　昭平 ○ 水田 55,000 水稲
173030010 今別町 全域 小鹿　金吾 ○ 水田 3,000 水稲
173030011 今別町 全域 相内　文雄 ○ 水田 10,000 水稲
173030012 今別町 全域 相内　啓紀 ○ 水田 10,000 水稲
173030013 今別町 全域 本郷　良克 ○ 水田 100,000 水稲
173030015 今別町 全域 川村　敏隆 ○ 水田 50,000 水稲
193030001 今別町 全域 株式会社　本郷ファーム　代表取締役　本郷　良克 ○ 水田 179,000 水稲
143040005 蓬田村 中沢区域 坂本　豊 ○ 水田 100,000 水稲
143040012 蓬田村 中沢区域 中村　英志 ○ 水田 2,000 ミニトマト
143040014 蓬田村 中沢区域 藤田　康一 ○ 水田 20,000 水稲
143040017 蓬田村 中沢区域 石田　和則 ○ 畑 1,000 ミニトマト
143040022 蓬田村 中沢区域 小鹿　正博 ○ 水田 100,000 水稲
143040027 蓬田村 中沢区域 木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
143040032 蓬田村 中沢区域 坂本　寛人 ○ 水田 30,000 水稲
153040034 蓬田村 中沢区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
153040035 蓬田村 中沢区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
153040036 蓬田村 中沢区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
153040051 蓬田村 中沢区域 松本　武秋 ○ 水田 50,000 水稲
203040001 蓬田村 中沢区域 農事組合法人　よもぎた　代表理事　小鹿　正博 ○ 水田 50,000 水稲
143040006 蓬田村 長科区域 坂本　豊 ○ 水田 100,000 水稲
143040018 蓬田村 長科区域 張間　市郎 ○ 水田 10,000 水稲
143040019 蓬田村 長科区域 坂本　大貴 ○ 水田 3,000 水稲
143040023 蓬田村 長科区域 小鹿　正博 ○ 水田 100,000 水稲
143040027 蓬田村 長科区域 木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
143040028 蓬田村 長科区域 張間　基 ○ 水田 50,000 水稲
143040033 蓬田村 長科区域 松本　博志 ○ 水田 13,000 水稲
153040037 蓬田村 長科区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
153040038 蓬田村 長科区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
153040039 蓬田村 長科区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
153040052 蓬田村 長科区域 松本　武秋 ○ 水田 50,000 水稲
203040001 蓬田村 長科区域 農事組合法人　よもぎた　代表理事　小鹿　正博 ○ 水田 50,000 水稲
143040008 蓬田村 阿弥陀川区域 青木　清光 ○ 水田 20,000 水稲
143040013 蓬田村 阿弥陀川区域 中村　英志 ○ 水田 2,000 ミニトマト
143040021 蓬田村 阿弥陀川区域 森　順治 ○ 畑 1,000 ハウストマト
143040024 蓬田村 阿弥陀川区域 小鹿　正博 ○ 水田 100,000 水稲
143040027 蓬田村 阿弥陀川区域 木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
143040031 蓬田村 阿弥陀川区域 森　弘美 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
153040040 蓬田村 阿弥陀川区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
153040041 蓬田村 阿弥陀川区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
153040042 蓬田村 阿弥陀川区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
153040050 蓬田村 阿弥陀川区域 有限会社　百姓屋　代表　森　遼太郎 ○ 水田 50,000 水稲
153040053 蓬田村 阿弥陀川区域 松本　武秋 ○ 水田 50,000 水稲
153040054 蓬田村 阿弥陀川区域 石田　和則 ○ 水田 50,000 ミニトマト
153040054 蓬田村 阿弥陀川区域 石田　和則 ○ 畑 50,000 ミニトマト
203040001 蓬田村 阿弥陀川区域 農事組合法人　よもぎた　代表理事　小鹿　正博 ○ 水田 50,000 水稲
143040009 蓬田村 蓬田区域 青木　清光 ○ 水田 20,000 水稲
143040011 蓬田村 蓬田区域 奈良　卓 ○ 水田 10,000 ミニトマト
143040025 蓬田村 蓬田区域 小鹿　正博 ○ 水田 100,000 水稲
143040027 蓬田村 蓬田区域 木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
143040029 蓬田村 蓬田区域 村上　新吉 ○ 水田 20,000 水稲
143040030 蓬田村 蓬田区域 森　弘美 ○ 水田 16,794 水稲、ソバ
153040043 蓬田村 蓬田区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
153040044 蓬田村 蓬田区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
153040045 蓬田村 蓬田区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
153040055 蓬田村 蓬田区域 石田　和則 ○ 水田 50,000 ミニトマト
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153040055 蓬田村 蓬田区域 石田　和則 ○ 畑 50,000 ミニトマト
203040001 蓬田村 蓬田区域 農事組合法人　よもぎた　代表理事　小鹿　正博 ○ 水田 50,000 水稲
143040007 蓬田村 郷沢区域 高田　亮 ○ 水田 30,000 水稲
143040015 蓬田村 郷沢区域 木戸　良治 ○ 水田 10,000 水稲
143040020 蓬田村 郷沢区域 木村　光秀 ○ 水田 10,000 水稲
143040027 蓬田村 郷沢区域 木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
153040046 蓬田村 郷沢区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 水田 30,000 タマネギ
153040047 蓬田村 郷沢区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 畑 30,000 タマネギ
153040048 蓬田村 郷沢区域 農業生産法人　株式会社　あうらスマートアグリ ○ 草地 30,000 タマネギ
153040049 蓬田村 郷沢区域 農事組合法人　ごうさわ ○ 水田 960,000 水稲、ソバ
203040001 蓬田村 郷沢区域 農事組合法人　よもぎた　代表理事　小鹿　正博 ○ 水田 50,000 水稲
143040016 蓬田村 瀬辺地区域 木戸　良治 ○ 水田 10,000 水稲
143040027 蓬田村 瀬辺地区域 木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
203040001 蓬田村 瀬辺地区域 農事組合法人　よもぎた　代表理事　小鹿　正博 ○ 水田 50,000 水稲
143040010 蓬田村 広瀬（高根）区域 稲葉　時弘 ○ 水田 30,000 水稲
143040026 蓬田村 広瀬（高根）区域 稲葉　英一 ○ 水田 20,000 水稲
143040027 蓬田村 広瀬（高根）区域 木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
203040001 蓬田村 広瀬（高根）区域 農事組合法人　よもぎた　代表理事　小鹿　正博 ○ 水田 50,000 水稲
143070001 外ヶ浜町 全域 農事組合法人　上小国ファーム　代表理事組合長　藤田　巧 ○ 水田 500,000 水稲
143070002 外ヶ浜町 全域 農事組合法人　ファクトリー下小国　代表理事　鈴木　幸康 ○ 水田 720,000 水稲
143070003 外ヶ浜町 全域 農事組合法人　中小国ファーム　代表理事　工藤　重次 ○ 水田 660,000 水稲
143070004 外ヶ浜町 全域 農事組合法人　外黒山ファーム　代表理事　沼田　次雄 ○ 水田 430,000 水稲
143070005 外ヶ浜町 全域 石田　直人 ○ 水田 50,000 飼料作物
153070001 外ヶ浜町 全域 農事組合法人　大平ファーム　代表理事　張山　政博 ○ 水田 700,000 水稲
153070002 外ヶ浜町 全域 農事組合法人　南青ファーム　代表理事　泉　清衛 ○ 水田 400,000 水稲
173070001 外ヶ浜町 全域 清水　繁子 ○ 水田 35,000 水稲
183070001 外ヶ浜町 全域 田中　正輝 ○ 水田 5,000 ソバ
142020005 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 相馬　秀貴 ○ 水田 100,000 水稲
142020028 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 佐藤　修司 ○ 水田 500,000 水稲
142020041 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 農事組合法人　ほりこしファーム　代表理事　佐藤　修司 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
142020044 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 農事組合法人　ほりこしファーム　代表理事　佐藤　修司 ○ 畑 1,000,000 野菜
142020048 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020067 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 相馬　英一 ○ 水田 10,000 水稲
142020071 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020073 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 小田桐　克也 ○ 水田 10,000 水稲
142020087 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 有限会社　グリーンファーム西目屋　代表取締役　世永　正人 ○ 水田 10,000 水稲
142020102 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 農事組合法人　中央地区農作業受託組合　代表理事　奈良岡　享 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142020149 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 對馬　郁夫 ○ 水田 5,000 水稲
142020185 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 工藤　武俊 ○ 水田 10,000 水稲
142020198 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 吉川　賢宏 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020203 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 奈良岡　伸康 ○ 畑 5,000 トマト、野菜
142020204 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 奈良岡　伸康 ○ 水田 5,000 トマト、野菜
142020211 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
142020221 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 吉川　賢宏 ○ 水田 10,000 水稲
142020226 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 有限会社　グリーンファーム西目屋　代表取締役　世永　正人 ○ 畑 10,000 タマネギ、ニンニク
152020231 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 あきもと農園　秋元　徳則 ○ 水田 100,000 水稲
152020234 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 農事組合法人　千年　代表理事　相馬　義二三 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
152020235 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 三浦　裕行 ○ 水田 100,000 水稲
152020237 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020252 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 三浦　哲治 ○ 水田 2,000 水稲
152020274 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
152020278 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 名越　潔 ○ 水田 10,000 水稲
152020294 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
152020322 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020348 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020351 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 畑 50,000 野菜、リンゴ
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162020358 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 小笠原　岩雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020379 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 農事組合法人　中央地区農作業受託組合　代表理事　奈良岡　享 ○ 畑 50,000 大豆
172020409 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 藤田　祐平 ○ 畑 20,000 ネギ
172020410 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 佐藤　修司 ○ 畑 50,000 野菜、大豆
172020411 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020425 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020437 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020438 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020472 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 成田　裕樹 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020477 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 奈良岡　徹 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
182020482 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 佐々木　誠一 ○ 水田 10,000 水稲
182020485 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
182020492 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 齋藤　修記 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020496 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 小笠原　岩雄 ○ 畑 2,000 ハウス野菜
182020506 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192020533 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020534 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020553 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020554 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020574 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020588 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192020600 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 株式会社　ミウラファーム津軽　代表取締役　三浦　裕行 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020605 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 福士　清彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
202020612 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 中田　泰徳 ○ 水田 20,000 水稲
202020622 弘前市 旧市・和徳・豊田・堀越区域 木村　ゆか子 ○ 畑 5,000 ミニトマト
142020002 弘前市 清水区域 葛西　陽一 ○ 畑 10,000 野菜
142020008 弘前市 清水区域 有限会社　せいの農園　代表取締役　清野　俊博 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142020008 弘前市 清水区域 有限会社　せいの農園　代表取締役　清野　俊博 ○ 畑 20,000 リンゴ
142020014 弘前市 清水区域 相坂　至 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020048 弘前市 清水区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 清水区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020071 弘前市 清水区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020078 弘前市 清水区域 三上　悦治 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
142020080 弘前市 清水区域 三上　悦治 ○ 水田 70,000 水稲
142020101 弘前市 清水区域 農事組合法人　しみず　代表理事　石山　容子 ○ 水田 100,000 大豆、水稲
142020115 弘前市 清水区域 今　憲幸 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020140 弘前市 清水区域 小山内　翔 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020166 弘前市 清水区域 成田　和男 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
142020167 弘前市 清水区域 下山　穣 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142020169 弘前市 清水区域 村上　智仁 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020174 弘前市 清水区域 齋藤　良彦 ○ 畑 5,000 施設園芸
142020177 弘前市 清水区域 齋藤　良彦 ○ 水田 5,000 施設園芸
142020186 弘前市 清水区域 有限会社　ゆめりんご　代表取締役　平井　秀樹 ○ 樹園地 20,000 リンゴ、果樹
142020193 弘前市 清水区域 秋元　兼洋 ○ 畑 3,000 ネギ
142020211 弘前市 清水区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
142020220 弘前市 清水区域 齊藤　精修 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020227 弘前市 清水区域 森山　聡彦 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
142020228 弘前市 清水区域 もりやま園株式会社　代表取締役　森山　聡彦 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
142020230 弘前市 清水区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
152020236 弘前市 清水区域 三浦　裕行 ○ 水田 100,000 水稲
152020237 弘前市 清水区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020253 弘前市 清水区域 株式会社　オヤマ・アグリサービス　代表取締役　小山　正人 ○ 水田 100,000 水稲
152020256 弘前市 清水区域 石岡　重政 ○ 樹園地 8,000 リンゴ
152020262 弘前市 清水区域 杉沢　則夫 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
152020263 弘前市 清水区域 杉沢　則夫 ○ 畑 5,000 水稲、ニンニク
152020266 弘前市 清水区域 三浦　克之 ○ 畑 5,000 トマト
152020291 弘前市 清水区域 三浦　裕行 ○ 畑 10,000 大豆
152020296 弘前市 清水区域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
152020313 弘前市 清水区域 木村　嘉孝 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
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152020322 弘前市 清水区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020333 弘前市 清水区域 白沢　淳子 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020339 弘前市 清水区域 農事組合法人　しみず　代表理事　石山　容子 ○ 畑 100,000 大豆
162020348 弘前市 清水区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 清水区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 清水区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020359 弘前市 清水区域 小笠原　岩雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020378 弘前市 清水区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 2,000 アルストロメリア
172020405 弘前市 清水区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020412 弘前市 清水区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020426 弘前市 清水区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020450 弘前市 清水区域 白沢　英喜 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020473 弘前市 清水区域 成田　裕樹 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020480 弘前市 清水区域 今井　正樹 ○ 樹園地 10,000 リンゴ　他
182020486 弘前市 清水区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
182020503 弘前市 清水区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020522 弘前市 清水区域 齋藤　悠介 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
192020535 弘前市 清水区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020536 弘前市 清水区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020555 弘前市 清水区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020556 弘前市 清水区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020575 弘前市 清水区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020586 弘前市 清水区域 仲原　孝志 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
192020589 弘前市 清水区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192020601 弘前市 清水区域 株式会社　ミウラファーム津軽　代表取締役　三浦　裕行 ○ 水田 1,000,000 水稲
142020004 弘前市 千年区域 相馬　秀貴 ○ 水田 100,000 水稲
142020013 弘前市 千年区域 相坂　至 ○ 畑 1,000 野菜
142020027 弘前市 千年区域 佐藤　修司 ○ 水田 500,000 水稲
142020029 弘前市 千年区域 生田　弘明 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020031 弘前市 千年区域 伊藤　公正 ○ 水田 7,000 水稲
142020032 弘前市 千年区域 伊藤　公正 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020039 弘前市 千年区域 農事組合法人　ほりこしファーム　代表理事　佐藤　修司 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
142020042 弘前市 千年区域 農事組合法人　ほりこしファーム　代表理事　佐藤　修司 ○ 畑 1,000,000 野菜
142020048 弘前市 千年区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 千年区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020066 弘前市 千年区域 相馬　英一 ○ 水田 10,000 水稲
142020071 弘前市 千年区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020086 弘前市 千年区域 齊藤　精修 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020133 弘前市 千年区域 生田　慶多 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020134 弘前市 千年区域 生田　慶多 ○ 水田 10,000 リンゴ
142020135 弘前市 千年区域 生田　慶多 ○ 畑 10,000 リンゴ
142020159 弘前市 千年区域 齋藤　豪 ○ 水田 10,000 水稲
142020160 弘前市 千年区域 齋藤　豪 ○ 樹園地 30,000 リンゴ、果樹
142020171 弘前市 千年区域 村上　智仁 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020187 弘前市 千年区域 有限会社　ゆめりんご　代表取締役　平井　秀樹 ○ 樹園地 20,000 リンゴ、果樹
142020189 弘前市 千年区域 石岡　達人 ○ 樹園地 150,000 リンゴ
142020194 弘前市 千年区域 秋元　兼洋 ○ 畑 3,000 ネギ
142020199 弘前市 千年区域 吉川　賢宏 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020211 弘前市 千年区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
142020223 弘前市 千年区域 佐藤　修司 ○ 畑 500,000 野菜
152020232 弘前市 千年区域 農事組合法人　千年　代表理事　相馬　義二三 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
152020237 弘前市 千年区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020240 弘前市 千年区域 相馬　一喜 ○ 水田 5,000 水稲
152020241 弘前市 千年区域 相馬　一喜 ○ 樹園地 5,000 果樹
152020247 弘前市 千年区域 齊藤　雄成 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020271 弘前市 千年区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
152020295 弘前市 千年区域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
152020319 弘前市 千年区域 小笠原　稔 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
152020322 弘前市 千年区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
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162020331 弘前市 千年区域 工藤　文明 ○ 畑 8,000 ピーマン
162020332 弘前市 千年区域 川村　尚城 ○ 畑 12,000 ニンニク
162020343 弘前市 千年区域 高橋　応夫 ○ 畑 600 ネギ
162020348 弘前市 千年区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 千年区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 千年区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020377 弘前市 千年区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 2,000 アルストロメリア
172020406 弘前市 千年区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020413 弘前市 千年区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020427 弘前市 千年区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020474 弘前市 千年区域 成田　裕樹 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020487 弘前市 千年区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
182020493 弘前市 千年区域 齋藤　修記 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020507 弘前市 千年区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020525 弘前市 千年区域 岡本　貴史 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
192020537 弘前市 千年区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020538 弘前市 千年区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020557 弘前市 千年区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020558 弘前市 千年区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020576 弘前市 千年区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020590 弘前市 千年区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
202020623 弘前市 千年区域 名越　純一 ○ 畑 2,000 カボチャ、トウモロコシ
142020007 弘前市 東目屋区域 杉沢　則夫 ○ 水田 2,000 水稲
142020048 弘前市 東目屋区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 東目屋区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020050 弘前市 東目屋区域 中田　泰徳 ○ 水田 20,000 水稲、麦、大豆
142020053 弘前市 東目屋区域 三上　幸雄 ○ 水田 5,000 水稲
142020071 弘前市 東目屋区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020211 弘前市 東目屋区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
152020237 弘前市 東目屋区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020285 弘前市 東目屋区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
152020314 弘前市 東目屋区域 木村　嘉孝 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152020322 弘前市 東目屋区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020340 弘前市 東目屋区域 農事組合法人　にしめや　代表理事　桂田　正春 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆
162020348 弘前市 東目屋区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 東目屋区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 東目屋区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
172020391 弘前市 東目屋区域 三上　慎太郎 ○ 畑 5,000 モモ
172020403 弘前市 東目屋区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020408 弘前市 東目屋区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020414 弘前市 東目屋区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020428 弘前市 東目屋区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020475 弘前市 東目屋区域 成田　裕樹 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020508 弘前市 東目屋区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192020539 弘前市 東目屋区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020540 弘前市 東目屋区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020559 弘前市 東目屋区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020560 弘前市 東目屋区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020577 弘前市 東目屋区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020591 弘前市 東目屋区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
202020611 弘前市 東目屋区域 山内　英信 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
142020006 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小野　雅也 ○ 畑 5,000 野菜
142020012 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 工藤　正善 ○ 水田 50,000 水稲
142020015 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　設備技研オサナイ　代表取締役　小山内　隆一 ○ 水田 30,000 水稲
142020017 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 三浦　裕行 ○ 水田 100,000 水稲
142020018 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 鳴海　毅 ○ 水田 8,550 水稲
142020019 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 鳴海　毅 ○ 樹園地 12,960 リンゴ
142020021 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　津軽農園　代表取締役　棟方　健二 ○ 樹園地 50,000 リンゴ、モモ
142020037 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 神　直哉 ○ 水田 100,000 水稲
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142020047 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 蒔苗　博英 ○ 樹園地 1,500 リンゴ
142020048 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020056 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田ファーム株式会社　代表取締役　藤田　清勝 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
142020058 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 大川　周藏 ○ 水田 10,000 水稲
142020062 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 佐藤　経 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020068 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 石戸谷　久 ○ 水田 20,000 水稲
142020071 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020075 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　山本米菜園　代表取締役　山本　雅英 ○ 水田 50,000 水稲
142020076 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 山本　雅英 ○ 水田 50,000 水稲
142020081 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 大川　金光 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020082 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 相馬　政樹 ○ 水田 100,000 水稲
142020083 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 相馬　政樹 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020094 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 福島　彰 ○ 水田 100,000 水稲
142020095 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 成田　雄大 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020096 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小山内　勘一 ○ 水田 30,000 水稲
142020097 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 高谷　英治 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020106 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　彦廣 ○ 水田 30,000 水稲
142020108 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 五十嵐　清昭 ○ 水田 30,000 水稲
142020109 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 五十嵐　清昭 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
142020112 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 對馬　重則 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020125 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　一春 ○ 水田 100,000 水稲
142020126 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 山内　幸喜 ○ 水田 100,000 水稲
142020129 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小野　渉 ○ 水田 30,000 水稲
142020138 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 山本　修平 ○ 水田 10,000 水稲
142020143 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 葛西　健二 ○ 水田 50,000 水稲
142020153 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 久保田　勝二 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142020154 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 赤石農園　赤石　淳市 ○ 水田 20,000 水稲
142020155 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 赤石農園　赤石　淳市 ○ 畑 20,000 リンゴ
142020158 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 佐藤　光二 ○ 水田 50,000 水稲
142020161 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
142020163 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 三上　優 ○ 水田 5,000,000 水稲、大豆、小麦
142020164 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 松山　正喜 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
142020165 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　清勝 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
142020173 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 齋藤　良彦 ○ 畑 5,000 施設園芸
142020176 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 齋藤　良彦 ○ 水田 5,000 施設園芸
142020180 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 鈴木　徹 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、モモ
142020183 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 山内　喜代隆 ○ 水田 100,000 水稲
142020192 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 石岡　達人 ○ 樹園地 150,000 リンゴ
142020196 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　悠太 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020200 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小野　雅也 ○ 水田 10,000 水稲
142020201 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 葛西　孝徳 ○ 樹園地 40,000 リンゴ、果樹
142020211 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
142020216 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 鈴木　千鶴子 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020218 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 大鰐　丈之 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152020237 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020242 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 山本　哲治 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020249 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 合同会社　まっかなほんと　代表社員　對馬　正人 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
152020254 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　オヤマ・アグリサービス　代表取締役　小山　正人 ○ 水田 100,000 水稲
152020257 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 農事組合法人　かわにし　代表理事　成田　昭敏 ○ 水田 2,000,000 水稲、大豆、小麦
152020265 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 木村　定信 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020275 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
152020279 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 農事組合法人　はなわ　代表理事　前田　優考 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
152020281 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　広仁 ○ 水田 30,000 水稲
152020297 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
152020299 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 蒔苗　寛 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152020300 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 佐々木　誠一 ○ 水田 15,000 水稲
152020308 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小川　亜生 ○ 畑 5,000 野菜
152020312 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 木村　嘉孝 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
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152020317 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 三浦　裕行 ○ 畑 10,000 大豆
152020322 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020323 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小野　雅也 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152020324 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 髙谷　隆則 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
152020325 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 三浦　顯 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
152020326 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 齊藤　秋男 ○ 水田 4,000 水稲
162020329 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 工藤　千宜 ○ 水田 10,000 水稲
162020330 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 工藤　千宜 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162020346 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 齊藤　博 ○ 水田 10,000 水稲
162020347 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 齊藤　博 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
162020348 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020354 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 對馬　秀俊 ○ 水田 100,000 水稲
162020360 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小笠原　岩雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020369 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 成田　晃 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
162020380 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　設備技研オサナイ　代表取締役　小山内　隆一 ○ 畑 30,000 野菜
172020393 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 竹谷　誠 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
172020399 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 水田 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020400 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 樹園地 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020401 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 畑 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020402 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 草地 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020415 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020421 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 岩谷　繁巳 ○ 水田 6,000 水稲
172020429 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020435 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　健吾 ○ 水田 40,000 水稲
172020439 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020440 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020451 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 白沢　英喜 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020452 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　祐平 ○ 畑 20,000 ネギ
172020453 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 赤石　敦 ○ 畑 10,000 エダマメ（毛豆）
172020454 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 赤石　敦 ○ 草地 10,000 エダマメ（毛豆）
172020455 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 對馬　仁六 ○ 樹園地 5,000 リンゴ　他
172020456 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 農事組合法人　はなわ　代表理事　前田　優考 ○ 畑 100,000 大豆
172020458 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 象潟　昭仁 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020459 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 象潟　昭仁 ○ 畑 5,000 リンゴ
172020462 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 岩谷　弘 ○ 水田 3,000 水稲
172020463 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 相澤　功 ○ 水田 10,000 水稲
172020464 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 相澤　功 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
172020465 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 平山　正志 ○ 水田 5,000 水稲
172020466 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 平山　正志 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020467 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 成田　演章 ○ 水田 100,000 野菜
172020468 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 成田　演章 ○ 畑 100,000 野菜
172020469 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 成田　幸子 ○ 水田 100,000 野菜
172020470 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 成田　幸子 ○ 畑 100,000 野菜
182020481 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 赤石　淳市 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
182020500 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 對馬　努 ○ 樹園地 15,000 リンゴ
182020501 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　百姓堂本舗　代表取締役　高橋　哲史 ○ 樹園地 40,000 リンゴ
182020504 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020514 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 鈴木　克昌 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020515 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 合同会社　パープルウィンドウ　代表社員　工藤　昌弘 ○ 畑 16,000 リンゴ
182020516 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　ミカミ商事　代表取締役　三上　優 ○ 水田 100,000 水稲、大豆、小麦
182020518 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 藤田　政秀 ○ 水田 2,016 水稲
182020521 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 本田　譲 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
192020541 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020542 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020561 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020562 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020573 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 蒔苗　弘文 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
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192020578 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020592 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192020598 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 中田　泰徳 ○ 水田 20,000 水稲
192020599 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 小山　秀人 ○ 水田 3,000 水稲
192020602 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　ミウラファーム津軽　代表取締役　三浦　裕行 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020603 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　ミウラファーム津軽　代表取締役　三浦　裕行 ○ 畑 10,000 野菜
202020613 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　ＲＥＤ　ＡＰＰＬＥ　代表取締役　赤石　淳市 ○ 樹園地 1,000,000 リンゴ
202020616 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　ＲＥＤ　ＡＰＰＬＥ　代表取締役　赤石　淳市 ○ 水田 1,000,000 水稲
202020620 弘前市 藤代・船沢・高杉区域 株式会社　津軽農園　代表取締役　棟方　健二 ○ 水田 50,000 水稲
142020001 弘前市 新和区域 株式会社　澤田農産　代表　澤田　忠市 ○ 水田 30,000 水稲
142020036 弘前市 新和区域 神　直哉 ○ 水田 100,000 水稲
142020048 弘前市 新和区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 新和区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020057 弘前市 新和区域 對馬　幸誠 ○ 水田 20,000 水稲
142020059 弘前市 新和区域 大川　周藏 ○ 水田 10,000 水稲
142020060 弘前市 新和区域 株式会社　タナカふぁーむ　代表取締役　田中　清榮 ○ 水田 500,000 水稲
142020070 弘前市 新和区域 對馬　理則 ○ 水田 10,000 水稲
142020071 弘前市 新和区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020121 弘前市 新和区域 舘山　拓也 ○ 水田 100,000 水稲
142020122 弘前市 新和区域 舘山　毅 ○ 水田 100,000 水稲
142020150 弘前市 新和区域 葛西　与志則 ○ 水田 100,000 水稲
142020156 弘前市 新和区域 赤石農園　赤石　淳市 ○ 畑 20,000 リンゴ
142020211 弘前市 新和区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
142020217 弘前市 新和区域 大鰐　丈之 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152020237 弘前市 新和区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020277 弘前市 新和区域 奈良　徹也 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020282 弘前市 新和区域 藤田　広仁 ○ 水田 30,000 水稲
152020284 弘前市 新和区域 水木　良 ○ 水田 300,000 水稲
152020322 弘前市 新和区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020327 弘前市 新和区域 田中　正志 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
162020328 弘前市 新和区域 田中　正志 ○ 水田 20,000 水稲
162020348 弘前市 新和区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 新和区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 新和区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020352 弘前市 新和区域 下山　一二 ○ 水田 10,000 水稲
162020353 弘前市 新和区域 對馬　秀俊 ○ 水田 100,000 水稲
162020371 弘前市 新和区域 小野　雅也 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162020381 弘前市 新和区域 藤林　賢治 ○ 水田 20,000 リンゴ、野菜（施設栽培）
162020382 弘前市 新和区域 藤林　賢治 ○ 畑 20,000 リンゴ、野菜（施設栽培）
162020383 弘前市 新和区域 藤林　賢治 ○ 樹園地 20,000 リンゴ、野菜（施設栽培）
162020384 弘前市 新和区域 藤林　賢治 ○ 草地 20,000 リンゴ、野菜（施設栽培）
162020386 弘前市 新和区域 赤石　淳市 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
162020387 弘前市 新和区域 赤石　淳市 ○ 水田 20,000 ニンンク、ネギ　他
172020416 弘前市 新和区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020430 弘前市 新和区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020436 弘前市 新和区域 藤田　健吾 ○ 水田 40,000 水稲
172020441 弘前市 新和区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020442 弘前市 新和区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
182020479 弘前市 新和区域 農事組合法人　鬼楢営農組合　代表理事　工藤　信 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、麦
182020488 弘前市 新和区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
182020497 弘前市 新和区域 下山　和人 ○ 水田 15,000 水稲
182020509 弘前市 新和区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020520 弘前市 新和区域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 畑 500,000 野菜
182020526 弘前市 新和区域 中田　喜代光 ○ 水田 10,000 水稲
182020527 弘前市 新和区域 中田　喜代光 ○ 畑 10,000 野菜
192020543 弘前市 新和区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020544 弘前市 新和区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020563 弘前市 新和区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020564 弘前市 新和区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
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192020579 弘前市 新和区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020593 弘前市 新和区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192020607 弘前市 新和区域 株式会社　かさいファーム　代表取締役　葛西　与志則 ○ 水田 100,000 水稲
202020614 弘前市 新和区域 株式会社　ＲＥＤ　ＡＰＰＬＥ　代表取締役　赤石　淳市 ○ 樹園地 1,000,000 リンゴ
202020617 弘前市 新和区域 株式会社　ＲＥＤ　ＡＰＰＬＥ　代表取締役　赤石　淳市 ○ 水田 1,000,000 水稲
142020023 弘前市 裾野区域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 畑 500,000 ジャガイモ、ダイコン等
142020024 弘前市 裾野区域 小野　純一 ○ 畑 50,000 野菜
142020035 弘前市 裾野区域 神　直哉 ○ 水田 100,000 水稲
142020038 弘前市 裾野区域 農事組合法人　鬼丸農園　代表理事　奈良　慎太郎 ○ 畑 300,000 トマト、ニンジン、ニンニク、リンゴ、銀杏
142020046 弘前市 裾野区域 鳴海　秀美 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020048 弘前市 裾野区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 裾野区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020061 弘前市 裾野区域 株式会社　タナカふぁーむ　代表取締役　田中　清榮 ○ 水田 500,000 水稲
142020064 弘前市 裾野区域 丸岡　寛 ○ 樹園地 10,000 モモ　他
142020065 弘前市 裾野区域 小野　頼善 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020071 弘前市 裾野区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020099 弘前市 裾野区域 丸岡　政昭 ○ 水田 20,000 大豆
142020100 弘前市 裾野区域 丸岡　政昭 ○ 畑 20,000 大豆
142020103 弘前市 裾野区域 丸岡　喜美男 ○ 水田 40,000 大豆
142020104 弘前市 裾野区域 丸岡　喜美男 ○ 畑 40,000 大豆
142020110 弘前市 裾野区域 大鰐　丈之 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020208 弘前市 裾野区域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 草地 500,000 大豆、ジャガイモ、ダイコン
142020211 弘前市 裾野区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
152020237 弘前市 裾野区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020239 弘前市 裾野区域 農事組合法人　鬼楢営農組合　代表理事　工藤　信 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、麦
152020267 弘前市 裾野区域 江良　淑浩 ○ 畑 94,998 野菜
152020268 弘前市 裾野区域 江良　淑浩 ○ 水田 94,998 水稲
152020276 弘前市 裾野区域 奈良　徹也 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020293 弘前市 裾野区域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 畑 500,000 ソバ
152020316 弘前市 裾野区域 木村　仁 ○ 水田 100,000 水稲、大豆、麦
152020318 弘前市 裾野区域 寺田　優也 ○ 水田 30,000 水稲
152020321 弘前市 裾野区域 岩谷　繁巳 ○ 樹園地 6,000 リンゴ
152020322 弘前市 裾野区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020348 弘前市 裾野区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 裾野区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 裾野区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020372 弘前市 裾野区域 小野　雅也 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162020373 弘前市 裾野区域 丸岡　昭平 ○ 樹園地 10,000 モモ　他
162020389 弘前市 裾野区域 株式会社　ほのか　代表取締役　木村　賢一 ○ 水田 70,000 水稲、大豆
162020390 弘前市 裾野区域 株式会社　ほのか　代表取締役　木村　賢一 ○ 畑 70,000 水稲、大豆
172020394 弘前市 裾野区域 髙橋　貴志 ○ 樹園地 20,000 リンゴ、モモ、ナシ
172020417 弘前市 裾野区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020431 弘前市 裾野区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020443 弘前市 裾野区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020444 弘前市 裾野区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
182020489 弘前市 裾野区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
182020499 弘前市 裾野区域 農事組合法人　鬼楢営農組合　代表理事　工藤　信 ○ 畑 50,000 大豆、麦
182020510 弘前市 裾野区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020519 弘前市 裾野区域 大鰐　司 ○ 畑 20,000 ニンニク
192020529 弘前市 裾野区域 農事組合法人　中央地区農作業受託組合　代表理事　奈良岡　享 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
192020530 弘前市 裾野区域 千葉　正人 ○ 水田 10,000 水稲
192020531 弘前市 裾野区域 千葉　正人 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
192020545 弘前市 裾野区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020546 弘前市 裾野区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020565 弘前市 裾野区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020566 弘前市 裾野区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020580 弘前市 裾野区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020594 弘前市 裾野区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192020608 弘前市 裾野区域 株式会社　かさいファーム　代表取締役　葛西　与志則 ○ 水田 100,000 水稲
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202020621 弘前市 裾野区域 株式会社　津軽農園　代表取締役　棟方　健二 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
202020624 弘前市 裾野区域 髙橋　貴志 ○ 畑 20,000 リンゴ、モモ、ナシ
142020003 弘前市 石川区域 相馬　秀貴 ○ 水田 100,000 水稲
142020026 弘前市 石川区域 佐藤　修司 ○ 水田 500,000 水稲
142020033 弘前市 石川区域 伊藤　公正 ○ 水田 7,000 水稲
142020034 弘前市 石川区域 伊藤　公正 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020040 弘前市 石川区域 農事組合法人　ほりこしファーム　代表理事　佐藤　修司 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
142020043 弘前市 石川区域 農事組合法人　ほりこしファーム　代表理事　佐藤　修司 ○ 畑 1,000,000 野菜
142020048 弘前市 石川区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 石川区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020071 弘前市 石川区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020136 弘前市 石川区域 棟方　健 ○ 水田 5,000 水稲
142020182 弘前市 石川区域 三上　豊 ○ 水田 200,000 水稲、大豆
142020184 弘前市 石川区域 工藤　武俊 ○ 水田 10,000 水稲
142020206 弘前市 石川区域 工藤　敏修 ○ 樹園地 6,000 リンゴ
142020207 弘前市 石川区域 工藤　秀之 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020210 弘前市 石川区域 棟方　倫輝 ○ 水田 2,900 水稲
142020211 弘前市 石川区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
152020233 弘前市 石川区域 農事組合法人　千年　代表理事　相馬　義二三 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
152020237 弘前市 石川区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020250 弘前市 石川区域 農事組合法人　弘前東部地区営農組合　組合長　笹田　高明 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
152020269 弘前市 石川区域 白戸　理行 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
152020298 弘前市 石川区域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
152020322 弘前市 石川区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020342 弘前市 石川区域 高橋　応夫 ○ 畑 600 ネギ
162020348 弘前市 石川区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 石川区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 石川区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020357 弘前市 石川区域 棟方　倫輝 ○ 畑 1,000 野菜
162020374 弘前市 石川区域 對馬　一 ○ 水田 10,000 リンゴ
162020375 弘前市 石川区域 對馬　一 ○ 畑 10,000 リンゴ
162020376 弘前市 石川区域 對馬　一 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
172020404 弘前市 石川区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020407 弘前市 石川区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020418 弘前市 石川区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020432 弘前市 石川区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020460 弘前市 石川区域 齋藤　修記 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020478 弘前市 石川区域 高橋　応夫 ○ 水田 1,000 ネギ、ニンニク
182020490 弘前市 石川区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
182020494 弘前市 石川区域 白戸　理行 ○ 畑 3,000 エダマメ
182020505 弘前市 石川区域 農事組合法人　弘前東部地区営農組合　組合長　笹田　高明 ○ 畑 50,000 大豆
182020511 弘前市 石川区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020523 弘前市 石川区域 工藤　武俊 ○ 畑 10,000 野菜
182020528 弘前市 石川区域 山谷　敦則 ○ 水田 100,000 水稲
192020547 弘前市 石川区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020548 弘前市 石川区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020567 弘前市 石川区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020568 弘前市 石川区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020581 弘前市 石川区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020585 弘前市 石川区域 千葉　大地 ○ 水田 5,000 水稲
192020595 弘前市 石川区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192020604 弘前市 石川区域 相馬　一仁 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
192020606 弘前市 石川区域 工藤　徳雄 ○ 水田 100,000 水稲
192020609 弘前市 石川区域 工藤　学 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
192020610 弘前市 石川区域 工藤　学 ○ 畑 20,000 トマト
202020619 弘前市 石川区域 相馬　典久 ○ 水田 100,000 水稲
142020010 弘前市 岩木区域 戸澤　幸彦 ○ 水田 50,000 水稲、麦
142020011 弘前市 岩木区域 工藤　正善 ○ 水田 50,000 水稲
142020016 弘前市 岩木区域 株式会社　設備技研オサナイ　代表取締役　小山内　隆一 ○ 水田 30,000 水稲
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142020020 弘前市 岩木区域 前田　優考 ○ 水田 3,000 稲作
142020022 弘前市 岩木区域 小山　雅嗣 ○ 水田 100,000 水稲
142020048 弘前市 岩木区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 岩木区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020051 弘前市 岩木区域 中田　泰徳 ○ 水田 20,000 水稲、麦、大豆
142020063 弘前市 岩木区域 佐藤　経 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020071 弘前市 岩木区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020077 弘前市 岩木区域 三上　悦治 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
142020079 弘前市 岩木区域 三上　悦治 ○ 水田 70,000 水稲
142020093 弘前市 岩木区域 福島　彰 ○ 水田 100,000 水稲
142020098 弘前市 岩木区域 花田　勇一 ○ 水田 20,000 水稲
142020107 弘前市 岩木区域 農事組合法人　はなわ　代表理事　前田　優考 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142020117 弘前市 岩木区域 佐藤　尚光 ○ 樹園地 5,000 果樹
142020118 弘前市 岩木区域 芹川　良一 ○ 水田 10,000 水稲
142020120 弘前市 岩木区域 太田　耕一 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142020132 弘前市 岩木区域 木村　久榮 ○ 水田 5,000 水稲
142020137 弘前市 岩木区域 本間　建男 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020141 弘前市 岩木区域 花田　拓馬 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020144 弘前市 岩木区域 伊東　竜太 ○ 水田 1,000 ブドウ
142020145 弘前市 岩木区域 伊東　竜太 ○ 樹園地 1,000 ブドウ
142020146 弘前市 岩木区域 伊東　竜太 ○ 畑 1,000 ブドウ
142020147 弘前市 岩木区域 伊東　竜太 ○ 草地 1,000 ブドウ
142020151 弘前市 岩木区域 須藤　旦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020162 弘前市 岩木区域 三上　優 ○ 水田 5,000,000 水稲、大豆、小麦
142020175 弘前市 岩木区域 齋藤　良彦 ○ 畑 5,000 施設園芸
142020179 弘前市 岩木区域 齋藤　良彦 ○ 水田 5,000 施設園芸
142020181 弘前市 岩木区域 佐藤　修一 ○ 水田 100,000 水稲
142020191 弘前市 岩木区域 石岡　達人 ○ 樹園地 150,000 リンゴ
142020197 弘前市 岩木区域 木村　芳文 ○ 樹園地 5,000 果樹
142020202 弘前市 岩木区域 葛西　孝徳 ○ 樹園地 40,000 リンゴ、果樹
142020211 弘前市 岩木区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
142020222 弘前市 岩木区域 佐藤　恭之 ○ 畑 10,000 トウモロコシ
142020225 弘前市 岩木区域 前田　優考 ○ 畑 3,000 野菜、リンゴ
142020229 弘前市 岩木区域 株式会社　オヤマ・アグリサービス　代表取締役　小山　正人 ○ 水田 100,000 水稲
152020237 弘前市 岩木区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020251 弘前市 岩木区域 太田　博文 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
152020258 弘前市 岩木区域 杉沢　則夫 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
152020259 弘前市 岩木区域 杉沢　則夫 ○ 畑 5,000 水稲、ニンニク
152020264 弘前市 岩木区域 木村　定信 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020270 弘前市 岩木区域 葛西　良憲 ○ 樹園地 15,000 リンゴ
152020273 弘前市 岩木区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
152020286 弘前市 岩木区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
152020292 弘前市 岩木区域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 畑 500,000 ソバ
152020305 弘前市 岩木区域 久保田　勝二 ○ 畑 20,000 リンゴ、モモ
152020306 弘前市 岩木区域 福士　章逸 ○ 水田 30,000 水稲
152020307 弘前市 岩木区域 小川　亜生 ○ 畑 5,000 野菜
152020310 弘前市 岩木区域 栗原　勝春 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020311 弘前市 岩木区域 木村　嘉孝 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152020322 弘前市 岩木区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020334 弘前市 岩木区域 白沢　淳子 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020336 弘前市 岩木区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 畑 50,000 野菜、リンゴ
162020341 弘前市 岩木区域 農事組合法人　にしめや　代表理事　桂田　正春 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆
162020344 弘前市 岩木区域 齋藤　元成 ○ 水田 11,000 水稲
162020345 弘前市 岩木区域 大山　尚夫 ○ 樹園地 10,000 栗
162020345 弘前市 岩木区域 大山　尚夫 ○ 畑 10,000 栗
162020348 弘前市 岩木区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
162020349 弘前市 岩木区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 岩木区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
162020370 弘前市 岩木区域 成田　晃 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
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172020395 弘前市 岩木区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 水田 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020396 弘前市 岩木区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 樹園地 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020397 弘前市 岩木区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 畑 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020398 弘前市 岩木区域 株式会社　田村自然農園　代表取締役　田村　盛敬 ○ 草地 300,000 ソバ、トウモロコシ、夏ダイコン
172020419 弘前市 岩木区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020433 弘前市 岩木区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020445 弘前市 岩木区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020446 弘前市 岩木区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020449 弘前市 岩木区域 鳴海　勇治 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
172020457 弘前市 岩木区域 農事組合法人　はなわ　代表理事　前田　優考 ○ 畑 100,000 大豆
172020471 弘前市 岩木区域 齊藤　博 ○ 樹園地 7,000 リンゴ
182020483 弘前市 岩木区域 合同会社　戸澤農場　代表社員　戸澤　幸彦 ○ 水田 50,000 水稲、麦
182020484 弘前市 岩木区域 合同会社　戸澤農場　代表社員　戸澤　幸彦 ○ 畑 50,000 麦
182020495 弘前市 岩木区域 前田　優考 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
182020498 弘前市 岩木区域 長内　正光 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
182020502 弘前市 岩木区域 株式会社　百姓堂本舗　代表取締役　高橋　哲史 ○ 樹園地 40,000 リンゴ
182020512 弘前市 岩木区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020517 弘前市 岩木区域 株式会社　ミカミ商事　代表取締役　三上　優 ○ 水田 100,000 水稲、大豆、小麦
192020532 弘前市 岩木区域 自然食ねっと青森株式会社　代表取締役　森　昭治 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192020549 弘前市 岩木区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020550 弘前市 岩木区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020569 弘前市 岩木区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020570 弘前市 岩木区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020582 弘前市 岩木区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020584 弘前市 岩木区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
192020587 弘前市 岩木区域 今　大介 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192020596 弘前市 岩木区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
202020615 弘前市 岩木区域 株式会社　ＲＥＤ　ＡＰＰＬＥ　代表取締役　赤石　淳市 ○ 樹園地 1,000,000 リンゴ
202020618 弘前市 岩木区域 株式会社　ＲＥＤ　ＡＰＰＬＥ　代表取締役　赤石　淳市 ○ 水田 1,000,000 水稲
142020009 弘前市 相馬区域 有限会社　せいの農園　代表取締役　清野　俊博 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142020009 弘前市 相馬区域 有限会社　せいの農園　代表取締役　清野　俊博 ○ 畑 20,000 リンゴ
142020048 弘前市 相馬区域 鳴海　修一 ○ 水田 200,000 水稲
142020049 弘前市 相馬区域 鳴海　修一 ○ 畑 700,000 ソバ、大豆、麦
142020052 弘前市 相馬区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 水田 38,000 野菜
142020069 弘前市 相馬区域 山内　清弘 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020071 弘前市 相馬区域 笹森　国勝 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020092 弘前市 相馬区域 福田　久春 ○ 水田 100,000 水稲
142020116 弘前市 相馬区域 今　憲幸 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020119 弘前市 相馬区域 山崎　繁明 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020123 弘前市 相馬区域 花田　勇人 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142020124 弘前市 相馬区域 花田　勇人 ○ 水田 100,000 水稲
142020142 弘前市 相馬区域 花田　拓馬 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020152 弘前市 相馬区域 須藤　旦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142020157 弘前市 相馬区域 須藤　克信 ○ 樹園地 3,300 果樹
142020170 弘前市 相馬区域 村上　智仁 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142020190 弘前市 相馬区域 石岡　達人 ○ 樹園地 150,000 リンゴ
142020211 弘前市 相馬区域 佐々木　康夫 ○ 水田 100,000 水稲
142020219 弘前市 相馬区域 成田　由弘 ○ 水田 5,000 水稲
142020224 弘前市 相馬区域 山内　秀雄 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152020237 弘前市 相馬区域 小山内　信市 ○ 水田 2,000 水稲
152020238 弘前市 相馬区域 中澤　つるゑ ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152020248 弘前市 相馬区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 畑 38,000 野菜
152020260 弘前市 相馬区域 杉沢　則夫 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
152020261 弘前市 相馬区域 杉沢　則夫 ○ 畑 5,000 水稲、ニンニク
152020272 弘前市 相馬区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
152020283 弘前市 相馬区域 中田　泰徳 ○ 水田 20,000 水稲、麦、大豆
152020322 弘前市 相馬区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162020337 弘前市 相馬区域 農事組合法人　しみず　代表理事　石山　容子 ○ 水田 100,000 大豆、水稲
162020348 弘前市 相馬区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 10,000 カシス
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162020349 弘前市 相馬区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 10,000 カシス
162020350 弘前市 相馬区域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 10,000 カシス
172020420 弘前市 相馬区域 株式会社　設備技研イワキ　代表取締役　田村　博文 ○ 水田 30,000 水稲
172020434 弘前市 相馬区域 佐藤　俊司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
172020447 弘前市 相馬区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 水田 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020448 弘前市 相馬区域 合同会社　アースジャパン弘前　代表社員　髙田　理香 ○ 畑 30,000 アルストロメリア、ニンニク
172020476 弘前市 相馬区域 成田　裕樹 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020491 弘前市 相馬区域 西沢　幸司 ○ 水田 20,000 水稲
182020513 弘前市 相馬区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182020524 弘前市 相馬区域 岡本　貴史 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
192020551 弘前市 相馬区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 樹園地 100,000 アンズ、リンゴ
192020552 弘前市 相馬区域 ひろさき夢興社株式会社　代表取締役　齋藤　ひとみ ○ 畑 100,000 ニンニク、アンズ、リンゴ
192020571 弘前市 相馬区域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
192020572 弘前市 相馬区域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
192020583 弘前市 相馬区域 株式会社　エムケイ商事　代表取締役　工藤　正善 ○ 水田 1,000,000 水稲
192020597 弘前市 相馬区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142040001 黒石市 沖揚平区域 有限会社　サンファーム・きょうはん　代表取締役　北山　敏次 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040028 黒石市 沖揚平区域 今　隆俊 ○ 水田 200,000 水稲
142040048 黒石市 沖揚平区域 京野　克彦 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040049 黒石市 沖揚平区域 櫻田　行雄 ○ 水田 700,000 水稲
142040056 黒石市 沖揚平区域 福山　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040083 黒石市 沖揚平区域 櫻田　行雄 ○ 畑 200,000 レタス､キャベツほか
152040098 黒石市 沖揚平区域 中西　繁昭 ○ 水田 10,000 水稲
162040125 黒石市 沖揚平区域 有限会社　サニタスガーデン　代表取締役　山田　広冶 ○ 畑 8,000 レタス、キャベツ
172040141 黒石市 沖揚平区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
192040157 黒石市 沖揚平区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
192040162 黒石市 沖揚平区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142040001 黒石市 厚目内区域 有限会社　サンファーム・きょうはん　代表取締役　北山　敏次 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040028 黒石市 厚目内区域 今　隆俊 ○ 水田 200,000 水稲
142040030 黒石市 厚目内区域 有限会社　石田・農園　代表取締役　石田　定伊 ○ 畑 100,000 野菜
142040048 黒石市 厚目内区域 京野　克彦 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040049 黒石市 厚目内区域 櫻田　行雄 ○ 水田 700,000 水稲
142040056 黒石市 厚目内区域 福山　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040083 黒石市 厚目内区域 櫻田　行雄 ○ 畑 200,000 レタス､キャベツほか
152040097 黒石市 厚目内区域 石黒　司 ○ 畑 50,000 ダイコン、ニンジン
152040098 黒石市 厚目内区域 中西　繁昭 ○ 水田 10,000 水稲
162040126 黒石市 厚目内区域 有限会社　サニタスガーデン　代表取締役　山田　広冶 ○ 畑 2,000 レタス、キャベツ
172040142 黒石市 厚目内区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
192040157 黒石市 厚目内区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
192040162 黒石市 厚目内区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142040001 黒石市 中野区域 有限会社　サンファーム・きょうはん　代表取締役　北山　敏次 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040014 黒石市 中野区域 櫻庭　大輔 ○ 樹園地 1,500 リンゴ
142040020 黒石市 中野区域 櫻庭　大輔 ○ 水田 50,000 水稲
142040028 黒石市 中野区域 今　隆俊 ○ 水田 200,000 水稲
142040048 黒石市 中野区域 京野　克彦 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040049 黒石市 中野区域 櫻田　行雄 ○ 水田 700,000 水稲
142040056 黒石市 中野区域 福山　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040083 黒石市 中野区域 櫻田　行雄 ○ 畑 200,000 レタス､キャベツほか
152040098 黒石市 中野区域 中西　繁昭 ○ 水田 10,000 水稲
162040119 黒石市 中野区域 石澤　岩雄 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
162040127 黒石市 中野区域 有限会社　サニタスガーデン　代表取締役　山田　広冶 ○ 畑 2,000 レタス、キャベツ
172040143 黒石市 中野区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
192040157 黒石市 中野区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
192040162 黒石市 中野区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142040001 黒石市 山形区域 有限会社　サンファーム・きょうはん　代表取締役　北山　敏次 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040002 黒石市 山形区域 農事組合法人　山形水稲営農組合　代表理事　木村　功 ○ 水田 20,000 水稲
142040003 黒石市 山形区域 佐藤　睦雄 ○ 水田 25,000 水稲
142040007 黒石市 山形区域 佐山　孝文 ○ 水田 33,000 水稲
142040012 黒石市 山形区域 千葉　心 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
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142040013 黒石市 山形区域 千葉　心 ○ 水田 5,000 水稲
142040015 黒石市 山形区域 櫻庭　大輔 ○ 樹園地 1,500 リンゴ
142040016 黒石市 山形区域 櫻庭　大輔 ○ 水田 15,000 水稲
142040028 黒石市 山形区域 今　隆俊 ○ 水田 200,000 水稲
142040033 黒石市 山形区域 伊藤　徹 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040036 黒石市 山形区域 工藤　勝彦 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142040048 黒石市 山形区域 京野　克彦 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040049 黒石市 山形区域 櫻田　行雄 ○ 水田 700,000 水稲
142040050 黒石市 山形区域 工藤　峰雄 ○ 畑 1,200 リンゴ
142040056 黒石市 山形区域 福山　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040068 黒石市 山形区域 佐藤　隆治 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142040077 黒石市 山形区域 工藤　義充 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040078 黒石市 山形区域 佐藤　幸二 ○ 水田 18,000 水稲
142040083 黒石市 山形区域 櫻田　行雄 ○ 畑 200,000 レタス､キャベツほか
152040091 黒石市 山形区域 髙橋　等 ○ 水田 2,500 水稲
152040098 黒石市 山形区域 中西　繁昭 ○ 水田 10,000 水稲
152040099 黒石市 山形区域 村元　譲治 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
152040114 黒石市 山形区域 鳴海　清 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152040115 黒石市 山形区域 木村　篤志 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
152040115 黒石市 山形区域 木村　篤志 ○ 水田 5,000 リンゴ
162040128 黒石市 山形区域 有限会社　サニタスガーデン　代表取締役　山田　広冶 ○ 畑 2,000 レタス、キャベツ
162040136 黒石市 山形区域 工藤　和男 ○ 水田 3,000 水稲
172040140 黒石市 山形区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
172040147 黒石市 山形区域 倉内　信一 ○ 畑 5,000 モモ
182040155 黒石市 山形区域 工藤　和男 ○ 水田 10,000 水稲
192040157 黒石市 山形区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
192040162 黒石市 山形区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192040165 黒石市 山形区域 伊藤　智彦 ○ 樹園地 5,000 トマト
192040165 黒石市 山形区域 伊藤　智彦 ○ 畑 5,000 トマト
192040170 黒石市 山形区域 鎌田　宗稔 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142040001 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 有限会社　サンファーム・きょうはん　代表取締役　北山　敏次 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040006 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 佐藤　睦雄 ○ 水田 25,000 水稲
142040018 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 櫻庭　大輔 ○ 水田 20,000 水稲
142040028 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 今　隆俊 ○ 水田 200,000 水稲
142040037 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 佐藤　秀利 ○ 水田 6,000 水稲
142040048 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 京野　克彦 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040049 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 櫻田　行雄 ○ 水田 700,000 水稲
142040052 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 木立　康行 ○ 水田 40,000 水稲
142040056 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 福山　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040059 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 農事組合法人　浅瀬石水稲生産組合　代表理事　佐藤　功 ○ 水田 300,000 水稲
142040070 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 佐藤　義尚 ○ 水田 25,000 水稲
142040073 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 須藤　仁志 ○ 水田 10,000 水稲
142040083 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 櫻田　行雄 ○ 畑 200,000 レタス､キャベツほか
142040084 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
152040087 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 佐藤　信博 ○ 樹園地 8,000 リンゴ
152040093 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 小森　和彦 ○ 水田 20,000 水稲
152040094 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 農事組合法人　アグリ田舎館　代表理事　工藤　秀範 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
152040098 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 中西　繁昭 ○ 水田 10,000 水稲
152040102 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 農事組合法人　金屋水稲生産組合　代表理事　佐藤　幸久 ○ 水田 100,000 水稲
152040108 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 葛西　優彦 ○ 水田 10,000 水稲
162040129 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 有限会社　サニタスガーデン　代表取締役　山田　広冶 ○ 畑 2,000 レタス、キャベツ
162040132 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 福井　康重 ○ 水田 30,000 水稲
172040139 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 400,000 水稲
192040157 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
192040159 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 後藤　秀憲 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
192040159 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 後藤　秀憲 ○ 水田 20,000 水稲
192040161 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 葛西　勝幸 ○ 水田 5,000 水稲
192040162 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192040163 黒石市 浅瀬石・追子野木区域 株式会社　福井農園　代表取締役　福井　康重 ○ 水田 1,700 水稲
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142040001 黒石市 黒石区域 有限会社　サンファーム・きょうはん　代表取締役　北山　敏次 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040004 黒石市 黒石区域 佐藤　睦雄 ○ 水田 25,000 水稲
142040009 黒石市 黒石区域 佐山　孝文 ○ 水田 34,000 水稲
142040010 黒石市 黒石区域 佐藤　英次 ○ 水田 50,000 水稲
142040019 黒石市 黒石区域 櫻庭　大輔 ○ 水田 20,000 水稲
142040021 黒石市 黒石区域 成田　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040022 黒石市 黒石区域 大平　裕和 ○ 水田 200,000 水稲
142040025 黒石市 黒石区域 澤　有成 ○ 水田 40,000 水稲
142040027 黒石市 黒石区域 木立　大志 ○ 水田 30,000 水稲
142040028 黒石市 黒石区域 今　隆俊 ○ 水田 200,000 水稲
142040029 黒石市 黒石区域 館野　哲雄 ○ 水田 100,000 水稲
142040038 黒石市 黒石区域 石澤　孝知 ○ 水田 240,000 水稲
142040039 黒石市 黒石区域 鈴木　志功 ○ 水田 20,000 水稲
142040040 黒石市 黒石区域 斎藤　定徳 ○ 水田 100,000 水稲
142040041 黒石市 黒石区域 澤　広康 ○ 水田 30,000 水稲
142040046 黒石市 黒石区域 種市　誠 ○ 水田 30,000 水稲
142040048 黒石市 黒石区域 京野　克彦 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040049 黒石市 黒石区域 櫻田　行雄 ○ 水田 700,000 水稲
142040053 黒石市 黒石区域 木立　康行 ○ 水田 40,000 水稲
142040053 黒石市 黒石区域 木立　康行 ○ 畑 40,000 ニンニク
142040055 黒石市 黒石区域 鈴木　一夫 ○ 水田 32,000 水稲
142040056 黒石市 黒石区域 福山　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040057 黒石市 黒石区域 髙木　一弥 ○ 水田 25,000 水稲
142040060 黒石市 黒石区域 工藤　文秀 ○ 水田 4,000 水稲
142040061 黒石市 黒石区域 工藤　文秀 ○ 畑 3,000 キャベツ
142040062 黒石市 黒石区域 工藤　文秀 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142040066 黒石市 黒石区域 工藤　秀行 ○ 水田 10,000 水稲
142040069 黒石市 黒石区域 髙田　政彦 ○ 水田 8,000 水稲
142040071 黒石市 黒石区域 佐山　秀夫 ○ 水田 10,000 水稲
142040072 黒石市 黒石区域 須藤　仁志 ○ 水田 10,000 水稲
142040074 黒石市 黒石区域 中田　鐘一 ○ 水田 30,000 水稲
142040075 黒石市 黒石区域 木立　正子 ○ 水田 3,000 水稲
142040079 黒石市 黒石区域 佐々木　禮子 ○ 水田 20,000 水稲
142040080 黒石市 黒石区域 鈴木　哲也 ○ 水田 5,000 水稲
142040081 黒石市 黒石区域 築舘　秀範 ○ 水田 20,000 水稲
142040083 黒石市 黒石区域 櫻田　行雄 ○ 畑 200,000 レタス､キャベツほか
142040086 黒石市 黒石区域 種市　鉄美 ○ 水田 6,000 水稲
152040088 黒石市 黒石区域 猪股　光広 ○ 水田 30,000 水稲
152040089 黒石市 黒石区域 中村　喜家 ○ 水田 5,000 水稲
152040090 黒石市 黒石区域 福士　裕一 ○ 水田 3,000 水稲
152040095 黒石市 黒石区域 種市　義則 ○ 水田 10,000 水稲
152040096 黒石市 黒石区域 石澤　良子 ○ 水田 20,000 水稲
152040098 黒石市 黒石区域 中西　繁昭 ○ 水田 10,000 水稲
152040100 黒石市 黒石区域 加藤　和夫 ○ 水田 50,000 水稲
152040101 黒石市 黒石区域 鈴木　孝尚 ○ 水田 10,000 水稲
152040103 黒石市 黒石区域 佐々木　惠藏 ○ 畑 1,300 野菜
152040104 黒石市 黒石区域 猪股　金良 ○ 水田 20,000 水稲
152040105 黒石市 黒石区域 前田　金益 ○ 水田 12,000 水稲
152040106 黒石市 黒石区域 平山　清逸 ○ 水田 30,000 水稲
152040110 黒石市 黒石区域 中山　勝晴 ○ 水田 10,000 水稲
152040111 黒石市 黒石区域 佐藤　良隆 ○ 水田 9,000 水稲
152040113 黒石市 黒石区域 福原　峰人 ○ 水田 50,000 水稲
152040116 黒石市 黒石区域 株式会社　興農ファームあおもり　代表取締役　鈴木　哲也 ○ 水田 50,000 水稲、ブロッコリー
152040117 黒石市 黒石区域 株式会社　興農ファームあおもり　代表取締役　鈴木　哲也 ○ 畑 50,000 水稲、ブロッコリー
162040120 黒石市 黒石区域 種市　泰秀 ○ 水田 35,000 水稲
162040122 黒石市 黒石区域 鎌田　誠二 ○ 水田 30,000 水稲
162040123 黒石市 黒石区域 花田　悦子 ○ 水田 2,000 水稲
162040124 黒石市 黒石区域 千葉　清秀 ○ 水田 2,400 水稲
162040130 黒石市 黒石区域 有限会社　サニタスガーデン　代表取締役　山田　広冶 ○ 畑 2,000 レタス、キャベツ
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162040133 黒石市 黒石区域 木立　孝利 ○ 水田 7,000 水稲
162040137 黒石市 黒石区域 澁川　一志 ○ 水田 2,000 水稲
172040138 黒石市 黒石区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 400,000 水稲
172040145 黒石市 黒石区域 猪股　俊策 ○ 水田 100,000 水稲
172040146 黒石市 黒石区域 鈴木　堅三 ○ 水田 20,000 水稲
172040149 黒石市 黒石区域 種市　美夏 ○ 畑 10,000 イチゴ
172040150 黒石市 黒石区域 齋藤　和彦 ○ 水田 20,000 水稲
182040151 黒石市 黒石区域 木立　智仁 ○ 水田 40,000 水稲
182040153 黒石市 黒石区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192040156 黒石市 黒石区域 白戸　陽平 ○ 水田 500,000 水稲
192040157 黒石市 黒石区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
192040158 黒石市 黒石区域 雪田　正春 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
192040160 黒石市 黒石区域 澤　幸佑 ○ 水田 10,000 ネギ
192040160 黒石市 黒石区域 澤　幸佑 ○ 草地 10,000 ネギ
192040160 黒石市 黒石区域 澤　幸佑 ○ 畑 10,000 ネギ
192040162 黒石市 黒石区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192040166 黒石市 黒石区域 株式会社　ライスファクトリー　代表取締役　白戸　陽平 ○ 水田 500,000 水稲
192040167 黒石市 黒石区域 株式会社　マインズイノベーション　代表取締役　福原　峰人 ○ 水田 700,000 水稲
192040168 黒石市 黒石区域 玉田　義正 ○ 水田 10,000 水稲
192040169 黒石市 黒石区域 髙田　晃司 ○ 水田 10,000 水稲
192040171 黒石市 黒石区域 有限会社　奈良岡ファーム　代表取締役　奈良岡　文英 ○ 水田 20,000 リンゴ
202040172 黒石市 黒石区域 清藤　雄太 ○ 水田 100,000 水稲
142040001 黒石市 六郷区域 有限会社　サンファーム・きょうはん　代表取締役　北山　敏次 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040005 黒石市 六郷区域 佐藤　睦雄 ○ 水田 25,000 水稲
142040008 黒石市 六郷区域 佐山　孝文 ○ 水田 33,000 水稲
142040011 黒石市 六郷区域 佐藤　英次 ○ 水田 50,000 水稲
142040017 黒石市 六郷区域 櫻庭　大輔 ○ 水田 15,000 水稲
142040026 黒石市 六郷区域 澤　有成 ○ 水田 10,000 水稲
142040028 黒石市 六郷区域 今　隆俊 ○ 水田 200,000 水稲
142040031 黒石市 六郷区域 宇野　弘樹 ○ 畑 2,000 野菜
142040032 黒石市 六郷区域 宇野　弘樹 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142040042 黒石市 六郷区域 澤　広康 ○ 水田 30,000 水稲
142040043 黒石市 六郷区域 山口　孝一 ○ 水田 20,000 水稲
142040044 黒石市 六郷区域 宇野　寿 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142040045 黒石市 六郷区域 （株）青森りんごランド　代表　津川　登 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142040048 黒石市 六郷区域 京野　克彦 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
142040049 黒石市 六郷区域 櫻田　行雄 ○ 水田 700,000 水稲
142040051 黒石市 六郷区域 村上　猛 ○ 水田 1,800 水稲
142040054 黒石市 六郷区域 木立　康行 ○ 水田 50,000 水稲
142040056 黒石市 六郷区域 福山　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142040058 黒石市 六郷区域 髙木　一弥 ○ 水田 25,000 水稲
142040063 黒石市 六郷区域 工藤　文秀 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142040064 黒石市 六郷区域 工藤　文秀 ○ 水田 4,000 水稲
142040065 黒石市 六郷区域 工藤　文秀 ○ 畑 3,000 キャベツ
142040067 黒石市 六郷区域 工藤　秀行 ○ 水田 10,000 水稲
142040076 黒石市 六郷区域 木立　正子 ○ 水田 3,000 水稲
142040081 黒石市 六郷区域 築舘　秀範 ○ 水田 20,000 水稲
142040082 黒石市 六郷区域 大平　健司 ○ 水田 2,000 水稲
142040083 黒石市 六郷区域 櫻田　行雄 ○ 畑 200,000 レタス､キャベツほか
142040084 黒石市 六郷区域 大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
142040085 黒石市 六郷区域 兼平　隆行 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152040092 黒石市 六郷区域 後藤　昭一 ○ 畑 40,000 ニンニク
152040098 黒石市 六郷区域 中西　繁昭 ○ 水田 10,000 水稲
152040107 黒石市 六郷区域 佐々木　直哉 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152040109 黒石市 六郷区域 佐藤　勇 ○ 水田 13,000 水稲
152040112 黒石市 六郷区域 宇野　信市 ○ 水田 10,000 水稲
162040118 黒石市 六郷区域 村上　啓二 ○ 水田 3,000 水稲
162040121 黒石市 六郷区域 鎌田　誠二 ○ 水田 30,000 水稲
162040131 黒石市 六郷区域 有限会社　サニタスガーデン　代表取締役　山田　広冶 ○ 畑 2,000 レタス、キャベツ
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162040134 黒石市 六郷区域 木立　孝利 ○ 水田 3,000 水稲
162040135 黒石市 六郷区域 林　久利 ○ 水田 50,000 水稲
172040144 黒石市 六郷区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
172040148 黒石市 六郷区域 宇野　剛 ○ 畑 5,000 リンゴ
182040152 黒石市 六郷区域 木立　智仁 ○ 水田 40,000 水稲
182040154 黒石市 六郷区域 宇野　賀一 ○ 水田 5,000 水稲
192040157 黒石市 六郷区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 500,000 水稲
192040158 黒石市 六郷区域 雪田　正春 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
192040160 黒石市 六郷区域 澤　幸佑 ○ 水田 10,000 ネギ
192040160 黒石市 六郷区域 澤　幸佑 ○ 草地 10,000 ネギ
192040160 黒石市 六郷区域 澤　幸佑 ○ 畑 10,000 ネギ
192040162 黒石市 六郷区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
192040165 黒石市 六郷区域 伊藤　智彦 ○ 樹園地 5,000 トマト
192040165 黒石市 六郷区域 伊藤　智彦 ○ 畑 5,000 トマト
192040169 黒石市 六郷区域 髙田　晃司 ○ 水田 10,000 水稲
142100004 平川市 平賀区域 奈良　優 ○ 畑 50,000 野菜
142100005 平川市 平賀区域 長内　龍 ○ 畑 50,000 野菜
142100006 平川市 平賀区域 笹村　和也 ○ 畑 50,000 野菜
142100007 平川市 平賀区域 葛西　隆文 ○ 水田 5,000 水稲
142100010 平川市 平賀区域 株式会社　福井農園　代表取締役　福井　康重 ○ 水田 150,000 水稲
142100011 平川市 平賀区域 阿部　純 ○ 水田 30,000 水稲
142100014 平川市 平賀区域 須々田　清光 ○ 水田 30,000 水稲
142100016 平川市 平賀区域 工藤　憲児 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142100018 平川市 平賀区域 対馬　奨吾 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100022 平川市 平賀区域 齊藤　嗣郎 ○ 水田 100,000 水稲
142100024 平川市 平賀区域 古川　富士雄 ○ 水田 70,000 水稲
142100024 平川市 平賀区域 古川　富士雄 ○ 畑 70,000 水稲
142100026 平川市 平賀区域 株式会社　そと川りんご園　代表取締役　外川　清孝 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142100028 平川市 平賀区域 秋元　德則 ○ 水田 100,000 水稲
142100029 平川市 平賀区域 對馬　明宏 ○ 水田 20,000 水稲
142100030 平川市 平賀区域 工藤　夏子 ○ 畑 800 ミニトマト
142100031 平川市 平賀区域 齋藤　年代且 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100033 平川市 平賀区域 岩渕　琢緒 ○ 水田 50,000 水稲
142100034 平川市 平賀区域 阿部　義則 ○ 水田 3,000 水稲
142100039 平川市 平賀区域 葛西　有二 ○ 水田 100,000 水稲
142100040 平川市 平賀区域 葛西　有二 ○ 樹園地 100,000 果樹等
142100047 平川市 平賀区域 小林　政義 ○ 畑 10,000 ニンジン
142100051 平川市 平賀区域 山口　辰弘 ○ 水田 30,000 水稲
142100052 平川市 平賀区域 山口　辰弘 ○ 樹園地 30,000 果樹
142100053 平川市 平賀区域 山口　辰弘 ○ 畑 30,000 野菜
142100057 平川市 平賀区域 山口　健太郎 ○ 水田 30,000 水稲
142100058 平川市 平賀区域 山口　健太郎 ○ 樹園地 30,000 果樹
142100059 平川市 平賀区域 山口　健太郎 ○ 畑 30,000 野菜
142100060 平川市 平賀区域 櫛引　長治 ○ 水田 20,000 水稲
142100061 平川市 平賀区域 田中　勝徳 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
142100064 平川市 平賀区域 奈良　寧 ○ 水田 100,000 水稲
142100065 平川市 平賀区域 岩渕　聖 ○ 水田 9,000 水稲
142100066 平川市 平賀区域 福士　和彦 ○ 水田 2,000 ミニトマト
142100067 平川市 平賀区域 赤平　源逸 ○ 水田 20,000 水稲
142100068 平川市 平賀区域 今井　幸彦 ○ 水田 100,000 水稲
142100069 平川市 平賀区域 滝本　祐一 ○ 水田 20,000 水稲
142100070 平川市 平賀区域 農事組合法人　滝本水稲生産組合　代表理事　小山内　忠道 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142100071 平川市 平賀区域 葛西　孝雄 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142100074 平川市 平賀区域 佐藤　義尚 ○ 水田 25,000 水稲
142100075 平川市 平賀区域 佐藤　義尚 ○ 樹園地 25,000 リンゴ
142100076 平川市 平賀区域 須藤　義人 ○ 水田 80,000 水稲
142100077 平川市 平賀区域 對馬　哲行 ○ 水田 10,000 水稲
142100078 平川市 平賀区域 三浦　哲治 ○ 水田 10,000 水稲
142100081 平川市 平賀区域 對馬　譲治 ○ 水田 100,000 水稲
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142100082 平川市 平賀区域 木村　章悦 ○ 水田 100,000 水稲
142100083 平川市 平賀区域 工藤　庄司 ○ 水田 30,000 水稲
142100088 平川市 平賀区域 古川　順一 ○ 水田 30,000 水稲
142100091 平川市 平賀区域 成田　一之 ○ 水田 30,000 水稲
142100092 平川市 平賀区域 櫻田　行雄 ○ 水田 100,000 水稲
142100092 平川市 平賀区域 櫻田　行雄 ○ 畑 100,000 レタス、キャベツ
142100095 平川市 平賀区域 農事組合法人　金屋水稲生産組合　代表理事　佐藤　幸久 ○ 水田 100,000 水稲
142100100 平川市 平賀区域 小笠原　昭治 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142100101 平川市 平賀区域 農事組合法人　ほりこしファーム　代表理事　佐藤　修司 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142100104 平川市 平賀区域 山田　文近 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
142100105 平川市 平賀区域 野里　仁志 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142100106 平川市 平賀区域 直井　達也 ○ 水田 10,000 水稲
142100107 平川市 平賀区域 直井　達也 ○ 畑 10,000 ニンジン
142100108 平川市 平賀区域 比内　保幸 ○ 畑 10,000 ダイコン、こかぶ
142100110 平川市 平賀区域 株式会社　釈迦のりんご園　工藤　秀明 ○ 水田 5,000 リンゴ
142100111 平川市 平賀区域 株式会社　釈迦のりんご園　工藤　秀明 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100113 平川市 平賀区域 小田桐　祐隆 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
142100114 平川市 平賀区域 工藤　隆樹 ○ 水田 10,000 水稲
142100115 平川市 平賀区域 齋藤　勇二 ○ 畑 15,000 野菜
142100117 平川市 平賀区域 工藤　久明 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100118 平川市 平賀区域 齋藤　誠 ○ 畑 10,000 野菜
142100119 平川市 平賀区域 古川　正一 ○ 水田 10,000 水稲
142100120 平川市 平賀区域 葛西　正人 ○ 畑 10,000 野菜
142100121 平川市 平賀区域 小林　哲也 ○ 畑 10,000 野菜
142100123 平川市 平賀区域 三浦　勝志 ○ 畑 10,000 野菜
142100124 平川市 平賀区域 角田　俊明 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142100125 平川市 平賀区域 栗林　定利 ○ 水田 30,000 水稲
142100126 平川市 平賀区域 大川　喜慎 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142100128 平川市 平賀区域 農事組合法人　中央地区農作業受託組合　代表理事　奈良岡　享 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142100132 平川市 平賀区域 小林　史明 ○ 水田 50,000 水稲
142100134 平川市 平賀区域 農事組合法人　弘前東部地区営農組合　組合長　笹田　高明 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142100135 平川市 平賀区域 小林　則幸 ○ 畑 30,000 野菜
142100144 平川市 平賀区域 株式会社　グリーンファーム農家蔵　代表取締役　佐藤　正彦 ○ 樹園地 25,000 リンゴ
142100146 平川市 平賀区域 福村　直樹 ○ 畑 20,000 野菜
142100147 平川市 平賀区域 谷川　強 ○ 畑 20,000 野菜
142100148 平川市 平賀区域 谷川　邦人 ○ 畑 10,000 野菜
142100150 平川市 平賀区域 今　公一郎 ○ 畑 10,000 野菜
142100151 平川市 平賀区域 佐藤　厚雄 ○ 畑 10,000 ニンニク
142100152 平川市 平賀区域 佐藤　厚雄 ○ 水田 10,000 ニンニク
142100153 平川市 平賀区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 30,000 水稲
142100155 平川市 平賀区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 畑 6,000 ニンニク
142100157 平川市 平賀区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100160 平川市 平賀区域 佐藤　修司 ○ 水田 10,000 水稲
142100161 平川市 平賀区域 古川　浩誠 ○ 水田 100,000 水稲
142100162 平川市 平賀区域 八木橋　均 ○ 水田 100,000 リンゴ
142100163 平川市 平賀区域 八木橋　均 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142100164 平川市 平賀区域 八木橋　均 ○ 畑 100,000 リンゴ
142100168 平川市 平賀区域 小笠原　奏平 ○ 樹園地 9,700 リンゴ
142100169 平川市 平賀区域 桑田　亨 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
142100002 平川市 尾上区域 一戸　正志 ○ 水田 50,000 水稲
142100009 平川市 尾上区域 株式会社　福井農園　代表取締役　福井　康重 ○ 水田 200,000 水稲
142100009 平川市 尾上区域 株式会社　福井農園　代表取締役　福井　康重 ○ 畑 200,000 野菜
142100012 平川市 尾上区域 阿部　純 ○ 水田 30,000 水稲
142100015 平川市 尾上区域 工藤　憲児 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142100019 平川市 尾上区域 松田　泰秀 ○ 水田 200,000 水稲
142100021 平川市 尾上区域 山本　義美 ○ 水田 3,000 水稲
142100023 平川市 尾上区域 三浦　知廣 ○ 水田 20,000 水稲
142100025 平川市 尾上区域 對馬　忠法 ○ 水田 100,000 水稲
142100032 平川市 尾上区域 今井　芳美 ○ 水田 3,000 水稲
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142100036 平川市 尾上区域 小野　朋文 ○ 水田 100,000 水稲
142100037 平川市 尾上区域 葛西　有二 ○ 水田 100,000 水稲
142100038 平川市 尾上区域 葛西　有二 ○ 樹園地 100,000 果樹等
142100043 平川市 尾上区域 小野　利治 ○ 水田 100,000 水稲
142100044 平川市 尾上区域 白戸　昭夫 ○ 水田 30,000 水稲
142100045 平川市 尾上区域 外川　雅博 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
142100046 平川市 尾上区域 佐藤　喜人 ○ 水田 10,000 水稲
142100048 平川市 尾上区域 山口　辰弘 ○ 水田 30,000 水稲
142100049 平川市 尾上区域 山口　辰弘 ○ 樹園地 30,000 果樹
142100050 平川市 尾上区域 山口　辰弘 ○ 畑 30,000 野菜
142100054 平川市 尾上区域 山口　健太郎 ○ 水田 30,000 水稲
142100055 平川市 尾上区域 山口　健太郎 ○ 樹園地 30,000 果樹
142100056 平川市 尾上区域 山口　健太郎 ○ 畑 30,000 野菜
142100062 平川市 尾上区域 小森　吉郎 ○ 水田 50,000 水稲
142100063 平川市 尾上区域 小森　和彦 ○ 水田 20,000 水稲
142100070 平川市 尾上区域 農事組合法人　滝本水稲生産組合　代表理事　小山内　忠道 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142100072 平川市 尾上区域 佐藤　義尚 ○ 水田 25,000 水稲
142100073 平川市 尾上区域 佐藤　義尚 ○ 樹園地 25,000 リンゴ
142100076 平川市 尾上区域 須藤　義人 ○ 水田 80,000 水稲
142100079 平川市 尾上区域 小森　大輔 ○ 水田 6,500 水稲
142100080 平川市 尾上区域 菊地　和文 ○ 水田 10,000 水稲
142100084 平川市 尾上区域 工藤　庄司 ○ 水田 30,000 水稲
142100085 平川市 尾上区域 駒井　博幸 ○ 樹園地 3,000 リンゴ、果樹
142100089 平川市 尾上区域 田澤　正則 ○ 水田 100,000 水稲、小麦
142100090 平川市 尾上区域 対馬　奨吾 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100092 平川市 尾上区域 櫻田　行雄 ○ 水田 100,000 水稲
142100092 平川市 尾上区域 櫻田　行雄 ○ 畑 100,000 レタス、キャベツ
142100093 平川市 尾上区域 合同会社　自然　代表社員　葛西　恵津子 ○ 水田 200,000 水稲
142100094 平川市 尾上区域 佐々木　光治 ○ 水田 50,000 水稲
142100095 平川市 尾上区域 農事組合法人　金屋水稲生産組合　代表理事　佐藤　幸久 ○ 水田 100,000 水稲
142100096 平川市 尾上区域 農事組合法人　浅瀬石水稲生産組合　代表理事　佐藤　功 ○ 水田 100,000 水稲
142100097 平川市 尾上区域 肥後　敬子 ○ 水田 100,000 水稲
142100098 平川市 尾上区域 農事組合法人　アグリ田舎館　代表理事　工藤　秀範 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142100099 平川市 尾上区域 葛西　正人 ○ 水田 50,000 水稲
142100102 平川市 尾上区域 有限会社　グリーンファーム西目屋　代表取締役　世永　正人 ○ 水田 20,000 水稲
142100103 平川市 尾上区域 樋口　喜代美 ○ 水田 10,000 水稲
142100127 平川市 尾上区域 田邊　勇雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100129 平川市 尾上区域 農事組合法人　中央地区農作業受託組合　代表理事　奈良岡　享 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142100133 平川市 尾上区域 奈良岡　誠 ○ 水田 30,000 水稲
142100137 平川市 尾上区域 山口　知治 ○ 水田 20,000 水稲
142100138 平川市 尾上区域 小森　芳則 ○ 水田 2,000 水稲
142100139 平川市 尾上区域 農事組合法人　南田中営農組合　代表理事　小田切　忠一 ○ 水田 200,000 水稲、大豆
142100141 平川市 尾上区域 櫻庭　大輔 ○ 水田 100,000 水稲
142100142 平川市 尾上区域 森山　斉 ○ 水田 80,000 水稲
142100143 平川市 尾上区域 工藤　忠則 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142100145 平川市 尾上区域 株式会社　グリーンファーム農家蔵　代表取締役　佐藤　正彦 ○ 樹園地 25,000 リンゴ
142100154 平川市 尾上区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 30,000 水稲
142100156 平川市 尾上区域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 畑 6,000 ニンニク
142100158 平川市 尾上区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142100159 平川市 尾上区域 三上　隆志 ○ 樹園地 4,000 果樹
142100165 平川市 尾上区域 小野　龍治 ○ 水田 15,000 水稲
142100166 平川市 尾上区域 株式会社　一戸農園　代表取締役　一戸　喜美男 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142100167 平川市 尾上区域 三上　隆志 ○ 水田 7,000 水稲
142100001 平川市 碇ヶ関区域 株式会社　ファームあおもり　代表取締役　大湯　知巳 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
142100008 平川市 碇ヶ関区域 有限会社　イーエム総合ネット弘前　代表取締役　金沢　太竜 ○ 畑 12,000 野菜
142100041 平川市 碇ヶ関区域 工藤　秀一 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142100076 平川市 碇ヶ関区域 須藤　義人 ○ 水田 80,000 水稲
142100086 平川市 碇ヶ関区域 成田　敏昭 ○ 水田 20,000 水稲
142100087 平川市 碇ヶ関区域 三上　金一 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
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142100112 平川市 碇ヶ関区域 三浦　隆彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142100140 平川市 碇ヶ関区域 ＥＭグローバル株式会社　代表取締役　今井　耕子 ○ 畑 38,000 野菜
142100149 平川市 碇ヶ関区域 工藤　秀一 ○ 水田 10,000 リンゴ
143430001 西目屋村 全域 杉沢　則夫 ○ 水田 10,000 水稲
143430002 西目屋村 全域 杉沢　則夫 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143430003 西目屋村 全域 農事組合法人　にしめや　代表理事　桂田　正春 ○ 水田 1,000,000 水稲、ソバ、大豆
143430004 西目屋村 全域 農事組合法人　にしめや　代表理事　桂田　正春 ○ 畑 1,000,000 ソバ、大豆
143430005 西目屋村 全域 熊谷　壽一 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143430006 西目屋村 全域 桂田　正春 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143430007 西目屋村 全域 村上　義行 ○ 水田 5,000 ニンニク
143430007 西目屋村 全域 村上　義行 ○ 畑 5,000 ニンニク
143430008 西目屋村 全域 村上　郁彦 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610003 藤崎町 藤崎区域 佐藤　城光 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143610006 藤崎町 藤崎区域 福士　晴丸 ○ 水田 100,000 水稲
143610007 藤崎町 藤崎区域 農事組合法人　藤崎営農組合　代表理事　小野　稔 ○ 水田 100,000 大豆
143610015 藤崎町 藤崎区域 鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143610026 藤崎町 藤崎区域 合同会社　ナリミツ農園　代表社員　成田　康平 ○ 水田 1,000,000 水稲
143610027 藤崎町 藤崎区域 成田　康平 ○ 水田 1,000,000 水稲
143610028 藤崎町 藤崎区域 福士　遥平 ○ 水田 50,000 水稲
143610030 藤崎町 藤崎区域 小田桐　克也 ○ 水田 10,000 水稲
143610031 藤崎町 藤崎区域 福田　健哉 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610037 藤崎町 藤崎区域 株式会社　諏訪商会　代表取締役　諏訪　信幸 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
143610044 藤崎町 藤崎区域 中田　建司 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610048 藤崎町 藤崎区域 伊藤　大地 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610050 藤崎町 藤崎区域 葛西　聡 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610054 藤崎町 藤崎区域 松山　巧明 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610055 藤崎町 藤崎区域 松山　強 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610068 藤崎町 藤崎区域 溝江　昇 ○ 畑 10,000 大豆、アスパラ
143610069 藤崎町 藤崎区域 佐藤　眞理子 ○ 水田 10,000 水稲
143610070 藤崎町 藤崎区域 白戸　陽平 ○ 水田 100,000 水稲
143610077 藤崎町 藤崎区域 大谷　拓也 ○ 樹園地 2,500 リンゴ
143610081 藤崎町 藤崎区域 對馬　正人 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
143610085 藤崎町 藤崎区域 仙南農産株式会社　代表取締役　小野　敏信 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
143610091 藤崎町 藤崎区域 小笠原　岩雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610095 藤崎町 藤崎区域 中村　篤紀 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
143610101 藤崎町 藤崎区域 小笠原　保美 ○ 樹園地 3,000 水稲
143610106 藤崎町 藤崎区域 福士　賢一 ○ 水田 3,000 水稲
143610110 藤崎町 藤崎区域 佐藤　賢 ○ 樹園地 25,000 リンゴ
143610111 藤崎町 藤崎区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610115 藤崎町 藤崎区域 大谷　義昭 ○ 水田 4,500 リンゴ
143610120 藤崎町 藤崎区域 相坂　清志 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
143610121 藤崎町 藤崎区域 菊池　慎吾 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610122 藤崎町 藤崎区域 農事組合法人　野村園芸農場　理事　野村　敏男 ○ 水田 30,000 大豆
143610124 藤崎町 藤崎区域 桜庭　洋平 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610127 藤崎町 藤崎区域 佐藤　昭教 ○ 水田 5,000 水稲
143610142 藤崎町 藤崎区域 成田　馨 ○ 水田 19,000 水稲
143610152 藤崎町 藤崎区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610155 藤崎町 藤崎区域 吉崎　正善 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
143610156 藤崎町 藤崎区域 農事組合法人　八峰園 ○ 樹園地 40,000 リンゴ
143610159 藤崎町 藤崎区域 株式会社　あおもり農業開発機構 ○ 水田 10,000 水稲
143610160 藤崎町 藤崎区域 成田　瑞樹 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610161 藤崎町 藤崎区域 蒔苗　敏 ○ 畑 5,000 ミニトマト等
143610162 藤崎町 藤崎区域 株式会社　ライスファクトリー　代表取締役　白戸　陽平 ○ 水田 200,000 水稲
143610164 藤崎町 藤崎区域 古川　康治 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
143610166 藤崎町 藤崎区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
143610167 藤崎町 藤崎区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
143610168 藤崎町 藤崎区域 横山　精逸 ○ 水田 100,000 水稲
143610171 藤崎町 藤崎区域 中村　俊一 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
143610001 藤崎町 藤崎中央区域 安田　英広 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、ブルーベリー
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143610003 藤崎町 藤崎中央区域 佐藤　城光 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143610006 藤崎町 藤崎中央区域 福士　晴丸 ○ 水田 100,000 水稲
143610007 藤崎町 藤崎中央区域 農事組合法人　藤崎営農組合　代表理事　小野　稔 ○ 水田 100,000 大豆
143610015 藤崎町 藤崎中央区域 鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143610026 藤崎町 藤崎中央区域 合同会社　ナリミツ農園　代表社員　成田　康平 ○ 水田 1,000,000 水稲
143610027 藤崎町 藤崎中央区域 成田　康平 ○ 水田 1,000,000 水稲
143610028 藤崎町 藤崎中央区域 福士　遥平 ○ 水田 50,000 水稲
143610029 藤崎町 藤崎中央区域 小田桐　克也 ○ 水田 10,000 水稲
143610033 藤崎町 藤崎中央区域 太田　公紀 ○ 水田 10,000 水稲
143610034 藤崎町 藤崎中央区域 村上　輝昭 ○ 水田 20,000 水稲
143610037 藤崎町 藤崎中央区域 株式会社　諏訪商会　代表取締役　諏訪　信幸 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
143610042 藤崎町 藤崎中央区域 三上　淳藏 ○ 水田 50,000 水稲
143610046 藤崎町 藤崎中央区域 中村　孝也 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
143610048 藤崎町 藤崎中央区域 伊藤　大地 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610049 藤崎町 藤崎中央区域 佐藤　定雄 ○ 水田 1,000 水稲
143610051 藤崎町 藤崎中央区域 久保田　清兼 ○ 水田 50,000 水稲
143610067 藤崎町 藤崎中央区域 吉田　浩祐 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
143610068 藤崎町 藤崎中央区域 溝江　昇 ○ 水田 10,000 水稲
143610068 藤崎町 藤崎中央区域 溝江　昇 ○ 畑 10,000 大豆、アスパラ
143610069 藤崎町 藤崎中央区域 佐藤　眞理子 ○ 水田 10,000 水稲
143610070 藤崎町 藤崎中央区域 白戸　陽平 ○ 水田 100,000 水稲
143610076 藤崎町 藤崎中央区域 福士　文世 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610086 藤崎町 藤崎中央区域 新谷　健朗 ○ 水田 10,000 水稲
143610091 藤崎町 藤崎中央区域 小笠原　岩雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610094 藤崎町 藤崎中央区域 木村　福栄 ○ 水田 4,000 水稲
143610097 藤崎町 藤崎中央区域 有限会社　グリーンファーム西目屋　代表取締役　世永　正人 ○ 水田 12,000 水稲
143610098 藤崎町 藤崎中央区域 櫻庭　利春 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610099 藤崎町 藤崎中央区域 成田　正栄 ○ 水田 70,000 水稲
143610100 藤崎町 藤崎中央区域 成田　一雄 ○ 水田 3,000 水稲
143610102 藤崎町 藤崎中央区域 新谷　美隆 ○ 水田 10,000 水稲
143610103 藤崎町 藤崎中央区域 奈良岡　徹 ○ 水田 100,000 水稲
143610108 藤崎町 藤崎中央区域 久保田　明則 ○ 水田 30,000 水稲
143610111 藤崎町 藤崎中央区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610115 藤崎町 藤崎中央区域 大谷　義昭 ○ 水田 4,500 リンゴ
143610116 藤崎町 藤崎中央区域 成田　康治 ○ 水田 20,000 水稲
143610122 藤崎町 藤崎中央区域 農事組合法人　野村園芸農場　理事　野村　敏男 ○ 水田 30,000 大豆
143610124 藤崎町 藤崎中央区域 桜庭　洋平 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610125 藤崎町 藤崎中央区域 農事組合法人　中央地区農作業受託組合　代表理事　奈良岡　享 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143610126 藤崎町 藤崎中央区域 成田　強 ○ 水田 5,000 水稲
143610127 藤崎町 藤崎中央区域 佐藤　昭教 ○ 水田 5,000 水稲
143610130 藤崎町 藤崎中央区域 山内　金男 ○ 水田 13,000 水稲
143610136 藤崎町 藤崎中央区域 三上　源太郎 ○ 水田 5,000 水稲
143610137 藤崎町 藤崎中央区域 工藤　忠彦 ○ 水田 50,000 水稲
143610142 藤崎町 藤崎中央区域 成田　馨 ○ 水田 19,000 水稲
143610144 藤崎町 藤崎中央区域 福士　広基 ○ 水田 50,000 水稲
143610145 藤崎町 藤崎中央区域 成田　賢悦 ○ 水田 5,500 水稲
143610148 藤崎町 藤崎中央区域 大谷　剛大 ○ 水田 25,000 水稲
143610152 藤崎町 藤崎中央区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610155 藤崎町 藤崎中央区域 吉崎　正善 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
143610156 藤崎町 藤崎中央区域 農事組合法人　八峰園 ○ 樹園地 40,000 リンゴ
143610157 藤崎町 藤崎中央区域 工藤　友也 ○ 水田 5,200 水稲
143610159 藤崎町 藤崎中央区域 株式会社　あおもり農業開発機構 ○ 水田 10,000 水稲
143610160 藤崎町 藤崎中央区域 成田　瑞樹 ○ 畑 10,000 野菜、リンゴ
143610161 藤崎町 藤崎中央区域 蒔苗　敏 ○ 畑 5,000 ミニトマト等
143610162 藤崎町 藤崎中央区域 株式会社　ライスファクトリー　代表取締役　白戸　陽平 ○ 水田 200,000 水稲
143610164 藤崎町 藤崎中央区域 古川　康治 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
143610165 藤崎町 藤崎中央区域 成田　新二 ○ 水田 20,000 水稲
143610166 藤崎町 藤崎中央区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
143610167 藤崎町 藤崎中央区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
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143610168 藤崎町 藤崎中央区域 横山　精逸 ○ 水田 100,000 水稲
143610171 藤崎町 藤崎中央区域 中村　俊一 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
143610002 藤崎町 常盤区域 工藤　武一 ○ 水田 30,000 水稲
143610003 藤崎町 常盤区域 佐藤　城光 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143610004 藤崎町 常盤区域 石澤　英德 ○ 水田 30,000 水稲
143610005 藤崎町 常盤区域 古川　弘毅 ○ 水田 70,000 水稲
143610006 藤崎町 常盤区域 福士　晴丸 ○ 水田 100,000 水稲
143610007 藤崎町 常盤区域 農事組合法人　藤崎営農組合　代表理事　小野　稔 ○ 水田 100,000 大豆
143610008 藤崎町 常盤区域 有限会社　奈良岡ファーム　代表取締役　奈良岡　文英 ○ 水田 100,000 水稲、リンゴ
143610009 藤崎町 常盤区域 對馬　俊秋 ○ 水田 10,000 水稲
143610010 藤崎町 常盤区域 齋藤　惠一 ○ 水田 10,000 水稲
143610011 藤崎町 常盤区域 菊地　幸正 ○ 水田 10,000 水稲
143610012 藤崎町 常盤区域 横山　哲英 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
143610012 藤崎町 常盤区域 横山　哲英 ○ 畑 10,000 ニンニク
143610013 藤崎町 常盤区域 笹森　俊昭 ○ 水田 10,000 ニンニク
143610014 藤崎町 常盤区域 三浦　將 ○ 水田 100,000 水稲
143610015 藤崎町 常盤区域 鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143610016 藤崎町 常盤区域 川口　悟 ○ 水田 20,000 水稲
143610017 藤崎町 常盤区域 對馬　克範 ○ 水田 10,000 水稲
143610018 藤崎町 常盤区域 横山　英樹 ○ 水田 10,000 水稲
143610019 藤崎町 常盤区域 工藤　友良 ○ 水田 10,000 水稲
143610020 藤崎町 常盤区域 工藤　辰男 ○ 水田 10,000 水稲
143610021 藤崎町 常盤区域 工藤　秀秋 ○ 水田 10,000 水稲
143610022 藤崎町 常盤区域 工藤　秀治 ○ 水田 10,000 水稲
143610023 藤崎町 常盤区域 太田　哲雄 ○ 水田 10,000 水稲
143610024 藤崎町 常盤区域 工藤　義範 ○ 水田 10,000 水稲
143610025 藤崎町 常盤区域 佐藤　勝雄 ○ 水田 70,000 水稲
143610026 藤崎町 常盤区域 合同会社　ナリミツ農園　代表社員　成田　康平 ○ 水田 1,000,000 水稲
143610027 藤崎町 常盤区域 成田　康平 ○ 水田 1,000,000 水稲
143610028 藤崎町 常盤区域 福士　遥平 ○ 水田 50,000 水稲
143610037 藤崎町 常盤区域 株式会社　諏訪商会　代表取締役　諏訪　信幸 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
143610039 藤崎町 常盤区域 古川　修 ○ 水田 10,000 水稲
143610040 藤崎町 常盤区域 工藤　了 ○ 水田 20,000 水稲
143610041 藤崎町 常盤区域 三上　淳藏 ○ 水田 50,000 水稲
143610043 藤崎町 常盤区域 佐藤　達也 ○ 水田 10,000 水稲
143610047 藤崎町 常盤区域 古川　正衛 ○ 水田 10,000 水稲
143610048 藤崎町 常盤区域 伊藤　大地 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143610052 藤崎町 常盤区域 齋藤　喜洋江 ○ 水田 20,000 水稲
143610053 藤崎町 常盤区域 伊藤　寛美 ○ 水田 10,000 水稲
143610056 藤崎町 常盤区域 農事組合法人　常盤地区大豆オペレーター組合　代表理事組合長　佐藤　文雄 ○ 水田 50,000 大豆
143610057 藤崎町 常盤区域 横山　憲一 ○ 水田 13,000 水稲
143610058 藤崎町 常盤区域 米村　義久 ○ 水田 200,000 水稲
143610059 藤崎町 常盤区域 石岡　英樹 ○ 水田 10,000 水稲
143610060 藤崎町 常盤区域 工藤　勲 ○ 水田 10,000 水稲
143610061 藤崎町 常盤区域 工藤　純一 ○ 水田 10,000 水稲
143610063 藤崎町 常盤区域 對馬　誠 ○ 水田 10,000 水稲
143610064 藤崎町 常盤区域 三浦　武信 ○ 水田 10,000 水稲
143610065 藤崎町 常盤区域 齋藤　勝弘 ○ 水田 10,000 水稲
143610066 藤崎町 常盤区域 對馬　政利 ○ 水田 10,000 水稲
143610070 藤崎町 常盤区域 白戸　陽平 ○ 水田 100,000 水稲
143610071 藤崎町 常盤区域 對馬　隆之 ○ 水田 20,000 水稲
143610072 藤崎町 常盤区域 久保田　定治 ○ 水田 8,000 水稲
143610073 藤崎町 常盤区域 成田　貴久 ○ 水田 27,000 水稲
143610074 藤崎町 常盤区域 山内　友市 ○ 水田 17,000 水稲
143610075 藤崎町 常盤区域 石動　邦彦 ○ 水田 10,000 水稲
143610078 藤崎町 常盤区域 鈴木　一夫 ○ 水田 500 水稲
143610079 藤崎町 常盤区域 鈴木　哲也 ○ 水田 20,000 水稲
143610080 藤崎町 常盤区域 徳下農事組合　代表　工藤　了 ○ 水田 60,000 水稲
143610082 藤崎町 常盤区域 敷浪　秋雄 ○ 水田 38,000 水稲
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143610083 藤崎町 常盤区域 藤林　雪雄 ○ 水田 6,500 水稲
143610084 藤崎町 常盤区域 古川　秀輝 ○ 水田 28,000 水稲、ニンニク
143610087 藤崎町 常盤区域 三浦　浩 ○ 水田 10,000 水稲
143610088 藤崎町 常盤区域 三浦　浩 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
143610088 藤崎町 常盤区域 三浦　浩 ○ 畑 4,000 リンゴ
143610089 藤崎町 常盤区域 對馬　宗志 ○ 水田 5,000 トマト
143610090 藤崎町 常盤区域 對馬　宗志 ○ 畑 5,000 トマト
143610091 藤崎町 常盤区域 小笠原　岩雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610092 藤崎町 常盤区域 白戸　宏治 ○ 水田 50,000 水稲
143610092 藤崎町 常盤区域 白戸　宏治 ○ 畑 50,000 ブロッコリー
143610093 藤崎町 常盤区域 小笠原　浩治 ○ 水田 5,000 水稲
143610096 藤崎町 常盤区域 佐藤　良美 ○ 水田 5,000 水稲
143610097 藤崎町 常盤区域 有限会社　グリーンファーム西目屋　代表取締役　世永　正人 ○ 水田 12,000 水稲
143610104 藤崎町 常盤区域 白戸　卓郎 ○ 水田 20,000 水稲
143610105 藤崎町 常盤区域 工藤　弦也 ○ 水田 12,000 水稲
143610107 藤崎町 常盤区域 株式会社　興農ファームあおもり　代表取締役　鈴木　哲也 ○ 水田 50,000 水稲、ブロッコリー
143610111 藤崎町 常盤区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610112 藤崎町 常盤区域 葛西　雅弘 ○ 水田 20,000 水稲
143610117 藤崎町 常盤区域 成田　祐一 ○ 畑 1,400 アスパラ、ニンニク
143610118 藤崎町 常盤区域 米村　博 ○ 水田 9,000 水稲
143610119 藤崎町 常盤区域 高橋　右京 ○ 水田 5,000 ニンニク
143610123 藤崎町 常盤区域 伊藤　公昭 ○ 水田 20,000 水稲
143610123 藤崎町 常盤区域 伊藤　公昭 ○ 畑 20,000 ニンニク
143610127 藤崎町 常盤区域 佐藤　昭教 ○ 水田 5,000 水稲
143610128 藤崎町 常盤区域 有限会社　ときわねっと　代表取締役　石動　邦彦 ○ 水田 32,000 水稲
143610129 藤崎町 常盤区域 堀内　俊春 ○ 水田 5,000 ニンニク
143610129 藤崎町 常盤区域 堀内　俊春 ○ 畑 5,000 ニンニク
143610131 藤崎町 常盤区域 古川　明憲 ○ 水田 15,000 水稲
143610132 藤崎町 常盤区域 福原　昭太郎 ○ 水田 2,000 水稲
143610135 藤崎町 常盤区域 横山　栄一 ○ 水田 5,000 水稲
143610138 藤崎町 常盤区域 米村　栄一 ○ 水田 8,500 水稲
143610139 藤崎町 常盤区域 石澤　光 ○ 水田 30,000 水稲
143610140 藤崎町 常盤区域 三浦　武昭 ○ 水田 10,000 水稲
143610141 藤崎町 常盤区域 三上　行雄 ○ 水田 5,000 水稲
143610143 藤崎町 常盤区域 相馬　敏彦 ○ 水田 1,500 水稲
143610146 藤崎町 常盤区域 髙木　正彦 ○ 水田 15,000 水稲
143610147 藤崎町 常盤区域 横山　睦雄 ○ 水田 17,000 水稲
143610147 藤崎町 常盤区域 横山　睦雄 ○ 畑 17,000 野菜、大豆
143610149 藤崎町 常盤区域 菊地　智幸 ○ 水田 10,000 水稲
143610150 藤崎町 常盤区域 工藤　雄一 ○ 水田 6,000 水稲
143610151 藤崎町 常盤区域 工藤　武一 ○ 水田 5,000 水稲
143610152 藤崎町 常盤区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143610154 藤崎町 常盤区域 能登谷　節夫 ○ 水田 5,000 水稲
143610154 藤崎町 常盤区域 能登谷　節夫 ○ 畑 2,000 野菜
143610155 藤崎町 常盤区域 吉崎　正善 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
143610156 藤崎町 常盤区域 農事組合法人　八峰園 ○ 樹園地 40,000 リンゴ
143610158 藤崎町 常盤区域 福原　義明 ○ 水田 50,000 水稲
143610159 藤崎町 常盤区域 株式会社　あおもり農業開発機構 ○ 水田 10,000 水稲
143610161 藤崎町 常盤区域 蒔苗　敏 ○ 畑 5,000 ミニトマト等
143610162 藤崎町 常盤区域 株式会社　ライスファクトリー　代表取締役　白戸　陽平 ○ 水田 200,000 水稲
143610164 藤崎町 常盤区域 古川　康治 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
143610166 藤崎町 常盤区域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
143610167 藤崎町 常盤区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
143610168 藤崎町 常盤区域 横山　精逸 ○ 水田 100,000 水稲
143610169 藤崎町 常盤区域 株式会社　マインズイノベーション　代表取締役　福原　峰人 ○ 水田 700,000 水稲
143610170 藤崎町 常盤区域 清藤　雄太 ○ 水田 10,000 水稲
143610171 藤崎町 常盤区域 中村　俊一 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
143610172 藤崎町 常盤区域 榊　昇 ○ 水田 10,000 野菜
143610172 藤崎町 常盤区域 榊　昇 ○ 畑 10,000 野菜
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143620002 大鰐町 大鰐区域 三上　豊 ○ 水田 400,000 水稲、大豆
143620004 大鰐町 大鰐区域 山谷　敦則 ○ 水田 100,000 水稲
143620009 大鰐町 大鰐区域 山崎　光司 ○ 水田 50,000 水稲、ソバ、大豆
143620010 大鰐町 大鰐区域 山崎　光司 ○ 畑 50,000 ソバ、大豆
143620011 大鰐町 大鰐区域 社会福祉法人　阿闍羅会　理事長　秋元　広光 ○ 水田 5,000 ネギ
143620018 大鰐町 大鰐区域 八木橋　祐也 ○ 水田 300,000 豆
143620019 大鰐町 大鰐区域 山口　将大 ○ 水田 100,000 大豆、ネギ、ミニトマト
143620020 大鰐町 大鰐区域 山口　将大 ○ 畑 100,000 大豆、ネギ、ミニトマト
143620022 大鰐町 大鰐区域 ＥＭグローバル株式会社　代表取締役　今井　耕子 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
143620023 大鰐町 大鰐区域 ＥＭグローバル株式会社　代表取締役　今井　耕子 ○ 畑 50,000 野菜
143620028 大鰐町 大鰐区域 水木　桂 ○ 畑 10,000 ブルーベリー
143620029 大鰐町 大鰐区域 水木　桂 ○ 水田 10,000 ブルーベリー
143620030 大鰐町 大鰐区域 佐藤　武美 ○ 水田 5,000 水稲
143620034 大鰐町 大鰐区域 外﨑　勝則 ○ 水田 2,000 ミニトマト
143620035 大鰐町 大鰐区域 佐々木　駿 ○ 樹園地 8,000 リンゴ
143620036 大鰐町 大鰐区域 佐々木　駿 ○ 畑 8,000 リンゴ
143620040 大鰐町 大鰐区域 神　賢 ○ 水田 5,000 野菜
143620041 大鰐町 大鰐区域 神　賢 ○ 畑 5,000 野菜
143620042 大鰐町 大鰐区域 佐々木　康 ○ 畑 3,000 リンゴ
143620043 大鰐町 大鰐区域 佐々木　康 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
143620044 大鰐町 大鰐区域 佐々木　康 ○ 水田 3,000 リンゴ
143620046 大鰐町 大鰐区域 農事組合法人　おおわに　代表理事　渡邊　昭雄 ○ 水田 100,000 大豆、ソバ、小麦など
143620050 大鰐町 大鰐区域 小田桐　誠真 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620051 大鰐町 大鰐区域 小田桐　誠真 ○ 畑 5,000 ピーマン
143620052 大鰐町 大鰐区域 佐々木　翔 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620055 大鰐町 大鰐区域 棟方　義則 ○ 水田 10,000 水稲
143620055 大鰐町 大鰐区域 棟方　義則 ○ 畑 10,000 ピーマン、ナス、アスパラ
143620062 大鰐町 大鰐区域 三浦　隆彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143620064 大鰐町 大鰐区域 渡邊　繁男 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
143620065 大鰐町 大鰐区域 渡邊　光彦 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143620066 大鰐町 大鰐区域 山田　太紀 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143620001 大鰐町 蔵館区域 株式会社　ファームあおもり　代表取締役　大湯　知巳 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
143620002 大鰐町 蔵館区域 三上　豊 ○ 水田 400,000 水稲、大豆
143620004 大鰐町 蔵館区域 山谷　敦則 ○ 水田 100,000 水稲
143620005 大鰐町 蔵館区域 山田　敏彦 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143620006 大鰐町 蔵館区域 築舘　剛 ○ 水田 50,000 水稲
143620007 大鰐町 蔵館区域 川村　忍 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
143620008 大鰐町 蔵館区域 栗林　弘光 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620014 大鰐町 蔵館区域 吹田　幸悦 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143620016 大鰐町 蔵館区域 福田　淳 ○ 水田 10,000 水稲
143620017 大鰐町 蔵館区域 八木橋　祐也 ○ 水田 300,000 豆
143620019 大鰐町 蔵館区域 山口　将大 ○ 水田 100,000 大豆、ネギ、ミニトマト
143620020 大鰐町 蔵館区域 山口　将大 ○ 畑 100,000 大豆、ネギ、ミニトマト
143620021 大鰐町 蔵館区域 阿部　満 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620022 大鰐町 蔵館区域 ＥＭグローバル株式会社　代表取締役　今井　耕子 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
143620023 大鰐町 蔵館区域 ＥＭグローバル株式会社　代表取締役　今井　耕子 ○ 畑 50,000 野菜
143620024 大鰐町 蔵館区域 大湯　純世 ○ 樹園地 14,000 リンゴ、モモ
143620025 大鰐町 蔵館区域 吹田　忠男 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620026 大鰐町 蔵館区域 吹田　亮 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620027 大鰐町 蔵館区域 原子　渉 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620028 大鰐町 蔵館区域 水木　桂 ○ 畑 10,000 ブルーベリー
143620029 大鰐町 蔵館区域 水木　桂 ○ 水田 10,000 ブルーベリー
143620031 大鰐町 蔵館区域 山田　薫 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
143620032 大鰐町 蔵館区域 栗林　浩光 ○ 樹園地 7,000 リンゴ
143620033 大鰐町 蔵館区域 山中　均 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620037 大鰐町 蔵館区域 工藤　万学 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620038 大鰐町 蔵館区域 工藤　耕平 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620039 大鰐町 蔵館区域 工藤　耕平 ○ 畑 5,000 リンゴ
143620040 大鰐町 蔵館区域 神　賢 ○ 水田 5,000 野菜
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143620041 大鰐町 蔵館区域 神　賢 ○ 畑 5,000 野菜
143620042 大鰐町 蔵館区域 佐々木　康 ○ 畑 3,000 リンゴ
143620043 大鰐町 蔵館区域 佐々木　康 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
143620044 大鰐町 蔵館区域 佐々木　康 ○ 水田 3,000 リンゴ
143620045 大鰐町 蔵館区域 吹田　秀幸 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
143620046 大鰐町 蔵館区域 農事組合法人　おおわに　代表理事　渡邊　昭雄 ○ 水田 100,000 大豆、ソバ、小麦など
143620047 大鰐町 蔵館区域 山田　晃平 ○ 水田 15,000 シャインマスカット、リンゴ
143620048 大鰐町 蔵館区域 山田　晃平 ○ 畑 15,000 シャインマスカット、リンゴ
143620049 大鰐町 蔵館区域 山田　晃平 ○ 樹園地 15,000 シャインマスカット、リンゴ
143620050 大鰐町 蔵館区域 小田桐　誠真 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620051 大鰐町 蔵館区域 小田桐　誠真 ○ 畑 5,000 ピーマン
143620052 大鰐町 蔵館区域 佐々木　翔 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620053 大鰐町 蔵館区域 吹田　澪 ○ 樹園地 8,000 リンゴ
143620054 大鰐町 蔵館区域 吹田　琢 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620056 大鰐町 蔵館区域 工藤　学 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143620057 大鰐町 蔵館区域 工藤　学 ○ 畑 10,000 リンゴ
143620060 大鰐町 蔵館区域 原子　尚之 ○ 樹園地 6,000 リンゴ
143620061 大鰐町 蔵館区域 原子　尚之 ○ 畑 6,000 リンゴ
143620062 大鰐町 蔵館区域 三浦　隆彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143620063 大鰐町 蔵館区域 原子　正弘 ○ 水田 2,000 水稲
143620066 大鰐町 蔵館区域 山田　太紀 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143620067 大鰐町 蔵館区域 水木　将夫 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
143620067 大鰐町 蔵館区域 水木　将夫 ○ 畑 4,000 リンゴ
143620068 大鰐町 蔵館区域 水木　康平 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
143620068 大鰐町 蔵館区域 水木　康平 ○ 畑 4,000 リンゴ
143620069 大鰐町 蔵館区域 小石川　美幸 ○ 畑 2,000 ピーマン　他
143620002 大鰐町 八幡館・鯖石区域 三上　豊 ○ 水田 400,000 水稲、大豆
143620004 大鰐町 八幡館・鯖石区域 山谷　敦則 ○ 水田 100,000 水稲
143620009 大鰐町 八幡館・鯖石区域 山崎　光司 ○ 水田 50,000 水稲、ソバ、大豆
143620012 大鰐町 八幡館・鯖石区域 對馬　紘一 ○ 水田 10,000 水稲
143620015 大鰐町 八幡館・鯖石区域 船水　浅雄 ○ 水田 2,000 水稲
143620019 大鰐町 八幡館・鯖石区域 山口　将大 ○ 水田 100,000 大豆、ネギ、ミニトマト
143620020 大鰐町 八幡館・鯖石区域 山口　将大 ○ 畑 100,000 大豆、ネギ、ミニトマト
143620022 大鰐町 八幡館・鯖石区域 ＥＭグローバル株式会社　代表取締役　今井　耕子 ○ 樹園地 50,000 リンゴ
143620023 大鰐町 八幡館・鯖石区域 ＥＭグローバル株式会社　代表取締役　今井　耕子 ○ 畑 50,000 野菜
143620028 大鰐町 八幡館・鯖石区域 水木　桂 ○ 畑 10,000 ブルーベリー
143620029 大鰐町 八幡館・鯖石区域 水木　桂 ○ 水田 10,000 ブルーベリー
143620040 大鰐町 八幡館・鯖石区域 神　賢 ○ 水田 5,000 野菜
143620041 大鰐町 八幡館・鯖石区域 神　賢 ○ 畑 5,000 野菜
143620042 大鰐町 八幡館・鯖石区域 佐々木　康 ○ 畑 3,000 リンゴ
143620043 大鰐町 八幡館・鯖石区域 佐々木　康 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
143620044 大鰐町 八幡館・鯖石区域 佐々木　康 ○ 水田 3,000 リンゴ
143620046 大鰐町 八幡館・鯖石区域 農事組合法人　おおわに　代表理事　渡邊　昭雄 ○ 水田 100,000 大豆、ソバ、小麦など
143620050 大鰐町 八幡館・鯖石区域 小田桐　誠真 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620051 大鰐町 八幡館・鯖石区域 小田桐　誠真 ○ 畑 5,000 ピーマン
143620052 大鰐町 八幡館・鯖石区域 佐々木　翔 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143620062 大鰐町 八幡館・鯖石区域 三浦　隆彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143620066 大鰐町 八幡館・鯖石区域 山田　太紀 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143670002 田舎館村 全域 福地　剛 ○ 水田 150,000 水稲
143670003 田舎館村 全域 一戸　健策 ○ 水田 50,000 水稲
143670004 田舎館村 全域 中山　勝晴 ○ 水田 10,000 水稲
143670005 田舎館村 全域 白戸　晋 ○ 水田 30,000 水稲
143670006 田舎館村 全域 葛原　慶仁 ○ 水田 10,000 水稲
143670007 田舎館村 全域 菊地　淑行 ○ 水田 20,000 水稲
143670008 田舎館村 全域 福士　眞規 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143670009 田舎館村 全域 田澤　正則 ○ 水田 100,000 水稲
143670010 田舎館村 全域 田澤　正則 ○ 畑 50,000 小麦
143670011 田舎館村 全域 三浦　知廣 ○ 水田 20,000 水稲
143670013 田舎館村 全域 白戸　卓郎 ○ 水田 100,000 水稲
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143670014 田舎館村 全域 白戸　卓郎 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143670015 田舎館村 全域 山本　義美 ○ 水田 10,000 水稲
143670016 田舎館村 全域 福地　誠 ○ 水田 20,000 水稲
143670017 田舎館村 全域 佐藤　真理子 ○ 水田 10,000 水稲
143670018 田舎館村 全域 花田　賢一 ○ 水田 50,000 水稲
143670019 田舎館村 全域 白戸　陽平 ○ 水田 300,000 水稲
143670020 田舎館村 全域 白戸　宏治 ○ 水田 50,000 水稲
143670021 田舎館村 全域 鈴木　勝利 ○ 水田 10,000 水稲
143670023 田舎館村 全域 福原　義明 ○ 水田 17,000 水稲
143670024 田舎館村 全域 長尾　榮一 ○ 水田 10,000 水稲
143670025 田舎館村 全域 中山　房悦 ○ 水田 30,000 水稲
143670026 田舎館村 全域 鈴木　一夫 ○ 水田 100,000 水稲
143670027 田舎館村 全域 八木澤　孝市 ○ 水田 4,300 水稲
143670029 田舎館村 全域 須藤　文徳 ○ 水田 100,000 水稲
143670030 田舎館村 全域 工藤　公彦 ○ 水田 10,000 水稲
143670033 田舎館村 全域 佐山　孝文 ○ 水田 100,000 水稲
143670034 田舎館村 全域 菊地　和文 ○ 水田 20,000 水稲
143670035 田舎館村 全域 乗田　秀範 ○ 水田 20,000 水稲
143670036 田舎館村 全域 鈴木　孝尚 ○ 水田 10,000 水稲
143670037 田舎館村 全域 清藤　博英 ○ 水田 4,000 水稲
143670038 田舎館村 全域 山谷　鉄美 ○ 水田 10,000 水稲
143670039 田舎館村 全域 葛西　正人 ○ 水田 30,000 水稲
143670040 田舎館村 全域 須藤　義人 ○ 水田 80,000 水稲
143670041 田舎館村 全域 鈴木　和久 ○ 水田 10,000 水稲
143670042 田舎館村 全域 鈴木　和久 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143670043 田舎館村 全域 鈴木　和久 ○ 畑 1,000 ハウス
143670044 田舎館村 全域 福士　正芳 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143670045 田舎館村 全域 鈴木　哲也 ○ 水田 50,000 水稲
143670046 田舎館村 全域 福原　峰人 ○ 水田 70,000 水稲
143670047 田舎館村 全域 田澤　隆 ○ 水田 2,754 水稲
143670049 田舎館村 全域 田澤　博 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
143670049 田舎館村 全域 田澤　博 ○ 畑 1,000 野菜
143670050 田舎館村 全域 工藤　雅德 ○ 水田 20,000 水稲
143670051 田舎館村 全域 田澤　秋雄 ○ 水田 10,000 水稲
143670052 田舎館村 全域 合同会社　自然　代表社員　葛西　恵津子 ○ 水田 200,000 水稲
143670053 田舎館村 全域 山口　辰弘 ○ 水田 2,000 水稲
143670054 田舎館村 全域 農事組合法人　アグリ田舎館　代表理事　工藤　秀範 ○ 水田 230,000 水稲、大豆
143670055 田舎館村 全域 農事組合法人　アグリ田舎館　代表理事　工藤　秀範 ○ 畑 10,000 大豆
143670056 田舎館村 全域 工藤　健 ○ 水田 4,000 夏秋イチゴ
143670057 田舎館村 全域 工藤　健 ○ 畑 4,000 夏秋イチゴ
143670058 田舎館村 全域 株式会社　興農ファームあおもり　代表取締役　鈴木　哲也 ○ 水田 100,000 ブロッコリー、大豆、エダマメ等
143670059 田舎館村 全域 株式会社　興農ファームあおもり　代表取締役　鈴木　哲也 ○ 畑 100,000 ブロッコリー、大豆、エダマメ等
143670060 田舎館村 全域 久保田　定治 ○ 水田 2,000 水稲
143670061 田舎館村 全域 有限会社　グリーンファーム西目屋　代表取締役　世永　正人 ○ 水田 30,000 水稲
143670062 田舎館村 全域 横山　英樹 ○ 水田 7,000 水稲
143670063 田舎館村 全域 小野　光明 ○ 水田 50,000 水稲
143670064 田舎館村 全域 菊地　和文 ○ 畑 3,000 ブロッコリー
143670066 田舎館村 全域 三浦　將 ○ 水田 10,000 水稲
143670067 田舎館村 全域 葛西　喜代作 ○ 水田 60,000 水稲
143670068 田舎館村 全域 葛西　喜代作 ○ 畑 60,000 ニンニク
143670069 田舎館村 全域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143670070 田舎館村 全域 株式会社　あおもり農業開発機構　代表取締役　鳴海　修一 ○ 畑 100,000 麦、ソバ
143670071 田舎館村 全域 有限会社　ケイエス青果　代表取締役　葛西　喜代作 ○ 水田 60,000 ニンニク
143670072 田舎館村 全域 有限会社　ケイエス青果　代表取締役　葛西　喜代作 ○ 畑 60,000 ニンニク
143670073 田舎館村 全域 須藤　清一 ○ 水田 1,000 水稲
143670074 田舎館村 全域 成田　貴久 ○ 水田 15,000 水稲
143670075 田舎館村 全域 白戸　宏治 ○ 畑 2,000 ブロッコリー
143670076 田舎館村 全域 有限会社　奈良岡ファーム　代表取締役　奈良岡　文英 ○ 水田 100,000 水稲
143670077 田舎館村 全域 葛西　孝昭 ○ 樹園地 600 リンゴ
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143670078 田舎館村 全域 株式会社　Ｉ　Ｌｏｖｅ　ファーム津軽　代表取締役　上岡　博之 ○ 水田 100,000 ブロッコリー
143670079 田舎館村 全域 株式会社　Ｉ　Ｌｏｖｅ　ファーム津軽　代表取締役　上岡　博之 ○ 畑 100,000 ブロッコリー
143670080 田舎館村 全域 葛原　政嘉 ○ 水田 1,600 水稲
143670081 田舎館村 全域 葛原　政嘉 ○ 樹園地 1,600 リンゴ
143670082 田舎館村 全域 農事組合法人　大根子　代表理事　工藤　榮治 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
143670083 田舎館村 全域 農事組合法人　大根子　代表理事　工藤　榮治 ○ 畑 5,000 大豆
143670084 田舎館村 全域 奈良岡　文男 ○ 水田 30,000 水稲
143670085 田舎館村 全域 八木橋　拓也 ○ 畑 6,000 夏秋イチゴ
143670087 田舎館村 全域 八木澤　孝市 ○ 畑 1,000 ミニトマト
143670088 田舎館村 全域 八木澤　寿 ○ 水田 28,500 水稲
143670089 田舎館村 全域 八木澤　寿 ○ 畑 1,500 ミニトマト
143670090 田舎館村 全域 株式会社　丸勝小野商事　代表取締役　小野　智史 ○ 水田 30,000 水稲
143670091 田舎館村 全域 小野　宏司 ○ 畑 2,500 リンゴ
143670092 田舎館村 全域 小笠原　岩雄 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143670093 田舎館村 全域 葛原　慶仁 ○ 樹園地 1,500 リンゴ
143670094 田舎館村 全域 一戸　喜代志 ○ 樹園地 6,000 リンゴ
143670095 田舎館村 全域 阿保　豊 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143670096 田舎館村 全域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143670097 田舎館村 全域 株式会社　アグリいーな田んぼアートの里　代表取締役　白戸　宏治 ○ 水田 30,000 イチゴ
143670098 田舎館村 全域 株式会社　アグリいーな田んぼアートの里　代表取締役　白戸　宏治 ○ 畑 30,000 イチゴ
143670099 田舎館村 全域 阿保　喜行 ○ 水田 2,600 水稲
143670100 田舎館村 全域 工藤　榮治 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143670101 田舎館村 全域 原子　淳 ○ 水田 10,000 水稲
143670102 田舎館村 全域 篠崎　聰志 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143670103 田舎館村 全域 一戸　光郎 ○ 樹園地 400 リンゴ
143670104 田舎館村 全域 村元　福太郎 ○ 水田 10,000 サヤエンドウ
143670105 田舎館村 全域 村元　福太郎 ○ 畑 10,000 サヤエンドウ
143670106 田舎館村 全域 齋藤　有希 ○ 水田 10,000 サヤエンドウ
143670107 田舎館村 全域 齋藤　有希 ○ 畑 10,000 サヤエンドウ
143670108 田舎館村 全域 篠崎　学 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
143670109 田舎館村 全域 浅利　聡 ○ 樹園地 1,750 リンゴ
143670110 田舎館村 全域 鈴木　幸一 ○ 畑 850 野菜
143670111 田舎館村 全域 株式会社　アグリーンハート　代表取締役　佐藤　拓郎 ○ 水田 100,000 水稲
143670112 田舎館村 全域 葛西　繁秋 ○ 水田 6,000 水稲
143670113 田舎館村 全域 葛西　守 ○ 水田 5,000 水稲
143670114 田舎館村 全域 髙田　浩樹 ○ 水田 7,000 水稲、ニンニク
143670115 田舎館村 全域 佐々木　久子 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
143670116 田舎館村 全域 佐々木　久子 ○ 畑 10,000 水稲、大豆
143670117 田舎館村 全域 株式会社　ライスファクトリー　代表取締役　白戸　陽平 ○ 水田 200,000 水稲
143670118 田舎館村 全域 株式会社　ライスファクトリー　代表取締役　白戸　陽平 ○ 畑 2,000 野菜
143670119 田舎館村 全域 農事組合法人　中央地区農作業受託組合　代表理事　奈良岡　享 ○ 水田 50,000 大豆
143670120 田舎館村 全域 株式会社　大平ファーム　代表取締役　大平　裕和 ○ 水田 100,000 水稲
143670121 田舎館村 全域 鈴木　孝一 ○ 水田 5,000 水稲
143670122 田舎館村 全域 齊藤　耕喜 ○ 水田 10,000 水稲
143670123 田舎館村 全域 三浦　篤 ○ 水田 10,000 ナガネギ
143670124 田舎館村 全域 三浦　篤 ○ 畑 10,000 ナガネギ
143670125 田舎館村 全域 齋藤　光廣 ○ 水田 100,000 水稲
143670126 田舎館村 全域 株式会社　マインズイノベーション　代表取締役　福原　峰人 ○ 水田 700,000 水稲
143670127 田舎館村 全域 葛西　優彦 ○ 水田 4,000 水稲
143670128 田舎館村 全域 株式会社　一戸農園　代表取締役　一戸　喜美男 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
143670129 田舎館村 全域 阿部　雄一郎 ○ 畑 3,000 アスパラ
143670130 田舎館村 全域 阿部　雄一郎 ○ 水田 5,000 水稲
143670131 田舎館村 全域 阿部　雄一郎 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143670132 田舎館村 全域 清藤　雄太 ○ 水田 100,000 水稲
143670133 田舎館村 全域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
143670134 田舎館村 全域 株式会社　花田ファーム　代表取締役　花田　賢一 ○ 水田 65,000 水稲
143670135 田舎館村 全域 村上　功行 ○ 水田 1,000 水稲
143670136 田舎館村 全域 工藤　幸雄 ○ 水田 1,000 水稲
143670137 田舎館村 全域 中山　良二 ○ 水田 1,000 水稲
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143670138 田舎館村 全域 工藤　洋一 ○ 水田 1,000 水稲
143670139 田舎館村 全域 工藤　正光 ○ 樹園地 2,000 リンゴ
143670140 田舎館村 全域 小山　照男 ○ 水田 1,000 水稲
143670141 田舎館村 全域 金枝　豊治 ○ 水田 12,000 水稲
143670142 田舎館村 全域 工藤　修市 ○ 水田 1,000 水稲
143670143 田舎館村 全域 中山　芳三 ○ 畑 2,600 トマト
143670144 田舎館村 全域 中山　勇一 ○ 水田 1,990 水稲
143670145 田舎館村 全域 白取　雄成 ○ 水田 1,000 水稲
143670146 田舎館村 全域 中山　照雄 ○ 水田 1,400 水稲
143670147 田舎館村 全域 鹿内　正人 ○ 水田 4,000 水稲
143670148 田舎館村 全域 鈴木　哲弘 ○ 水田 6,800 水稲
143670149 田舎館村 全域 中山　敏幸 ○ 水田 2,600 水稲
143670150 田舎館村 全域 鈴木　健一 ○ 水田 6,000 水稲
143670151 田舎館村 全域 齋藤　靖夫 ○ 水田 4,356 水稲
143670152 田舎館村 全域 中山　秀五 ○ 水田 6,000 水稲
143670153 田舎館村 全域 株式会社　三浦農園　代表取締役　三浦　將 ○ 水田 7,500 水稲
143670154 田舎館村 全域 清藤　美保子 ○ 水田 13,500 水稲
143670155 田舎館村 全域 中山　博雄 ○ 水田 2,000 水稲
143670156 田舎館村 全域 白取　功 ○ 水田 5,062 水稲
143670157 田舎館村 全域 平川　亮 ○ 水田 5,600 水稲
143670158 田舎館村 全域 白取　孝行 ○ 水田 3,134 水稲
143670159 田舎館村 全域 中山　日出里 ○ 水田 1,000 水稲
143670160 田舎館村 全域 白取　旭 ○ 水田 12,293 水稲
142030003 八戸市 市川区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 市川区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 市川区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 市川区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 市川区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 市川区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030023 八戸市 市川区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 市川区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030014 八戸市 市川区域 小笠原　輝 ○ 水田 20,000 水稲、飼料用米
152030016 八戸市 市川区域 木村　精一 ○ 水田 7,000 水稲
152030022 八戸市 市川区域 谷地　孝仁 ○ 水田 50,000 水稲、飼料用米
152030027 八戸市 市川区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 5,000 水稲
162030002 八戸市 市川区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 市川区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
162030007 八戸市 市川区域 岩間　忠行 ○ 畑 3,000 ミニトマト
162030010 八戸市 市川区域 田中　進 ○ 水田 100,000 水稲、麦
162030012 八戸市 市川区域 向谷地　福次郎 ○ 水田 2,055 水稲
172030001 八戸市 市川区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 市川区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 市川区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030013 八戸市 市川区域 鈴木ファーム株式会社　代表取締役　鈴木　朋弥 ○ 水田 250,000 水稲
172030013 八戸市 市川区域 鈴木ファーム株式会社　代表取締役　鈴木　朋弥 ○ 畑 50,000 野菜
172030028 八戸市 市川区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
172030030 八戸市 市川区域 吉田　幸輝 ○ 畑 3,000 イチゴ
182030004 八戸市 市川区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 市川区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 市川区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
192030001 八戸市 市川区域 吉田　イネ子 ○ 畑 3,800 イチゴ
202030001 八戸市 市川区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 市川区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 市川区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
202030010 八戸市 市川区域 木村　三四郎 ○ 水田 20,000 水稲
202030011 八戸市 市川区域 木村　三四郎 ○ 畑 5,000 野菜
202030012 八戸市 市川区域 川村　昇 ○ 水田 5,000 水稲
202030013 八戸市 市川区域 大久保　洋一 ○ 畑 5,000 ナガイモ
202030014 八戸市 市川区域 田代　英輝 ○ 畑 5,000 ニンニク、ナガイモ
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202030015 八戸市 市川区域 原　利雄 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030003 八戸市 下長区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 下長区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 下長区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 下長区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 下長区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 下長区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030018 八戸市 下長区域 悪虫　義夫 ○ 水田 7,000 水稲
142030019 八戸市 下長区域 類家　栄司 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142030023 八戸市 下長区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030002 八戸市 下長区域 小笠原　輝 ○ 水田 20,000 水稲、飼料用米
152030003 八戸市 下長区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154120073 八戸市 下長区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 下長区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 下長区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
172030001 八戸市 下長区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 下長区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 下長区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030012 八戸市 下長区域 寺澤　一男 ○ 水田 8,000 水稲
172030028 八戸市 下長区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
172030029 八戸市 下長区域 窪田　政一 ○ 水田 2,700 水稲
182030004 八戸市 下長区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 下長区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 下長区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
192030007 八戸市 下長区域 山田　貴光 ○ 水田 10,000 水稲
202030001 八戸市 下長区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 下長区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 下長区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 上長区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 上長区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030005 八戸市 上長区域 川村　栄光 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142030006 八戸市 上長区域 三浦　政志 ○ 水田 4,000 水稲
142030008 八戸市 上長区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 上長区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 上長区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 上長区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030017 八戸市 上長区域 西村　正 ○ 水田 5,000 飼料用米
142030023 八戸市 上長区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030001 八戸市 上長区域 小笠原　輝 ○ 水田 20,000 水稲、飼料用米
152030003 八戸市 上長区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030005 八戸市 上長区域 長牛　啓朗 ○ 畑 2,000 ジャガイモ、ダイコン、ヤーコン
152030011 八戸市 上長区域 中川原　恵美 ○ 畑 3,000 ニンニク
152030021 八戸市 上長区域 岩澤　範行 ○ 水田 50,000 水稲
154120073 八戸市 上長区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 上長区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 上長区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
162030014 八戸市 上長区域 上村　隆雄 ○ 畑 5,000 野菜
162030017 八戸市 上長区域 上村　隆雄 ○ 水田 4,000 水稲
172030001 八戸市 上長区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030003 八戸市 上長区域 柳町　邦夫 ○ 水田 1,000 水稲
172030004 八戸市 上長区域 松倉　大 ○ 畑 5,000 ニンニク
172030006 八戸市 上長区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 上長区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030018 八戸市 上長区域 田村　大和 ○ 畑 10,000 ピーマン、ダイコン、かぶ
172030020 八戸市 上長区域 田村　大和 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、モモ、プラム
172030023 八戸市 上長区域 越山　祐輝 ○ 畑 3,000 露地野菜
172030028 八戸市 上長区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030004 八戸市 上長区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 上長区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
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182030006 八戸市 上長区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
192030004 八戸市 上長区域 種市　慎司 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
202030001 八戸市 上長区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 上長区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030006 八戸市 上長区域 日向　比呂志 ○ 水田 50,000 水稲
202030009 八戸市 上長区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 豊崎区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 豊崎区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 豊崎区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 豊崎区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 豊崎区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 豊崎区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030020 八戸市 豊崎区域 類家　栄司 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142030023 八戸市 豊崎区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030002 八戸市 豊崎区域 小笠原　輝 ○ 水田 20,000 水稲、飼料用米
152030003 八戸市 豊崎区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030006 八戸市 豊崎区域 長牛　啓朗 ○ 水田 3,000 水稲
154120073 八戸市 豊崎区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 豊崎区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 豊崎区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
162030013 八戸市 豊崎区域 中村　雄強 ○ 水田 4,000 水稲
162030015 八戸市 豊崎区域 上野　行治 ○ 水田 3,500 水稲
162030016 八戸市 豊崎区域 上野　行治 ○ 畑 6,000 野菜
162030018 八戸市 豊崎区域 柳原　弘達 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
172030001 八戸市 豊崎区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030005 八戸市 豊崎区域 松倉　大 ○ 畑 5,000 ニンニク
172030006 八戸市 豊崎区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 豊崎区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030028 八戸市 豊崎区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030004 八戸市 豊崎区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 豊崎区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 豊崎区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
182030012 八戸市 豊崎区域 松橋　平治 ○ 水田 5,000 水稲
202030001 八戸市 豊崎区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 豊崎区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030007 八戸市 豊崎区域 日向　比呂志 ○ 水田 50,000 水稲
202030009 八戸市 豊崎区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 館区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 館区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030007 八戸市 館区域 嶋守　茂 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
142030008 八戸市 館区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 館区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 館区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 館区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030012 八戸市 館区域 加藤　浩幸 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
142030016 八戸市 館区域 西村　正 ○ 水田 5,000 飼料用米
142030023 八戸市 館区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 館区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030004 八戸市 館区域 長牛　啓朗 ○ 畑 9,000 ジャガイモ、ダイコン、ヤーコン
152030012 八戸市 館区域 中川原　恵美 ○ 畑 3,000 ニンニク
152030013 八戸市 館区域 嶋守　儀四郎 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
152030020 八戸市 館区域 岩澤　範行 ○ 水田 50,000 水稲
152030020 八戸市 館区域 岩澤　範行 ○ 畑 50,000 水稲
152030026 八戸市 館区域 杉本　誠一 ○ 水田 5,000 水稲
154120073 八戸市 館区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 館区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 館区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
172030001 八戸市 館区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030002 八戸市 館区域 柳町　邦夫 ○ 水田 3,500 水稲

56 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

172030006 八戸市 館区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 館区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030019 八戸市 館区域 田村　大和 ○ 畑 10,000 ピーマン、ダイコン、かぶ
172030021 八戸市 館区域 田村　大和 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、モモ、プラム
172030022 八戸市 館区域 越山　祐輝 ○ 畑 3,000 露地野菜
172030028 八戸市 館区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030004 八戸市 館区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 館区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 館区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
182030007 八戸市 館区域 小笠原　輝 ○ 水田 10,000 水稲
182030011 八戸市 館区域 田村　大和 ○ 水田 5,000 ピーマン、ダイコン、かぶ
192030003 八戸市 館区域 佐々木　友彦 ○ 畑 30,000 ジャガイモ
192030006 八戸市 館区域 山田　貴光 ○ 水田 30,000 水稲
192030008 八戸市 館区域 岩澤　則克 ○ 水田 5,000 水稲
192030009 八戸市 館区域 赤澤　榮治 ○ 畑 130,000 大豆、小麦等
202030001 八戸市 館区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 館区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030005 八戸市 館区域 安部　秋雄 ○ 水田 5,000 マコモダケ
202030008 八戸市 館区域 日向　比呂志 ○ 水田 50,000 水稲
202030009 八戸市 館区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 是川区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 是川区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 是川区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 是川区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 是川区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 是川区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030023 八戸市 是川区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 是川区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030010 八戸市 是川区域 中川原　恵美 ○ 畑 3,000 ニンニク
154120073 八戸市 是川区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 是川区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 是川区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
162030008 八戸市 是川区域 横町　昭子 ○ 水田 2,000 ピーマン、ニンニク、他野菜類
162030009 八戸市 是川区域 横町　昭子 ○ 畑 2,000 ピーマン、ニンニク、他野菜類
172030001 八戸市 是川区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 是川区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 是川区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030009 八戸市 是川区域 堰端　裕紀 ○ 畑 3,000 ネギ
172030011 八戸市 是川区域 高屋敷　一智 ○ 畑 3,000 ネギ
172030017 八戸市 是川区域 簗場　和広 ○ 畑 3,000 キクイモ
172030028 八戸市 是川区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030004 八戸市 是川区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 是川区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 是川区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
182030009 八戸市 是川区域 櫛桁　啓司 ○ 畑 50,000 ニンニク
182030013 八戸市 是川区域 蒔苗　潤 ○ 畑 3,000 ネギ
202030001 八戸市 是川区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 是川区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 是川区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 大館区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 大館区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 大館区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 大館区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 大館区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 大館区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030023 八戸市 大館区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 大館区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030007 八戸市 大館区域 奥沢　一英 ○ 水田 40,000 牧草
152030007 八戸市 大館区域 奥沢　一英 ○ 畑 40,000 牧草
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152030008 八戸市 大館区域 中川原　恵美 ○ 畑 3,000 ニンニク
152030017 八戸市 大館区域 八森　利男 ○ 水田 1,000 水稲
152030018 八戸市 大館区域 農事組合法人　松館夢ファーム　代表理事　籠田　勝憲 ○ 水田 100,000 水稲
152030025 八戸市 大館区域 社会福祉法人　ユートピアの会　理事長　鶴飼　寿栄 ○ 畑 10,000 ダイコン、ネギ
154120073 八戸市 大館区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 大館区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 大館区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
172030001 八戸市 大館区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 大館区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 大館区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030010 八戸市 大館区域 高屋敷　一智 ○ 畑 3,000 ネギ
172030028 八戸市 大館区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030004 八戸市 大館区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 大館区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 大館区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
202030001 八戸市 大館区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 大館区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 大館区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
202030016 八戸市 大館区域 階上　文男 ○ 水田 20,000 水稲
142030002 八戸市 南浜・美保野区域 西村　智之 ○ 畑 10,000 ダイコン
142030003 八戸市 南浜・美保野区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 南浜・美保野区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 南浜・美保野区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 南浜・美保野区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 南浜・美保野区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 南浜・美保野区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030013 八戸市 南浜・美保野区域 （有）美の里農産　代表取締役　荒谷　卓生 ○ 畑 50,000 ニンニク
142030014 八戸市 南浜・美保野区域 農事組合法人　山本牧場　理事　山本　義彦 ○ 水田 100,000 水稲
142030015 八戸市 南浜・美保野区域 農事組合法人　山本牧場　理事　山本　義彦 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク、菜種
142030023 八戸市 南浜・美保野区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 南浜・美保野区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030023 八戸市 南浜・美保野区域 類家　章典 ○ 畑 30,000 ナガイモ
152030024 八戸市 南浜・美保野区域 社会福祉法人　ユートピアの会　理事長　鶴飼　寿栄 ○ 畑 10,000 ダイコン、ネギ
154120073 八戸市 南浜・美保野区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 南浜・美保野区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 南浜・美保野区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
172030001 八戸市 南浜・美保野区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 南浜・美保野区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 南浜・美保野区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030028 八戸市 南浜・美保野区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030002 八戸市 南浜・美保野区域 株式会社　南部高原ファーム　代表取締役社長　林　安雄 ○ 畑 20,000 ニンニク、ネギ、ナガイモ、カボチャ
182030004 八戸市 南浜・美保野区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 南浜・美保野区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 南浜・美保野区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
182030008 八戸市 南浜・美保野区域 櫛桁　啓司 ○ 畑 50,000 ニンニク
192030002 八戸市 南浜・美保野区域 中里　純悦 ○ 畑 30,000 ナガイモ
192030005 八戸市 南浜・美保野区域 花田　美榮子 ○ 畑 10,000  ピーマン、トマト、ネギ等
202030001 八戸市 南浜・美保野区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 南浜・美保野区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 南浜・美保野区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 旧市内区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 旧市内区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 旧市内区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 旧市内区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 旧市内区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 旧市内区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030023 八戸市 旧市内区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 旧市内区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154120073 八戸市 旧市内区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
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162030002 八戸市 旧市内区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 旧市内区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
172030001 八戸市 旧市内区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 旧市内区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 旧市内区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030028 八戸市 旧市内区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030004 八戸市 旧市内区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 旧市内区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 旧市内区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
182030010 八戸市 旧市内区域 荒谷　哲朗 ○ 畑 3,000 ミニトマト
192030010 八戸市 旧市内区域 山田　貴光 ○ 水田 10,000 水稲
202030001 八戸市 旧市内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 旧市内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 旧市内区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 島守区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 島守区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 島守区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 島守区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 島守区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 島守区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030021 八戸市 島守区域 久貝　享 ○ 畑 13,000 たばこ
142030023 八戸市 島守区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 島守区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030015 八戸市 島守区域 農事組合法人　野田営農組合　組合長　西　明 ○ 水田 250,000 水稲、飼料用米
152030015 八戸市 島守区域 農事組合法人　野田営農組合　組合長　西　明 ○ 畑 250,000 小麦、ソバ、雑穀、野菜
154120073 八戸市 島守区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030002 八戸市 島守区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030005 八戸市 島守区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
162030006 八戸市 島守区域 鈴木　憲一 ○ 畑 6,000 キュウリ
162030008 八戸市 島守区域 横町　昭子 ○ 水田 2,000 ピーマン、ニンニク、他野菜類
162030009 八戸市 島守区域 横町　昭子 ○ 畑 2,000 ピーマン、ニンニク、他野菜類
172030001 八戸市 島守区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 島守区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 島守区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030008 八戸市 島守区域 堰端　裕紀 ○ 畑 3,000 ネギ
172030024 八戸市 島守区域 農事組合法人　中野そば倶楽部　代表理事　古舘　實 ○ 畑 350,000 ソバ
172030026 八戸市 島守区域 荒谷　哲朗 ○ 畑 5,000 ミニトマト
172030028 八戸市 島守区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030001 八戸市 島守区域 自然食ねっと青森株式会社　代表取締役　森　昭治 ○ 畑 30,000 ニンジン
182030003 八戸市 島守区域 株式会社　青森農匠　代表取締役　小笠原　俊幸 ○ 畑 30,000 ニンニク、カボチャ
182030004 八戸市 島守区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 島守区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 島守区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
182030014 八戸市 島守区域 蒔苗　潤 ○ 畑 3,000 ネギ
202030001 八戸市 島守区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 島守区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 島守区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
142030003 八戸市 中沢区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030004 八戸市 中沢区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142030008 八戸市 中沢区域 竹中　瑞樹 ○ 畑 3,000 イチゴ、トマト、ミニトマト
142030009 八戸市 中沢区域 上野　斉 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142030010 八戸市 中沢区域 下沢　利男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030011 八戸市 中沢区域 長根　高文 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142030022 八戸市 中沢区域 久貝　享 ○ 畑 13,000 たばこ
142030023 八戸市 中沢区域 松本　貴 ○ 畑 3,000 西洋野菜等
152030003 八戸市 中沢区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152030009 八戸市 中沢区域 松山　太助 ○ 畑 100,000 飼料作物、牧草
154120073 八戸市 中沢区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
162030001 八戸市 中沢区域 小川　浩史 ○ 畑 20,000 ニンニク
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162030002 八戸市 中沢区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
162030003 八戸市 中沢区域 松山　太助 ○ 水田 10,000 水稲
162030004 八戸市 中沢区域 鈴木　正樹 ○ 畑 20,000 野菜
162030005 八戸市 中沢区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
162030011 八戸市 中沢区域 橋場　孝 ○ 畑 20,000 ナガイモ
172030001 八戸市 中沢区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
172030006 八戸市 中沢区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 水田 20,000 大豆
172030007 八戸市 中沢区域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 大豆
172030014 八戸市 中沢区域 株式会社　エヌファクトリー　代表取締役　野沢　博克 ○ 畑 50,000 ブドウ
172030015 八戸市 中沢区域 株式会社　エヌファクトリー　代表取締役　野沢　博克 ○ 樹園地 50,000 ブドウ
172030016 八戸市 中沢区域 株式会社　エヌファクトリー　代表取締役　野沢　博克 ○ 草地 50,000 ブドウ
172030024 八戸市 中沢区域 農事組合法人　中野そば倶楽部　代表理事　古舘　實 ○ 畑 350,000 ソバ
172030025 八戸市 中沢区域 農事組合法人　中野そば倶楽部　代表理事　古舘　實 ○ 水田 350,000 ソバ
172030027 八戸市 中沢区域 水野　浩司 ○ 畑 20,000 ニンジン
172030028 八戸市 中沢区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
182030004 八戸市 中沢区域 髙田　貴寛 ○ 畑 3,000 ミニトマト
182030005 八戸市 中沢区域 髙田　貴寛 ○ 水田 3,000 ミニトマト
182030006 八戸市 中沢区域 佐々木　拓美 ○ 畑 5,000 ニンニク
182030015 八戸市 中沢区域 蒔苗　潤 ○ 畑 3,000 ネギ
202030001 八戸市 中沢区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202030002 八戸市 中沢区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202030009 八戸市 中沢区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
202030017 八戸市 中沢区域 古舘　篤 ○ 畑 5,000 ブロッコリー、キュウリ
144410001 三戸町 全域 山下　善久 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
144410002 三戸町 全域 高屋敷　達夫 ○ 水田 5,000 水稲
144410003 三戸町 全域 小笠原　君男 ○ 水田 5,000 リンゴ
144410004 三戸町 全域 武士沢　恵美子 ○ 畑 2,000 葉たばこ
144410005 三戸町 全域 滝沢　勲 ○ 水田 5,000 水稲
144410006 三戸町 全域 船場　徳身 ○ 樹園地 5,000 果樹
144410007 三戸町 全域 老久保　洋 ○ 水田 10,000 水稲
144410008 三戸町 全域 老久保　洋 ○ 畑 10,000 ニンニク
144410009 三戸町 全域 高屋敷　達夫 ○ 畑 5,000 水稲
144410010 三戸町 全域 小笠原　君男 ○ 草地 5,000 リンゴ
144410011 三戸町 全域 水梨　敏晴 ○ 畑 3,000 デントコーン、草地
144410012 三戸町 全域 水梨　敏晴 ○ 水田 3,000 デントコーン、草地
144410013 三戸町 全域 水梨　敏晴 ○ 樹園地 3,000 デントコーン、草地
144410014 三戸町 全域 水梨　敏晴 ○ 草地 3,000 デントコーン、草地
154410001 三戸町 全域 丸末農業生産株式会社　代表取締役　船場　敏 ○ 水田 5,000 水稲
154410002 三戸町 全域 丸末農業生産株式会社　代表取締役　船場　敏 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
154410003 三戸町 全域 丸末農業生産株式会社　代表取締役　船場　敏 ○ 畑 5,000 トマト
154410004 三戸町 全域 神谷　陽一 ○ 水田 10,000 水稲
154410005 三戸町 全域 神谷　陽一 ○ 畑 10,000 ナガイモ
154410006 三戸町 全域 足沢　忠俊 ○ 水田 10,000 水稲
154410007 三戸町 全域 佐藤　光 ○ 畑 10,000 タマネギ
154410008 三戸町 全域 湊　舟廣 ○ 水田 20,000 水稲
154410009 三戸町 全域 袴田　善行 ○ 水田 10,000 葉たばこ
154410010 三戸町 全域 袴田　善行 ○ 畑 10,000 葉たばこ
154410011 三戸町 全域 舘　泰宏 ○ 畑 10,000 葉たばこ
154410012 三戸町 全域 山田　敏実 ○ 水田 10,000 水稲、リンゴ、ナス
154410013 三戸町 全域 山田　敏実 ○ 畑 10,000 水稲、リンゴ、ナス
154410014 三戸町 全域 山田　敏実 ○ 樹園地 10,000 水稲、リンゴ、ナス
154410015 三戸町 全域 袴田　重郎 ○ 水田 10,000 葉たばこ
154410016 三戸町 全域 袴田　重郎 ○ 畑 10,000 葉たばこ
164410001 三戸町 全域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
164410002 三戸町 全域 大平　憲男 ○ 畑 15,000 葉たばこ
164410003 三戸町 全域 杉沢　進 ○ 水田 30,000 水稲
164410004 三戸町 全域 小林　豊 ○ 水田 15,000 水稲
164410005 三戸町 全域 武士沢　弘美 ○ 水田 5,000,000 水稲
164410006 三戸町 全域 立花　康男 ○ 水田 10,000 水稲

60 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

164410007 三戸町 全域 番屋　佳修 ○ 水田 5,000 牧草
164410007 三戸町 全域 番屋　佳修 ○ 草地 5,000 牧草
164410008 三戸町 全域 戸川　幹雄 ○ 畑 4,000 アスパラガス
164410009 三戸町 全域 白山　英昭 ○ 水田 5,000 水稲
174410001 三戸町 全域 山田　峰千 ○ 畑 100,000 ピーマン
174410002 三戸町 全域 中井　のり子 ○ 水田 50,000 水稲、飼料作物、スナップエンドウ
174410002 三戸町 全域 中井　のり子 ○ 草地 50,000 水稲、飼料作物、スナップエンドウ
174410002 三戸町 全域 中井　のり子 ○ 畑 50,000 水稲、飼料作物、スナップエンドウ
174410003 三戸町 全域 佐藤　誉保 ○ 畑 6,000 ニンニク
174410004 三戸町 全域 農業生産法人　株式会社　よしだや　代表取締役　吉田　清華 ○ 畑 30,000 ニンニク
174410005 三戸町 全域 武士澤　守 ○ 水田 10,000 水稲
174410005 三戸町 全域 武士澤　守 ○ 畑 10,000 ニンニク
174410006 三戸町 全域 田中　覚 ○ 畑 10,000 ニンニク
174410007 三戸町 全域 居ケ内　一 ○ 水田 20,000 たばこ
174410007 三戸町 全域 居ケ内　一 ○ 畑 20,000 たばこ
174410008 三戸町 全域 青森農産株式会社 ○ 樹園地 3,000 サクランボ（ハウス）
174410009 三戸町 全域 足沢　敏明 ○ 畑 10,000 ナガイモ
184410001 三戸町 全域 戸田沢　孝彰 ○ 水田 5,000 水稲
184410001 三戸町 全域 戸田沢　孝彰 ○ 畑 6,000 デントコーン
184410002 三戸町 全域 越後　政弘 ○ 畑 5,000 ナガイモ
184410003 三戸町 全域 小林　生子 ○ 畑 10,000 たばこ
184410004 三戸町 全域 新田　豊 ○ 水田 10,000 水稲
184410004 三戸町 全域 新田　豊 ○ 畑 10,000 たばこ
184410005 三戸町 全域 寺牛　惠一 ○ 水田 5,000 水稲
184410006 三戸町 全域 工藤　喜代治 ○ 畑 5,000 ナガイモ
184410007 三戸町 全域 中村　光男 ○ 畑 5,600 リンゴ、野菜
184410008 三戸町 全域 松原　健夫 ○ 水田 3,000 水稲
184410009 三戸町 全域 中居　正 ○ 畑 5,000 山林用苗木
194410001 三戸町 全域 飯豊　惟雄 ○ 水田 3,000 水稲
194410002 三戸町 全域 戸田沢　清治 ○ 水田 3,800 水稲
194410003 三戸町 全域 武士沢　美友 ○ 水田 3,600 水稲
194410004 三戸町 全域 奥　聡 ○ 水田 3,000 ニンニク
194410006 三戸町 全域 工藤　史法 ○ 水田 2,000 水稲
194410007 三戸町 全域 工藤　重次郎 ○ 水田 10,000 水稲
194410008 三戸町 全域 沢山　榮治 ○ 畑 2,000 葉たばこ
194410009 三戸町 全域 坂本　健一 ○ 水田 9,000 水稲
204410004 三戸町 全域 松原　寿夫 ○ 水田 20,000 水稲
204410005 三戸町 全域 蛇沼　喜代治 ○ 畑 1,000 クロマメ
204410006 三戸町 全域 赤垣　一幸 ○ 水田 4,000 葉たばこ
204410006 三戸町 全域 赤垣　一幸 ○ 畑 4,000 葉たばこ
204410007 三戸町 全域 下川　淳一 ○ 水田 4,000 水稲
204410009 三戸町 全域 中沢　寿男 ○ 水田 10,000 水稲
204410010 三戸町 全域 大向　宝光 ○ 畑 2,000 ニンニク
204410011 三戸町 全域 奥　哲也 ○ 水田 2,000 水稲
204410012 三戸町 全域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204410013 三戸町 全域 武士沢　隆悦 ○ 水田 4,000 水稲
204410014 三戸町 全域 工藤　惠一 ○ 水田 6,000 ソバ、小麦
204410015 三戸町 全域 工藤　洋一 ○ 水田 6,000 ソバ、小麦
204410016 三戸町 全域 坂本　裕重 ○ 畑 2,000 モモ
204410017 三戸町 全域 西村　英夫 ○ 畑 3,000 ナガイモ
144020103 五戸町 五戸区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020104 五戸町 五戸区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020105 五戸町 五戸区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020161 五戸町 五戸区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020162 五戸町 五戸区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020163 五戸町 五戸区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144420001 五戸町 五戸区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420002 五戸町 五戸区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420003 五戸町 五戸区域 中里　德支 ○ 畑 20,000 ナガイモ
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144420008 五戸町 五戸区域 佐々木　喜克 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144420009 五戸町 五戸区域 田中　浩 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144420011 五戸町 五戸区域 川村　親穂 ○ 畑 15,000 ナガイモ、ゴボウ
144420012 五戸町 五戸区域 佐々木　友彦 ○ 畑 3,000 ジャガイモ
144420014 五戸町 五戸区域 有限会社　オベリスク　代表取締役　類家　隆 ○ 畑 24,000 野菜、小麦
144420016 五戸町 五戸区域 類家　正一 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
144420019 五戸町 五戸区域 三浦　利美 ○ 水田 10,000 水稲
144420020 五戸町 五戸区域 三浦　利美 ○ 畑 50,000 野菜
144420021 五戸町 五戸区域 三浦　修 ○ 水田 10,000 水稲
144420022 五戸町 五戸区域 三浦　修 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
144420023 五戸町 五戸区域 佐々木　一榮 ○ 水田 10,000 水稲
144420024 五戸町 五戸区域 佐々木　一榮 ○ 畑 10,000 野菜
144420026 五戸町 五戸区域 三浦　勝雄 ○ 水田 2,000 水稲
144420027 五戸町 五戸区域 三浦　勝雄 ○ 畑 10,000 野菜
144420028 五戸町 五戸区域 今川　義雄 ○ 水田 30,000 水稲
144420032 五戸町 五戸区域 越懸澤　幸広 ○ 水田 3,000 水稲
144420033 五戸町 五戸区域 鳥谷部　正光 ○ 水田 10,000 水稲
144420034 五戸町 五戸区域 柳田　栄 ○ 畑 1,000 トウモロコシ、ジャガイモ、メロン
144420035 五戸町 五戸区域 類家　栄司 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144420036 五戸町 五戸区域 森田　英里子 ○ 水田 3,000 丸芋
144420037 五戸町 五戸区域 森田　英里子 ○ 畑 5,000 ゴボウ
144420039 五戸町 五戸区域 荒屋敷　忍 ○ 水田 50,000 水稲
144420041 五戸町 五戸区域 豊川　真寿 ○ 畑 10,000 ナガイモ、緑肥
144420045 五戸町 五戸区域 佐々木　宗徳 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144420048 五戸町 五戸区域 大久保　德治 ○ 水田 4,000 水稲
144420049 五戸町 五戸区域 種市　則美 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
152060044 五戸町 五戸区域 小笠原　利行 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060045 五戸町 五戸区域 小笠原　利行 ○ 畑 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060046 五戸町 五戸区域 小笠原　利行 ○ 草地 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
154420005 五戸町 五戸区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154420011 五戸町 五戸区域 大山　寛 ○ 水田 20,000 水稲
154420014 五戸町 五戸区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 水田 100,000 水稲
154420015 五戸町 五戸区域 留目　昌明 ○ 畑 10,000 ニンニク
154420020 五戸町 五戸区域 野崎　義弘 ○ 水田 7,000 水稲
154420022 五戸町 五戸区域 藤村　哲也 ○ 水田 5,000 イチゴ
154420024 五戸町 五戸区域 鈴木　正樹 ○ 畑 8,000 野菜
164420001 五戸町 五戸区域 小笠原　隆太郎 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164420003 五戸町 五戸区域 向山　政美 ○ 畑 8,000 ニンニク
164420004 五戸町 五戸区域 角濱　光哉 ○ 水田 10,000 水稲
164420006 五戸町 五戸区域 農事組合法人　野村園芸農場　理事　野村　敏男 ○ 水田 30,000 大豆
164420009 五戸町 五戸区域 川村　とよ ○ 水田 10,000 水稲
164420011 五戸町 五戸区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 畑 100,000 ダイコン、シソ、ニンニク、ゴボウ
164420012 五戸町 五戸区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 樹園地 100,000 ウメ、リンゴ
164420013 五戸町 五戸区域 青森ジャパンファーム株式会社　代表取締役　久貝　サラム ○ 水田 44,270 ニンニク
164420013 五戸町 五戸区域 青森ジャパンファーム株式会社　代表取締役　久貝　サラム ○ 畑 44,270 ニンニク
164420014 五戸町 五戸区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
164420019 五戸町 五戸区域 竹洞　信一 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164420024 五戸町 五戸区域 株式会社　鳥谷部養蜂場　代表取締役　鳥谷部　良作 ○ 畑 13,000 水稲、菜種、ソバ
164420025 五戸町 五戸区域 株式会社　鳥谷部養蜂場　代表取締役　鳥谷部　良作 ○ 水田 21,800 水稲、菜種、ソバ
172060051 五戸町 五戸区域 漆舘　博世 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
174420007 五戸町 五戸区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
174420008 五戸町 五戸区域 野村　千鶴 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
174420009 五戸町 五戸区域 鳥谷部　甚一郎 ○ 水田 5,000 水稲
174420010 五戸町 五戸区域 稲村　健一 ○ 畑 7,000 ネギ、ダイコン、ニンニク
174420014 五戸町 五戸区域 豊田　孝夫 ○ 水田 10,000 水稲
174420015 五戸町 五戸区域 留目　力 ○ 畑 11,000 リンゴ
174420017 五戸町 五戸区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174420019 五戸町 五戸区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 畑 50,000 ニンニク
184420001 五戸町 五戸区域 髙山　英治 ○ 畑 3,000 ホウレンソウ、トマト
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184420002 五戸町 五戸区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 樹園地 80,000 リンゴ
184420003 五戸町 五戸区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 畑 80,000 リンゴ
184420004 五戸町 五戸区域 長根　茂 ○ 水田 10,000 ニンニク
184420029 五戸町 五戸区域 川﨑　勝美 ○ 水田 9,000 水稲
184420030 五戸町 五戸区域 稲村　健一 ○ 水田 7,000 ネギ
184420037 五戸町 五戸区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 水田 27,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
194420001 五戸町 五戸区域 若松　悟 ○ 畑 20,000 ゴボウ
194420002 五戸町 五戸区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 水田 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420003 五戸町 五戸区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 畑 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420004 五戸町 五戸区域 種市　慎司 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
194420006 五戸町 五戸区域 中村　秀昭 ○ 水田 20,000 水稲
194420007 五戸町 五戸区域 川門前　俊文 ○ 水田 17,000 水稲
194420008 五戸町 五戸区域 相内　智明 ○ 畑 5,000 ニンニク
204420001 五戸町 五戸区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
204420002 五戸町 五戸区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 77,000 大豆、アピオス、インゲン　他
204420004 五戸町 五戸区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204420005 五戸町 五戸区域 小笠原　幸男 ○ 畑 12,000 ニンニク
204420006 五戸町 五戸区域 川守田　喜一 ○ 水田 1,000 水稲
144020103 五戸町 川内区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020104 五戸町 川内区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020105 五戸町 川内区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020161 五戸町 川内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020162 五戸町 川内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020163 五戸町 川内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144420001 五戸町 川内区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420002 五戸町 川内区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420003 五戸町 川内区域 中里　德支 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420004 五戸町 川内区域 佐々木　文雄 ○ 畑 20,000 ダイコン、ゴボウ
144420007 五戸町 川内区域 上村　正一 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
144420008 五戸町 川内区域 佐々木　喜克 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144420009 五戸町 川内区域 田中　浩 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144420010 五戸町 川内区域 川村　親穂 ○ 畑 15,000 ナガイモ、ゴボウ
144420012 五戸町 川内区域 佐々木　友彦 ○ 畑 3,000 ジャガイモ
144420013 五戸町 川内区域 中山　政弘 ○ 畑 20,000 丸芋
144420014 五戸町 川内区域 有限会社　オベリスク　代表取締役　類家　隆 ○ 畑 24,000 野菜、小麦
144420015 五戸町 川内区域 川村　栄光 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144420016 五戸町 川内区域 類家　正一 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
144420019 五戸町 川内区域 三浦　利美 ○ 水田 10,000 水稲
144420020 五戸町 川内区域 三浦　利美 ○ 畑 50,000 野菜
144420021 五戸町 川内区域 三浦　修 ○ 水田 10,000 水稲
144420022 五戸町 川内区域 三浦　修 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
144420023 五戸町 川内区域 佐々木　一榮 ○ 水田 10,000 水稲
144420024 五戸町 川内区域 佐々木　一榮 ○ 畑 10,000 野菜
144420026 五戸町 川内区域 三浦　勝雄 ○ 水田 2,000 水稲
144420027 五戸町 川内区域 三浦　勝雄 ○ 畑 10,000 野菜
144420028 五戸町 川内区域 今川　義雄 ○ 水田 30,000 水稲
144420030 五戸町 川内区域 西村　正 ○ 水田 200,000 飼料用米
144420031 五戸町 川内区域 橘　文吉 ○ 水田 10,000 水稲
144420034 五戸町 川内区域 柳田　栄 ○ 畑 1,000 トウモロコシ、ジャガイモ、メロン
144420035 五戸町 川内区域 類家　栄司 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144420036 五戸町 川内区域 森田　英里子 ○ 水田 3,000 丸芋
144420037 五戸町 川内区域 森田　英里子 ○ 畑 5,000 ゴボウ
144420039 五戸町 川内区域 荒屋敷　忍 ○ 水田 50,000 水稲
144420040 五戸町 川内区域 原　一喜 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144420042 五戸町 川内区域 豊川　真寿 ○ 畑 10,000 ナガイモ、緑肥
144420044 五戸町 川内区域 鈴木　勝弥 ○ 水田 10,000 水稲
144420046 五戸町 川内区域 佐々木　宗徳 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144420048 五戸町 川内区域 大久保　德治 ○ 水田 4,000 水稲
144420049 五戸町 川内区域 種市　則美 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
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152060044 五戸町 川内区域 小笠原　利行 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060045 五戸町 川内区域 小笠原　利行 ○ 畑 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060046 五戸町 川内区域 小笠原　利行 ○ 草地 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
154420004 五戸町 川内区域 松本　貴 ○ 畑 10,000 西洋野菜
154420005 五戸町 川内区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154420007 五戸町 川内区域 豊川　敏雄 ○ 水田 7,000 水稲
154420008 五戸町 川内区域 舘　政雄 ○ 水田 2,737 水稲
154420009 五戸町 川内区域 大山　森生 ○ 水田 10,000 水稲
154420012 五戸町 川内区域 山田　光義 ○ 水田 20,000 水稲
154420014 五戸町 川内区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 水田 100,000 水稲
154420017 五戸町 川内区域 類家　章典 ○ 畑 30,000 ナガイモ
154420018 五戸町 川内区域 豊川　貴美子 ○ 水田 7,000 水稲
154420019 五戸町 川内区域 平　謙男 ○ 水田 10,000 水稲
154420021 五戸町 川内区域 佐々木　克文 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
154420023 五戸町 川内区域 大久保　正志 ○ 水田 5,000 水稲
154420024 五戸町 川内区域 鈴木　正樹 ○ 畑 8,000 野菜
164420001 五戸町 川内区域 小笠原　隆太郎 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164420002 五戸町 川内区域 新井山　和寿 ○ 畑 10,000 野菜
164420005 五戸町 川内区域 佐藤　栄一 ○ 水田 18,000 水稲
164420007 五戸町 川内区域 農事組合法人　野村園芸農場　理事　野村　敏男 ○ 水田 30,000 大豆
164420011 五戸町 川内区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 畑 100,000 ダイコン、シソ、ニンニク、ゴボウ
164420012 五戸町 川内区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 樹園地 100,000 ウメ、リンゴ
164420013 五戸町 川内区域 青森ジャパンファーム株式会社　代表取締役　久貝　サラム ○ 畑 44,270 ニンニク
164420014 五戸町 川内区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
164420015 五戸町 川内区域 株式会社　泉農場　代表取締役　後藤　智保 ○ 水田 10,000 水稲
164420024 五戸町 川内区域 株式会社　鳥谷部養蜂場　代表取締役　鳥谷部　良作 ○ 畑 13,000 水稲、菜種、ソバ
164420027 五戸町 川内区域 大山　孝雄 ○ 畑 4,000 ゴボウ
172060051 五戸町 川内区域 漆舘　博世 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
174420001 五戸町 川内区域 大山　浩範 ○ 水田 5,000 水稲
174420002 五戸町 川内区域 佐々木　與助 ○ 水田 10,000 牧草
174420002 五戸町 川内区域 佐々木　與助 ○ 畑 10,000 牧草
174420003 五戸町 川内区域 大久保　悦男 ○ 水田 13,350 水稲
174420005 五戸町 川内区域 鈴木ファーム株式会社　代表取締役　鈴木　朋弥 ○ 水田 200,000 水稲
174420006 五戸町 川内区域 鈴木　英幸 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
174420007 五戸町 川内区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
174420008 五戸町 川内区域 野村　千鶴 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
174420011 五戸町 川内区域 稲村　健一 ○ 畑 7,000 ネギ、ダイコン、ニンニク
174420014 五戸町 川内区域 豊田　孝夫 ○ 水田 10,000 水稲
174420015 五戸町 川内区域 留目　力 ○ 畑 11,000 リンゴ
174420017 五戸町 川内区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174420018 五戸町 川内区域 佐々木　政喜 ○ 水田 5,000 WCS
174420019 五戸町 川内区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 畑 50,000 ニンニク
184420002 五戸町 川内区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 樹園地 80,000 リンゴ
184420003 五戸町 川内区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 畑 80,000 リンゴ
184420004 五戸町 川内区域 長根　茂 ○ 水田 10,000 ニンニク
184420006 五戸町 川内区域 佐々木　一徳 ○ 水田 10,000 ソバ
184420007 五戸町 川内区域 佐々木　寿一 ○ 水田 15,000 水稲
184420008 五戸町 川内区域 佐々木　万悦 ○ 水田 5,000 水稲
184420009 五戸町 川内区域 佐々木　慶 ○ 水田 12,000 水稲
184420010 五戸町 川内区域 佐々木　正規 ○ 水田 12,500 水稲
184420011 五戸町 川内区域 川﨑　一雄 ○ 水田 6,600 ソバ
184420012 五戸町 川内区域 佐々木　秀徳 ○ 水田 10,000 水稲
184420013 五戸町 川内区域 原　秀喜 ○ 水田 3,000 水稲
184420014 五戸町 川内区域 川﨑　幸一 ○ 水田 9,000 水稲
184420015 五戸町 川内区域 佐々木　義徳 ○ 水田 10,000 水稲
184420016 五戸町 川内区域 佐々木　昭寿 ○ 水田 5,000 水稲
184420017 五戸町 川内区域 佐々木　喜克 ○ 水田 25,000 水稲
184420018 五戸町 川内区域 佐々木　福栄 ○ 水田 18,000 水稲
184420019 五戸町 川内区域 川﨑　進 ○ 水田 6,000 水稲
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184420020 五戸町 川内区域 佐々木　賢悦 ○ 水田 10,000 水稲
184420021 五戸町 川内区域 川崎青果株式会社　代表取締役　川﨑　均 ○ 水田 100,000 ダイコン
184420022 五戸町 川内区域 川崎青果株式会社　代表取締役　川﨑　均 ○ 畑 200,000 ダイコン
184420023 五戸町 川内区域 佐々木　七代 ○ 水田 5,000 水稲
184420025 五戸町 川内区域 佐々木　強 ○ 水田 10,000 水稲
184420026 五戸町 川内区域 佐々木　由登美 ○ 水田 10,000 水稲
184420027 五戸町 川内区域 佐々木　幸男 ○ 水田 10,000 水稲
184420029 五戸町 川内区域 川﨑　勝美 ○ 水田 9,000 水稲
184420031 五戸町 川内区域 稲村　健一 ○ 水田 7,000 ネギ
184420035 五戸町 川内区域 田中　豊日 ○ 水田 11,300 水稲
184420037 五戸町 川内区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 水田 27,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
194420001 五戸町 川内区域 若松　悟 ○ 畑 20,000 ゴボウ
194420002 五戸町 川内区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 水田 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420003 五戸町 川内区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 畑 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420004 五戸町 川内区域 種市　慎司 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
194420007 五戸町 川内区域 川門前　俊文 ○ 水田 17,000 水稲
194420008 五戸町 川内区域 相内　智明 ○ 畑 5,000 ニンニク
204420001 五戸町 川内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
204420002 五戸町 川内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 77,000 大豆、アピオス、インゲン　他
204420003 五戸町 川内区域 大久保　修一 ○ 水田 5,000 飼料作物
204420004 五戸町 川内区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204420005 五戸町 川内区域 小笠原　幸男 ○ 畑 12,000 ニンニク
204420006 五戸町 川内区域 川守田　喜一 ○ 水田 1,000 水稲
144020103 五戸町 豊間内区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020104 五戸町 豊間内区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020105 五戸町 豊間内区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020161 五戸町 豊間内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020162 五戸町 豊間内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020163 五戸町 豊間内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144420001 五戸町 豊間内区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420002 五戸町 豊間内区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420003 五戸町 豊間内区域 中里　德支 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420008 五戸町 豊間内区域 佐々木　喜克 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144420009 五戸町 豊間内区域 田中　浩 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144420012 五戸町 豊間内区域 佐々木　友彦 ○ 畑 3,000 ジャガイモ
144420014 五戸町 豊間内区域 有限会社　オベリスク　代表取締役　類家　隆 ○ 畑 24,000 野菜、小麦
144420016 五戸町 豊間内区域 類家　正一 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
144420017 五戸町 豊間内区域 巴　俊悦 ○ 水田 10,000 水稲
144420018 五戸町 豊間内区域 若松　悟 ○ 水田 50,000 水稲
144420019 五戸町 豊間内区域 三浦　利美 ○ 水田 10,000 水稲
144420020 五戸町 豊間内区域 三浦　利美 ○ 畑 50,000 野菜
144420021 五戸町 豊間内区域 三浦　修 ○ 水田 10,000 水稲
144420022 五戸町 豊間内区域 三浦　修 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
144420023 五戸町 豊間内区域 佐々木　一榮 ○ 水田 10,000 水稲
144420024 五戸町 豊間内区域 佐々木　一榮 ○ 畑 10,000 野菜
144420026 五戸町 豊間内区域 三浦　勝雄 ○ 水田 2,000 水稲
144420027 五戸町 豊間内区域 三浦　勝雄 ○ 畑 10,000 野菜
144420028 五戸町 豊間内区域 今川　義雄 ○ 水田 30,000 水稲
144420034 五戸町 豊間内区域 柳田　栄 ○ 畑 1,000 トウモロコシ、ジャガイモ、メロン
144420035 五戸町 豊間内区域 類家　栄司 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144420036 五戸町 豊間内区域 森田　英里子 ○ 水田 3,000 丸芋
144420037 五戸町 豊間内区域 森田　英里子 ○ 畑 5,000 ゴボウ
144420039 五戸町 豊間内区域 荒屋敷　忍 ○ 水田 50,000 水稲
144420043 五戸町 豊間内区域 豊川　真寿 ○ 畑 10,000 ナガイモ、緑肥
144420049 五戸町 豊間内区域 種市　則美 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
152060044 五戸町 豊間内区域 小笠原　利行 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060045 五戸町 豊間内区域 小笠原　利行 ○ 畑 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060046 五戸町 豊間内区域 小笠原　利行 ○ 草地 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
154420003 五戸町 豊間内区域 松本　貴 ○ 畑 10,000 西洋野菜
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154420005 五戸町 豊間内区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154420014 五戸町 豊間内区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 水田 100,000 水稲
154420024 五戸町 豊間内区域 鈴木　正樹 ○ 畑 8,000 野菜
164420001 五戸町 豊間内区域 小笠原　隆太郎 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164420011 五戸町 豊間内区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 畑 100,000 ダイコン、シソ、ニンニク、ゴボウ
164420012 五戸町 豊間内区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 樹園地 100,000 ウメ、リンゴ
164420013 五戸町 豊間内区域 青森ジャパンファーム株式会社　代表取締役　久貝　サラム ○ 畑 44,270 ニンニク
164420014 五戸町 豊間内区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
164420026 五戸町 豊間内区域 柳原　弘達 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
172060051 五戸町 豊間内区域 漆舘　博世 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
174420007 五戸町 豊間内区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
174420008 五戸町 豊間内区域 野村　千鶴 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
174420014 五戸町 豊間内区域 豊田　孝夫 ○ 水田 10,000 水稲
174420015 五戸町 豊間内区域 留目　力 ○ 畑 11,000 リンゴ
174420017 五戸町 豊間内区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174420019 五戸町 豊間内区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 畑 50,000 ニンニク
184420002 五戸町 豊間内区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 樹園地 80,000 リンゴ
184420003 五戸町 豊間内区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 畑 80,000 リンゴ
184420004 五戸町 豊間内区域 長根　茂 ○ 水田 10,000 ニンニク
184420037 五戸町 豊間内区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 水田 27,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
194420001 五戸町 豊間内区域 若松　悟 ○ 畑 20,000 ゴボウ
194420002 五戸町 豊間内区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 水田 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420003 五戸町 豊間内区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 畑 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420004 五戸町 豊間内区域 種市　慎司 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
194420007 五戸町 豊間内区域 川門前　俊文 ○ 水田 17,000 水稲
194420008 五戸町 豊間内区域 相内　智明 ○ 畑 5,000 ニンニク
204420001 五戸町 豊間内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
204420002 五戸町 豊間内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 77,000 大豆、アピオス、インゲン　他
204420004 五戸町 豊間内区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204420005 五戸町 豊間内区域 小笠原　幸男 ○ 畑 12,000 ニンニク
204420006 五戸町 豊間内区域 川守田　喜一 ○ 水田 1,000 水稲
144020103 五戸町 浅田区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020104 五戸町 浅田区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020105 五戸町 浅田区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020161 五戸町 浅田区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020162 五戸町 浅田区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020163 五戸町 浅田区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144420001 五戸町 浅田区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420002 五戸町 浅田区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420003 五戸町 浅田区域 中里　德支 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420008 五戸町 浅田区域 佐々木　喜克 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144420009 五戸町 浅田区域 田中　浩 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144420012 五戸町 浅田区域 佐々木　友彦 ○ 水田 3,000 ジャガイモ
144420012 五戸町 浅田区域 佐々木　友彦 ○ 畑 3,000 ジャガイモ
144420014 五戸町 浅田区域 有限会社　オベリスク　代表取締役　類家　隆 ○ 畑 24,000 野菜、小麦
144420016 五戸町 浅田区域 類家　正一 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
144420019 五戸町 浅田区域 三浦　利美 ○ 水田 10,000 水稲
144420020 五戸町 浅田区域 三浦　利美 ○ 畑 50,000 野菜
144420021 五戸町 浅田区域 三浦　修 ○ 水田 10,000 水稲
144420022 五戸町 浅田区域 三浦　修 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
144420023 五戸町 浅田区域 佐々木　一榮 ○ 水田 10,000 水稲
144420024 五戸町 浅田区域 佐々木　一榮 ○ 畑 10,000 野菜
144420026 五戸町 浅田区域 三浦　勝雄 ○ 水田 2,000 水稲
144420027 五戸町 浅田区域 三浦　勝雄 ○ 畑 10,000 野菜
144420028 五戸町 浅田区域 今川　義雄 ○ 水田 30,000 水稲
144420034 五戸町 浅田区域 柳田　栄 ○ 畑 1,000 トウモロコシ、ジャガイモ、メロン
144420035 五戸町 浅田区域 類家　栄司 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144420036 五戸町 浅田区域 森田　英里子 ○ 水田 3,000 丸芋
144420037 五戸町 浅田区域 森田　英里子 ○ 畑 5,000 ゴボウ
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144420039 五戸町 浅田区域 荒屋敷　忍 ○ 水田 50,000 水稲
144420047 五戸町 浅田区域 中野　聖子 ○ 畑 5,000 ニンニク、ネギ
144420049 五戸町 浅田区域 種市　則美 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
152060044 五戸町 浅田区域 小笠原　利行 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060045 五戸町 浅田区域 小笠原　利行 ○ 畑 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060046 五戸町 浅田区域 小笠原　利行 ○ 草地 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
154420002 五戸町 浅田区域 松本　貴 ○ 畑 10,000 西洋野菜
154420005 五戸町 浅田区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154420010 五戸町 浅田区域 髙山　弘樹 ○ 畑 7,000 葉たばこ
154420014 五戸町 浅田区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 水田 100,000 水稲
154420024 五戸町 浅田区域 鈴木　正樹 ○ 畑 8,000 野菜
164420001 五戸町 浅田区域 小笠原　隆太郎 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164420011 五戸町 浅田区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 畑 100,000 ダイコン、シソ、ニンニク、ゴボウ
164420012 五戸町 浅田区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 樹園地 100,000 ウメ、リンゴ
164420013 五戸町 浅田区域 青森ジャパンファーム株式会社　代表取締役　久貝　サラム ○ 畑 44,270 ニンニク
164420014 五戸町 浅田区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
164420022 五戸町 浅田区域 北上　一浩 ○ 水田 5,500 水稲
172060051 五戸町 浅田区域 漆舘　博世 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
174420004 五戸町 浅田区域 佐川　秀清 ○ 水田 20,000 水稲
174420007 五戸町 浅田区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
174420008 五戸町 浅田区域 野村　千鶴 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
174420014 五戸町 浅田区域 豊田　孝夫 ○ 水田 10,000 水稲
174420015 五戸町 浅田区域 留目　力 ○ 畑 11,000 リンゴ
174420017 五戸町 浅田区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174420019 五戸町 浅田区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 畑 50,000 ニンニク
174420020 五戸町 浅田区域 太田　定志 ○ 水田 5,000 ニンニク
184420002 五戸町 浅田区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 樹園地 80,000 リンゴ
184420003 五戸町 浅田区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 畑 80,000 リンゴ
184420004 五戸町 浅田区域 長根　茂 ○ 水田 10,000 ニンニク
184420037 五戸町 浅田区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 水田 27,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
194420001 五戸町 浅田区域 若松　悟 ○ 畑 20,000 ゴボウ
194420002 五戸町 浅田区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 水田 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420003 五戸町 浅田区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 畑 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420004 五戸町 浅田区域 種市　慎司 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
194420007 五戸町 浅田区域 川門前　俊文 ○ 水田 17,000 水稲
194420008 五戸町 浅田区域 相内　智明 ○ 畑 5,000 ニンニク
204420001 五戸町 浅田区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
204420002 五戸町 浅田区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 77,000 大豆、アピオス、インゲン　他
204420004 五戸町 浅田区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204420005 五戸町 浅田区域 小笠原　幸男 ○ 畑 12,000 ニンニク
204420006 五戸町 浅田区域 川守田　喜一 ○ 水田 1,000 水稲
142060102 五戸町 倉石区域 力石　健市 ○ 畑 15,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144020103 五戸町 倉石区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020104 五戸町 倉石区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020105 五戸町 倉石区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020161 五戸町 倉石区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020162 五戸町 倉石区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020163 五戸町 倉石区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144420001 五戸町 倉石区域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420002 五戸町 倉石区域 木村　正夫 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420003 五戸町 倉石区域 中里　德支 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144420005 五戸町 倉石区域 柏田　貴良 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
144420008 五戸町 倉石区域 佐々木　喜克 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144420009 五戸町 倉石区域 田中　浩 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144420012 五戸町 倉石区域 佐々木　友彦 ○ 畑 3,000 ジャガイモ
144420014 五戸町 倉石区域 有限会社　オベリスク　代表取締役　類家　隆 ○ 畑 24,000 野菜、小麦
144420016 五戸町 倉石区域 類家　正一 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
144420019 五戸町 倉石区域 三浦　利美 ○ 水田 10,000 水稲
144420020 五戸町 倉石区域 三浦　利美 ○ 畑 50,000 野菜
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144420021 五戸町 倉石区域 三浦　修 ○ 水田 10,000 水稲
144420022 五戸町 倉石区域 三浦　修 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
144420023 五戸町 倉石区域 佐々木　一榮 ○ 水田 10,000 水稲
144420024 五戸町 倉石区域 佐々木　一榮 ○ 畑 10,000 野菜
144420026 五戸町 倉石区域 三浦　勝雄 ○ 水田 2,000 水稲
144420027 五戸町 倉石区域 三浦　勝雄 ○ 畑 10,000 野菜
144420028 五戸町 倉石区域 今川　義雄 ○ 水田 30,000 水稲
144420029 五戸町 倉石区域 柏田　貴良 ○ 草地 10,000 ナガイモ、ニンニク
144420034 五戸町 倉石区域 柳田　栄 ○ 畑 1,000 トウモロコシ、ジャガイモ、メロン
144420035 五戸町 倉石区域 類家　栄司 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144420036 五戸町 倉石区域 森田　英里子 ○ 水田 3,000 丸芋
144420037 五戸町 倉石区域 森田　英里子 ○ 畑 5,000 ゴボウ
144420038 五戸町 倉石区域 森田　格勝 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144420039 五戸町 倉石区域 荒屋敷　忍 ○ 水田 50,000 水稲
144420049 五戸町 倉石区域 種市　則美 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144420050 五戸町 倉石区域 春　義彦 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ジャガイモ、タマネギ、ナガイモ、ニンジン
152060044 五戸町 倉石区域 小笠原　利行 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060045 五戸町 倉石区域 小笠原　利行 ○ 畑 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060046 五戸町 倉石区域 小笠原　利行 ○ 草地 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
154420001 五戸町 倉石区域 髙村　孝博 ○ 畑 20,000 野菜
154420005 五戸町 倉石区域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154420006 五戸町 倉石区域 農事組合法人　くらいし　代表理事組合長　田中　淳一 ○ 水田 300,000 水稲
154420013 五戸町 倉石区域 古川　茂 ○ 畑 10,000 ニンニク、ネギ
154420014 五戸町 倉石区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 水田 100,000 水稲
154420016 五戸町 倉石区域 本田　学久 ○ 畑 10,000 ナガイモ
154420024 五戸町 倉石区域 鈴木　正樹 ○ 畑 8,000 野菜
164420001 五戸町 倉石区域 小笠原　隆太郎 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164420008 五戸町 倉石区域 農事組合法人　野村園芸農場　理事　野村　敏男 ○ 水田 30,000 大豆
164420010 五戸町 倉石区域 たかむら農園株式会社　代表取締役　髙村　國昭 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
164420011 五戸町 倉石区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 畑 100,000 ダイコン、シソ、ニンニク、ゴボウ
164420012 五戸町 倉石区域 株式会社　鈴木農園　代表取締役社長　鈴木　栄一 ○ 樹園地 100,000 ウメ、リンゴ
164420013 五戸町 倉石区域 青森ジャパンファーム株式会社　代表取締役　久貝　サラム ○ 畑 44,270 ニンニク
164420014 五戸町 倉石区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
164420016 五戸町 倉石区域 高橋　直巳 ○ 水田 10,000 牧草
164420017 五戸町 倉石区域 漆戸　亨 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
164420018 五戸町 倉石区域 竹原　誠 ○ 水田 3,750 ニンニク
164420020 五戸町 倉石区域 竹洞　信一 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164420021 五戸町 倉石区域 長根　孝衛 ○ 水田 2,570 ナガイモ
164420023 五戸町 倉石区域 角濱　憲一 ○ 水田 10,000 水稲
172060051 五戸町 倉石区域 漆舘　博世 ○ 水田 30,000 水稲
172060051 五戸町 倉石区域 漆舘　博世 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
174420007 五戸町 倉石区域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
174420008 五戸町 倉石区域 野村　千鶴 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
174420012 五戸町 倉石区域 山村　武弘 ○ 水田 20,000 ニンニク、水稲、飼料作物
174420013 五戸町 倉石区域 山村　武弘 ○ 畑 20,000 ニンニク、水稲、飼料作物
174420014 五戸町 倉石区域 豊田　孝夫 ○ 水田 10,000 水稲
174420015 五戸町 倉石区域 留目　力 ○ 畑 11,000 リンゴ
174420016 五戸町 倉石区域 長根　孝衛 ○ 畑 10,000 ナガイモ
174420017 五戸町 倉石区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174420019 五戸町 倉石区域 有限会社　今藏　代表取締役　今川　義雄 ○ 畑 50,000 ニンニク
184420002 五戸町 倉石区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 樹園地 80,000 リンゴ
184420003 五戸町 倉石区域 八戸農産物流株式会社　代表取締役　横町　芳隆 ○ 畑 80,000 リンゴ
184420004 五戸町 倉石区域 長根　茂 ○ 水田 10,000 ニンニク
184420005 五戸町 倉石区域 氣田　修一 ○ 畑 30,000 ニンニク
184420024 五戸町 倉石区域 合同会社　八兵衛農園　代表社員　小田　清敬 ○ 畑 100,000 ニンニク
184420028 五戸町 倉石区域 竹原　広貴 ○ 畑 5,000 丸芋
184420032 五戸町 倉石区域 山口　平 ○ 畑 10,000 丸芋、ゴボウ、ナガイモ
184420033 五戸町 倉石区域 佐藤　岳広 ○ 水田 10,000 水稲
184420034 五戸町 倉石区域 佐藤　岳広 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ニンニク
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184420036 五戸町 倉石区域 古田　和之 ○ 畑 10,000 丸芋
184420037 五戸町 倉石区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 水田 27,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
184420038 五戸町 倉石区域 古川　耀太 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンニク
194420001 五戸町 倉石区域 若松　悟 ○ 畑 20,000 ゴボウ
194420002 五戸町 倉石区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 水田 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420003 五戸町 倉石区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 畑 80,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
194420004 五戸町 倉石区域 種市　慎司 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
194420005 五戸町 倉石区域 中村　秀昭 ○ 水田 20,000 水稲
194420007 五戸町 倉石区域 川門前　俊文 ○ 水田 17,000 水稲
194420008 五戸町 倉石区域 相内　智明 ○ 畑 5,000 ニンニク
204420001 五戸町 倉石区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
204420002 五戸町 倉石区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 77,000 大豆、アピオス、インゲン　他
204420004 五戸町 倉石区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204420005 五戸町 倉石区域 小笠原　幸男 ○ 畑 12,000 ニンニク
204420006 五戸町 倉石区域 川守田　喜一 ○ 水田 1,000 水稲
204420007 五戸町 倉石区域 清水　博 ○ 畑 5,000 ニンニク
144020106 田子町 全域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020107 田子町 全域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020108 田子町 全域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020164 田子町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020165 田子町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020166 田子町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144430001 田子町 全域 大村　光義 ○ 水田 300,000 水稲
144430002 田子町 全域 株式会社　田子農産　代表取締役　中平　大輔 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
144430002 田子町 全域 株式会社　田子農産　代表取締役　中平　大輔 ○ 畑 30,000 ニンニク
144430003 田子町 全域 澤口　勝 ○ 水田 5,000 水稲
144430004 田子町 全域 中村　邦之 ○ 水田 35,000 水稲
144430005 田子町 全域 山市　衛 ○ 水田 20,000 水稲
144430006 田子町 全域 宝田　喜美男 ○ 畑 20,000 ニンニク
144430007 田子町 全域 山美　盛次 ○ 畑 5,000 ニンニク
144430008 田子町 全域 堀合　輝彦 ○ 畑 5,000 ニンニク
144430009 田子町 全域 白板　文雄 ○ 水田 10,000 水稲
144430010 田子町 全域 西野　榮一 ○ 畑 10,000 葉たばこ
144430011 田子町 全域 佐藤　敬一 ○ 水田 10,000 水稲
144430012 田子町 全域 上平　満広 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
144430013 田子町 全域 大久保　和浩 ○ 畑 10,000 デントコーン
144430014 田子町 全域 中村　登 ○ 水田 30,000 水稲
144430015 田子町 全域 石井　重幸 ○ 水田 30,000 水稲
144430016 田子町 全域 足澤　勝幸 ○ 畑 10,000 葉たばこ
144430017 田子町 全域 西張　文人 ○ 水田 5,000 水稲
144430018 田子町 全域 千葉　博美 ○ 水田 50,000 水稲
144430019 田子町 全域 岡田　富雄 ○ 水田 10,000 葉たばこ
154430001 田子町 全域 山内　康蔵 ○ 水田 5,000 水稲
154430002 田子町 全域 上平　一吉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
154430003 田子町 全域 梅内　正光 ○ 水田 20,000 水稲
154430004 田子町 全域 滝沢　修 ○ 水田 5,000 水稲
154430005 田子町 全域 飯原　富夫 ○ 水田 3,000 エダマメ
154430006 田子町 全域 佐藤　一夫 ○ 水田 5,000 水稲
154430007 田子町 全域 赤野　義和 ○ 水田 10,000 水稲
154430008 田子町 全域 木野宮　正子 ○ 水田 10,000 葉たばこ
154430009 田子町 全域 簗田　貞信 ○ 水田 10,000 水稲
154430010 田子町 全域 内沢　一好 ○ 水田 5,000 ニンニク
164430001 田子町 全域 佐藤　登 ○ 水田 5,000 ニンニク
164430002 田子町 全域 飯豊　武雄 ○ 畑 1,000 野菜
164430003 田子町 全域 佐藤　新一 ○ 水田 5,000 水稲
164430004 田子町 全域 大石　輝雄 ○ 水田 5,000 飼料作物
164430005 田子町 全域 梅内　操 ○ 水田 5,000 ニンニク
164430006 田子町 全域 佐藤　光 ○ 畑 5,000 ニンニク
164430007 田子町 全域 砂子田　康雄 ○ 畑 7,000 ニンニク
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164430008 田子町 全域 日澤　守章 ○ 畑 1,500 ニンニク
174430001 田子町 全域 有限会社　沢田ファーム　代表取締役　沢田　稔 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ、採草
174430001 田子町 全域 有限会社　沢田ファーム　代表取締役　沢田　稔 ○ 草地 50,000 ニンニク、ナガイモ、採草
174430001 田子町 全域 有限会社　沢田ファーム　代表取締役　沢田　稔 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、採草
174430002 田子町 全域 中井　のり子 ○ 水田 10,000 水稲
174430003 田子町 全域 獅子内　秀俊 ○ 水田 10,000 水稲
174430004 田子町 全域 上平　孝光 ○ 水田 5,000 ニンニク
174430004 田子町 全域 上平　孝光 ○ 畑 5,000 ニンニク
174430005 田子町 全域 小笠原　君男 ○ 水田 10,000 水稲
174430006 田子町 全域 山本　律夫 ○ 水田 10,000 ニンニク
174430006 田子町 全域 山本　律夫 ○ 畑 10,000 野菜
184430001 田子町 全域 沢田　宏和 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ、採草
194430001 田子町 全域 舘　泰宏 ○ 水田 20,000 水稲
194430002 田子町 全域 飯豊　勝春 ○ 水田 5,000 ニンニク
194430003 田子町 全域 大羽澤　喜一 ○ 畑 5,000 ニンニク
194430004 田子町 全域 森崎　敏 ○ 水田 20,000 牧草
194430005 田子町 全域 中村　昭法 ○ 水田 10,000 水稲
204430002 田子町 全域 内條　都雄 ○ 水田 10,000 ニンニク
204430003 田子町 全域 村木　春海 ○ 水田 30,000 ニンニク
204430004 田子町 全域 農事組合法人　かしらぎ和牛の会　代表理事　路奥　明由 ○ 草地 1,060,000 牧草
144450001 南部町 福地区域 石橋　寛 ○ 畑 10,000 ニンニク
144450002 南部町 福地区域 澤口　征之 ○ 畑 10,000 野菜等
144450003 南部町 福地区域 嶋守　茂 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
144450005 南部町 福地区域 有限会社　山金　代表取締役　山道　金太郎 ○ 水田 200,000 水稲、ニンニク
144450005 南部町 福地区域 有限会社　山金　代表取締役　山道　金太郎 ○ 畑 10,000 ニンニク
154450001 南部町 福地区域 庭田　豊 ○ 水田 10,000 水稲
154450002 南部町 福地区域 松山　太助 ○ 畑 100,000 牧草
154450003 南部町 福地区域 松山　太助 ○ 草地 100,000 牧草
154450004 南部町 福地区域 嶋守　儀四郎 ○ 畑 15,000 ナガイモ、ゴボウ
154450005 南部町 福地区域 嶋守　直美 ○ 畑 10,000 葉たばこ
154450006 南部町 福地区域 石橋　薫 ○ 水田 10,000 水稲
154450007 南部町 福地区域 留目　昌明 ○ 畑 10,000 ニンニク
154450008 南部町 福地区域 佐々木　充澄 ○ 水田 20,000 水稲
154450009 南部町 福地区域 日向　比呂志 ○ 水田 10,000 水稲
154450013 南部町 福地区域 日向　比呂志 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
154450019 南部町 福地区域 藤田　博康 ○ 水田 10,000 水稲
164450001 南部町 福地区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
164450002 南部町 福地区域 高橋　洋悦 ○ 畑 50,000 ニンニク
164450004 南部町 福地区域 松山　太助 ○ 水田 10,000 水稲
164450005 南部町 福地区域 小泉　泰成 ○ 水田 100,000 水稲
164450008 南部町 福地区域 佐々木　耕二 ○ 畑 30,000 ナガイモ
164450010 南部町 福地区域 高橋　仁 ○ 水田 10,000 水稲
164450011 南部町 福地区域 高橋　万寿治 ○ 水田 100,000 水稲
174450002 南部町 福地区域 有限会社　川広商店　代表取締役　川守田　萬里 ○ 水田 200,000 水稲
174450003 南部町 福地区域 田村　大和 ○ 樹園地 5,000 リンゴ、モモ
174450005 南部町 福地区域 佐藤　幸雄 ○ 畑 10,000 ニンニク
174450006 南部町 福地区域 石橋　昭光 ○ 水田 5,000 水稲
174450008 南部町 福地区域 森　司 ○ 畑 100,000 ナガイモ、ゴボウ
184450005 南部町 福地区域 夏堀　健一 ○ 水田 3,000 水稲
204450001 南部町 福地区域 川守田　悦夫 ○ 水田 5,000 水稲
204450006 南部町 福地区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
144450001 南部町 名川区域 石橋　寛 ○ 畑 10,000 ニンニク
144450002 南部町 名川区域 澤口　征之 ○ 畑 10,000 野菜等
144450004 南部町 名川区域 金澤　富士雄 ○ 畑 80,000 ナガイモ
144450006 南部町 名川区域 梅内　勝治 ○ 水田 50,000 水稲
154450002 南部町 名川区域 松山　太助 ○ 畑 100,000 牧草
154450003 南部町 名川区域 松山　太助 ○ 草地 100,000 牧草
154450006 南部町 名川区域 石橋　薫 ○ 水田 10,000 水稲
154450007 南部町 名川区域 留目　昌明 ○ 畑 10,000 ニンニク
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154450010 南部町 名川区域 川門前　恭司 ○ 水田 4,000 水稲、ピーマン
154450010 南部町 名川区域 川門前　恭司 ○ 畑 4,000 ピーマン
154450012 南部町 名川区域 佐々木　徳志 ○ 畑 1,000 野菜
154450017 南部町 名川区域 久保　利樹 ○ 水田 200,000 水稲
154450020 南部町 名川区域 椛沢　利明 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
154450021 南部町 名川区域 安保　邦男 ○ 畑 2,000 野菜
164450001 南部町 名川区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
164450004 南部町 名川区域 松山　太助 ○ 水田 10,000 水稲
164450006 南部町 名川区域 特定非営利活動法人　三本の木　理事長　林　悦子 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
164450007 南部町 名川区域 宮木　勝雄 ○ 樹園地 5,000 リンゴ、サクランボ
164450007 南部町 名川区域 宮木　勝雄 ○ 水田 5,000 リンゴ、サクランボ
164450009 南部町 名川区域 神明前　徹 ○ 樹園地 20,000 果樹（リンゴ、サクランボ）
164450012 南部町 名川区域 西塚　人司 ○ 水田 20,000 水稲
164450013 南部町 名川区域 西塚　人司 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
164450014 南部町 名川区域 西塚　人司 ○ 畑 10,000 ニンンク
174450001 南部町 名川区域 西村　忠志 ○ 畑 4,000 野菜
174450002 南部町 名川区域 有限会社　川広商店　代表取締役　川守田　萬里 ○ 水田 200,000 水稲
174450003 南部町 名川区域 田村　大和 ○ 樹園地 5,000 リンゴ、モモ
174450008 南部町 名川区域 森　司 ○ 畑 100,000 ナガイモ、ゴボウ
184450003 南部町 名川区域 田中　博道 ○ 畑 6,000 花、野菜
184450006 南部町 名川区域 川守田　喜一 ○ 水田 11,000 水稲
194450001 南部町 名川区域 東　充謹 ○ 水田 10,000 水稲
194450002 南部町 名川区域 佐々木　松太郎 ○ 水田 6,000 水稲
194450009 南部町 名川区域 工藤　薫 ○ 水田 3,000 水稲
194450011 南部町 名川区域 佐々木　賢二 ○ 水田 6,000 水稲
194450012 南部町 名川区域 佐々木　雅美 ○ 水田 9,000 水稲
194450018 南部町 名川区域 金澤　真樹 ○ 水田 6,000 水稲
194450019 南部町 名川区域 佐々木　平八 ○ 水田 10,000 水稲
194450022 南部町 名川区域 田中　広大 ○ 畑 3,000 野菜
194450023 南部町 名川区域 佐々木　礎 ○ 水田 4,000 水稲
194450024 南部町 名川区域 佐々木　忠明 ○ 水田 2,000 水稲
194450025 南部町 名川区域 佐々木　孝雄 ○ 水田 3,000 水稲
194450026 南部町 名川区域 佐々木　定 ○ 水田 6,000 水稲
194450027 南部町 名川区域 佐々木　強臣 ○ 水田 22,000 水稲
194450028 南部町 名川区域 佐々木　博文 ○ 水田 6,000 水稲
194450029 南部町 名川区域 佐々木　康友 ○ 水田 20,000 水稲
194450030 南部町 名川区域 佐々木　知也 ○ 水田 6,000 水稲
194450031 南部町 名川区域 佐々木　良夫 ○ 水田 2,000 水稲
194450032 南部町 名川区域 佐々木　武光 ○ 水田 1,000 水稲
194450045 南部町 名川区域 佐々木　一雄 ○ 水田 14,000 水稲
194450055 南部町 名川区域 川守田　雄一 ○ 畑 3,000 野菜
194450056 南部町 名川区域 工藤　悟 ○ 水田 5,000 水稲
194450058 南部町 名川区域 工藤　正美 ○ 水田 16,000 水稲
194450059 南部町 名川区域 佐々木　和宏 ○ 水田 8,000 水稲
194450062 南部町 名川区域 中山　長一 ○ 水田 2,000 水稲
194450063 南部町 名川区域 森　光男 ○ 水田 4,000 水稲
194450064 南部町 名川区域 山本　又一 ○ 樹園地 5,000 サクランボ
194450065 南部町 名川区域 山道　大 ○ 樹園地 7,000 リンゴ
194450067 南部町 名川区域 四戸　泰明 ○ 畑 200,000 ニンニク
194450068 南部町 名川区域 四戸　泰明 ○ 水田 150,000 水稲
194450069 南部町 名川区域 成田　てる子 ○ 畑 4,000 野菜
204450004 南部町 名川区域 株式会社　小西美術工藝社二戸支社　支社長　福田　達胤 ○ 樹園地 100,000 ウルシ樹
204450004 南部町 名川区域 株式会社　小西美術工藝社二戸支社　支社長　福田　達胤 ○ 草地 100,000 ウルシ樹
204450004 南部町 名川区域 株式会社　小西美術工藝社二戸支社　支社長　福田　達胤 ○ 畑 100,000 ウルシ樹
204450006 南部町 名川区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204450007 南部町 名川区域 木村　淳 ○ 水田 1,000 水稲
204450008 南部町 名川区域 板垣　泰庸 ○ 水田 200,000 水稲
144450001 南部町 南部区域 石橋　寛 ○ 畑 10,000 ニンニク
144450002 南部町 南部区域 澤口　征之 ○ 畑 10,000 野菜等
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154450002 南部町 南部区域 松山　太助 ○ 畑 100,000 牧草
154450003 南部町 南部区域 松山　太助 ○ 草地 100,000 牧草
154450006 南部町 南部区域 石橋　薫 ○ 水田 10,000 水稲
154450007 南部町 南部区域 留目　昌明 ○ 畑 10,000 ニンニク
154450011 南部町 南部区域 佐々木　幸雄 ○ 樹園地 30,000 果樹
154450014 南部町 南部区域 沼畑　俊一 ○ 畑 5,000 野菜
154450015 南部町 南部区域 沼畑　俊一 ○ 樹園地 5,000 ナシ
154450016 南部町 南部区域 沼畑　俊一 ○ 水田 7,000 水稲
154450018 南部町 南部区域 堀内　功 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
164450001 南部町 南部区域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
164450003 南部町 南部区域 馬場　徳夫 ○ 水田 2,000 水稲
164450004 南部町 南部区域 松山　太助 ○ 水田 10,000 水稲
174450002 南部町 南部区域 有限会社　川広商店　代表取締役　川守田　萬里 ○ 水田 200,000 水稲
174450003 南部町 南部区域 田村　大和 ○ 樹園地 5,000 リンゴ、モモ
174450004 南部町 南部区域 下屋敷　正夫 ○ 水田 3,000 ニンニク
174450007 南部町 南部区域 工藤　直子 ○ 樹園地 6,000 洋ナシ（ゼネラルレクラーク）
174450008 南部町 南部区域 森　司 ○ 畑 100,000 ナガイモ、ゴボウ
174450009 南部町 南部区域 佐々木　義郎 ○ 水田 5,000 水稲
184450001 南部町 南部区域 泉山　俊春 ○ 樹園地 21,000 果樹
184450002 南部町 南部区域 坂本　淳一 ○ 水田 4,000 水稲
184450004 南部町 南部区域 大向　宝光 ○ 畑 3,000 ニンニク　他
184450006 南部町 南部区域 川守田　喜一 ○ 水田 11,000 水稲
194450001 南部町 南部区域 東　充謹 ○ 水田 10,000 水稲
194450003 南部町 南部区域 田中　博 ○ 水田 5,000 水稲
194450004 南部町 南部区域 沼畑　孝平 ○ 水田 17,000 水稲
194450005 南部町 南部区域 沼畑　健一 ○ 水田 5,000 水稲
194450006 南部町 南部区域 山内　武義 ○ 水田 5,000 水稲
194450007 南部町 南部区域 出町　勝廣 ○ 水田 3,000 水稲
194450008 南部町 南部区域 佐々木　操 ○ 水田 3,000 水稲
194450010 南部町 南部区域 相内　三千由 ○ 水田 20,000 水稲
194450013 南部町 南部区域 沼畑　和雄 ○ 水田 5,000 水稲
194450014 南部町 南部区域 相内　秀人 ○ 水田 1,000 水稲
194450015 南部町 南部区域 相内　秀明 ○ 水田 10,000 水稲
194450016 南部町 南部区域 久保田　久美子 ○ 水田 2,000 水稲
194450018 南部町 南部区域 金澤　真樹 ○ 水田 6,000 水稲
194450020 南部町 南部区域 沼畑　達也 ○ 水田 5,000 水稲
194450021 南部町 南部区域 沼畑　聡 ○ 水田 1,000 水稲
194450027 南部町 南部区域 佐々木　強臣 ○ 水田 22,000 水稲
194450028 南部町 南部区域 佐々木　博文 ○ 水田 6,000 水稲
194450029 南部町 南部区域 佐々木　康友 ○ 水田 20,000 水稲
194450031 南部町 南部区域 佐々木　良夫 ○ 水田 2,000 水稲
194450034 南部町 南部区域 沼畑　敏雄 ○ 水田 5,000 水稲
194450035 南部町 南部区域 沼畑　文彦 ○ 水田 1,000 水稲
194450036 南部町 南部区域 相内　享 ○ 水田 14,000 水稲
194450037 南部町 南部区域 沼畑　忠英 ○ 水田 1,000 水稲
194450038 南部町 南部区域 盛　茂 ○ 水田 4,000 水稲
194450039 南部町 南部区域 沼畑　洋 ○ 水田 4,000 水稲
194450040 南部町 南部区域 矢幅　巖 ○ 水田 12,000 水稲
194450041 南部町 南部区域 相内　洋夫 ○ 水田 3,000 水稲
194450042 南部町 南部区域 沼畑　農夫也 ○ 水田 3,000 水稲
194450043 南部町 南部区域 沼山　敏己 ○ 水田 4,000 水稲
194450044 南部町 南部区域 木村　律行 ○ 水田 3,000 水稲
194450045 南部町 南部区域 佐々木　一雄 ○ 水田 14,000 水稲
194450046 南部町 南部区域 山内　一男 ○ 水田 2,000 水稲
194450047 南部町 南部区域 盛　一則 ○ 水田 2,000 水稲
194450048 南部町 南部区域 沼畑　雅英 ○ 水田 8,000 水稲
194450049 南部町 南部区域 山内　ウメ ○ 水田 3,000 水稲
194450050 南部町 南部区域 工藤　一典 ○ 水田 3,000 水稲
194450051 南部町 南部区域 山内　テル ○ 水田 6,000 水稲
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194450052 南部町 南部区域 相内　直樹 ○ 水田 6,000 水稲
194450053 南部町 南部区域 相田　耕作 ○ 水田 4,000 水稲
194450054 南部町 南部区域 志村　邦男 ○ 水田 6,000 水稲
194450058 南部町 南部区域 工藤　正美 ○ 水田 16,000 水稲
194450059 南部町 南部区域 佐々木　和宏 ○ 水田 8,000 水稲
194450060 南部町 南部区域 川井　秀紀 ○ 水田 5,000 水稲
194450061 南部町 南部区域 青森農産株式会社　代表取締役　藤田　廣明 ○ 樹園地 10,000 リンゴ、サクランボ、ブドウ
194450066 南部町 南部区域 泉山　茂 ○ 樹園地 11,000 栗、果樹等
194450066 南部町 南部区域 泉山　茂 ○ 畑 11,000 栗、果樹等
194450070 南部町 南部区域 和田　将浩 ○ 水田 3,000 水稲
204450005 南部町 南部区域 株式会社　小西美術工藝社二戸支社　支社長　福田　達胤 ○ 樹園地 100,000 ウルシ樹
204450005 南部町 南部区域 株式会社　小西美術工藝社二戸支社　支社長　福田　達胤 ○ 草地 100,000 ウルシ樹
204450005 南部町 南部区域 株式会社　小西美術工藝社二戸支社　支社長　福田　達胤 ○ 畑 100,000 ウルシ樹
204450006 南部町 南部区域 株式会社　アグリ・ザ・エイト　代表取締役　山邊　敏充 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
204450009 南部町 南部区域 坂本　裕重 ○ 樹園地 20,000 果樹
142060328 階上町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060329 階上町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
144460001 階上町 全域 向井　成男 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144460002 階上町 全域 堰合　隆幸 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144460003 階上町 全域 土橋　佳孝 ○ 畑 5,000 ナガイモ
144460004 階上町 全域 佐々木　喜克 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
144460005 階上町 全域 山本　孝浩 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ナガイモ
144460006 階上町 全域 類家　利光 ○ 畑 20,000 ナガイモ
154460001 階上町 全域 原　和人 ○ 畑 15,000 ナガイモ
154460002 階上町 全域 桑原　裕 ○ 水田 15,000 水稲
154460003 階上町 全域 坂　政和 ○ 畑 10,000 ニンニク
154460004 階上町 全域 蔦木　武男 ○ 水田 30,000 大豆
154460004 階上町 全域 蔦木　武男 ○ 畑 30,000 大豆
154460005 階上町 全域 株式会社　北日本アグリ　代表取締役　高階　繁雄 ○ 畑 20,000 ニンニク、ネギ
154460006 階上町 全域 森　正浩 ○ 畑 10,000 ニンニク、ソバ
154460007 階上町 全域 水合　達徳 ○ 水田 100,000 黒米、飼料用米
164460001 階上町 全域 奥沢　一英 ○ 畑 40,000 牧草
164460002 階上町 全域 馬場　吉明 ○ 畑 100,000 ナガイモ（種子）
164466003 階上町 全域 中里　德支 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164466004 階上町 全域 横道　文男 ○ 水田 10,000 ナガイモ
174460001 階上町 全域 武士澤　守 ○ 畑 100,000 ニンニク
174460002 階上町 全域 有限会社　小松農林　代表取締役　小松　雅也 ○ 畑 15,000 ニンニク
194460001 階上町 全域 阿部　範彦 ○ 畑 16,000 ソバ
194460002 階上町 全域 髙田　貴寛 ○ 水田 7,800 トマト（施設栽培）
204460001 階上町 全域 阿部農場株式会社　代表取締役　阿部　範彦 ○ 畑 75,000 ソバ
144500001 新郷村 全域 滝沢　仁 ○ 草地 20,000 牧草
144500002 新郷村 全域 長野　秀光 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144500003 新郷村 全域 高見　憲正 ○ 畑 10,000 野菜
144500004 新郷村 全域 佐藤　徳秋 ○ 畑 10,000 たばこ、ニンニク、ネギ
144500005 新郷村 全域 才神　敏夫 ○ 草地 20,000 牧草
144500006 新郷村 全域 佐藤　久治 ○ 畑 10,000 ニンニク
144500007 新郷村 全域 佐藤　節雄 ○ 水田 20,000 牧草
144500008 新郷村 全域 橋端　秀作 ○ 畑 1,000 キュウリ
144500009 新郷村 全域 橋端　秀勝 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144500010 新郷村 全域 佐藤　節雄 ○ 草地 20,000 牧草
144500011 新郷村 全域 村岡　和俊 ○ 水田 5,000 水稲
144500012 新郷村 全域 長根　孝衛 ○ 畑 10,000 ダイコン
144500013 新郷村 全域 小坂　敏 ○ 畑 5,000 ニンニク
144500014 新郷村 全域 工藤　昭治 ○ 水田 1,000 水稲
144500015 新郷村 全域 小澤　守昭 ○ 畑 5,000 ニンニク
144500016 新郷村 全域 佐藤　光男 ○ 畑 10,000 葉たばこ
144500017 新郷村 全域 坂根　重友 ○ 水田 5,000 水稲
144500018 新郷村 全域 谷地村　久人 ○ 草地 20,000 牧草
144500019 新郷村 全域 長井　進 ○ 草地 20,000 牧草
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144500020 新郷村 全域 荻沢　功 ○ 畑 1,000 野菜
144500021 新郷村 全域 戸田　真 ○ 草地 50,000 牧草
144500022 新郷村 全域 髙根　護 ○ 草地 50,000 牧草
144500023 新郷村 全域 福山　満 ○ 草地 50,000 牧草
144500024 新郷村 全域 佐藤　雄相 ○ 畑 5,000 野菜
144500025 新郷村 全域 有限会社　平葭建設　代表取締役　平葭　雄市 ○ 水田 100,000 水稲
144500025 新郷村 全域 有限会社　平葭建設　代表取締役　平葭　雄市 ○ 畑 100,000 ソバ
144500026 新郷村 全域 山岸　義一 ○ 水田 5,000 水稲
144500027 新郷村 全域 福山　義幸 ○ 畑 10,000 野菜
144500028 新郷村 全域 下村　勇一郎 ○ 水田 5,000 水稲
144500029 新郷村 全域 小坂　哲夫 ○ 草地 20,000 牧草
144500030 新郷村 全域 荻沢　誠 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ニンニク
144500031 新郷村 全域 佐藤　義昭 ○ 畑 5,000 葉たばこ
144500032 新郷村 全域 滝沢　和雄 ○ 畑 5,000 野菜
144500033 新郷村 全域 崩　ゆみ子 ○ 畑 5,000 ニンニク
144500034 新郷村 全域 長根　茂光 ○ 水田 5,000 ニンニク
144500035 新郷村 全域 長根　茂光 ○ 畑 5,000 ダイコン
144500036 新郷村 全域 福田　一男 ○ 水田 30,000 飼料作物
144500038 新郷村 全域 才神　敏夫 ○ 畑 20,000 牧草
154500001 新郷村 全域 谷地村　富美夫 ○ 畑 30,000 ニンニク
154500002 新郷村 全域 中村　繁雄 ○ 畑 20,000 ダイコン
154500003 新郷村 全域 土本　励子 ○ 水田 500,000 麦、大豆、雑穀
154500003 新郷村 全域 土本　励子 ○ 畑 500,000 麦、大豆、雑穀
154500004 新郷村 全域 佐々木　大 ○ 畑 3,000 キュウリ
154500005 新郷村 全域 永野　康三 ○ 畑 10,000 ダイコン、ナガイモ
154500006 新郷村 全域 中鶴間　喜一 ○ 畑 5,000 葉たばこ
154500007 新郷村 全域 佐藤　安信 ○ 畑 4,000 葉たばこ
154500008 新郷村 全域 橋端　幸男 ○ 水田 5,000 水稲
154500009 新郷村 全域 﨑　幸吉 ○ 畑 3,000 野菜
154500010 新郷村 全域 﨑　幸吉 ○ 水田 10,000 水稲
154500011 新郷村 全域 長野　繁美 ○ 畑 1,500 ピーマン
154500012 新郷村 全域 滝沢　昭次 ○ 畑 10,000 牧草
154500013 新郷村 全域 井上　浩一 ○ 畑 200,000 野菜
154500014 新郷村 全域 小笠原　武広 ○ 畑 2,000 野菜
154500015 新郷村 全域 滝沢　進 ○ 畑 1,000 野菜
154500016 新郷村 全域 小笠原　強 ○ 草地 20,000 牧草
154500017 新郷村 全域 佐藤　春男 ○ 水田 10,000 水稲
154500018 新郷村 全域 髙根　晃 ○ 草地 30,000 牧草
154500019 新郷村 全域 荻沢　利幸 ○ 畑 7,000 ダイコン
154500020 新郷村 全域 福田　大介 ○ 畑 15,000 ゴボウ
164500001 新郷村 全域 奧山　幸男 ○ 草地 100,000 牧草
164500002 新郷村 全域 奧山　真 ○ 草地 100,000 牧草
164500003 新郷村 全域 奧山　真 ○ 畑 2,000 トウモロコシ
164500004 新郷村 全域 大橋　佑介 ○ 畑 5,000 キュウリ
164500005 新郷村 全域 長根　茂 ○ 水田 2,600 水稲
164500006 新郷村 全域 長根　茂 ○ 畑 20,000 ニンニク
174500001 新郷村 全域 佐々木　克夫 ○ 畑 10,000 葉たばこ
174500002 新郷村 全域 上野山　一夫 ○ 畑 5,000 葉たばこ
174500003 新郷村 全域 崩　孝至 ○ 畑 5,000 ナガイモ
174500004 新郷村 全域 長峯　秀一 ○ 水田 3,000 水稲
174500005 新郷村 全域 竹林　安信 ○ 水田 5,000 水稲
174500006 新郷村 全域 川口　幸男 ○ 畑 5,000 ナガイモ
174500007 新郷村 全域 崎　正志 ○ 水田 2,000 水稲
184500001 新郷村 全域 角岸　達雄 ○ 水田 10,000 ニンニク
184500002 新郷村 全域 角岸　達雄 ○ 畑 10,000 ニンニク
184500003 新郷村 全域 向田　健一 ○ 畑 10,000 ニンニク
184500004 新郷村 全域 奥山　真 ○ 水田 50,000 飼料作物
184500005 新郷村 全域 福田　與四郎 ○ 水田 10,000 ニンニク、ナガイモ
184500006 新郷村 全域 福田　與四郎 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
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184500007 新郷村 全域 青森農産株式会社　代表取締役　藤田　寛明 ○ 水田 100,000 ニンニク
184500008 新郷村 全域 青森農産株式会社　代表取締役　藤田　寛明 ○ 畑 100,000 ニンニク
184500009 新郷村 全域 橋端　秀作 ○ 水田 10,000 ナガイモ
184500010 新郷村 全域 谷地村　久人 ○ 水田 20,000 牧草
184500011 新郷村 全域 谷地村　久人 ○ 畑 20,000 牧草
184500012 新郷村 全域 髙根　晃 ○ 水田 30,000 牧草
184500013 新郷村 全域 鳥谷部　光明 ○ 水田 10,000 ダイコン
184500014 新郷村 全域 鳥谷部　光明 ○ 畑 10,000 ダイコン
184500015 新郷村 全域 畠山　幸雄 ○ 水田 5,000 ダイコン
184500016 新郷村 全域 畠山　幸雄 ○ 畑 5,000 ダイコン
184500017 新郷村 全域 髙根　護 ○ 水田 50,000 牧草
184500018 新郷村 全域 髙根　護 ○ 畑 50,000 牧草
184500019 新郷村 全域 鳥谷部　弘文 ○ 水田 10,000 ダイコン
184500020 新郷村 全域 鳥谷部　弘文 ○ 畑 10,000 ダイコン
184500021 新郷村 全域 佐々木　義信 ○ 畑 5,000 ニンニク
184500022 新郷村 全域 長野　晃 ○ 水田 10,000 山ウド
184500023 新郷村 全域 長野　晃 ○ 畑 10,000 山ウド
184500024 新郷村 全域 中里　六男 ○ 畑 10,000 葉物野菜
184500025 新郷村 全域 森田　英里子 ○ 畑 10,000 ダイコン
184500026 新郷村 全域 前山　太祐 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク、キュウリ
184500027 新郷村 全域 前山　太祐 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク、キュウリ
184500028 新郷村 全域 髙根　貴明 ○ 水田 80,000 牧草
184500029 新郷村 全域 髙根　貴明 ○ 畑 80,000 牧草
184500030 新郷村 全域 長根　透 ○ 水田 30,000 水稲、ダイコン
184500031 新郷村 全域 長根　透 ○ 畑 30,000 ダイコン
184500032 新郷村 全域 林崎　雄介 ○ 水田 5,000 ネギ
184500033 新郷村 全域 林崎　雄介 ○ 畑 5,000 ネギ
184500034 新郷村 全域 櫻井　利弘 ○ 水田 20,000 カボチャ
184500035 新郷村 全域 櫻井　利弘 ○ 畑 20,000 カボチャ
194500001 新郷村 全域 山下　喜吉美 ○ 水田 50,000 水稲、ネギ
194500002 新郷村 全域 山下　喜吉美 ○ 畑 50,000 ネギ
194500003 新郷村 全域 福山　明子 ○ 畑 5,000 ピーマン
194500004 新郷村 全域 福山　満 ○ 水田 50,000 牧草
194500005 新郷村 全域 福山　満 ○ 畑 50,000 牧草
194500006 新郷村 全域 横田　堅悦 ○ 水田 3,000 水稲
194500007 新郷村 全域 木村　傳次郎 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ゴボウ
194500008 新郷村 全域 木村　傳次郎 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
194500009 新郷村 全域 櫻井　智也 ○ 水田 10,000 ピーマン
194500010 新郷村 全域 櫻井　智也 ○ 畑 10,000 ピーマン
194500011 新郷村 全域 中鶴間　悦雄 ○ 水田 10,000 水稲
194500012 新郷村 全域 中鶴間　悦雄 ○ 畑 10,000 タバコ
204500001 新郷村 全域 滝沢　仁 ○ 水田 10,000 水稲
204500002 新郷村 全域 滝沢　仁 ○ 畑 10,000 野菜
204500003 新郷村 全域 長井　進 ○ 水田 20,000 牧草
204500004 新郷村 全域 長井　進 ○ 畑 20,000 牧草
204500005 新郷村 全域 小笠原　強 ○ 水田 20,000 牧草
204500006 新郷村 全域 小笠原　強 ○ 畑 20,000 牧草
204500007 新郷村 全域 佐藤　誠 ○ 水田 10,000 水稲
204500008 新郷村 全域 佐藤　誠 ○ 畑 10,000 葉たばこ
204500009 新郷村 全域 佐藤　進 ○ 水田 10,000 水稲
204500010 新郷村 全域 佐藤　進 ○ 畑 10,000 葉たばこ
204500011 新郷村 全域 田沢　勝榮 ○ 水田 10,000 ダイコン、ナガイモ
204500012 新郷村 全域 田沢　勝榮 ○ 畑 10,000 ダイコン、ナガイモ
204500013 新郷村 全域 滝沢　昭次 ○ 水田 5,000 ニンニク
204500014 新郷村 全域 株式会社　山の郷　代表取締役　崩　幸雄 ○ 水田 20,000 ニンニク
204500015 新郷村 全域 株式会社　山の郷　代表取締役　崩　幸雄 ○ 畑 20,000 ニンニク
204500016 新郷村 全域 長野　英雄 ○ 水田 5,000 水稲、飼料作物、ソバ
204500017 新郷村 全域 長野　英雄 ○ 畑 5,000 飼料作物、ソバ
204500018 新郷村 全域 長野　利一 ○ 畑 10,000 ダイコン
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204500019 新郷村 全域 福山　明子 ○ 水田 1,000 ハウスキュウリ
142050014 五所川原市 市浦区域 成田　壽光 ○ 水田 40,000 水稲
142050015 五所川原市 市浦区域 大澤　巧 ○ 水田 50,000 水稲
142050039 五所川原市 市浦区域 有限会社　秋田谷ファーム　代表取締役　秋田谷　和智 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
142050057 五所川原市 市浦区域 三浦　功 ○ 水田 100,000 水稲
142050058 五所川原市 市浦区域 佐藤　伸一 ○ 水田 50,000 水稲
142050064 五所川原市 市浦区域 伊藤　嘉司郎 ○ 水田 200,000 水稲
142050072 五所川原市 市浦区域 秋田谷　悟 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
142050073 五所川原市 市浦区域 農事組合法人　実取　組合長理事　秋田谷　悟 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142050085 五所川原市 市浦区域 三和　敏道 ○ 水田 30,000 水稲
142050142 五所川原市 市浦区域 佐藤　真哉 ○ 水田 20,000 水稲
142050147 五所川原市 市浦区域 株式会社　十三湖ファーム　代表取締役　平山　智久 ○ 水田 500,000 水稲
142050148 五所川原市 市浦区域 佐藤　孝治 ○ 水田 50,000 水稲
142050162 五所川原市 市浦区域 福嶋　忠教 ○ 水田 100,000 水稲
152050003 五所川原市 市浦区域 村元　光治 ○ 水田 84,000 水稲
152050004 五所川原市 市浦区域 山田　悦雄 ○ 水田 14,000 水稲
152050005 五所川原市 市浦区域 工藤　浩徳 ○ 水田 29,000 牧草
152050037 五所川原市 市浦区域 今　敏裕 ○ 水田 100,000 水稲
152050047 五所川原市 市浦区域 須藤　敏一 ○ 水田 10,000 水稲
152050056 五所川原市 市浦区域 山谷　清光 ○ 水田 30,000 水稲
152050066 五所川原市 市浦区域 一般社団法人　謙心会　代表理事　田中　拓治 ○ 水田 100,000 野菜
162050004 五所川原市 市浦区域 成田　義道 ○ 水田 100,000 水稲
162050012 五所川原市 市浦区域 長尾　公一 ○ 水田 20,000 水稲
172050011 五所川原市 市浦区域 安田　憲泰 ○ 水田 20,000 水稲、小麦
172050035 五所川原市 市浦区域 奈良　孝一 ○ 水田 30,000 水稲
172050040 五所川原市 市浦区域 松本　浩幸 ○ 水田 100,000 水稲
182050006 五所川原市 市浦区域 株式会社　小野農場　代表取締役　小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
182050015 五所川原市 市浦区域 小山内　義博 ○ 水田 50,000 水稲
192050017 五所川原市 市浦区域 三和　金春 ○ 水田 30,000 水稲
192050034 五所川原市 市浦区域 今　敏裕 ○ 水田 20,000 水稲
202050005 五所川原市 市浦区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142050032 五所川原市 金木北区域 阿部　昌弘 ○ 水田 50,000 水稲
142050037 五所川原市 金木北区域 有限会社　グリーンサービス　代表取締役　吉田　郁世 ○ 水田 50,000 水稲
142050041 五所川原市 金木北区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142050046 五所川原市 金木北区域 株式会社　三上農園　代表取締役　三上　茂 ○ 畑 10,000 野菜
142050048 五所川原市 金木北区域 其田　壽義 ○ 水田 50,000 水稲
142050060 五所川原市 金木北区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142050064 五所川原市 金木北区域 伊藤　嘉司郎 ○ 水田 200,000 水稲
142050065 五所川原市 金木北区域 齊藤　王洋 ○ 水田 100,000 水稲
142050077 五所川原市 金木北区域 農事組合法人　嘉瀬生産組合　代表理事　須崎　悠悦 ○ 水田 1,000,000 水稲
142050082 五所川原市 金木北区域 泉谷　正樹 ○ 水田 20,000 水稲
142050086 五所川原市 金木北区域 吉田　祐子 ○ 水田 100,000 水稲
142050093 五所川原市 金木北区域 農事組合法人　喜良市営農組合　代表者　佐藤　政一 ○ 水田 700,000 大豆
142050116 五所川原市 金木北区域 秋元　松雄 ○ 水田 100,000 水稲
142050128 五所川原市 金木北区域 株式会社　三上農園　代表取締役　三上　茂 ○ 水田 200,000 水稲
142050129 五所川原市 金木北区域 三上　一次 ○ 水田 10,000 水稲
142050131 五所川原市 金木北区域 三潟　成太郎 ○ 水田 100,000 水稲、飼料用米
142050133 五所川原市 金木北区域 農事組合法人　津軽瑞豊園農場　代表　吉田　斎 ○ 水田 10,000 水稲
142050138 五所川原市 金木北区域 工藤　善徳 ○ 水田 50,000 水稲
142050140 五所川原市 金木北区域 工藤　栄一 ○ 水田 100,000 水稲
142050143 五所川原市 金木北区域 白川　美 ○ 水田 5,000 水稲
142050149 五所川原市 金木北区域 前田　正廣 ○ 水田 10,000 水稲、小麦
142050149 五所川原市 金木北区域 前田　正廣 ○ 畑 10,000 小麦　他
142050153 五所川原市 金木北区域 神島　秀春 ○ 水田 50,000 水稲
142050163 五所川原市 金木北区域 福嶋　忠教 ○ 水田 100,000 水稲
142050167 五所川原市 金木北区域 中西　清彦 ○ 水田 100,000 水稲
142050169 五所川原市 金木北区域 川口　真史 ○ 畑 10,000 ジャガイモ、ニンニク
142050170 五所川原市 金木北区域 川口　美代子 ○ 水田 50,000 水稲、飼料用米
142050171 五所川原市 金木北区域 三上　和聡 ○ 水田 10,000 水稲
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142050176 五所川原市 金木北区域 浅利　清美 ○ 水田 30,000 水稲
142050185 五所川原市 金木北区域 三潟　春樹 ○ 水田 50,000 水稲
142050186 五所川原市 金木北区域 中谷　勝美 ○ 水田 20,000 水稲
142050188 五所川原市 金木北区域 泉谷　雅彦 ○ 水田 50,000 水稲
152050007 五所川原市 金木北区域 泉谷　宣正 ○ 畑 23,000 野菜
152050010 五所川原市 金木北区域 竹内　治 ○ 畑 10,000 ジャガイモ
152050038 五所川原市 金木北区域 白川　幸枝 ○ 水田 100,000 水稲
152050048 五所川原市 金木北区域 小松　孝 ○ 水田 50,000 水稲
152050052 五所川原市 金木北区域 泉谷　知明 ○ 水田 100,000 水稲
152050059 五所川原市 金木北区域 秋元　秀樹 ○ 水田 100,000 水稲
152050066 五所川原市 金木北区域 一般社団法人　謙心会　代表理事　田中　拓治 ○ 水田 100,000 野菜
152050068 五所川原市 金木北区域 石戸谷　秀一 ○ 水田 10,000 水稲
152050069 五所川原市 金木北区域 工藤　繁勝 ○ 水田 20,000 水稲
162050004 五所川原市 金木北区域 成田　義道 ○ 水田 100,000 水稲
162050007 五所川原市 金木北区域 三潟　純也 ○ 水田 50,000 水稲
162050022 五所川原市 金木北区域 藤本　豊 ○ 水田 20,000 水稲
162050026 五所川原市 金木北区域 秋元　榮蔵 ○ 水田 100,000 水稲
162050032 五所川原市 金木北区域 農事組合法人　倉の里　代表理事　白川　融 ○ 水田 50,000 水稲
172050011 五所川原市 金木北区域 安田　憲泰 ○ 水田 20,000 水稲、小麦
172050032 五所川原市 金木北区域 株式会社　奥津軽アグリ　代表取締役　太田　雅之 ○ 水田 20,000 水稲
172050037 五所川原市 金木北区域 坂本　実 ○ 水田 20,000 水稲
172050040 五所川原市 金木北区域 松本　浩幸 ○ 水田 100,000 水稲
182050006 五所川原市 金木北区域 株式会社　小野農場　代表取締役　小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
182050007 五所川原市 金木北区域 阿部　親 ○ 水田 80,000 水稲
182050016 五所川原市 金木北区域 徳田　喜代司 ○ 水田 30,000 水稲
182050023 五所川原市 金木北区域 三潟　洋生 ○ 水田 100,000 水稲
182050026 五所川原市 金木北区域 徳田　重夫 ○ 水田 10,000 水稲
192050023 五所川原市 金木北区域 木村　昭蔵 ○ 水田 50,000 水稲
192050029 五所川原市 金木北区域 原田　繁福 ○ 水田 20,000 水稲
192050042 五所川原市 金木北区域 斉藤　松男 ○ 水田 20,000 水稲
192050045 五所川原市 金木北区域 其田　稔 ○ 水田 30,000 水稲
202050005 五所川原市 金木北区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142050012 五所川原市 金木南区域 桑田　哲明 ○ 水田 100,000 水稲
142050033 五所川原市 金木南区域 阿部　昌弘 ○ 水田 50,000 水稲
142050038 五所川原市 金木南区域 有限会社　グリーンサービス　代表取締役　吉田　郁世 ○ 水田 50,000 水稲
142050042 五所川原市 金木南区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142050053 五所川原市 金木南区域 笠井　正則 ○ 水田 50,000 水稲
142050061 五所川原市 金木南区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142050064 五所川原市 金木南区域 伊藤　嘉司郎 ○ 水田 200,000 水稲
142050078 五所川原市 金木南区域 農事組合法人　嘉瀬生産組合　代表理事　須崎　悠悦 ○ 水田 1,000,000 水稲
142050079 五所川原市 金木南区域 須崎　篤志 ○ 水田 50,000 水稲
142050080 五所川原市 金木南区域 須崎　暁 ○ 水田 50,000 水稲
142050083 五所川原市 金木南区域 泉谷　正樹 ○ 水田 20,000 水稲
142050087 五所川原市 金木南区域 吉田　祐子 ○ 水田 100,000 水稲
142050094 五所川原市 金木南区域 農事組合法人　喜良市営農組合　代表者　佐藤　政一 ○ 水田 700,000 大豆
142050117 五所川原市 金木南区域 秋元　松雄 ○ 水田 100,000 水稲
142050130 五所川原市 金木南区域 三上　一次 ○ 水田 10,000 水稲
142050132 五所川原市 金木南区域 三潟　成太郎 ○ 水田 100,000 水稲、飼料用米
142050134 五所川原市 金木南区域 農事組合法人　津軽瑞豊園農場　代表　吉田　斎 ○ 水田 10,000 水稲
142050136 五所川原市 金木南区域 鳴海　春美 ○ 水田 30,000 水稲
142050139 五所川原市 金木南区域 工藤　善徳 ○ 水田 50,000 水稲
142050141 五所川原市 金木南区域 工藤　栄一 ○ 水田 100,000 水稲
142050146 五所川原市 金木南区域 濱田　和人 ○ 水田 100,000 水稲
142050154 五所川原市 金木南区域 神島　秀春 ○ 水田 50,000 水稲
142050164 五所川原市 金木南区域 成田　貴美惠 ○ 水田 50,000 水稲
142050168 五所川原市 金木南区域 中西　清彦 ○ 水田 100,000 水稲
142050173 五所川原市 金木南区域 棟方　孝雄 ○ 水田 20,000 水稲
142050187 五所川原市 金木南区域 中谷　勝美 ○ 水田 20,000 水稲
142050200 五所川原市 金木南区域 秋村　博 ○ 水田 30,000 水稲
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142050202 五所川原市 金木南区域 小山内　清人 ○ 水田 50,000 水稲
152050011 五所川原市 金木南区域 竹内　治 ○ 畑 10,000 ジャガイモ
152050018 五所川原市 金木南区域 津島　伸幸 ○ 水田 8,500 水稲
152050027 五所川原市 金木南区域 藤本　豊 ○ 水田 20,000 水稲
152050034 五所川原市 金木南区域 濱田　浩平 ○ 水田 100,000 水稲
152050039 五所川原市 金木南区域 白川　幸枝 ○ 水田 100,000 水稲
152050040 五所川原市 金木南区域 松川　兼治 ○ 水田 30,000 水稲
152050049 五所川原市 金木南区域 小松　孝 ○ 水田 50,000 水稲
152050050 五所川原市 金木南区域 長尾　信彦 ○ 水田 20,000 水稲
152050053 五所川原市 金木南区域 泉谷　知明 ○ 水田 100,000 水稲
152050058 五所川原市 金木南区域 今　晴央 ○ 水田 100,000 水稲
152050060 五所川原市 金木南区域 秋元　秀樹 ○ 水田 100,000 水稲
152050064 五所川原市 金木南区域 成田　俊夫 ○ 水田 200,000 水稲
152050066 五所川原市 金木南区域 一般社団法人　謙心会　代表理事　田中　拓治 ○ 水田 100,000 野菜
162050004 五所川原市 金木南区域 成田　義道 ○ 水田 100,000 水稲
162050005 五所川原市 金木南区域 鳴海　恭治 ○ 水田 20,000 水稲
162050008 五所川原市 金木南区域 三潟　純也 ○ 水田 50,000 水稲
162050027 五所川原市 金木南区域 秋元　榮蔵 ○ 水田 100,000 水稲
162050028 五所川原市 金木南区域 藤森　勝文 ○ 水田 100,000 水稲、転作作物
162050033 五所川原市 金木南区域 農事組合法人　倉の里　代表理事　白川　融 ○ 水田 50,000 水稲
172050004 五所川原市 金木南区域 櫻井　良一 ○ 水田 30,000 水稲
172050007 五所川原市 金木南区域 松川　勉 ○ 水田 30,000 水稲
172050010 五所川原市 金木南区域 古川　大晴 ○ 水田 100,000 水稲
172050011 五所川原市 金木南区域 安田　憲泰 ○ 水田 20,000 水稲、小麦
172050015 五所川原市 金木南区域 松川　裕仁 ○ 水田 30,000 水稲
172050038 五所川原市 金木南区域 坂本　実 ○ 水田 20,000 水稲
172050040 五所川原市 金木南区域 松本　浩幸 ○ 水田 100,000 水稲
182050003 五所川原市 金木南区域 原田　昇 ○ 水田 30,000 水稲
182050006 五所川原市 金木南区域 株式会社　小野農場　代表取締役　小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
182050008 五所川原市 金木南区域 阿部　親 ○ 水田 80,000 水稲
182050017 五所川原市 金木南区域 徳田　喜代司 ○ 水田 30,000 水稲
182050024 五所川原市 金木南区域 三潟　洋生 ○ 水田 100,000 水稲
182050035 五所川原市 金木南区域 藤森　達雄 ○ 水田 30,000 水稲
192050001 五所川原市 金木南区域 今　常一 ○ 水田 20,000 水稲
192050021 五所川原市 金木南区域 澤田　文則 ○ 水田 40,000 水稲
192050024 五所川原市 金木南区域 木村　昭蔵 ○ 水田 50,000 水稲
192050030 五所川原市 金木南区域 長尾　憲 ○ 水田 30,000 水稲
192050031 五所川原市 金木南区域 髙松　重蔵 ○ 水田 20,000 水稲
202050005 五所川原市 金木南区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142050005 五所川原市 五所川原北区域 高橋　茂 ○ 水田 50,000 水稲
142050006 五所川原市 五所川原北区域 境谷　博顕 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142050013 五所川原市 五所川原北区域 笠井　實 ○ 水田 100,000 水稲または小麦
142050018 五所川原市 五所川原北区域 青山　陽平 ○ 畑 5,000 ニンニク
142050020 五所川原市 五所川原北区域 青山　陽平 ○ 水田 5,000 ニンニク
142050022 五所川原市 五所川原北区域 古川　伸也 ○ 水田 80,000 水稲
142050025 五所川原市 五所川原北区域 笠井　幸造 ○ 水田 20,000 水稲
142050031 五所川原市 五所川原北区域 笠井　利治 ○ 水田 30,000 水稲
142050040 五所川原市 五所川原北区域 栁原　一夫 ○ 水田 50,000 水稲
142050043 五所川原市 五所川原北区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142050049 五所川原市 五所川原北区域 小野　哲義 ○ 水田 100,000 水稲
142050051 五所川原市 五所川原北区域 三浦　高弘 ○ 畑 5,000 ブドウ
142050054 五所川原市 五所川原北区域 笠井　正則 ○ 水田 50,000 水稲
142050062 五所川原市 五所川原北区域 渡邊　絵理子 ○ 水田 10,000 水稲
142050064 五所川原市 五所川原北区域 伊藤　嘉司郎 ○ 水田 200,000 水稲
142050067 五所川原市 五所川原北区域 原　康仁 ○ 水田 30,000 水稲
142050068 五所川原市 五所川原北区域 三ヶ田　紀年 ○ 水田 20,000 水稲
142050076 五所川原市 五所川原北区域 農事組合法人　嘉瀬生産組合　代表理事　須崎　悠悦 ○ 水田 1,000,000 水稲
142050084 五所川原市 五所川原北区域 松本　豊 ○ 水田 50,000 水稲、小麦、大豆
142050088 五所川原市 五所川原北区域 藤森　栄一 ○ 水田 30,000 水稲
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142050089 五所川原市 五所川原北区域 渡邊　洋一 ○ 水田 100,000 水稲
142050095 五所川原市 五所川原北区域 有限会社　豊心ファーム　代表取締役　境谷　一智 ○ 水田 50,000 水稲
142050095 五所川原市 五所川原北区域 有限会社　豊心ファーム　代表取締役　境谷　一智 ○ 畑 5,000 野菜
142050100 五所川原市 五所川原北区域 長尾　義正 ○ 水田 100,000 水稲
142050103 五所川原市 五所川原北区域 鳴海　初男 ○ 水田 50,000 水稲
142050105 五所川原市 五所川原北区域 鳴海　洋子 ○ 水田 50,000 水稲
142050108 五所川原市 五所川原北区域 長尾　信彦 ○ 水田 100,000 水稲
142050110 五所川原市 五所川原北区域 川浪　勝人 ○ 水田 20,000 水稲
142050111 五所川原市 五所川原北区域 川浪　勝人 ○ 畑 10,000 ネギ
142050112 五所川原市 五所川原北区域 舘山　邦仁 ○ 水田 100,000 水稲
142050114 五所川原市 五所川原北区域 舘山　邦仁 ○ 畑 10,000 つくねいも
142050118 五所川原市 五所川原北区域 秋元　松雄 ○ 水田 100,000 水稲
142050122 五所川原市 五所川原北区域 小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲
142050127 五所川原市 五所川原北区域 上見　金一 ○ 水田 30,000 水稲
142050135 五所川原市 五所川原北区域 賀谷　俊正 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142050150 五所川原市 五所川原北区域 片山　幸男 ○ 水田 100,000 水稲
142050152 五所川原市 五所川原北区域 神島　秀春 ○ 水田 50,000 水稲
142050155 五所川原市 五所川原北区域 有限会社　農生園　代表取締役　館山　正嗣 ○ 水田 300,000 水稲
142050156 五所川原市 五所川原北区域 有限会社　北斗ファーム　代表取締役　笠井　敦 ○ 水田 100,000 水稲
142050165 五所川原市 五所川原北区域 成田　貴美惠 ○ 水田 50,000 水稲
142050174 五所川原市 五所川原北区域 奈良　博文 ○ 水田 40,000 水稲、野菜
142050175 五所川原市 五所川原北区域 秋田　亨 ○ 水田 30,000 水稲
142050177 五所川原市 五所川原北区域 乗田　義信 ○ 水田 30,000 水稲
142050178 五所川原市 五所川原北区域 和島　勇人 ○ 水田 100,000 水稲
142050189 五所川原市 五所川原北区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142050197 五所川原市 五所川原北区域 伊藤　亮司 ○ 水田 50,000 水稲
142050199 五所川原市 五所川原北区域 株式会社　みよし野　代表取締役　渡邊　洋一 ○ 水田 200,000 水稲
142050201 五所川原市 五所川原北区域 外崎　英継 ○ 水田 50,000 水稲
142050204 五所川原市 五所川原北区域 古川　清美 ○ 水田 50,000 水稲
142050205 五所川原市 五所川原北区域 松澤　清一 ○ 水田 50,000 水稲
142050208 五所川原市 五所川原北区域 古川　幸輝 ○ 水田 50,000 水稲
142050209 五所川原市 五所川原北区域 山内　健成 ○ 水田 30,000 水稲
142090218 五所川原市 五所川原北区域 葛西　春生 ○ 水田 100,000 水稲
152050001 五所川原市 五所川原北区域 舘山　廣一 ○ 水田 50,000 水稲
152050008 五所川原市 五所川原北区域 一戸　幹雄 ○ 水田 30,000 水稲
152050013 五所川原市 五所川原北区域 泉谷　知明 ○ 水田 100,000 水稲
152050016 五所川原市 五所川原北区域 髙橋　俊治 ○ 水田 100,000 水稲
152050017 五所川原市 五所川原北区域 渡辺　隆義 ○ 水田 30,000 水稲
152050020 五所川原市 五所川原北区域 舘山　透 ○ 水田 50,000 水稲
152050022 五所川原市 五所川原北区域 石谷　永一 ○ 水田 40,000 水稲
152050023 五所川原市 五所川原北区域 其田　卓也 ○ 水田 10,000 水稲
152050024 五所川原市 五所川原北区域 斉藤　秋彦 ○ 水田 50,000 水稲
152050029 五所川原市 五所川原北区域 奈良岡　克彦 ○ 水田 30,000 水稲
152050032 五所川原市 五所川原北区域 小野　善仁 ○ 水田 20,000 水稲
152050042 五所川原市 五所川原北区域 川浪　茂 ○ 水田 20,000 水稲
152050043 五所川原市 五所川原北区域 杉山　義彦 ○ 水田 20,000 水稲
152050045 五所川原市 五所川原北区域 高橋　悟 ○ 水田 150,000 水稲
152050061 五所川原市 五所川原北区域 小野　和幸 ○ 水田 50,000 水稲
152050063 五所川原市 五所川原北区域 成田　俊夫 ○ 水田 200,000 水稲
152050065 五所川原市 五所川原北区域 一般社団法人　謙心会　代表理事　田中　拓治 ○ 畑 100,000 野菜
152050066 五所川原市 五所川原北区域 一般社団法人　謙心会　代表理事　田中　拓治 ○ 水田 100,000 野菜
152050070 五所川原市 五所川原北区域 其田　茂 ○ 水田 30,000 水稲
152050074 五所川原市 五所川原北区域 笠井　一重 ○ 水田 40,000 水稲
152050075 五所川原市 五所川原北区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162050003 五所川原市 五所川原北区域 乗田　卓巳 ○ 水田 20,000 水稲
162050004 五所川原市 五所川原北区域 成田　義道 ○ 水田 100,000 水稲
162050006 五所川原市 五所川原北区域 松澤　篤治 ○ 水田 40,000 水稲
162050009 五所川原市 五所川原北区域 松澤　廣 ○ 水田 50,000 水稲
162050015 五所川原市 五所川原北区域 千葉　道太 ○ 水田 5,000 水稲
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162050016 五所川原市 五所川原北区域 千葉　道太 ○ 畑 5,000 トマト、野菜など
162050017 五所川原市 五所川原北区域 千葉　道太 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162050023 五所川原市 五所川原北区域 工藤　博 ○ 水田 30,000 水稲
162050024 五所川原市 五所川原北区域 高橋　欣也 ○ 水田 70,000 水稲
162050025 五所川原市 五所川原北区域 吉岡　茂 ○ 水田 20,000 水稲
162050029 五所川原市 五所川原北区域 藤森　勝文 ○ 水田 100,000 水稲、転作作物
172050001 五所川原市 五所川原北区域 前田　正廣 ○ 水田 10,000 水稲
172050003 五所川原市 五所川原北区域 櫻井　良一 ○ 水田 30,000 水稲
172050006 五所川原市 五所川原北区域 成田　俊秋 ○ 水田 20,000 水稲
172050008 五所川原市 五所川原北区域 小林　幸治 ○ 水田 50,000 水稲
172050009 五所川原市 五所川原北区域 鳴海　博隆 ○ 水田 20,000 水稲
172050011 五所川原市 五所川原北区域 安田　憲泰 ○ 水田 20,000 水稲、小麦
172050012 五所川原市 五所川原北区域 三浦　國雄 ○ 水田 30,000 水稲
172050028 五所川原市 五所川原北区域 小野　力男 ○ 水田 10,000 水稲
172050029 五所川原市 五所川原北区域 斉藤　隆 ○ 水田 10,000 水稲
172050031 五所川原市 五所川原北区域 佐藤　彦弘 ○ 水田 40,000 水稲
172050033 五所川原市 五所川原北区域 開米　泰仁 ○ 畑 50,000 ネギ
172050036 五所川原市 五所川原北区域 岡田　進 ○ 水田 80,000 水稲
172050040 五所川原市 五所川原北区域 松本　浩幸 ○ 水田 100,000 水稲
172050041 五所川原市 五所川原北区域 坂本　修 ○ 水田 50,000 水稲
172050042 五所川原市 五所川原北区域 濱舘　力 ○ 水田 100,000 水稲
172050045 五所川原市 五所川原北区域 柴田　文仁 ○ 水田 30,000 水稲
182050004 五所川原市 五所川原北区域 原田　昇 ○ 水田 30,000 水稲
182050006 五所川原市 五所川原北区域 株式会社　小野農場　代表取締役　小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
182050010 五所川原市 五所川原北区域 岡田　昭則 ○ 水田 50,000 水稲
182050018 五所川原市 五所川原北区域 徳田　喜代司 ○ 水田 30,000 水稲
182050020 五所川原市 五所川原北区域 小林　潤 ○ 水田 50,000 水稲
182050022 五所川原市 五所川原北区域 三潟　洋生 ○ 水田 100,000 水稲
182050025 五所川原市 五所川原北区域 川浪　剛功 ○ 水田 20,000 水稲
182050029 五所川原市 五所川原北区域 伊藤　鐵男 ○ 水田 40,000 水稲
182050032 五所川原市 五所川原北区域 秋田　裕也 ○ 水田 30,000 水稲
182050033 五所川原市 五所川原北区域 泉谷　正樹 ○ 水田 20,000 水稲
182050034 五所川原市 五所川原北区域 藤森　達雄 ○ 水田 30,000 水稲
192050002 五所川原市 五所川原北区域 木村　正二 ○ 水田 20,000 水稲
192050012 五所川原市 五所川原北区域 鰐田　裕悦 ○ 水田 100,000 水稲
192050016 五所川原市 五所川原北区域 木村　明日香 ○ 水田 5,000 水稲
192050016 五所川原市 五所川原北区域 木村　明日香 ○ 畑 5,000 大豆､野菜
192050018 五所川原市 五所川原北区域 古川　正広 ○ 水田 5,000 小麦､水稲
192050025 五所川原市 五所川原北区域 小川　慎 ○ 水田 100,000 水稲
192050028 五所川原市 五所川原北区域 乗田　正雄 ○ 水田 20,000 水稲
192050029 五所川原市 五所川原北区域 原田　繁福 ○ 水田 20,000 水稲
192050030 五所川原市 五所川原北区域 長尾　憲 ○ 水田 30,000 水稲
192050035 五所川原市 五所川原北区域 白戸　修 ○ 水田 3,000 水稲
192050036 五所川原市 五所川原北区域 千葉　絵久子 ○ 水田 50,000 水稲
192050041 五所川原市 五所川原北区域 佐藤　方彦 ○ 水田 20,000 水稲
192050044 五所川原市 五所川原北区域 濱田　和人 ○ 水田 50,000 水稲
202050002 五所川原市 五所川原北区域 山川　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲
202050003 五所川原市 五所川原北区域 秋田　裕見子 ○ 水田 30,000 水稲
202050005 五所川原市 五所川原北区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
202050009 五所川原市 五所川原北区域 北川　洋悦 ○ 水田 100,000 水稲
202050012 五所川原市 五所川原北区域 木村　誠 ○ 水田 40,000 水稲
202050015 五所川原市 五所川原北区域 ジャパンアップル株式会社　代表取締役　岸田　賢 ○ 樹園地 100,000 リンゴ
202050015 五所川原市 五所川原北区域 ジャパンアップル株式会社　代表取締役　岸田　賢 ○ 水田 100,000 水稲
202050016 五所川原市 五所川原北区域 其田　凡 ○ 水田 50,000 水稲
142050001 五所川原市 五所川原南区域 神　浩一 ○ 水田 50,000 水稲
142050007 五所川原市 五所川原南区域 境谷　博顕 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142050017 五所川原市 五所川原南区域 青山　陽平 ○ 畑 5,000 ニンニク
142050019 五所川原市 五所川原南区域 青山　陽平 ○ 水田 5,000 ニンニク
142050023 五所川原市 五所川原南区域 坂本　安仁 ○ 水田 100,000 水稲
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142050024 五所川原市 五所川原南区域 葛西　清則 ○ 水田 50,000 水稲
142050026 五所川原市 五所川原南区域 森　義博 ○ 水田 50,000 水稲
142050028 五所川原市 五所川原南区域 小野寺　政栄 ○ 水田 60,000 水稲
142050029 五所川原市 五所川原南区域 福士　浩樹 ○ 水田 100,000 水稲
142050034 五所川原市 五所川原南区域 白戸　勝一 ○ 水田 50,000 水稲
142050044 五所川原市 五所川原南区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142050050 五所川原市 五所川原南区域 小野　哲義 ○ 水田 100,000 水稲
142050052 五所川原市 五所川原南区域 成田　修逸 ○ 水田 100,000 水稲
142050055 五所川原市 五所川原南区域 笠井　正則 ○ 水田 50,000 水稲
142050064 五所川原市 五所川原南区域 伊藤　嘉司郎 ○ 水田 200,000 水稲
142050066 五所川原市 五所川原南区域 菊池　勲 ○ 水田 50,000 水稲
142050066 五所川原市 五所川原南区域 菊池　勲 ○ 畑 5,000 野菜
142050069 五所川原市 五所川原南区域 齊藤　英人 ○ 水田 10,000 水稲
142050071 五所川原市 五所川原南区域 竹谷　一正 ○ 水田 100,000 水稲
142050081 五所川原市 五所川原南区域 太田　勝彦 ○ 水田 150,000 水稲
142050090 五所川原市 五所川原南区域 木村　好孝 ○ 水田 20,000 水稲
142050092 五所川原市 五所川原南区域 森　正明 ○ 水田 30,000 水田
142050096 五所川原市 五所川原南区域 有限会社　豊心ファーム　代表取締役　境谷　一智 ○ 水田 50,000 水稲
142050096 五所川原市 五所川原南区域 有限会社　豊心ファーム　代表取締役　境谷　一智 ○ 畑 5,000 野菜　他
142050098 五所川原市 五所川原南区域 工藤　潔 ○ 水田 20,000 水稲
142050099 五所川原市 五所川原南区域 鈴木　良彦 ○ 水田 100,000 水稲
142050101 五所川原市 五所川原南区域 長尾　義正 ○ 水田 100,000 水稲
142050107 五所川原市 五所川原南区域 小田桐　秀壽 ○ 水田 100,000 水稲
142050109 五所川原市 五所川原南区域 森　誠 ○ 水田 30,000 水稲
142050113 五所川原市 五所川原南区域 舘山　邦仁 ○ 水田 100,000 水稲
142050115 五所川原市 五所川原南区域 舘山　邦仁 ○ 畑 10,000 つくねいも
142050119 五所川原市 五所川原南区域 秋元　松雄 ○ 水田 100,000 水稲
142050121 五所川原市 五所川原南区域 加納　由紀夫 ○ 水田 20,000 水稲
142050121 五所川原市 五所川原南区域 加納　由紀夫 ○ 畑 5,000 野菜
142050123 五所川原市 五所川原南区域 小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲
142050125 五所川原市 五所川原南区域 キムラ農産有限会社　代表取締役　木村　洋一 ○ 水田 100,000 水稲
142050126 五所川原市 五所川原南区域 木村　洋一 ○ 水田 100,000 水稲
142050144 五所川原市 五所川原南区域 佐藤　由紀 ○ 水田 10,000 水稲
142050151 五所川原市 五所川原南区域 鈴木　研一 ○ 水田 100,000 水稲
142050157 五所川原市 五所川原南区域 有限会社　北斗ファーム　代表取締役　笠井　敦 ○ 水田 100,000 水稲
142050159 五所川原市 五所川原南区域 石岡　一雄 ○ 水田 100,000 水稲
142050172 五所川原市 五所川原南区域 小田桐　広明 ○ 水田 50,000 水稲
142050179 五所川原市 五所川原南区域 和島　勇人 ○ 水田 100,000 水稲
142050184 五所川原市 五所川原南区域 成田　義彦 ○ 水田 300,000 水稲
142050191 五所川原市 五所川原南区域 工藤　敏 ○ 水田 30,000 水稲
142050192 五所川原市 五所川原南区域 坂本　孝博 ○ 水田 100,000 水稲
142050194 五所川原市 五所川原南区域 坂本　博幸 ○ 水田 100,000 水稲
142050206 五所川原市 五所川原南区域 今　義彦 ○ 水田 50,000 水稲
142050210 五所川原市 五所川原南区域 山内　健成 ○ 水田 30,000 水稲
152050014 五所川原市 五所川原南区域 佐藤　智孝 ○ 水田 30,000 水稲
152050015 五所川原市 五所川原南区域 太田　信之 ○ 水田 10,000 水稲
152050025 五所川原市 五所川原南区域 斉藤　秋彦 ○ 水田 50,000 水稲
152050028 五所川原市 五所川原南区域 成田　雅夫 ○ 畑 30,000 イチゴ
152050030 五所川原市 五所川原南区域 笹森　豊 ○ 水田 20,000 水稲
152050031 五所川原市 五所川原南区域 髙橋　節子 ○ 水田 30,000 水稲
152050035 五所川原市 五所川原南区域 間山　良美 ○ 水田 40,000 水稲
152050041 五所川原市 五所川原南区域 北川　洋悦 ○ 水田 100,000 水稲
152050044 五所川原市 五所川原南区域 横嶋　義彦 ○ 水田 30,000 水稲
152050054 五所川原市 五所川原南区域 高橋　義彦 ○ 水田 100,000 水稲
152050057 五所川原市 五所川原南区域 高橋　仁志 ○ 水田 30,000 水稲
152050066 五所川原市 五所川原南区域 一般社団法人　謙心会　代表理事　田中　拓治 ○ 水田 100,000 野菜
152050076 五所川原市 五所川原南区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162050001 五所川原市 五所川原南区域 木村　雪子 ○ 水田 30,000 水稲
162050002 五所川原市 五所川原南区域 小野　和幸 ○ 水田 50,000 水稲
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162050004 五所川原市 五所川原南区域 成田　義道 ○ 水田 100,000 水稲
162050011 五所川原市 五所川原南区域 坂本　和憲 ○ 水田 20,000 水稲
162050020 五所川原市 五所川原南区域 川浪　誠四郎 ○ 水田 20,000 水稲
162050034 五所川原市 五所川原南区域 石岡　沙智 ○ 水田 50,000 水稲
162050036 五所川原市 五所川原南区域 坂本　優太 ○ 水田 15,000 水稲
172050011 五所川原市 五所川原南区域 安田　憲泰 ○ 水田 20,000 水稲、小麦
172050016 五所川原市 五所川原南区域 木村　亘彦 ○ 水田 120,000 水稲
172050018 五所川原市 五所川原南区域 今　勝一 ○ 水田 60,000 水稲
172050020 五所川原市 五所川原南区域 森　誠吾 ○ 水田 15,000 水稲
172050023 五所川原市 五所川原南区域 工藤　博 ○ 水田 30,000 水稲
172050024 五所川原市 五所川原南区域 福士　正弘 ○ 水田 25,000 水稲
172050027 五所川原市 五所川原南区域 石岡　雅樹 ○ 水田 50,000 水稲
172050039 五所川原市 五所川原南区域 株式会社　グリーンハンズ　代表取締役　前田　亮 ○ 畑 30,000 ニンニク
172050040 五所川原市 五所川原南区域 松本　浩幸 ○ 水田 100,000 水稲
172050043 五所川原市 五所川原南区域 佐々木　英行 ○ 水田 30,000 水稲
172050044 五所川原市 五所川原南区域 髙橋　俊治 ○ 水田 30,000 水稲
182050001 五所川原市 五所川原南区域 石岡農産株式会社　代表取締役　石岡　勝弘 ○ 水田 100,000 水稲
182050005 五所川原市 五所川原南区域 原田　昇 ○ 水田 30,000 水稲
182050006 五所川原市 五所川原南区域 株式会社　小野農場　代表取締役　小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
182050028 五所川原市 五所川原南区域 葛西　英二 ○ 水田 50,000 水稲
182050030 五所川原市 五所川原南区域 加藤　潤哉 ○ 水田 100,000 水稲
182050031 五所川原市 五所川原南区域 外崎　雄二 ○ 畑 20,000 小玉スイカ
192050006 五所川原市 五所川原南区域 株式会社　しあわせ農園　代表取締役　野宮　祥裕 ○ 畑 10,000 野菜
192050007 五所川原市 五所川原南区域 株式会社　しあわせ農園　代表取締役　野宮　祥裕 ○ 水田 10,000 野菜
192050011 五所川原市 五所川原南区域 工藤　敏 ○ 水田 20,000 水稲
192050013 五所川原市 五所川原南区域 株式会社　あお葉　代表取締役　島村　美由紀 ○ 水田 50,000 水稲
192050014 五所川原市 五所川原南区域 工藤　三喜男 ○ 水田 30,000 水稲
192050022 五所川原市 五所川原南区域 中野　智基 ○ 畑 10,000 野菜
192050026 五所川原市 五所川原南区域 小川　慎 ○ 水田 100,000 水稲
192050032 五所川原市 五所川原南区域 須藤　大樹 ○ 畑 5,000 ブドウ
192050043 五所川原市 五所川原南区域 成田　廣志 ○ 水田 10,000 水稲
202050001 五所川原市 五所川原南区域 笹森　淳 ○ 水田 100,000 水稲
202050004 五所川原市 五所川原南区域 高橋　史和 ○ 水田 30,000 水稲
202050004 五所川原市 五所川原南区域 高橋　史和 ○ 畑 5,000 野菜
202050005 五所川原市 五所川原南区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
202050006 五所川原市 五所川原南区域 白川　幸蔵 ○ 水田 30,000 水稲
202050010 五所川原市 五所川原南区域 有限会社　グリーンサービス　代表取締役　吉田　郁世 ○ 水田 50,000 水稲
202050011 五所川原市 五所川原南区域 木村　圭吾 ○ 水田 50,000 水稲
202050014 五所川原市 五所川原南区域 加藤　雅也 ○ 樹園地 5,000 果樹、野菜
202050017 五所川原市 五所川原南区域 中川　拓満 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142050004 五所川原市 五所川原東区域 高橋　茂 ○ 水田 50,000 水稲
142050008 五所川原市 五所川原東区域 境谷　博顕 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142050021 五所川原市 五所川原東区域 青山　陽平 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142050027 五所川原市 五所川原東区域 森　義博 ○ 水田 50,000 水稲
142050030 五所川原市 五所川原東区域 福士　浩樹 ○ 水田 50,000 水稲
142050035 五所川原市 五所川原東区域 白戸　勝一 ○ 水田 50,000 水稲
142050036 五所川原市 五所川原東区域 工藤　博 ○ 水田 50,000 水稲
142050045 五所川原市 五所川原東区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142050047 五所川原市 五所川原東区域 今　勇一 ○ 水田 14,850 水稲
142050056 五所川原市 五所川原東区域 秋元　寿人 ○ 水田 100,000 水稲
142050059 五所川原市 五所川原東区域 今　茂 ○ 水田 100,000 水稲
142050063 五所川原市 五所川原東区域 斎藤　昭正 ○ 水田 40,000 水稲
142050064 五所川原市 五所川原東区域 伊藤　嘉司郎 ○ 水田 200,000 水稲
142050066 五所川原市 五所川原東区域 菊池　勲 ○ 水田 50,000 水稲
142050070 五所川原市 五所川原東区域 齊藤　英人 ○ 水田 10,000 水稲
142050074 五所川原市 五所川原東区域 岩崎　雅文 ○ 水田 200,000 水稲
142050091 五所川原市 五所川原東区域 石岡　靖浩 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142050097 五所川原市 五所川原東区域 有限会社　豊心ファーム　代表取締役　境谷　一智 ○ 水田 50,000 水稲
142050102 五所川原市 五所川原東区域 長尾　義正 ○ 水田 100,000 水稲

82 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

142050104 五所川原市 五所川原東区域 鳴海　初男 ○ 水田 50,000 水稲
142050106 五所川原市 五所川原東区域 鳴海　洋子 ○ 水田 50,000 水稲
142050120 五所川原市 五所川原東区域 秋元　松雄 ○ 水田 100,000 水稲
142050124 五所川原市 五所川原東区域 小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲
142050137 五所川原市 五所川原東区域 斎藤　博文 ○ 水田 20,000 水稲
142050145 五所川原市 五所川原東区域 佐藤　由紀 ○ 水田 10,000 水稲
142050158 五所川原市 五所川原東区域 有限会社　北斗ファーム　代表取締役　笠井　敦 ○ 水田 100,000 水稲
142050160 五所川原市 五所川原東区域 石岡　一雄 ○ 水田 100,000 水稲
142050161 五所川原市 五所川原東区域 金谷　勝 ○ 水田 200,000 水稲
142050166 五所川原市 五所川原東区域 小笠原　正光 ○ 水田 7,500 水稲
142050180 五所川原市 五所川原東区域 和島　勇人 ○ 水田 100,000 水稲
142050181 五所川原市 五所川原東区域 成田　義彦 ○ 水田 300,000 水稲
142050182 五所川原市 五所川原東区域 大坂　隆典 ○ 水田 20,000 水稲
142050183 五所川原市 五所川原東区域 成田　義彦 ○ 樹園地 30,000 リンゴ
142050190 五所川原市 五所川原東区域 小田桐　秀壽 ○ 水田 100,000 水稲
142050193 五所川原市 五所川原東区域 坂本　孝博 ○ 水田 100,000 水稲
142050195 五所川原市 五所川原東区域 坂本　博幸 ○ 水田 100,000 水稲
142050196 五所川原市 五所川原東区域 中川　満善 ○ 水田 20,000 水稲
142050198 五所川原市 五所川原東区域 佐々木　千賀志 ○ 水田 50,000 水稲
142050203 五所川原市 五所川原東区域 佐々木　英行 ○ 水田 30,000 水稲
142050207 五所川原市 五所川原東区域 今　義彦 ○ 水田 50,000 水稲
142050211 五所川原市 五所川原東区域 山内　健成 ○ 水田 30,000 水稲
152050002 五所川原市 五所川原東区域 斎藤　博文 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
152050006 五所川原市 五所川原東区域 片岡　誠 ○ 水田 50,000 水稲
152050009 五所川原市 五所川原東区域 石岡　則秋 ○ 樹園地 20,000 リンゴ、ニンニク
152050009 五所川原市 五所川原東区域 石岡　則秋 ○ 畑 20,000 ニンニク
152050012 五所川原市 五所川原東区域 中川　修一 ○ 水田 20,000 水稲
152050019 五所川原市 五所川原東区域 中川　昇 ○ 樹園地 2,300 リンゴ
152050026 五所川原市 五所川原東区域 斉藤　秋彦 ○ 水田 120,000 水稲
152050033 五所川原市 五所川原東区域 阿部　和雄 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
152050036 五所川原市 五所川原東区域 間山　良美 ○ 水田 40,000 水稲
152050044 五所川原市 五所川原東区域 横嶋　義彦 ○ 水田 30,000 水稲
152050046 五所川原市 五所川原東区域 小笠原　勝行 ○ 水田 10,000 水稲
152050051 五所川原市 五所川原東区域 小笠原　守 ○ 水田 30,000 水稲
152050055 五所川原市 五所川原東区域 高橋　義彦 ○ 水田 100,000 水稲
152050062 五所川原市 五所川原東区域 森　誠 ○ 水田 20,000 水稲
152050066 五所川原市 五所川原東区域 一般社団法人　謙心会　代表理事　田中　拓治 ○ 水田 100,000 野菜
152050067 五所川原市 五所川原東区域 寺田　優也 ○ 水田 50,000 水稲
152050071 五所川原市 五所川原東区域 阿部　詩織 ○ 畑 5,000 ズッキーニ
152050072 五所川原市 五所川原東区域 阿部　啓子 ○ 畑 20,000 つくねいも、ズッキーニ、小玉スイカ、オクラ、ニンニク
152050073 五所川原市 五所川原東区域 高橋　仁志 ○ 水田 20,000 水稲
152050077 五所川原市 五所川原東区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162050004 五所川原市 五所川原東区域 成田　義道 ○ 水田 100,000 水稲
162050010 五所川原市 五所川原東区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
162050010 五所川原市 五所川原東区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 水田 200,000 水稲
162050013 五所川原市 五所川原東区域 髙橋　節子 ○ 水田 30,000 水稲
162050014 五所川原市 五所川原東区域 工藤　潔 ○ 水田 20,000 水稲
162050018 五所川原市 五所川原東区域 関　正 ○ 樹園地 1,000 リンゴ
162050019 五所川原市 五所川原東区域 小山内　大善 ○ 水田 10,000 水稲
162050021 五所川原市 五所川原東区域 宮崎　敏治 ○ 樹園地 1,600 リンゴ
162050030 五所川原市 五所川原東区域 阿部　誠司 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162050031 五所川原市 五所川原東区域 合同会社　梵珠ファーム　代表社員　新谷　真澄 ○ 水田 40,000 水稲
162050035 五所川原市 五所川原東区域 石岡　沙智 ○ 水田 50,000 水稲
172050002 五所川原市 五所川原東区域 小笠原　伸治 ○ 水田 100,000 水稲、転作作物
172050005 五所川原市 五所川原東区域 外崎　高則 ○ 水田 100,000 水稲
172050011 五所川原市 五所川原東区域 安田　憲泰 ○ 水田 20,000 水稲、小麦
172050013 五所川原市 五所川原東区域 三浦　國雄 ○ 水田 30,000 水稲
172050014 五所川原市 五所川原東区域 對馬　秀俊 ○ 水田 30,000 水稲
172050017 五所川原市 五所川原東区域 今　勝一 ○ 水田 60,000 水稲
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172050019 五所川原市 五所川原東区域 合同会社　農すてーしょん　代表社員　石岡　麻希 ○ 水田 20,000 野菜
172050021 五所川原市 五所川原東区域 森　誠吾 ○ 水田 15,000 水稲
172050022 五所川原市 五所川原東区域 合同会社　農すてーしょん　代表社員　石岡　麻希 ○ 畑 20,000 野菜
172050025 五所川原市 五所川原東区域 福士　正弘 ○ 水田 25,000 水稲
172050026 五所川原市 五所川原東区域 石岡　雅樹 ○ 水田 50,000 水稲
172050030 五所川原市 五所川原東区域 小野　哲義 ○ 水田 100,000 水稲
172050034 五所川原市 五所川原東区域 開米　泰仁 ○ 畑 50,000 ネギ
172050040 五所川原市 五所川原東区域 松本　浩幸 ○ 水田 100,000 水稲
172050046 五所川原市 五所川原東区域 柳原　真 ○ 水田 20,000 水稲
182050002 五所川原市 五所川原東区域 石岡農産株式会社　代表取締役　石岡　勝弘 ○ 水田 100,000 水稲
182050006 五所川原市 五所川原東区域 株式会社　小野農場　代表取締役　小野　利正 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
182050009 五所川原市 五所川原東区域 金川　泰久 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
182050011 五所川原市 五所川原東区域 小笠原　晴公 ○ 水田 30,000 水稲
182050012 五所川原市 五所川原東区域 乳井　恒 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182050013 五所川原市 五所川原東区域 乳井　恒 ○ 畑 5,000 リンゴ
182050014 五所川原市 五所川原東区域 工藤　孝志 ○ 水田 50,000 水稲
182050019 五所川原市 五所川原東区域 合同会社　テンコーフアーム　代表社員　石岡　純子 ○ 畑 20,000 ニンニク
182050021 五所川原市 五所川原東区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182050027 五所川原市 五所川原東区域 宮崎　稔久 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192050003 五所川原市 五所川原東区域 高橋　一嘉 ○ 水田 20,000 水稲
192050004 五所川原市 五所川原東区域 小林　常人 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
192050005 五所川原市 五所川原東区域 合同会社　高栄農産　代表社員　工藤　博 ○ 水田 40,000 水稲
192050008 五所川原市 五所川原東区域 石岡　哲美 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
192050009 五所川原市 五所川原東区域 株式会社　東日流農産　代表取締役　石岡　博次 ○ 水田 20,000 水稲
192050010 五所川原市 五所川原東区域 株式会社　東日流農産　代表取締役　石岡　博次 ○ 畑 10,000 野菜、果樹
192050015 五所川原市 五所川原東区域 工藤　三喜男 ○ 水田 30,000 水稲
192050019 五所川原市 五所川原東区域 斎藤　靖裕 ○ 水田 20,000 水稲
192050020 五所川原市 五所川原東区域 和田　彩 ○ 畑 10,000 ミニトマト
192050027 五所川原市 五所川原東区域 小川　慎 ○ 水田 100,000 水稲
192050038 五所川原市 五所川原東区域 成田　靖幸 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
192050039 五所川原市 五所川原東区域 佐々木　綾子 ○ 畑 5,000 野菜
192050040 五所川原市 五所川原東区域 高橋　史和 ○ 水田 10,000 水稲
202050005 五所川原市 五所川原東区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
202050007 五所川原市 五所川原東区域 阿部　康一郎 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
202050007 五所川原市 五所川原東区域 阿部　康一郎 ○ 畑 5,000 リンゴ
202050008 五所川原市 五所川原東区域 工藤　弘靖 ○ 水田 6,000 野菜
202050013 五所川原市 五所川原東区域 秋元　信治 ○ 水田 30,000 水稲
202050018 五所川原市 五所川原東区域 中川　拓満 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
142090001 つがる市 木造区域 對馬　純悦 ○ 水田 100,000 水稲
142090004 つがる市 木造区域 藤本　正彦 ○ 水田 40,000 水稲
142090005 つがる市 木造区域 京谷　直樹（京谷　博則） ○ 水田 100,000 水稲
142090006 つがる市 木造区域 田村　嘉浩 ○ 水田 50,000 水稲
142090008 つがる市 木造区域 工藤　素太二 ○ 水田 20,000 水稲
142090009 つがる市 木造区域 坂本　清衛 ○ 水田 100,000 水稲
142090010 つがる市 木造区域 ＳＫファーム株式会社 ○ 畑 100,000 ダイコン
142090012 つがる市 木造区域 太田　義美 ○ 水田 15,000 水稲
142090014 つがる市 木造区域 小笠原　俊也 ○ 水田 50,000 水稲
142090015 つがる市 木造区域 樋口　秀美 ○ 水田 100,000 水稲
142090016 つがる市 木造区域 木村　聡 ○ 水田 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090017 つがる市 木造区域 髙橋　健二 ○ 水田 20,000 水稲
142090020 つがる市 木造区域 加藤　潤哉 ○ 水田 100,000 水稲
142090023 つがる市 木造区域 加藤　聖史 ○ 水田 100,000 水稲
142090024 つがる市 木造区域 秋田谷　廣次 ○ 水田 100,000 水稲
142090027 つがる市 木造区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142090028 つがる市 木造区域 對馬　泉 ○ 水田 30,000 水稲
142090029 つがる市 木造区域 乳井　直哉 ○ 水田 50,000 水稲
142090030 つがる市 木造区域 小笠原　清憲 ○ 水田 100,000 水稲
142090031 つがる市 木造区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 畑 300,000 大豆
142090032 つがる市 木造区域 木村　聡 ○ 畑 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
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142090033 つがる市 木造区域 川田　光浩 ○ 水田 100,000 水稲
142090034 つがる市 木造区域 長谷川　勇一 ○ 水田 100,000 水稲
142090035 つがる市 木造区域 長谷川　勇一 ○ 畑 100,000 野菜
142090038 つがる市 木造区域 葛西　春生 ○ 水田 100,000 水稲
142090039 つがる市 木造区域 小田川　義明 ○ 水田 60,000 水稲
142090040 つがる市 木造区域 髙橋　一彦 ○ 水田 20,000 水稲、メロン
142090041 つがる市 木造区域 天坂　則幸 ○ 水田 50,000 水稲
142090042 つがる市 木造区域 天坂　則幸 ○ 畑 20,000 メロン
142090043 つがる市 木造区域 稲葉　光昭 ○ 水田 100,000 水稲
142090044 つがる市 木造区域 野呂　修聖 ○ 水田 50,000 大豆
142090045 つがる市 木造区域 長谷川　豊勝 ○ 水田 100,000 水稲
142090046 つがる市 木造区域 福士　孝博（秋男） ○ 水田 300,000 水稲
142090047 つがる市 木造区域 農事組合法人　亀ヶ岡みらい　理事長　野呂　康生 ○ 水田 300,000 大豆
142090051 つがる市 木造区域 工藤　寛樹 ○ 水田 50,000 水稲
142090054 つがる市 木造区域 髙橋　浩治 ○ 水田 20,000 水稲
142090055 つがる市 木造区域 木村　重市 ○ 水田 20,000 水稲
142090056 つがる市 木造区域 鶴谷　高幸 ○ 水田 30,000 水稲、メロン、スイカ
142090057 つがる市 木造区域 鶴谷　高幸 ○ 畑 30,000 メロン、スイカ
142090058 つがる市 木造区域 須藤　勝彦 ○ 水田 10,000 水稲
142090059 つがる市 木造区域 大澤　純司 ○ 水田 100,000 水稲
142090060 つがる市 木造区域 浜山　浩文 ○ 水田 100,000 水稲
142090061 つがる市 木造区域 木村　勇造 ○ 水田 100,000 水田
142090063 つがる市 木造区域 金子　信成 ○ 水田 100,000 水稲
142090064 つがる市 木造区域 大澤　純司 ○ 畑 100,000 メロン
142090065 つがる市 木造区域 大渕　則昭 ○ 水田 50,000 水稲
142090066 つがる市 木造区域 野呂　繁利 ○ 水田 50,000 水稲
142090067 つがる市 木造区域 野呂　勇 ○ 水田 15,000 水稲
142090069 つがる市 木造区域 木村　清美 ○ 水田 200,000 水稲
142090070 つがる市 木造区域 佐々木　晶邦 ○ 水田 20,000 水稲
142090072 つがる市 木造区域 三橋　寛 ○ 水田 100,000 水稲
142090074 つがる市 木造区域 長内　健優 ○ 水田 20,000 水稲
142090076 つがる市 木造区域 長谷川　孝一 ○ 水田 10,000 水稲
142090077 つがる市 木造区域 長内　秀人 ○ 水田 15,000 水稲
142090078 つがる市 木造区域 福士　新一 ○ 水田 30,000 水稲
142090079 つがる市 木造区域 野呂　淳悦 ○ 水田 10,000 水稲
142090080 つがる市 木造区域 高橋　弘美 ○ 水田 50,000 水稲
142090082 つがる市 木造区域 工藤　勤 ○ 畑 5,000 メロン、ブロッコリー
142090083 つがる市 木造区域 山谷　光男 ○ 水田 40,000 水稲
142090084 つがる市 木造区域 葛西　清則 ○ 水田 5,000 水稲
142090092 つがる市 木造区域 越後谷　隆幸 ○ 水田 50,000 水稲
142090093 つがる市 木造区域 越後谷　仁美 ○ 水田 50,000 水稲
142090094 つがる市 木造区域 中野　邦義 ○ 水田 20,000 水稲
142090096 つがる市 木造区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142090097 つがる市 木造区域 成田　雅彦 ○ 水田 50,000 水稲
142090098 つがる市 木造区域 太田　秀治 ○ 水田 50,000 水稲
142090099 つがる市 木造区域 三橋　隆雄 ○ 水田 20,000 水稲
142090104 つがる市 木造区域 乳井　義典 ○ 畑 10,000 大豆
142090105 つがる市 木造区域 成田　豊 ○ 水田 10,000 水稲
142090106 つがる市 木造区域 成田　豊 ○ 畑 10,000 野菜
142090107 つがる市 木造区域 三浦　清孝 ○ 水田 30,000 水稲
142090108 つがる市 木造区域 對馬　敏彦 ○ 水田 100,000 水稲
142090109 つがる市 木造区域 新岡　正人 ○ 水田 50,000 水稲
142090110 つがる市 木造区域 小山内　弘美 ○ 水田 30,000 水稲
142090111 つがる市 木造区域 三橋　春男 ○ 水田 30,000 水稲
142090112 つがる市 木造区域 新岡　亮 ○ 水田 50,000 水稲
142090114 つがる市 木造区域 加藤　隆 ○ 水田 20,000 水稲
142090118 つがる市 木造区域 齋藤　逸夫 ○ 水田 50,000 水稲
142090121 つがる市 木造区域 成田　浩一 ○ 水田 20,000 水稲
142090122 つがる市 木造区域 坂本　好則 ○ 水田 20,000 水稲
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142090125 つがる市 木造区域 傳法谷　朋見 ○ 畑 5,000 メロン、たらの芽
142090126 つがる市 木造区域 稲場　修一 ○ 水田 30,000 水稲
142090127 つがる市 木造区域 宮崎　定男 ○ 水田 50,000 水稲
142090138 つがる市 木造区域 新岡　治 ○ 水田 50,000 水稲
142090139 つがる市 木造区域 生田　清文 ○ 水田 20,000 水稲
142090140 つがる市 木造区域 須藤　光喜 ○ 水田 100,000 水稲
142090141 つがる市 木造区域 長谷川　祐 ○ 水田 10,000 水稲
142090142 つがる市 木造区域 三橋　好文 ○ 水田 30,000 水稲
142090143 つがる市 木造区域 奈良　善政 ○ 水田 50,000 水稲
142090146 つがる市 木造区域 三橋　英志 ○ 水田 20,000 水稲
142090147 つがる市 木造区域 加藤　良親 ○ 水田 100,000 水稲
142090149 つがる市 木造区域 野呂　浩樹 ○ 水田 10,000 水稲
142090150 つがる市 木造区域 新岡　光雄 ○ 水田 50,000 水稲
142090151 つがる市 木造区域 長内　明 ○ 水田 30,000 水稲
142090152 つがる市 木造区域 木村　隆宏 ○ 水田 50,000 大豆、小麦
142090154 つがる市 木造区域 田村　昭信 ○ 水田 50,000 水稲
142090155 つがる市 木造区域 成田　正人 ○ 水田 100,000 水稲
142090156 つがる市 木造区域 三橋　政司 ○ 水田 50,000 水稲
142090157 つがる市 木造区域 長内　勝治 ○ 水田 100,000 水稲
142090158 つがる市 木造区域 工藤　良一 ○ 水田 100,000 水稲
142090159 つがる市 木造区域 野呂　弘 ○ 水田 50,000 水稲
142090160 つがる市 木造区域 成田　右二 ○ 水田 50,000 水稲
142090161 つがる市 木造区域 成田　稔 ○ 水田 50,000 水稲
142090162 つがる市 木造区域 成田　稔 ○ 畑 20,000 ブロッコリー
142090163 つがる市 木造区域 工藤　勝博 ○ 水田 100,000 水稲
142090167 つがる市 木造区域 白戸　和義 ○ 水田 50,000 水稲
142090168 つがる市 木造区域 木村　博昭 ○ 水田 50,000 水稲
142090170 つがる市 木造区域 對馬　潤 ○ 水田 100,000 水稲
142090172 つがる市 木造区域 三橋　衛 ○ 水田 100,000 水稲
142090173 つがる市 木造区域 田戸岡　善一 ○ 水田 50,000 水稲
142090176 つがる市 木造区域 新岡　正市 ○ 水田 20,000 水稲
142090177 つがる市 木造区域 川添　守 ○ 水田 100,000 水稲
142090182 つがる市 木造区域 有限会社　さとう農園　佐藤　史成 ○ 水田 50,000 水稲
142090183 つがる市 木造区域 浜山　敏彦 ○ 水田 20,000 水稲
142090184 つがる市 木造区域 浜山　敏彦 ○ 畑 20,000 畑作物
142090185 つがる市 木造区域 粕谷　鐵城 ○ 水田 50,000 水稲
142090187 つがる市 木造区域 新岡　真吾 ○ 水田 100,000 水稲
142090190 つがる市 木造区域 新岡　祐 ○ 水田 50,000 水稲
142090191 つがる市 木造区域 新岡　祐 ○ 畑 50,000 小麦
142090192 つがる市 木造区域 渋谷　順一 ○ 水田 40,000 水稲
142090194 つがる市 木造区域 工藤　芳久 ○ 水田 100,000 小麦、大豆
142090196 つがる市 木造区域 成田　芳弘 ○ 水田 100,000 水稲
142090199 つがる市 木造区域 木村　渉 ○ 水田 10,000 水稲
142090201 つがる市 木造区域 三橋　秀樹 ○ 水田 10,000 水稲
142090202 つがる市 木造区域 乳井　道秀 ○ 水田 50,000 水稲
142090203 つがる市 木造区域 佐藤　均 ○ 水田 10,000 水稲
142090204 つがる市 木造区域 山下　青雲 ○ 水田 100,000 水稲
142090206 つがる市 木造区域 工藤　諭 ○ 水田 10,000 水稲
142090207 つがる市 木造区域 杉野森　元一 ○ 水田 30,000 水稲
142090208 つがる市 木造区域 菊池　大輔 ○ 水田 30,000 水稲、野菜
142090214 つがる市 木造区域 長内　幸仁 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142090219 つがる市 木造区域 農事組合法人　出来島みらい集落営農組合　代表　成田　金春 ○ 水田 1,000,000 大豆、小麦、水稲
142090221 つがる市 木造区域 福島　一美 ○ 水田 30,000 水稲
142090222 つがる市 木造区域 金子　知也 ○ 水田 15,000 水稲
142090223 つがる市 木造区域 工藤　專二 ○ 水田 20,000 水稲
142090225 つがる市 木造区域 髙橋　弘光 ○ 水田 20,000 水稲
142090227 つがる市 木造区域 長谷川　藤行 ○ 水田 20,000 飼料用米
142090229 つがる市 木造区域 白戸　謙二 ○ 水田 10,000 水稲、エダマメ
142090235 つがる市 木造区域 高橋　貞一 ○ 水田 50,000 水稲
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142090237 つがる市 木造区域 三橋　直寿 ○ 水田 30,000 水稲
152090002 つがる市 木造区域 川田　春実 ○ 畑 5,000 アスパラガス
152090006 つがる市 木造区域 渋谷　清喜 ○ 水田 30,000 水稲
152090008 つがる市 木造区域 坂本　久夫 ○ 水田 30,000 水稲
152090009 つがる市 木造区域 成田　親哉 ○ 水田 100,000 水稲
152090010 つがる市 木造区域 太田　英樹 ○ 水田 100,000 水稲
152090014 つがる市 木造区域 江良　弘文 ○ 水田 30,000 水稲
152090016 つがる市 木造区域 工藤　雅也 ○ 水田 10,000 大豆
152090017 つがる市 木造区域 小山内　直俊 ○ 水田 20,000 水稲
152090018 つがる市 木造区域 鎌田　真彰 ○ 水田 50,000 水稲
152090019 つがる市 木造区域 今　綱明 ○ 水田 10,000 水稲
152090020 つがる市 木造区域 盛　政太 ○ 水田 300,000 水稲、大豆、トウモロコシ
152090027 つがる市 木造区域 秋田谷　積 ○ 水田 50,000 水稲
152090028 つがる市 木造区域 藤田　与四郎 ○ 水田 100,000 水稲
152090032 つがる市 木造区域 樋口　秀美 ○ 水田 10,000 水稲
162090003 つがる市 木造区域 山下　康光 ○ 水田 100,000 水稲
162090006 つがる市 木造区域 台丸谷　慶勇 ○ 水田 50,000 水稲
162090008 つがる市 木造区域 台丸谷　有沙 ○ 水田 50,000 水稲
162090010 つがる市 木造区域 台丸谷　有沙 ○ 畑 10,000 ニンニク
162090011 つがる市 木造区域 杉森　広宣 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
162090012 つがる市 木造区域 高橋　慶一 ○ 水田 20,000 水稲
162090015 つがる市 木造区域 渋谷　友喜彦 ○ 水田 10,000 水稲
162090016 つがる市 木造区域 小山内　英壽 ○ 水田 10,000 水稲
162090017 つがる市 木造区域 長谷川　耕一 ○ 水田 10,000 水稲
162090020 つがる市 木造区域 石田　治 ○ 水田 20,000 水稲
162090022 つがる市 木造区域 高橋　義一 ○ 水田 20,000 水稲
162090023 つがる市 木造区域 成田　重樹 ○ 水田 50,000 水稲
162090025 つがる市 木造区域 京谷　博則 ○ 水田 50,000 水稲
162090026 つがる市 木造区域 前田　正廣 ○ 水田 10,000 水稲
162090031 つがる市 木造区域 髙橋　純一 ○ 水田 20,000 水稲
162090032 つがる市 木造区域 盛　俊一 ○ 水田 10,000 水稲
162090036 つがる市 木造区域 葛西　徹哉 ○ 水田 50,000 水稲
162090037 つがる市 木造区域 有限会社　小関商事　代表取締役　小関　賢一 ○ 水田 50,000 水稲
162090040 つがる市 木造区域 有限会社　山内農産　代表取締役　山内　勝 ○ 水田 100,000 水稲
162090043 つがる市 木造区域 木村　長三 ○ 水田 50,000 水稲
162090045 つがる市 木造区域 黒滝　廣 ○ 畑 50,000 野菜
162090053 つがる市 木造区域 山谷　茂樹 ○ 水田 200,000 水稲
172090002 つがる市 木造区域 佐藤　允紀 ○ 水田 100,000 水稲
172090003 つがる市 木造区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
172090004 つがる市 木造区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 畑 1,000,000 大豆
172090005 つがる市 木造区域 三浦　則繁 ○ 水田 100,000 水稲
172090006 つがる市 木造区域 工藤　恭大 ○ 水田 100,000 水稲
172090007 つがる市 木造区域 佐々木　静夫 ○ 水田 100,000 水稲
172090008 つがる市 木造区域 工藤　康記 ○ 水田 20,000 水稲
172090009 つがる市 木造区域 藤田　儀昭 ○ 水田 20,000 水稲
172090010 つがる市 木造区域 川崎　完吉 ○ 水田 30,000 水稲
182090001 つがる市 木造区域 佐藤　秋男 ○ 水田 20,000 水稲
182090002 つがる市 木造区域 黒滝　嗣巳 ○ 水田 30,000 水稲
182090003 つがる市 木造区域 佐々木　恵悦 ○ 水田 30,000 水稲
182090005 つがる市 木造区域 葛西　孝彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090006 つがる市 木造区域 古坂　光司 ○ 水田 20,000 水稲
182090007 つがる市 木造区域 成田　芳弘 ○ 水田 40,000 水稲
182090008 つがる市 木造区域 對馬　敏彦 ○ 水田 30,000 水稲
182090009 つがる市 木造区域 三上　誠 ○ 水田 20,000 水稲
182090010 つがる市 木造区域 葛西　千代彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090011 つがる市 木造区域 尾野　泰宏 ○ 水田 20,000 水稲
182090012 つがる市 木造区域 工藤　等 ○ 水田 20,000 野菜
182090013 つがる市 木造区域 黒滝　孝道 ○ 畑 20,000 野菜
182090014 つがる市 木造区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 水田 20,000 水稲
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182090015 つがる市 木造区域 平山　真純 ○ 水田 100,000 水稲
182090016 つがる市 木造区域 野宮　信弘 ○ 水田 50,000 水稲
182090017 つがる市 木造区域 工藤　繁樹 ○ 水田 100,000 水稲
182090018 つがる市 木造区域 對馬　穗 ○ 水田 100,000 水稲
182090019 つがる市 木造区域 長内　祥 ○ 水田 100,000 水稲
182090020 つがる市 木造区域 工藤　素太二 ○ 水田 30,000 水稲
192090002 つがる市 木造区域 山本　僚 ○ 水田 11,000 水稲
192090003 つがる市 木造区域 山本　僚 ○ 畑 11,000 野菜
192090005 つがる市 木造区域 境谷　嘉人 ○ 水田 20,000 水稲
192090006 つがる市 木造区域 工藤　達也 ○ 水田 20,000 水稲
192090007 つがる市 木造区域 長内　清悦 ○ 水田 20,000 水稲
192090012 つがる市 木造区域 鎌田　ゆみ ○ 水田 10,000 水稲
192090014 つがる市 木造区域 株式会社　セレアル・ファーム　代表取締役　工藤　繁樹 ○ 水田 50,000 水稲
192090018 つがる市 木造区域 髙橋　文子 ○ 水田 15,000 水稲
192090020 つがる市 木造区域 株式会社　稲拓ファーム　代表取締役　稲葉　拓也 ○ 水田 100,000 水稲
202090002 つがる市 木造区域 石田　智巳 ○ 水田 20,000 水稲
202090003 つがる市 木造区域 白戸　正樹 ○ 水田 20,000 水稲
142090016 つがる市 森田区域 木村　聡 ○ 水田 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090027 つがる市 森田区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142090030 つがる市 森田区域 小笠原　清憲 ○ 水田 100,000 水稲
142090031 つがる市 森田区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 畑 300,000 大豆
142090032 つがる市 森田区域 木村　聡 ○ 畑 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090040 つがる市 森田区域 髙橋　一彦 ○ 水田 20,000 水稲、メロン
142090043 つがる市 森田区域 稲葉　光昭 ○ 水田 100,000 水稲
142090047 つがる市 森田区域 農事組合法人　亀ヶ岡みらい　理事長　野呂　康生 ○ 水田 300,000 大豆
142090052 つがる市 森田区域 有限会社　さくらファーム　代表取締役　桜庭　幹治 ○ 水田 100,000 水稲
142090062 つがる市 森田区域 石岡　勝博 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
142090074 つがる市 森田区域 長内　健優 ○ 水田 20,000 水稲
142090084 つがる市 森田区域 葛西　清則 ○ 水田 5,000 水稲
142090089 つがる市 森田区域 葛西　茂 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142090096 つがる市 森田区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142090105 つがる市 森田区域 成田　豊 ○ 水田 10,000 水稲
142090106 つがる市 森田区域 成田　豊 ○ 畑 10,000 野菜
142090108 つがる市 森田区域 對馬　敏彦 ○ 水田 100,000 水稲
142090112 つがる市 森田区域 新岡　亮 ○ 水田 50,000 水稲
142090124 つがる市 森田区域 葛西　善一 ○ 水田 500,000 水稲
142090130 つがる市 森田区域 葛西　東三 ○ 水田 5,000 水稲
142090151 つがる市 森田区域 長内　明 ○ 水田 30,000 水稲
142090177 つがる市 森田区域 川添　守 ○ 水田 100,000 水稲
142090186 つがる市 森田区域 葛西　英治 ○ 水田 30,000 水稲
142090204 つがる市 森田区域 山下　青雲 ○ 水田 100,000 水稲
142090205 つがる市 森田区域 天坂　ゆり ○ 水田 50,000 水稲
142090209 つがる市 森田区域 菊池　大輔 ○ 水田 30,000 水稲、野菜
142090220 つがる市 森田区域 葛西　春喜 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
142090226 つがる市 森田区域 奈良　行雄 ○ 水田 60,000 水稲
142090231 つがる市 森田区域 丸金　丹代青果株式会社　代表取締役社長　丹代　金一 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
142090236 つがる市 森田区域 三橋　直寿 ○ 水田 30,000 水稲
152090001 つがる市 森田区域 佐藤　文親 ○ 水田 50,000 水稲
152090005 つがる市 森田区域 杉野森　隆 ○ 水田 100,000 水稲
152090007 つがる市 森田区域 山谷　重一 ○ 水田 30,000 水稲
152090011 つがる市 森田区域 天坂　藤昭 ○ 水田 20,000 水稲
152090013 つがる市 森田区域 浅見　春樹 ○ 水田 15,000 水稲
152090021 つがる市 森田区域 盛　政太 ○ 水田 300,000 水稲、大豆、トウモロコシ
152090025 つがる市 森田区域 前田　永一郎 ○ 水田 10,000 水稲
152090030 つがる市 森田区域 今　裕次 ○ 水田 100,000 水稲
162090002 つがる市 森田区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162090040 つがる市 森田区域 有限会社　山内農産　代表取締役　山内　勝 ○ 水田 100,000 水稲
162090051 つがる市 森田区域 山谷　茂樹 ○ 水田 200,000 水稲
172090003 つがる市 森田区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
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172090004 つがる市 森田区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 畑 1,000,000 大豆
172090005 つがる市 森田区域 三浦　則繁 ○ 水田 100,000 水稲
172090006 つがる市 森田区域 工藤　恭大 ○ 水田 100,000 水稲
172090007 つがる市 森田区域 佐々木　静夫 ○ 水田 100,000 水稲
172090008 つがる市 森田区域 工藤　康記 ○ 水田 20,000 水稲
172090009 つがる市 森田区域 藤田　儀昭 ○ 水田 20,000 水稲
172090010 つがる市 森田区域 川崎　完吉 ○ 水田 30,000 水稲
182090001 つがる市 森田区域 佐藤　秋男 ○ 水田 20,000 水稲
182090002 つがる市 森田区域 黒滝　嗣巳 ○ 水田 30,000 水稲
182090003 つがる市 森田区域 佐々木　恵悦 ○ 水田 30,000 水稲
182090005 つがる市 森田区域 葛西　孝彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090006 つがる市 森田区域 古坂　光司 ○ 水田 20,000 水稲
182090007 つがる市 森田区域 成田　芳弘 ○ 水田 40,000 水稲
182090008 つがる市 森田区域 對馬　敏彦 ○ 水田 30,000 水稲
182090009 つがる市 森田区域 三上　誠 ○ 水田 20,000 水稲
182090010 つがる市 森田区域 葛西　千代彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090011 つがる市 森田区域 尾野　泰宏 ○ 水田 20,000 水稲
182090012 つがる市 森田区域 工藤　等 ○ 水田 20,000 野菜
182090013 つがる市 森田区域 黒滝　孝道 ○ 畑 20,000 野菜
182090014 つがる市 森田区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 水田 20,000 水稲
182090015 つがる市 森田区域 平山　真純 ○ 水田 100,000 水稲
182090016 つがる市 森田区域 野宮　信弘 ○ 水田 50,000 水稲
182090017 つがる市 森田区域 工藤　繁樹 ○ 水田 100,000 水稲
182090018 つがる市 森田区域 對馬　穗 ○ 水田 100,000 水稲
192090008 つがる市 森田区域 山下　光昭 ○ 水田 10,000 水稲
192090011 つがる市 森田区域 山崎　清唯 ○ 水田 30,000 水稲
192090013 つがる市 森田区域 アップルファミリー株式会社　代表取締役　丹代　雄介 ○ 畑 10,000 野菜
192090019 つがる市 森田区域 杉野森　篤行 ○ 水田 10,000 水稲
142090002 つがる市 柏区域 對馬　純悦 ○ 水田 20,000 水稲
142090016 つがる市 柏区域 木村　聡 ○ 水田 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090027 つがる市 柏区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142090030 つがる市 柏区域 小笠原　清憲 ○ 水田 100,000 水稲
142090031 つがる市 柏区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 畑 300,000 大豆
142090032 つがる市 柏区域 木村　聡 ○ 畑 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090040 つがる市 柏区域 髙橋　一彦 ○ 水田 20,000 水稲、メロン
142090043 つがる市 柏区域 稲葉　光昭 ○ 水田 100,000 水稲
142090047 つがる市 柏区域 農事組合法人　亀ヶ岡みらい　理事長　野呂　康生 ○ 水田 300,000 大豆
142090068 つがる市 柏区域 神　克志 ○ 水田 20,000 水稲
142090071 つがる市 柏区域 佐々木　晶邦 ○ 水田 30,000 水稲
142090074 つがる市 柏区域 長内　健優 ○ 水田 20,000 水稲
142090084 つがる市 柏区域 葛西　清則 ○ 水田 5,000 水稲
142090096 つがる市 柏区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142090105 つがる市 柏区域 成田　豊 ○ 水田 10,000 水稲
142090106 つがる市 柏区域 成田　豊 ○ 畑 10,000 野菜
142090108 つがる市 柏区域 對馬　敏彦 ○ 水田 100,000 水稲
142090112 つがる市 柏区域 新岡　亮 ○ 水田 50,000 水稲
142090133 つがる市 柏区域 中野　誠 ○ 水田 150,000 水稲
142090148 つがる市 柏区域 古坂　武信 ○ 水田 100,000 水稲
142090151 つがる市 柏区域 長内　明 ○ 水田 30,000 水稲
142090164 つがる市 柏区域 岩川　紳一 ○ 水田 30,000 水稲
142090169 つがる市 柏区域 葛西　一人 ○ 水田 30,000 水稲
142090171 つがる市 柏区域 工藤　耕司 ○ 水田 100,000 水稲
142090193 つがる市 柏区域 工藤　芳久 ○ 水田 100,000 水稲
142090195 つがる市 柏区域 成田　芳弘 ○ 水田 100,000 水稲
142090204 つがる市 柏区域 山下　青雲 ○ 水田 100,000 水稲
142090234 つがる市 柏区域 神　一 ○ 水田 100,000 水稲
152090033 つがる市 柏区域 葛西　友哉 ○ 水田 10,000 水稲
162090001 つがる市 柏区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
162090014 つがる市 柏区域 古坂　勝 ○ 水田 50,000 水稲
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162090018 つがる市 柏区域 相馬　充志 ○ 水田 30,000 水稲
162090021 つがる市 柏区域 工藤　勝幸 ○ 水田 30,000 水稲
162090029 つがる市 柏区域 有限会社　小関商事　代表取締役　小関　賢一 ○ 水田 50,000 水稲
162090034 つがる市 柏区域 木村　繁高 ○ 水田 50,000 水稲
162090035 つがる市 柏区域 木村　繁高 ○ 畑 20,000 野菜
162090038 つがる市 柏区域 木村　仁 ○ 水田 50,000 水稲
162090040 つがる市 柏区域 有限会社　山内農産　代表取締役　山内　勝 ○ 水田 100,000 水稲
162090052 つがる市 柏区域 山谷　茂樹 ○ 水田 200,000 水稲
172090003 つがる市 柏区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
172090004 つがる市 柏区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 畑 1,000,000 大豆
172090005 つがる市 柏区域 三浦　則繁 ○ 水田 100,000 水稲
172090006 つがる市 柏区域 工藤　恭大 ○ 水田 100,000 水稲
172090007 つがる市 柏区域 佐々木　静夫 ○ 水田 100,000 水稲
172090008 つがる市 柏区域 工藤　康記 ○ 水田 20,000 水稲
172090009 つがる市 柏区域 藤田　儀昭 ○ 水田 20,000 水稲
172090010 つがる市 柏区域 川崎　完吉 ○ 水田 30,000 水稲
182090001 つがる市 柏区域 佐藤　秋男 ○ 水田 20,000 水稲
182090002 つがる市 柏区域 黒滝　嗣巳 ○ 水田 30,000 水稲
182090003 つがる市 柏区域 佐々木　恵悦 ○ 水田 30,000 水稲
182090004 つがる市 柏区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
182090005 つがる市 柏区域 葛西　孝彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090006 つがる市 柏区域 古坂　光司 ○ 水田 20,000 水稲
182090007 つがる市 柏区域 成田　芳弘 ○ 水田 40,000 水稲
182090008 つがる市 柏区域 對馬　敏彦 ○ 水田 30,000 水稲
182090009 つがる市 柏区域 三上　誠 ○ 水田 20,000 水稲
182090010 つがる市 柏区域 葛西　千代彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090011 つがる市 柏区域 尾野　泰宏 ○ 水田 20,000 水稲
182090012 つがる市 柏区域 工藤　等 ○ 水田 20,000 野菜
182090013 つがる市 柏区域 黒滝　孝道 ○ 畑 20,000 野菜
182090014 つがる市 柏区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 水田 20,000 水稲
182090015 つがる市 柏区域 平山　真純 ○ 水田 100,000 水稲
182090016 つがる市 柏区域 野宮　信弘 ○ 水田 50,000 水稲
182090017 つがる市 柏区域 工藤　繁樹 ○ 水田 100,000 水稲
182090018 つがる市 柏区域 對馬　穗 ○ 水田 100,000 水稲
192090016 つがる市 柏区域 古坂　朝和 ○ 水田 10,000 水稲
142090003 つがる市 稲垣区域 對馬　純悦 ○ 水田 20,000 水稲
142090007 つがる市 稲垣区域 山ノ内　彰 ○ 水田 20,000 水稲
142090013 つがる市 稲垣区域 小田桐　賢一 ○ 水田 50,000 水稲
142090016 つがる市 稲垣区域 木村　聡 ○ 水田 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090018 つがる市 稲垣区域 加藤　潤哉 ○ 水田 100,000 水稲
142090021 つがる市 稲垣区域 加藤　聖史 ○ 水田 100,000 水稲
142090027 つがる市 稲垣区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142090030 つがる市 稲垣区域 小笠原　清憲 ○ 水田 100,000 水稲
142090031 つがる市 稲垣区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 畑 300,000 大豆
142090032 つがる市 稲垣区域 木村　聡 ○ 畑 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090036 つがる市 稲垣区域 帯川　圭太 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142090040 つがる市 稲垣区域 髙橋　一彦 ○ 水田 20,000 水稲、メロン
142090043 つがる市 稲垣区域 稲葉　光昭 ○ 水田 100,000 水稲
142090047 つがる市 稲垣区域 農事組合法人　亀ヶ岡みらい　理事長　野呂　康生 ○ 水田 300,000 大豆
142090048 つがる市 稲垣区域 山ノ内　善吉 ○ 水田 20,000 水稲
142090049 つがる市 稲垣区域 工藤　誉子 ○ 水田 30,000 水稲
142090053 つがる市 稲垣区域 笹木　昇 ○ 水田 10,000 水稲
142090073 つがる市 稲垣区域 寺山　多喜男 ○ 水田 100,000 水稲
142090074 つがる市 稲垣区域 長内　健優 ○ 水田 20,000 水稲
142090075 つがる市 稲垣区域 大高　聖功 ○ 水田 20,000 水稲
142090081 つがる市 稲垣区域 岡本　英一 ○ 水田 40,000 水稲
142090084 つがる市 稲垣区域 葛西　清則 ○ 水田 5,000 水稲
142090085 つがる市 稲垣区域 傳法谷　善貴 ○ 水田 30,000 水稲
142090087 つがる市 稲垣区域 佐々木　俊一 ○ 水田 200,000 水稲
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142090088 つがる市 稲垣区域 秋元　松雄 ○ 水田 150,000 水稲
142090090 つがる市 稲垣区域 野崎　肇成 ○ 水田 20,000 水稲
142090095 つがる市 稲垣区域 笠井　正己 ○ 水田 30,000 水稲
142090096 つがる市 稲垣区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142090101 つがる市 稲垣区域 藤田　章嗣 ○ 水田 50,000 水稲
142090102 つがる市 稲垣区域 山ノ内　秀昭 ○ 水田 100,000 水稲
142090103 つがる市 稲垣区域 山田　申一 ○ 水田 10,000 水稲
142090105 つがる市 稲垣区域 成田　豊 ○ 水田 10,000 水稲
142090106 つがる市 稲垣区域 成田　豊 ○ 畑 10,000 野菜
142090108 つがる市 稲垣区域 對馬　敏彦 ○ 水田 100,000 水稲
142090112 つがる市 稲垣区域 新岡　亮 ○ 水田 50,000 水稲
142090115 つがる市 稲垣区域 小笠原　学 ○ 水田 30,000 水稲
142090117 つがる市 稲垣区域 斉藤　隆 ○ 水田 10,000 水稲
142090119 つがる市 稲垣区域 佐藤　公雄 ○ 水田 50,000 水稲
142090123 つがる市 稲垣区域 三上　義美 ○ 水田 15,000 水稲
142090128 つがる市 稲垣区域 秋元　佳博 ○ 水田 70,000 水稲
142090129 つがる市 稲垣区域 齊藤　王洋 ○ 水田 100,000 水稲
142090131 つがる市 稲垣区域 尾野　泰宏 ○ 水田 100,000 水稲
142090132 つがる市 稲垣区域 成田　克幸 ○ 水田 50,000 水稲
142090134 つがる市 稲垣区域 尾野　泰宏 ○ 畑 100,000 ナガイモ
142090135 つがる市 稲垣区域 佐々木　治郎 ○ 水田 40,000 水稲
142090136 つがる市 稲垣区域 佐々木　文雄 ○ 水田 20,000 水稲
142090137 つがる市 稲垣区域 秋元　和浩 ○ 水田 20,000 水稲
142090145 つがる市 稲垣区域 小笠原　繁 ○ 水田 20,000 水稲
142090151 つがる市 稲垣区域 長内　明 ○ 水田 30,000 水稲
142090153 つがる市 稲垣区域 田村　昭信 ○ 水田 50,000 水稲
142090166 つがる市 稲垣区域 平山　好彦 ○ 水田 50,000 水稲
142090174 つがる市 稲垣区域 工藤　良悦 ○ 水田 30,000 水稲
142090188 つがる市 稲垣区域 木津谷　清光 ○ 水田 50,000 水稲
142090189 つがる市 稲垣区域 小嶋　茂幸 ○ 水田 100,000 水稲
142090198 つがる市 稲垣区域 須藤　敏一 ○ 水田 30,000 水稲
142090200 つがる市 稲垣区域 佐々木　博美 ○ 水田 50,000 水稲
142090204 つがる市 稲垣区域 山下　青雲 ○ 水田 100,000 水稲
142090213 つがる市 稲垣区域 白戸　昭男 ○ 水田 30,000 水稲
142090216 つがる市 稲垣区域 三上　和聡 ○ 水田 10,000 水稲
142090217 つがる市 稲垣区域 黒滝　彰 ○ 水田 50,000 水稲
142090228 つがる市 稲垣区域 長谷川　藤行 ○ 水田 20,000 飼料用米
142090239 つがる市 稲垣区域 佐々木　敬藏 ○ 水田 15,000 水稲
152090003 つがる市 稲垣区域 三浦　恒幸 ○ 水田 100,000 水稲
152090004 つがる市 稲垣区域 川崎　務 ○ 水田 10,000 水稲
152090012 つがる市 稲垣区域 三上　純逸 ○ 水田 100,000 水稲
152090015 つがる市 稲垣区域 岡本　正春 ○ 水田 10,000 水稲
152090023 つがる市 稲垣区域 秋元　榮藏 ○ 水田 100,000 水稲
152090029 つがる市 稲垣区域 藤田　与四郎 ○ 水田 100,000 水稲
162090004 つがる市 稲垣区域 長内　清治 ○ 水田 50,000 水稲
162090005 つがる市 稲垣区域 台丸谷　慶勇 ○ 水田 50,000 水稲
162090007 つがる市 稲垣区域 台丸谷　有沙 ○ 水田 50,000 水稲
162090009 つがる市 稲垣区域 台丸谷　有沙 ○ 畑 10,000 ニンニク
162090019 つがる市 稲垣区域 蝦名　賢造 ○ 水田 50,000 水稲
162090024 つがる市 稲垣区域 田村　正弘 ○ 水田 50,000 水稲
162090026 つがる市 稲垣区域 前田　正廣 ○ 水田 10,000 水稲
162090027 つがる市 稲垣区域 尾野　聡 ○ 水田 50,000 水稲
162090040 つがる市 稲垣区域 有限会社　山内農産　代表取締役　山内　勝 ○ 水田 100,000 水稲
162090041 つがる市 稲垣区域 長利　勝弘 ○ 水田 300,000 水稲
162090044 つがる市 稲垣区域 黒滝　廣 ○ 畑 50,000 野菜
162090050 つがる市 稲垣区域 加藤　勝喜 ○ 水田 50,000 水稲
162090054 つがる市 稲垣区域 三上　均 ○ 水田 100,000 水稲
172090003 つがる市 稲垣区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
172090004 つがる市 稲垣区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 畑 1,000,000 大豆
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172090005 つがる市 稲垣区域 三浦　則繁 ○ 水田 100,000 水稲
172090006 つがる市 稲垣区域 工藤　恭大 ○ 水田 100,000 水稲
172090007 つがる市 稲垣区域 佐々木　静夫 ○ 水田 100,000 水稲
172090008 つがる市 稲垣区域 工藤　康記 ○ 水田 20,000 水稲
172090009 つがる市 稲垣区域 藤田　儀昭 ○ 水田 20,000 水稲
172090010 つがる市 稲垣区域 川崎　完吉 ○ 水田 30,000 水稲
182090001 つがる市 稲垣区域 佐藤　秋男 ○ 水田 20,000 水稲
182090002 つがる市 稲垣区域 黒滝　嗣巳 ○ 水田 30,000 水稲
182090003 つがる市 稲垣区域 佐々木　恵悦 ○ 水田 30,000 水稲
182090005 つがる市 稲垣区域 葛西　孝彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090006 つがる市 稲垣区域 古坂　光司 ○ 水田 20,000 水稲
182090007 つがる市 稲垣区域 成田　芳弘 ○ 水田 40,000 水稲
182090008 つがる市 稲垣区域 對馬　敏彦 ○ 水田 30,000 水稲
182090009 つがる市 稲垣区域 三上　誠 ○ 水田 20,000 水稲
182090010 つがる市 稲垣区域 葛西　千代彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090011 つがる市 稲垣区域 尾野　泰宏 ○ 水田 20,000 水稲
182090012 つがる市 稲垣区域 工藤　等 ○ 水田 20,000 野菜
182090013 つがる市 稲垣区域 黒滝　孝道 ○ 畑 20,000 野菜
182090014 つがる市 稲垣区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 水田 20,000 水稲
182090015 つがる市 稲垣区域 平山　真純 ○ 水田 100,000 水稲
182090016 つがる市 稲垣区域 野宮　信弘 ○ 水田 50,000 水稲
182090017 つがる市 稲垣区域 工藤　繁樹 ○ 水田 100,000 水稲
182090018 つがる市 稲垣区域 對馬　穗 ○ 水田 100,000 水稲
192090001 つがる市 稲垣区域 高橋　宏明 ○ 水田 50,000 水稲
192090004 つがる市 稲垣区域 山口　俊一 ○ 水田 30,000 水稲
192090009 つがる市 稲垣区域 奥谷　義博 ○ 水田 30,000 水稲
202090004 つがる市 稲垣区域 亀山　靖弘 ○ 水田 10,000 水稲
142090011 つがる市 車力区域 ＳＫファーム株式会社 ○ 畑 100,000 ダイコン
142090016 つがる市 車力区域 木村　聡 ○ 水田 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090019 つがる市 車力区域 加藤　潤哉 ○ 水田 100,000 水稲
142090022 つがる市 車力区域 加藤　聖史 ○ 水田 100,000 水稲
142090025 つがる市 車力区域 工藤　三千輝 ○ 水田 100,000 水稲
142090026 つがる市 車力区域 田中　茂義 ○ 水田 20,000 水稲
142090027 つがる市 車力区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 300,000 水稲、大豆
142090030 つがる市 車力区域 小笠原　清憲 ○ 水田 100,000 水稲
142090031 つがる市 車力区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 畑 300,000 大豆
142090032 つがる市 車力区域 木村　聡 ○ 畑 500,000 大豆、子実トウモロコシなど
142090037 つがる市 車力区域 帯川　圭太 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142090040 つがる市 車力区域 髙橋　一彦 ○ 水田 20,000 水稲、メロン
142090043 つがる市 車力区域 稲葉　光昭 ○ 水田 100,000 水稲
142090047 つがる市 車力区域 農事組合法人　亀ヶ岡みらい　理事長　野呂　康生 ○ 水田 300,000 大豆
142090074 つがる市 車力区域 長内　健優 ○ 水田 20,000 水稲
142090084 つがる市 車力区域 葛西　清則 ○ 水田 5,000 水稲
142090086 つがる市 車力区域 傳法谷　善貴 ○ 水田 30,000 水稲
142090096 つがる市 車力区域 工藤　正也 ○ 水田 100,000 水稲
142090105 つがる市 車力区域 成田　豊 ○ 水田 10,000 水稲
142090106 つがる市 車力区域 成田　豊 ○ 畑 10,000 野菜
142090108 つがる市 車力区域 對馬　敏彦 ○ 水田 100,000 水稲
142090112 つがる市 車力区域 新岡　亮 ○ 水田 50,000 水稲
142090116 つがる市 車力区域 小笠原　学 ○ 水田 30,000 水稲
142090120 つがる市 車力区域 北澤　隆幸 ○ 水田 10,000 水稲
142090151 つがる市 車力区域 長内　明 ○ 水田 30,000 水稲
142090165 つがる市 車力区域 平山　好彦 ○ 水田 50,000 水稲
142090178 つがる市 車力区域 鳴海　春樹 ○ 水田 30,000 水稲
142090179 つがる市 車力区域 鳴海　春樹 ○ 畑 25,000 ゴボウ、ナガイモ
142090180 つがる市 車力区域 工藤　和一 ○ 水田 50,000 水稲
142090181 つがる市 車力区域 工藤　和一 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ニンニク
142090197 つがる市 車力区域 須藤　敏一 ○ 水田 30,000 水稲
142090204 つがる市 車力区域 山下　青雲 ○ 水田 100,000 水稲
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142090210 つがる市 車力区域 佐々木　昭寿 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ
142090211 つがる市 車力区域 佐々木　昭寿 ○ 畑 50,000 ゴボウ
142090212 つがる市 車力区域 白戸　昭男 ○ 水田 30,000 水稲
142090224 つがる市 車力区域 白戸　義彦 ○ 水田 10,000 水稲
142090230 つがる市 車力区域 工藤　俊逸 ○ 水田 20,000 水稲
152090022 つがる市 車力区域 松橋　正儀 ○ 水田 20,000 水稲
152090024 つがる市 車力区域 田中　誠 ○ 水田 40,000 水稲
162090013 つがる市 車力区域 工藤　恒太郎 ○ 水田 20,000 水稲
162090026 つがる市 車力区域 前田　正廣 ○ 水田 10,000 水稲
162090028 つがる市 車力区域 笹田　進 ○ 水田 50,000 水稲
162090030 つがる市 車力区域 工藤　大志 ○ 水田 20,000 水稲
162090033 つがる市 車力区域 坂本　淳也 ○ 水田 50,000 水稲
162090039 つがる市 車力区域 佐々木　敬藏 ○ 水田 50,000 水稲
162090040 つがる市 車力区域 有限会社　山内農産　代表取締役　山内　勝 ○ 水田 100,000 水稲
162090042 つがる市 車力区域 長利　勝弘 ○ 水田 300,000 水稲
162090046 つがる市 車力区域 坂本　一 ○ 水田 50,000 水稲
162090047 つがる市 車力区域 坂本　一 ○ 畑 50,000 ゴボウ
162090048 つがる市 車力区域 工藤　大 ○ 畑 50,000 ダイコン
162090049 つがる市 車力区域 工藤　大 ○ 水田 50,000 水稲
172090001 つがる市 車力区域 工藤　順一 ○ 水田 15,000 水稲
172090003 つがる市 車力区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
172090004 つがる市 車力区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 畑 1,000,000 大豆
172090005 つがる市 車力区域 三浦　則繁 ○ 水田 100,000 水稲
172090006 つがる市 車力区域 工藤　恭大 ○ 水田 100,000 水稲
172090007 つがる市 車力区域 佐々木　静夫 ○ 水田 100,000 水稲
172090008 つがる市 車力区域 工藤　康記 ○ 水田 20,000 水稲
172090009 つがる市 車力区域 藤田　儀昭 ○ 水田 20,000 水稲
172090010 つがる市 車力区域 川崎　完吉 ○ 水田 30,000 水稲
182090001 つがる市 車力区域 佐藤　秋男 ○ 水田 20,000 水稲
182090002 つがる市 車力区域 黒滝　嗣巳 ○ 水田 30,000 水稲
182090003 つがる市 車力区域 佐々木　恵悦 ○ 水田 30,000 水稲
182090005 つがる市 車力区域 葛西　孝彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090006 つがる市 車力区域 古坂　光司 ○ 水田 20,000 水稲
182090007 つがる市 車力区域 成田　芳弘 ○ 水田 40,000 水稲
182090008 つがる市 車力区域 對馬　敏彦 ○ 水田 30,000 水稲
182090009 つがる市 車力区域 三上　誠 ○ 水田 20,000 水稲
182090010 つがる市 車力区域 葛西　千代彦 ○ 水田 20,000 水稲
182090011 つがる市 車力区域 尾野　泰宏 ○ 水田 20,000 水稲
182090012 つがる市 車力区域 工藤　等 ○ 水田 20,000 野菜
182090013 つがる市 車力区域 黒滝　孝道 ○ 畑 20,000 野菜
182090014 つがる市 車力区域 合同会社　金谷ファーム　代表社員　金谷　由子 ○ 水田 20,000 水稲
182090015 つがる市 車力区域 平山　真純 ○ 水田 100,000 水稲
182090016 つがる市 車力区域 野宮　信弘 ○ 水田 50,000 水稲
182090017 つがる市 車力区域 工藤　繁樹 ○ 水田 100,000 水稲
182090018 つがる市 車力区域 對馬　穗 ○ 水田 100,000 水稲
192090010 つがる市 車力区域 有限会社　秋田谷ファーム　代表取締役　秋田谷　和智 ○ 水田 100,000 水稲
192090015 つがる市 車力区域 坂本　紀美雄 ○ 畑 20,000 野菜
192090017 つがる市 車力区域 梶浦　堅 ○ 畑 10,000 野菜
202090001 つがる市 車力区域 三上　妙子 ○ 畑 20,000 野菜
143210011 鰺ヶ沢町 赤石区域 工藤　清　 ○ 水田 100,000 水稲
143210012 鰺ヶ沢町 赤石区域 折登　勝 ○ 水田 50,000 水稲
143210014 鰺ヶ沢町 赤石区域 吉川　隆 ○ 水田 100,000 水稲
143210015 鰺ヶ沢町 赤石区域 今　信一 ○ 水田 25,000 水稲
143210029 鰺ヶ沢町 赤石区域 石田　弘 ○ 水田 20,000 水稲
153210004 鰺ヶ沢町 赤石区域 兼平　幹夫 ○ 水田 100,000 水稲
153210005 鰺ヶ沢町 赤石区域 須藤　正義 ○ 水田 40,000 水稲
153210006 鰺ヶ沢町 赤石区域 工藤　文信 ○ 水田 100,000 水稲
153210007 鰺ヶ沢町 赤石区域 清野　勝二 ○ 水田 50,000 水稲
153210009 鰺ヶ沢町 赤石区域 寺沢　淳 ○ 水田 100,000 水稲
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153210011 鰺ヶ沢町 赤石区域 佐藤　清徳 ○ 水田 100,000 水稲
163210006 鰺ヶ沢町 赤石区域 岩本　秋雄 ○ 水田 30,000 水稲
163210012 鰺ヶ沢町 赤石区域 工藤　章弘 ○ 水田 30,000 水稲
163210013 鰺ヶ沢町 赤石区域 山下　正俊 ○ 水田 50,000 水稲
163210014 鰺ヶ沢町 赤石区域 山下　昭三 ○ 水田 30,000 水稲
163210015 鰺ヶ沢町 赤石区域 岩本　衛 ○ 水田 20,000 水稲
163210017 鰺ヶ沢町 赤石区域 工藤　新一 ○ 水田 50,000 水稲
163210018 鰺ヶ沢町 赤石区域 世永　津洲 ○ 水田 50,000 水稲
163210019 鰺ヶ沢町 赤石区域 三上　三樹 ○ 水田 100,000 水稲
163210021 鰺ヶ沢町 赤石区域 須藤　一 ○ 水田 30,000 水稲
173210004 鰺ヶ沢町 赤石区域 三上　一雄 ○ 水田 100,000 水稲
183210004 鰺ヶ沢町 赤石区域 石岡　政也 ○ 水田 20,000 水稲
183210005 鰺ヶ沢町 赤石区域 石岡　政也 ○ 畑 10,000 野菜
183210010 鰺ヶ沢町 赤石区域 寺沢　重成 ○ 水田 100,000 水稲
193210006 鰺ヶ沢町 赤石区域 山田　清勝 ○ 水田 14,000 水稲
143210001 鰺ヶ沢町 中村区域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 水田 75,000 ダイコン、ジャガイモ、大豆
143210002 鰺ヶ沢町 中村区域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 畑 150,000 ダイコン、ジャガイモ、大豆
143210003 鰺ヶ沢町 中村区域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 草地 75,000 ダイコン、ジャガイモ、大豆
143210004 鰺ヶ沢町 中村区域 齋藤　昌彦 ○ 水田 30,000 水稲
143210005 鰺ヶ沢町 中村区域 神　孝 ○ 水田 20,000 水稲
143210007 鰺ヶ沢町 中村区域 境谷　盛榮 ○ 水田 15,000 水稲
143210017 鰺ヶ沢町 中村区域 工藤　亨 ○ 水田 20,000 水稲
143210021 鰺ヶ沢町 中村区域 八木田　正勝 ○ 畑 25,000 小麦、ソバ、大豆、菜種
143210022 鰺ヶ沢町 中村区域 八木田　正勝 ○ 水田 25,000 小麦、ソバ、大豆、菜種
143210030 鰺ヶ沢町 中村区域 船水　照志 ○ 水田 50,000 水稲
153210001 鰺ヶ沢町 中村区域 花田　博 ○ 水田 30,000 水稲 
153210003 鰺ヶ沢町 中村区域 工藤　輝夫 ○ 水田 50,000 水稲
153210008 鰺ヶ沢町 中村区域 田中　志朗 ○ 水田 20,000 水稲
153210014 鰺ヶ沢町 中村区域 佐藤　亨 ○ 水田 50,000 大豆、麦
163210003 鰺ヶ沢町 中村区域 花田　巧 ○ 水田 100,000 水稲、ブロッコリー等
163210004 鰺ヶ沢町 中村区域 井上　克拡 ○ 畑 10,000 アスパラガス、ブロッコリー等
163210009 鰺ヶ沢町 中村区域 新岡　喜佐雄 ○ 畑 50,000 ジャガイモ、大豆
163210023 鰺ヶ沢町 中村区域 佐藤　昭美 ○ 水田 100,000 水稲
173210004 鰺ヶ沢町 中村区域 三上　一雄 ○ 水田 100,000 水稲
173210005 鰺ヶ沢町 中村区域 船水　照志 ○ 畑 10,000 小麦
183210001 鰺ヶ沢町 中村区域 嶋田　晃久 ○ 水田 10,000 アスパラガス、キャベツ、レタス
183210002 鰺ヶ沢町 中村区域 嶋田　晃久 ○ 畑 10,000 アスパラガス、キャベツ、レタス
183210008 鰺ヶ沢町 中村区域 齋藤　昌彦 ○ 畑 10,000 各種野菜
193210002 鰺ヶ沢町 中村区域 有限会社　白神アグリサービス　代表取締役　木村　農也 ○ 水田 10,000 大豆
193210005 鰺ヶ沢町 中村区域 工藤　亨 ○ 畑 10,000 ダイコン
203210001 鰺ヶ沢町 中村区域 栗原　亜華音 ○ 畑 20,000 アスパラガス、トウモロコシ
203210002 鰺ヶ沢町 中村区域 栗原　渓太郎 ○ 畑 20,000 アスパラガス、トウモロコシ
143210006 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　孝 ○ 水田 10,000 水稲
143210008 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 境谷　盛榮 ○ 水田 15,000 水稲
143210013 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　正人 ○ 水田 10,000 水稲
143210016 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　信義 ○ 水田 100,000 水稲
143210018 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 工藤　亨 ○ 水田 20,000 水稲
143210019 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 八木田　正勝 ○ 畑 50,000 小麦、ソバ、大豆、菜種
143210020 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 八木田　正勝 ○ 水田 50,000 小麦、ソバ、大豆、菜種
143210023 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 有限会社　白神アグリサービス　代表取締役　木村　農也 ○ 水田 30,000 大豆、小麦
143210024 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 有限会社　白神アグリサービス　代表取締役　木村　農也 ○ 畑 10,000 大豆、小麦
143210025 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 有限会社　白神アグリサービス　代表取締役　木村　農也 ○ 草地 10,000 大豆、小麦
143210027 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 山内　弘子 ○ 畑 3,000 トウモロコシ、ニンニク
143210028 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 長谷川　貴輝 ○ 畑 50,000 ナガイモ
153210002 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 長谷川　貴輝 ○ 水田 50,000 水稲
153210010 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 長谷川　達志 ○ 水田 50,000 水稲
153210012 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 木村　仁 ○ 水田 100,000 水稲、大豆、麦
153210013 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 佐藤　亨 ○ 水田 50,000 大豆、麦
163210001 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
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163210002 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 株式会社　ほのか　代表取締役　木村　賢一 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
163210005 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　鐵雄 ○ 水田 10,000 水稲
163210007 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 新岡　英敏 ○ 畑 100,000 大豆、ジャガイモ
163210008 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 新岡　喜佐雄 ○ 畑 50,000 ジャガイモ、大豆
163210010 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 株式会社　ほのか　代表取締役　木村　賢一 ○ 畑 100,000 水稲、大豆
163210011 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 今　稔彦 ○ 水田 200,000 水稲
163210016 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　宣雄 ○ 水田 100,000 水稲
163210020 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 井上　太 ○ 水田 50,000 水稲
163210022 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　則秋 ○ 水田 40,000 水稲、大豆
173210001 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　信義 ○ 畑 10,000 アスパラガス
173210002 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆
173210003 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 農事組合法人　ガイアファーム　代表理事　長谷川　一也 ○ 畑 1,000,000 大豆
173210004 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 三上　一雄 ○ 水田 100,000 水稲
183210003 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　登 ○ 水田 70,000 水稲
183210006 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 長谷川　伸 ○ 水田 10,000 水稲
183210007 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 井上　和磨 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183210009 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 齋藤　昌彦 ○ 水田 30,000 水稲
193210001 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 神　宗憲 ○ 水田 30,000 水稲
193210003 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 今　均 ○ 畑 3,000 スイカ
193210004 鰺ヶ沢町 鳴沢･鰺舞区域 佐藤　洋平 ○ 畑 10,000 露地野菜
143230001 深浦町 全域 農事組合法人　舮作興農組合　代表理事　坂本　正人 ○ 畑 100,000 野菜
143230002 深浦町 全域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 畑 100,000 ジャガイモ、ダイコン、ニンジン　他
143230003 深浦町 全域 株式会社　黄金崎農場　代表取締役　佐々木　君夫 ○ 草地 100,000 ジャガイモ、ダイコン、ニンジン　他
143230004 深浦町 全域 株式会社　アグリ白神の里　代表取締役　藤田　大輝 ○ 畑 100,000 ダイコン、ネギ、トマト、ブロッコリー
143230005 深浦町 全域 Ｎベース株式会社　代表取締役　新岡　一樹 ○ 水田 300,000 水稲
143230006 深浦町 全域 Ｎベース株式会社　代表取締役　新岡　一樹 ○ 畑 300,000 菜種、大豆
143230007 深浦町 全域 吉田　誠 ○ 水田 40,000 飼料用米
143230008 深浦町 全域 平澤　忠彦 ○ 水田 100,000 水稲
143230009 深浦町 全域 村山　勝彦 ○ 水田 100,000 水稲
153230001 深浦町 全域 鈴木　一善 ○ 水田 100,000 水稲
153230002 深浦町 全域 徳田　タヱ ○ 水田 100,000 水稲
153230003 深浦町 全域 藤田　昇 ○ 水田 10,000 水稲
153230004 深浦町 全域 藤田　宗希 ○ 水田 30,000 水稲
153230005 深浦町 全域 花田　清美 ○ 水田 20,000 水稲、ダイコン
153230006 深浦町 全域 原田　真希子 ○ 水田 50,000 水稲、ジャガイモ
153230007 深浦町 全域 花田　清美 ○ 畑 20,000 水稲、ダイコン
153230008 深浦町 全域 原田　真希子 ○ 畑 50,000 水稲、ジャガイモ
163230001 深浦町 全域 三浦　佐 ○ 水田 50,000 水稲
163230002 深浦町 全域 中原　博 ○ 水田 5,000 水稲
173230001 深浦町 全域 工藤　政司 ○ 水田 10,000 水稲
173230002 深浦町 全域 鈴木　岩男 ○ 水田 30,000 水稲
173230003 深浦町 全域 角谷　真吾 ○ 水田 10,000 水稲
173230004 深浦町 全域 坂﨑　真弥 ○ 水田 100,000 水稲
173230005 深浦町 全域 山﨑　秋一 ○ 水田 20,000 水稲
183230001 深浦町 全域 小池　和彦 ○ 水田 50,000 水稲
142050003 板柳町 板柳区域 神　浩一 ○ 水田 50,000 水稲
143810001 板柳町 板柳区域 中村　健 ○ 水田 100,000 水稲
143810003 板柳町 板柳区域 株式会社　成田農産　代表取締役　成田　邦子 ○ 水田 100,000 水稲
143810005 板柳町 板柳区域 安田　勝久 ○ 水田 100,000 水稲
143810006 板柳町 板柳区域 太田　司 ○ 水田 50,000 水稲
143810016 板柳町 板柳区域 神成　和也 ○ 水田 50,000 水稲
143810018 板柳町 板柳区域 中畑　元男 ○ 樹園地 40,000 リンゴ
143810021 板柳町 板柳区域 三上　仁 ○ 水田 200,000 水稲
143810023 板柳町 板柳区域 櫻庭　政春 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810024 板柳町 板柳区域 櫻庭　政春 ○ 畑 10,000 リンゴ
143810029 板柳町 板柳区域 長内　良藏 ○ 水田 2,000 エダマメ
143810032 板柳町 板柳区域 株式会社　諏訪商会　代表取締役　諏訪　信幸 ○ 樹園地 35,000 リンゴ
143810033 板柳町 板柳区域 白鳥　一成 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810036 板柳町 板柳区域 會津　隆行 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
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143810037 板柳町 板柳区域 會津　隆行 ○ 草地 10,000 リンゴ
143810040 板柳町 板柳区域 佐々木　千賀志 ○ 水田 200,000 水稲
143810049 板柳町 板柳区域 鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143810050 板柳町 板柳区域 鳴海　修一 ○ 畑 100,000 ソバ、大豆、麦
143810051 板柳町 板柳区域 成田　束敏 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810052 板柳町 板柳区域 成田　清行 ○ 水田 100,000 水稲
143810053 板柳町 板柳区域 成田　一二三 ○ 水田 100,000 水稲
143810071 板柳町 板柳区域 三戸　正市 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
153810008 板柳町 板柳区域 會津　丞 ○ 水田 30,000 水稲
163810001 板柳町 板柳区域 久保田　正信 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
163810002 板柳町 板柳区域 久保田　正信 ○ 水田 3,000 水稲
163810006 板柳町 板柳区域 工藤　由造 ○ 水田 30,000 水稲
163810008 板柳町 板柳区域 佐々木　英昭 ○ 水田 10,000 水稲
163810009 板柳町 板柳区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810012 板柳町 板柳区域 青山　文彦 ○ 樹園地 15,000 リンゴ
163810018 板柳町 板柳区域 佐々木　程 ○ 水田 10,000 水稲
163810020 板柳町 板柳区域 菊地　里志 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810021 板柳町 板柳区域 菊地　里志 ○ 水田 10,000 水稲
163810022 板柳町 板柳区域 織田　純也 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
173810001 板柳町 板柳区域 三戸　隆史 ○ 樹園地 7,500 リンゴ
173810003 板柳町 板柳区域 福士　悦司 ○ 水田 10,000 水稲
173810004 板柳町 板柳区域 松森　幸憲 ○ 水田 10,000 水稲
183810001 板柳町 板柳区域 福田　誠 ○ 水田 4,000 水稲
183810002 板柳町 板柳区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810003 板柳町 板柳区域 株式会社　リーフ　代表取締役　坂本　秀一郎 ○ 水田 10,000 WCS
183810004 板柳町 板柳区域 宮崎　稔久 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810006 板柳町 板柳区域 長内　将吾 ○ 水田 5,000 毛豆
183810008 板柳町 板柳区域 會津　哲幸 ○ 樹園地 12,000 リンゴ
183810008 板柳町 板柳区域 會津　哲幸 ○ 畑 12,000 野菜、リンゴ
193810002 板柳町 板柳区域 太田　誠司 ○ 水田 50,000 水稲
193810006 板柳町 板柳区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142050003 板柳町 畑岡区域 神　浩一 ○ 水田 50,000 水稲
143810001 板柳町 畑岡区域 中村　健 ○ 水田 100,000 水稲
143810003 板柳町 畑岡区域 株式会社　成田農産　代表取締役　成田　邦子 ○ 水田 100,000 水稲
143810005 板柳町 畑岡区域 安田　勝久 ○ 水田 100,000 水稲
143810006 板柳町 畑岡区域 太田　司 ○ 水田 50,000 水稲
143810032 板柳町 畑岡区域 株式会社　諏訪商会　代表取締役　諏訪　信幸 ○ 樹園地 35,000 リンゴ
143810034 板柳町 畑岡区域 白鳥　一成 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810038 板柳町 畑岡区域 會津　隆行 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810039 板柳町 畑岡区域 會津　隆行 ○ 草地 10,000 リンゴ
143810040 板柳町 畑岡区域 佐々木　千賀志 ○ 水田 200,000 水稲
143810049 板柳町 畑岡区域 鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143810050 板柳町 畑岡区域 鳴海　修一 ○ 畑 100,000 ソバ、大豆、麦
143810052 板柳町 畑岡区域 成田　清行 ○ 水田 100,000 水稲
143810053 板柳町 畑岡区域 成田　一二三 ○ 水田 100,000 水稲
143810057 板柳町 畑岡区域 田中　博明 ○ 水田 30,000 水稲
143810059 板柳町 畑岡区域 田中　博明 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143810061 板柳町 畑岡区域 舘山　精伸 ○ 水田 150,000 水稲
153810004 板柳町 畑岡区域 農事組合法人　藤崎営農組合　代表理事　小野　稔 ○ 水田 100,000 大豆
163810009 板柳町 畑岡区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810016 板柳町 畑岡区域 大川　周藏 ○ 水田 13,000 水稲
163810019 板柳町 畑岡区域 濱名　歩 ○ 水田 50,000 水稲
163810020 板柳町 畑岡区域 菊地　里志 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810021 板柳町 畑岡区域 菊地　里志 ○ 水田 10,000 水稲
173810002 板柳町 畑岡区域 三戸　博德 ○ 水田 20,000 水稲
183810002 板柳町 畑岡区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810004 板柳町 畑岡区域 宮崎　稔久 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810007 板柳町 畑岡区域 諏訪　保 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
193810002 板柳町 畑岡区域 太田　誠司 ○ 水田 50,000 水稲
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193810004 板柳町 畑岡区域 山内　祐世 ○ 樹園地 6,000 リンゴ
193810005 板柳町 畑岡区域 中村　弘明 ○ 樹園地 2,600 リンゴ
193810006 板柳町 畑岡区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142050003 板柳町 小阿弥区域 神　浩一 ○ 水田 50,000 水稲
143810001 板柳町 小阿弥区域 中村　健 ○ 水田 100,000 水稲
143810002 板柳町 小阿弥区域 成田　英雅 ○ 畑 5,000 リンゴ
143810003 板柳町 小阿弥区域 株式会社　成田農産　代表取締役　成田　邦子 ○ 水田 100,000 水稲
143810005 板柳町 小阿弥区域 安田　勝久 ○ 水田 100,000 水稲
143810006 板柳町 小阿弥区域 太田　司 ○ 水田 50,000 水稲
143810007 板柳町 小阿弥区域 成田　英雅 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143810009 板柳町 小阿弥区域 田澤　洋一 ○ 水田 20,000 水稲
143810011 板柳町 小阿弥区域 田澤　洋一 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810013 板柳町 小阿弥区域 福士　晴丸 ○ 水田 50,000 水稲
143810017 板柳町 小阿弥区域 小坂　総元 ○ 水田 100,000 水稲
143810020 板柳町 小阿弥区域 舘山　勇司 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
143810022 板柳町 小阿弥区域 三戸　博徳 ○ 水田 20,000 水稲
143810025 板柳町 小阿弥区域 櫻庭　政春 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810026 板柳町 小阿弥区域 櫻庭　政春 ○ 畑 10,000 リンゴ
143810030 板柳町 小阿弥区域 長内　良藏 ○ 水田 10,000 エダマメ
143810031 板柳町 小阿弥区域 長内　良藏 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
143810032 板柳町 小阿弥区域 株式会社　諏訪商会　代表取締役　諏訪　信幸 ○ 樹園地 35,000 リンゴ
143810040 板柳町 小阿弥区域 佐々木　千賀志 ○ 水田 200,000 水稲
143810049 板柳町 小阿弥区域 鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143810050 板柳町 小阿弥区域 鳴海　修一 ○ 畑 100,000 ソバ、大豆、麦
143810052 板柳町 小阿弥区域 成田　清行 ○ 水田 100,000 水稲
143810053 板柳町 小阿弥区域 成田　一二三 ○ 水田 100,000 水稲
143810055 板柳町 小阿弥区域 三戸　基照 ○ 水田 100,000 水稲
143810058 板柳町 小阿弥区域 田中　博明 ○ 水田 30,000 水稲
143810060 板柳町 小阿弥区域 藤川　健治 ○ 樹園地 15,000 リンゴ
143810062 板柳町 小阿弥区域 舘山　精伸 ○ 水田 150,000 水稲
143810067 板柳町 小阿弥区域 伊藤　定幸 ○ 水田 20,000 水稲
143810068 板柳町 小阿弥区域 伊藤　定幸 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810072 板柳町 小阿弥区域 三戸　正市 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
153810005 板柳町 小阿弥区域 農事組合法人　藤崎営農組合　代表理事　小野　稔 ○ 水田 100,000 大豆
153810009 板柳町 小阿弥区域 佐藤　洋治 ○ 水田 50,000 水稲
153810010 板柳町 小阿弥区域 佐藤　洋治 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
163810005 板柳町 小阿弥区域 成田　修逸 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
163810009 板柳町 小阿弥区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810014 板柳町 小阿弥区域 佐々木　美穂 ○ 水田 3,000 水稲
163810015 板柳町 小阿弥区域 田澤　隆行 ○ 水田 10,000 水稲
163810020 板柳町 小阿弥区域 菊地　里志 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810021 板柳町 小阿弥区域 菊地　里志 ○ 水田 10,000 水稲
173810005 板柳町 小阿弥区域 松森　幸憲 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
183810002 板柳町 小阿弥区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810004 板柳町 小阿弥区域 宮崎　稔久 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810006 板柳町 小阿弥区域 長内　将吾 ○ 水田 5,000 毛豆
193810001 板柳町 小阿弥区域 大谷　剛大 ○ 水田 16,000 水稲
193810002 板柳町 小阿弥区域 太田　誠司 ○ 水田 50,000 水稲
193810006 板柳町 小阿弥区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
142050003 板柳町 沿川区域 神　浩一 ○ 水田 50,000 水稲
143810001 板柳町 沿川区域 中村　健 ○ 水田 100,000 水稲
143810003 板柳町 沿川区域 株式会社　成田農産　代表取締役　成田　邦子 ○ 水田 100,000 水稲
143810004 板柳町 沿川区域 福士　孝一 ○ 水田 50,000 水稲
143810005 板柳町 沿川区域 安田　勝久 ○ 水田 100,000 水稲
143810006 板柳町 沿川区域 太田　司 ○ 水田 50,000 水稲
143810008 板柳町 沿川区域 齋藤　長一 ○ 水田 300,000 水稲
143810010 板柳町 沿川区域 田澤　洋一 ○ 水田 10,000 水稲
143810012 板柳町 沿川区域 田澤　洋一 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810014 板柳町 沿川区域 福士　晴丸 ○ 水田 50,000 水稲
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143810015 板柳町 沿川区域 佐々木　美男 ○ 水田 30,000 水稲
143810019 板柳町 沿川区域 成田　忍 ○ 水田 20,000 水稲
143810027 板柳町 沿川区域 櫻庭　政春 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810028 板柳町 沿川区域 櫻庭　政春 ○ 畑 10,000 リンゴ
143810032 板柳町 沿川区域 株式会社　諏訪商会　代表取締役　諏訪　信幸 ○ 樹園地 35,000 リンゴ
143810035 板柳町 沿川区域 佐藤　淳一 ○ 樹園地 3,000 リンゴ
143810040 板柳町 沿川区域 佐々木　千賀志 ○ 水田 200,000 水稲
143810041 板柳町 沿川区域 成田　修逸 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143810042 板柳町 沿川区域 斎藤　博文 ○ 水田 20,000 水稲
143810043 板柳町 沿川区域 永沢　和幸 ○ 水田 50,000 水稲
143810046 板柳町 沿川区域 小野　一男 ○ 水田 50,000 水稲
143810047 板柳町 沿川区域 小野　兼一 ○ 水田 50,000 水稲
143810048 板柳町 沿川区域 齋藤　昭仁 ○ 水田 20,000 水稲
143810049 板柳町 沿川区域 鳴海　修一 ○ 水田 100,000 水稲
143810050 板柳町 沿川区域 鳴海　修一 ○ 畑 100,000 ソバ、大豆、麦
143810052 板柳町 沿川区域 成田　清行 ○ 水田 100,000 水稲
143810053 板柳町 沿川区域 成田　一二三 ○ 水田 100,000 水稲
143810054 板柳町 沿川区域 成田　順一 ○ 水田 50,000 水稲
143810056 板柳町 沿川区域 三戸　基照 ○ 水田 100,000 水稲
143810063 板柳町 沿川区域 成田　政広 ○ 水田 10,000 水稲
143810064 板柳町 沿川区域 成田　政広 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810065 板柳町 沿川区域 舘山　精伸 ○ 水田 150,000 水稲
143810066 板柳町 沿川区域 竹内　公平 ○ 水田 18,000 水稲
143810069 板柳町 沿川区域 伊藤　定幸 ○ 水田 20,000 水稲
143810070 板柳町 沿川区域 伊藤　定幸 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143810073 板柳町 沿川区域 竹内　勝秋 ○ 水田 80,000 水稲
153810001 板柳町 沿川区域 成田　明夫 ○ 水田 10,000 水稲
153810002 板柳町 沿川区域 成田　明夫 ○ 樹園地 6,000 リンゴ
153810003 板柳町 沿川区域 成田　明夫 ○ 畑 2,000 リンゴ
153810006 板柳町 沿川区域 農事組合法人　藤崎営農組合　代表理事　小野　稔 ○ 水田 100,000 大豆
153810007 板柳町 沿川区域 福士　正功 ○ 水田 100,000 水稲
163810003 板柳町 沿川区域 大谷　一徳 ○ 水田 100,000 水稲
163810004 板柳町 沿川区域 成田　修逸 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
163810007 板柳町 沿川区域 米村　栄一 ○ 水田 10,000 水稲
163810009 板柳町 沿川区域 佐藤　文俊 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810010 板柳町 沿川区域 斎藤　鉄雄 ○ 水田 30,000 水稲
163810011 板柳町 沿川区域 斎藤　鉄雄 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
163810013 板柳町 沿川区域 小野　一男 ○ 畑 3,000 ハウス（苗）
163810017 板柳町 沿川区域 山内　金男 ○ 水田 13,000 水稲
163810020 板柳町 沿川区域 菊地　里志 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163810021 板柳町 沿川区域 菊地　里志 ○ 水田 10,000 水稲
173810006 板柳町 沿川区域 中村　勝義 ○ 水田 5,500 水稲
183810002 板柳町 沿川区域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810004 板柳町 沿川区域 宮崎　稔久 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183810005 板柳町 沿川区域 成田　新二 ○ 水田 30,000 水稲
193810002 板柳町 沿川区域 太田　誠司 ○ 水田 50,000 水稲
193810003 板柳町 沿川区域 小野　安章 ○ 水田 5,000 水稲
193810006 板柳町 沿川区域 前田　英明 ○ 水田 100,000 水稲
203810001 板柳町 沿川区域 濱名　歩 ○ 水田 6,000 水稲
142050002 鶴田町 全域 神　浩一 ○ 水田 50,000 水稲
143840001 鶴田町 全域 三上　肇 ○ 水田 30,000 水稲
143840002 鶴田町 全域 澁谷　秀明 ○ 水田 50,000 水稲
143840003 鶴田町 全域 成田　悦夫 ○ 水田 50,000 水稲
143840004 鶴田町 全域 坂本　安仁 ○ 水田 100,000 水稲
143840005 鶴田町 全域 小山内　克佳 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143840006 鶴田町 全域 安田　銀弥 ○ 水田 100,000 水稲
143840007 鶴田町 全域 秋庭　徳幸 ○ 樹園地 10,000 リンゴ
143840008 鶴田町 全域 松山　照昭 ○ 樹園地 20,000 リンゴ
143840009 鶴田町 全域 田村　勝則 ○ 水田 130,000 水稲
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143840010 鶴田町 全域 下山　武一 ○ 水田 50,000 水稲
143840011 鶴田町 全域 株式会社　カガヤ農産　代表取締役　加賀谷　尚洋 ○ 水田 300,000 水稲
143840012 鶴田町 全域 小坂　総元 ○ 水田 100,000 水稲
143840013 鶴田町 全域 三橋　義昭 ○ 水田 150,000 水稲
143840014 鶴田町 全域 秋庭　哲也 ○ 水田 300,000 水稲
143840015 鶴田町 全域 齋藤　博文 ○ 水田 100,000 水稲
143840016 鶴田町 全域 神成　和也 ○ 水田 100,000 水稲
143840017 鶴田町 全域 小野寺　政栄 ○ 水田 60,000 水稲
143840018 鶴田町 全域 對馬　兼宏 ○ 水田 100,000 水稲
143840019 鶴田町 全域 キムラ農産有限会社　代表取締役　木村　洋一 ○ 水田 50,000 水稲
143840020 鶴田町 全域 山本　一郎 ○ 水田 50,000 水稲
143840021 鶴田町 全域 鈴木　良彦 ○ 水田 100,000 水稲
143840022 鶴田町 全域 葛西　清則 ○ 水田 50,000 水稲
143840023 鶴田町 全域 松山　憲義 ○ 水田 50,000 水稲
143840024 鶴田町 全域 三浦　年広 ○ 畑 5,000 ブドウ
143840025 鶴田町 全域 三浦　高弘 ○ 畑 5,000 ブドウ
143840026 鶴田町 全域 小田桐　秀壽 ○ 水田 13,000 水稲
143840027 鶴田町 全域 伊藤　嘉司郎 ○ 水田 200,000 水稲
143840028 鶴田町 全域 瀬戸　弘之 ○ 畑 100,000 リンゴ
143840029 鶴田町 全域 有限会社　耕心農場　代表取締役　中村　誠悦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143840030 鶴田町 全域 葛西　東三 ○ 水田 50,000 水稲
143840031 鶴田町 全域 佐々木　晶邦 ○ 水田 30,000 水稲
143840032 鶴田町 全域 株式会社　澤田農産　代表　澤田　忠市 ○ 水田 30,000 水稲
143840033 鶴田町 全域 株式会社　リーフ　代表取締役　坂本　秀一郎 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
143840033 鶴田町 全域 株式会社　リーフ　代表取締役　坂本　秀一郎 ○ 水田 200,000 水稲
143840034 鶴田町 全域 鈴木　繁喜 ○ 水田 100,000 水稲
143840035 鶴田町 全域 三浦　榮子 ○ 水田 10,000 水稲
143840036 鶴田町 全域 工藤　由造 ○ 水田 50,000 水稲
143840037 鶴田町 全域 長内　勉 ○ 水田 20,000 水稲
143840038 鶴田町 全域 有限会社　農生園　代表取締役　館山　正嗣 ○ 水田 300,000 水稲
143840039 鶴田町 全域 三戸　宗則 ○ 水田 20,000 水稲
143840040 鶴田町 全域 長内　一敏 ○ 水田 20,000 水稲
143840041 鶴田町 全域 齋藤　拓磨 ○ 水田 100,000 水稲
143840042 鶴田町 全域 坂本　正徳 ○ 水田 100,000 水稲
143840043 鶴田町 全域 一戸　祐治 ○ 水田 30,000 水稲
143840044 鶴田町 全域 安田　米造 ○ 水田 20,000 水稲
143840045 鶴田町 全域 神成　義徳 ○ 水田 50,000 水稲
153840001 鶴田町 全域 鈴木　研一 ○ 水田 100,000 水稲
153840002 鶴田町 全域 鈴木　聡 ○ 水田 20,000 水稲
153840003 鶴田町 全域 伊藤　文敏 ○ 水田 5,000 水稲
153840004 鶴田町 全域 伊藤　文敏 ○ 樹園地 4,000 リンゴ
153840005 鶴田町 全域 葛西　茂 ○ 水田 10,000 水稲
153840006 鶴田町 全域 坂本　和憲 ○ 水田 50,000 水稲
153840007 鶴田町 全域 内山　祐清 ○ 水田 100,000 水稲
153840008 鶴田町 全域 安田　正勝 ○ 水田 50,000 水稲
153840009 鶴田町 全域 株式会社　成田農産　代表取締役　成田　邦子 ○ 水田 100,000 水稲
163840001 鶴田町 全域 佐藤　文敏 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
163840002 鶴田町 全域 尾崎　方信 ○ 水田 20,000 水稲
163840003 鶴田町 全域 菊地　里志 ○ 水田 10,000 水稲
163840004 鶴田町 全域 菊地　里志 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
173840001 鶴田町 全域 古坂　勝 ○ 水田 50,000 水稲
183840001 鶴田町 全域 太田　香織 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
183840002 鶴田町 全域 葛西　善一 ○ 水田 10,000 水稲
183840003 鶴田町 全域 宮崎　稔久 ○ 樹園地 5,000 リンゴ
193840001 鶴田町 全域 安田　隆 ○ 水田 30,000 水稲
193840002 鶴田町 全域 小野寺　昭吾 ○ 水田 10,000 水稲
193840003 鶴田町 全域 株式会社　秋庭ファーム　代表取締役　秋庭　哲也 ○ 水田 100,000 水稲
193840004 鶴田町 全域 松江　大輔 ○ 樹園地 10,000 ブドウ
193840005 鶴田町 全域 佐藤　由紀 ○ 水田 50,000 水稲
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193840006 鶴田町 全域 澁谷　昌也 ○ 水田 20,000 水稲
193840007 鶴田町 全域 須藤　大樹 ○ 樹園地 5,000 ブドウ
193840008 鶴田町 全域 瀬戸　大介 ○ 水田 20,000 水稲
193840009 鶴田町 全域 大谷　一徳 ○ 水田 150,000 水稲
193840010 鶴田町 全域 木村　聡 ○ 水田 30,000 大豆
193840011 鶴田町 全域 野呂　正雄 ○ 水田 30,000 水稲
203840001 鶴田町 全域 山崎　清唯 ○ 水田 50,000 水稲
203840002 鶴田町 全域 木村　仁 ○ 畑 20,000 麦
203840003 鶴田町 全域 岡　護 ○ 畑 30,000 花卉
143870001 中泊町 中里区域 外崎　満幸 ○ 水田 20,000 水稲
143870001 中泊町 中里区域 外崎　満幸 ○ 畑 20,000 野菜
143870002 中泊町 中里区域 松坂　龍美 ○ 水田 30,000 水稲又は大豆
143870005 中泊町 中里区域 福士　司 ○ 水田 17,000 水稲
143870008 中泊町 中里区域 農事組合法人　アグリ芦野　代表　三上　克人 ○ 水田 20,000 水稲
143870016 中泊町 中里区域 中谷　保 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
143870020 中泊町 中里区域 成田　有希 ○ 水田 20,000 水稲
143870022 中泊町 中里区域 大川　智由紀 ○ 水田 50,000 水稲
143870031 中泊町 中里区域 藤田　恭一 ○ 水田 30,000 水稲
143870034 中泊町 中里区域 坂田　貢 ○ 水田 70,000 水稲
143870035 中泊町 中里区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 240,000 水稲、大豆
143870036 中泊町 中里区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 畑 10,000 大豆
143870039 中泊町 中里区域 田中　誠 ○ 水田 30,000 水稲
143870040 中泊町 中里区域 成田　強 ○ 水田 20,000 水稲
143870041 中泊町 中里区域 伏見　義一 ○ 水田 20,000 水稲
143870046 中泊町 中里区域 有限会社　瑞宝　代表取締役　三上　新一 ○ 水田 100,000 水稲
143870047 中泊町 中里区域 新岡　武義 ○ 水田 50,000 水稲
143870049 中泊町 中里区域 齋藤　直樹 ○ 水田 30,000 水稲
143870052 中泊町 中里区域 野上　幸治 ○ 水田 20,000 水稲
143870055 中泊町 中里区域 荒関　富雄 ○ 水田 40,000 水稲
143870061 中泊町 中里区域 工藤　清治 ○ 水田 50,000 水稲
143870065 中泊町 中里区域 加藤　寛治 ○ 水田 20,000 水稲
143870067 中泊町 中里区域 古川　満 ○ 水田 30,000 水稲
143870069 中泊町 中里区域 外﨑　信春 ○ 水田 30,000 水稲
143870071 中泊町 中里区域 小野　愛三 ○ 水田 20,000 水稲
143870074 中泊町 中里区域 中畑　茂則 ○ 水田 50,000 大豆
143870076 中泊町 中里区域 濱舘　周一 ○ 水田 100,000 水稲
143870082 中泊町 中里区域 小野　隆文 ○ 水田 50,000 水稲
143870083 中泊町 中里区域 荒関　進 ○ 水田 100,000 水稲
143870085 中泊町 中里区域 株式会社　十三湖ファーム　代表取締役　平山　智久 ○ 水田 200,000 水稲
143870088 中泊町 中里区域 中野　義文 ○ 水田 30,000 水稲
143870098 中泊町 中里区域 野上　克美 ○ 水田 10,000 水稲
143870104 中泊町 中里区域 菊池　隆彦 ○ 水田 10,000 水稲
143870126 中泊町 中里区域 秋元　正和 ○ 水田 40,000 水稲
143870129 中泊町 中里区域 岩田　勉 ○ 水田 30,000 水稲
143870130 中泊町 中里区域 阿部　寿文 ○ 水田 10,000 水稲
143870133 中泊町 中里区域 兵庫　稔 ○ 水田 20,000 水稲
143870134 中泊町 中里区域 古川　昌昭 ○ 水田 30,000 水稲
143870136 中泊町 中里区域 加藤　徳由 ○ 水田 20,000 水稲
143870142 中泊町 中里区域 野上　喜代次 ○ 水田 20,000 水稲
143870150 中泊町 中里区域 長利　勝弘 ○ 水田 30,000 水稲
143870154 中泊町 中里区域 荒関　俊一 ○ 水田 20,000 水稲
143870158 中泊町 中里区域 打越　浩幸 ○ 水田 10,000 水稲
143870161 中泊町 中里区域 工藤　勇一 ○ 水田 10,000 水稲又はトマト
143870166 中泊町 中里区域 株式会社　奥津軽アグリ　代表取締役　太田　雅之 ○ 水田 50,000 水稲、転換畑
143870168 中泊町 中里区域 外﨑　昭三 ○ 水田 50,000 水稲
143870168 中泊町 中里区域 外﨑　昭三 ○ 畑 50,000 野菜
143870171 中泊町 中里区域 成田　洋子 ○ 水田 15,000 水稲
143870174 中泊町 中里区域 古川　正一 ○ 水田 15,000 水稲
143870177 中泊町 中里区域 外崎　勇 ○ 水田 50,000 水稲、大豆

100 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

143870179 中泊町 中里区域 三上　和聡 ○ 水田 10,000 水稲
143870181 中泊町 中里区域 野上　和広 ○ 水田 20,000 水稲
143870186 中泊町 中里区域 野上　健 ○ 畑 10,000 豆
143870189 中泊町 中里区域 沖崎　勲 ○ 水田 50,000 水稲
143870192 中泊町 中里区域 髙山　利金 ○ 水田 20,000 水稲
153870001 中泊町 中里区域 外崎　昇 ○ 水田 30,000 水稲
153870014 中泊町 中里区域 秋元　正英 ○ 水田 80,000 水稲、大豆
153870015 中泊町 中里区域 株式会社　小野や　代表　小野　大海 ○ 水田 40,000 水稲
153870017 中泊町 中里区域 田中　力雄 ○ 水田 50,000 水稲
153870020 中泊町 中里区域 株式会社　三上農園　代表取締役　三上　茂 ○ 水田 30,000 水稲
153870022 中泊町 中里区域 株式会社　三上農園　代表取締役　三上　茂 ○ 畑 5,000 野菜
153870024 中泊町 中里区域 天内　孝信 ○ 水田 30,000 水稲
153870027 中泊町 中里区域 天内　孝信 ○ 畑 10,000 大豆
153870030 中泊町 中里区域 山谷　清光 ○ 水田 30,000 水稲
153870034 中泊町 中里区域 三潟　成太郎 ○ 水田 10,000 水稲
163870001 中泊町 中里区域 三潟　純也 ○ 水田 30,000 水稲
163870004 中泊町 中里区域 米塚　英樹 ○ 水田 30,000 水稲
163870006 中泊町 中里区域 髙杉　峰幸 ○ 水田 30,000 水稲
163870008 中泊町 中里区域 井沼　正一 ○ 水田 10,000 水稲
163870013 中泊町 中里区域 有限会社　秋田谷ファーム　代表取締役　秋田谷　和智 ○ 水田 100,000 水稲
173870001 中泊町 中里区域 農事組合法人　浦島生産組合　代表理事　塚本　茂 ○ 水田 100,000 大豆、飼料用米
183870002 中泊町 中里区域 加藤　琢磨 ○ 水田 100,000 水稲
183870006 中泊町 中里区域 坂田　和幸 ○ 水田 30,000 水稲
203870001 中泊町 中里区域 阿部　恭一 ○ 水田 5,000 水稲
203870002 中泊町 中里区域 荒関　トキエ ○ 水田 3,000 水稲
203870003 中泊町 中里区域 荒関　正春 ○ 水田 16,000 水稲
203870004 中泊町 中里区域 荒関　豊 ○ 水田 16,000 水稲
203870005 中泊町 中里区域 太田　勝榮 ○ 水田 25,000 水稲
203870006 中泊町 中里区域 太田　勝榮 ○ 畑 2,000 野菜
203870007 中泊町 中里区域 葛西　明 ○ 水田 9,000 水稲
203870008 中泊町 中里区域 竹谷　武彦 ○ 水田 1,000 水稲
203870008 中泊町 中里区域 竹谷　武彦 ○ 畑 1,000 野菜
203870010 中泊町 中里区域 外﨑　幸治 ○ 水田 46,000 水稲
203870011 中泊町 中里区域 外﨑　幸治 ○ 畑 1,000 野菜
203870012 中泊町 中里区域 外﨑　金義 ○ 水田 55,000 水稲
203870013 中泊町 中里区域 外﨑　金義 ○ 畑 1,000 野菜
203870014 中泊町 中里区域 外嵜　カメヱ ○ 水田 4,000 水稲
203870015 中泊町 中里区域 外崎　勝太郎 ○ 水田 1,000 水稲
203870016 中泊町 中里区域 外﨑　司 ○ 水田 14,000 水稲
203870017 中泊町 中里区域 外﨑　豊知 ○ 水田 43,000 水稲
203870018 中泊町 中里区域 外﨑　豊知 ○ 畑 1,000 野菜
203870019 中泊町 中里区域 外崎　直美 ○ 水田 9,000 水稲
203870020 中泊町 中里区域 外﨑　彦三 ○ 水田 10,000 水稲
203870021 中泊町 中里区域 外崎　正義 ○ 水田 6,000 水稲
203870022 中泊町 中里区域 外崎　幸盛 ○ 水田 25,000 水稲
203870023 中泊町 中里区域 外崎　幸盛 ○ 畑 1,000 野菜
203870024 中泊町 中里区域 外崎　秀明 ○ 畑 1,000 野菜
203870025 中泊町 中里区域 外﨑　米昭 ○ 水田 8,000 水稲
203870026 中泊町 中里区域 外崎　良一 ○ 水田 13,000 水稲
203870027 中泊町 中里区域 成田　昭 ○ 水田 2,000 水稲
203870028 中泊町 中里区域 三上　元彦 ○ 水田 2,000 水稲
203870029 中泊町 中里区域 宮本　昭芳 ○ 畑 1,000 野菜
203870030 中泊町 中里区域 山本　伸一 ○ 水田 1,000 水稲
203870031 中泊町 中里区域 山本　正隆 ○ 水田 9,000 水稲
203870032 中泊町 中里区域 山本　弘 ○ 畑 2,000 野菜
203870033 中泊町 中里区域 吉田　郁世 ○ 水田 3,000 水稲
143870003 中泊町 武田区域 松坂　龍美 ○ 水田 30,000 水稲又は大豆
143870006 中泊町 武田区域 福士　司 ○ 水田 17,000 水稲
143870009 中泊町 武田区域 農事組合法人　アグリ芦野　代表　三上　克人 ○ 水田 100,000 水稲
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143870012 中泊町 武田区域 米塚　伸一 ○ 水田 50,000 水稲
143870013 中泊町 武田区域 神　静雄 ○ 水田 15,000 水稲
143870015 中泊町 武田区域 長利　弘明 ○ 水田 20,000 水稲
143870017 中泊町 武田区域 中谷　保 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
143870019 中泊町 武田区域 長利　弘貴 ○ 水田 50,000 水稲
143870021 中泊町 武田区域 成田　有希 ○ 水田 20,000 水稲
143870023 中泊町 武田区域 大川　智由紀 ○ 水田 30,000 水稲
143870024 中泊町 武田区域 川島　久幸 ○ 水田 20,000 水稲
143870025 中泊町 武田区域 松田　啓悦 ○ 水田 30,000 水稲
143870026 中泊町 武田区域 三上　孝 ○ 水田 50,000 水稲
143870027 中泊町 武田区域 髙松　重蔵 ○ 水田 20,000 水稲
143870028 中泊町 武田区域 葛西　忠徳 ○ 水田 20,000 水稲
143870032 中泊町 武田区域 藤田　恭一 ○ 水田 30,000 水稲
143870033 中泊町 武田区域 葛西　誠 ○ 水田 100,000 水稲
143870037 中泊町 武田区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 240,000 水稲、大豆
143870038 中泊町 武田区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 畑 10,000 大豆
143870042 中泊町 武田区域 佐藤　和剛 ○ 水田 60,000 水稲
143870045 中泊町 武田区域 有限会社　瑞宝　代表取締役　三上　新一 ○ 水田 100,000 水稲
143870048 中泊町 武田区域 新岡　武義 ○ 水田 50,000 水稲
143870050 中泊町 武田区域 齋藤　直樹 ○ 水田 40,000 水稲
143870053 中泊町 武田区域 野上　幸治 ○ 水田 30,000 水稲
143870056 中泊町 武田区域 荒関　富雄 ○ 水田 40,000 水稲
143870059 中泊町 武田区域 片山　徳義 ○ 水田 10,000 水稲
143870060 中泊町 武田区域 新岡　哲生 ○ 水田 30,000 水稲
143870062 中泊町 武田区域 工藤　清治 ○ 水田 50,000 水稲
143870063 中泊町 武田区域 三上　正一 ○ 水田 30,000 水稲
143870064 中泊町 武田区域 （株）田中マッシュファーム ○ 水田 20,000 水稲
143870066 中泊町 武田区域 加藤　寛治 ○ 水田 20,000 水稲
143870068 中泊町 武田区域 古川　満 ○ 水田 20,000 水稲
143870070 中泊町 武田区域 神　良一 ○ 水田 50,000 水稲
143870072 中泊町 武田区域 小野　愛三 ○ 水田 40,000 水稲
143870075 中泊町 武田区域 中畑　茂則 ○ 水田 50,000 大豆
143870077 中泊町 武田区域 濱舘　周一 ○ 水田 100,000 水稲
143870078 中泊町 武田区域 福士　悦男 ○ 水田 30,000 水稲
143870080 中泊町 武田区域 長利　尚樹 ○ 水田 18,000 水稲
143870081 中泊町 武田区域 米塚　英樹 ○ 水田 30,000 水稲
143870084 中泊町 武田区域 荒関　進 ○ 水田 100,000 水稲
143870086 中泊町 武田区域 株式会社　十三湖ファーム　代表取締役　平山　智久 ○ 水田 200,000 水稲
143870089 中泊町 武田区域 中野　義文 ○ 水田 30,000 水稲
143870091 中泊町 武田区域 中谷　幸作 ○ 水田 50,000 水稲
143870093 中泊町 武田区域 澤田　健吾 ○ 水田 30,000 水稲
143870095 中泊町 武田区域 工藤　輝雄 ○ 水田 50,000 水稲
143870096 中泊町 武田区域 坂本　浩二 ○ 水田 100,000 水稲
143870097 中泊町 武田区域 野上　克美 ○ 水田 10,000 水稲
143870101 中泊町 武田区域 小寺　雄三 ○ 水田 10,000 水稲
143870102 中泊町 武田区域 （有）中里エアーサービス ○ 水田 10,000 水稲
143870103 中泊町 武田区域 加賀田　親志 ○ 水田 10,000 水稲
143870106 中泊町 武田区域 塚本　茂 ○ 水田 100,000 水稲
143870107 中泊町 武田区域 有限会社　武田開発　代表取締役　塚本　茂 ○ 水田 100,000 水稲
143870108 中泊町 武田区域 農事組合法人　浦島生産組合　代表理事　塚本　茂 ○ 水田 200,000 大豆
143870112 中泊町 武田区域 今　敏裕 ○ 水田 50,000 水稲
143870113 中泊町 武田区域 田中　良一 ○ 水田 50,000 水稲
143870115 中泊町 武田区域 小寺　雅和 ○ 水田 10,000 水稲
143870116 中泊町 武田区域 塚本　かおる ○ 水田 10,000 ハトムギ
143870117 中泊町 武田区域 鈴木　長一郎 ○ 水田 50,000 水稲
143870118 中泊町 武田区域 中村　勝也 ○ 水田 5,000 水稲
143870120 中泊町 武田区域 青山　宏 ○ 水田 15,000 水稲
143870123 中泊町 武田区域 青山　清光 ○ 水田 10,000 水稲
143870125 中泊町 武田区域 青山　聖一 ○ 水田 10,000 水稲
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143870127 中泊町 武田区域 秋元　正和 ○ 水田 30,000 水稲
143870131 中泊町 武田区域 阿部　寿文 ○ 水田 10,000 水稲
143870132 中泊町 武田区域 鈴木　誠一 ○ 水田 10,000 水稲
143870137 中泊町 武田区域 加藤　徳由 ○ 水田 20,000 水稲
143870140 中泊町 武田区域 松舘　和弘 ○ 水田 25,000 水稲
143870141 中泊町 武田区域 松江　正博 ○ 水田 5,000 水稲
143870143 中泊町 武田区域 野上　喜代次 ○ 水田 20,000 水稲
143870145 中泊町 武田区域 野上　祐一 ○ 水田 10,000 水稲
143870147 中泊町 武田区域 佐藤　修道 ○ 水田 60,000 水稲
143870148 中泊町 武田区域 新岡　啓二 ○ 水田 10,000 水稲
143870149 中泊町 武田区域 長利　勝弘 ○ 水田 70,000 水稲
143870151 中泊町 武田区域 新岡　千覚 ○ 水田 10,000 水稲
143870153 中泊町 武田区域 佐藤　真哉 ○ 水田 60,000 水稲
143870157 中泊町 武田区域 打越　浩幸 ○ 水田 10,000 水稲
143870159 中泊町 武田区域 成田　誠 ○ 水田 15,000 水稲
143870162 中泊町 武田区域 三上　富久 ○ 水田 50,000 水稲
143870163 中泊町 武田区域 佐藤　健一 ○ 水田 30,000 水稲
143870165 中泊町 武田区域 鈴木　啓巧 ○ 水田 40,000 水稲、小麦、大麦
143870167 中泊町 武田区域 株式会社　奥津軽アグリ　代表取締役　太田　雅之 ○ 水田 50,000 水稲、転換畑
143870169 中泊町 武田区域 外﨑　昭三 ○ 水田 50,000 水稲
143870170 中泊町 武田区域 石川　准孝 ○ 水田 20,000 水稲
143870173 中泊町 武田区域 小山内　義博 ○ 水田 20,000 水稲
143870175 中泊町 武田区域 古川　正一 ○ 水田 15,000 水稲
143870178 中泊町 武田区域 外崎　勇 ○ 水田 50,000 水稲、大豆
143870180 中泊町 武田区域 三上　和聡 ○ 水田 70,000 水稲
143870182 中泊町 武田区域 野上　和広 ○ 水田 30,000 水稲
143870184 中泊町 武田区域 株式会社　泉美ファーム　代表取締役　小山内　紀貴 ○ 水田 40,000 水稲
143870187 中泊町 武田区域 福士　吉実 ○ 水田 30,000 水稲
143870190 中泊町 武田区域 沖崎　勲 ○ 水田 50,000 水稲
143870193 中泊町 武田区域 髙山　利金 ○ 水田 20,000 水稲
153870002 中泊町 武田区域 佐野　想七 ○ 水田 20,000 水稲
153870003 中泊町 武田区域 工藤　勇一 ○ 水田 10,000 水稲又はトマト
153870004 中泊町 武田区域 古川　昌昭 ○ 水田 100,000 水稲
153870005 中泊町 武田区域 野上　清敏 ○ 水田 20,000 水稲
153870006 中泊町 武田区域 福嶋　忠教 ○ 水田 100,000 水稲
153870007 中泊町 武田区域 工藤　忠勝 ○ 水田 90,000 水稲
153870008 中泊町 武田区域 福士　正人 ○ 水田 10,000 水稲
153870009 中泊町 武田区域 伏見　義一 ○ 水田 20,000 水稲
153870010 中泊町 武田区域 宮越　貢 ○ 水田 30,000 水稲
153870011 中泊町 武田区域 佐野　孝仁 ○ 水田 20,000 水稲
153870013 中泊町 武田区域 髙松　広一 ○ 水田 10,000 水稲
153870018 中泊町 武田区域 田中　力雄 ○ 水田 50,000 水稲
153870021 中泊町 武田区域 株式会社　三上農園　代表取締役　三上　茂 ○ 水田 30,000 水稲
153870023 中泊町 武田区域 株式会社　三上農園　代表取締役　三上　茂 ○ 畑 5,000 野菜
153870025 中泊町 武田区域 天内　孝信 ○ 水田 10,000 水稲
153870028 中泊町 武田区域 長利　弘志 ○ 水田 20,000 水稲
153870029 中泊町 武田区域 佐藤　正美 ○ 水田 50,000 水稲
153870031 中泊町 武田区域 山谷　清光 ○ 水田 30,000 水稲
153870033 中泊町 武田区域 松江　政徳 ○ 水田 10,000 水稲
153870035 中泊町 武田区域 三潟　成太郎 ○ 水田 10,000 水稲
153870037 中泊町 武田区域 長尾　公一 ○ 水田 20,000 水稲
163870002 中泊町 武田区域 葛西　光弘 ○ 水田 30,000 水稲
163870003 中泊町 武田区域 鈴木　進 ○ 水田 50,000 水稲
163870007 中泊町 武田区域 髙杉　峰幸 ○ 水田 30,000 水稲
163870009 中泊町 武田区域 井沼　正一 ○ 水田 10,000 水稲
163870011 中泊町 武田区域 下山　洋樹 ○ 水田 50,000 水稲
163870014 中泊町 武田区域 前田　正廣 ○ 水田 30,000 水稲
183870003 中泊町 武田区域 加藤　琢磨 ○ 水田 100,000 水稲
183870005 中泊町 武田区域 田中　誠 ○ 水田 30,000 水稲
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183870007 中泊町 武田区域 坂田　和幸 ○ 水田 30,000 水稲
183870009 中泊町 武田区域 株式会社　ファーム塚本　代表取締役　塚本　将史 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
183870010 中泊町 武田区域 秋元　榮藏 ○ 水田 100,000 水稲
193870001 中泊町 武田区域 坂本　博 ○ 水田 126,000 水稲
193870002 中泊町 武田区域 木村　文彦 ○ 水田 104,000 水稲
143870004 中泊町 内潟区域 松坂　龍美 ○ 水田 30,000 水稲又は大豆
143870007 中泊町 内潟区域 福士　司 ○ 水田 17,000 水稲
143870010 中泊町 内潟区域 農事組合法人　アグリ芦野　代表　三上　克人 ○ 水田 30,000 水稲
143870018 中泊町 内潟区域 中谷　保 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
143870029 中泊町 内潟区域 葛西　忠徳 ○ 水田 20,000 水稲
143870030 中泊町 内潟区域 新岡　睦雄 ○ 水田 50,000 水稲
143870043 中泊町 内潟区域 宮越　貢 ○ 水田 30,000 水稲
143870044 中泊町 内潟区域 福嶋　忠教 ○ 水田 100,000 水稲
143870051 中泊町 内潟区域 齋藤　直樹 ○ 水田 30,000 水稲
143870054 中泊町 内潟区域 野上　幸治 ○ 水田 30,000 水稲
143870057 中泊町 内潟区域 荒関　富雄 ○ 水田 20,000 水稲
143870058 中泊町 内潟区域 工藤　忠勝 ○ 水田 90,000 水稲
143870073 中泊町 内潟区域 小野　愛三 ○ 水田 40,000 水稲
143870079 中泊町 内潟区域 福士　悦男 ○ 水田 30,000 水稲
143870087 中泊町 内潟区域 株式会社　十三湖ファーム　代表取締役　平山　智久 ○ 水田 200,000 水稲
143870090 中泊町 内潟区域 中野　義文 ○ 水田 30,000 水稲
143870094 中泊町 内潟区域 工藤　輝雄 ○ 水田 50,000 水稲
143870099 中泊町 内潟区域 野上　克美 ○ 水田 30,000 水稲
143870100 中泊町 内潟区域 小寺　雄三 ○ 水田 10,000 水稲
143870105 中泊町 内潟区域 小寺　眞悟 ○ 水田 10,000 水稲
143870109 中泊町 内潟区域 福士　正人 ○ 水田 10,000 水稲
143870110 中泊町 内潟区域 野上　清敏 ○ 水田 20,000 水稲
143870111 中泊町 内潟区域 今　敏裕 ○ 水田 50,000 水稲
143870111 中泊町 内潟区域 今　敏裕 ○ 畑 50,000 水稲
143870114 中泊町 内潟区域 小寺　雅和 ○ 水田 20,000 水稲
143870119 中泊町 内潟区域 中村　勝也 ○ 水田 5,000 水稲
143870121 中泊町 内潟区域 青山　宏 ○ 水田 15,000 水稲
143870122 中泊町 内潟区域 青山　清光 ○ 水田 10,000 水稲
143870124 中泊町 内潟区域 青山　聖一 ○ 水田 10,000 水稲
143870128 中泊町 内潟区域 秋元　正和 ○ 水田 50,000 水稲
143870135 中泊町 内潟区域 古川　昌昭 ○ 水田 100,000 水稲
143870138 中泊町 内潟区域 三上　記央 ○ 水田 30,000 水稲
143870139 中泊町 内潟区域 松舘　和弘 ○ 水田 25,000 水稲
143870144 中泊町 内潟区域 野上　喜代次 ○ 水田 20,000 水稲
143870146 中泊町 内潟区域 野上　祐一 ○ 水田 10,000 水稲
143870152 中泊町 内潟区域 佐藤　真哉 ○ 水田 60,000 水稲
143870160 中泊町 内潟区域 成田　誠 ○ 水田 15,000 水稲
143870172 中泊町 内潟区域 成田　洋子 ○ 水田 15,000 水稲
143870176 中泊町 内潟区域 葛西　永一 ○ 水田 10,000 水稲
143870183 中泊町 内潟区域 野上　和広 ○ 水田 30,000 水稲
143870185 中泊町 内潟区域 株式会社　泉美ファーム　代表取締役　小山内　紀貴 ○ 水田 50,000 水稲
143870188 中泊町 内潟区域 福士　吉実 ○ 水田 30,000 水稲
143870191 中泊町 内潟区域 沖崎　勲 ○ 水田 50,000 水稲
143870194 中泊町 内潟区域 髙山　利金 ○ 水田 20,000 水稲
153870016 中泊町 内潟区域 髙山　利金 ○ 畑 5,000 野菜
153870019 中泊町 内潟区域 田中　力雄 ○ 水田 50,000 水稲
153870026 中泊町 内潟区域 天内　孝信 ○ 水田 10,000 水稲
153870032 中泊町 内潟区域 山谷　清光 ○ 水田 30,000 水稲
153870032 中泊町 内潟区域 山谷　清光 ○ 畑 30,000 野菜
153870036 中泊町 内潟区域 三潟　成太郎 ○ 水田 10,000 水稲
153870038 中泊町 内潟区域 長尾　公一 ○ 水田 20,000 水稲
163870005 中泊町 内潟区域 青山　雅晴 ○ 水田 30,000 大豆
163870010 中泊町 内潟区域 井沼　正一 ○ 水田 10,000 水稲
163870012 中泊町 内潟区域 下山　洋樹 ○ 水田 50,000 水稲

104 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

163870012 中泊町 内潟区域 下山　洋樹 ○ 畑 50,000 野菜
163870013 中泊町 内潟区域 有限会社　秋田谷ファーム　代表取締役　秋田谷　和智 ○ 水田 100,000 水稲
183870001 中泊町 内潟区域 小山内　義博 ○ 水田 200,000 水稲
183870004 中泊町 内潟区域 有限会社　ケイホットライス　代表取締役　荒関　敬悦 ○ 水田 100,000 水稲
183870008 中泊町 内潟区域 坂田　和幸 ○ 水田 30,000 水稲
203870009 中泊町 内潟区域 鳴海　勇 ○ 水田 6,000 水稲
203870034 中泊町 内潟区域 宮越　龍也 ○ 水田 15,000 水稲
203870035 中泊町 内潟区域 江良　重範 ○ 水田 19,000 水稲
203870036 中泊町 内潟区域 江良　重範 ○ 畑 2,000 野菜
203870037 中泊町 内潟区域 山谷　実 ○ 水田 8,000 水稲
203870038 中泊町 内潟区域 山谷　実 ○ 畑 1,000 野菜
203870039 中泊町 内潟区域 秋元　憲道 ○ 水田 8,000 水稲
203870040 中泊町 内潟区域 小寺　英毅 ○ 水田 14,000 水稲
203870041 中泊町 内潟区域 新岡　幸子 ○ 畑 1,000 野菜
203870042 中泊町 内潟区域 神　昌憲 ○ 畑 17,000 野菜
203870043 中泊町 内潟区域 成田　勘一 ○ 水田 18,000 水稲
203870044 中泊町 内潟区域 中村　公一 ○ 水田 4,000 水稲
203870045 中泊町 内潟区域 中村　信義 ○ 水田 3,000 水稲
203870046 中泊町 内潟区域 中村　信義 ○ 畑 5,000 野菜
203870047 中泊町 内潟区域 佐々木　悦子 ○ 水田 1,000 水稲
203870048 中泊町 内潟区域 赤石　勝則 ○ 水田 9,000 水稲
203870049 中泊町 内潟区域 赤石　勝則 ○ 畑 5,000 野菜
203870052 中泊町 内潟区域 松舘　和保 ○ 水田 23,000 水稲
203870053 中泊町 内潟区域 成田　孝明 ○ 水田 6,000 水稲
203870056 中泊町 内潟区域 木村　千惠 ○ 水田 34,000 水稲
203870057 中泊町 内潟区域 木村　千惠 ○ 畑 4,000 野菜
203870058 中泊町 内潟区域 葛西　朗 ○ 水田 6,000 水稲
203870059 中泊町 内潟区域 青山　イネ ○ 水田 5,000 水稲
203870060 中泊町 内潟区域 青山　セツヱ ○ 水田 4,000 水稲
203870061 中泊町 内潟区域 青山　セツヱ ○ 畑 2,000 野菜
203870062 中泊町 内潟区域 青山　啓一 ○ 水田 4,000 水稲
203870063 中泊町 内潟区域 青山　健造 ○ 水田 12,000 水稲
203870063 中泊町 内潟区域 青山　健造 ○ 畑 12,000 野菜
203870064 中泊町 内潟区域 青山　光明 ○ 水田 6,000 水稲
203870065 中泊町 内潟区域 青山　マツ ○ 畑 1,000 野菜
203870067 中泊町 内潟区域 青山　柳治 ○ 水田 2,000 水稲
203870068 中泊町 内潟区域 青山　良治 ○ 水田 6,000 水稲
203870069 中泊町 内潟区域 秋田谷　ちづ子 ○ 畑 1,000 野菜
203870070 中泊町 内潟区域 秋田谷　与志広 ○ 水田 1,000 水稲
203870071 中泊町 内潟区域 秋田谷　國雄 ○ 水田 3,000 水稲
203870072 中泊町 内潟区域 猪股　勉 ○ 水田 1,000 水稲
203870073 中泊町 内潟区域 猪股　勉 ○ 畑 1,000 野菜
203870074 中泊町 内潟区域 猪股　隆一 ○ 水田 1,000 水稲
203870075 中泊町 内潟区域 今本　守一 ○ 水田 25,000 水稲
203870076 中泊町 内潟区域 今本　松雄 ○ 水田 8,000 水稲
203870077 中泊町 内潟区域 今本　清孝 ○ 水田 6,000 水稲
203870078 中泊町 内潟区域 今本　清孝 ○ 畑 1,000 野菜
203870079 中泊町 内潟区域 川島　睦子 ○ 水田 1,000 水稲
203870080 中泊町 内潟区域 川島　睦子 ○ 畑 1,000 野菜
203870081 中泊町 内潟区域 川村　榮光 ○ 水田 6,000 水稲
203870082 中泊町 内潟区域 川村　憲雄 ○ 水田 3,000 水稲
203870083 中泊町 内潟区域 神成　恭悦 ○ 畑 1,000 野菜
203870084 中泊町 内潟区域 渋川　昭彦 ○ 水田 1,000 水稲
203870085 中泊町 内潟区域 白川　佳子 ○ 水田 2,000 水稲
203870086 中泊町 内潟区域 敦賀　正彦 ○ 水田 8,000 水稲
203870087 中泊町 内潟区域 奈良　正國 ○ 水田 8,000 水稲
203870088 中泊町 内潟区域 三上　正彦 ○ 畑 1,000 野菜
203870089 中泊町 内潟区域 三上　睦男 ○ 水田 15,000 水稲
203870090 中泊町 内潟区域 山田　勇一 ○ 水田 10,000 水稲
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203870091 中泊町 内潟区域 山田　勇一 ○ 畑 1,000 野菜
203870092 中泊町 内潟区域 青山　ゆり子 ○ 水田 2,000 水稲
203870094 中泊町 内潟区域 秋田谷　惠子 ○ 水田 5,000 水稲
203870095 中泊町 内潟区域 小野　貢 ○ 水田 8,000 水稲
203870096 中泊町 内潟区域 川村　京子 ○ 水田 2,000 水稲
203870097 中泊町 内潟区域 川村　金造 ○ 水田 4,000 水稲
203870098 中泊町 内潟区域 川村　知宣 ○ 水田 2,000 水稲
203870099 中泊町 内潟区域 成田　敏子 ○ 水田 3,000 水稲
203870099 中泊町 内潟区域 成田　敏子 ○ 畑 3,000 野菜
203870100 中泊町 内潟区域 三上　ユリ ○ 水田 2,000 野菜、水稲
203870102 中泊町 内潟区域 三上　隆德 ○ 水田 1,000 水稲
203870102 中泊町 内潟区域 三上　隆德 ○ 畑 1,000 野菜
203870103 中泊町 内潟区域 下山　勝彦 ○ 水田 2,000 水稲
203870104 中泊町 内潟区域 工藤　文昭 ○ 水田 12,000 水稲
203870105 中泊町 内潟区域 秋元　守 ○ 水田 1,000 水稲
203870105 中泊町 内潟区域 秋元　守 ○ 畑 1,000 野菜
203870106 中泊町 内潟区域 小寺　はよ ○ 水田 6,000 水稲
203870107 中泊町 内潟区域 中村　公陽 ○ 水田 16,000 水稲
203870108 中泊町 内潟区域 中村　公陽 ○ 畑 1,000 野菜
203870109 中泊町 内潟区域 小寺　俊三 ○ 水田 3,000 水稲
203870110 中泊町 内潟区域 小寺　德美 ○ 水田 3,000 水稲
203870111 中泊町 内潟区域 伊藤　照昭 ○ 畑 1,000 野菜
203870112 中泊町 内潟区域 下山　誓一 ○ 水田 26,000 水稲
203870113 中泊町 内潟区域 葛西　るり子 ○ 畑 1,000 野菜
203870114 中泊町 内潟区域 葛西　義次 ○ 畑 1,000 野菜
203870115 中泊町 内潟区域 葛西　愛子 ○ 畑 1,000 野菜
203870117 中泊町 内潟区域 秋元　トメ子 ○ 水田 5,000 水稲
203870117 中泊町 内潟区域 秋元　トメ子 ○ 畑 5,000 野菜
203870118 中泊町 内潟区域 小寺　明秀 ○ 水田 16,000 水稲
203870119 中泊町 内潟区域 小寺　明秀 ○ 畑 1,000 野菜
203870120 中泊町 内潟区域 小寺　はち ○ 水田 2,000 水稲
203870121 中泊町 内潟区域 小野　美枝子 ○ 畑 1,000 野菜
203870122 中泊町 内潟区域 野上　哲哉 ○ 畑 2,000 野菜
203870123 中泊町 内潟区域 松舘　秀穂 ○ 畑 3,000 野菜
203870124 中泊町 内潟区域 成田　光伸 ○ 水田 19,000 水稲
203870125 中泊町 内潟区域 成田　光伸 ○ 畑 10,000 野菜
203870126 中泊町 内潟区域 成田　孝雄 ○ 水田 5,000 水稲
203870129 中泊町 内潟区域 佐々木　英子 ○ 水田 6,000 水稲
203870134 中泊町 内潟区域 今本　浩市 ○ 水田 5,000 水稲
203870135 中泊町 内潟区域 小山内　雅彦 ○ 水田 6,000 水稲
203870136 中泊町 内潟区域 小山内　浩喜 ○ 水田 5,000 水稲
203870137 中泊町 内潟区域 小山内　浩喜 ○ 畑 1,000 野菜
203870138 中泊町 内潟区域 加賀美　冬史 ○ 畑 1,000 野菜
203870139 中泊町 内潟区域 成田　ノリ子 ○ 水田 6,000 水稲
203870140 中泊町 内潟区域 成田　勝蔵 ○ 水田 5,000 水稲
203870141 中泊町 内潟区域 小山内　勝夫 ○ 畑 1,000 野菜
203870142 中泊町 内潟区域 山崎　依子 ○ 水田 2,000 水稲
203870143 中泊町 内潟区域 金子　サキ ○ 畑 1,000 野菜
203870145 中泊町 内潟区域 秋田谷　壽 ○ 畑 1,000 野菜
143870011 中泊町 小泊区域 鍋田　良美 ○ 水田 30,000 水稲
142060001 十和田市 東部区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 東部区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 東部区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 東部区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060018 十和田市 東部区域 山端　潤一 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ
142060019 十和田市 東部区域 山端　潤一 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142060034 十和田市 東部区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060047 十和田市 東部区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 東部区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
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142060050 十和田市 東部区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 東部区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060059 十和田市 東部区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060080 十和田市 東部区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060085 十和田市 東部区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 東部区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 東部区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060125 十和田市 東部区域 大下内　伸勝 ○ 水田 100,000 水稲、ゴボウ、大豆
142060126 十和田市 東部区域 大下内　伸勝 ○ 畑 100,000 ゴボウ、大豆
142060133 十和田市 東部区域 母良田　勝三 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク
142060134 十和田市 東部区域 母良田　勝三 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
142060146 十和田市 東部区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 東部区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 東部区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 東部区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 東部区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 東部区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060159 十和田市 東部区域 立崎　義美　 ○ 水田 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060160 十和田市 東部区域 立崎　義美　 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060171 十和田市 東部区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 東部区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060189 十和田市 東部区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060234 十和田市 東部区域 母良田　康明 ○ 水田 50,000 水稲
142060241 十和田市 東部区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 東部区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060245 十和田市 東部区域 坂本　稔 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
142060246 十和田市 東部区域 坂本　稔 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
142060258 十和田市 東部区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 東部区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060314 十和田市 東部区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 東部区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 東部区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 東部区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 東部区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 東部区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 東部区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 東部区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 東部区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 東部区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 東部区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 東部区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 東部区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 東部区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 東部区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 東部区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020122 十和田市 東部区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020123 十和田市 東部区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020173 十和田市 東部区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 東部区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 東部区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 東部区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 東部区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060009 十和田市 東部区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 東部区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060019 十和田市 東部区域 山端　一博 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ゴボウ
152060020 十和田市 東部区域 山端　一博 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
152060027 十和田市 東部区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060038 十和田市 東部区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 東部区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
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152060063 十和田市 東部区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 東部区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 東部区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 東部区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060075 十和田市 東部区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060092 十和田市 東部区域 宮本　清筆 ○ 水田 15,000 ナガイモ
152060093 十和田市 東部区域 宮本　清筆 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152060102 十和田市 東部区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060118 十和田市 東部区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
152060120 十和田市 東部区域 大久保　利美 ○ 畑 20,000 ゴボウ
154020004 十和田市 東部区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020027 十和田市 東部区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020038 十和田市 東部区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 東部区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 東部区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060001 十和田市 東部区域 坂本　正宏 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ
162060002 十和田市 東部区域 坂本　正宏 ○ 畑 50,000 ナガイモ
162060021 十和田市 東部区域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 水田 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162060022 十和田市 東部区域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 畑 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
172060009 十和田市 東部区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060040 十和田市 東部区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 東部区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 東部区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 東部区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060058 十和田市 東部区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 東部区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 東部区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 東部区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 東部区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 東部区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 東部区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 東部区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 東部区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060078 十和田市 東部区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 東部区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060107 十和田市 東部区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060119 十和田市 東部区域 山端　陵 ○ 水田 12,000 水稲
172060134 十和田市 東部区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 東部区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 東部区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 東部区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 東部区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 東部区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 東部区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 東部区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 東部区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 東部区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060025 十和田市 東部区域 西野　裕 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
182060032 十和田市 東部区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060038 十和田市 東部区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 東部区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 東部区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 東部区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 東部区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 東部区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 東部区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 東部区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 東部区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 東部区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
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182060053 十和田市 東部区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 東部区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 東部区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 東部区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 東部区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 東部区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 東部区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 東部区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 東部区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 東部区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 東部区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 東部区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 東部区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 東部区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 東部区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 東部区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060044 十和田市 東部区域 甲田　秀行 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク、キャベツ、水稲
192060045 十和田市 東部区域 甲田　秀行 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク、キャベツ
192060074 十和田市 東部区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 東部区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060083 十和田市 東部区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 東部区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
194050014 十和田市 東部区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 東部区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 東部区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 東部区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 東部区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060011 十和田市 東部区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 東部区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 東部区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
204020005 十和田市 東部区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 大深内区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 大深内区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 大深内区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 大深内区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060009 十和田市 大深内区域 仁和　勝千代 ○ 水田 30,000 ナガイモ
142060010 十和田市 大深内区域 仁和　勝千代 ○ 畑 30,000 ナガイモ
142060015 十和田市 大深内区域 中野　満 ○ 水田 5,000 ナガイモ、ネギ
142060016 十和田市 大深内区域 中野　満 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ネギ
142060023 十和田市 大深内区域 市川　俊弘 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
142060024 十和田市 大深内区域 市川　俊弘 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060032 十和田市 大深内区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ、ニンニク、ネギ
142060033 十和田市 大深内区域 山田　信一 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ネギ
142060034 十和田市 大深内区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060047 十和田市 大深内区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 大深内区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 大深内区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 大深内区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060059 十和田市 大深内区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060064 十和田市 大深内区域 甲田　一博 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンニク
142060080 十和田市 大深内区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060085 十和田市 大深内区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 大深内区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 大深内区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060089 十和田市 大深内区域 宮本　正志 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ
142060090 十和田市 大深内区域 宮本　正志 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
142060127 十和田市 大深内区域 大下内　伸勝 ○ 水田 100,000 水稲、ゴボウ、大豆
142060128 十和田市 大深内区域 大下内　伸勝 ○ 畑 100,000 ゴボウ、大豆
142060131 十和田市 大深内区域 母良田　勝三 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク

109 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

142060132 十和田市 大深内区域 母良田　勝三 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
142060135 十和田市 大深内区域 梁場　道雄 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060136 十和田市 大深内区域 梁場　道雄 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060146 十和田市 大深内区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 大深内区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 大深内区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 大深内区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 大深内区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 大深内区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060161 十和田市 大深内区域 立崎　義美　 ○ 水田 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060162 十和田市 大深内区域 立崎　義美　 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060168 十和田市 大深内区域 佐々木　新一 ○ 水田 13,000 大豆、小麦
142060171 十和田市 大深内区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 大深内区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060179 十和田市 大深内区域 梅田　英継 ○ 水田 100,000 水稲、草地
142060180 十和田市 大深内区域 梅田　英継 ○ 草地 100,000 草地
142060181 十和田市 大深内区域 立崎　福美 ○ 畑 6,000 ナガイモ
142060189 十和田市 大深内区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060192 十和田市 大深内区域 佐々木　栄作 ○ 水田 5,000 水稲
142060216 十和田市 大深内区域 立崎　守 ○ 水田 10,000 水稲、野菜
142060217 十和田市 大深内区域 立崎　守 ○ 畑 10,000 野菜
142060227 十和田市 大深内区域 米内山　靖則 ○ 水田 5,000 水稲
142060241 十和田市 大深内区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 大深内区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060243 十和田市 大深内区域 坂本　稔 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
142060244 十和田市 大深内区域 坂本　稔 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
142060249 十和田市 大深内区域 坂本　秀美 ○ 水田 100,000 牧草、WCS
142060250 十和田市 大深内区域 坂本　秀美 ○ 草地 100,000 牧草
142060254 十和田市 大深内区域 中野　雄一郎 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142060256 十和田市 大深内区域 太田　正一 ○ 水田 10,000 水稲、大豆、小麦
142060258 十和田市 大深内区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 大深内区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060272 十和田市 大深内区域 坂本　一男 ○ 水田 200,000 水稲、ナガイモ
142060273 十和田市 大深内区域 坂本　一男 ○ 畑 200,000 ナガイモ
142060277 十和田市 大深内区域 芋田　嘉弘 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060285 十和田市 大深内区域 田高　新一 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060288 十和田市 大深内区域 水尻　政雄 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
142060289 十和田市 大深内区域 水尻　政雄 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060292 十和田市 大深内区域 佐々木　正徳 ○ 水田 100,000 水稲、根菜類
142060292 十和田市 大深内区域 佐々木　正徳 ○ 畑 100,000 根菜類
142060294 十和田市 大深内区域 久保　年男 ○ 水田 20,000 水稲
142060295 十和田市 大深内区域 小山田　悦夫 ○ 水田 20,000 水稲
142060296 十和田市 大深内区域 小山田　悦夫 ○ 畑 20,000 ゴボウ
142060314 十和田市 大深内区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 大深内区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 大深内区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 大深内区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 大深内区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 大深内区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 大深内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 大深内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 大深内区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 大深内区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 大深内区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 大深内区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 大深内区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 大深内区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 大深内区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 大深内区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
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144020112 十和田市 大深内区域 久保　均 ○ 水田 10,000 水稲
144020113 十和田市 大深内区域 久保　均 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144020124 十和田市 大深内区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020125 十和田市 大深内区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020174 十和田市 大深内区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 大深内区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 大深内区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 大深内区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 大深内区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060005 十和田市 大深内区域 大坂　吉光 ○ 水田 38,100 水稲
152060009 十和田市 大深内区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 大深内区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060021 十和田市 大深内区域 山端　一博 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ゴボウ
152060022 十和田市 大深内区域 山端　一博 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
152060027 十和田市 大深内区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060038 十和田市 大深内区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 大深内区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060058 十和田市 大深内区域 長根　栄一 ○ 水田 30,000 水稲
152060060 十和田市 大深内区域 久保　年男 ○ 畑 20,000 水稲
152060063 十和田市 大深内区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 大深内区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 大深内区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 大深内区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060075 十和田市 大深内区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060088 十和田市 大深内区域 宮本　清筆 ○ 水田 15,000 ナガイモ
152060089 十和田市 大深内区域 宮本　清筆 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152060102 十和田市 大深内区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060118 十和田市 大深内区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
152060121 十和田市 大深内区域 大久保　利美 ○ 畑 20,000 ゴボウ
154020005 十和田市 大深内区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020028 十和田市 大深内区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020039 十和田市 大深内区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 大深内区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 大深内区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060003 十和田市 大深内区域 坂本　正宏 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ
162060004 十和田市 大深内区域 坂本　正宏 ○ 畑 50,000 ナガイモ
162060009 十和田市 大深内区域 大坂　義雄 ○ 水田 20,000 水稲
162060010 十和田市 大深内区域 小川　正行 ○ 水田 5,000 水稲
162060011 十和田市 大深内区域 小川　広徳 ○ 水田 50,000 水稲
162060023 十和田市 大深内区域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 水田 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162060024 十和田市 大深内区域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 畑 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162060048 十和田市 大深内区域 野月　武彦 ○ 水田 10,000 ナガイモ
162060049 十和田市 大深内区域 野月　武彦 ○ 畑 10,000 ナガイモ
162060060 十和田市 大深内区域 齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
162060061 十和田市 大深内区域 齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
162060068 十和田市 大深内区域 佐々木　稔 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
162060069 十和田市 大深内区域 佐々木　稔 ○ 畑 30,000 ニンニク
162060070 十和田市 大深内区域 斗沢　信一 ○ 水田 2,000 ナガイモ、ゴボウ
162060071 十和田市 大深内区域 斗沢　信一 ○ 畑 2,000 ナガイモ、ゴボウ
162060072 十和田市 大深内区域 洞内　アキ子 ○ 水田 5,000 ナガイモ、ゴボウ
162060073 十和田市 大深内区域 洞内　アキ子 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
162060085 十和田市 大深内区域 立崎　石男 ○ 水田 5,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
162060086 十和田市 大深内区域 立崎　石男 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
162060091 十和田市 大深内区域 仁和　文雄 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
162060092 十和田市 大深内区域 仁和　文雄 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
162060093 十和田市 大深内区域 芋田　誠 ○ 水田 5,000 水稲
172060009 十和田市 大深内区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060010 十和田市 大深内区域 太田　浩司 ○ 水田 5,000 水稲
172060011 十和田市 大深内区域 太田　浩司 ○ 畑 5,000 大豆、小麦
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172060040 十和田市 大深内区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 大深内区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 大深内区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 大深内区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060058 十和田市 大深内区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 大深内区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 大深内区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 大深内区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 大深内区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 大深内区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 大深内区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 大深内区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 大深内区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060078 十和田市 大深内区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 大深内区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060094 十和田市 大深内区域 中野　智仁 ○ 水田 21,588 水稲、大豆、ネギ、ナガイモ
172060095 十和田市 大深内区域 中野　智仁 ○ 畑 21,588 大豆、ネギ、ナガイモ
172060103 十和田市 大深内区域 仁和　竹男 ○ 水田 2,000 大豆
172060106 十和田市 大深内区域 洞内　一彦 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
172060107 十和田市 大深内区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060120 十和田市 大深内区域 山道　栄一 ○ 水田 20,000 水稲
172060128 十和田市 大深内区域 中野渡　国武 ○ 水田 5,000 ナガイモ、ネギ
172060129 十和田市 大深内区域 中野渡　国武 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ネギ
172060134 十和田市 大深内区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 大深内区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 大深内区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 大深内区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 大深内区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 大深内区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 大深内区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 大深内区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 大深内区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 大深内区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060030 十和田市 大深内区域 芋田　一弘 ○ 水田 10,000 水稲
182060031 十和田市 大深内区域 芋田　一弘 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
182060032 十和田市 大深内区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060035 十和田市 大深内区域 立崎　信博 ○ 水田 10,000 水稲
182060038 十和田市 大深内区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 大深内区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 大深内区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 大深内区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 大深内区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 大深内区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 大深内区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 大深内区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 大深内区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 大深内区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060053 十和田市 大深内区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 大深内区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 大深内区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 大深内区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 大深内区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 大深内区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 大深内区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 大深内区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 大深内区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 大深内区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 大深内区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 大深内区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
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192060008 十和田市 大深内区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 大深内区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 大深内区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 大深内区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060015 十和田市 大深内区域 坂田　正四郎 ○ 水田 20,000 水稲
192060044 十和田市 大深内区域 甲田　秀行 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク、キャベツ、水稲
192060045 十和田市 大深内区域 甲田　秀行 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク、キャベツ
192060055 十和田市 大深内区域 竹ケ原　一志 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
192060062 十和田市 大深内区域 野月　順一 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ネギ
192060074 十和田市 大深内区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 大深内区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060078 十和田市 大深内区域 仁和　眞 ○ 水田 10,000 水稲
192060078 十和田市 大深内区域 仁和　眞 ○ 畑 10,000 野菜　他
192060079 十和田市 大深内区域 山崎　和夫 ○ 水田 30,000 水稲
192060083 十和田市 大深内区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 大深内区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
192060089 十和田市 大深内区域 甲田　一博 ○ 水田 20,000 ニンニク
194050014 十和田市 大深内区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 大深内区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 大深内区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 大深内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 大深内区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060011 十和田市 大深内区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 大深内区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 大深内区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
204020005 十和田市 大深内区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 深持区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 深持区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 深持区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 深持区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060007 十和田市 深持区域 水尻　崇朗 ○ 水田 6,000 ナガイモ
142060008 十和田市 深持区域 水尻　崇朗 ○ 畑 6,000 ナガイモ
142060025 十和田市 深持区域 沢目　義隆 ○ 水田 10,000 水稲
142060028 十和田市 深持区域 佐々木　正徳 ○ 畑 100,000 根菜類
142060030 十和田市 深持区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ、ニンニク、ネギ
142060031 十和田市 深持区域 山田　信一 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ネギ
142060034 十和田市 深持区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060034 十和田市 深持区域 小原　昇 ○ 畑 50,000 ネギ
142060035 十和田市 深持区域 中沢　正吉 ○ 水田 30,000 水稲、WCS、牧草
142060036 十和田市 深持区域 中沢　正吉 ○ 草地 30,000 WCS、牧草
142060047 十和田市 深持区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 深持区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060049 十和田市 深持区域 山田　誠治 ○ 畑 5,000 野菜
142060050 十和田市 深持区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 深持区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060055 十和田市 深持区域 山田　清徳 ○ 水田 10,000 ニンニク、ネギ
142060056 十和田市 深持区域 山田　清徳 ○ 畑 10,000 ニンニク、ネギ
142060057 十和田市 深持区域 米田　一典 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク、ネギ
142060058 十和田市 深持区域 米田　一典 ○ 畑 10,000 ニンニク、ネギ
142060059 十和田市 深持区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060062 十和田市 深持区域 中野渡　均 ○ 水田 50,000 大豆
142060063 十和田市 深持区域 中野渡　均 ○ 畑 50,000 大豆
142060067 十和田市 深持区域 中野渡　春雄 ○ 水田 5,000 水稲
142060068 十和田市 深持区域 中沢　一幸 ○ 水田 50,000 水稲、牧草
142060069 十和田市 深持区域 中沢　一幸 ○ 畑 50,000 牧草
142060070 十和田市 深持区域 中沢　一幸 ○ 草地 50,000 牧草
142060071 十和田市 深持区域 久野　勝治 ○ 水田 20,000 牧草
142060080 十和田市 深持区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060085 十和田市 深持区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
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142060086 十和田市 深持区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 深持区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060142 十和田市 深持区域 漆畑ファーム株式会社　代表取締役　漆畑　善文 ○ 水田 200,000 飼料作物
142060143 十和田市 深持区域 漆畑ファーム株式会社　代表取締役　漆畑　善文 ○ 草地 200,000 飼料作物
142060146 十和田市 深持区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 深持区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 深持区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 深持区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 深持区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 深持区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060167 十和田市 深持区域 佐々木　新一 ○ 水田 13,000 大豆、小麦
142060171 十和田市 深持区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 深持区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060189 十和田市 深持区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060190 十和田市 深持区域 中沢　豊 ○ 水田 10,000 ニンニク
142060191 十和田市 深持区域 中沢　豊 ○ 畑 10,000 ニンニク
142060219 十和田市 深持区域 米田　利春 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060220 十和田市 深持区域 米田　利春 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060225 十和田市 深持区域 米田　正春 ○ 水田 10,000 水稲
142060229 十和田市 深持区域 小原　久 ○ 水田 50,000 水稲
142060236 十和田市 深持区域 中沢　初雄 ○ 水田 60,000 水稲、牧草
142060237 十和田市 深持区域 中沢　初雄 ○ 草地 60,000 牧草
142060240 十和田市 深持区域 沢目　公宏 ○ 水田 100,000 牧草
142060241 十和田市 深持区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 深持区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060258 十和田市 深持区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 深持区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060268 十和田市 深持区域 山田　清美 ○ 水田 20,000 水稲、大豆
142060269 十和田市 深持区域 山田　清美 ○ 畑 20,000 大豆
142060279 十和田市 深持区域 下久保　正樹 ○ 水田 50,000 牧草、飼料用米
142060280 十和田市 深持区域 下久保　正樹 ○ 畑 50,000 牧草
142060281 十和田市 深持区域 下久保　正樹 ○ 草地 50,000 牧草
142060290 十和田市 深持区域 水尻　政雄 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
142060291 十和田市 深持区域 水尻　政雄 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060301 十和田市 深持区域 中野渡　利昌 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ネギ
142060302 十和田市 深持区域 中野渡　利昌 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ネギ
142060310 十和田市 深持区域 農事組合法人　羽立　代表理事　山田　正 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
142060311 十和田市 深持区域 農事組合法人　羽立　代表理事　山田　正 ○ 畑 100,000 大豆
142060314 十和田市 深持区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 深持区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 深持区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 深持区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 深持区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 深持区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 深持区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 深持区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 深持区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 深持区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 深持区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 深持区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 深持区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 深持区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 深持区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 深持区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020114 十和田市 深持区域 久保　均 ○ 水田 10,000 水稲
144020115 十和田市 深持区域 久保　均 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144020126 十和田市 深持区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020127 十和田市 深持区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020175 十和田市 深持区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
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144050025 十和田市 深持区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 深持区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 深持区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 深持区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060009 十和田市 深持区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 深持区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060027 十和田市 深持区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060038 十和田市 深持区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 深持区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060057 十和田市 深持区域 福沢　秀雄 ○ 水田 10,000 SGS
152060063 十和田市 深持区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 深持区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 深持区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 深持区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060067 十和田市 深持区域 米田　清貴 ○ 水田 10,000 水稲
152060075 十和田市 深持区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060083 十和田市 深持区域 田島　誠 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ネギ
152060090 十和田市 深持区域 宮本　清筆 ○ 水田 15,000 ナガイモ
152060091 十和田市 深持区域 宮本　清筆 ○ 畑 15,000 ナガイモ
152060102 十和田市 深持区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060105 十和田市 深持区域 米田　宏幸 ○ 水田 7,000 水稲
152060106 十和田市 深持区域 米田　宏幸 ○ 畑 7,000 麦
152060118 十和田市 深持区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
154020006 十和田市 深持区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020029 十和田市 深持区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020040 十和田市 深持区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 深持区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 深持区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060037 十和田市 深持区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 水田 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
162060038 十和田市 深持区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 畑 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
162060043 十和田市 深持区域 畑山　勝男 ○ 水田 100,000 水稲、ニンニク
162060044 十和田市 深持区域 畑山　勝男 ○ 畑 100,000 ニンニク
162060053 十和田市 深持区域 佐々木　時穂 ○ 水田 30,000 水稲
162060062 十和田市 深持区域 齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
162060063 十和田市 深持区域 齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
162060066 十和田市 深持区域 中野渡　勝則 ○ 水田 7,000 水稲、牧草　他
162060067 十和田市 深持区域 中野渡　勝則 ○ 畑 7,000 牧草　他
172060009 十和田市 深持区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060040 十和田市 深持区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 深持区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 深持区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 深持区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060058 十和田市 深持区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 深持区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 深持区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 深持区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 深持区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 深持区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 深持区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 深持区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 深持区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060072 十和田市 深持区域 佐々木　一幸 ○ 水田 3,000 水稲
172060073 十和田市 深持区域 佐々木　純一 ○ 水田 10,000 水稲
172060074 十和田市 深持区域 佐々木　薫 ○ 水田 10,000 水稲
172060078 十和田市 深持区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 深持区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060096 十和田市 深持区域 中野渡　和隆 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060097 十和田市 深持区域 中野渡　勝弘 ○ 水田 20,000 飼料作物
172060098 十和田市 深持区域 中野渡　良一 ○ 水田 20,000 ネギ
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172060099 十和田市 深持区域 中橋　久喜 ○ 水田 30,000 水稲
172060107 十和田市 深持区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060116 十和田市 深持区域 水尻　茂則 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
172060117 十和田市 深持区域 水尻　茂則 ○ 畑 30,000 ニンニク
172060118 十和田市 深持区域 水尻　泰明 ○ 水田 30,000 水稲、ネギ、ナガイモ
172060118 十和田市 深持区域 水尻　泰明 ○ 畑 30,000 水稲、ネギ、ナガイモ
172060126 十和田市 深持区域 中野渡　国武 ○ 水田 5,000 ナガイモ、ネギ
172060127 十和田市 深持区域 中野渡　国武 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ネギ
172060134 十和田市 深持区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 深持区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 深持区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 深持区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 深持区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 深持区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 深持区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 深持区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 深持区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 深持区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060008 十和田市 深持区域 畑山　武雄 ○ 水田 50,000 水稲
182060019 十和田市 深持区域 小原　修治 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
182060032 十和田市 深持区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060037 十和田市 深持区域 中野渡　良一 ○ 畑 20,000 ネギ、ナガイモ
182060038 十和田市 深持区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 深持区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 深持区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 深持区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 深持区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 深持区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 深持区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 深持区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 深持区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 深持区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060050 十和田市 深持区域 佐々木　喜代治 ○ 水田 13,000 水稲
182060051 十和田市 深持区域 佐々木　喜代治 ○ 畑 13,000 野菜類
182060053 十和田市 深持区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 深持区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 深持区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 深持区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 深持区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 深持区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 深持区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 深持区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 深持区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 深持区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 深持区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 深持区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 深持区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 深持区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 深持区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 深持区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060041 十和田市 深持区域 佐々木　豊 ○ 水田 10,000 水稲
192060042 十和田市 深持区域 佐々木　豊 ○ 畑 1,000 ニンニク
192060047 十和田市 深持区域 中野渡　好子 ○ 樹園地 2,000 ブルーベリー
192060062 十和田市 深持区域 野月　順一 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ネギ
192060070 十和田市 深持区域 中野渡　賢司 ○ 水田 20,000 水稲
192060074 十和田市 深持区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 深持区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060083 十和田市 深持区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 深持区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
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194050014 十和田市 深持区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 深持区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 深持区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 深持区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 深持区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060011 十和田市 深持区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 深持区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 深持区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060018 十和田市 深持区域 畠山　聖 ○ 水田 5,000 ネギ、ニンニク
202060022 十和田市 深持区域 畠山　聖 ○ 畑 5,000 ネギ、ニンニク
204020005 十和田市 深持区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 藤坂区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 藤坂区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 藤坂区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 藤坂区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060017 十和田市 藤坂区域 小山田　悦夫 ○ 水田 20,000 水稲
142060034 十和田市 藤坂区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060047 十和田市 藤坂区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 藤坂区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 藤坂区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 藤坂区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060053 十和田市 藤坂区域 林　勝美 ○ 水田 30,000 大豆、麦
142060054 十和田市 藤坂区域 林　勝美 ○ 畑 30,000 大豆、麦
142060059 十和田市 藤坂区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060072 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　範生 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク、ネギ
142060073 十和田市 藤坂区域 市崎　貴之 ○ 畑 3,000 ゴボウ
142060074 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　善昭 ○ 水田 10,000 ゴボウ、大豆、麦
142060075 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　善昭 ○ 畑 10,000 ゴボウ、大豆、麦
142060078 十和田市 藤坂区域 竹浦　正栄 ○ 水田 10,000 水稲
142060079 十和田市 藤坂区域 江渡　喜代人 ○ 水田 40,000 水稲
142060080 十和田市 藤坂区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060081 十和田市 藤坂区域 苫米地　一 ○ 水田 10,000 水稲、小麦
142060085 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060093 十和田市 藤坂区域 戸来　直城 ○ 水田 200,000 飼料作物
142060094 十和田市 藤坂区域 戸来　直城 ○ 草地 200,000 飼料作物
142060119 十和田市 藤坂区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 水田 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
142060120 十和田市 藤坂区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 畑 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
142060146 十和田市 藤坂区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 藤坂区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 藤坂区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 藤坂区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060156 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　幸光 ○ 畑 50,000 大豆、牧草、野菜
142060157 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060171 十和田市 藤坂区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 藤坂区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060183 十和田市 藤坂区域 小山田　訓 ○ 水田 40,000 飼料用米、大豆
142060184 十和田市 藤坂区域 小山田　訓 ○ 畑 40,000 大豆
142060187 十和田市 藤坂区域 小林　正治 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060188 十和田市 藤坂区域 小林　正治 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060189 十和田市 藤坂区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060195 十和田市 藤坂区域 松田　滝見 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060196 十和田市 藤坂区域 松田　滝見 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060208 十和田市 藤坂区域 苫米地　寿一 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060209 十和田市 藤坂区域 苫米地　寿一 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060212 十和田市 藤坂区域 戸來　隆男 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ゴボウ
142060213 十和田市 藤坂区域 戸來　隆男 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
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142060224 十和田市 藤坂区域 佐藤　勝雄 ○ 水田 40,000 水稲
142060226 十和田市 藤坂区域 和島　操 ○ 水田 10,000 水稲
142060241 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060251 十和田市 藤坂区域 小山石　達也 ○ 水田 5,000 水稲、牧草
142060252 十和田市 藤坂区域 小山石　達也 ○ 畑 5,000 牧草
142060258 十和田市 藤坂区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 藤坂区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060262 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　三郎 ○ 水田 50,000 飼料用米
142060314 十和田市 藤坂区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 藤坂区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 藤坂区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 藤坂区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 藤坂区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 藤坂区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 藤坂区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 藤坂区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 藤坂区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 藤坂区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 藤坂区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 藤坂区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 藤坂区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 藤坂区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 藤坂区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 藤坂区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020128 十和田市 藤坂区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020129 十和田市 藤坂区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020176 十和田市 藤坂区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 藤坂区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 藤坂区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 藤坂区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 藤坂区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060009 十和田市 藤坂区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 藤坂区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060027 十和田市 藤坂区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060028 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　良栄 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
152060029 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　良栄 ○ 畑 30,000 ニンニク
152060030 十和田市 藤坂区域 古間木　有司 ○ 水田 20,000 ニンニク
152060031 十和田市 藤坂区域 古間木　有司 ○ 畑 20,000 ニンニク
152060038 十和田市 藤坂区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 藤坂区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060051 十和田市 藤坂区域 工藤　久志 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ネギ
152060063 十和田市 藤坂区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 藤坂区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 藤坂区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 藤坂区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060075 十和田市 藤坂区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060102 十和田市 藤坂区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060114 十和田市 藤坂区域 泉山　光夫 ○ 水田 15,000 水稲
152060115 十和田市 藤坂区域 泉山　光夫 ○ 畑 15,000 ニンニク
152060118 十和田市 藤坂区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
154020007 十和田市 藤坂区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020030 十和田市 藤坂区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020041 十和田市 藤坂区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 藤坂区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 藤坂区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060005 十和田市 藤坂区域 坂本　正宏 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ
162060006 十和田市 藤坂区域 坂本　正宏 ○ 畑 50,000 ナガイモ
162060064 十和田市 藤坂区域 齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
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162060065 十和田市 藤坂区域 齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
162060089 十和田市 藤坂区域 立崎　石男 ○ 水田 5,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
162060090 十和田市 藤坂区域 立崎　石男 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
162060094 十和田市 藤坂区域 山道　栄一 ○ 水田 10,000 ナガイモ
162060095 十和田市 藤坂区域 山道　栄一 ○ 畑 10,000 ナガイモ
172060006 十和田市 藤坂区域 髙木　正義 ○ 水田 5,000 野菜
172060007 十和田市 藤坂区域 髙木　正義 ○ 畑 5,000 野菜
172060009 十和田市 藤坂区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060031 十和田市 藤坂区域 畑山　敏光 ○ 水田 4,000 ニンニク
172060040 十和田市 藤坂区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 藤坂区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 藤坂区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060043 十和田市 藤坂区域 外山　康仁 ○ 水田 20,000 牧草
172060044 十和田市 藤坂区域 外山　康仁 ○ 畑 20,000 牧草
172060045 十和田市 藤坂区域 白山　春男 ○ 水田 10,000 水稲、大豆等
172060046 十和田市 藤坂区域 白山　春男 ○ 畑 10,000 大豆、小麦等
172060049 十和田市 藤坂区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060052 十和田市 藤坂区域 江渡　和子 ○ 水田 50,000 牧草
172060053 十和田市 藤坂区域 江渡　和子 ○ 畑 50,000 牧草
172060054 十和田市 藤坂区域 江渡　キセ ○ 水田 5,000 水稲
172060057 十和田市 藤坂区域 小笠原　一雄 ○ 水田 70,000 大豆
172060058 十和田市 藤坂区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 藤坂区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 藤坂区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 藤坂区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 藤坂区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 藤坂区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 藤坂区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060069 十和田市 藤坂区域 櫻田　博 ○ 水田 30,000 水稲
172060070 十和田市 藤坂区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 藤坂区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060075 十和田市 藤坂区域 須田山　純一 ○ 水田 20,000 水稲
172060078 十和田市 藤坂区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060079 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　伸生 ○ 水田 15,000 水稲、ナガネギ
172060080 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　伸生 ○ 畑 15,000 ナガネギ
172060081 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060082 十和田市 藤坂区域 竹島　大志 ○ 水田 5,000 水稲、ナガイモ、ニンニク、ゴボウ、ネギ
172060083 十和田市 藤坂区域 竹島　大志 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ、ネギ
172060085 十和田市 藤坂区域 附田　常雄 ○ 水田 23,000 水稲
172060086 十和田市 藤坂区域 附田　德昭 ○ 水田 20,000 水稲（主食用米、飼料用米）
172060086 十和田市 藤坂区域 附田　德昭 ○ 畑 5,000 野菜　他
172060088 十和田市 藤坂区域 苫米地　隆昭 ○ 水田 10,000 水稲
172060089 十和田市 藤坂区域 苫米地　弘美 ○ 水田 10,000 水稲、大豆、麦
172060090 十和田市 藤坂区域 苫米地　弘美 ○ 畑 10,000 大豆、麦
172060092 十和田市 藤坂区域 豊川　義光 ○ 水田 10,000 水稲、大豆、麦
172060105 十和田市 藤坂区域 日野口　憲之 ○ 水田 5,000 水稲
172060107 十和田市 藤坂区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060108 十和田市 藤坂区域 松田　信也 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
172060109 十和田市 藤坂区域 松田　信也 ○ 畑 50,000 大豆、小麦
172060112 十和田市 藤坂区域 松田　隆 ○ 水田 23,000 水稲
172060114 十和田市 藤坂区域 松田　勝 ○ 水田 10,000 水稲
172060122 十和田市 藤坂区域 和島　一雄 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
172060123 十和田市 藤坂区域 平舘　賢一 ○ 水田 20,000 水稲
172060133 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　一志 ○ 水田 30,000 水稲
172060134 十和田市 藤坂区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 藤坂区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 藤坂区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 藤坂区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060001 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　伸哉 ○ 草地 15,000 ネギ等
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182060002 十和田市 藤坂区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 藤坂区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 藤坂区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 藤坂区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 藤坂区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 藤坂区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060008 十和田市 藤坂区域 畑山　武雄 ○ 水田 100,000 水稲
182060014 十和田市 藤坂区域 竹ヶ原　直良 ○ 水田 15,000 水稲
182060032 十和田市 藤坂区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060038 十和田市 藤坂区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060039 十和田市 藤坂区域 須田山　聰 ○ 水田 20,000 水稲
182060040 十和田市 藤坂区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 藤坂区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 藤坂区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 藤坂区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 藤坂区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 藤坂区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 藤坂区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 藤坂区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060053 十和田市 藤坂区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 藤坂区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 藤坂区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 藤坂区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 藤坂区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 藤坂区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 藤坂区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 藤坂区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 藤坂区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 藤坂区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 藤坂区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060009 十和田市 藤坂区域 合川　聡彦 ○ 水田 10,000 水稲
192060010 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 藤坂区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060019 十和田市 藤坂区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
192060031 十和田市 藤坂区域 松田　賢志 ○ 水田 50,000 水稲
192060036 十和田市 藤坂区域 永井　恵介 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ゴボウ
192060037 十和田市 藤坂区域 永井　恵介 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
192060050 十和田市 藤坂区域 松橋　一男 ○ 水田 50,000 水稲
192060061 十和田市 藤坂区域 角田　斉 ○ 水田 5,000 水稲
192060063 十和田市 藤坂区域 前原　幸夫 ○ 畑 5,000 ハーブ
192060073 十和田市 藤坂区域 平舘　賢和 ○ 水田 20,000 水稲
192060074 十和田市 藤坂区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 藤坂区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060083 十和田市 藤坂区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 藤坂区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
192060085 十和田市 藤坂区域 前原　幸夫 ○ 水田 5,000 ハーブ
194050014 十和田市 藤坂区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 藤坂区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 藤坂区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 藤坂区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 藤坂区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060006 十和田市 藤坂区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 草地 100,000 牧草
202060010 十和田市 藤坂区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 水田 100,000 牧草
202060011 十和田市 藤坂区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 藤坂区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
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202060013 十和田市 藤坂区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
204020005 十和田市 藤坂区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 六日町区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 六日町区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 六日町区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 六日町区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060029 十和田市 六日町区域 平舘　龍太郎 ○ 水田 10,000 水稲、野菜
142060029 十和田市 六日町区域 平舘　龍太郎 ○ 畑 5,000 ゴボウ
142060034 十和田市 六日町区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060047 十和田市 六日町区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 六日町区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 六日町区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 六日町区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060059 十和田市 六日町区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060080 十和田市 六日町区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060085 十和田市 六日町区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 六日町区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 六日町区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060146 十和田市 六日町区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 六日町区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 六日町区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 六日町区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 六日町区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 六日町区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060171 十和田市 六日町区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 六日町区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060189 十和田市 六日町区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060241 十和田市 六日町区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 六日町区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060258 十和田市 六日町区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 六日町区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060297 十和田市 六日町区域 小山田　訓 ○ 水田 40,000 大豆
142060298 十和田市 六日町区域 小山田　訓 ○ 畑 40,000 大豆
142060314 十和田市 六日町区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 六日町区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 六日町区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 六日町区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 六日町区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 六日町区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 六日町区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 六日町区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 六日町区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 六日町区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 六日町区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 六日町区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 六日町区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 六日町区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 六日町区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 六日町区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020130 十和田市 六日町区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020131 十和田市 六日町区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020177 十和田市 六日町区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 六日町区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 六日町区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 六日町区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 六日町区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060009 十和田市 六日町区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 六日町区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060027 十和田市 六日町区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
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152060038 十和田市 六日町区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 六日町区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060063 十和田市 六日町区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 六日町区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 六日町区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 六日町区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060075 十和田市 六日町区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060102 十和田市 六日町区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060118 十和田市 六日町区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
152060119 十和田市 六日町区域 箕輪　展忠 ○ 畑 30,000 ソバ
154020008 十和田市 六日町区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020031 十和田市 六日町区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020042 十和田市 六日町区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 六日町区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 六日町区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060080 十和田市 六日町区域 竹ケ原　範生 ○ 水田 10,000 水稲、ネギ、ニンニク
162060081 十和田市 六日町区域 竹ケ原　範生 ○ 畑 10,000 ネギ、ニンニク
172060009 十和田市 六日町区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060016 十和田市 六日町区域 苫米地　文亮 ○ 水田 30,000 ゴボウ
172060017 十和田市 六日町区域 苫米地　文亮 ○ 畑 30,000 ゴボウ
172060024 十和田市 六日町区域 山田　政雄 ○ 水田 10,000 ナガイモ
172060025 十和田市 六日町区域 山田　政雄 ○ 畑 10,000 ナガイモ
172060040 十和田市 六日町区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 六日町区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 六日町区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 六日町区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060058 十和田市 六日町区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 六日町区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 六日町区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 六日町区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 六日町区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 六日町区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 六日町区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 六日町区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 六日町区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060078 十和田市 六日町区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 六日町区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060088 十和田市 六日町区域 苫米地　隆昭 ○ 水田 10,000 水稲
172060107 十和田市 六日町区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060134 十和田市 六日町区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 六日町区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 六日町区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 六日町区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 六日町区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 六日町区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 六日町区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 六日町区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 六日町区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 六日町区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060029 十和田市 六日町区域 苫米地　弘美 ○ 水田 4,000 水稲、小麦、ニンニク、大豆
182060032 十和田市 六日町区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060038 十和田市 六日町区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 六日町区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 六日町区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 六日町区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 六日町区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 六日町区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 六日町区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 六日町区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
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182060047 十和田市 六日町区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 六日町区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060053 十和田市 六日町区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 六日町区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 六日町区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 六日町区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 六日町区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 六日町区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 六日町区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 六日町区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 六日町区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060004 十和田市 六日町区域 佐藤　佳伸 ○ 水田 5,000 ソラマメ
192060005 十和田市 六日町区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 六日町区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 六日町区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 六日町区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 六日町区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 六日町区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 六日町区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060051 十和田市 六日町区域 松橋　一男 ○ 水田 50,000 水稲
192060064 十和田市 六日町区域 前原　幸夫 ○ 畑 5,000 ハーブ
192060072 十和田市 六日町区域 村舘　義雄 ○ 水田 20,000 水稲
192060074 十和田市 六日町区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 六日町区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060083 十和田市 六日町区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 六日町区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
192060086 十和田市 六日町区域 前原　幸夫 ○ 水田 5,000 ハーブ
194050014 十和田市 六日町区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 六日町区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 六日町区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 六日町区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 六日町区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060003 十和田市 六日町区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 水田 100,000 牧草
202060007 十和田市 六日町区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 草地 100,000 牧草
202060011 十和田市 六日町区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 六日町区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 六日町区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
204020005 十和田市 六日町区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 伝法寺区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 伝法寺区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 伝法寺区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 伝法寺区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060034 十和田市 伝法寺区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060047 十和田市 伝法寺区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 伝法寺区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 伝法寺区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 伝法寺区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060059 十和田市 伝法寺区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060080 十和田市 伝法寺区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060083 十和田市 伝法寺区域 小笠原　利行 ○ 水田 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
142060084 十和田市 伝法寺区域 小笠原　利行 ○ 畑 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
142060085 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060095 十和田市 伝法寺区域 小笠原　久子 ○ 水田 10,000 大豆、ニンニク
142060096 十和田市 伝法寺区域 小笠原　久子 ○ 畑 10,000 大豆、ニンニク
142060098 十和田市 伝法寺区域 小笠原　秋彦 ○ 水田 20,000 飼料用米、大豆、小麦
142060099 十和田市 伝法寺区域 小笠原　秋彦 ○ 畑 20,000 飼料用米、大豆、小麦
142060146 十和田市 伝法寺区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
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142060153 十和田市 伝法寺区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 伝法寺区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 伝法寺区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 伝法寺区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 伝法寺区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060158 十和田市 伝法寺区域 工藤　広明 ○ 水田 20,000 大豆、キャベツ、トウモロコシ
142060171 十和田市 伝法寺区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 伝法寺区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060175 十和田市 伝法寺区域 小笠原　一仁 ○ 水田 10,000 ソバ
142060176 十和田市 伝法寺区域 小笠原　一仁 ○ 畑 10,000 ソバ
142060189 十和田市 伝法寺区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060197 十和田市 伝法寺区域 松田　滝見 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060198 十和田市 伝法寺区域 松田　滝見 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060210 十和田市 伝法寺区域 苫米地　寿一 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060211 十和田市 伝法寺区域 苫米地　寿一 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060241 十和田市 伝法寺区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 伝法寺区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060258 十和田市 伝法寺区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 伝法寺区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060263 十和田市 伝法寺区域 竹ケ原　三郎 ○ 水田 50,000 飼料用米
142060278 十和田市 伝法寺区域 成田　学 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
142060308 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 水田 100,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
142060314 十和田市 伝法寺区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 伝法寺区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 伝法寺区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060317 十和田市 伝法寺区域 小林　博 ○ 水田 20,000 水田
142060318 十和田市 伝法寺区域 和田　幸雄 ○ 水田 10,000 水稲、小麦、大豆
142060319 十和田市 伝法寺区域 和田　幸雄 ○ 畑 10,000 小麦、大豆
142060320 十和田市 伝法寺区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 伝法寺区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 伝法寺区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 伝法寺区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 伝法寺区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 伝法寺区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 伝法寺区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 伝法寺区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 伝法寺区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 伝法寺区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 伝法寺区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 伝法寺区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 伝法寺区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020132 十和田市 伝法寺区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020133 十和田市 伝法寺区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020178 十和田市 伝法寺区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 伝法寺区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 伝法寺区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 伝法寺区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 伝法寺区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060009 十和田市 伝法寺区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 伝法寺区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060027 十和田市 伝法寺区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060034 十和田市 伝法寺区域 古舘　一城 ○ 水田 50,000 水稲
152060038 十和田市 伝法寺区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 伝法寺区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060040 十和田市 伝法寺区域 小笠原　利行 ○ 草地 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060063 十和田市 伝法寺区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 伝法寺区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 伝法寺区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 伝法寺区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
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152060075 十和田市 伝法寺区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060085 十和田市 伝法寺区域 野崎　甚代右ェ門 ○ 水田 12,000 カボチャ、ナガイモ
152060086 十和田市 伝法寺区域 野崎　甚代右ェ門 ○ 畑 12,000 カボチャ、ナガイモ
152060087 十和田市 伝法寺区域 野崎　良友 ○ 水田 6,000 ゴボウ
152060094 十和田市 伝法寺区域 中村　義信 ○ 水田 10,000 水稲
152060102 十和田市 伝法寺区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060118 十和田市 伝法寺区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
152060126 十和田市 伝法寺区域 工藤　惣史 ○ 水田 10,000 ニンニク、ゴボウ
152060127 十和田市 伝法寺区域 工藤　惣史 ○ 畑 10,000 ニンニク、ゴボウ
154020009 十和田市 伝法寺区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020032 十和田市 伝法寺区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020043 十和田市 伝法寺区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 伝法寺区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 伝法寺区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060017 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　いずみだ　代表理事　小笠原　秋彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
162060018 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　いずみだ　代表理事　小笠原　秋彦 ○ 畑 50,000 大豆、小麦
162060032 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　野村園芸農場　理事　野村　敏男 ○ 水田 30,000 大豆
162060054 十和田市 伝法寺区域 野崎　敏夫 ○ 水田 20,000 牧草
162060055 十和田市 伝法寺区域 野崎　敏夫 ○ 草地 20,000 牧草
164050012 十和田市 伝法寺区域 成田　一髙 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ニンニク
164050013 十和田市 伝法寺区域 成田　一髙 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ニンニク
172060009 十和田市 伝法寺区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060040 十和田市 伝法寺区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 伝法寺区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 伝法寺区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060047 十和田市 伝法寺区域 小笠原　聡 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
172060048 十和田市 伝法寺区域 小笠原　聡 ○ 畑 30,000 ニンニク
172060049 十和田市 伝法寺区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060057 十和田市 伝法寺区域 小笠原　一雄 ○ 水田 70,000 大豆
172060058 十和田市 伝法寺区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 伝法寺区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 伝法寺区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 伝法寺区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 伝法寺区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 伝法寺区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 伝法寺区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 伝法寺区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 伝法寺区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060078 十和田市 伝法寺区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 伝法寺区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060107 十和田市 伝法寺区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060131 十和田市 伝法寺区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
172060134 十和田市 伝法寺区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 伝法寺区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 伝法寺区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 伝法寺区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 伝法寺区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 伝法寺区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 伝法寺区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 伝法寺区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 伝法寺区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 伝法寺区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060021 十和田市 伝法寺区域 工藤　芳則 ○ 水田 4,000 水稲
182060032 十和田市 伝法寺区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060038 十和田市 伝法寺区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 伝法寺区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 伝法寺区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 伝法寺区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 伝法寺区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等

125 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

182060044 十和田市 伝法寺区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 伝法寺区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 伝法寺区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 伝法寺区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 伝法寺区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060053 十和田市 伝法寺区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 伝法寺区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 伝法寺区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 伝法寺区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 伝法寺区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 伝法寺区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 伝法寺区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 伝法寺区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 伝法寺区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 伝法寺区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 伝法寺区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 樹園地 5,000 リンゴ　他
192060006 十和田市 伝法寺区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 伝法寺区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060013 十和田市 伝法寺区域 小笠原　勝彦 ○ 水田 10,000 大豆、小麦
192060014 十和田市 伝法寺区域 小笠原　勝彦 ○ 畑 10,000 大豆、小麦
192060074 十和田市 伝法寺区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 伝法寺区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060083 十和田市 伝法寺区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 伝法寺区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
194050014 十和田市 伝法寺区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 伝法寺区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 伝法寺区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 伝法寺区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 伝法寺区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060011 十和田市 伝法寺区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 伝法寺区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 伝法寺区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
204020005 十和田市 伝法寺区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 四和区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 四和区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 四和区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 四和区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060034 十和田市 四和区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060047 十和田市 四和区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 四和区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 四和区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 四和区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060059 十和田市 四和区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060080 十和田市 四和区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060085 十和田市 四和区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 四和区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 四和区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060097 十和田市 四和区域 根岸　始 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ナガイモ
142060101 十和田市 四和区域 力石　健市 ○ 畑 15,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060117 十和田市 四和区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 水田 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
142060118 十和田市 四和区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 畑 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
142060146 十和田市 四和区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 四和区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 四和区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 四和区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
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142060156 十和田市 四和区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 四和区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060171 十和田市 四和区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 四和区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060189 十和田市 四和区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060199 十和田市 四和区域 三浦　和博 ○ 水田 50,000 牧草
142060200 十和田市 四和区域 三浦　和博 ○ 畑 50,000 牧草
142060201 十和田市 四和区域 三浦　和博 ○ 草地 50,000 牧草
142060241 十和田市 四和区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 四和区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060258 十和田市 四和区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 四和区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060267 十和田市 四和区域 髙村　國昭 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060308 十和田市 四和区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 水田 100,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
142060309 十和田市 四和区域 農事組合法人　サクラ　代表理事　高橋　豊明 ○ 畑 100,000 小麦、ソバ、大豆
142060314 十和田市 四和区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 四和区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 四和区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 四和区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 四和区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 四和区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 四和区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 四和区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 四和区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 四和区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 四和区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 四和区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 四和区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 四和区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 四和区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 四和区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020134 十和田市 四和区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020135 十和田市 四和区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020179 十和田市 四和区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 四和区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 四和区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 四和区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 四和区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144500037 十和田市 四和区域 福田　一男 ○ 水田 30,000 飼料作物
144500037 十和田市 四和区域 福田　一男 ○ 畑 30,000 飼料作物
152060009 十和田市 四和区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 四和区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060011 十和田市 四和区域 佐々木　哲 ○ 水田 10,000 ニンニク
152060012 十和田市 四和区域 佐々木　哲 ○ 畑 10,000 ニンニク
152060013 十和田市 四和区域 米田　昭雄 ○ 水田 20,000 水稲
152060014 十和田市 四和区域 米田　昭雄 ○ 畑 20,000 ニンニク
152060015 十和田市 四和区域 力石　健二 ○ 水田 100,000 牧草
152060016 十和田市 四和区域 力石　健二 ○ 畑 100,000 牧草
152060017 十和田市 四和区域 杉澤　勝彦 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
152060018 十和田市 四和区域 杉澤　勝彦 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
152060027 十和田市 四和区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060035 十和田市 四和区域 杉沢　功 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、野菜
152060036 十和田市 四和区域 杉沢　功 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、野菜
152060037 十和田市 四和区域 杉沢　功 ○ 草地 20,000 ゴボウ、ナガイモ、野菜
152060038 十和田市 四和区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 四和区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060063 十和田市 四和区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 四和区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 四和区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
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152060066 十和田市 四和区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060068 十和田市 四和区域 力石　堅太郎 ○ 水田 50,000 水稲
152060069 十和田市 四和区域 漆舘　日出夫 ○ 水田 10,000 葉たばこ
152060070 十和田市 四和区域 漆舘　日出夫 ○ 畑 10,000 葉たばこ
152060071 十和田市 四和区域 株式会社　おいらせ大地 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ、ネギ
152060072 十和田市 四和区域 株式会社　おいらせ大地 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ネギ
152060075 十和田市 四和区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060102 十和田市 四和区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060118 十和田市 四和区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
152060124 十和田市 四和区域 工藤　惣史 ○ 水田 10,000 ニンニク、ゴボウ
152060125 十和田市 四和区域 工藤　惣史 ○ 畑 10,000 ニンニク、ゴボウ
154020010 十和田市 四和区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020033 十和田市 四和区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020044 十和田市 四和区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 四和区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 四和区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060017 十和田市 四和区域 農事組合法人　いずみだ　代表理事　小笠原　秋彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
162060045 十和田市 四和区域 工藤　和男 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
162060046 十和田市 四和区域 工藤　和男 ○ 畑 30,000 大豆
162060056 十和田市 四和区域 野崎　敏夫 ○ 水田 20,000 牧草
162060057 十和田市 四和区域 野崎　敏夫 ○ 草地 20,000 牧草
162060096 十和田市 四和区域 今泉　良七 ○ 水田 20,000 水稲、牧草
162060097 十和田市 四和区域 今泉　良七 ○ 草地 20,000 牧草
172060009 十和田市 四和区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060040 十和田市 四和区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 四和区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 四和区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 四和区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060050 十和田市 四和区域 漆舘　博世 ○ 水田 30,000 水稲
172060050 十和田市 四和区域 漆舘　博世 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
172060058 十和田市 四和区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 四和区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 四和区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 四和区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 四和区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 四和区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 四和区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 四和区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 四和区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060078 十和田市 四和区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 四和区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060102 十和田市 四和区域 中渡　勝雄 ○ 畑 5,000 ニンニク
172060107 十和田市 四和区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060132 十和田市 四和区域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
172060134 十和田市 四和区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 四和区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 四和区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 四和区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 四和区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 四和区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 四和区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 四和区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 四和区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 四和区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060024 十和田市 四和区域 畑中　進 ○ 水田 30,000 水稲
182060026 十和田市 四和区域 佐々木　亨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060032 十和田市 四和区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060038 十和田市 四和区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 四和区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
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182060041 十和田市 四和区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 四和区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 四和区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 四和区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 四和区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 四和区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 四和区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 四和区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060053 十和田市 四和区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 四和区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 四和区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 四和区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 四和区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 四和区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 四和区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 四和区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 四和区域 力石　悠子 ○ 水田 10,000 水稲、西洋野菜、ニンニク
192060003 十和田市 四和区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 四和区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 四和区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 四和区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 四和区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 四和区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 四和区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 四和区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060021 十和田市 四和区域 福田　一男 ○ 草地 10,000 牧草
192060023 十和田市 四和区域 山口　博治 ○ 水田 10,000 牧草
192060049 十和田市 四和区域 今泉　正利 ○ 水田 20,000 水稲
192060068 十和田市 四和区域 漆畑　裕之 ○ 水田 35,000 水稲
192060069 十和田市 四和区域 漆畑　裕之 ○ 畑 2,000 野菜
192060074 十和田市 四和区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 四和区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060083 十和田市 四和区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 四和区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
194050014 十和田市 四和区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 四和区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 四和区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 四和区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 四和区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060011 十和田市 四和区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 四和区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 四和区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
204020005 十和田市 四和区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 三本木区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060002 十和田市 三本木区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 三本木区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 三本木区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060034 十和田市 三本木区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060038 十和田市 三本木区域 畑中　愛章 ○ 水田 2,000 水稲
142060041 十和田市 三本木区域 山崎　誠一 ○ 水田 10,000 水稲
142060042 十和田市 三本木区域 北上　稔 ○ 水田 30,000 水稲
142060043 十和田市 三本木区域 長根　栄一 ○ 水田 30,000 水稲
142060045 十和田市 三本木区域 山端　淳 ○ 水田 10,000 根菜類
142060046 十和田市 三本木区域 山端　淳 ○ 畑 10,000 根菜類
142060047 十和田市 三本木区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 三本木区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 三本木区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 三本木区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060051 十和田市 三本木区域 林　勝美 ○ 水田 30,000 大豆、麦
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142060052 十和田市 三本木区域 林　勝美 ○ 畑 30,000 大豆、麦
142060059 十和田市 三本木区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060066 十和田市 三本木区域 中野渡　春雄 ○ 水田 5,000 水稲
142060074 十和田市 三本木区域 竹ケ原　善昭 ○ 水田 10,000 ゴボウ、大豆、麦
142060080 十和田市 三本木区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060082 十和田市 三本木区域 苫米地　一 ○ 水田 10,000 水稲、小麦
142060085 十和田市 三本木区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 三本木区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 三本木区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060129 十和田市 三本木区域 大下内　伸勝 ○ 水田 100,000 水稲、ゴボウ、大豆
142060130 十和田市 三本木区域 大下内　伸勝 ○ 畑 100,000 ゴボウ、大豆
142060146 十和田市 三本木区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 三本木区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 三本木区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 三本木区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 三本木区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 三本木区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060163 十和田市 三本木区域 立崎　義美　 ○ 水田 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060164 十和田市 三本木区域 立崎　義美　 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060171 十和田市 三本木区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 三本木区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060177 十和田市 三本木区域 梅田　英継 ○ 水田 100,000 水稲、草地
142060178 十和田市 三本木区域 梅田　英継 ○ 草地 100,000 草地
142060182 十和田市 三本木区域 川口　信二 ○ 畑 10,000 ダイコン、赤かぶ
142060189 十和田市 三本木区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060214 十和田市 三本木区域 戸來　隆男 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ゴボウ
142060215 十和田市 三本木区域 戸來　隆男 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
142060221 十和田市 三本木区域 米田　利春 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060222 十和田市 三本木区域 米田　利春 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060223 十和田市 三本木区域 佐藤　勝雄 ○ 水田 40,000 水稲
142060241 十和田市 三本木区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 三本木区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060247 十和田市 三本木区域 坂本　秀美 ○ 水田 100,000 牧草、WCS
142060248 十和田市 三本木区域 坂本　秀美 ○ 草地 100,000 牧草
142060255 十和田市 三本木区域 太田　正一 ○ 水田 10,000 水稲、大豆、小麦
142060258 十和田市 三本木区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 三本木区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060286 十和田市 三本木区域 田高　新一 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142060293 十和田市 三本木区域 久保　年男 ○ 水田 20,000 水稲
142060295 十和田市 三本木区域 小山田　悦夫 ○ 水田 20,000 水稲
142060296 十和田市 三本木区域 小山田　悦夫 ○ 畑 20,000 ゴボウ
142060299 十和田市 三本木区域 小山田　訓 ○ 水田 40,000 大豆
142060300 十和田市 三本木区域 小山田　訓 ○ 畑 40,000 大豆
142060303 十和田市 三本木区域 中野渡　利昌 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ネギ
142060304 十和田市 三本木区域 中野渡　利昌 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ネギ
142060305 十和田市 三本木区域 農事組合法人　下切田　代表理事　高木　正義 ○ 水田 100,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
142060307 十和田市 三本木区域 小笠原　千枝子 ○ 水田 10,000 飼料作物
142060314 十和田市 三本木区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 三本木区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 三本木区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 三本木区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 三本木区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 三本木区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 三本木区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 三本木区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 三本木区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 三本木区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 三本木区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 三本木区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
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144020078 十和田市 三本木区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 三本木区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 三本木区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 三本木区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020136 十和田市 三本木区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020137 十和田市 三本木区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020180 十和田市 三本木区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 三本木区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 三本木区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 三本木区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 三本木区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060006 十和田市 三本木区域 大坂　吉光 ○ 水田 38,100 水稲
152060009 十和田市 三本木区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 三本木区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060025 十和田市 三本木区域 畑山　武雄 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
152060026 十和田市 三本木区域 畑山　武雄 ○ 畑 30,000 ニンニク
152060027 十和田市 三本木区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060032 十和田市 三本木区域 古間木　有司 ○ 水田 20,000 ニンニク
152060033 十和田市 三本木区域 古間木　有司 ○ 畑 20,000 ニンニク
152060038 十和田市 三本木区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 三本木区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060056 十和田市 三本木区域 福沢　秀雄 ○ 水田 10,000 SGS
152060059 十和田市 三本木区域 久保　年男 ○ 畑 20,000 水稲
152060061 十和田市 三本木区域 桜田　和彦 ○ 水田 5,000 水稲
152060063 十和田市 三本木区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 三本木区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 三本木区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 三本木区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060075 十和田市 三本木区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060084 十和田市 三本木区域 古里　敏幸 ○ 水田 20,000 水稲
152060102 十和田市 三本木区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060107 十和田市 三本木区域 米田　宏幸 ○ 水田 7,000 水稲
152060108 十和田市 三本木区域 米田　宏幸 ○ 畑 7,000 麦
152060112 十和田市 三本木区域 白山　春男 ○ 水田 300,000 水稲、畑作
152060116 十和田市 三本木区域 泉山　光夫 ○ 水田 15,000 水稲
152060117 十和田市 三本木区域 泉山　光夫 ○ 畑 15,000 ニンニク
152060118 十和田市 三本木区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
152060122 十和田市 三本木区域 大久保　利美 ○ 畑 20,000 ゴボウ
154020011 十和田市 三本木区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020034 十和田市 三本木区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020045 十和田市 三本木区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 三本木区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 三本木区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060025 十和田市 三本木区域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 水田 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162060026 十和田市 三本木区域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 畑 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162060039 十和田市 三本木区域 畑山　勝男 ○ 水田 100,000 水稲、ニンニク
162060040 十和田市 三本木区域 畑山　勝男 ○ 畑 100,000 ニンニク
162060050 十和田市 三本木区域 畠山　達夫 ○ 水田 5,000 水稲
162060052 十和田市 三本木区域 佐々木　時穂 ○ 水田 30,000 水稲
162060058 十和田市 三本木区域 齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
162060059 十和田市 三本木区域 齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンジン、ニンニク
162060074 十和田市 三本木区域 山﨑　國男 ○ 畑 10,000 野菜
162060075 十和田市 三本木区域 氣田　好人 ○ 水田 3,000 水稲
162060076 十和田市 三本木区域 川村　進一 ○ 水田 11,000 水稲
162060087 十和田市 三本木区域 立崎　石男 ○ 水田 5,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
162060088 十和田市 三本木区域 立崎　石男 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
162060098 十和田市 三本木区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク
162060099 十和田市 三本木区域 山田　信一 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク
162060106 十和田市 三本木区域 下久保　正樹 ○ 水田 50,000 牧草、飼料用米
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162060107 十和田市 三本木区域 下久保　正樹 ○ 畑 50,000 牧草、飼料用米
162060108 十和田市 三本木区域 下久保　正樹 ○ 草地 50,000 牧草、飼料用米
172060002 十和田市 三本木区域 川村　豊美 ○ 水田 20,000 チモシー
172060003 十和田市 三本木区域 川村　豊美 ○ 畑 20,000 チモシー
172060004 十和田市 三本木区域 川村　豊美 ○ 草地 20,000 チモシー
172060009 十和田市 三本木区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060012 十和田市 三本木区域 太田　浩司 ○ 水田 5,000 水稲
172060013 十和田市 三本木区域 太田　浩司 ○ 畑 5,000 大豆、小麦
172060018 十和田市 三本木区域 苫米地　文亮 ○ 水田 30,000 ゴボウ
172060019 十和田市 三本木区域 苫米地　文亮 ○ 畑 30,000 ゴボウ
172060020 十和田市 三本木区域 川原　喜代志 ○ 水田 5,000 飼料作物
172060021 十和田市 三本木区域 川原　喜代志 ○ 畑 5,000 飼料作物
172060035 十和田市 三本木区域 下佐　賢悦 ○ 水田 10,000 ナガイモ
172060036 十和田市 三本木区域 下佐　賢悦 ○ 畑 10,000 ナガイモ
172060037 十和田市 三本木区域 下佐　賢悦 ○ 草地 10,000 ナガイモ
172060040 十和田市 三本木区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 三本木区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 三本木区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 三本木区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060056 十和田市 三本木区域 大川　仁 ○ 水田 10,000 水稲
172060058 十和田市 三本木区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 三本木区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 三本木区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 三本木区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 三本木区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 三本木区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060064 十和田市 三本木区域 北上　勲 ○ 水田 10,000 水稲、ソバ
172060065 十和田市 三本木区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060066 十和田市 三本木区域 小山石　喜憲 ○ 水田 4,000 牧草
172060067 十和田市 三本木区域 櫻田　アキヱ ○ 水田 30,000 水稲
172060068 十和田市 三本木区域 桜田　勇 ○ 水田 5,000 水稲
172060069 十和田市 三本木区域 櫻田　博 ○ 水田 30,000 水稲
172060070 十和田市 三本木区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 三本木区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060076 十和田市 三本木区域 佐藤　松雄 ○ 水田 10,000 水稲
172060077 十和田市 三本木区域 佐々木　秀見 ○ 水田 8,000 水稲（種子用）
172060078 十和田市 三本木区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 三本木区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060082 十和田市 三本木区域 竹島　大志 ○ 水田 5,000 水稲、ナガイモ、ニンニク、ゴボウ、ネギ
172060084 十和田市 三本木区域 附田　耕悦 ○ 水田 10,000 水稲
172060087 十和田市 三本木区域 附田　德昭 ○ 水田 20,000 水稲（主食用米、飼料用米）
172060091 十和田市 三本木区域 豊川　義光 ○ 水田 10,000 水稲、大豆、麦
172060093 十和田市 三本木区域 中川原　忠夫 ○ 水田 30,000 水稲
172060099 十和田市 三本木区域 中橋　久喜 ○ 水田 30,000 水稲
172060100 十和田市 三本木区域 長畑　晃 ○ 水田 5,000 水稲
172060101 十和田市 三本木区域 中平　一夫 ○ 水田 10,000 水稲（種子用）
172060104 十和田市 三本木区域 畑山　憲志 ○ 水田 5,000 水稲
172060107 十和田市 三本木区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060108 十和田市 三本木区域 松田　信也 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
172060115 十和田市 三本木区域 松田　勝 ○ 水田 10,000 水稲
172060121 十和田市 三本木区域 山道　道子 ○ 水田 23,000 水稲
172060124 十和田市 三本木区域 田嶋　明夫 ○ 水田 30,000 水稲
172060125 十和田市 三本木区域 本間　剛 ○ 水田 10,000 水稲
172060130 十和田市 三本木区域 竹ケ原　一志 ○ 水田 30,000 水稲、大豆
172060134 十和田市 三本木区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 三本木区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 三本木区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 三本木区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 三本木区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
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182060003 十和田市 三本木区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 三本木区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 三本木区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 三本木区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 三本木区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060022 十和田市 三本木区域 大久保　勝弘 ○ 水田 10,000 水稲、野菜
182060023 十和田市 三本木区域 大久保　勝弘 ○ 畑 10,000 野菜
182060028 十和田市 三本木区域 畑中　修 ○ 水田 20,000 水稲
182060032 十和田市 三本木区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060038 十和田市 三本木区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 三本木区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 三本木区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 三本木区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 三本木区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 三本木区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 三本木区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 三本木区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 三本木区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 三本木区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060052 十和田市 三本木区域 平舘　龍太郎 ○ 水田 30,000 水稲
182060053 十和田市 三本木区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 三本木区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 三本木区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 三本木区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 三本木区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 三本木区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 三本木区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 三本木区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 三本木区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 三本木区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 三本木区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 三本木区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 三本木区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 三本木区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 三本木区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 三本木区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060022 十和田市 三本木区域 株式会社　あおもりクロップス　代表取締役　藤枝　政徳 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、ニンニク、カボチャ　他
192060022 十和田市 三本木区域 株式会社　あおもりクロップス　代表取締役　藤枝　政徳 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンニク、カボチャ
192060025 十和田市 三本木区域 江渡　喜代人 ○ 水田 5,000 牧草
192060032 十和田市 三本木区域 松田　賢志 ○ 水田 50,000 水稲
192060034 十和田市 三本木区域 永井　恵介 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ゴボウ
192060035 十和田市 三本木区域 永井　恵介 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
192060040 十和田市 三本木区域 下佐　春美 ○ 水田 5,000 ニンニク、水稲
192060041 十和田市 三本木区域 佐々木　豊 ○ 水田 10,000 水稲
192060042 十和田市 三本木区域 佐々木　豊 ○ 畑 1,000 ニンニク
192060043 十和田市 三本木区域 小山石　達也 ○ 水田 5,000 水稲、麦
192060074 十和田市 三本木区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 三本木区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060077 十和田市 三本木区域 仁和　眞 ○ 水田 10,000 水稲
192060080 十和田市 三本木区域 長谷川　義央 ○ 水田 3,000 ニンニク
192060083 十和田市 三本木区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 三本木区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
192060088 十和田市 三本木区域 甲田　一博 ○ 水田 20,000 ニンニク
194050014 十和田市 三本木区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 三本木区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 三本木区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 三本木区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 三本木区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060011 十和田市 三本木区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
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202060012 十和田市 三本木区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 三本木区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060016 十和田市 三本木区域 厨川　誠 ○ 水田 3,000 ニンニク
202060017 十和田市 三本木区域 厨川　誠 ○ 畑 3,000 ニンニク
202060019 十和田市 三本木区域 畠山　聖 ○ 水田 5,000 ネギ、ニンニク
202060023 十和田市 三本木区域 畠山　聖 ○ 畑 5,000 ネギ、ニンニク
202060028 十和田市 三本木区域 株式会社　水尻畜産　代表取締役　水尻　吉治 ○ 水田 1,500 飼料作物
204020005 十和田市 三本木区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060003 十和田市 切田区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
142060004 十和田市 切田区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 切田区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 切田区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060034 十和田市 切田区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060037 十和田市 切田区域 中野渡　正光 ○ 水田 20,000 飼料用米
142060040 十和田市 切田区域 豊川　恒雄 ○ 畑 10,000 大豆、麦
142060047 十和田市 切田区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 切田区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 切田区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 切田区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060059 十和田市 切田区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060080 十和田市 切田区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060085 十和田市 切田区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 切田区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 切田区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060088 十和田市 切田区域 畠山　新市 ○ 水田 20,000 水稲
142060108 十和田市 切田区域 芦沢　定人 ○ 水田 30,000 牧草
142060109 十和田市 切田区域 芦沢　定人 ○ 草地 30,000 牧草
142060121 十和田市 切田区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 水田 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
142060122 十和田市 切田区域 株式会社　グリーンソウル　代表取締役　米田　拓実 ○ 畑 300,000 ダイコン、大豆、ナガイモ
142060123 十和田市 切田区域 畑山　定則 ○ 水田 20,000 水稲
142060138 十和田市 切田区域 古舘　憲 ○ 水田 5,000 ニンニク、ネギ
142060146 十和田市 切田区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060153 十和田市 切田区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 切田区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 切田区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 切田区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 切田区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060171 十和田市 切田区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 切田区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060189 十和田市 切田区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060193 十和田市 切田区域 松田　滝見 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060194 十和田市 切田区域 松田　滝見 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ネギ
142060202 十和田市 切田区域 三浦　和博 ○ 水田 50,000 牧草
142060203 十和田市 切田区域 三浦　和博 ○ 畑 50,000 牧草
142060204 十和田市 切田区域 三浦　和博 ○ 草地 50,000 牧草
142060232 十和田市 切田区域 杉山　栄子 ○ 水田 3,000 水稲、ニンニク
142060233 十和田市 切田区域 杉山　栄子 ○ 畑 3,000 ニンニク
142060239 十和田市 切田区域 下山　勲 ○ 水田 150,000 飼料作物
142060241 十和田市 切田区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 切田区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060257 十和田市 切田区域 畑山　喜太郎 ○ 水田 3,000 水稲
142060258 十和田市 切田区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 切田区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060261 十和田市 切田区域 佐藤　幸男 ○ 水田 5,000 水稲、飼料作物
142060264 十和田市 切田区域 髙木　正義 ○ 水田 50,000 小麦、大豆
142060274 十和田市 切田区域 豊川　勝美 ○ 水田 20,000 水稲
142060305 十和田市 切田区域 農事組合法人　下切田　代表理事　高木　正義 ○ 水田 100,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
142060306 十和田市 切田区域 農事組合法人　下切田　代表理事　高木　正義 ○ 畑 100,000 小麦、ソバ、大豆
142060314 十和田市 切田区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
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142060315 十和田市 切田区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 切田区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 切田区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 切田区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 切田区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 切田区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 切田区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 切田区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 切田区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 切田区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 切田区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 切田区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 切田区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 切田区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 切田区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020138 十和田市 切田区域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020139 十和田市 切田区域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020181 十和田市 切田区域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144050025 十和田市 切田区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 切田区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 切田区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 切田区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060001 十和田市 切田区域 山田　利昭 ○ 水田 50,000 野菜、畑作
152060002 十和田市 切田区域 山田　利昭 ○ 畑 50,000 野菜、畑作
152060007 十和田市 切田区域 豊川　洋人 ○ 水田 10,000 飼料作物
152060008 十和田市 切田区域 豊川　洋人 ○ 畑 10,000 飼料作物
152060009 十和田市 切田区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 切田区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060023 十和田市 切田区域 畑山　武雄 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
152060024 十和田市 切田区域 畑山　武雄 ○ 畑 30,000 ニンニク
152060027 十和田市 切田区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060038 十和田市 切田区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 切田区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060047 十和田市 切田区域 農事組合法人　向切田　代表理事　豊川　毅 ○ 水田 600,000 水稲、小麦、ソバ、大豆
152060048 十和田市 切田区域 豊川　孝悦 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク
152060049 十和田市 切田区域 豊川　孝悦 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
152060056 十和田市 切田区域 福沢　秀雄 ○ 水田 10,000 SGS
152060063 十和田市 切田区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 切田区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 切田区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 切田区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060073 十和田市 切田区域 笹森　金太郎 ○ 水田 10,000 水稲、飼料作物
152060074 十和田市 切田区域 笹森　金太郎 ○ 畑 10,000 飼料作物
152060075 十和田市 切田区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060080 十和田市 切田区域 杉山　秀明 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ニンニク
152060081 十和田市 切田区域 杉山　秀明 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ニンニク
152060102 十和田市 切田区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060103 十和田市 切田区域 畑山　昭雄 ○ 水田 30,000 水稲
152060113 十和田市 切田区域 白山　春男 ○ 水田 300,000 水稲、畑作
152060118 十和田市 切田区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
152060128 十和田市 切田区域 斗沢　清 ○ 水田 20,000 牧草
154020012 十和田市 切田区域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020035 十和田市 切田区域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020046 十和田市 切田区域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154050025 十和田市 切田区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
154050026 十和田市 切田区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060041 十和田市 切田区域 畑山　勝男 ○ 水田 100,000 水稲、ニンニク
162060042 十和田市 切田区域 畑山　勝男 ○ 畑 100,000 ニンニク
162060047 十和田市 切田区域 久保　勇吉 ○ 水田 10,000 水稲
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162060077 十和田市 切田区域 戸來　隆男 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ゴボウ
162060078 十和田市 切田区域 戸來　隆男 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
162060079 十和田市 切田区域 東　幸信 ○ 水田 887 ゴボウ
162060100 十和田市 切田区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク
162060101 十和田市 切田区域 山田　信一 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク
162060104 十和田市 切田区域 樋口　晃彦 ○ 水田 10,000 牧草
162060105 十和田市 切田区域 樋口　晃彦 ○ 畑 10,000 牧草
172060005 十和田市 切田区域 髙木　正義 ○ 畑 5,000 野菜
172060008 十和田市 切田区域 氣田　智彦 ○ 水田 5,000 水稲
172060009 十和田市 切田区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060028 十和田市 切田区域 前川原　義富 ○ 水田 10,000 ニンニク
172060029 十和田市 切田区域 前川原　義富 ○ 畑 10,000 ニンニク
172060032 十和田市 切田区域 下佐　賢悦 ○ 水田 10,000 ナガイモ
172060033 十和田市 切田区域 下佐　賢悦 ○ 畑 10,000 ナガイモ
172060034 十和田市 切田区域 下佐　賢悦 ○ 草地 10,000 ナガイモ
172060038 十和田市 切田区域 上明戸　園子 ○ 水田 10,000 ニンニク
172060039 十和田市 切田区域 上明戸　園子 ○ 畑 10,000 ニンニク
172060040 十和田市 切田区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 切田区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 切田区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 切田区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060055 十和田市 切田区域 大川　和男 ○ 水田 30,000 水稲
172060058 十和田市 切田区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 切田区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 切田区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 切田区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 切田区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 切田区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 切田区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 切田区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 切田区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060078 十和田市 切田区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 切田区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060107 十和田市 切田区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060108 十和田市 切田区域 松田　信也 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
172060113 十和田市 切田区域 松田　隆 ○ 水田 23,000 水稲
172060134 十和田市 切田区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 切田区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
174050010 十和田市 切田区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 切田区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 切田区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 切田区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 切田区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 切田区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 切田区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 切田区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060010 十和田市 切田区域 畑山　幸彦 ○ 水田 30,000 水稲、野菜
182060011 十和田市 切田区域 畑山　幸彦 ○ 畑 30,000 野菜
182060016 十和田市 切田区域 田上　俊邦 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
182060017 十和田市 切田区域 田上　俊邦 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
182060027 十和田市 切田区域 佐々木　亨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060032 十和田市 切田区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060033 十和田市 切田区域 畑山　春美 ○ 水田 15,000 水稲
182060038 十和田市 切田区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
182060040 十和田市 切田区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 切田区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 切田区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 切田区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 切田区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等

136 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

182060045 十和田市 切田区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 切田区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 切田区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 切田区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060053 十和田市 切田区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
182060054 十和田市 切田区域 川上　義男 ○ 水田 17,000 ニンニク、ナガイモ
184020017 十和田市 切田区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 切田区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 切田区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 切田区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 切田区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 切田区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 切田区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 切田区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 切田区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 切田区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 切田区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 切田区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 切田区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 切田区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 切田区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060020 十和田市 切田区域 繁在家　誠一 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
192060027 十和田市 切田区域 久保田　崇博 ○ 水田 5,000 ニンニク
192060028 十和田市 切田区域 久保田　崇博 ○ 畑 5,000 ニンニク
192060029 十和田市 切田区域 久保　佑樹 ○ 水田 5,000 無農薬露地野菜
192060030 十和田市 切田区域 久保　佑樹 ○ 畑 5,000 無農薬露地野菜
192060033 十和田市 切田区域 松田　賢志 ○ 水田 50,000 水稲
192060040 十和田市 切田区域 下佐　春美 ○ 水田 5,000 ニンニク、水稲
192060046 十和田市 切田区域 後沢　信英 ○ 水田 10,000 ゴボウ
192060048 十和田市 切田区域 株式会社　おいらせ大地　代表取締役　舛舘　和博 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ、ネギ、ダイコン
192060052 十和田市 切田区域 上明戸　好一 ○ 水田 20,000 水稲
192060053 十和田市 切田区域 杉沢　茂 ○ 水田 30,000 ニンニク
192060054 十和田市 切田区域 杉沢　茂 ○ 畑 30,000 ニンニク
192060056 十和田市 切田区域 豊川　忠男 ○ 水田 5,000 水稲
192060057 十和田市 切田区域 豊川　俊悦 ○ 水田 10,000 飼料作物
192060059 十和田市 切田区域 角田　斉 ○ 水田 15,000 水稲
192060060 十和田市 切田区域 角田　斉 ○ 畑 1,000 豆
192060067 十和田市 切田区域 沢井　清治 ○ 水田 30,000 水稲
192060071 十和田市 切田区域 畑山　博文 ○ 水田 20,000 水稲
192060074 十和田市 切田区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 切田区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060076 十和田市 切田区域 高屋　喜一 ○ 水田 5,000 水稲
192060082 十和田市 切田区域 沼岡　沙紀 ○ 畑 4,000 水稲
192060083 十和田市 切田区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 切田区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
194050014 十和田市 切田区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 切田区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 切田区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 切田区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 切田区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060005 十和田市 切田区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 水田 100,000 牧草
202060009 十和田市 切田区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 草地 100,000 牧草
202060011 十和田市 切田区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 切田区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 切田区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060020 十和田市 切田区域 畠山　聖 ○ 水田 5,000 ネギ、ニンニク
202060024 十和田市 切田区域 畠山　聖 ○ 畑 5,000 ネギ、ニンニク
204020005 十和田市 切田区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142060001 十和田市 旧十和田湖町区域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
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142060002 十和田市 旧十和田湖町区域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
142060005 十和田市 旧十和田湖町区域 川上　茂 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060006 十和田市 旧十和田湖町区域 川上　茂 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142060011 十和田市 旧十和田湖町区域 東　寛貴 ○ 水田 8,000 水稲
142060012 十和田市 旧十和田湖町区域 東　寛貴 ○ 畑 8,000 大豆、ニンニク
142060020 十和田市 旧十和田湖町区域 野月　義広 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
142060021 十和田市 旧十和田湖町区域 野月　義広 ○ 畑 30,000 ニンニク
142060022 十和田市 旧十和田湖町区域 石川原　富男 ○ 水田 10,000 水稲
142060026 十和田市 旧十和田湖町区域 斉藤　重美 ○ 水田 10,000 水稲
142060027 十和田市 旧十和田湖町区域 斉藤　重美 ○ 畑 10,000 ゴボウ
142060034 十和田市 旧十和田湖町区域 小原　昇 ○ 水田 50,000 水稲
142060047 十和田市 旧十和田湖町区域 櫻田　剛 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060048 十和田市 旧十和田湖町区域 櫻田　剛 ○ 畑 50,000 野菜
142060050 十和田市 旧十和田湖町区域 小田　正喜 ○ 水田 10,000 水稲
142060050 十和田市 旧十和田湖町区域 小田　正喜 ○ 畑 10,000 ナガイモ等
142060059 十和田市 旧十和田湖町区域 仁和　正一 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
142060080 十和田市 旧十和田湖町区域 栗山　敬一 ○ 水田 100,000 水稲
142060085 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 水田 800,000 水稲、麦、大豆、ニンニク、菜種
142060086 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　赤沼営農組合　代表理事　下佐　喬 ○ 畑 800,000 麦、大豆、ニンニク、菜種
142060087 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　中矢営農組合　代表理事　畠山　新市 ○ 水田 150,000 水稲、大豆
142060103 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　鐡男 ○ 水田 15,000 水稲、ニンニク
142060104 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　清利 ○ 水田 20,000 水稲
142060105 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　信之助 ○ 畑 10,000 ダイコン、ニンニク、ネギ
142060106 十和田市 旧十和田湖町区域 芦沢　定人 ○ 水田 30,000 牧草
142060107 十和田市 旧十和田湖町区域 芦沢　定人 ○ 草地 30,000 牧草
142060116 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　勇一郎 ○ 水田 30,000 水稲
142060124 十和田市 旧十和田湖町区域 畑山　定則 ○ 水田 20,000 水稲
142060137 十和田市 旧十和田湖町区域 古舘　憲 ○ 水田 5,000 ニンニク、ネギ
142060140 十和田市 旧十和田湖町区域 市澤　大志 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
142060141 十和田市 旧十和田湖町区域 市澤　大志 ○ 畑 20,000 ニンニク
142060142 十和田市 旧十和田湖町区域 漆畑ファーム株式会社　代表取締役　漆畑　善文 ○ 水田 200,000 飼料作物
142060143 十和田市 旧十和田湖町区域 漆畑ファーム株式会社　代表取締役　漆畑　善文 ○ 草地 200,000 飼料作物
142060144 十和田市 旧十和田湖町区域 漆畑　善次郎 ○ 水田 100,000 牧草、飼料作物
142060145 十和田市 旧十和田湖町区域 漆畑　善次郎 ○ 草地 100,000 牧草、飼料作物
142060146 十和田市 旧十和田湖町区域 白山　直美 ○ 水田 40,000 水稲、麦
142060147 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　正孝 ○ 水田 10,000 大豆
142060148 十和田市 旧十和田湖町区域 小林　弘 ○ 水田 10,000 水稲
142060149 十和田市 旧十和田湖町区域 太田　隆志 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
142060150 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　武夫 ○ 水田 10,000 水稲
142060150 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　武夫 ○ 畑 10,000 野菜
142060151 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　重利 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
142060152 十和田市 旧十和田湖町区域 新屋敷　より子 ○ 水田 10,000 牧草
142060153 十和田市 旧十和田湖町区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草、野菜
142060154 十和田市 旧十和田湖町区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 500,000 大豆、牧草、野菜
142060155 十和田市 旧十和田湖町区域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 500,000 大豆、牧草、野菜
142060156 十和田市 旧十和田湖町区域 竹ケ原　幸光 ○ 水田 500,000 水稲、大豆、牧草
142060157 十和田市 旧十和田湖町区域 竹ケ原　幸光 ○ 草地 500,000 大豆、牧草
142060169 十和田市 旧十和田湖町区域 市澤　友三 ○ 畑 20,000 ニンニク
142060171 十和田市 旧十和田湖町区域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060172 十和田市 旧十和田湖町区域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060189 十和田市 旧十和田湖町区域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン
142060205 十和田市 旧十和田湖町区域 三浦　和博 ○ 水田 50,000 牧草
142060206 十和田市 旧十和田湖町区域 三浦　和博 ○ 畑 50,000 牧草
142060207 十和田市 旧十和田湖町区域 三浦　和博 ○ 草地 50,000 牧草
142060218 十和田市 旧十和田湖町区域 山下　健一 ○ 水田 10,000 水稲
142060228 十和田市 旧十和田湖町区域 加賀　市野進 ○ 水田 10,000 水稲
142060230 十和田市 旧十和田湖町区域 小原　久 ○ 水田 50,000 水稲
142060235 十和田市 旧十和田湖町区域 中屋敷　鉄男 ○ 水田 50,000 水稲、野菜
142060238 十和田市 旧十和田湖町区域 下山　勲 ○ 水田 150,000 飼料作物
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142060241 十和田市 旧十和田湖町区域 竹ヶ原　茂 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
142060242 十和田市 旧十和田湖町区域 竹ヶ原　茂 ○ 畑 20,000 ナガイモ
142060253 十和田市 旧十和田湖町区域 漆坂　勝男 ○ 水田 5,000 水稲
142060258 十和田市 旧十和田湖町区域 小山田　春男 ○ 水田 60,000 大豆
142060259 十和田市 旧十和田湖町区域 小山田　春男 ○ 畑 60,000 大豆
142060260 十和田市 旧十和田湖町区域 佐藤　幸男 ○ 水田 5,000 水稲、飼料作物
142060265 十和田市 旧十和田湖町区域 林　和彦 ○ 水田 7,000 水稲
142060266 十和田市 旧十和田湖町区域 野月　誠 ○ 水田 20,000 水稲
142060282 十和田市 旧十和田湖町区域 下久保　正樹 ○ 水田 50,000 牧草、飼料用米
142060283 十和田市 旧十和田湖町区域 下久保　正樹 ○ 畑 50,000 牧草
142060284 十和田市 旧十和田湖町区域 下久保　正樹 ○ 草地 50,000 牧草
142060314 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　満 ○ 水田 5,000 永年性牧草
142060315 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
142060316 十和田市 旧十和田湖町区域 小山田　秀雄 ○ 水田 30,000 水稲、大豆、小麦、ソバ等
142060320 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060321 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060330 十和田市 旧十和田湖町区域 仁和　正一 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144020006 十和田市 旧十和田湖町区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020007 十和田市 旧十和田湖町区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020008 十和田市 旧十和田湖町区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020049 十和田市 旧十和田湖町区域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020050 十和田市 旧十和田湖町区域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020077 十和田市 旧十和田湖町区域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020078 十和田市 旧十和田湖町区域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020091 十和田市 旧十和田湖町区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020092 十和田市 旧十和田湖町区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020093 十和田市 旧十和田湖町区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144050025 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050055 十和田市 旧十和田湖町区域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050056 十和田市 旧十和田湖町区域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050057 十和田市 旧十和田湖町区域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
152060003 十和田市 旧十和田湖町区域 折田　金悦 ○ 水田 30,000 牧草
152060004 十和田市 旧十和田湖町区域 折田　金悦 ○ 草地 30,000 牧草
152060009 十和田市 旧十和田湖町区域 竹浦　寿広 ○ 水田 20,000 ニンニク、飼料作物
152060010 十和田市 旧十和田湖町区域 栗山　敬一 ○ 畑 100,000 大豆、ソバ
152060027 十和田市 旧十和田湖町区域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060038 十和田市 旧十和田湖町区域 野崎　忍 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、緑肥
152060039 十和田市 旧十和田湖町区域 野崎　忍 ○ 畑 50,000 ニンニク、緑肥
152060052 十和田市 旧十和田湖町区域 小林　るり子 ○ 水田 5,000 飼料用米
152060062 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　正男 ○ 水田 20,000 飼料作物
152060063 十和田市 旧十和田湖町区域 宮澤　金一 ○ 水田 50,000 ゴボウなど
152060064 十和田市 旧十和田湖町区域 宮澤　金一 ○ 畑 50,000 ゴボウなど
152060065 十和田市 旧十和田湖町区域 竹浦　寿広 ○ 畑 20,000 ニンニク、飼料作物
152060066 十和田市 旧十和田湖町区域 小山田　秀雄 ○ 畑 30,000 大豆、小麦、ソバ等
152060075 十和田市 旧十和田湖町区域 佐々木　進一 ○ 畑 50,000 ソバ
152060082 十和田市 旧十和田湖町区域 川村　優 ○ 水田 30,000 牧草
152060095 十和田市 旧十和田湖町区域 白山　孝男 ○ 水田 14,000 牧草
152060096 十和田市 旧十和田湖町区域 川村　優 ○ 畑 30,000 牧草
152060097 十和田市 旧十和田湖町区域 外山　康仁 ○ 水田 50,000 牧草
152060098 十和田市 旧十和田湖町区域 外山　康仁 ○ 畑 50,000 牧草
152060099 十和田市 旧十和田湖町区域 芦沢　健悦 ○ 水田 10,000 水稲
152060101 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　吉蔵 ○ 水田 30,000 牧草
152060102 十和田市 旧十和田湖町区域 畑山　廣志 ○ 水田 10,000 牧草
152060104 十和田市 旧十和田湖町区域 三嶋　陽一郎 ○ 水田 50,000 牧草
152060109 十和田市 旧十和田湖町区域 樋口　晃彦 ○ 水田 30,000 水稲、草地
152060110 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　初 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ネギ
152060111 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　初 ○ 畑 30,000 ニンニク、ネギ
152060118 十和田市 旧十和田湖町区域 箕輪　展忠 ○ 水田 30,000 水稲、ソバ
154050025 十和田市 旧十和田湖町区域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
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154050026 十和田市 旧十和田湖町区域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 葉たばこ
162060016 十和田市 旧十和田湖町区域 下川原　堅一 ○ 水田 3,000 水稲
162060029 十和田市 旧十和田湖町区域 髙渕　善一 ○ 水田 5,000 牧草
162060030 十和田市 旧十和田湖町区域 髙渕　善一 ○ 畑 5,000 牧草
162060031 十和田市 旧十和田湖町区域 髙渕　善一 ○ 草地 5,000 牧草
162060033 十和田市 旧十和田湖町区域 市澤　敏憲 ○ 水田 30,000 水稲
162060034 十和田市 旧十和田湖町区域 関　善一 ○ 水田 10,000 水稲
162060035 十和田市 旧十和田湖町区域 川村　豊美 ○ 水田 20,000 チモシー
162060036 十和田市 旧十和田湖町区域 川村　豊美 ○ 草地 20,000 チモシー
162060084 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　勝夫 ○ 水田 50,000 水稲
162060102 十和田市 旧十和田湖町区域 山田　信一 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク
162060103 十和田市 旧十和田湖町区域 山田　信一 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク
162060109 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　広徳 ○ 水田 30,000 水稲
162060110 十和田市 旧十和田湖町区域 中橋　勝雄 ○ 水田 5,000 ニンニク
162060111 十和田市 旧十和田湖町区域 中橋　勝雄 ○ 畑 5,000 ニンニク
172060001 十和田市 旧十和田湖町区域 川村　豊美 ○ 畑 20,000 チモシー
172060009 十和田市 旧十和田湖町区域 山崎　重次郎 ○ 水田 15,000 水稲
172060022 十和田市 旧十和田湖町区域 折田　正勝 ○ 水田 20,000 飼料作物
172060023 十和田市 旧十和田湖町区域 折田　正勝 ○ 畑 20,000 飼料作物
172060026 十和田市 旧十和田湖町区域 音坂　勇雄 ○ 水田 10,000 水稲
172060027 十和田市 旧十和田湖町区域 音坂　勇雄 ○ 畑 10,000 水稲
172060030 十和田市 旧十和田湖町区域 長畑　和博 ○ 水田 20,000 水稲
172060040 十和田市 旧十和田湖町区域 沢目　高一 ○ 水田 30,000 WCS、飼料作物
172060041 十和田市 旧十和田湖町区域 沢目　高一 ○ 畑 30,000 飼料作物
172060042 十和田市 旧十和田湖町区域 沢目　高一 ○ 草地 30,000 飼料作物
172060049 十和田市 旧十和田湖町区域 泉山　シヅ子 ○ 水田 10,000 水稲
172060058 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　忠夫 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
172060059 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　忠夫 ○ 畑 20,000 ニンニク
172060060 十和田市 旧十和田湖町区域 小笠原　通則栄 ○ 水田 20,000 水稲
172060061 十和田市 旧十和田湖町区域 小山田　繁博 ○ 水田 10,000 水稲
172060062 十和田市 旧十和田湖町区域 川上　吉喜 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ
172060063 十和田市 旧十和田湖町区域 川上　吉喜 ○ 畑 20,000 ゴボウ
172060065 十和田市 旧十和田湖町区域 栗山　純一 ○ 水田 7,000 水稲
172060070 十和田市 旧十和田湖町区域 佐々木　章夫 ○ 水田 50,000 水稲、野菜類
172060071 十和田市 旧十和田湖町区域 佐々木　章夫 ○ 畑 50,000 野菜類
172060078 十和田市 旧十和田湖町区域 高森　幸作 ○ 水田 20,000 水稲
172060081 十和田市 旧十和田湖町区域 竹ケ原　善光 ○ 水田 200,000 水稲
172060107 十和田市 旧十和田湖町区域 松田　馨 ○ 水田 10,000 水稲
172060134 十和田市 旧十和田湖町区域 中野渡　博明 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
172060135 十和田市 旧十和田湖町区域 中野渡　博明 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
172060136 十和田市 旧十和田湖町区域 音道　智 ○ 水田 5,000 水稲
172060137 十和田市 旧十和田湖町区域 髙橋　淳一 ○ 水田 13,000 水稲
172060138 十和田市 旧十和田湖町区域 田上　俊邦 ○ 水田 10,000 水稲、大豆
174050010 十和田市 旧十和田湖町区域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
174050011 十和田市 旧十和田湖町区域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182060002 十和田市 旧十和田湖町区域 山崎　伸哉 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク等の野菜
182060003 十和田市 旧十和田湖町区域 山崎　伸哉 ○ 畑 30,000 ニン二ク等の野菜
182060004 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060005 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　齊下商店　代表取締役　齊下　勝弘 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンンク
182060006 十和田市 旧十和田湖町区域 山端　至誠 ○ 水田 20,000 水稲、野菜
182060007 十和田市 旧十和田湖町区域 山端　至誠 ○ 畑 20,000 野菜
182060009 十和田市 旧十和田湖町区域 畑山　武雄 ○ 水田 100,000 水稲
182060012 十和田市 旧十和田湖町区域 市澤　繁男 ○ 水田 10,000 水稲
182060013 十和田市 旧十和田湖町区域 市澤　哲也 ○ 水田 10,000 水稲
182060018 十和田市 旧十和田湖町区域 向井　勲 ○ 水田 3,000 ナガイモ
182060032 十和田市 旧十和田湖町区域 中野渡　勝則 ○ 水田 3,000 水稲
182060034 十和田市 旧十和田湖町区域 畑山　春美 ○ 水田 15,000 水稲
182060036 十和田市 旧十和田湖町区域 川畑　好広 ○ 水田 7,000 水稲
182060038 十和田市 旧十和田湖町区域 松田　馨 ○ 畑 15,000 大豆、小麦　他
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182060040 十和田市 旧十和田湖町区域 杉山　キサ ○ 水田 5,000 ニンニク
182060041 十和田市 旧十和田湖町区域 杉山　キサ ○ 畑 5,000 ニンニク
182060042 十和田市 旧十和田湖町区域 山崎　千鶴子 ○ 水田 50,000 水稲、大豆等
182060043 十和田市 旧十和田湖町区域 山崎　千鶴子 ○ 畑 50,000 大豆等
182060044 十和田市 旧十和田湖町区域 豊川　修一 ○ 水田 20,000 水稲、大豆等
182060045 十和田市 旧十和田湖町区域 豊川　修一 ○ 畑 20,000 大豆等
182060046 十和田市 旧十和田湖町区域 江渡　武美 ○ 水田 30,000 水稲
182060047 十和田市 旧十和田湖町区域 竹ケ原　卓磨 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
182060048 十和田市 旧十和田湖町区域 竹ケ原　卓磨 ○ 畑 10,000 ニンニク
182060049 十和田市 旧十和田湖町区域 下山　正一 ○ 水田 8,000 水稲
182060053 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　シーアールティー・ワールド　代表取締役　陸田　秀之 ○ 水田 4,000 水稲
184020017 十和田市 旧十和田湖町区域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
184020034 十和田市 旧十和田湖町区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
184020035 十和田市 旧十和田湖町区域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
184020049 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020050 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
192060001 十和田市 旧十和田湖町区域 小山田　剛士 ○ 畑 10,000 ニンニク　他
192060002 十和田市 旧十和田湖町区域 小山田　剛士 ○ 水田 10,000 ニンニク　他
192060003 十和田市 旧十和田湖町区域 力石　悠子 ○ 畑 10,000 西洋野菜、ニンニク
192060005 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060006 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　アグリーン　代表取締役　小笠原　利行 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
192060007 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 10,000 飼料作物　他
192060008 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 畑 10,000 飼料作物　他
192060010 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　とよら　代表理事　野月　忠彦 ○ 水田 80,000 飼料作物　他
192060011 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 水田 50,000 飼料作物　他
192060012 十和田市 旧十和田湖町区域 農事組合法人　高清水　代表理事　須田山　總 ○ 畑 5,000 飼料作物　他
192060016 十和田市 旧十和田湖町区域 丹上　嘉美 ○ 水田 2,000 大豆
192060017 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　正行 ○ 水田 10,000 水稲
192060018 十和田市 旧十和田湖町区域 小沢　敬市 ○ 水田 5,000 飼料作物
192060024 十和田市 旧十和田湖町区域 山口　博治 ○ 水田 10,000 牧草
192060026 十和田市 旧十和田湖町区域 村井　光悦 ○ 水田 10,000 水稲、飼料作物
192060026 十和田市 旧十和田湖町区域 村井　光悦 ○ 草地 10,000 飼料作物
192060058 十和田市 旧十和田湖町区域 川村　愼一 ○ 水田 10,000 水稲
192060066 十和田市 旧十和田湖町区域 沢井　清治 ○ 水田 30,000 水稲
192060074 十和田市 旧十和田湖町区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 水田 20,000 ニンニク
192060075 十和田市 旧十和田湖町区域 ＷＩＮＧＲＥＥＮ合同会社 ○ 畑 20,000 ニンニク
192060083 十和田市 旧十和田湖町区域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
192060084 十和田市 旧十和田湖町区域 今泉　博吉 ○ 水田 10,000 水稲
194050014 十和田市 旧十和田湖町区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050015 十和田市 旧十和田湖町区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194080008 十和田市 旧十和田湖町区域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲
202060001 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 水田 60,000 水稲
202060002 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　夢中人　代表取締役　平井　博子 ○ 畑 10,000 大豆、ジャガイモ、アピオス　他
202060004 十和田市 旧十和田湖町区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 水田 100,000 牧草
202060008 十和田市 旧十和田湖町区域 トライファーム株式会社　代表取締役　戸来　直哉 ○ 草地 100,000 牧草
202060011 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 水田 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060012 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 畑 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060013 十和田市 旧十和田湖町区域 株式会社　ＷＡＮＤ　代表取締役　岡山　拓也 ○ 草地 100,000 ニンニク、ニンジン、ナガイモ、ゴボウ
202060021 十和田市 旧十和田湖町区域 畠山　聖 ○ 水田 5,000 ネギ、ニンニク
202060025 十和田市 旧十和田湖町区域 畠山　聖 ○ 畑 5,000 ネギ、ニンニク
202060026 十和田市 旧十和田湖町区域 小川　修 ○ 水田 20,000 水稲
204020005 十和田市 旧十和田湖町区域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
142070001 三沢市 全域 村松　光男 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
142070002 三沢市 全域 福田　辰彦 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
142070003 三沢市 全域 小湊　倫明 ○ 水田 6,000 根菜
142070004 三沢市 全域 小湊　倫明 ○ 畑 6,000 根菜
142070005 三沢市 全域 織笠　利美 ○ 畑 5,000 ゴボウ
142070006 三沢市 全域 坂岡　直哉 ○ 畑 250,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ニンジン
142070007 三沢市 全域 坂岡　直哉 ○ 水田 250,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ニンジン
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142070008 三沢市 全域 株式会社　川長　代表取締役　川村　長治 ○ 畑 100,000 ジャガイモ、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
142070010 三沢市 全域 織笠　浩美 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142070011 三沢市 全域 一戸　茂 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
142070012 三沢市 全域 木村　和彦 ○ 水田 15,000 野菜
142070013 三沢市 全域 木村　和彦 ○ 畑 15,000 野菜
142070014 三沢市 全域 小比類巻　正勝 ○ 畑 10,000 牧草
142070015 三沢市 全域 小比類巻　正勝 ○ 水田 10,000 牧草
142070016 三沢市 全域 沼田　勝美 ○ 畑 80,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン
142070017 三沢市 全域 赤沼　直樹 ○ 畑 20,000 野菜
142070018 三沢市 全域 古田　武信 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142070019 三沢市 全域 大沢　昭一 ○ 畑 10,000 野菜
142070020 三沢市 全域 大沢　昭一 ○ 水田 10,000 野菜
142070023 三沢市 全域 山本　重光 ○ 畑 10,000 ダイコン、ニンジン
142070024 三沢市 全域 坂田　正彦 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ニンニク
142070025 三沢市 全域 太田　直志 ○ 畑 10,000 ダイコン
142070026 三沢市 全域 織笠　正勝 ○ 畑 30,000 野菜
142070027 三沢市 全域 柿本　剛 ○ 畑 6,000 ナガイモ
142070028 三沢市 全域 大森　秀人 ○ 畑 10,000 野菜
142070029 三沢市 全域 神代　徳男 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
142070030 三沢市 全域 川嶋　敏明 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070031 三沢市 全域 中村　明広 ○ 畑 10,000 ナガイモ
142070032 三沢市 全域 佐々木　和枝 ○ 畑 5,000 ニンニク
142070033 三沢市 全域 冨田　大宏 ○ 畑 10,000 ゴボウ
142070034 三沢市 全域 立崎　孝夫 ○ 畑 5,000 ナガイモ
142070035 三沢市 全域 浪岡　久美 ○ 水田 12,000 水稲
142070036 三沢市 全域 千葉　勝雄 ○ 水田 20,000 牧草
142070037 三沢市 全域 熊野　邦子 ○ 畑 10,000 ニンニク
142070039 三沢市 全域 織笠　秀男 ○ 畑 10,000 ニンニク
142070040 三沢市 全域 織笠　秀男 ○ 水田 10,000 ニンニク
142070041 三沢市 全域 石ヶ森　桂一 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070042 三沢市 全域 根城　俊彦 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ等
142070043 三沢市 全域 大森　慎悟 ○ 水田 50,000 牧草
142070044 三沢市 全域 大森　慎悟 ○ 畑 50,000 牧草
142070045 三沢市 全域 駒澤　エツ ○ 畑 10,000 野菜
142070047 三沢市 全域 一戸　勉 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070048 三沢市 全域 一戸　勉 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070049 三沢市 全域 石郷　美義 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン
142070050 三沢市 全域 柏木　登 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク
142070051 三沢市 全域 新堂　幸雄 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142070052 三沢市 全域 冨田　定喜 ○ 畑 10,000 水稲、ニンニク
142070053 三沢市 全域 冨田　定喜 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
142070054 三沢市 全域 農事組合法人　山本牧場　理事　山本　義彦 ○ 水田 500,000 水稲、ジャガイモ、ダイコン、ニンジン、ニンニク
142070055 三沢市 全域 農事組合法人　山本牧場　理事　山本　義彦 ○ 畑 500,000 水稲、ジャガイモ、ダイコン、ニンジン、ニンニク
142070056 三沢市 全域 新堂　政登 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン
142070057 三沢市 全域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 畑 60,000 ニンニク
142070058 三沢市 全域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 水田 60,000 ニンニク
142070061 三沢市 全域 赤沼　和純 ○ 水田 20,000 野菜
142070062 三沢市 全域 舛谷　俊男 ○ 畑 10,000 ゴボウ
142070063 三沢市 全域 種市　義孝 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070064 三沢市 全域 農事組合法人　フラップあぐり北三沢　代表理事　千葉　準一 ○ 水田 100,000 飼料作物　他
142070065 三沢市 全域 千葉　準一 ○ 畑 200,000 牧草
142070066 三沢市 全域 千葉　準一 ○ 水田 200,000 牧草
142070067 三沢市 全域 浪岡　克彦 ○ 畑 3,000 野菜
142070069 三沢市 全域 大森　健之輔 ○ 畑 20,000 ニンジン、牧草
142070070 三沢市 全域 大森　健之輔 ○ 水田 20,000 ニンジン、牧草
142070071 三沢市 全域 田中　継美 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク、ネギ
142070072 三沢市 全域 田中　長 ○ 畑 10,000 ニンニク
142070073 三沢市 全域 磯谷　達與 ○ 水田 20,000 牧草
142070074 三沢市 全域 立花　肇 ○ 畑 10,000 ナガイモ
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142070075 三沢市 全域 浪岡　秀美 ○ 水田 3,000 水稲
142070076 三沢市 全域 織笠　竹男 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
142070077 三沢市 全域 織笠　竹男 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
142070078 三沢市 全域 沼辺　政彦 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
142070079 三沢市 全域 沼辺　政彦 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
142070080 三沢市 全域 小湊　常男 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
142070081 三沢市 全域 小湊　常男 ○ 水田 5,000 ナガイモ、ゴボウ
142070082 三沢市 全域 髙橋　健仁 ○ 水田 50,000 牧草
142070083 三沢市 全域 馬場　均 ○ 水田 300,000 牧草
142070084 三沢市 全域 馬場　均 ○ 畑 300,000 牧草
142070085 三沢市 全域 中村　均 ○ 畑 5,000 ゴボウ
142070086 三沢市 全域 河村　義次 ○ 畑 20,000 野菜
142070088 三沢市 全域 久保　稔 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
142070089 三沢市 全域 久保　稔 ○ 水田 30,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
142070090 三沢市 全域 浦田　秀人 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ニンニク
142070091 三沢市 全域 小湊　靖典 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
142070092 三沢市 全域 小湊　靖典 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
142070093 三沢市 全域 織笠　誠一 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
142070094 三沢市 全域 新堂　友和 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070095 三沢市 全域 新堂　友和 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070096 三沢市 全域 種市　イツ ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142070097 三沢市 全域 吉田　雄 ○ 水田 20,000 牧草
142070098 三沢市 全域 吉田　雄 ○ 畑 20,000 牧草
144020100 三沢市 全域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020101 三沢市 全域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020102 三沢市 全域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020158 三沢市 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020159 三沢市 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020160 三沢市 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144050052 三沢市 全域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050053 三沢市 全域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050054 三沢市 全域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144120055 三沢市 全域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 畑 200,000 野菜
144120085 三沢市 全域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン
152070001 三沢市 全域 楢山　保夫 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ダイコン
152070002 三沢市 全域 楢山　保夫 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン
152070003 三沢市 全域 澤村　榮治郎 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ニンニク
152070004 三沢市 全域 澤村　榮治郎 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ニンニク
152070005 三沢市 全域 馬場　節夫 ○ 畑 40,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン
152070006 三沢市 全域 山本　定光 ○ 水田 50,000 野菜
152070007 三沢市 全域 田嶋　功一 ○ 畑 10,000 ゴボウ
152070008 三沢市 全域 浦田　幸紀 ○ 水田 10,000 ナガイモ
152070009 三沢市 全域 浦田　幸紀 ○ 畑 10,000 ナガイモ
152070010 三沢市 全域 松館　勝幸 ○ 水田 50,000 野菜
152070011 三沢市 全域 松館　勝幸 ○ 畑 50,000 野菜
152070012 三沢市 全域 木村　透 ○ 水田 50,000 野菜
152070013 三沢市 全域 木村　透 ○ 畑 50,000 野菜
152070014 三沢市 全域 長谷川　孝弥 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
152070015 三沢市 全域 長谷川　孝弥 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
152070016 三沢市 全域 二羽　優 ○ 水田 10,000 ゴボウ、キャベツ、ナガイモ
152070017 三沢市 全域 二羽　優 ○ 畑 10,000 ゴボウ、キャベツ、ナガイモ
152070018 三沢市 全域 最上　直樹 ○ 水田 30,000 ナガイモ
152070019 三沢市 全域 最上　直樹 ○ 畑 30,000 ナガイモ
152070020 三沢市 全域 有限会社　五日市青果　代表取締役　五日市　隆 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
152070021 三沢市 全域 有限会社　五日市青果　代表取締役　五日市　隆 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
152070022 三沢市 全域 南　明 ○ 水田 200,000 牧草
152070023 三沢市 全域 南　明 ○ 畑 200,000 牧草
152070024 三沢市 全域 立花　勝哉 ○ 畑 30,000 ニンニク
152070025 三沢市 全域 立花　勝哉 ○ 水田 30,000 ニンニク
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152070026 三沢市 全域 田面木　志 ○ 水田 100,000 WCS
152070027 三沢市 全域 中野渡　裕則 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
152070028 三沢市 全域 中野渡　裕則 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
162060014 三沢市 全域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
162060015 三沢市 全域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
162070001 三沢市 全域 石久保　斉 ○ 水田 200,000 牧草
162070002 三沢市 全域 石久保　斉 ○ 畑 200,000 ナガイモ、ダイコン、ゴボウ
162070003 三沢市 全域 馬場　信保 ○ 畑 2,000 ゴボウ
162070004 三沢市 全域 沼山　英明 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
162070005 三沢市 全域 羽立　辰雄 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
162070006 三沢市 全域 宮古　義美 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ニンニク、ナガイモ
162070007 三沢市 全域 宮古　義美 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンニク、ナガイモ
162070008 三沢市 全域 宮古　隆 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ニンニク
162070009 三沢市 全域 宮古　秋雄 ○ 畑 50,000 ニンニク
162070010 三沢市 全域 松館　吉美 ○ 水田 10,000 ニンニク、ナガイモ
162070011 三沢市 全域 松館　吉美 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
162070012 三沢市 全域 鳥谷部　房吉 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ゴボウ
162070013 三沢市 全域 鳥谷部　房吉 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
162070014 三沢市 全域 浪岡　正次郎 ○ 水田 7,000 ニンニク
162070015 三沢市 全域 浪岡　正次郎 ○ 畑 7,000 ニンニク
162070016 三沢市 全域 浪岡　英悦 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ
162070017 三沢市 全域 浪岡　英悦 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
162070018 三沢市 全域 神山　登 ○ 畑 5,000 ニンジン、ジャガイモ、ゴボウ
162070019 三沢市 全域 新堂　章 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンジン
162070020 三沢市 全域 新堂　章 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンジン
162070021 三沢市 全域 織笠　正則 ○ 畑 10,000 ニンニク、ダイコン、ジャガイモ
162070022 三沢市 全域 織笠　秀明 ○ 畑 10,000 ニンニク、ゴボウ
162070023 三沢市 全域 織笠　親作 ○ 水田 10,000 ゴボウ
162070024 三沢市 全域 鳥谷部　富雄 ○ 畑 60,000 ニンニク、ゴボウ、ニンジン、ジャガイモ
162070025 三沢市 全域 鳥谷部　富雄 ○ 水田 60,000 ニンニク、ゴボウ、ニンジン、ジャガイモ
162070026 三沢市 全域 株式会社　Ｙｏｕファーム　代表取締役　小湊　優子 ○ 水田 200,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
162070027 三沢市 全域 株式会社　Ｙｏｕファーム　代表取締役　小湊　優子 ○ 畑 200,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
162070028 三沢市 全域 ジョイント・ファーム株式会社　代表取締役　新堂　友和 ○ 水田 200,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162070029 三沢市 全域 ジョイント・ファーム株式会社　代表取締役　新堂　友和 ○ 畑 200,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162070030 三沢市 全域 織笠　利行 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
162070031 三沢市 全域 藤谷　明 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
162070032 三沢市 全域 月館　啓三 ○ 水田 500,000 水稲、牧草、ニンニク
162070033 三沢市 全域 冨田　勝美 ○ 水田 10,000 ゴボウ
162070034 三沢市 全域 冨田　勝美 ○ 畑 10,000 ゴボウ
162070035 三沢市 全域 織笠　武美 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ
162070036 三沢市 全域 織笠　武美 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
162070037 三沢市 全域 織笠　一考 ○ 水田 10,000 ニンニク
162070038 三沢市 全域 織笠　一考 ○ 畑 10,000 ニンニク
162070039 三沢市 全域 藤田　健次 ○ 水田 5,000 ダイコン
162070040 三沢市 全域 渡邉　優 ○ 水田 10,000 キャベツ、ダイコン
162070041 三沢市 全域 渡邉　優 ○ 畑 10,000 キャベツ、ダイコン
172070001 三沢市 全域 織笠　翔悟 ○ 畑 10,000 野菜
172070002 三沢市 全域 河村　勝裕 ○ 畑 10,000 野菜
172070003 三沢市 全域 附田　暁 ○ 水田 10,000 ニンニク
172070004 三沢市 全域 附田　暁 ○ 畑 10,000 ニンニク
172070005 三沢市 全域 田中　長 ○ 水田 10,000 野菜
172070006 三沢市 全域 石橋　征男 ○ 水田 10,000 野菜
172070007 三沢市 全域 石橋　征男 ○ 畑 10,000 野菜
172070008 三沢市 全域 浦田　秀人 ○ 水田 10,000 野菜
172070009 三沢市 全域 浦田　忠博 ○ 水田 10,000 野菜
172070010 三沢市 全域 浦田　忠博 ○ 畑 10,000 野菜
172070011 三沢市 全域 川崎　徳治 ○ 水田 10,000 野菜
172070012 三沢市 全域 川崎　徳治 ○ 畑 10,000 野菜
172070013 三沢市 全域 川崎　幸彦 ○ 水田 10,000 野菜
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172070014 三沢市 全域 川崎　幸彦 ○ 畑 10,000 野菜
172070015 三沢市 全域 川村　雄進 ○ 水田 10,000 野菜
172070016 三沢市 全域 川村　雄進 ○ 畑 10,000 野菜
172070017 三沢市 全域 坂上　勝行 ○ 水田 10,000 野菜
172070018 三沢市 全域 坂上　勝行 ○ 畑 10,000 野菜
172070019 三沢市 全域 新堂　進一 ○ 水田 10,000 野菜
172070020 三沢市 全域 新堂　進一 ○ 畑 10,000 野菜
172070021 三沢市 全域 田中　栄蔵 ○ 水田 10,000 野菜
172070022 三沢市 全域 田中　栄蔵 ○ 畑 10,000 野菜
172070023 三沢市 全域 田中　継美 ○ 水田 10,000 野菜
172070024 三沢市 全域 立崎　孝夫 ○ 水田 10,000 野菜
172070025 三沢市 全域 田中　清吉 ○ 水田 10,000 野菜
172070026 三沢市 全域 田中　清吉 ○ 畑 10,000 野菜
172070027 三沢市 全域 種市　イツ ○ 畑 10,000 野菜
172070028 三沢市 全域 種市　廣喜 ○ 水田 10,000 野菜
172070029 三沢市 全域 種市　廣喜 ○ 畑 10,000 野菜
172070030 三沢市 全域 種市　義孝 ○ 畑 10,000 野菜
172070031 三沢市 全域 附田　節雄 ○ 水田 10,000 野菜
172070032 三沢市 全域 附田　節雄 ○ 畑 10,000 野菜
172070033 三沢市 全域 中村　栄一 ○ 水田 10,000 野菜
172070034 三沢市 全域 中村　栄一 ○ 畑 10,000 野菜
172070035 三沢市 全域 中村　一義 ○ 水田 10,000 野菜
172070036 三沢市 全域 中村　一義 ○ 畑 10,000 野菜
172070037 三沢市 全域 長谷川　一弥 ○ 水田 10,000 野菜
172070038 三沢市 全域 長谷川　一弥 ○ 畑 10,000 野菜
172070039 三沢市 全域 馬場　正義 ○ 水田 10,000 野菜
172070040 三沢市 全域 馬場　正義 ○ 畑 10,000 野菜
172070041 三沢市 全域 二羽　実 ○ 水田 10,000 野菜
172070042 三沢市 全域 二羽　実 ○ 畑 10,000 野菜
172070043 三沢市 全域 松館　一人 ○ 水田 50,000 野菜
172070044 三沢市 全域 松館　一人 ○ 畑 50,000 野菜
172070045 三沢市 全域 松館　光廣 ○ 水田 10,000 野菜
172070046 三沢市 全域 松館　光廣 ○ 畑 10,000 野菜
172070047 三沢市 全域 村山　俊春 ○ 水田 10,000 野菜
172070048 三沢市 全域 村山　俊春 ○ 畑 10,000 野菜
172070049 三沢市 全域 木村　長一 ○ 水田 500,000 牧草
172070050 三沢市 全域 藤嶋　信悦 ○ 水田 200,000 牧草
172070051 三沢市 全域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 水田 300,000 野菜全般
172070052 三沢市 全域 沼田　麻憲 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ニンニク、ジャガイモ
172070053 三沢市 全域 沼田　麻憲 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ニンニク、ジャガイモ
172070054 三沢市 全域 佐々木　和枝 ○ 水田 20,000 水稲
172070055 三沢市 全域 赤坂　文子 ○ 水田 10,000 水稲
172070056 三沢市 全域 新堂　清悦 ○ 水田 50,000 野菜
172070057 三沢市 全域 新堂　清悦 ○ 畑 50,000 野菜
172070058 三沢市 全域 中村　考司 ○ 畑 50,000 野菜
172070059 三沢市 全域 木村　長一 ○ 畑 500,000 牧草
172070060 三沢市 全域 藤嶋　信悦 ○ 畑 200,000 牧草
182070001 三沢市 全域 村松　一則 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
182070002 三沢市 全域 髙橋　晴夫 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
182070003 三沢市 全域 髙橋　晴夫 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
182070004 三沢市 全域 根岸　善作 ○ 畑 300,000 牧草
182070005 三沢市 全域 根岸　善作 ○ 水田 300,000 牧草
182070006 三沢市 全域 梅津　誠 ○ 畑 100,000 牧草
182070007 三沢市 全域 梅津　誠 ○ 水田 100,000 牧草
182070008 三沢市 全域 浪岡　仁志 ○ 畑 5,000 ニンニク
182070009 三沢市 全域 浪岡　仁志 ○ 水田 5,000 ニンニク
182070010 三沢市 全域 種市株式会社　取締役　李　健 ○ 畑 27,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182070011 三沢市 全域 種市株式会社　取締役　李　健 ○ 水田 27,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
182070012 三沢市 全域 沼邉　しみ ○ 畑 5,000 野菜
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182070013 三沢市 全域 藤田　健次 ○ 畑 5,000 ダイコン
182070014 三沢市 全域 川嶋　一成 ○ 畑 10,000 ニンニク、ゴボウ
182070015 三沢市 全域 川嶋　一成 ○ 水田 10,000 ニンニク、ゴボウ
182070016 三沢市 全域 織笠　利美 ○ 水田 10,000 野菜
182070017 三沢市 全域 赤沼　和純 ○ 畑 20,000 野菜
182070018 三沢市 全域 二ツ森　永二 ○ 畑 200,000 野菜
182070019 三沢市 全域 二ツ森　永二 ○ 水田 200,000 水稲
182070020 三沢市 全域 吉田　トス ○ 畑 10,000 露地野菜
182070021 三沢市 全域 吉田　トス ○ 水田 10,000 露地野菜
182070022 三沢市 全域 是川　世志輝 ○ 畑 100,000 野菜
182070023 三沢市 全域 是川　世志輝 ○ 水田 100,000 野菜
182070024 三沢市 全域 新堂　康成 ○ 畑 20,000 野菜
182070025 三沢市 全域 新堂　康成 ○ 水田 20,000 野菜
182070026 三沢市 全域 鹿糠　武士 ○ 畑 10,000 野菜
182070027 三沢市 全域 鹿糠　武士 ○ 水田 10,000 野菜
182070028 三沢市 全域 株式会社　アグウィル　代表取締役　浪岡　篤志 ○ 畑 100,000 野菜
182070029 三沢市 全域 浄法寺　哲也 ○ 畑 30,000 野菜
182070030 三沢市 全域 浄法寺　哲也 ○ 水田 30,000 野菜
182070031 三沢市 全域 樋口　友勝 ○ 畑 10,000 野菜
192070001 三沢市 全域 馬場　誠 ○ 畑 25,000 野菜
192070002 三沢市 全域 馬場　誠 ○ 水田 25,000 野菜
192070003 三沢市 全域 三浦　克雄 ○ 畑 5,000 野菜
192070004 三沢市 全域 中村　一男 ○ 畑 10,000 野菜
192070005 三沢市 全域 山端　耕司 ○ 水田 5,000 野菜
192070006 三沢市 全域 山端　耕司 ○ 畑 5,000 野菜
192070007 三沢市 全域 楢山　清勝 ○ 水田 10,000 野菜
192070008 三沢市 全域 楢山　清勝 ○ 畑 10,000 野菜
192070009 三沢市 全域 田面木　優 ○ 水田 10,000 水稲、野菜
192070010 三沢市 全域 田面木　優 ○ 畑 10,000 水稲、野菜
192070011 三沢市 全域 新堂　美行 ○ 水田 5,000 野菜
192070012 三沢市 全域 新堂　美行 ○ 畑 5,000 野菜
192070013 三沢市 全域 村松　弘章 ○ 畑 10,000 野菜
192070014 三沢市 全域 髙橋　重人 ○ 水田 10,000 野菜
192070015 三沢市 全域 髙橋　重人 ○ 畑 10,000 野菜
192070016 三沢市 全域 宮古　秋雄 ○ 水田 50,000 ニンニク
192070017 三沢市 全域 株式会社　サウザンドリーフ　代表取締役　千葉　準一 ○ 水田 300,000 牧草
192070018 三沢市 全域 株式会社　サウザンドリーフ　代表取締役　千葉　準一 ○ 畑 300,000 牧草
192070019 三沢市 全域 立花　薫 ○ 畑 20,000 野菜
194050016 三沢市 全域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050017 三沢市 全域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
202070001 三沢市 全域 岩間　悦男 ○ 水田 60,000 水稲
202070002 三沢市 全域 一戸　一男 ○ 畑 10,000 野菜
202070003 三沢市 全域 月館　啓三 ○ 畑 30,000 野菜
202070004 三沢市 全域 岩間　環 ○ 水田 60,000 水稲
202070005 三沢市 全域 佐藤　秋秀 ○ 畑 20,000 野菜
202070006 三沢市 全域 赤沼　弦 ○ 畑 40,000 野菜
202070007 三沢市 全域 株式会社　原田種苗　代表取締役　原田　寿晴 ○ 畑 5,000 リンゴ台木
164010003 野辺地町 城内区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 水田 1,000,000 デントコーン
164010004 野辺地町 城内区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 畑 1,000,000 デントコーン
164010005 野辺地町 城内区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 草地 1,000,000 デントコーン
174010001 野辺地町 城内区域 田村　敬一 ○ 水田 10,000 こかぶ、ソバ
174010002 野辺地町 城内区域 田村　敬一 ○ 畑 10,000 こかぶ、ソバ
174010003 野辺地町 城内区域 亀田　和雄 ○ 水田 10,000 こかぶ
174010004 野辺地町 城内区域 亀田　和雄 ○ 畑 10,000 こかぶ
174010005 野辺地町 城内区域 鳴海　拓哉 ○ 水田 10,000 こかぶ、ナガイモ
184010001 野辺地町 城内区域 魚住　武樹 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010002 野辺地町 城内区域 魚住　武樹 ○ 畑 20,000 こかぶ
184010003 野辺地町 城内区域 沢田　兼美 ○ 水田 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
184010004 野辺地町 城内区域 沢田　兼美 ○ 畑 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
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184010005 野辺地町 城内区域 髙橋　純也 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010006 野辺地町 城内区域 髙橋　純也 ○ 畑 20,000 こかぶ
194010004 野辺地町 城内区域 村山　玲央 ○ 水田 5,000 こかぶ
194010005 野辺地町 城内区域 村山　玲央 ○ 畑 8,000 こかぶ
194010006 野辺地町 城内区域 鳴海　拓哉 ○ 畑 7,000 こかぶ
194010007 野辺地町 城内区域 田嶋　義廣 ○ 水田 5,000 水稲
204010002 野辺地町 城内区域 髙山　浩 ○ 水田 20,000 こかぶ
204010002 野辺地町 城内区域 髙山　浩 ○ 畑 20,000 こかぶ
204010003 野辺地町 城内区域 二ツ森　均 ○ 畑 5,000 こかぶ
204010005 野辺地町 城内区域 熊谷　敬子 ○ 畑 2,000 ナガイモ
144010001 野辺地町 川目区域 野坂　勝 ○ 水田 33,000 水稲
144010002 野辺地町 川目区域 野坂　勝 ○ 畑 33,000 カボチャ
144010004 野辺地町 川目区域 原田　憲人 ○ 水田 3,700 ニンニク
154010012 野辺地町 川目区域 野坂　隆則 ○ 水田 10,000 水稲
164010003 野辺地町 川目区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 水田 1,000,000 デントコーン
164010004 野辺地町 川目区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 畑 1,000,000 デントコーン
164010005 野辺地町 川目区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 草地 1,000,000 デントコーン
174010001 野辺地町 川目区域 田村　敬一 ○ 水田 10,000 こかぶ、ソバ
174010002 野辺地町 川目区域 田村　敬一 ○ 畑 10,000 こかぶ、ソバ
174010003 野辺地町 川目区域 亀田　和雄 ○ 水田 10,000 こかぶ
174010004 野辺地町 川目区域 亀田　和雄 ○ 畑 10,000 こかぶ
174010005 野辺地町 川目区域 鳴海　拓哉 ○ 水田 10,000 こかぶ、ナガイモ
184010001 野辺地町 川目区域 魚住　武樹 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010002 野辺地町 川目区域 魚住　武樹 ○ 畑 20,000 こかぶ
184010003 野辺地町 川目区域 沢田　兼美 ○ 水田 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
184010004 野辺地町 川目区域 沢田　兼美 ○ 畑 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
184010005 野辺地町 川目区域 髙橋　純也 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010006 野辺地町 川目区域 髙橋　純也 ○ 畑 20,000 こかぶ
194010004 野辺地町 川目区域 村山　玲央 ○ 水田 5,000 こかぶ
194010005 野辺地町 川目区域 村山　玲央 ○ 畑 8,000 こかぶ
194010006 野辺地町 川目区域 鳴海　拓哉 ○ 畑 7,000 こかぶ
194010007 野辺地町 川目区域 田嶋　義廣 ○ 水田 5,000 水稲
204010002 野辺地町 川目区域 髙山　浩 ○ 水田 20,000 こかぶ
204010002 野辺地町 川目区域 髙山　浩 ○ 畑 20,000 こかぶ
204010003 野辺地町 川目区域 二ツ森　均 ○ 畑 5,000 こかぶ
204010005 野辺地町 川目区域 熊谷　敬子 ○ 畑 2,000 ナガイモ
144010003 野辺地町 木明区域 髙松　誠 ○ 畑 3,700 ソバ
154010001 野辺地町 木明区域 村山　勝雄 ○ 水田 10,000 こかぶ、ナガイモ
154010002 野辺地町 木明区域 村山　勝雄 ○ 畑 10,000 こかぶ、ナガイモ
154010003 野辺地町 木明区域 古林　睦弘 ○ 水田 10,000 こかぶ、ナガイモ
154010004 野辺地町 木明区域 古林　睦弘 ○ 畑 10,000 こかぶ、ナガイモ
164010003 野辺地町 木明区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 水田 1,000,000 デントコーン
164010004 野辺地町 木明区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 畑 1,000,000 デントコーン
164010005 野辺地町 木明区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 草地 1,000,000 デントコーン
174010001 野辺地町 木明区域 田村　敬一 ○ 水田 10,000 こかぶ、ソバ
174010002 野辺地町 木明区域 田村　敬一 ○ 畑 10,000 こかぶ、ソバ
174010003 野辺地町 木明区域 亀田　和雄 ○ 水田 10,000 こかぶ
174010004 野辺地町 木明区域 亀田　和雄 ○ 畑 10,000 こかぶ
174010005 野辺地町 木明区域 鳴海　拓哉 ○ 水田 10,000 こかぶ、ナガイモ
184010001 野辺地町 木明区域 魚住　武樹 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010002 野辺地町 木明区域 魚住　武樹 ○ 畑 20,000 こかぶ
184010003 野辺地町 木明区域 沢田　兼美 ○ 水田 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
184010004 野辺地町 木明区域 沢田　兼美 ○ 畑 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
184010005 野辺地町 木明区域 髙橋　純也 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010006 野辺地町 木明区域 髙橋　純也 ○ 畑 20,000 こかぶ
194010004 野辺地町 木明区域 村山　玲央 ○ 水田 5,000 こかぶ
194010005 野辺地町 木明区域 村山　玲央 ○ 畑 8,000 こかぶ
194010006 野辺地町 木明区域 鳴海　拓哉 ○ 畑 7,000 こかぶ
194010007 野辺地町 木明区域 田嶋　義廣 ○ 水田 5,000 水稲
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204010002 野辺地町 木明区域 髙山　浩 ○ 水田 20,000 こかぶ
204010002 野辺地町 木明区域 髙山　浩 ○ 畑 20,000 こかぶ
204010003 野辺地町 木明区域 二ツ森　均 ○ 畑 5,000 こかぶ
204010004 野辺地町 木明区域 亀田　健吾 ○ 畑 10,000 こかぶ
204010005 野辺地町 木明区域 熊谷　敬子 ○ 畑 2,000 ナガイモ
154010005 野辺地町 有戸区域 福士　重光 ○ 水田 3,000 こかぶ
154010006 野辺地町 有戸区域 福士　重光 ○ 畑 3,000 こかぶ
154010007 野辺地町 有戸区域 木村　徳美 ○ 水田 10,000 こかぶ、ナガイモ
154010008 野辺地町 有戸区域 木村　徳美 ○ 畑 10,000 こかぶ、ナガイモ
154010011 野辺地町 有戸区域 古沢　高明 ○ 畑 10,000 こかぶ
164010003 野辺地町 有戸区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 水田 1,000,000 デントコーン
164010004 野辺地町 有戸区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 畑 1,000,000 デントコーン
164010005 野辺地町 有戸区域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 草地 1,000,000 デントコーン
174010001 野辺地町 有戸区域 田村　敬一 ○ 水田 10,000 こかぶ、ソバ
174010002 野辺地町 有戸区域 田村　敬一 ○ 畑 10,000 こかぶ、ソバ
174010003 野辺地町 有戸区域 亀田　和雄 ○ 水田 10,000 こかぶ
174010004 野辺地町 有戸区域 亀田　和雄 ○ 畑 10,000 こかぶ
174010005 野辺地町 有戸区域 鳴海　拓哉 ○ 水田 10,000 こかぶ、ナガイモ
184010001 野辺地町 有戸区域 魚住　武樹 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010002 野辺地町 有戸区域 魚住　武樹 ○ 畑 20,000 こかぶ
184010003 野辺地町 有戸区域 沢田　兼美 ○ 水田 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
184010004 野辺地町 有戸区域 沢田　兼美 ○ 畑 35,000 こかぶ、ナガイモ、ゴボウ
184010005 野辺地町 有戸区域 髙橋　純也 ○ 水田 20,000 こかぶ
184010006 野辺地町 有戸区域 髙橋　純也 ○ 畑 20,000 こかぶ
194010001 野辺地町 有戸区域 荒木　茂信 ○ 畑 20,000 ナガイモ
194010002 野辺地町 有戸区域 荒木　茂信 ○ 水田 20,000 ナガイモ
194010004 野辺地町 有戸区域 村山　玲央 ○ 水田 5,000 こかぶ
194010005 野辺地町 有戸区域 村山　玲央 ○ 畑 8,000 こかぶ
194010006 野辺地町 有戸区域 鳴海　拓哉 ○ 畑 7,000 こかぶ
194010007 野辺地町 有戸区域 田嶋　義廣 ○ 水田 5,000 水稲
204010002 野辺地町 有戸区域 髙山　浩 ○ 水田 20,000 こかぶ
204010002 野辺地町 有戸区域 髙山　浩 ○ 畑 20,000 こかぶ
204010003 野辺地町 有戸区域 二ツ森　均 ○ 畑 5,000 こかぶ
204010005 野辺地町 有戸区域 熊谷　敬子 ○ 畑 2,000 ナガイモ
142060060 七戸町 全域 仁和　勝千代 ○ 水田 30,000 ナガイモ
142060061 七戸町 全域 仁和　勝千代 ○ 畑 30,000 ナガイモ
144020001 七戸町 全域 小泉　長一 ○ 水田 40,000 牧草
144020002 七戸町 全域 小泉　長一 ○ 草地 40,000 牧草
144020003 七戸町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020004 七戸町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020005 七戸町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020012 七戸町 全域 株式会社　鳥谷部ライスセンター　代表取締役　鳥谷部　エイ子 ○ 水田 500,000 水稲
144020014 七戸町 全域 千葉　良直 ○ 水田 20,000 水稲
144020015 七戸町 全域 山田　一博 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ニンニク、ネギ
144020016 七戸町 全域 山田　一博 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ニンニク、ネギ
144020017 七戸町 全域 上原子　孝之 ○ 水田 30,000 牧草
144020018 七戸町 全域 附田　豊 ○ 水田 150,000 水稲
144020019 七戸町 全域 田嶋　弘一 ○ 水田 100,000 水稲、牧草
144020020 七戸町 全域 田嶋　弘一 ○ 畑 100,000 牧草
144020021 七戸町 全域 有限会社　石上建設　代表取締役　小又　石次 ○ 水田 300,000 水稲
144020022 七戸町 全域 小又　上治 ○ 水田 300,000 水稲
144020023 七戸町 全域 田嶋　輝雄 ○ 水田 100,000 水稲
144020024 七戸町 全域 向中野　國男 ○ 水田 10,000 水稲
144020025 七戸町 全域 有限会社　みらい天間林　代表取締役　西野　勇夫 ○ 水田 50,000 水稲、雑穀
144020026 七戸町 全域 有限会社　みらい天間林　代表取締役　西野　勇夫 ○ 畑 50,000 雑穀
144020027 七戸町 全域 西野　勇夫 ○ 水田 30,000 水稲
144020028 七戸町 全域 松山　芳治 ○ 水田 5,000 水稲
144020029 七戸町 全域 鳥谷部　徹 ○ 水田 10,000 牧草
144020030 七戸町 全域 鳥谷部　徹 ○ 畑 10,000 牧草
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144020031 七戸町 全域 鳥谷部　徹 ○ 草地 10,000 牧草
144020032 七戸町 全域 甲田　勉 ○ 畑 10,000 ニンニク
144020033 七戸町 全域 髙田　啓一 ○ 畑 1,000 ニンニク
144020034 七戸町 全域 中村　助定 ○ 水田 50,000 水稲
144020036 七戸町 全域 附田　與一 ○ 水田 50,000 水稲、牧草
144020037 七戸町 全域 附田　與一 ○ 草地 50,000 牧草
144020038 七戸町 全域 小又　祐司 ○ 水田 200,000 水稲
144020039 七戸町 全域 古屋敷　斉 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
144020040 七戸町 全域 古屋敷　斉 ○ 畑 20,000 ニンニク
144020041 七戸町 全域 原子　義𠮷𠮷 ○ 水田 50,000 ナガイモ、牧草
144020042 七戸町 全域 原子　義𠮷𠮷 ○ 畑 50,000 ナガイモ、牧草
144020043 七戸町 全域 原子　義𠮷𠮷 ○ 草地 50,000 ナガイモ、牧草
144020044 七戸町 全域 小又　秀一 ○ 水田 100,000 水稲
144020045 七戸町 全域 中村　博徳 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク
144020046 七戸町 全域 中村　博徳 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
144020047 七戸町 全域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020048 七戸町 全域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020053 七戸町 全域 柳平　廣司 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク
144020054 七戸町 全域 柳平　廣司 ○ 畑 50,000 ニンニク
144020057 七戸町 全域 二ツ森　幸雄 ○ 水田 5,000 水稲
144020058 七戸町 全域 大平　健吉 ○ 水田 20,000 水稲
144020059 七戸町 全域 枋木　光明 ○ 水田 20,000 水稲
144020060 七戸町 全域 枋木　光明 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンニク
144020063 七戸町 全域 二ツ森　健 ○ 水田 100,000 水稲、牧草
144020064 七戸町 全域 二ツ森　健 ○ 草地 100,000 牧草
144020065 七戸町 全域 株式会社　二ツ森ファーム　代表取締役　二ツ森　健 ○ 水田 100,000 水稲、牧草
144020066 七戸町 全域 株式会社　二ツ森ファーム　代表取締役　二ツ森　健 ○ 草地 100,000 牧草
144020067 七戸町 全域 小又　勇喜男 ○ 水田 10,000 水稲
144020068 七戸町 全域 木村　重成 ○ 水田 50,000 水稲
144020069 七戸町 全域 木村　重成 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク
144020070 七戸町 全域 森田　憲定 ○ 水田 20,000 水稲
144020071 七戸町 全域 西野　盛孝 ○ 水田 6,000 水稲
144020072 七戸町 全域 髙田　栄三郎 ○ 水田 30,000 牧草
144020073 七戸町 全域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020074 七戸町 全域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020079 七戸町 全域 小又　栄一 ○ 水田 10,000 水稲
144020080 七戸町 全域 天間　幸二郎 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンニク
144020082 七戸町 全域 西野　定美 ○ 水田 10,000 水稲
144020083 七戸町 全域 西野　定美 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
144020084 七戸町 全域 附田　儀悅 ○ 水田 10,000 水稲
144020085 七戸町 全域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020086 七戸町 全域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020087 七戸町 全域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020109 七戸町 全域 中岫　均 ○ 畑 3,000 ナガイモ、ニンニク
144020110 七戸町 全域 久保　均 ○ 水田 10,000 水稲
144020111 七戸町 全域 久保　均 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144020116 七戸町 全域 氣田　實 ○ 水田 20,000 水稲
144020117 七戸町 全域 上原子　春治 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144020118 七戸町 全域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020119 七戸町 全域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020140 七戸町 全域 附田　勇一 ○ 水田 10,000 ニンニク、牧草
144020141 七戸町 全域 中野　先男 ○ 水田 10,000 水稲、大豆、ニンニク
144020142 七戸町 全域 中野　先男 ○ 畑 10,000 水稲、大豆、ニンニク
144020144 七戸町 全域 瀬川　龍雄 ○ 水田 10,000 水稲
144020145 七戸町 全域 仁和　一儀 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144020147 七戸町 全域 長久保　勲 ○ 水田 10,000 水稲
144020148 七戸町 全域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、牧草
144020149 七戸町 全域 寺澤　和夫 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144020150 七戸町 全域 花松　幸一郎 ○ 水田 30,000 水稲
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144020151 七戸町 全域 枋木　政則 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
144020167 七戸町 全域 天間　正大 ○ 水田 10,000 水稲
144020168 七戸町 全域 甲田　時雄 ○ 水田 20,000 水稲
144020170 七戸町 全域 中野　均 ○ 水田 20,000 水稲
144020171 七戸町 全域 松下　信行 ○ 水田 10,000 水稲
144020172 七戸町 全域 竹内　武強 ○ 水田 10,000 水稲
144020182 七戸町 全域 枋木　正雄 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
144020183 七戸町 全域 枋木　正雄 ○ 畑 10,000 水稲、ニンニク
144020184 七戸町 全域 中村　一雄 ○ 水田 50,000 水稲
144020185 七戸町 全域 中村　一雄 ○ 草地 50,000 牧草
144020186 七戸町 全域 髙松　秀信 ○ 水田 12,000 水稲
144020187 七戸町 全域 氣田　勉 ○ 畑 20,000 牧草
144020188 七戸町 全域 山田　千一郎 ○ 水田 3,000 水稲
144020189 七戸町 全域 李澤　正一 ○ 畑 3,000 ニンニク
144020190 七戸町 全域 竹内　松藏 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
144020191 七戸町 全域 竹内　松藏 ○ 畑 10,000 水稲、ニンニク
144020192 七戸町 全域 髙田　福三 ○ 水田 10,000 水稲
144020193 七戸町 全域 中野　靜毅 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク
144020194 七戸町 全域 中野　靜毅 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
144020195 七戸町 全域 榎林　文昭 ○ 水田 50,000 水稲
144020196 七戸町 全域 工藤　章 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144020198 七戸町 全域 小坂　義貞 ○ 水田 20,000 水稲
144020199 七戸町 全域 李沢　義信 ○ 畑 100,000 根菜類
144020200 七戸町 全域 古内　忠明 ○ 水田 20,000 飼料作物
144020201 七戸町 全域 古屋敷　利幸 ○ 水田 5,000 水稲
144020202 七戸町 全域 附田　進 ○ 水田 10,000 水稲
144020203 七戸町 全域 山田　岩男 ○ 水田 10,000 ニンニク
144020204 七戸町 全域 山田　岩男 ○ 畑 10,000 ニンニク
144020205 七戸町 全域 天間　一博 ○ 水田 3,000 水稲
144020206 七戸町 全域 天間　一博 ○ 草地 3,000 水稲
144020207 七戸町 全域 花松　悟 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144020208 七戸町 全域 中村　博光 ○ 水田 20,000 水稲
144020209 七戸町 全域 伊賀　昭彦 ○ 畑 5,000 杉苗
144020211 七戸町 全域 鳥谷部　拓広 ○ 畑 30,000 ニンニク
144020212 七戸町 全域 増山　政敏 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144020213 七戸町 全域 増山　政敏 ○ 畑 50,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144020214 七戸町 全域 西野　忠一 ○ 水田 6,000 水稲
144020215 七戸町 全域 大鹿　憲一 ○ 畑 5,000 ニンニク
144020216 七戸町 全域 宮里　正貴 ○ 水田 10,000 水稲
144020218 七戸町 全域 川村　正 ○ 水田 10,000 水稲
144020219 七戸町 全域 川村　正 ○ 畑 10,000 牧草
144020220 七戸町 全域 原子　孝 ○ 水田 20,000 水稲
144020221 七戸町 全域 田中　武信 ○ 水田 30,000 水稲
144020222 七戸町 全域 田中　武信 ○ 畑 30,000 水稲
144020224 七戸町 全域 髙松　敏幸 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ニンニク
144020225 七戸町 全域 髙松　敏幸 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ニンニク
144020226 七戸町 全域 坪　竜也 ○ 水田 10,000 大豆
144020227 七戸町 全域 坪　竜也 ○ 畑 10,000 大豆
144020228 七戸町 全域 和田　繁雄 ○ 水田 10,000 水稲、大豆、ニンニク
144020229 七戸町 全域 和田　繁雄 ○ 畑 10,000 大豆、ニンニク
144020230 七戸町 全域 二ツ森　俊範 ○ 水田 5,000 ニンニク
144020231 七戸町 全域 二ツ森　俊範 ○ 畑 5,000 ニンニク
144020234 七戸町 全域 三上　勲 ○ 水田 10,000 水稲
144020235 七戸町 全域 三上　勲 ○ 畑 6,000 ニンニク
144020236 七戸町 全域 中村　明 ○ 水田 7,000 水稲、ナガイモ、ニンニク
144020237 七戸町 全域 中村　明 ○ 畑 7,000 ナガイモ、ニンニク
144020238 七戸町 全域 大鹿　一彦 ○ 水田 5,000 ニンニク
144020239 七戸町 全域 大鹿　一彦 ○ 畑 5,000 ニンニク
144020240 七戸町 全域 佐々木　洋介 ○ 水田 10,000 牧草
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144020241 七戸町 全域 佐々木　洋介 ○ 畑 10,000 牧草
144020242 七戸町 全域 佐々木　洋介 ○ 草地 10,000 牧草
154020001 七戸町 全域 成田　勝敏 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
154020002 七戸町 全域 久保　哲郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020003 七戸町 全域 野月　徹郎 ○ 水田 50,000 水稲
154020013 七戸町 全域 白石　武光 ○ 水田 10,000 水稲
154020014 七戸町 全域 小島　實 ○ 水田 10,000 水稲
154020015 七戸町 全域 甲田　哲朗 ○ 水田 5,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
154020016 七戸町 全域 甲田　哲朗 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
154020017 七戸町 全域 向井　博徳 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ニンニク
154020018 七戸町 全域 向井　博徳 ○ 畑 10,000 水稲、ナガイモ、ニンニク
154020019 七戸町 全域 中野渡　冨雄 ○ 水田 3,000 水稲
154020020 七戸町 全域 向井　由広 ○ 水田 100,000 水稲、野菜
154020021 七戸町 全域 向井　由広 ○ 畑 100,000 野菜
154020022 七戸町 全域 和田　明彦 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
154020023 七戸町 全域 和田　明彦 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
154020024 七戸町 全域 中野渡　正 ○ 水田 10,000 水稲
154020025 七戸町 全域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020036 七戸町 全域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020047 七戸町 全域 中野渡　功 ○ 水田 10,000 ニンニク
154020048 七戸町 全域 中野渡　功 ○ 畑 10,000 ニンニク
154020049 七戸町 全域 附田　均 ○ 水田 10,000 水稲
154020050 七戸町 全域 鳥谷部　長右エ門 ○ 水田 30,000 水稲
154020053 七戸町 全域 小林　保廣 ○ 水田 20,000 水稲
154020054 七戸町 全域 小林　保廣 ○ 畑 20,000 牧草
154020055 七戸町 全域 花松　喜八 ○ 水田 10,000 水稲、野菜
154020056 七戸町 全域 花松　喜八 ○ 畑 10,000 野菜
154020057 七戸町 全域 中野　信男 ○ 水田 20,000 水稲
154020058 七戸町 全域 天間　正大 ○ 畑 10,000 牧草
154020059 七戸町 全域 瀬川　左一 ○ 畑 100,000 ソバ、大豆、牧草
154020060 七戸町 全域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 畑 100,000 ソバ、大豆、牧草
154020061 七戸町 全域 成田　京子 ○ 水田 15,000 牧草
154020062 七戸町 全域 成田　京子 ○ 畑 15,000 牧草
154020063 七戸町 全域 株式会社　八甲田農場　代表取締役　小又　進 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
154020064 七戸町 全域 楠　浩幸 ○ 水田 30,000 水稲、牧草
154020065 七戸町 全域 楠　浩幸 ○ 畑 30,000 牧草
154020066 七戸町 全域 中野　正広 ○ 水田 5,000 ニンニク
154020067 七戸町 全域 中野　正広 ○ 畑 5,000 ニンニク
154020068 七戸町 全域 上野　靖一 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
154020069 七戸町 全域 上野　靖一 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
154020073 七戸町 全域 中村　剛 ○ 水田 5,000 ナガイモ、ニンニク
154020074 七戸町 全域 附田　浩平 ○ 水田 5,000 水稲
154020075 七戸町 全域 上野　勝憲 ○ 畑 5,000 ナガイモ
154020076 七戸町 全域 鳥谷部　隆之 ○ 水田 15,000 水稲
154020077 七戸町 全域 李沢　清 ○ 水田 5,000 水稲
154020078 七戸町 全域 李沢　清 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
154020079 七戸町 全域 有限会社　みちのく農産　代表取締役　哘　清悦 ○ 水田 10,000 ナガイモ
154020080 七戸町 全域 有限会社　みちのく農産　代表取締役　哘　清悦 ○ 畑 10,000 ナガイモ
154020081 七戸町 全域 髙田　重光 ○ 水田 30,000 水稲
154020082 七戸町 全域 白石　武見 ○ 水田 10,000 水稲
154020083 七戸町 全域 天間　正義 ○ 水田 10,000 水稲
154020084 七戸町 全域 田頭　良子 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
154080024 七戸町 全域 町屋　光弘 ○ 水田 100,000 水稲
154080025 七戸町 全域 町屋　光弘 ○ 畑 10,000 ニンジン、ニンニク
154080026 七戸町 全域 佐伯　好一 ○ 畑 30,000 飼料作物
154080027 七戸町 全域 佐伯　好一 ○ 水田 70,000 水稲
164020001 七戸町 全域 沢尾　一 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
164020002 七戸町 全域 二ツ森　俊一 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
164020003 七戸町 全域 二ツ森　俊一 ○ 畑 20,000 ニンニク
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164020004 七戸町 全域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ､牧草
164020005 七戸町 全域 沢尾　昭治 ○ 畑 3,000 ナガイモ
164020006 七戸町 全域 半﨑　一男 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
164020007 七戸町 全域 成田　秀光 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
164020008 七戸町 全域 田嶋　豊春 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク
164020009 七戸町 全域 田嶋　豊春 ○ 水田 50,000 水稲
164020010 七戸町 全域 大平　和春 ○ 水田 10,000 ニンニク
164020011 七戸町 全域 大平　和春 ○ 畑 10,000 ニンニク
164020012 七戸町 全域 附田　晃弘 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンニク
164020013 七戸町 全域 附田　晃弘 ○ 水田 5,000 水稲
164020014 七戸町 全域 中村　由昭 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク、ゴボウ
164020015 七戸町 全域 中村　由昭 ○ 畑 5,000 ニンニク、ゴボウ、ナガイモ
164020016 七戸町 全域 原子　文男 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
164020017 七戸町 全域 原子　文男 ○ 畑 5,000 ニンニク
164020018 七戸町 全域 附田　正芳 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
164020019 七戸町 全域 附田　正芳 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
164020020 七戸町 全域 二ツ森　政人 ○ 水田 3,000 ニンニク
164020021 七戸町 全域 二ツ森　政人 ○ 畑 3,000 ニンニク
164020022 七戸町 全域 小田　雄一 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
164020023 七戸町 全域 小田　雄一 ○ 畑 5,000 ニンニク
164020024 七戸町 全域 森野　明人 ○ 畑 1,000 かぶ
164020025 七戸町 全域 和田　武志 ○ 水田 50,000 大豆、ナガイモ
164020026 七戸町 全域 和田　武志 ○ 畑 50,000 大豆、ナガイモ
164020027 七戸町 全域 大鹿　憲一 ○ 水田 5,000 ニンニク
164020028 七戸町 全域 佐藤　和文 ○ 水田 2,000 ニンニク
164020029 七戸町 全域 佐藤　和文 ○ 畑 2,000 ニンニク
164020030 七戸町 全域 上原子　順一 ○ 水田 10,000 ニンニク、ゴボウ
164020031 七戸町 全域 上原子　順一 ○ 畑 10,000 ニンニク、ゴボウ
164020032 七戸町 全域 天間　広孝 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
164020033 七戸町 全域 天間　広孝 ○ 畑 10,000 ニンニク
164020034 七戸町 全域 佐々木　義一郎 ○ 水田 10,000 水稲
164020035 七戸町 全域 福田　誠 ○ 水田 10,000 水稲
164020036 七戸町 全域 山田　正 ○ 水田 3,000 水稲
164020037 七戸町 全域 中岫　博隆 ○ 水田 30,000 水稲
164020038 七戸町 全域 中岫　博隆 ○ 畑 30,000 たばこ、ナガイモ
164020039 七戸町 全域 田嶋　英夫 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
164020040 七戸町 全域 田嶋　英夫 ○ 畑 10,000 牧草
164020043 七戸町 全域 上原子　孝之 ○ 畑 30,000 牧草
164020044 七戸町 全域 （有）金子ファーム ○ 水田 100,000 デントコーン、牧草
164020045 七戸町 全域 立崎　由紀夫 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ
164020046 七戸町 全域 立崎　由紀夫 ○ 畑 10,000 ゴボウ
164020047 七戸町 全域 鳥谷部　信悅 ○ 水田 10,000 水稲
164020048 七戸町 全域 髙田　寛一郎 ○ 水田 10,000 水稲
164020049 七戸町 全域 菊地　明光 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ
164020050 七戸町 全域 菊地　明光 ○ 畑 10,000 ナガイモ
164020051 七戸町 全域 哘　秀男 ○ 水田 5,000 牧草
164020052 七戸町 全域 浦田　一博 ○ 水田 10,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
164020053 七戸町 全域 浦田　一博 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
164020054 七戸町 全域 二ツ森　正義 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
164020055 七戸町 全域 二ツ森　正義 ○ 畑 20,000 ニンニク
174020001 七戸町 全域 天間　秋人 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク
174020002 七戸町 全域 天間　秋人 ○ 畑 50,000 ニンニク
174020003 七戸町 全域 株式会社　八甲田農場　代表取締役　小又　進 ○ 水田 30,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174020004 七戸町 全域 株式会社　マルカ農産　代表取締役　附田　長人 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
174020005 七戸町 全域 株式会社　マルカ農産　代表取締役　附田　長人 ○ 畑 20,000 ニンニク
174020006 七戸町 全域 古屋敷　満 ○ 水田 15,000 水稲、ナガイモ、ニンニク
174020007 七戸町 全域 古屋敷　満 ○ 畑 15,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
174020008 七戸町 全域 半﨑　一男 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
174020011 七戸町 全域 成田　麻梨乃 ○ 水田 10,000 ニンニク
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174020012 七戸町 全域 成田　麻梨乃 ○ 畑 10,000 ニンニク
174020013 七戸町 全域 中岫　憲 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
174020014 七戸町 全域 中岫　憲 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
174020015 七戸町 全域 金見　肇 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
174020016 七戸町 全域 金見　肇 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
174020017 七戸町 全域 髙田　勝信 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク
174020018 七戸町 全域 髙田　勝信 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
174020019 七戸町 全域 工藤　文夫 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ
174020020 七戸町 全域 工藤　文夫 ○ 畑 10,000 ナガイモ
174020021 七戸町 全域 附田　廣志 ○ 水田 100,000 水稲、たばこ
174020022 七戸町 全域 附田　廣志 ○ 畑 100,000 たばこ
174020023 七戸町 全域 戸来　直城 ○ 畑 2,500,000 飼料作物
174020024 七戸町 全域 大池　與治 ○ 水田 5,000 水稲
174020025 七戸町 全域 宮澤　隆幸 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
174020026 七戸町 全域 中村　善男 ○ 水田 10,000 水稲
174020027 七戸町 全域 原子　昭雄 ○ 水田 10,000 水稲
174020028 七戸町 全域 附田　勇 ○ 水田 10,000 水稲
174020029 七戸町 全域 天間　清正 ○ 水田 10,000 水稲
174020030 七戸町 全域 高西　満昭 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
174020031 七戸町 全域 附田　茂 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
174020032 七戸町 全域 附田　茂 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
174020033 七戸町 全域 田嶋　政榮 ○ 水田 10,000 水稲
174020034 七戸町 全域 加藤　トキ ○ 水田 10,000 水稲
174020035 七戸町 全域 坪　誠 ○ 水田 10,000 水稲
174020036 七戸町 全域 野月　紀幸 ○ 水田 20,000 水稲
174020037 七戸町 全域 川村　和仁 ○ 水田 10,000 水稲
174020038 七戸町 全域 中野　一夫 ○ 水田 10,000 水稲
174020039 七戸町 全域 浜田　一成 ○ 水田 20,000 水稲
174020040 七戸町 全域 原子　登 ○ 水田 10,000 水稲
174020041 七戸町 全域 中村　忠憲 ○ 水田 10,000 水稲
174020042 七戸町 全域 上原子　春治 ○ 水田 10,000 ナガイモ
174020043 七戸町 全域 大池　稔 ○ 水田 10,000 水稲
174020044 七戸町 全域 福村　孝志 ○ 水田 10,000 水稲
174020045 七戸町 全域 瀬川　博文 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク、大豆
174020046 七戸町 全域 瀬川　博文 ○ 畑 10,000 ニンニク、大豆
174020047 七戸町 全域 工藤　勝則 ○ 水田 5,000 水稲
174020048 七戸町 全域 荒木田　幸之丞 ○ 水田 10,000 水稲
174020049 七戸町 全域 中野　秋生 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ
174020050 七戸町 全域 中野　秋生 ○ 畑 10,000 ナガイモ
174020051 七戸町 全域 鳥谷部　みゆき ○ 水田 10,000 水稲
174020052 七戸町 全域 天間　淳 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
174020053 七戸町 全域 天間　淳 ○ 畑 10,000 ニンニク
174020056 七戸町 全域 福田　定右衛門 ○ 水田 30,000 水稲、ナガイモ
174020057 七戸町 全域 成田　文廣 ○ 水田 10,000 水稲
174020058 七戸町 全域 附田　清之進 ○ 水田 8,000 水稲、ニンニク
174020059 七戸町 全域 附田　文一 ○ 水田 5,000 水稲
174020060 七戸町 全域 千葉　清美 ○ 水田 10,000 水稲
174020061 七戸町 全域 坪　次男 ○ 畑 5,000 ニンニク、ナガイモ
174020062 七戸町 全域 三上　一正 ○ 水田 10,000 水稲
174020063 七戸町 全域 工藤　政志 ○ 水田 10,000 水稲
174020064 七戸町 全域 縄田　宏幸 ○ 水田 5,000 水稲
174020065 七戸町 全域 中岫　均 ○ 水田 10,000 水稲
174020066 七戸町 全域 町屋　常男 ○ 水田 5,000 水稲
174020067 七戸町 全域 檜山　健悅 ○ 水田 10,000 水稲
174020068 七戸町 全域 小倉　俊夫 ○ 水田 10,000 水稲
174020069 七戸町 全域 上野　重德 ○ 水田 10,000 水稲
174020070 七戸町 全域 小原　昇 ○ 水田 100,000 水稲、牧草、ネギ
174020071 七戸町 全域 小原　昇 ○ 畑 100,000 牧草、ネギ
174020072 七戸町 全域 福村　良一 ○ 水田 8,000 水稲
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174020073 七戸町 全域 髙田　幸三 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
174020074 七戸町 全域 髙田　幸三 ○ 畑 10,000 ニンニク
184020001 七戸町 全域 工藤　文雄 ○ 水田 10,000 水稲
184020002 七戸町 全域 竹内　正則 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
184020003 七戸町 全域 竹内　正則 ○ 畑 20,000 ニンニク
184020004 七戸町 全域 坪　淺憲 ○ 水田 3,000 水稲、ニンニク
184020005 七戸町 全域 坪　淺憲 ○ 畑 3,000 ニンニク
184020006 七戸町 全域 森田　正雄 ○ 水田 5,000 水稲
184020007 七戸町 全域 古屋敷　一 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ
184020009 七戸町 全域 高田　一美 ○ 水田 20,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
184020010 七戸町 全域 高田　一美 ○ 畑 20,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
184020011 七戸町 全域 鳥谷部　新八 ○ 水田 20,000 牧草
184020012 七戸町 全域 鳥谷部　新八 ○ 畑 20,000 牧草
184020013 七戸町 全域 甲田　勘 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ニンニク
184020014 七戸町 全域 甲田　勘 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
184020015 七戸町 全域 市ノ渡　幸勝 ○ 水田 10,000 水稲
184020016 七戸町 全域 簗田　貢 ○ 水田 5,000 水稲
184020018 七戸町 全域 澤田　公勇 ○ 水田 10,000 水稲
184020019 七戸町 全域 中野渡　昭五 ○ 水田 10,000 水稲
184020020 七戸町 全域 松下　喜一 ○ 水田 5,000 水稲
184020021 七戸町 全域 楠　忠男 ○ 水田 5,000 水稲
184020022 七戸町 全域 中村　剛 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
184020023 七戸町 全域 中村　剛 ○ 畑 5,000 ニンニク、ナガイモ
184020024 七戸町 全域 附田　茂光 ○ 水田 5,000 ニンニク
184020025 七戸町 全域 西野　福寿 ○ 水田 20,000 水稲
184020026 七戸町 全域 金見　勝男 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
184020027 七戸町 全域 織川　国男 ○ 水田 20,000 水稲
184020028 七戸町 全域 田村　錦悦 ○ 水田 5,000 水稲、ナガイモ、ニンニク
184020029 七戸町 全域 田村　錦悦 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンニク
184020030 七戸町 全域 沢尾　昭治 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ニンニク
184020031 七戸町 全域 花松　利秋 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
184020032 七戸町 全域 花松　利秋 ○ 畑 20,000 ニンニク
184020033 七戸町 全域 澤橋　勢一 ○ 水田 20,000 水稲
184020036 七戸町 全域 織川　里志 ○ 水田 4,000 水稲
184020037 七戸町 全域 株式会社　田原ファーム　代表取締役　田原　博文 ○ 水田 100,000 牧草
184020038 七戸町 全域 株式会社　田原ファーム　代表取締役　田原　博文 ○ 畑 100,000 牧草
184020039 七戸町 全域 山田　清志 ○ 水田 5,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
184020040 七戸町 全域 山田　清志 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
184020041 七戸町 全域 大池　とみ子 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
184020042 七戸町 全域 大池　とみ子 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
184020043 七戸町 全域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020044 七戸町 全域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
184020053 七戸町 全域 鳥谷部　キヨ ○ 水田 20,000 牧草
184020054 七戸町 全域 鳥谷部　キヨ ○ 畑 20,000 牧草
184020055 七戸町 全域 花松　健一郎 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク
184020056 七戸町 全域 花松　健一郎 ○ 畑 50,000 水稲、ニンニク
184020059 七戸町 全域 金澤　智 ○ 水田 20,000 牧草
184020060 七戸町 全域 鳥谷部　馨 ○ 水田 5,000 水稲
184020061 七戸町 全域 小又　大和 ○ 水田 100,000 水稲
184020062 七戸町 全域 白石　由昌 ○ 水田 5,000 水稲
184080011 七戸町 全域 岡山　雄哉 ○ 水田 20,000 水稲
184080012 七戸町 全域 岡山　雄哉 ○ 畑 40,000 ダイコン、ニンニク、ナガイモ
194020001 七戸町 全域 力石　堅太郎 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
194020002 七戸町 全域 作田　正儀 ○ 水田 15,000 水稲
194020003 七戸町 全域 大池　克 ○ 水田 10,000 水稲
194020004 七戸町 全域 株式会社　市ノ渡総業　代表取締役　市ノ渡　正美 ○ 水田 12,000 トマト
194020005 七戸町 全域 株式会社　市ノ渡総業　代表取締役　市ノ渡　正美 ○ 畑 12,000 トマト
194020006 七戸町 全域 立﨑　祐章 ○ 水田 10,000 ネギ、トウモロコシ、キャベツ
194020007 七戸町 全域 立﨑　祐章 ○ 畑 10,000 ネギ、トウモロコシ、キャベツ
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194020008 七戸町 全域 金澤　留美子 ○ 水田 70,000 牧草
194020011 七戸町 全域 二ツ森　茂義 ○ 水田 10,000 水稲
194020012 七戸町 全域 向中野　敬一 ○ 水田 7,000 水稲
194020013 七戸町 全域 藤田　啓子 ○ 水田 5,000 水稲
194020014 七戸町 全域 鶴ケ﨑　勲 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
194020015 七戸町 全域 鶴ケ﨑　勲 ○ 畑 20,000 ニンニク
194020016 七戸町 全域 寺澤　馨 ○ 水田 20,000 牧草
194020017 七戸町 全域 寺澤　馨 ○ 畑 20,000 牧草
194020018 七戸町 全域 上原子　敏美 ○ 水田 5,000 水稲
194020019 七戸町 全域 中野　孝則 ○ 水田 20,000 水稲
194020020 七戸町 全域 中野　正章 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
194020021 七戸町 全域 中野　正章 ○ 畑 10,000 ニンニク
194020022 七戸町 全域 松山　芳治 ○ 畑 7,000 ニンニク
194020023 七戸町 全域 天間　雄一 ○ 水田 6,000 水稲
194020024 七戸町 全域 天間　敏文 ○ 水田 10,000 水稲
194020025 七戸町 全域 楢山　浩 ○ 水田 8,000 水稲
194020026 七戸町 全域 中野　幸一 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
194020027 七戸町 全域 中野　幸一 ○ 畑 10,000 ニンニク
194020028 七戸町 全域 沢目　福美 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ
194020029 七戸町 全域 沢目　福美 ○ 畑 10,000 ナガイモ
194020030 七戸町 全域 髙田　栄三郎 ○ 畑 30,000 牧草
194020031 七戸町 全域 哘　健一 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
194020032 七戸町 全域 澤田　賢一 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
194020033 七戸町 全域 澤田　賢一 ○ 畑 10,000 ニンニク
194020034 七戸町 全域 上原子　長福 ○ 水田 20,000 ブロッコリー、ゴボウ、ナガイモ
194020035 七戸町 全域 上原子　長福 ○ 畑 20,000 ブロッコリー、ゴボウ、ナガイモ
194020036 七戸町 全域 中村　正志 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ニンニク、ナガイモ
194020037 七戸町 全域 中村　正志 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ニンニク、ナガイモ
194020038 七戸町 全域 中岫　嘉仁 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
194020039 七戸町 全域 中岫　嘉仁 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
194020040 七戸町 全域 檜山　一志 ○ 水田 100,000 牧草
194020041 七戸町 全域 天間　敏行 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク
194020042 七戸町 全域 天間　敏行 ○ 畑 10,000 ニンニク
194020043 七戸町 全域 哘　圭輔 ○ 水田 30,000 キャベツ
194020044 七戸町 全域 哘　圭輔 ○ 畑 30,000 キャベツ
194020045 七戸町 全域 小又　政幸 ○ 水田 10,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
194020046 七戸町 全域 小又　政幸 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
194020047 七戸町 全域 株式会社　こさか農産　代表取締役　小坂　義貞 ○ 水田 200,000 水稲、タマネギ
194020048 七戸町 全域 株式会社　こさか農産　代表取締役　小坂　義貞 ○ 畑 200,000 タマネギ
194020051 七戸町 全域 四戸　健一 ○ 水田 10,000 牧草
194020052 七戸町 全域 四戸　健一 ○ 畑 10,000 牧草
194020053 七戸町 全域 上野　勝憲 ○ 水田 10,000 水稲
194020054 七戸町 全域 二ツ森　圭吉 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
194020055 七戸町 全域 二ツ森　圭吉 ○ 畑 20,000 ニンニク
194020056 七戸町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
194020057 七戸町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
194020058 七戸町 全域 原子　正志 ○ 水田 10,000 水稲
194020059 七戸町 全域 佐々木　明男 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
194020060 七戸町 全域 佐々木　明男 ○ 畑 30,000 ニンニク、ナガイモ
194020061 七戸町 全域 天間　接雄 ○ 水田 10,000 水稲
194020062 七戸町 全域 長久保　敬一 ○ 水田 10,000 水稲
194020063 七戸町 全域 鶴ケ崎　嘉樹 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ナガイモ
194020064 七戸町 全域 鶴ケ崎　嘉樹 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
202060014 七戸町 全域 株式会社　四葉　代表取締役　舛舘　哲二 ○ 水田 70,000 大豆、草地
204020001 七戸町 全域 小栗　勝吉 ○ 水田 30,000 水稲、ナガイモ
204020002 七戸町 全域 小栗　勝吉 ○ 畑 30,000 ナガイモ
204020003 七戸町 全域 中村　重昭 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
204020004 七戸町 全域 中村　重昭 ○ 畑 5,000 ニンニク
204080006 七戸町 全域 佐々木　広行 ○ 水田 10,000 水稲
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204080007 七戸町 全域 佐々木　広行 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
142060076 六戸町 全域 竹ケ原　善昭 ○ 水田 10,000 ゴボウ、大豆、麦
142060077 六戸町 全域 竹ケ原　善昭 ○ 畑 10,000 ゴボウ、大豆、麦
142060100 六戸町 全域 小笠原　秋彦 ○ 畑 20,000 飼料用米、大豆、小麦
142060173 六戸町 全域 岡本　巨樹 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060174 六戸町 全域 岡本　巨樹 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060185 六戸町 全域 小山田　訓 ○ 水田 40,000 飼料用米、大豆
142060186 六戸町 全域 小山田　訓 ○ 畑 40,000 大豆
142060322 六戸町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060323 六戸町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
144020094 六戸町 全域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020095 六戸町 全域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020096 六戸町 全域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020152 六戸町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020153 六戸町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020154 六戸町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144050001 六戸町 全域 田中　将司 ○ 水田 4,000 ニンジン、ニンニク
144050002 六戸町 全域 田中　将司 ○ 畑 4,000 ニンジン、ニンニク
144050003 六戸町 全域 清水　実 ○ 畑 3,000 ゴボウ
144050004 六戸町 全域 有限会社　エコファーム　代表取締役　林　勝治 ○ 畑 200,000 ゴボウ
144050005 六戸町 全域 金渕　盛一 ○ 畑 10,000 ゴボウ
144050006 六戸町 全域 長根　一男 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ニンニク
144050007 六戸町 全域 竹内　伸也 ○ 畑 10,000 ナガイモ
144050008 六戸町 全域 久田　恒志 ○ 水田 3,000 水稲
144050008 六戸町 全域 久田　恒志 ○ 畑 3,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144050009 六戸町 全域 新山　寿 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144050010 六戸町 全域 新山　寿 ○ 畑 30,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144050011 六戸町 全域 田中　裕紀 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ニンニク
144050012 六戸町 全域 田中　裕紀 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ニンニク
144050013 六戸町 全域 成田　学 ○ 水田 30,000 水稲
144050014 六戸町 全域 佐藤　琢真 ○ 畑 10,000 ニンニク
144050015 六戸町 全域 山内　一助 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
144050016 六戸町 全域 佐々木　喜代治 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ナガイモ
144050017 六戸町 全域 佐々木　喜代治 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ナガイモ
144050018 六戸町 全域 坂本　勝栄 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144050019 六戸町 全域 坂本　勝栄 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144050020 六戸町 全域 四木　俊一 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ
144050021 六戸町 全域 四木　俊一 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ
144050022 六戸町 全域 山辺　昭浩 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144050023 六戸町 全域 山辺　昭浩 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ
144050024 六戸町 全域 株式会社　誠栄　代表取締役　袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144050026 六戸町 全域 合川　秀夫 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144050027 六戸町 全域 長嶺　勉 ○ 水田 10,000 水稲
144050028 六戸町 全域 長嶺　勉 ○ 畑 10,000 ニンジン、ニンニク
144050029 六戸町 全域 川村　雅彦 ○ 畑 10,000 ニンニク
144050030 六戸町 全域 山本　行雄 ○ 畑 15,000 ナガイモ、ゴボウ
144050031 六戸町 全域 古里　敏幸 ○ 水田 30,000 水稲
144050032 六戸町 全域 田代　勝夫 ○ 水田 30,000 水稲
144050032 六戸町 全域 田代　勝夫 ○ 畑 30,000 水稲
144050033 六戸町 全域 松橋　博見 ○ 水田 30,000 水稲
144050034 六戸町 全域 佐々木　啓一 ○ 畑 2,000 ゴボウ、ナガイモ
144050035 六戸町 全域 附田　民雄 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
144050036 六戸町 全域 附田　民雄 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
144050037 六戸町 全域 高森　秀明 ○ 水田 50,000 水稲
144050039 六戸町 全域 四木　誉将 ○ 畑 10,000 ゴボウ
144050040 六戸町 全域 四木　誠 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
144050041 六戸町 全域 豊川　信雄 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
144050042 六戸町 全域 金渕　勝広 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ダイコン
144050043 六戸町 全域 金渕　勝広 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン
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144050044 六戸町 全域 三浦　英雄 ○ 水田 20,000 水稲
144050045 六戸町 全域 竹内　伸也 ○ 水田 10,000 ナガイモ
144050046 六戸町 全域 金渕　盛一 ○ 水田 30,000 ゴボウ
144050047 六戸町 全域 長根　一男 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ニンニク
144050048 六戸町 全域 山内　一助 ○ 水田 10,000 ゴボウ
144050049 六戸町 全域 下田　利昭 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050050 六戸町 全域 下田　利昭 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050051 六戸町 全域 下田　利昭 ○ 草地 30,000 ゴボウ、ダイコン、大豆、ニンジン
144050058 六戸町 全域 四木　誠 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ
144050059 六戸町 全域 岡田　進 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144050060 六戸町 全域 岡田　進 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144050061 六戸町 全域 大久保　正一 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ダイコン
144050062 六戸町 全域 佐々木　和幸 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144050064 六戸町 全域 有限会社　エコファーム　代表取締役　林　勝治 ○ 水田 50,000 ゴボウ
144050065 六戸町 全域 有限会社　エコファーム　代表取締役　林　勝治 ○ 草地 50,000 ゴボウ
144050066 六戸町 全域 小泉　信雄 ○ 水田 10,000 水稲、葉たばこ
144050067 六戸町 全域 小泉　信雄 ○ 畑 10,000 水稲、葉たばこ
144050068 六戸町 全域 成田　一二 ○ 水田 10,000 水稲
144050069 六戸町 全域 松村　英雄 ○ 水田 9,000 ゴボウ、ナガイモ
144050072 六戸町 全域 苫米地　義彦 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144050073 六戸町 全域 苫米地　義彦 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
144050074 六戸町 全域 川村　茂 ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
144120056 六戸町 全域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 畑 200,000 野菜
144120083 六戸町 全域 種市　修一 ○ 畑 20,000 ゴボウ
144120086 六戸町 全域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン
152060041 六戸町 全域 小笠原　利行 ○ 水田 50,000 水稲、ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060042 六戸町 全域 小笠原　利行 ○ 畑 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060043 六戸町 全域 小笠原　利行 ○ 草地 50,000 ゴボウ、大豆、ナガイモ、ニンニク、麦
152060050 六戸町 全域 平舘　昭彦 ○ 水田 30,000 水稲
152060053 六戸町 全域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 水田 1,000,000 水稲、大豆、牧草、野菜等
152060054 六戸町 全域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 畑 1,000,000 大豆、牧草、野菜等
152060055 六戸町 全域 十和田アグリ株式会社　代表取締役　竹ケ原　直大 ○ 草地 1,000,000 大豆、牧草、野菜等
152060076 六戸町 全域 戸来　直城 ○ 水田 2,500,000 飼料作物
152060077 六戸町 全域 戸来　直城 ○ 草地 2,500,000 飼料作物
154050001 六戸町 全域 木野　一二三 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ニンニク
154050002 六戸町 全域 杉山　和雄 ○ 水田 3,200 ニンニク
154050003 六戸町 全域 袴田　誠一 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
154050004 六戸町 全域 古里　進 ○ 畑 6,000 ゴボウ、ナガイモ
154050005 六戸町 全域 豊川　信雄 ○ 畑 100,000 水稲、大豆
154050008 六戸町 全域 松島　正利 ○ 水田 10,000 水稲
154050009 六戸町 全域 伊沢　義春 ○ 水田 15,000 ニンニク
154050010 六戸町 全域 古里　進 ○ 水田 6,000 ゴボウ、ナガイモ
154050013 六戸町 全域 茂木　美智男 ○ 水田 5,000 ニンニク
154050014 六戸町 全域 茂木　美智男 ○ 畑 5,000 ニンニク
154050015 六戸町 全域 下田　淳一 ○ 水田 7,000 水稲、野菜
154050016 六戸町 全域 杉山　武夫 ○ 水田 20,000 ソバ、大豆
154050017 六戸町 全域 竹内　幾雄 ○ 水田 30,000 飼料用米、ナガイモ、ニンニク
154050018 六戸町 全域 竹内　幾雄 ○ 畑 30,000 飼料用米、ナガイモ、ニンニク
154050019 六戸町 全域 高橋　清一 ○ 水田 100,000 水稲
154050020 六戸町 全域 豊川　徳弥志 ○ 水田 30,000 水稲
154050021 六戸町 全域 佐藤　栄一 ○ 水田 60,000 水稲
154050024 六戸町 全域 川村　馨 ○ 水田 5,000 水稲
154050027 六戸町 全域 外山　ルミ ○ 水田 5,000 水稲、ニンニク
154050028 六戸町 全域 外山　ルミ ○ 畑 5,000 水稲、ニンニク
154050029 六戸町 全域 砂渡　精一 ○ 畑 20,000 ニンジン、ニンニク
154050030 六戸町 全域 松嶋　隆志 ○ 畑 10,000 ナガイモ、山ウド
154050031 六戸町 全域 十文字　幸子 ○ 水田 30,000 ゴボウ、ダイコン、ニンジン
154050032 六戸町 全域 金渕　健一 ○ 水田 30,000 ゴボウ、ナガイモ
154050033 六戸町 全域 山本　一男 ○ 水田 10,000 ニンニク
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154050034 六戸町 全域 山本　一男 ○ 畑 10,000 ニンニク
154050035 六戸町 全域 新山　智哉 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ
154050036 六戸町 全域 新山　智哉 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
154050037 六戸町 全域 合川　秀夫 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
162060019 六戸町 全域 農事組合法人　いずみだ　代表理事　小笠原　秋彦 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
162060020 六戸町 全域 農事組合法人　いずみだ　代表理事　小笠原　秋彦 ○ 畑 50,000 水稲、大豆、小麦
162060082 六戸町 全域 竹ケ原　範生 ○ 水田 10,000 水稲、ネギ、ニンニク
162060083 六戸町 全域 竹ケ原　範生 ○ 畑 10,000 水稲、ネギ、ニンニク
164050001 六戸町 全域 下道建設株式会社　代表取締役　野村　みわ ○ 水田 10,000 ニンニク、ニンジン、ネギ
164050002 六戸町 全域 下道建設株式会社　代表取締役　野村　みわ ○ 畑 10,000 ニンニク、ニンジン、ネギ
164050003 六戸町 全域 五日市　博 ○ 畑 10,000 ニンニク
164050004 六戸町 全域 高坂　清一 ○ 水田 40,000 飼料作物
164050005 六戸町 全域 高坂　清一 ○ 畑 40,000 飼料作物
164050006 六戸町 全域 金渕　亘 ○ 水田 30,000 ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ナガイモ
164050007 六戸町 全域 金渕　亘 ○ 畑 30,000 ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ナガイモ
164050008 六戸町 全域 山内　茂 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
164050009 六戸町 全域 山内　茂 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
164050010 六戸町 全域 成田　一髙 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ニンニク
164050011 六戸町 全域 成田　一髙 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ニンニク
164050014 六戸町 全域 赤石　義周 ○ 水田 30,000 水稲
164050016 六戸町 全域 松橋　一男 ○ 水田 20,000 水稲
164050019 六戸町 全域 株式会社　あおもり野菜　代表取締役　十文字　幸子 ○ 水田 30,000 ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ナガイモ
164050020 六戸町 全域 株式会社　あおもり野菜　代表取締役　十文字　幸子 ○ 畑 30,000 ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ナガイモ
164050021 六戸町 全域 有限会社　メープルファーム　代表取締役　川村　光春 ○ 畑 100,000 ナガイモ
164050022 六戸町 全域 円子　三義 ○ 畑 5,000 ニンニク
164050023 六戸町 全域 中野渡　俊一 ○ 水田 10,000 水稲
164050024 六戸町 全域 佐藤　隆 ○ 水田 50,000 水稲
164050025 六戸町 全域 久田　伸一 ○ 水田 30,000 水稲
164050026 六戸町 全域 山本　拓也 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ
164050027 六戸町 全域 あおもり南部ファーム株式会社　代表取締役　米田　奈津子 ○ 水田 50,000 ダイコン、ニンジン
164050028 六戸町 全域 あおもり南部ファーム株式会社　代表取締役　米田　奈津子 ○ 畑 50,000 ダイコン、ニンジン
164050029 六戸町 全域 新山　義喜 ○ 水田 5,000 ニンニク
164050030 六戸町 全域 新山　義喜 ○ 畑 5,000 ニンニク
164050031 六戸町 全域 目時　隆幸 ○ 水田 200,000 水稲
172060014 六戸町 全域 苫米地　文亮 ○ 水田 30,000 ゴボウ
172060015 六戸町 全域 苫米地　文亮 ○ 畑 30,000 ゴボウ
172060110 六戸町 全域 松田　信也 ○ 水田 50,000 水稲、大豆、小麦
172060111 六戸町 全域 松田　信也 ○ 畑 50,000 大豆、小麦
174050001 六戸町 全域 武田　久志 ○ 水田 10,000 大豆
174050002 六戸町 全域 小林　正隆 ○ 水田 10,000 水稲
174050003 六戸町 全域 附田　隆三 ○ 水田 10,000 水稲
174050004 六戸町 全域 山崎　賢造 ○ 水田 100,000 水稲
174050005 六戸町 全域 蛯名　一満 ○ 水田 5,000 水稲
174050006 六戸町 全域 渡辺　耕一 ○ 畑 10,000 ナガイモ
174050007 六戸町 全域 沼田　麻憲 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ニンニク、ジャガイモ
174050008 六戸町 全域 沼田　麻憲 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ニンニク、ジャガイモ
174050009 六戸町 全域 村舘　義雄 ○ 水田 3,000 ソバ
174050012 六戸町 全域 久田　正孝 ○ 水田 10,000 水稲
174050013 六戸町 全域 十文字　弘子 ○ 水田 10,000 水稲
174050014 六戸町 全域 浦崎　渉 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174050015 六戸町 全域 沼田　京子 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ゴボウ
174050016 六戸町 全域 沼田　京子 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
174050017 六戸町 全域 佐々木　和宏 ○ 水田 10,000 水稲
174050018 六戸町 全域 金澤　春男 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ゴボウ
174050019 六戸町 全域 金澤　春男 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
174050020 六戸町 全域 高坂　琢也 ○ 水田 10,000 牧草
174050021 六戸町 全域 高坂　琢也 ○ 畑 10,000 牧草
182060020 六戸町 全域 泉山　光夫 ○ 水田 11,000 飼料用米
184020051 六戸町 全域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
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184020052 六戸町 全域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
184050002 六戸町 全域 山端　信広 ○ 水田 50,000 牧草
184050003 六戸町 全域 山端　信広 ○ 畑 50,000 牧草
184050004 六戸町 全域 山端　信広 ○ 草地 50,000 牧草
184050005 六戸町 全域 山崎　俊美 ○ 水田 10,000 水稲
184050006 六戸町 全域 田中　一十美 ○ 水田 2,000 水稲
184050007 六戸町 全域 梅津　敏幸 ○ 水田 2,000 たばこ
184050008 六戸町 全域 気田　浩 ○ 水田 2,000 水稲
184050009 六戸町 全域 気田　浩 ○ 畑 2,000 牧草
184050010 六戸町 全域 中川原　恵美 ○ 水田 3,000 ニンニク、クレソン
184050011 六戸町 全域 中川原　恵美 ○ 畑 3,000 ニンニク、クレソン
184050012 六戸町 全域 岡田　幸将 ○ 水田 20,000 ニンニク
184050013 六戸町 全域 岡田　幸将 ○ 畑 20,000 ニンニク
184050014 六戸町 全域 松田　馨 ○ 水田 15,000 水稲
184050015 六戸町 全域 砂渡　伸一 ○ 水田 20,000 水稲
184050016 六戸町 全域 髙坂　昭 ○ 水田 10,000 水稲
184050017 六戸町 全域 下田　利明 ○ 畑 10,000 ナガイモ
184050018 六戸町 全域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 水田 100,000 野菜
184050020 六戸町 全域 鳥越　肇 ○ 水田 10,000 水稲
184050021 六戸町 全域 鳥越　肇 ○ 畑 10,000 水稲
184050022 六戸町 全域 袴田　精二 ○ 水田 20,000 水稲
184050023 六戸町 全域 苫米地　正彦 ○ 畑 7,000 葉たばこ
184050024 六戸町 全域 今出川　弘 ○ 水田 25,000 水稲
184050025 六戸町 全域 今出川　弘 ○ 畑 25,000 水稲
184050026 六戸町 全域 小林　勲 ○ 水田 5,200 水稲
192060038 六戸町 全域 永井　恵介 ○ 水田 20,000 ナガイモ、ゴボウ
192060039 六戸町 全域 永井　恵介 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
194050001 六戸町 全域 吉本　寛之 ○ 水田 5,000 ニンニク
194050002 六戸町 全域 吉本　寛之 ○ 畑 5,000 ニンニク
194050003 六戸町 全域 農事組合法人　六日町　代表理事　高森　幸作 ○ 水田 100,000 水稲、大豆、ソバ
194050004 六戸町 全域 有限会社　リッツ・ワールド　代表取締役　越後　昭彦 ○ 畑 10,000 ダイコン
194050005 六戸町 全域 豊川　修 ○ 水田 10,000 水稲
194050006 六戸町 全域 株式会社　農学館　代表取締役　西　肇 ○ 水田 9,803 水稲
194050007 六戸町 全域 種市　国雄 ○ 水田 10,000 水稲
194050008 六戸町 全域 砂渡　精一 ○ 水田 30,000 水稲
194050010 六戸町 全域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050011 六戸町 全域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194050018 六戸町 全域 山本　新也 ○ 畑 15,000 ナガイモ、ゴボウ
194050019 六戸町 全域 新井山　哮 ○ 水田 20,000 水稲
194050020 六戸町 全域 田中　正一 ○ 水田 6,000 水稲
202060027 六戸町 全域 松田　賢志 ○ 水田 50,000 水稲
204050001 六戸町 全域 金渕　貞隆 ○ 畑 20,000 ダイコン、ゴボウ
204050002 六戸町 全域 田中　竹志 ○ 水田 2,500 水稲
204050003 六戸町 全域 はるとも農園株式会社　代表取締役　小山田　春男 ○ 水田 500,000 飼料用米
144060001 横浜町 全域 深井　昭男 ○ 畑 10,000 牧草
144060002 横浜町 全域 濵谷　和恵 ○ 水田 20,000 水稲
144060002 横浜町 全域 濵谷　和恵 ○ 畑 20,000 飼料作物
144060003 横浜町 全域 杉山　和彦 ○ 水田 2,000 水稲（まっしぐら）
144060004 横浜町 全域 斗米　晃二 ○ 畑 10,000 飼料作物
144060005 横浜町 全域 斗米　晃二 ○ 草地 10,000 飼料作物
144060006 横浜町 全域 菊地　修二 ○ 水田 5,000 水稲
144060007 横浜町 全域 竹内　圭史 ○ 畑 100,000 露地バレイショ、ナガイモ、菜種
144060008 横浜町 全域 沖津　由藏 ○ 畑 10,000 野菜
144060009 横浜町 全域 内山　克弘 ○ 畑 5,000 牧草
144060010 横浜町 全域 浦須内　敏 ○ 畑 20,000 ジャガイモ
144060011 横浜町 全域 農事組合法人　岡山牧場　理事　岡山　せつ ○ 草地 500,000 牧草、デントコーン
154060001 横浜町 全域 沖津　正博 ○ 畑 10,000 菜種、小麦
154060002 横浜町 全域 鳥山　義広 ○ 畑 50,000 ジャガイモなど
154060003 横浜町 全域 菊池　清助 ○ 畑 30,000 ジャガイモ、ナガイモ、菜種
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154060004 横浜町 全域 月舘　健一 ○ 畑 30,000 牧草
154060005 横浜町 全域 新舘　虎夫 ○ 水田 3,000 水稲
154060006 横浜町 全域 新舘　虎夫 ○ 畑 8,000 ナガイモ
154060007 横浜町 全域 古川　亮 ○ 草地 100,000 オーチャード、チモシー
154060008 横浜町 全域 吉田　嘉一 ○ 畑 10,000 ナガイモ
154060009 横浜町 全域 大沢　義則 ○ 畑 25,000 牧草
154060010 横浜町 全域 長倉　喜美男 ○ 畑 20,000 ジャガイモ
154060011 横浜町 全域 内山　大介 ○ 草地 10,000 牧草
154060012 横浜町 全域 濱辺　正美 ○ 畑 20,000 ジャガイモ
154060013 横浜町 全域 二木　菊太郎 ○ 畑 30,000 牧草
154060014 横浜町 全域 二木　菊太郎 ○ 草地 30,000 牧草
154110008 横浜町 全域 農事組合法人　吹越台地飼料生産利用組合　組合長理事　成澤　幸夫 ○ 畑 4,000,000 牧草、飼料用作物、デントコーン
154110009 横浜町 全域 農事組合法人　吹越台地飼料生産利用組合　組合長理事　成澤　幸夫 ○ 草地 4,000,000 牧草、飼料用作物、デントコーン
164060001 横浜町 全域 内山　克弘 ○ 水田 50,000 牧草
164060002 横浜町 全域 古川　亮 ○ 水田 100,000 オーチャード、チモシー
164060003 横浜町 全域 古川　亮 ○ 畑 100,000 オーチャード、チモシー
164060004 横浜町 全域 斗米　勝雄 ○ 水田 100,000 牧草
164060005 横浜町 全域 斗米　勝雄 ○ 畑 100,000 牧草
164060006 横浜町 全域 斗米　勝雄 ○ 草地 100,000 牧草
164060007 横浜町 全域 鳥山　一穂 ○ 水田 100,000 牧草
164060008 横浜町 全域 鳥山　一穂 ○ 畑 100,000 牧草
164060009 横浜町 全域 鳥山　一穂 ○ 草地 100,000 牧草
174060001 横浜町 全域 白濵　幸雄 ○ 水田 10,000 水稲、菜種、ジャガイモ
174060002 横浜町 全域 白濵　幸雄 ○ 畑 10,000 菜種、ジャガイモ
174060003 横浜町 全域 むつ湾雲雀平牧場株式会社　代表取締役　岡山　康広 ○ 畑 1,000,000 牧草
174060004 横浜町 全域 菊池　國廣 ○ 水田 10,000 水稲
174060005 横浜町 全域 菊池　國廣 ○ 畑 10,000 ジャガイモ、菜種、ニンニク
174060006 横浜町 全域 橋本　守也 ○ 水田 10,000 水稲、牧草、ジャガイモ、ナガイモ
174060007 横浜町 全域 橋本　守也 ○ 畑 10,000 水稲、牧草、ジャガイモ、ナガイモ
174060008 横浜町 全域 橋本　守也 ○ 草地 10,000 水稲、牧草、ジャガイモ、ナガイモ
184060001 横浜町 全域 有限会社　マルヨシ　代表取締役　木村　義春 ○ 畑 500,000 野菜
194060001 横浜町 全域 梅村　宏紀 ○ 水田 30,000 ナガイモ、ゴボウ、ジャガイモ
194060002 横浜町 全域 梅村　宏紀 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ、ジャガイモ
194060003 横浜町 全域 太田　千鶴 ○ 畑 100,000 牧草
194060004 横浜町 全域 太田　千鶴 ○ 水田 100,000 牧草
194060005 横浜町 全域 澤谷　隆雄 ○ 畑 100,000 牧草
194060006 横浜町 全域 澤谷　隆雄 ○ 水田 100,000 牧草
194060007 横浜町 全域 髙橋　招太郎 ○ 畑 100,000 ナガイモ、ジャガイモ
194060008 横浜町 全域 吉田　嘉一 ○ 水田 30,000 ソバ、菜種
204060001 横浜町 全域 濱辺　友之 ○ 畑 100,000 ナガイモ、ジャガイモ
204060002 横浜町 全域 瀬川　廣 ○ 畑 50,000 ジャガイモ、ナガイモ
204060003 横浜町 全域 菊地　勇介 ○ 水田 30,000 ニンニク、ジャガイモ
204060004 横浜町 全域 太田　雅樹 ○ 水田 30,000 水稲
142060065 東北町 全域 甲田　一博 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンニク
142060165 東北町 全域 立崎　義美　 ○ 水田 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060166 東北町 全域 立崎　義美　 ○ 畑 70,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
142060287 東北町 全域 大下内　伸勝 ○ 水田 30,000 水稲
142060324 東北町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060325 東北町 全域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142070046 東北町 全域 駒澤　エツ ○ 畑 10,000 野菜
144020009 東北町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020010 東北町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020011 東北町 全域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020013 東北町 全域 株式会社　鳥谷部ライスセンター　代表取締役　鳥谷部　エイ子 ○ 水田 500,000 水稲
144020035 東北町 全域 上原子　孝之 ○ 水田 30,000 牧草
144020051 東北町 全域 小栗　作之丞 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020052 東北町 全域 小栗　作之丞 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
144020055 東北町 全域 柳平　廣司 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク
144020056 東北町 全域 柳平　廣司 ○ 畑 50,000 ニンニク
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144020061 東北町 全域 枋木　光明 ○ 水田 20,000 水稲
144020062 東北町 全域 枋木　光明 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンニク
144020075 東北町 全域 （有）金子ファーム ○ 畑 100,000 デントコーン
144020076 東北町 全域 （有）金子ファーム ○ 草地 100,000 デントコーン
144020081 東北町 全域 天間　幸二郎 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンニク
144020088 東北町 全域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020089 東北町 全域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020090 東北町 全域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020120 東北町 全域 鳴海　善左衛門 ○ 水田 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020121 東北町 全域 鳴海　善左衛門 ○ 畑 50,000 ニンニク、ナガイモ
144020146 東北町 全域 仁和　一儀 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ
144020169 東北町 全域 甲田　時雄 ○ 水田 20,000 水稲
144020197 東北町 全域 工藤　章 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
144020210 東北町 全域 伊賀　昭彦 ○ 畑 5,000 杉苗
144020217 東北町 全域 宮里　正貴 ○ 水田 10,000 水稲
144020223 東北町 全域 花松　幸一郎 ○ 水田 30,000 水稲
144020232 東北町 全域 二ツ森　俊範 ○ 水田 5,000 ニンニク
144020233 東北町 全域 二ツ森　俊範 ○ 畑 5,000 ニンニク
144020243 東北町 全域 佐々木　洋介 ○ 水田 10,000 牧草
144020244 東北町 全域 佐々木　洋介 ○ 畑 10,000 牧草
144020245 東北町 全域 佐々木　洋介 ○ 草地 10,000 牧草
144080001 東北町 全域 沼田　武彦 ○ 水田 100,000 飼料作物
144080002 東北町 全域 沼田　武彦 ○ 畑 100,000 飼料作物
144080003 東北町 全域 向井　慎一 ○ 水田 10,000 飼料作物
144080004 東北町 全域 向井　慎一 ○ 畑 10,000 飼料作物
144080005 東北町 全域 滝沢　市男 ○ 水田 50,000 飼料作物
144080006 東北町 全域 滝沢　市男 ○ 畑 50,000 飼料作物
144080007 東北町 全域 大丸　晴美 ○ 水田 20,000 ナガイモ
144080008 東北町 全域 大丸　晴美 ○ 畑 20,000 ナガイモ
144080009 東北町 全域 下田　正美 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080010 東北町 全域 下田　正美 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080011 東北町 全域 鶴ケ崎　勝也 ○ 水田 30,000 水稲
144080012 東北町 全域 蛯名　喜幸 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080013 東北町 全域 蛯名　喜幸 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080014 東北町 全域 佐々木　広行 ○ 水田 30,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
144080015 東北町 全域 佐々木　広行 ○ 畑 30,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
144080016 東北町 全域 鶴居　正雄 ○ 水田 31,800 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080017 東北町 全域 鶴居　正雄 ○ 畑 31,800 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080018 東北町 全域 土橋　重幸 ○ 水田 17,400 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080019 東北町 全域 土橋　重幸 ○ 畑 17,400 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080020 東北町 全域 吹越　三男 ○ 水田 40,000 水稲、飼料作物
144080021 東北町 全域 吹越　三男 ○ 畑 40,000 水稲、飼料作物
144080022 東北町 全域 吹越　肇 ○ 水田 10,000 水稲、キャベツ、ゴボウ、ダイコン、タマネギ、ナガイモ、ニンニク
144080023 東北町 全域 吹越　肇 ○ 畑 10,000 水稲、キャベツ、ゴボウ、ダイコン、タマネギ、ナガイモ、ニンニク
144080024 東北町 全域 向井　博徳 ○ 水田 100,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080025 東北町 全域 向井　博徳 ○ 畑 100,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080026 東北町 全域 鳴海　進 ○ 水田 10,000 飼料作物
144080027 東北町 全域 鳴海　進 ○ 畑 10,000 飼料作物
144080028 東北町 全域 中村　勇太郎 ○ 水田 35,000 水稲
144080029 東北町 全域 岩清水　光雄 ○ 水田 20,000 水稲
144080030 東北町 全域 久保田　久賢 ○ 水田 14,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080031 東北町 全域 久保田　久賢 ○ 畑 14,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080032 東北町 全域 吹越　伍郎助 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080033 東北町 全域 吹越　伍郎助 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080034 東北町 全域 野村　昇 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
144080035 東北町 全域 野村　昇 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
144080036 東北町 全域 沼辺　喜美男 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080037 東北町 全域 沼辺　喜美男 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080038 東北町 全域 澤居　則彦 ○ 水田 20,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
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144080039 東北町 全域 澤居　則彦 ○ 畑 20,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080040 東北町 全域 小川　寅悦 ○ 水田 100,000 飼料作物
144080041 東北町 全域 小川　寅悦 ○ 畑 100,000 飼料作物
144080042 東北町 全域 農事組合法人　北栄トラクター利用組合　組合長　松山　博正 ○ 畑 100,000 飼料作物
144080043 東北町 全域 笹倉　隆悦 ○ 水田 20,000 飼料作物
144080044 東北町 全域 笹倉　隆悦 ○ 畑 20,000 飼料作物
144080045 東北町 全域 岡山　時夫 ○ 水田 31,100 水稲、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080046 東北町 全域 岡山　時夫 ○ 畑 31,100 水稲、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080047 東北町 全域 蛯沢　勝栄 ○ 水田 40,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
144080048 東北町 全域 蛯沢　勝栄 ○ 畑 40,000 水稲、ゴボウ、ナガイモ
144080049 東北町 全域 東北農事組合法人　代表理事　甲地　昇 ○ 水田 1,882,900 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080050 東北町 全域 東北農事組合法人　代表理事　甲地　昇 ○ 畑 1,882,900 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080051 東北町 全域 長久保　徳次郎 ○ 水田 26,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080052 東北町 全域 長久保　徳次郎 ○ 畑 26,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080053 東北町 全域 佐伯　好一 ○ 水田 13,000 飼料作物
144080054 東北町 全域 佐伯　好一 ○ 畑 13,000 飼料作物
144080055 東北町 全域 岡山　明博 ○ 水田 18,000 水稲、かぶ、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080056 東北町 全域 岡山　明博 ○ 畑 18,000 水稲、かぶ、ゴボウ、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080057 東北町 全域 蛯澤　陸奥雄 ○ 水田 20,000 水稲、ナガイモ
144080058 東北町 全域 蛯澤　陸奥雄 ○ 畑 20,000 水稲、ナガイモ
144080059 東北町 全域 沼田　章悟 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080060 東北町 全域 沼田　章悟 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080061 東北町 全域 内山　哲也 ○ 水田 30,000 飼料作物
144080062 東北町 全域 内山　哲也 ○ 畑 30,000 飼料作物
144080063 東北町 全域 岡山　春男 ○ 水田 60,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080064 東北町 全域 岡山　春男 ○ 畑 60,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080065 東北町 全域 笹倉　隆弘 ○ 水田 10,000 水稲、飼料作物
144080066 東北町 全域 笹倉　隆弘 ○ 畑 10,000 水稲、飼料作物
144080067 東北町 全域 沼山　和浩 ○ 水田 20,000 飼料作物
144080068 東北町 全域 沼山　和浩 ○ 畑 20,000 飼料作物
144080069 東北町 全域 久保　登 ○ 水田 14,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080070 東北町 全域 久保　登 ○ 畑 14,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080071 東北町 全域 沢田　政弘 ○ 水田 10,000 こかぶ、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080072 東北町 全域 沢田　政弘 ○ 畑 10,000 こかぶ、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080073 東北町 全域 乙部　一男 ○ 水田 54,900 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080074 東北町 全域 乙部　一男 ○ 畑 54,900 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080075 東北町 全域 鶴ヶ崎　嘉樹 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080076 東北町 全域 鶴ヶ崎　嘉樹 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080077 東北町 全域 岡山　和也 ○ 水田 8,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080078 東北町 全域 岡山　和也 ○ 畑 8,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク、緑肥
144080079 東北町 全域 株式会社　ゆきの杜ぽぷら　代表取締役　沼山　喜久男 ○ 水田 150,000 飼料作物、水稲
144080080 東北町 全域 株式会社　ゆきの杜ぽぷら　代表取締役　沼山　喜久男 ○ 畑 150,000 飼料作物、水稲
144080081 東北町 全域 東北町黒毛和牛育成組合　組合長　沼山　喜久男 ○ 水田 150,000 飼料作物
144080082 東北町 全域 東北町黒毛和牛育成組合　組合長　沼山　喜久男 ○ 畑 150,000 飼料作物
144080083 東北町 全域 浜田　眞一 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080084 東北町 全域 浜田　眞一 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080085 東北町 全域 野田頭　俊一 ○ 水田 26,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080086 東北町 全域 野田頭　俊一 ○ 畑 26,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080087 東北町 全域 谷川　三智男 ○ 水田 10,000 ナガイモ、ニンニク
144080088 東北町 全域 谷川　三智男 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
144080089 東北町 全域 沼尾　幸一 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080090 東北町 全域 沼尾　幸一 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080091 東北町 全域 鶴ヶ崎　秀洋 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ
144080092 東北町 全域 鶴ヶ崎　秀洋 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ
144080093 東北町 全域 農事組合法人　青森マエダライス　代表理事　前田　隆廣 ○ 水田 204,600 水稲、自保、ゴボウ、小松菜
144080094 東北町 全域 農事組合法人　青森マエダライス　代表理事　前田　隆廣 ○ 畑 204,600 水稲、自保、ゴボウ、小松菜
144080095 東北町 全域 前田　隆廣 ○ 水田 42,000 水稲
144080096 東北町 全域 濵田　正則 ○ 水田 10,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080097 東北町 全域 濵田　正則 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク

162 ページ



市町村名 区域 区域内 区域外 新規参入 農用地の種別 面積（㎡）

借受希望者リスト（令和２年９月２５日現在取りまとめ） 　　　　　　　　　青森県農地中間管理機構

Ｎｏ
募集区域

氏名又は名称
当該区域内、区域外、新規参入者の別 希望する農用地等の種別、面積

作付けしようとする作物の種別

144080098 東北町 全域 土橋　豊 ○ 水田 9,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080099 東北町 全域 土橋　豊 ○ 畑 9,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080100 東北町 全域 濱田　勇太 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080101 東北町 全域 濱田　勇太 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080102 東北町 全域 久保田　一二 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080103 東北町 全域 鶴居　光浩 ○ 水田 34,500 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080104 東北町 全域 鶴居　光浩 ○ 畑 34,500 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080105 東北町 全域 小川　寅悦 ○ 畑 180,000 牧草、デットコーン
144080106 東北町 全域 藤田　勇 ○ 水田 10,000 水稲、ジャガイモ、ナガイモ
144080107 東北町 全域 藤田　勇 ○ 畑 10,000 ジャガイモ、ナガイモ
144080108 東北町 全域 向井　徳敦 ○ 水田 12,400 水稲、ナガイモ、ニンニク
144080109 東北町 全域 向井　徳敦 ○ 畑 12,400 水稲、ナガイモ、ニンニク
144080110 東北町 全域 野田頭　弘 ○ 水田 59,000 牧草
144080111 東北町 全域 野田頭　弘 ○ 畑 59,000 牧草
144080112 東北町 全域 蓬畑　金介 ○ 水田 10,000 水稲、ジャガイモ、ナガイモ
144080113 東北町 全域 蓬畑　金介 ○ 畑 10,000 ジャガイモ、ナガイモ
144080114 東北町 全域 下浅　弘 ○ 水田 45,000 水稲、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080115 東北町 全域 下浅　弘 ○ 畑 45,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080116 東北町 全域 下浅　弘 ○ 草地 45,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080117 東北町 全域 新堂　靖 ○ 水田 8,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080118 東北町 全域 新堂　靖 ○ 畑 8,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080119 東北町 全域 蓬畑　硬一郎 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080120 東北町 全域 蓬畑　硬一郎 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ、ニンニク
144080121 東北町 全域 宮里　福志 ○ 水田 4,000 水稲
144080122 東北町 全域 立崎　哲 ○ 畑 33,500 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144080123 東北町 全域 清水目稲作作業受託組合　組合長　清水目　健一 ○ 水田 280,000 水稲、牧草
144080124 東北町 全域 清水目稲作作業受託組合　組合長　清水目　健一 ○ 畑 280,000 水稲、牧草
144080125 東北町 全域 本間　健一 ○ 水田 8,000 牧草
144080126 東北町 全域 本間　健一 ○ 畑 35,000 牧草
144080127 東北町 全域 野田　誠一 ○ 水田 10,000 水稲
144080128 東北町 全域 野田　誠一 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ
144110077 東北町 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　米内　修一 ○ 畑 1,000,000 牧草、飼料用作物
144110078 東北町 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　米内　修一 ○ 草地 1,000,000 牧草、飼料用作物
152060123 東北町 全域 大久保　利美 ○ 畑 20,000 ゴボウ
154020026 東北町 全域 瀬川　左一 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020037 東北町 全域 有限会社　瀬川農場　代表取締役　瀬川　章憲 ○ 水田 100,000 水稲、ソバ、大豆、牧草
154020070 東北町 全域 上野　靖一 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ゴボウ
154020071 東北町 全域 上野　靖一 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
154080001 東北町 全域 向井　均 ○ 畑 50,000 牧草
154080002 東北町 全域 畠山　常彦 ○ 畑 50,000 牧草
154080003 東北町 全域 和田　正義 ○ 水田 4,000 水稲
154080004 東北町 全域 松山　博正 ○ 水田 16,000 牧草
154080005 東北町 全域 松山　博正 ○ 畑 13,000 牧草
154080006 東北町 全域 阿部　繁 ○ 水田 3,000 水稲
154080007 東北町 全域 乙部　輝雄 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ
154080008 東北町 全域 西原　君雄 ○ 畑 100,000 飼料作物
154080009 東北町 全域 甲地　駒夫 ○ 水田 30,000 水稲
154080010 東北町 全域 甲地　駒夫 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ジャガイモ、ナガイモ、ニンジン
154080011 東北町 全域 甲田　哲朗 ○ 水田 5,000 水稲
154080012 東北町 全域 甲田　哲朗 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
154080013 東北町 全域 向井　由広 ○ 水田 100,000 水稲
154080014 東北町 全域 向井　由広 ○ 畑 100,000 ナガイモ、ニンニク
154080015 東北町 全域 千葉　重光 ○ 水田 10,000 水稲、ソバ
154080016 東北町 全域 千葉　重光 ○ 畑 16,000 ゴボウ、大豆
154080017 東北町 全域 有限会社　ビッグファミリー　代表取締役　野田頭　和義 ○ 水田 26,000 牧草
154080018 東北町 全域 有限会社　ビッグファミリー　代表取締役　野田頭　和義 ○ 畑 100,000 牧草
154080019 東北町 全域 戸澤　護 ○ 水田 50,000 水稲
154080020 東北町 全域 戸澤　護 ○ 畑 30,000 ナガイモ
154080021 東北町 全域 濱田　榮 ○ 畑 25,000 ダイコン、ナガイモ
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154080022 東北町 全域 町屋　光弘 ○ 水田 100,000 水稲
154080023 東北町 全域 町屋　光弘 ○ 畑 10,000 ニンジン、ニンニク
154080028 東北町 全域 鳥谷部　義明 ○ 畑 100,000 飼料作物
154080029 東北町 全域 蛯名　基 ○ 水田 26,500 水稲
154080030 東北町 全域 野田頭　勇次 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
154080032 東北町 全域 江刺家　栄作 ○ 畑 50,000 牧草、デントコーン
154080033 東北町 全域 江刺家　栄作 ○ 草地 50,000 牧草、デントコーン
154080034 東北町 全域 市川　喜悦 ○ 水田 10,000 水稲
154080035 東北町 全域 市川　喜悦 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンニク
154080036 東北町 全域 松山　健 ○ 畑 100,000 牧草
154080037 東北町 全域 蛯名　義範 ○ 水田 10,000 水稲
154080038 東北町 全域 新舘　金次郎 ○ 水田 10,000 水稲
154080039 東北町 全域 丸岡ファーム株式会社　代表取締役　岡山　時夫 ○ 水田 50,000 水稲
154080040 東北町 全域 丸岡ファーム株式会社　代表取締役　岡山　時夫 ○ 畑 150,000 キャベツ、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
154080041 東北町 全域 鶴ヶ崎　勝彦 ○ 畑 10,000 ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ
154080042 東北町 全域 鶴ヶ崎　勝彦 ○ 水田 10,000 ジャガイモ、ダイコン、ナガイモ
154080043 東北町 全域 李沢　清 ○ 水田 5,000 水稲
154080044 東北町 全域 李沢　清 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
154080045 東北町 全域 農事組合法人　才市田　米内山　英明 ○ 水田 150,000 水稲
154080046 東北町 全域 漆戸　隆治 ○ 水田 10,000 水稲
154080047 東北町 全域 漆戸　隆治 ○ 畑 10,000 ジャガイモ、ナガイモ、ニンジン、飼料作物
154080048 東北町 全域 坂本　宏 ○ 水田 10,000 水稲
154080049 東北町 全域 坂本　宏 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
154080050 東北町 全域 沼辺　啓市 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン、ジャガイモ
154080051 東北町 全域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 水田 3,000 水稲
154080052 東北町 全域 有限会社　上十青果　代表取締役　新山　忠男 ○ 畑 100,000 ダイコン、ゴボウ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク、ネギ
154080053 東北町 全域 蛯沢　宮行 ○ 水田 100,000 水稲、SGS、飼料用米
154080054 東北町 全域 米内山　寧夫 ○ 水田 8,000 水稲
154080055 東北町 全域 米内山　寧夫 ○ 畑 3,000 大豆、たばこ
154080056 東北町 全域 坂本　武雄 ○ 水田 20,000 水稲
154080057 東北町 全域 坂本　武雄 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
154110010 東北町 全域 農事組合法人　吹越台地飼料生産利用組合　組合長理事　成澤　幸夫 ○ 畑 4,000,000 牧草、飼料用作物、デントコーン
154110011 東北町 全域 農事組合法人　吹越台地飼料生産利用組合　組合長理事　成澤　幸夫 ○ 草地 4,000,000 牧草、飼料用作物、デントコーン
162060007 東北町 全域 坂本　正宏 ○ 水田 50,000 水稲、ナガイモ
162060008 東北町 全域 坂本　正宏 ○ 畑 50,000 ナガイモ
162060027 東北町 全域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 水田 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
162060028 東北町 全域 立崎農栄株式会社　代表取締役　立崎　義美 ○ 畑 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
164010006 東北町 全域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 水田 1,000,000 デントコーン
164010007 東北町 全域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 畑 1,000,000 デントコーン
164010008 東北町 全域 株式会社　ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム　代表取締役　金子　吉行 ○ 草地 1,000,000 デントコーン
164020041 東北町 全域 田嶋　英夫 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
164020042 東北町 全域 田嶋　英夫 ○ 畑 10,000 牧草
164080001 東北町 全域 吹越　嘉忠 ○ 水田 10,000 水稲
164080002 東北町 全域 吹越　嘉忠 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ
164080003 東北町 全域 沢居　勲 ○ 水田 20,000 水稲
164080004 東北町 全域 沢居　勲 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
164080005 東北町 全域 おとべ農産合同会社　代表社員　乙部　英夫 ○ 畑 200,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン、ジャガイモ
164080006 東北町 全域 小塚　宏幸 ○ 畑 100,000 ナガイモ、こかぶ
164080007 東北町 全域 鈴木　浩一 ○ 畑 100,000 牧草
164080008 東北町 全域 株式会社　北栄デーリィファーム ○ 水田 50,000 飼料作物
164080009 東北町 全域 株式会社　北栄デーリィファーム ○ 畑 100,000 飼料作物
164080010 東北町 全域 千葉　孫一 ○ 水田 10,000 水稲
164080013 東北町 全域 鶴ヶ﨑　薫 ○ 水田 6,000 水稲
164080014 東北町 全域 蛯名　重則 ○ 水田 15,000 水稲
164080015 東北町 全域 蛯名　重則 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ニンニク、ナガイモ
164080016 東北町 全域 蛯名　光人 ○ 水田 150,000 水稲
164080017 東北町 全域 久保田　智 ○ 畑 40,000 ナガイモ、ダイコン、ゴボウ
164080018 東北町 全域 甲地　俊仁 ○ 水田 30,000 水稲
164080019 東北町 全域 甲地　俊隆 ○ 畑 10,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ、ジャガイモ
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164080020 東北町 全域 笹倉　剛 ○ 畑 10,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
164080021 東北町 全域 向井　義彦 ○ 水田 5,000 水稲
164080022 東北町 全域 向井　義彦 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
164080023 東北町 全域 上崎　康雄 ○ 水田 10,000 水稲
164080024 東北町 全域 上崎　康雄 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ、ジャガイモ
164080025 東北町 全域 下浅　金悦 ○ 水田 5,000 水稲
164080026 東北町 全域 下浅　金悦 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ジャガイモ
164080027 東北町 全域 有限会社　岡山青果　代表取締役　岡山　敬一 ○ 畑 70,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
164080028 東北町 全域 藤谷　茂義 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ
164080029 東北町 全域 有限会社　岡山食品　代表取締役　岡山　伴樹 ○ 水田 10,000 水稲
164080030 東北町 全域 有限会社　岡山食品　代表取締役　岡山　伴樹 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ
164080031 東北町 全域 土岐　駿 ○ 水田 10,000 水稲
164080032 東北町 全域 有限会社　小笠原農園　小笠原　武志 ○ 水田 70,000 水稲
164080033 東北町 全域 有限会社　小笠原農園　小笠原　武志 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ニンジン、ゴボウ
164080034 東北町 全域 小笠原　嘉輝 ○ 水田 10,000 水稲
164080035 東北町 全域 小笠原　嘉輝 ○ 畑 10,000 ニンジン、ゴボウ
164080036 東北町 全域 沼山　一 ○ 水田 10,000 水稲
164080037 東北町 全域 沼山　一 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
164080038 東北町 全域 沼辺　拓也 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ジャガイモ、ゴボウ
164080039 東北町 全域 野田　光子 ○ 水田 5,000 水稲
164080040 東北町 全域 野田　光子 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ニンニク、ネギ
164080041 東北町 全域 野田　トワ ○ 水田 10,000 水稲
164080042 東北町 全域 野田　トワ ○ 畑 5,000 ニンニク
164080043 東北町 全域 鶴ケ﨑　勲 ○ 水田 10,000 水稲
164080044 東北町 全域 清水目　誠 ○ 水田 10,000 水稲
174020003 東北町 全域 株式会社　八甲田農場　代表取締役　小又　進 ○ 水田 30,000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174020009 東北町 全域 株式会社　マルカ農産　代表取締役　附田　長人 ○ 水田 20,000 水稲、牧草、ニンニク
174020010 東北町 全域 株式会社　マルカ農産　代表取締役　附田　長人 ○ 畑 20,000 ニンニク
174020054 東北町 全域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク、ゴボウ､牧草
174020055 東北町 全域 有限会社　原幸運送　代表取締役　西野　幸一 ○ 畑 50,000 ニンニク、ゴボウ､牧草
174080001 東北町 全域 小比類巻　キクヱ ○ 畑 10,000 飼料作物
174080002 東北町 全域 沼尾　栄一 ○ 水田 10,000 水稲
174080003 東北町 全域 久保田　輝美 ○ 畑 50,000 牧草
174080004 東北町 全域 甲地　政晴 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
174080005 東北町 全域 甲地　光雄 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン、ジャガイモ
174080006 東北町 全域 甲地　節雄 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン、ジャガイモ
174080007 東北町 全域 大下内　伸勝 ○ 畑 5,000 ゴボウ
174080008 東北町 全域 鶴ケ﨑　長福 ○ 水田 10,000 水稲
174080009 東北町 全域 鶴ケ﨑　長福 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン、ニンニク、ジャガイモ
174080010 東北町 全域 蛯名　精 ○ 水田 10,000 水稲
174080011 東北町 全域 蛯名　精 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
174080012 東北町 全域 鎌本　正明 ○ 水田 5,000 水稲
174080013 東北町 全域 鎌本　正明 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
174080016 東北町 全域 株式会社　えびなふぁーむ　代表取締役　蛯名　敏則 ○ 畑 100,000 飼料作物
174080017 東北町 全域 蛯名　敏則 ○ 畑 100,000 飼料作物
174080018 東北町 全域 蛯名　伸一 ○ 畑 100,000 飼料作物
174080019 東北町 全域 蛯名　勲 ○ 水田 20,000 水稲
174080020 東北町 全域 蛯名　勲 ○ 畑 5,000 牧草
174080021 東北町 全域 鶴ケ崎農産株式会社　代表取締役　鶴ケ崎　勝也 ○ 水田 100,000 水稲
174080024 東北町 全域 久保田　信一 ○ 水田 10,000 水稲
174080025 東北町 全域 久保田　信一 ○ 畑 30,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
174080026 東北町 全域 久保田　一郎 ○ 畑 30,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
174080027 東北町 全域 久保田　一郎 ○ 水田 30,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ、水稲
174080028 東北町 全域 佐伯　勝利 ○ 水田 10,000 水稲
174080029 東北町 全域 佐伯　勝利 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク、ダイコン
174080030 東北町 全域 荒木　茂信 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
174080031 東北町 全域 吹越　邦夫 ○ 水田 10,000 水稲
174080032 東北町 全域 吹越　邦夫 ○ 畑 50,000 ジャガイモ、ナガイモ、ゴボウ、ダイコン、キャベツ
174080033 東北町 全域 小笠原　佳大 ○ 水田 10,000 水稲
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174080034 東北町 全域 小笠原　佳大 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ニンジン
174080035 東北町 全域 母良田　康明 ○ 水田 20,000 水稲
174080036 東北町 全域 宮本　真吾 ○ 水田 10,000 水稲
174080037 東北町 全域 村居　国男 ○ 畑 35,000 ナガイモ
174080040 東北町 全域 吹越　大輔 ○ 水田 10,000 水稲
174080041 東北町 全域 吹越　大輔 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン、ニンニク
174080042 東北町 全域 楢舘　大地 ○ 水田 20,000 水稲
174080043 東北町 全域 中岫　愛子 ○ 水田 5,000 水稲
174080046 東北町 全域 株式会社　ひかり農園　代表取締役　吹越　伸也 ○ 水田 10,500 水稲
174080047 東北町 全域 株式会社　ひかり農園　代表取締役　吹越　伸也 ○ 畑 100,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ、ダイコン
184020008 東北町 全域 古屋敷　一 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ
184020045 東北町 全域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020046 東北町 全域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
184020057 東北町 全域 花松　健一郎 ○ 水田 50,000 水稲、ニンニク
184020058 東北町 全域 花松　健一郎 ○ 畑 50,000 水稲、ニンニク
184020063 東北町 全域 小林　保廣 ○ 水田 20,000 水稲、牧草
184020064 東北町 全域 小林　保廣 ○ 畑 20,000 牧草
184080001 東北町 全域 村居　修一 ○ 畑 100,000 飼料作物
184080002 東北町 全域 楢舘　大地 ○ 畑 20,000 ゴボウ
184080003 東北町 全域 浜田　一成 ○ 水田 10,000 水稲
184080004 東北町 全域 浜田　一成 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ジャガイモ、ゴボウ、ダイコン
184080005 東北町 全域 鈴木　浩一 ○ 水田 20,000 飼料作物
184080006 東北町 全域 鶴ケ﨑　恒夫 ○ 水田 5,000 水稲
184080007 東北町 全域 岡山　粕男 ○ 水田 20,000 水稲
184080008 東北町 全域 岡山　粕男 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ダイコン、ニンニク
184080009 東北町 全域 岡山　雄哉 ○ 水田 20,000 水稲
184080010 東北町 全域 岡山　雄哉 ○ 畑 20,000 ダイコン、ニンニク、ナガイモ
184080013 東北町 全域 鶴ケ﨑　一敏 ○ 水田 5,000 水稲
184080014 東北町 全域 大久保　勝之 ○ 水田 11,000 水稲
184080015 東北町 全域 野村　政幸 ○ 水田 5,000 水稲
184080016 東北町 全域 野村　政幸 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ニンジン
184080017 東北町 全域 甲地　好信 ○ 水田 5,000 水稲
184080018 東北町 全域 甲地　好信 ○ 畑 5,000 ダイコン、ゴボウ、ナガイモ、キャベツ、ニンニク
184080019 東北町 全域 蛯沢　慎太郎 ○ 水田 5,000 水稲
184080020 東北町 全域 蛯沢　慎太郎 ○ 畑 15,000 ナガイモ、ニンジン、ゴボウ、ジャガイモ
184080021 東北町 全域 蛯沢　幸三 ○ 水田 5,000 水稲
184080022 東北町 全域 蛯沢　幸三 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンジン、ジャガイモ、ゴボウ、ダイコン
184080023 東北町 全域 蛯沢　武彦 ○ 水田 5,000 水稲
184080024 東北町 全域 蛯沢　武彦 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ダイコン、ゴボウ、ジャガイモ
184080025 東北町 全域 長沢　正広 ○ 水田 10,000 水稲
184080026 東北町 全域 長沢　正広 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
184080027 東北町 全域 蛯名　徳馬 ○ 水田 5,000 水稲
184080028 東北町 全域 蛯名　徳馬 ○ 畑 5,000 ニンニク、ゴボウ、ニンジン
184080029 東北町 全域 四木　誉将 ○ 畑 30,000 ニンニク、ゴボウ、ナガイモ
184080030 東北町 全域 沼山　龍一 ○ 水田 10,000 飼料作物
184080031 東北町 全域 沼山　龍一 ○ 畑 10,000 飼料作物
184080032 東北町 全域 榎林　孝行 ○ 水田 10,000 水稲
184080033 東北町 全域 榎林　孝行 ○ 畑 10,000 ニンニク
184080036 東北町 全域 小川　寅勝 ○ 水田 10,000 飼料作物
184080037 東北町 全域 小川　寅勝 ○ 畑 10,000 飼料作物
184080038 東北町 全域 沼辺　正孝 ○ 水田 5,000 水稲
184080039 東北町 全域 沼辺　正孝 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ダイコン、ジャガイモ
184080040 東北町 全域 野田頭　拓道 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ダイコン、ゴボウ
184080041 東北町 全域 蛯名　達志 ○ 水田 10,000 水稲
184080042 東北町 全域 向井　一成 ○ 水田 10,000 水稲
184080043 東北町 全域 向井　一成 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
184080044 東北町 全域 入谷　武雄 ○ 水田 10,000 水稲、牧草
184080045 東北町 全域 小笠原　照美 ○ 水田 10,000 水稲
184080046 東北町 全域 小笠原　照美 ○ 畑 10,000 ゴボウ、ナガイモ、ダイコン
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194020009 東北町 全域 二ツ森　俊一 ○ 水田 20,000 水稲、ニンニク
194020010 東北町 全域 二ツ森　俊一 ○ 畑 20,000 ニンニク
194020049 東北町 全域 株式会社　こさか農産　代表取締役　小坂　義貞 ○ 水田 200,000 水稲、タマネギ
194020050 東北町 全域 株式会社　こさか農産　代表取締役　小坂　義貞 ○ 畑 200,000 タマネギ
194080001 東北町 全域 久保田　二郎 ○ 水田 5,000 水稲
194080002 東北町 全域 久保田　二郎 ○ 畑 5,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194080003 東北町 全域 酒田　吉雄 ○ 水田 10,000 水稲
194080004 東北町 全域 酒田　吉雄 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
194080005 東北町 全域 甲地　武彦 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ニンニク、ゴボウ
194080006 東北町 全域 千葉　武志 ○ 水田 10,000 水稲
194080007 東北町 全域 千葉　和雄 ○ 水田 10,000 水稲
194080009 東北町 全域 坂本　司 ○ 水田 10,000 水稲
194080010 東北町 全域 坂本　司 ○ 畑 10,000 水稲
194080011 東北町 全域 坂本　義宏 ○ 水田 5,000 水稲
194080012 東北町 全域 坂本　義宏 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
194080013 東北町 全域 榊　勝敏 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンニク、ニンジン
194080014 東北町 全域 蛯澤　守皓 ○ 水田 10,000 水稲
194080015 東北町 全域 蛯澤　守皓 ○ 畑 15,000 ニンニク、ナガイモ
194080016 東北町 全域 沼辺　誠貴 ○ 畑 15,000 ダイコン、ゴボウ、ナガイモ
194080017 東北町 全域 下浅　祐輔 ○ 水田 30,000 水稲
194080018 東北町 全域 下浅　祐輔 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、キャベツ
194080019 東北町 全域 沼田　享成 ○ 水田 5,000 水稲
194080020 東北町 全域 沼田　享成 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
194080021 東北町 全域 木村　公美 ○ 畑 30,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
194080022 東北町 全域 土橋　才衛門四郎 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ダイコン
194080023 東北町 全域 大浦　進 ○ 水田 10,000 水稲
194080024 東北町 全域 大浦　進 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ゴボウ、ニンニク
194080025 東北町 全域 鶴ヶ崎　善貴 ○ 水田 10,000 水稲
194080026 東北町 全域 鶴ヶ崎　善貴 ○ 畑 10,000 ニンニク
194080027 東北町 全域 土橋　春男 ○ 水田 10,000 水稲
194080028 東北町 全域 土橋　春男 ○ 畑 10,000 水稲
194080029 東北町 全域 濱田　正彦 ○ 水田 10,000 水稲
194080030 東北町 全域 濱田　正彦 ○ 畑 10,000 こかぶ、ゴボウ、ジャガイモ
194080031 東北町 全域 髙田　孝藏 ○ 水田 10,000 水稲
194080032 東北町 全域 髙田　孝藏 ○ 畑 10,000 ニンニク
194080035 東北町 全域 山田　正幸 ○ 水田 20,000 水稲
194080036 東北町 全域 山田　正幸 ○ 畑 20,000 ナガイモ、ゴボウ、ジャガイモ
194080037 東北町 全域 瀬川　茂徳 ○ 水田 10,000 水稲
194080038 東北町 全域 瀬川　茂徳 ○ 畑 10,000 ネギ
194080039 東北町 全域 乙部　正廣 ○ 水田 10,000 水稲
194080040 東北町 全域 乙部　正廣 ○ 畑 10,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194080041 東北町 全域 沼田　昭 ○ 水田 10,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194080042 東北町 全域 沼田　昭 ○ 畑 10,000 飼料作物
194080043 東北町 全域 山田　昭二 ○ 水田 30,000 水稲
194080044 東北町 全域 山田　昭二 ○ 畑 30,000 ウド、ニンニク、フキ
204080001 東北町 全域 濱田　茂 ○ 畑 5,000 水稲
204080002 東北町 全域 濱田　茂 ○ 水田 5,000 水稲
204080004 東北町 全域 鶴ケ﨑　勲 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ニンニク
204080005 東北町 全域 山口グリーンファーム　代表取締役社長　山口　正雄 ○ 畑 10,000 飼料用作物
204080008 東北町 全域 尾形　文雄 ○ 水田 10,000 水稲
204080009 東北町 全域 尾形　文雄 ○ 畑 10,000 ニンニク、ナガイモ
204080010 東北町 全域 久保田　正一 ○ 水田 48,632 こかぶ、ナガイモ、ナガイモ（種子）、緑肥
204080011 東北町 全域 久保田　正一 ○ 畑 48,632 こかぶ、ナガイモ
204080012 東北町 全域 冨田　正信 ○ 水田 8,180 飼料用作物
204080013 東北町 全域 冨田　正信 ○ 畑 8,180 飼料用作物
204080015 東北町 全域 市川　廣治 ○ 畑 26,705 ナガイモ、ニンニク
204080016 東北町 全域 市川　廣治 ○ 水田 2,000 ナガイモ、ニンニク
204080017 東北町 全域 澤田　昌幸 ○ 畑 10,435 野菜
204080018 東北町 全域 澤田　昌幸 ○ 水田 4,000 水稲
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204080019 東北町 全域 熊沢　修 ○ 畑 6,124 野菜
204080020 東北町 全域 熊沢　修 ○ 水田 3,000 水稲
204080021 東北町 全域 熊沢　新一 ○ 畑 4,511 野菜
204080022 東北町 全域 熊沢　新一 ○ 水田 2,000 水稲
204080023 東北町 全域 有限会社　大藤工業　代表取締役　久保　藤孝 ○ 水田 10,000 水稲
204080024 東北町 全域 有限会社　大藤工業　代表取締役　久保　藤孝 ○ 畑 5,000 野菜
204080025 東北町 全域 下浅　晋一 ○ 畑 24,942 野菜
204080026 東北町 全域 下浅　晋一 ○ 水田 35,803 水稲
204080027 東北町 全域 蛯沢　房一 ○ 畑 6,300 野菜
204080028 東北町 全域 蛯沢　房一 ○ 水田 3,000 水稲
204080029 東北町 全域 蛯沢　照男 ○ 畑 12,940 野菜
204080030 東北町 全域 蛯沢　照男 ○ 水田 1,000 水稲
204080032 東北町 全域 沼辺　啓市 ○ 水田 5,000 水稲
204080033 東北町 全域 土橋　靖徳 ○ 畑 27,000 野菜
204080034 東北町 全域 土橋　靖徳 ○ 水田 10,000 水稲
204080035 東北町 全域 土井　文隆 ○ 畑 14,000 野菜
204080036 東北町 全域 土井　文隆 ○ 水田 10,000 水稲
204080037 東北町 全域 鶴ヶ崎　慎一 ○ 畑 16,000 野菜
204080038 東北町 全域 鶴ヶ崎　慎一 ○ 水田 5,000 水稲
204080039 東北町 全域 吹越　茂 ○ 畑 16,542 野菜
204080040 東北町 全域 吹越　茂 ○ 水田 5,323 水稲
204080041 東北町 全域 沼山　武彦 ○ 畑 2,200 野菜
204080042 東北町 全域 沼山　武彦 ○ 水田 2,000 水稲
204080043 東北町 全域 野田　忠男 ○ 畑 2,000 野菜
204080044 東北町 全域 野田　忠男 ○ 水田 12,000 水稲
204080045 東北町 全域 長久保　則男 ○ 畑 4,500 野菜
204080046 東北町 全域 長久保　則男 ○ 水田 2,000 水稲
204080047 東北町 全域 久保田　護雄 ○ 畑 8,000 野菜
204080048 東北町 全域 久保田　護雄 ○ 水田 2,000 水稲
204080049 東北町 全域 甲地　康春 ○ 畑 9,000 野菜
204080050 東北町 全域 甲地　康春 ○ 水田 9,000 水稲
204080051 東北町 全域 小笠原　孝潤 ○ 水田 10,000 水稲
204080052 東北町 全域 小笠原　孝潤 ○ 畑 10,000 水稲
204080053 東北町 全域 岡山　雄一 ○ 畑 3,000 野菜
204080054 東北町 全域 岡山　雄一 ○ 水田 1,000 野菜
204080055 東北町 全域 久保田　知義 ○ 畑 27,000 野菜
204080056 東北町 全域 久保田　知義 ○ 水田 1,000 水稲
144110001 六ヶ所村 全域 小泉　茂 ○ 水田 10,000 野菜
144110002 六ヶ所村 全域 小泉　茂 ○ 畑 10,000 野菜
144110003 六ヶ所村 全域 木村　勝徳 ○ 畑 200,000 野菜
144110004 六ヶ所村 全域 木村　長一 ○ 水田 100,000 牧草
144110005 六ヶ所村 全域 林　正芳 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ナガイモ
144110006 六ヶ所村 全域 木村　忠男 ○ 畑 30,000 野菜
144110007 六ヶ所村 全域 高村　高雄 ○ 水田 20,000 牧草、野菜
144110008 六ヶ所村 全域 高村　高雄 ○ 畑 20,000 牧草、野菜
144110009 六ヶ所村 全域 米内　修一 ○ 草地 200,000 牧草
144110010 六ヶ所村 全域 阿部　亨 ○ 水田 100,000 牧草
144110011 六ヶ所村 全域 阿部　亨 ○ 畑 100,000 牧草
144110012 六ヶ所村 全域 阿部　亨 ○ 草地 100,000 牧草
144110013 六ヶ所村 全域 橋本　春樹 ○ 水田 300,000 牧草
144110014 六ヶ所村 全域 橋本　春樹 ○ 畑 300,000 牧草
144110015 六ヶ所村 全域 橋本　春樹 ○ 草地 300,000 牧草
144110016 六ヶ所村 全域 佐々木　清孝 ○ 水田 100,000 牧草
144110017 六ヶ所村 全域 佐々木　清孝 ○ 畑 100,000 牧草
144110018 六ヶ所村 全域 佐々木　清孝 ○ 草地 100,000 牧草
144110019 六ヶ所村 全域 小松　勝 ○ 水田 100,000 牧草
144110020 六ヶ所村 全域 小松　勝 ○ 畑 100,000 牧草
144110021 六ヶ所村 全域 小松　勝 ○ 草地 100,000 牧草
144110022 六ヶ所村 全域 後藤　俊雄 ○ 草地 100,000 牧草
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144110023 六ヶ所村 全域 成澤　真紀夫 ○ 畑 100,000 牧草
144110024 六ヶ所村 全域 成澤　真紀夫 ○ 草地 100,000 牧草
144110025 六ヶ所村 全域 岡部　和幸 ○ 畑 100,000 牧草
144110026 六ヶ所村 全域 岡部　和幸 ○ 草地 100,000 牧草
144110027 六ヶ所村 全域 佐々木　登 ○ 水田 100,000 牧草
144110028 六ヶ所村 全域 佐々木　登 ○ 草地 100,000 牧草
144110029 六ヶ所村 全域 小松　文治 ○ 草地 100,000 牧草
144110031 六ヶ所村 全域 藤谷　賢一 ○ 草地 100,000 牧草
144110032 六ヶ所村 全域 下田　昭広 ○ 水田 100,000 飼料作物
144110033 六ヶ所村 全域 下田　昭広 ○ 畑 100,000 飼料作物
144110034 六ヶ所村 全域 下田　昭広 ○ 草地 100,000 飼料作物
144110035 六ヶ所村 全域 伊藤　牧彦 ○ 水田 100,000 牧草
144110036 六ヶ所村 全域 伊藤　牧彦 ○ 畑 100,000 牧草
144110037 六ヶ所村 全域 伊藤　牧彦 ○ 草地 100,000 牧草
144110038 六ヶ所村 全域 佐藤　義明 ○ 畑 300,000 牧草
144110039 六ヶ所村 全域 佐藤　義明 ○ 草地 300,000 牧草
144110040 六ヶ所村 全域 株式会社　石久保農産　代表取締役　石久保　斉 ○ 畑 100,000 野菜
144110041 六ヶ所村 全域 農事組合法人　北栄農場　代表理事　中岫　和彦 ○ 畑 100,000 野菜
144110042 六ヶ所村 全域 高橋　文雄 ○ 畑 200,000 野菜
144110043 六ヶ所村 全域 中村　正弘 ○ 畑 30,000 野菜
144110044 六ヶ所村 全域 相内　幸広 ○ 畑 50,000 野菜
144110045 六ヶ所村 全域 橋本　利喜雄 ○ 畑 20,000 野菜
144110046 六ヶ所村 全域 株式会社　豊農園　代表取締役　大森　豊 ○ 水田 100,000 牧草
144110047 六ヶ所村 全域 久保　政廣 ○ 畑 100,000 野菜
144110048 六ヶ所村 全域 相内　宏一 ○ 畑 100,000 野菜
144110049 六ヶ所村 全域 上沢　則彦 ○ 畑 100,000 野菜
144110050 六ヶ所村 全域 小泉　靖美 ○ 畑 10,000 水稲、野菜
144110051 六ヶ所村 全域 信太　勝富 ○ 畑 60,000 牧草
144110053 六ヶ所村 全域 五十嵐　洋臣 ○ 畑 100,000 牧草
144110054 六ヶ所村 全域 和田　秀樹 ○ 畑 50,000 牧草
144110055 六ヶ所村 全域 五十嵐　誠一 ○ 畑 100,000 野菜
144110056 六ヶ所村 全域 石久保　春彦 ○ 畑 50,000 野菜
144110057 六ヶ所村 全域 中野渡　勝太 ○ 畑 50,000 野菜
144110058 六ヶ所村 全域 相内　一雄 ○ 畑 100,000 野菜
144110059 六ヶ所村 全域 林　清 ○ 畑 50,000 野菜
144110060 六ヶ所村 全域 木村　武徳 ○ 畑 50,000 野菜
144110061 六ヶ所村 全域 石久保　勲 ○ 畑 50,000 野菜
144110062 六ヶ所村 全域 中村　清作 ○ 畑 30,000 野菜
144110063 六ヶ所村 全域 中村　正幸 ○ 畑 30,000 野菜
144110064 六ヶ所村 全域 橋本　玉喜 ○ 畑 100,000 野菜
144110065 六ヶ所村 全域 中村　聡 ○ 畑 30,000 野菜
144110066 六ヶ所村 全域 木村　義一郎 ○ 畑 50,000 野菜
144110067 六ヶ所村 全域 藤谷　義秋 ○ 畑 30,000 野菜
144110069 六ヶ所村 全域 藤谷　賢一 ○ 畑 100,000 牧草
144110070 六ヶ所村 全域 木村　明雄 ○ 畑 100,000 野菜
144110071 六ヶ所村 全域 有限会社　藤谷園芸　藤谷　建 ○ 畑 20,000 野菜
144110072 六ヶ所村 全域 有限会社　大森カウステーション　代表取締役　大森　敏雄 ○ 畑 100,000 牧草
144110073 六ヶ所村 全域 田中　文雄 ○ 畑 50,000 水稲
144110074 六ヶ所村 全域 農事組合法人　鳥山農園 ○ 畑 100,000 野菜
144110075 六ヶ所村 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　佐藤　義明 ○ 畑 1,000,000 牧草、飼料用作物
144110076 六ヶ所村 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　佐藤　義明 ○ 草地 1,000,000 牧草、飼料用作物
152070029 六ヶ所村 全域 中野渡　裕則 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
152070030 六ヶ所村 全域 中野渡　裕則 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
154080031 六ヶ所村 全域 野田頭　勇次 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
154110001 六ヶ所村 全域 有限会社　大森カウステーション　代表取締役　大森　敏雄 ○ 水田 500,000 牧草
154110002 六ヶ所村 全域 高橋　文雄 ○ 水田 200,000 大豆、野菜
154110003 六ヶ所村 全域 高村　忠 ○ 畑 30,000 野菜
154110004 六ヶ所村 全域 木村　幸男 ○ 畑 30,000 野菜
154110005 六ヶ所村 全域 田中　良明 ○ 畑 30,000 野菜
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154110006 六ヶ所村 全域 農事組合法人　吹越台地飼料生産利用組合　組合長理事　成澤　幸夫 ○ 畑 4,000,000 牧草、飼料用作物、デントコーン
154110007 六ヶ所村 全域 農事組合法人　吹越台地飼料生産利用組合　組合長理事　成澤　幸夫 ○ 草地 4,000,000 牧草、飼料用作物、デントコーン
154110012 六ヶ所村 全域 大森　敏雄 ○ 畑 100,000 牧草
154110013 六ヶ所村 全域 大森　敏雄 ○ 草地 100,000 牧草
154110014 六ヶ所村 全域 池田　美恵子 ○ 畑 100,000 牧草
154110015 六ヶ所村 全域 池田　美恵子 ○ 草地 100,000 牧草
154110016 六ヶ所村 全域 沼畑　光広 ○ 畑 100,000 野菜
154110017 六ヶ所村 全域 種市　祐一 ○ 草地 5,000 牧草
154110018 六ヶ所村 全域 髙村　幸雄 ○ 草地 5,000 牧草
154110019 六ヶ所村 全域 渡辺　正次 ○ 草地 5,000 牧草
164080011 六ヶ所村 全域 岡山　和也 ○ 水田 10,000 水稲
164080012 六ヶ所村 全域 岡山　和也 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ダイコン、ゴボウ
164110001 六ヶ所村 全域 木村　義春 ○ 畑 50,000 野菜
184110001 六ヶ所村 全域 石久保　斉 ○ 畑 100,000 露地野菜
184110002 六ヶ所村 全域 石久保　斉 ○ 水田 100,000 牧草
194110001 六ヶ所村 全域 合同会社　ふじや農産　代表社員　藤谷　義秋 ○ 畑 100,000 野菜
194110002 六ヶ所村 全域 倉内農場株式会社　代表取締役　石久保　勲 ○ 畑 100,000 野菜
194110003 六ヶ所村 全域 有限会社　大藤工業　代表取締役　久保　藤孝 ○ 水田 50,000 牧草
194110004 六ヶ所村 全域 沼端　正 ○ 畑 100,000 露地野菜
194110005 六ヶ所村 全域 髙村　勉 ○ 畑 100,000 露地野菜
204110001 六ヶ所村 全域 木村　盛雄 ○ 水田 100,000 水稲
142030001 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　西村牧場　代表取締役　西村　正 ○ 水田 200,000 飼料用米
142060326 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060327 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142070021 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 大沢　昭一 ○ 畑 10,000 野菜
142070022 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 大沢　昭一 ○ 水田 10,000 野菜
142070038 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 冨田　谷雄 ○ 水田 4,000 ダイコン
142070059 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 水田 60,000 ニンニク
142070060 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 畑 60,000 ニンニク
142070068 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　兼治 ○ 畑 2,000 ゴボウ
142070087 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 河村　義次 ○ 畑 20,000 野菜
142070099 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 木村　和彦 ○ 水田 15,000 野菜
142070100 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 木村　和彦 ○ 畑 15,000 野菜
144020097 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020098 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020099 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020155 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020156 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020157 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144050063 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 久田　恒志 ○ 畑 3,000 ゴボウ
144050070 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松村　英雄 ○ 畑 9,000 ゴボウ、ナガイモ
144120003 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 蛯名　一満 ○ 水田 2,000 水稲
144120008 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 谷川　悟 ○ 水田 10,000 キャベツ、ダイコン、ニンジン等
144120009 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 谷川　悟 ○ 畑 10,000 キャベツ、ダイコン、ニンジン等
144120010 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 種市　亮輔 ○ 畑 15,000 野菜
144120011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 久保田　信一 ○ 畑 20,000 水稲、ゴボウ
144120013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 竹ヶ原　均 ○ 畑 50,000 野菜
144120018 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン
144120023 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 水田 30,000 ゴボウ、ダイコン
144120028 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　義弘 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120033 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　秀樹 ○ 畑 20,000 ゴボウ
144120034 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　川長　代表取締役　川村　長治 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120035 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 北向　清太郎 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンジン
144120040 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 遠藤　寿六 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144120045 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 水尻　喜代美 ○ 畑 30,000 ダイコン
144120050 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 水田 200,000 野菜
144120050 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 畑 200,000 野菜
144120058 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 髙坂　隆雄 ○ 水田 10,000 花き
144120059 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 髙坂　隆雄 ○ 畑 10,000 花き
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144120060 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 岡田　隆 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンジン
144120061 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 小西　博 ○ 水田 10,000 水稲
144120063 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 工藤　力 ○ 水田 10,000 ダイコン、キャベツ　他
144120065 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 二川目　敏昭 ○ 畑 10,000 ゴボウ
144120072 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 大川　義博 ○ 畑 50,000 ニンジン
144120073 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 袴田　泰江 ○ 畑 50,000 ニンニク
144120074 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 笹森　毅 ○ 水田 10,000 ゴボウ、水稲
144120074 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 笹森　毅 ○ 畑 10,000 ゴボウ
144120075 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　幸男 ○ 水田 5,000 飼料作物
144120076 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　幸男 ○ 畑 5,000 飼料作物
144120077 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 河村　勝裕 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ダイコン、ニンジン
144120078 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 河村　勝裕 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ニンジン
144120082 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 種市　修一 ○ 畑 20,000 ゴボウ
144120087 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 雫石　寿雄 ○ 畑 10,000 キャベツ、ゴボウ
144120089 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　進 ○ 水田 100,000 水稲
144120090 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　川長　代表取締役　川村　長治 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120092 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 角　光利 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ダイコン、ニンジン
144120094 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 角　光利 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ダイコン、ニンジン
144120096 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 越沢　正勝 ○ 畑 5,000 キャベツ
154050006 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 豊川　信雄 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
154050007 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 豊川　信雄 ○ 畑 50,000 水稲、大豆
154050011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 清水　進 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ニンニク
154050012 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 清水　進 ○ 畑 3,000 ゴボウ、ニンニク
154050023 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 高橋　清一 ○ 水田 100,000 水稲
154120002 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 小向　栄子 ○ 水田 10,000 水稲
154120002 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 小向　栄子 ○ 畑 10,000 キャベツ、ダイコン
154120008 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 冨田　大宏 ○ 水田 20,000 ゴボウ
154120009 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 冨田　大宏 ○ 畑 20,000 ゴボウ
154120012 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松村　一義 ○ 水田 5,000 ダイコン、ニンジン
154120013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松村　一義 ○ 畑 5,000 ダイコン、ニンジン
154120021 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 濱田　タカ ○ 水田 5,000 キャベツ、ブロッコリー
154120022 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 濱田　タカ ○ 畑 5,000 キャベツ、ブロッコリー
154120025 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　勝智 ○ 水田 60,000 ダイコン、ニンジン
154120026 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　勝智 ○ 畑 60,000 ダイコン、ニンジン
154120028 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　秀樹 ○ 水田 20,000 ゴボウ
154120029 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　五日市青果　代表取締役　五日市　隆 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
154120031 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　五日市青果　代表取締役　五日市　隆 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
154120042 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 三浦　典彦 ○ 水田 60,000 水稲
154120044 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 竹ヶ原　正克 ○ 畑 50,000 野菜
154120046 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 佐々木　秀吉 ○ 水田 10,000 水稲
154120048 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　敏美 ○ 水田 30,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
154120049 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　敏美 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン、ニンニク
154120050 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 奥寺　治 ○ 水田 100,000 ナガイモ
154120051 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 奥寺　治 ○ 畑 100,000 ナガイモ
154120052 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 二川目　美代志 ○ 水田 30,000 ダイコン、キャベツ
154120053 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 二川目　美代志 ○ 畑 30,000 ダイコン、キャベツ
154120054 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 中川原　卓雄 ○ 水田 50,000 ナガイモ
154120055 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 中川原　卓雄 ○ 畑 50,000 ナガイモ
154120060 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 澤上　薫 ○ 水田 4,000 牧草
154120060 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 澤上　薫 ○ 畑 4,000 牧草
154120061 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 澤上　薫 ○ 草地 4,000 牧草
154120062 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 澤頭　日出秋 ○ 水田 2,000 水稲
154120067 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 福岡　義男 ○ 水田 20,000 水稲
154120068 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 袴田　耕司 ○ 畑 9,000 ニンジン
154120069 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 立花　友彦 ○ 水田 30,000 ダイコン
154120069 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 立花　友彦 ○ 畑 30,000 ダイコン
154120070 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　正一 ○ 水田 50,000 飼料作物
154120070 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　正一 ○ 畑 50,000 飼料作物
154120075 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 山端　哲也 ○ 水田 10,000 水稲、ゴボウ、ニンジン
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154120076 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 山端　哲也 ○ 畑 10,000 水稲、ゴボウ、ニンジン
164050017 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 下林　光昭 ○ 水田 300,000 ソバ、菜種
164050018 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 下林　光昭 ○ 畑 300,000 ソバ、菜種
164120001 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 中村　敏子 ○ 畑 30,000 ニンジン
164120002 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 中村　敏子 ○ 水田 30,000 ニンジン
164120003 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　豊日 ○ 水田 10,000 水稲
164120007 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 川口　澄雄 ○ 畑 10,000 キャベツ
164120010 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 石田　忠 ○ 水田 50,000 水稲
164120011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 内山　義光 ○ 水田 5,000 ニンジン、ダイコン
164120011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 内山　義光 ○ 畑 5,000 ニンジン、ダイコン
164120013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 濤岡　勝彦 ○ 水田 5,000 野菜
164120018 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 相坂　鐵雄 ○ 水田 2,000 ダイコン、キャベツ
164120020 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 遠藤　廣志 ○ 畑 5,000 ゴボウ
164120021 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 福田　哲善 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ニンジン、ダイコン
164120022 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 倉舘　石男 ○ 水田 2,000 キャベツ、ダイコン
164120023 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 山白　覚 ○ 畑 3,000 ゴボウ
164120024 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 二川目　昌治 ○ 水田 5,000 ニンジン、キャベツ
164120026 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　忠義 ○ 畑 15,000 ナガイモ、キャベツ、ダイコン、ハクサイ
164120030 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松田　悦子 ○ 水田 10,000 キャベツ、ダイコン
164120032 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 種市　誠一 ○ 水田 30,000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120033 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 種市　誠一 ○ 畑 30,000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120039 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 北向　正敏 ○ 畑 12,000 ゴボウ
164120046 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 平内　利春 ○ 畑 5,000 ダイコン
164120052 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　正 ○ 水田 5,000 ダイコン、キャベツ
164120053 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　正 ○ 畑 5,000 ダイコン、キャベツ
164120055 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　憲生 ○ 畑 20,000 ダイコン、キャベツ、ニンジン
164120056 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 川口　英康 ○ 水田 5,000 水稲
164120057 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 北向　淳博 ○ 畑 10,000 ゴボウ
164120058 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 種市　國雄 ○ 水田 3,000 水稲
164120059 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 円子　博明 ○ 水田 15,000 水稲
164120060 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 坂井田　進 ○ 水田 20,000 水稲
164120061 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 坂本　清人 ○ 水田 4,000 水稲
164120062 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 水田 7,000 野菜
164120062 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 畑 7,000 ダイコン、キャベツ
164120063 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 三浦　習一 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ゴボウ、水稲
164120063 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 三浦　習一 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
164120064 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 磯谷　達與 ○ 水田 100,000 牧草
164120065 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 磯谷　達與 ○ 畑 100,000 牧草
164120066 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 馬場　雄弘 ○ 水田 10,000 水稲
174120001 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 鈴木　康男 ○ 水田 5,000 水稲
174120002 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 水田 6,000 ダイコン、キャベツ
174120003 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 畑 6,000 ダイコン、キャベツ
174120004 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 五日市　博 ○ 水田 10,000 野菜
174120005 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 五日市　博 ○ 畑 10,000 野菜
174120006 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 米内口　義則 ○ 水田 30,000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120007 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 米内口　義則 ○ 畑 30,000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120008 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 赤沼　早希 ○ 水田 20,000 水稲、野菜　他
174120008 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 赤沼　早希 ○ 畑 5,000 キャベツ、ニンニク
174120009 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 水田 10,000 牧草
174120010 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 畑 10,000 牧草
174120011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 水田 5,000 野菜
174120012 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 畑 5,000 野菜
174120013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 渡辺　実 ○ 水田 10,000 野菜
174120014 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 渡辺　実 ○ 畑 10,000 野菜
174120015 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 工藤　正志 ○ 水田 10,000 野菜
174120016 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 工藤　正志 ○ 畑 10,000 野菜
174120017 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 水田 5,000 野菜
174120018 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 畑 5,000 野菜
174120020 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
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174120021 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
174120022 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 水田 10,000 牧草
174120023 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 畑 10,000 牧草
174120024 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松橋　一男 ○ 水田 10,000 飼料用米
174120025 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　万治 ○ 水田 10,000 野菜
174120026 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　万治 ○ 畑 10,000 野菜
174120027 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 水田 5,000 野菜
174120028 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 畑 5,000 野菜
174120029 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 小向　儀治 ○ 水田 10,000 野菜
174120030 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 小向　儀治 ○ 畑 10,000 野菜
174120032 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　誠 ○ 水田 10,000 野菜
174120033 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　誠 ○ 畑 10,000 野菜
174120034 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　勉 ○ 水田 10,000 野菜
174120035 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田中　勉 ○ 畑 10,000 野菜
184020047 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020048 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
184120001 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 水田 100,000 牧草
184120002 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 畑 100,000 牧草
184120003 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　一弥 ○ 水田 10,000 野菜
184120004 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　一弥 ○ 畑 10,000 野菜
184120005 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 橘　雄也 ○ 水田 8,000 水稲
184120006 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 水田 10,000 野菜
184120007 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 畑 10,000 野菜
184120008 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 木村　勝行 ○ 水田 10,000 水稲
184120009 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 平　石男 ○ 畑 10,000 野菜
184120010 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 相坂　英輝 ○ 水田 10,000 野菜
184120011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 相坂　英輝 ○ 畑 10,000 野菜
184120012 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10,001 野菜
184120013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 山崎　俊美 ○ 水田 10,000 水稲、根菜類
184120014 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 山崎　俊美 ○ 畑 10,000 根菜類
184120015 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 蛯名　義彦 ○ 水田 10,000 水稲
184120016 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 澤岸　榮美子 ○ 水田 10,000 水稲
184120017 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 新山　和子 ○ 水田 10,000 ミニトマト
184120018 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 新山　和子 ○ 畑 10,000 ミニトマト
184120022 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 馬場　武雄 ○ 水田 10,000 水稲
184120023 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 沢野　誠治 ○ 水田 10,000 野菜
184120024 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 沢野　誠治 ○ 畑 10,000 野菜
184120025 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 北向　清太郎 ○ 水田 20,000 ニンジン、ゴボウ
184120026 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 水田 50,000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120027 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 畑 50,000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120028 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 相坂　廣美 ○ 水田 10,000 野菜
184120029 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 相坂　廣美 ○ 畑 10,000 野菜
184120030 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 小泉　博志 ○ 水田 10,000 水稲
184120031 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 四木　誉将 ○ 畑 30,000 野菜
184120032 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 藤ヶ森　利昭 ○ 水田 10,000 水稲
184120033 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 久保田　和子 ○ 畑 10,000 野菜
184120034 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 野村　勲 ○ 水田 10,000 野菜
184120035 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 野村　勲 ○ 畑 10,000 野菜
184120036 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 山内　繁 ○ 水田 10,000 野菜
184120037 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 山内　繁 ○ 畑 10,000 野菜
184120038 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 種市　克郎 ○ 水田 10,000 水稲
184120039 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 豊川　修 ○ 水田 10,000 水稲
184120040 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 西舘　輝一 ○ 水田 10,000 野菜
184120041 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 西舘　輝一 ○ 畑 10,000 野菜
184120042 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 新堂　康成 ○ 水田 10,000 野菜
184120043 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 新堂　康成 ○ 畑 10,000 野菜
184120044 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 加藤　健一 ○ 水田 10,000 水稲
194050009 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 種市　国雄 ○ 水田 10,000 水稲
194050012 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
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194050013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194120001 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 田代　慎悦 ○ 畑 10,000 水稲
194120003 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 平　石男 ○ 水田 10,000 水稲
194120004 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 横向　賢造 ○ 水田 10,000 水稲
194120005 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 遠藤　忍 ○ 畑 20,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194120006 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 柏崎　勲 ○ 水田 10,000 水稲
194120007 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 木村　光助 ○ 水田 10,000 野菜
194120008 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 木村　光助 ○ 畑 10,000 野菜
194120009 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 沼端　ソヨ ○ 水田 10,000 水稲
194120010 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　力男 ○ 畑 10,000 野菜
194120011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 吉田　力男 ○ 水田 10,000 水稲
194120012 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 佐々木　新一 ○ 水田 10,000 水稲
194120013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 水田 10,000 野菜
194120014 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 畑 10,000 野菜
194120015 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　義喜 ○ 水田 100,000 野菜
194120016 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 松林　義喜 ○ 畑 100,000 野菜
194120018 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 鳥越　肇 ○ 畑 10,000 野菜
194120019 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 鳥越　肇 ○ 水田 10,000 水稲、野菜
194120020 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 有限会社　メープルファーム　代表取締役　川村　光春 ○ 畑 10,000 野菜
194120021 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 目時　隆幸 ○ 水田 100,000 水稲
194120022 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 川口　武二郎 ○ 水田 10,000 水稲
194120023 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 工藤　忠志 ○ 水田 10,000 野菜
194120024 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 工藤　忠志 ○ 畑 10,000 野菜
204120001 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 三村　芳美 ○ 水田 5,000 野菜
204120002 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 三村　芳美 ○ 畑 5,000 野菜
204120003 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 水田 10,000 牧草
204120004 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 畑 10,000 牧草
204120005 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 水田 10,000 野菜
204120006 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 畑 10,000 野菜
204120007 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 石川　拓 ○ 畑 10,000 野菜
204120008 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 石川　拓 ○ 水田 10,000 野菜
204120009 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 畑 10,000 野菜
204120010 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 水田 10,000 野菜
204120011 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 川崎　純一 ○ 畑 10,000 野菜
204120012 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 川崎　純一 ○ 水田 10,000 野菜
204120013 おいらせ町 木ノ下小学校学区域 蛯名　良夫 ○ 水田 10,000 水稲
142060326 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060327 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142070009 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　川長　代表取締役　川村　長治 ○ 畑 100,000 ジャガイモ、ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
142070021 おいらせ町 甲洋小学校学区域 大沢　昭一 ○ 畑 10,000 野菜
142070022 おいらせ町 甲洋小学校学区域 大沢　昭一 ○ 水田 10,000 野菜
142070038 おいらせ町 甲洋小学校学区域 冨田　谷雄 ○ 水田 4,000 ダイコン
142070059 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 水田 60,000 ニンニク
142070060 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 畑 60,000 ニンニク
142070068 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　兼治 ○ 畑 2,000 ゴボウ
142070087 おいらせ町 甲洋小学校学区域 河村　義次 ○ 畑 20,000 野菜
142070099 おいらせ町 甲洋小学校学区域 木村　和彦 ○ 水田 15,000 野菜
142070100 おいらせ町 甲洋小学校学区域 木村　和彦 ○ 畑 15,000 野菜
144020097 おいらせ町 甲洋小学校学区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020098 おいらせ町 甲洋小学校学区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020099 おいらせ町 甲洋小学校学区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020155 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020156 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020157 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144050070 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松村　英雄 ○ 畑 9,000 ゴボウ、ナガイモ
144120004 おいらせ町 甲洋小学校学区域 佐々木　美智子 ○ 水田 5,000 ナガイモ、ゴボウ
144120005 おいらせ町 甲洋小学校学区域 佐々木　美智子 ○ 畑 5,000 ナガイモ、ゴボウ
144120006 おいらせ町 甲洋小学校学区域 谷川　悟 ○ 水田 10,000 キャベツ、ダイコン、ニンジン等
144120007 おいらせ町 甲洋小学校学区域 谷川　悟 ○ 畑 10,000 キャベツ、ダイコン、ニンジン等
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144120010 おいらせ町 甲洋小学校学区域 種市　亮輔 ○ 畑 15,000 野菜
144120014 おいらせ町 甲洋小学校学区域 竹ヶ原　均 ○ 畑 50,000 野菜
144120019 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン
144120024 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 水田 30,000 ゴボウ、ダイコン
144120029 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　義弘 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120036 おいらせ町 甲洋小学校学区域 北向　清太郎 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンジン
144120041 おいらせ町 甲洋小学校学区域 遠藤　寿六 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144120046 おいらせ町 甲洋小学校学区域 水尻　喜代美 ○ 畑 30,000 ダイコン
144120051 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 畑 200,000 野菜
144120063 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　力 ○ 水田 10,000 ダイコン、キャベツ　他
144120063 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　力 ○ 畑 10,000 ダイコン、キャベツ
144120064 おいらせ町 甲洋小学校学区域 二川目　敏昭 ○ 水田 10,000 ゴボウ
144120065 おいらせ町 甲洋小学校学区域 二川目　敏昭 ○ 畑 10,000 ゴボウ
144120067 おいらせ町 甲洋小学校学区域 日ヶ久保　浩幸 ○ 水田 30,000 水稲、ニンニク
144120069 おいらせ町 甲洋小学校学区域 日ヶ久保　浩幸 ○ 畑 30,000 水稲、ニンニク
144120088 おいらせ町 甲洋小学校学区域 雫石　寿雄 ○ 畑 10,000 キャベツ、ゴボウ
144120089 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田中　進 ○ 水田 100,000 水稲
144120091 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　川長　代表取締役　川村　長治 ○ 水田 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120093 おいらせ町 甲洋小学校学区域 角　光利 ○ 水田 50,000 ゴボウ、ダイコン、ニンジン
144120095 おいらせ町 甲洋小学校学区域 角　光利 ○ 畑 50,000 ゴボウ、ダイコン、ニンジン
144120096 おいらせ町 甲洋小学校学区域 越沢　正勝 ○ 畑 5,000 キャベツ
144120109 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川口　勉 ○ 水田 10,000 ダイコン
144120110 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川口　勉 ○ 畑 10,000 ダイコン
154050006 おいらせ町 甲洋小学校学区域 豊川　信雄 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
154050007 おいらせ町 甲洋小学校学区域 豊川　信雄 ○ 畑 50,000 水稲、大豆
154050011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 清水　進 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ニンニク
154050012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 清水　進 ○ 畑 3,000 ゴボウ、ニンニク
154050023 おいらせ町 甲洋小学校学区域 高橋　清一 ○ 水田 100,000 水稲
154120002 おいらせ町 甲洋小学校学区域 小向　栄子 ○ 水田 10,000 水稲
154120002 おいらせ町 甲洋小学校学区域 小向　栄子 ○ 畑 10,000 キャベツ、ダイコン
154120006 おいらせ町 甲洋小学校学区域 冨田　大宏 ○ 水田 20,000 ゴボウ
154120007 おいらせ町 甲洋小学校学区域 冨田　大宏 ○ 畑 20,000 ゴボウ
154120010 おいらせ町 甲洋小学校学区域 奥寺　治 ○ 水田 100,000 ナガイモ
154120011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 奥寺　治 ○ 畑 100,000 ナガイモ
154120015 おいらせ町 甲洋小学校学区域 二川目　美代志 ○ 水田 30,000 ダイコン、キャベツ
154120016 おいらせ町 甲洋小学校学区域 二川目　美代志 ○ 畑 30,000 ダイコン、キャベツ
154120017 おいらせ町 甲洋小学校学区域 河村　登 ○ 水田 10,000 キャベツ、ゴボウ、ダイコン、ニンジン
154120018 おいらせ町 甲洋小学校学区域 河村　登 ○ 畑 10,000 キャベツ、ゴボウ、ダイコン、ニンジン
154120023 おいらせ町 甲洋小学校学区域 濱田　タカ ○ 水田 5,000 キャベツ、ブロッコリー
154120024 おいらせ町 甲洋小学校学区域 濱田　タカ ○ 畑 5,000 キャベツ、ブロッコリー
154120030 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　五日市青果　代表取締役　五日市　隆 ○ 水田 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
154120032 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　五日市青果　代表取締役　五日市　隆 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
154120033 おいらせ町 甲洋小学校学区域 熊野　勝則 ○ 水田 3,000 キャベツ
154120035 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　文男 ○ 水田 5,000 ニンジン
154120036 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田畑　実 ○ 水田 6,100 ダイコン、キャベツ
154120037 おいらせ町 甲洋小学校学区域 中川原　卓雄 ○ 水田 50,000 ナガイモ
154120038 おいらせ町 甲洋小学校学区域 中川原　卓雄 ○ 畑 50,000 ナガイモ
154120041 おいらせ町 甲洋小学校学区域 三浦　典彦 ○ 水田 60,000 水稲
154120043 おいらせ町 甲洋小学校学区域 竹ヶ原　正克 ○ 畑 50,000 野菜
154120045 おいらせ町 甲洋小学校学区域 越澤　忠幸 ○ 水田 3,000 ダイコン、キャベツ
154120047 おいらせ町 甲洋小学校学区域 佐々木　秀吉 ○ 水田 10,000 水稲
154120059 おいらせ町 甲洋小学校学区域 倉舘　石男 ○ 水田 15,000 キャベツ、ダイコン
154120064 おいらせ町 甲洋小学校学区域 福田　哲善 ○ 水田 20,000 ダイコン、ナガイモ、ニンジン
154120065 おいらせ町 甲洋小学校学区域 福田　哲善 ○ 畑 20,000 ダイコン、ナガイモ、ニンジン
154120066 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　良紀 ○ 畑 2,000 ダイコン
154120069 おいらせ町 甲洋小学校学区域 立花　友彦 ○ 水田 30,000 ダイコン
154120069 おいらせ町 甲洋小学校学区域 立花　友彦 ○ 畑 30,000 ダイコン
154120070 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田中　正一 ○ 水田 50,000 飼料作物
154120070 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田中　正一 ○ 畑 50,000 飼料作物
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154120071 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　操 ○ 畑 3,000 ダイコン
164050017 おいらせ町 甲洋小学校学区域 下林　光昭 ○ 水田 300,000 ソバ、菜種
164050018 おいらせ町 甲洋小学校学区域 下林　光昭 ○ 畑 300,000 ソバ、菜種
164120003 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田中　豊日 ○ 水田 10,000 水稲
164120008 おいらせ町 甲洋小学校学区域 深沢　新吾 ○ 水田 10,000 水稲
164120008 おいらせ町 甲洋小学校学区域 深沢　新吾 ○ 畑 25,000 キャベツ、ダイコン
164120010 おいらせ町 甲洋小学校学区域 石田　忠 ○ 水田 50,000 水稲
164120011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 内山　義光 ○ 水田 5,000 ニンジン、ダイコン
164120011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 内山　義光 ○ 畑 5,000 ニンジン、ダイコン
164120012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 濤岡　勝彦 ○ 水田 5,000 野菜
164120012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 濤岡　勝彦 ○ 畑 5,000 野菜
164120016 おいらせ町 甲洋小学校学区域 澤口　則彦 ○ 畑 10,000 野菜
164120018 おいらせ町 甲洋小学校学区域 相坂　鐵雄 ○ 水田 2,000 ダイコン、キャベツ
164120020 おいらせ町 甲洋小学校学区域 遠藤　廣志 ○ 畑 5,000 ゴボウ
164120023 おいらせ町 甲洋小学校学区域 山白　覚 ○ 畑 3,000 ゴボウ
164120024 おいらせ町 甲洋小学校学区域 二川目　昌治 ○ 水田 5,000 ニンジン、キャベツ
164120025 おいらせ町 甲洋小学校学区域 二川目　昌治 ○ 畑 5,000 ニンジン、キャベツ
164120027 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　忠義 ○ 畑 30,000 ナガイモ、キャベツ、ダイコン、ハクサイ
164120028 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川口　秀美子 ○ 水田 8,000 キャベツ
164120029 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川口　秀美子 ○ 畑 8,000 キャベツ
164120031 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田中　松男 ○ 畑 2,000 ニンジン、ダイコン
164120032 おいらせ町 甲洋小学校学区域 種市　誠一 ○ 水田 30,000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120033 おいらせ町 甲洋小学校学区域 種市　誠一 ○ 畑 30,000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120035 おいらせ町 甲洋小学校学区域 岡田　隆 ○ 水田 10,000 水稲、ナガイモ、ニンジン
164120035 おいらせ町 甲洋小学校学区域 岡田　隆 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンジン
164120036 おいらせ町 甲洋小学校学区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20,000 水稲
164120038 おいらせ町 甲洋小学校学区域 北向　正敏 ○ 畑 12,000 ゴボウ
164120044 おいらせ町 甲洋小学校学区域 平内　利春 ○ 畑 5,000 ダイコン
164120048 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松田　悦子 ○ 畑 20,000 ダイコン、ニンジン
164120052 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　正 ○ 水田 5,000 ダイコン、キャベツ
164120053 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　正 ○ 畑 5,000 ダイコン、キャベツ
164120055 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　憲生 ○ 畑 20,000 ダイコン、キャベツ、ニンジン
164120056 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川口　英康 ○ 水田 5,000 水稲
164120057 おいらせ町 甲洋小学校学区域 北向　淳博 ○ 畑 10,000 ゴボウ
164120058 おいらせ町 甲洋小学校学区域 種市　國雄 ○ 水田 3,000 水稲
164120059 おいらせ町 甲洋小学校学区域 円子　博明 ○ 水田 15,000 水稲
164120060 おいらせ町 甲洋小学校学区域 坂井田　進 ○ 水田 20,000 水稲
164120061 おいらせ町 甲洋小学校学区域 坂本　清人 ○ 水田 4,000 水稲
164120062 おいらせ町 甲洋小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 水田 7,000 野菜
164120062 おいらせ町 甲洋小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 畑 7,000 ダイコン、キャベツ
164120063 おいらせ町 甲洋小学校学区域 三浦　習一 ○ 水田 50,000 ナガイモ、ゴボウ、水稲
164120063 おいらせ町 甲洋小学校学区域 三浦　習一 ○ 畑 50,000 ナガイモ、ゴボウ
164120064 おいらせ町 甲洋小学校学区域 磯谷　達與 ○ 水田 100,000 牧草
164120065 おいらせ町 甲洋小学校学区域 磯谷　達與 ○ 畑 100,000 牧草
164120066 おいらせ町 甲洋小学校学区域 馬場　雄弘 ○ 水田 10,000 水稲
174120001 おいらせ町 甲洋小学校学区域 鈴木　康男 ○ 水田 5,000 水稲
174120002 おいらせ町 甲洋小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 水田 6,000 ダイコン、キャベツ
174120003 おいらせ町 甲洋小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 畑 6,000 ダイコン、キャベツ
174120004 おいらせ町 甲洋小学校学区域 五日市　博 ○ 水田 10,000 野菜
174120005 おいらせ町 甲洋小学校学区域 五日市　博 ○ 畑 10,000 野菜
174120006 おいらせ町 甲洋小学校学区域 米内口　義則 ○ 水田 30,000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120007 おいらせ町 甲洋小学校学区域 米内口　義則 ○ 畑 30,000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120008 おいらせ町 甲洋小学校学区域 赤沼　早希 ○ 水田 20,000 水稲、野菜　他
174120008 おいらせ町 甲洋小学校学区域 赤沼　早希 ○ 畑 5,000 キャベツ、ニンニク
174120009 おいらせ町 甲洋小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 水田 10,000 牧草
174120010 おいらせ町 甲洋小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 畑 10,000 牧草
174120011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 水田 5,000 野菜
174120012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 畑 5,000 野菜
174120013 おいらせ町 甲洋小学校学区域 渡辺　実 ○ 水田 10,000 野菜
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174120014 おいらせ町 甲洋小学校学区域 渡辺　実 ○ 畑 10,000 野菜
174120015 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　正志 ○ 水田 10,000 野菜
174120016 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　正志 ○ 畑 10,000 野菜
174120017 おいらせ町 甲洋小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 水田 5,000 野菜
174120018 おいらせ町 甲洋小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 畑 5,000 野菜
174120019 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　文男 ○ 畑 5,000 ニンジン
174120020 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
174120021 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
174120022 おいらせ町 甲洋小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 水田 10,000 牧草
174120023 おいらせ町 甲洋小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 畑 10,000 牧草
174120024 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松橋　一男 ○ 水田 10,000 飼料用米
174120025 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　万治 ○ 水田 10,000 野菜
174120026 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　万治 ○ 畑 10,000 野菜
174120027 おいらせ町 甲洋小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 水田 5,000 野菜
174120028 おいらせ町 甲洋小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 畑 5,000 野菜
174120029 おいらせ町 甲洋小学校学区域 小向　儀治 ○ 水田 10,000 野菜
174120030 おいらせ町 甲洋小学校学区域 小向　儀治 ○ 畑 10,000 野菜
174120032 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　誠 ○ 水田 10,000 野菜
174120033 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　誠 ○ 畑 10,000 野菜
174120034 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田中　勉 ○ 水田 10,000 野菜
174120035 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田中　勉 ○ 畑 10,000 野菜
184020047 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300,000 ニンニク
184020048 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300,000 ニンニク
184120001 おいらせ町 甲洋小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 水田 100,000 牧草
184120002 おいらせ町 甲洋小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 畑 100,000 牧草
184120003 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　一弥 ○ 水田 10,000 野菜
184120004 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　一弥 ○ 畑 10,000 野菜
184120005 おいらせ町 甲洋小学校学区域 橘　雄也 ○ 水田 8,000 水稲
184120006 おいらせ町 甲洋小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 水田 10,000 野菜
184120007 おいらせ町 甲洋小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 畑 10,000 野菜
184120008 おいらせ町 甲洋小学校学区域 木村　勝行 ○ 水田 10,000 水稲
184120009 おいらせ町 甲洋小学校学区域 平　石男 ○ 水田 10,000 野菜
184120009 おいらせ町 甲洋小学校学区域 平　石男 ○ 畑 10,000 野菜
184120010 おいらせ町 甲洋小学校学区域 相坂　英輝 ○ 水田 10,000 野菜
184120011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 相坂　英輝 ○ 畑 10,000 野菜
184120012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10,001 野菜
184120013 おいらせ町 甲洋小学校学区域 山崎　俊美 ○ 水田 10,000 水稲、根菜類
184120014 おいらせ町 甲洋小学校学区域 山崎　俊美 ○ 畑 10,000 根菜類
184120015 おいらせ町 甲洋小学校学区域 蛯名　義彦 ○ 水田 10,000 水稲
184120016 おいらせ町 甲洋小学校学区域 澤岸　榮美子 ○ 水田 10,000 水稲
184120017 おいらせ町 甲洋小学校学区域 新山　和子 ○ 水田 10,000 ミニトマト
184120018 おいらせ町 甲洋小学校学区域 新山　和子 ○ 畑 10,000 ミニトマト
184120022 おいらせ町 甲洋小学校学区域 馬場　武雄 ○ 水田 10,000 水稲
184120023 おいらせ町 甲洋小学校学区域 沢野　誠治 ○ 水田 10,000 野菜
184120024 おいらせ町 甲洋小学校学区域 沢野　誠治 ○ 畑 10,000 野菜
184120025 おいらせ町 甲洋小学校学区域 北向　清太郎 ○ 水田 20,000 ニンジン、ゴボウ
184120026 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 水田 50,000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120027 おいらせ町 甲洋小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 畑 50,000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120028 おいらせ町 甲洋小学校学区域 相坂　廣美 ○ 水田 10,000 野菜
184120029 おいらせ町 甲洋小学校学区域 相坂　廣美 ○ 畑 10,000 野菜
184120030 おいらせ町 甲洋小学校学区域 小泉　博志 ○ 水田 10,000 水稲
184120031 おいらせ町 甲洋小学校学区域 四木　誉将 ○ 畑 30,000 野菜
184120032 おいらせ町 甲洋小学校学区域 藤ヶ森　利昭 ○ 水田 10,000 水稲
184120033 おいらせ町 甲洋小学校学区域 久保田　和子 ○ 畑 10,000 野菜
184120034 おいらせ町 甲洋小学校学区域 野村　勲 ○ 水田 10,000 野菜
184120035 おいらせ町 甲洋小学校学区域 野村　勲 ○ 畑 10,000 野菜
184120036 おいらせ町 甲洋小学校学区域 山内　繁 ○ 水田 10,000 野菜
184120037 おいらせ町 甲洋小学校学区域 山内　繁 ○ 畑 10,000 野菜
184120038 おいらせ町 甲洋小学校学区域 種市　克郎 ○ 水田 10,000 水稲
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184120039 おいらせ町 甲洋小学校学区域 豊川　修 ○ 水田 10,000 水稲
184120040 おいらせ町 甲洋小学校学区域 西舘　輝一 ○ 水田 10,000 野菜
184120041 おいらせ町 甲洋小学校学区域 西舘　輝一 ○ 畑 10,000 野菜
184120042 おいらせ町 甲洋小学校学区域 新堂　康成 ○ 水田 10,000 野菜
184120043 おいらせ町 甲洋小学校学区域 新堂　康成 ○ 畑 10,000 野菜
184120044 おいらせ町 甲洋小学校学区域 加藤　健一 ○ 水田 10,000 水稲
194050009 おいらせ町 甲洋小学校学区域 種市　国雄 ○ 水田 10,000 水稲
194050012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 金崎　英世 ○ 水田 10,000 水稲
194050013 おいらせ町 甲洋小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10,000 野菜
194120001 おいらせ町 甲洋小学校学区域 田代　慎悦 ○ 畑 10,000 水稲
194120002 おいらせ町 甲洋小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 水田 200,000 野菜
194120003 おいらせ町 甲洋小学校学区域 平　石男 ○ 水田 10,000 水稲
194120004 おいらせ町 甲洋小学校学区域 横向　賢造 ○ 水田 10,000 水稲
194120005 おいらせ町 甲洋小学校学区域 遠藤　忍 ○ 畑 20,000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194120006 おいらせ町 甲洋小学校学区域 柏崎　勲 ○ 水田 10,000 水稲
194120007 おいらせ町 甲洋小学校学区域 木村　光助 ○ 水田 10,000 野菜
194120008 おいらせ町 甲洋小学校学区域 木村　光助 ○ 畑 10,000 野菜
194120009 おいらせ町 甲洋小学校学区域 沼端　ソヨ ○ 水田 10,000 水稲
194120010 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　力男 ○ 畑 10,000 野菜
194120011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 吉田　力男 ○ 水田 10,000 水稲
194120012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 佐々木　新一 ○ 水田 10,000 水稲
194120013 おいらせ町 甲洋小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 水田 10,000 野菜
194120014 おいらせ町 甲洋小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 畑 10,000 野菜
194120015 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　義喜 ○ 水田 100,000 野菜
194120016 おいらせ町 甲洋小学校学区域 松林　義喜 ○ 畑 100,000 野菜
194120018 おいらせ町 甲洋小学校学区域 鳥越　肇 ○ 畑 10,000 野菜
194120019 おいらせ町 甲洋小学校学区域 鳥越　肇 ○ 水田 10,000 水稲、野菜
194120022 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川口　武二郎 ○ 水田 10,000 水稲
194120023 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　忠志 ○ 水田 10,000 野菜
194120024 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　忠志 ○ 畑 10,000 野菜
204120001 おいらせ町 甲洋小学校学区域 三村　芳美 ○ 水田 5,000 野菜
204120002 おいらせ町 甲洋小学校学区域 三村　芳美 ○ 畑 5,000 野菜
204120003 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 水田 10,000 牧草
204120004 おいらせ町 甲洋小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 畑 10,000 牧草
204120005 おいらせ町 甲洋小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 水田 10,000 野菜
204120006 おいらせ町 甲洋小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 畑 10,000 野菜
204120007 おいらせ町 甲洋小学校学区域 石川　拓 ○ 畑 10,000 野菜
204120008 おいらせ町 甲洋小学校学区域 石川　拓 ○ 水田 10,000 野菜
204120009 おいらせ町 甲洋小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 畑 10,000 野菜
204120010 おいらせ町 甲洋小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 水田 10,000 野菜
204120011 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川崎　純一 ○ 畑 10,000 野菜
204120012 おいらせ町 甲洋小学校学区域 川崎　純一 ○ 水田 10,000 野菜
204120013 おいらせ町 甲洋小学校学区域 蛯名　良夫 ○ 水田 10,000 水稲
142060326 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100,000 ダイコン、ナガイモ
142060327 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100,000 ダイコン、ナガイモ
142070021 おいらせ町 木内々小学校学区域 大沢　昭一 ○ 畑 10,000 野菜
142070022 おいらせ町 木内々小学校学区域 大沢　昭一 ○ 水田 10,000 野菜
142070038 おいらせ町 木内々小学校学区域 冨田　谷雄 ○ 水田 4,000 ダイコン
142070059 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 水田 60,000 ニンニク
142070060 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 畑 60,000 ニンニク
142070068 おいらせ町 木内々小学校学区域 松林　兼治 ○ 畑 2,000 ゴボウ
142070087 おいらせ町 木内々小学校学区域 河村　義次 ○ 畑 20,000 野菜
142070099 おいらせ町 木内々小学校学区域 木村　和彦 ○ 水田 15,000 野菜
142070100 おいらせ町 木内々小学校学区域 木村　和彦 ○ 畑 15,000 野菜
144020097 おいらせ町 木内々小学校学区域 浦田　修一 ○ 水田 500,000 水稲、大豆
144020098 おいらせ町 木内々小学校学区域 浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
144020099 おいらせ町 木内々小学校学区域 浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144020155 おいらせ町 木内々小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 水田 500,000 大豆、水稲
144020156 おいらせ町 木内々小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 畑 500,000 大豆
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144020157 おいらせ町 木内々小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　取締役　浦田　修一 ○ 草地 500,000 大豆
144050070 おいらせ町 木内々小学校学区域 松村　英雄 ○ 畑 9,000 ゴボウ、ナガイモ
144120002 おいらせ町 木内々小学校学区域 蛯名　一満 ○ 水田 2,000 水稲
144120010 おいらせ町 木内々小学校学区域 種市　亮輔 ○ 畑 15,000 野菜
144120015 おいらせ町 木内々小学校学区域 竹ヶ原　均 ○ 畑 50,000 野菜
144120020 おいらせ町 木内々小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 畑 30,000 ゴボウ、ダイコン
144120025 おいらせ町 木内々小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 水田 30,000 ゴボウ、ダイコン
144120030 おいらせ町 木内々小学校学区域 松林　義弘 ○ 畑 100,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120037 おいらせ町 木内々小学校学区域 北向　清太郎 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ニンジン
144120042 おいらせ町 木内々小学校学区域 遠藤　寿六 ○ 畑 20,000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144120047 おいらせ町 木内々小学校学区域 水尻　喜代美 ○ 畑 30,000 ダイコン
144120052 おいらせ町 木内々小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政義 ○ 畑 200,000 野菜
144120060 おいらせ町 木内々小学校学区域 岡田　隆 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンジン
144120065 おいらせ町 木内々小学校学区域 二川目　敏昭 ○ 畑 10,000 ゴボウ
144120079 おいらせ町 木内々小学校学区域 北向　政義 ○ 畑 10,000 ゴボウ
144120080 おいらせ町 木内々小学校学区域 松村　一義 ○ 水田 5,000 ダイコン、ニンジン
144120081 おいらせ町 木内々小学校学区域 松村　一義 ○ 畑 5,000 ダイコン、ニンジン
144120084 おいらせ町 木内々小学校学区域 三浦　英雄 ○ 水田 20,000 水稲
144120089 おいらせ町 木内々小学校学区域 田中　進 ○ 水田 100,000 水稲
144120098 おいらせ町 木内々小学校学区域 下道建設株式会社　代表取締役　野村　みわ ○ 畑 10,000 ブルーベリー
144120099 おいらせ町 木内々小学校学区域 袴田　喜代美 ○ 水田 50,000 水稲
144120100 おいらせ町 木内々小学校学区域 袴田　喜代美 ○ 畑 50,000 水稲
144120101 おいらせ町 木内々小学校学区域 袴田　信男 ○ 水田 10,000 水稲
144120102 おいらせ町 木内々小学校学区域 袴田　信男 ○ 畑 10,000 ナガイモ、ニンニク
144120103 おいらせ町 木内々小学校学区域 北向　憲雄 ○ 畑 5,000 ゴボウ、ニンジン
144120104 おいらせ町 木内々小学校学区域 野田頭　雪男 ○ 畑 30,000 ニンニク
144120106 おいらせ町 木内々小学校学区域 馬場　孝一 ○ 水田 10,000 水稲
144120106 おいらせ町 木内々小学校学区域 馬場　孝一 ○ 畑 10,000 水稲
144120107 おいらせ町 木内々小学校学区域 遠藤　廣志 ○ 畑 5,000 ゴボウ
144120108 おいらせ町 木内々小学校学区域 苫米地　正秋 ○ 畑 5,000 ニンニク
154050006 おいらせ町 木内々小学校学区域 豊川　信雄 ○ 水田 100,000 水稲、大豆
154050007 おいらせ町 木内々小学校学区域 豊川　信雄 ○ 畑 50,000 水稲、大豆
154050011 おいらせ町 木内々小学校学区域 清水　進 ○ 水田 5,000 ゴボウ、ニンニク
154050012 おいらせ町 木内々小学校学区域 清水　進 ○ 畑 3,000 ゴボウ、ニンニク
154050023 おいらせ町 木内々小学校学区域 高橋　清一 ○ 水田 100,000 水稲
154120001 おいらせ町 木内々小学校学区域 松林　清市 ○ 畑 3,000 エゴマ
154120002 おいらせ町 木内々小学校学区域 小向　栄子 ○ 水田 10,000 水稲
154120002 おいらせ町 木内々小学校学区域 小向　栄子 ○ 畑 10,000 キャベツ、ダイコン
154120056 おいらせ町 木内々小学校学区域 中川原　卓雄 ○ 水田 50,000 ナガイモ
154120057 おいらせ町 木内々小学校学区域 中川原　卓雄 ○ 畑 50000 ナガイモ
154120058 おいらせ町 木内々小学校学区域 小向　昭一 ○ 水田 27000 水稲
154120063 おいらせ町 木内々小学校学区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20000 水稲
154120069 おいらせ町 木内々小学校学区域 立花　友彦 ○ 水田 30000 ダイコン
154120069 おいらせ町 木内々小学校学区域 立花　友彦 ○ 畑 30000 ダイコン
154120070 おいらせ町 木内々小学校学区域 田中　正一 ○ 水田 50000 飼料作物
154120070 おいらせ町 木内々小学校学区域 田中　正一 ○ 畑 50000 飼料作物
164050015 おいらせ町 木内々小学校学区域 赤石　義周 ○ 水田 30000 水稲
164050017 おいらせ町 木内々小学校学区域 下林　光昭 ○ 水田 300000 ソバ、菜種
164050018 おいらせ町 木内々小学校学区域 下林　光昭 ○ 畑 300000 ソバ、菜種
164120003 おいらせ町 木内々小学校学区域 田中　豊日 ○ 水田 10000 水稲
164120010 おいらせ町 木内々小学校学区域 石田　忠 ○ 水田 50000 水稲
164120011 おいらせ町 木内々小学校学区域 内山　義光 ○ 水田 5000 ニンジン、ダイコン
164120011 おいらせ町 木内々小学校学区域 内山　義光 ○ 畑 5000 ニンジン、ダイコン
164120018 おいらせ町 木内々小学校学区域 相坂　鐵雄 ○ 水田 2000 ダイコン、キャベツ
164120023 おいらせ町 木内々小学校学区域 山白　覚 ○ 畑 3000 ゴボウ
164120032 おいらせ町 木内々小学校学区域 種市　誠一 ○ 水田 30000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120033 おいらせ町 木内々小学校学区域 種市　誠一 ○ 畑 30000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120034 おいらせ町 木内々小学校学区域 松本　勝雄 ○ 畑 5000 ダイコン、ニンニク
164120037 おいらせ町 木内々小学校学区域 北向　正敏 ○ 畑 12000 ゴボウ
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164120040 おいらせ町 木内々小学校学区域 北向　昇一 ○ 水田 4000 ダイコン
164120045 おいらせ町 木内々小学校学区域 平内　利春 ○ 畑 5000 ダイコン
164120047 おいらせ町 木内々小学校学区域 松田　悦子 ○ 畑 20000 ダイコン、ニンジン
164120052 おいらせ町 木内々小学校学区域 吉田　正 ○ 水田 5000 ダイコン、キャベツ
164120053 おいらせ町 木内々小学校学区域 吉田　正 ○ 畑 5000 ダイコン、キャベツ
164120054 おいらせ町 木内々小学校学区域 苫米地　晃仁 ○ 水田 5000 水稲
164120055 おいらせ町 木内々小学校学区域 吉田　憲生 ○ 畑 20000 ダイコン、キャベツ、ニンジン
164120056 おいらせ町 木内々小学校学区域 川口　英康 ○ 水田 5000 水稲
164120057 おいらせ町 木内々小学校学区域 北向　淳博 ○ 畑 10000 ゴボウ
164120058 おいらせ町 木内々小学校学区域 種市　國雄 ○ 水田 3000 水稲
164120059 おいらせ町 木内々小学校学区域 円子　博明 ○ 水田 15000 水稲
164120060 おいらせ町 木内々小学校学区域 坂井田　進 ○ 水田 20000 水稲
164120061 おいらせ町 木内々小学校学区域 坂本　清人 ○ 水田 4000 水稲
164120062 おいらせ町 木内々小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 水田 7000 野菜
164120062 おいらせ町 木内々小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 畑 7000 ダイコン、キャベツ
164120063 おいらせ町 木内々小学校学区域 三浦　習一 ○ 水田 50000 ナガイモ、ゴボウ、水稲
164120063 おいらせ町 木内々小学校学区域 三浦　習一 ○ 畑 50000 ナガイモ、ゴボウ
164120064 おいらせ町 木内々小学校学区域 磯谷　達與 ○ 水田 100000 牧草
164120065 おいらせ町 木内々小学校学区域 磯谷　達與 ○ 畑 100000 牧草
164120066 おいらせ町 木内々小学校学区域 馬場　雄弘 ○ 水田 10000 水稲
174120001 おいらせ町 木内々小学校学区域 鈴木　康男 ○ 水田 5000 水稲
174120002 おいらせ町 木内々小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 水田 6000 ダイコン、キャベツ
174120003 おいらせ町 木内々小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 畑 6000 ダイコン、キャベツ
174120004 おいらせ町 木内々小学校学区域 五日市　博 ○ 水田 10000 野菜
174120005 おいらせ町 木内々小学校学区域 五日市　博 ○ 畑 10000 野菜
174120006 おいらせ町 木内々小学校学区域 米内口　義則 ○ 水田 30000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120007 おいらせ町 木内々小学校学区域 米内口　義則 ○ 畑 30000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120008 おいらせ町 木内々小学校学区域 赤沼　早希 ○ 水田 20000 水稲、野菜　他
174120008 おいらせ町 木内々小学校学区域 赤沼　早希 ○ 畑 5000 キャベツ、ニンニク
174120009 おいらせ町 木内々小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 水田 10000 牧草
174120010 おいらせ町 木内々小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 畑 10000 牧草
174120011 おいらせ町 木内々小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 水田 5000 野菜
174120012 おいらせ町 木内々小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 畑 5000 野菜
174120013 おいらせ町 木内々小学校学区域 渡辺　実 ○ 水田 10000 野菜
174120014 おいらせ町 木内々小学校学区域 渡辺　実 ○ 畑 10000 野菜
174120015 おいらせ町 木内々小学校学区域 工藤　正志 ○ 水田 10000 野菜
174120016 おいらせ町 木内々小学校学区域 工藤　正志 ○ 畑 10000 野菜
174120017 おいらせ町 木内々小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 水田 5000 野菜
174120018 おいらせ町 木内々小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 畑 5000 野菜
174120020 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 水田 100000 ダイコン、ナガイモ
174120021 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 畑 100000 ダイコン、ナガイモ
174120022 おいらせ町 木内々小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 水田 10000 牧草
174120023 おいらせ町 木内々小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 畑 10000 牧草
174120024 おいらせ町 木内々小学校学区域 松橋　一男 ○ 水田 10000 飼料用米
174120025 おいらせ町 木内々小学校学区域 吉田　万治 ○ 水田 10000 野菜
174120026 おいらせ町 木内々小学校学区域 吉田　万治 ○ 畑 10000 野菜
174120027 おいらせ町 木内々小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 水田 5000 野菜
174120028 おいらせ町 木内々小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 畑 5000 野菜
174120029 おいらせ町 木内々小学校学区域 小向　儀治 ○ 水田 10000 野菜
174120030 おいらせ町 木内々小学校学区域 小向　儀治 ○ 畑 10000 野菜
174120032 おいらせ町 木内々小学校学区域 松林　誠 ○ 水田 10000 野菜
174120033 おいらせ町 木内々小学校学区域 松林　誠 ○ 畑 10000 野菜
174120034 おいらせ町 木内々小学校学区域 田中　勉 ○ 水田 10000 野菜
174120035 おいらせ町 木内々小学校学区域 田中　勉 ○ 畑 10000 野菜
184020047 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300000 ニンニク
184020048 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300000 ニンニク
184120001 おいらせ町 木内々小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 水田 100000 牧草
184120002 おいらせ町 木内々小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 畑 100000 牧草
184120003 おいらせ町 木内々小学校学区域 松林　一弥 ○ 水田 10000 野菜
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184120004 おいらせ町 木内々小学校学区域 松林　一弥 ○ 畑 10000 野菜
184120005 おいらせ町 木内々小学校学区域 橘　雄也 ○ 水田 8000 水稲
184120006 おいらせ町 木内々小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 水田 10000 野菜
184120007 おいらせ町 木内々小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 畑 10000 野菜
184120008 おいらせ町 木内々小学校学区域 木村　勝行 ○ 水田 10000 水稲
184120009 おいらせ町 木内々小学校学区域 平　石男 ○ 畑 10000 野菜
184120010 おいらせ町 木内々小学校学区域 相坂　英輝 ○ 水田 10000 野菜
184120011 おいらせ町 木内々小学校学区域 相坂　英輝 ○ 畑 10000 野菜
184120012 おいらせ町 木内々小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10001 野菜
184120013 おいらせ町 木内々小学校学区域 山崎　俊美 ○ 水田 10000 水稲、根菜類
184120014 おいらせ町 木内々小学校学区域 山崎　俊美 ○ 畑 10000 根菜類
184120015 おいらせ町 木内々小学校学区域 蛯名　義彦 ○ 水田 10000 水稲
184120016 おいらせ町 木内々小学校学区域 澤岸　榮美子 ○ 水田 10000 水稲
184120017 おいらせ町 木内々小学校学区域 新山　和子 ○ 水田 10000 ミニトマト
184120018 おいらせ町 木内々小学校学区域 新山　和子 ○ 畑 10000 ミニトマト
184120022 おいらせ町 木内々小学校学区域 馬場　武雄 ○ 水田 10000 水稲
184120023 おいらせ町 木内々小学校学区域 沢野　誠治 ○ 水田 10000 野菜
184120024 おいらせ町 木内々小学校学区域 沢野　誠治 ○ 畑 10000 野菜
184120025 おいらせ町 木内々小学校学区域 北向　清太郎 ○ 水田 20000 ニンジン、ゴボウ
184120026 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 水田 50000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120027 おいらせ町 木内々小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 畑 50000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120028 おいらせ町 木内々小学校学区域相坂　廣美 ○ 水田 10000 野菜
184120029 おいらせ町 木内々小学校学区域相坂　廣美 ○ 畑 10000 野菜
184120030 おいらせ町 木内々小学校学区域小泉　博志 ○ 水田 10000 水稲
184120031 おいらせ町 木内々小学校学区域四木　誉将 ○ 畑 30000 野菜
184120032 おいらせ町 木内々小学校学区域藤ヶ森　利昭 ○ 水田 10000 水稲
184120033 おいらせ町 木内々小学校学区域久保田　和子 ○ 畑 10000 野菜
184120034 おいらせ町 木内々小学校学区域野村　勲 ○ 水田 10000 野菜
184120035 おいらせ町 木内々小学校学区域野村　勲 ○ 畑 10000 野菜
184120036 おいらせ町 木内々小学校学区域山内　繁 ○ 水田 10000 野菜
184120037 おいらせ町 木内々小学校学区域山内　繁 ○ 畑 10000 野菜
184120038 おいらせ町 木内々小学校学区域種市　克郎 ○ 水田 10000 水稲
184120039 おいらせ町 木内々小学校学区域豊川　修 ○ 水田 10000 水稲
184120040 おいらせ町 木内々小学校学区域西舘　輝一 ○ 水田 10000 野菜
184120041 おいらせ町 木内々小学校学区域西舘　輝一 ○ 畑 10000 野菜
184120042 おいらせ町 木内々小学校学区域新堂　康成 ○ 水田 10000 野菜
184120043 おいらせ町 木内々小学校学区域新堂　康成 ○ 畑 10000 野菜
184120044 おいらせ町 木内々小学校学区域加藤　健一 ○ 水田 10000 水稲
194050009 おいらせ町 木内々小学校学区域種市　国雄 ○ 水田 10000 水稲
194050012 おいらせ町 木内々小学校学区域金崎　英世 ○ 水田 10000 水稲
194050013 おいらせ町 木内々小学校学区域金崎　英世 ○ 畑 10000 野菜
194120001 おいらせ町 木内々小学校学区域田代　慎悦 ○ 畑 10000 水稲
194120002 おいらせ町 木内々小学校学区域有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政 ○ 水田 200000 野菜
194120003 おいらせ町 木内々小学校学区域平　石男 ○ 水田 10000 水稲
194120004 おいらせ町 木内々小学校学区域横向　賢造 ○ 水田 10000 水稲
194120005 おいらせ町 木内々小学校学区域遠藤　忍 ○ 畑 20000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194120006 おいらせ町 木内々小学校学区域柏崎　勲 ○ 水田 10000 水稲
194120007 おいらせ町 木内々小学校学区域木村　光助 ○ 水田 10000 野菜
194120008 おいらせ町 木内々小学校学区域木村　光助 ○ 畑 10000 野菜
194120009 おいらせ町 木内々小学校学区域沼端　ソヨ ○ 水田 10000 水稲
194120010 おいらせ町 木内々小学校学区域吉田　力男 ○ 畑 10000 野菜
194120011 おいらせ町 木内々小学校学区域吉田　力男 ○ 水田 10000 水稲
194120012 おいらせ町 木内々小学校学区域佐々木　新一 ○ 水田 10000 水稲
194120013 おいらせ町 木内々小学校学区域冨田　昶洲 ○ 水田 10000 野菜
194120014 おいらせ町 木内々小学校学区域冨田　昶洲 ○ 畑 10000 野菜
194120015 おいらせ町 木内々小学校学区域松林　義喜 ○ 水田 100000 野菜
194120016 おいらせ町 木内々小学校学区域松林　義喜 ○ 畑 100000 野菜
194120018 おいらせ町 木内々小学校学区域鳥越　肇 ○ 畑 10000 野菜
194120019 おいらせ町 木内々小学校学区域鳥越　肇 ○ 水田 10000 水稲、野菜
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194120022 おいらせ町 木内々小学校学区域川口　武二郎 ○ 水田 10000 水稲
194120023 おいらせ町 木内々小学校学区域工藤　忠志 ○ 水田 10000 野菜
194120024 おいらせ町 木内々小学校学区域工藤　忠志 ○ 畑 10000 野菜
204120001 おいらせ町 木内々小学校学区域三村　芳美 ○ 水田 5000 野菜
204120002 おいらせ町 木内々小学校学区域三村　芳美 ○ 畑 5000 野菜
204120003 おいらせ町 木内々小学校学区域工藤　睦雄 ○ 水田 10000 牧草
204120004 おいらせ町 木内々小学校学区域工藤　睦雄 ○ 畑 10000 牧草
204120005 おいらせ町 木内々小学校学区域鳥谷部　幸子 ○ 水田 10000 野菜
204120006 おいらせ町 木内々小学校学区域鳥谷部　幸子 ○ 畑 10000 野菜
204120007 おいらせ町 木内々小学校学区域石川　拓 ○ 畑 10000 野菜
204120008 おいらせ町 木内々小学校学区域石川　拓 ○ 水田 10000 野菜
204120009 おいらせ町 木内々小学校学区域遠藤　寿夫 ○ 畑 10000 野菜
204120010 おいらせ町 木内々小学校学区域遠藤　寿夫 ○ 水田 10000 野菜
204120011 おいらせ町 木内々小学校学区域川崎　純一 ○ 畑 10000 野菜
204120012 おいらせ町 木内々小学校学区域川崎　純一 ○ 水田 10000 野菜
204120013 おいらせ町 木内々小学校学区域蛯名　良夫 ○ 水田 10000 水稲
142060326 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100000 ダイコン、ナガイモ
142060327 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100000 ダイコン、ナガイモ
142070021 おいらせ町 下田小学校学区域 大沢　昭一 ○ 畑 10000 野菜
142070022 おいらせ町 下田小学校学区域 大沢　昭一 ○ 水田 10000 野菜
142070038 おいらせ町 下田小学校学区域 冨田　谷雄 ○ 水田 4000 ダイコン
142070059 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 水田 60000 ニンニク
142070060 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 畑 60000 ニンニク
142070068 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　兼治 ○ 畑 2000 ゴボウ
142070087 おいらせ町 下田小学校学区域 河村　義次 ○ 畑 20000 野菜
142070099 おいらせ町 下田小学校学区域 木村　和彦 ○ 水田 15000 野菜
142070100 おいらせ町 下田小学校学区域 木村　和彦 ○ 畑 15000 野菜
144020097 おいらせ町 下田小学校学区域 浦田　修一 ○ 水田 500000 水稲、大豆
144020098 おいらせ町 下田小学校学区域 浦田　修一 ○ 畑 500000 大豆
144020099 おいらせ町 下田小学校学区域 浦田　修一 ○ 草地 500000 大豆
144020155 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　 　 　 ○ 水田 500000 大豆、水稲
144020156 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　 　 　 ○ 畑 500000 大豆
144020157 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　 　 　 ○ 草地 500000 大豆
144050070 おいらせ町 下田小学校学区域 松村　英雄 ○ 畑 9000 ゴボウ、ナガイモ
144120001 おいらせ町 下田小学校学区域 蛯名　一満 ○ 水田 2000 水稲
144120010 おいらせ町 下田小学校学区域 種市　亮輔 ○ 畑 15000 野菜
144120012 おいらせ町 下田小学校学区域 袴田　正明 ○ 水田 6000 水稲
144120016 おいらせ町 下田小学校学区域 竹ヶ原　均 ○ 畑 50000 野菜
144120021 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 畑 30000 ゴボウ、ダイコン
144120026 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 水田 30000 ゴボウ、ダイコン
144120031 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　義弘 ○ 畑 100000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120038 おいらせ町 下田小学校学区域 北向　清太郎 ○ 畑 20000 ゴボウ、ニンジン
144120043 おいらせ町 下田小学校学区域 遠藤　寿六 ○ 畑 20000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144120048 おいらせ町 下田小学校学区域 水尻　喜代美 ○ 畑 30000 ダイコン
144120053 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政 ○ 畑 200000 野菜
144120060 おいらせ町 下田小学校学区域 岡田　隆 ○ 畑 10000 ナガイモ、ニンジン
144120065 おいらせ町 下田小学校学区域 二川目　敏昭 ○ 畑 10000 ゴボウ
144120084 おいらせ町 下田小学校学区域 三浦　英雄 ○ 水田 20000 水稲
144120089 おいらせ町 下田小学校学区域 田中　進 ○ 水田 100000 水稲
144120097 おいらせ町 下田小学校学区域 下道建設株式会社　代表取締役　野村　みわ ○ 畑 10000 ブルーベリー
144120111 おいらせ町 下田小学校学区域 下道　和也 ○ 水田 20000 水稲
154050006 おいらせ町 下田小学校学区域 豊川　信雄 ○ 水田 100000 水稲、大豆
154050007 おいらせ町 下田小学校学区域 豊川　信雄 ○ 畑 50000 水稲、大豆
154050011 おいらせ町 下田小学校学区域 清水　進 ○ 水田 5000 ゴボウ、ニンニク
154050012 おいらせ町 下田小学校学区域 清水　進 ○ 畑 3000 ゴボウ、ニンニク
154050023 おいらせ町 下田小学校学区域 高橋　清一 ○ 水田 100000 水稲
154120002 おいらせ町 下田小学校学区域 小向　栄子 ○ 水田 10000 水稲
154120002 おいらせ町 下田小学校学区域 小向　栄子 ○ 畑 10000 キャベツ、ダイコン
154120003 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　北都工業　代表取締役　蛯名　一満 ○ 水田 100000 水稲、麦、豆
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154120004 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　北都工業　代表取締役　蛯名　一満 ○ 畑 100000 水稲、麦、豆
154120014 おいらせ町 下田小学校学区域 袴田　精二 ○ 水田 20000 水稲
154120027 おいらせ町 下田小学校学区域 佐々木　勝美 ○ 水田 7000 水稲
154120034 おいらせ町 下田小学校学区域 成田　修一 ○ 水田 4000 水稲
154120062 おいらせ町 下田小学校学区域 澤頭　日出秋 ○ 水田 5000 水稲、野菜
154120069 おいらせ町 下田小学校学区域 立花　友彦 ○ 水田 30000 ダイコン
154120069 おいらせ町 下田小学校学区域 立花　友彦 ○ 畑 30000 ダイコン
154120070 おいらせ町 下田小学校学区域 田中　正一 ○ 水田 50000 飼料作物
154120070 おいらせ町 下田小学校学区域 田中　正一 ○ 畑 50000 飼料作物
154120072 おいらせ町 下田小学校学区域 橘　良民 ○ 水田 8000 水稲
154120074 おいらせ町 下田小学校学区域 袴田　健一郎 ○ 水田 6000 水稲
164050015 おいらせ町 下田小学校学区域 赤石　義周 ○ 水田 30000 水稲
164050017 おいらせ町 下田小学校学区域 下林　光昭 ○ 水田 300000 ソバ、菜種
164050018 おいらせ町 下田小学校学区域 下林　光昭 ○ 畑 300000 ソバ、菜種
164120003 おいらせ町 下田小学校学区域 田中　豊日 ○ 水田 10000 水稲
164120004 おいらせ町 下田小学校学区域 堤　孝正 ○ 水田 4172 水稲
164120009 おいらせ町 下田小学校学区域 山崎　賢造 ○ 水田 50000 水稲
164120010 おいらせ町 下田小学校学区域 石田　忠 ○ 水田 50000 水稲
164120011 おいらせ町 下田小学校学区域 内山　義光 ○ 水田 5000 ニンジン、ダイコン
164120011 おいらせ町 下田小学校学区域 内山　義光 ○ 畑 5000 ニンジン、ダイコン
164120015 おいらせ町 下田小学校学区域 成田　隆 ○ 水田 30000 水稲
164120018 おいらせ町 下田小学校学区域 相坂　鐵雄 ○ 水田 2000 ダイコン、キャベツ
164120023 おいらせ町 下田小学校学区域 山白　覚 ○ 畑 3000 ゴボウ
164120032 おいらせ町 下田小学校学区域 種市　誠一 ○ 水田 30000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120033 おいらせ町 下田小学校学区域 種市　誠一 ○ 畑 30000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120043 おいらせ町 下田小学校学区域 平内　利春 ○ 畑 5000 ダイコン
164120049 おいらせ町 下田小学校学区域 松田　悦子 ○ 畑 20000 ダイコン、ニンジン
164120051 おいらせ町 下田小学校学区域 種市　敏美 ○ 水田 10000 水稲
164120052 おいらせ町 下田小学校学区域 吉田　正 ○ 水田 5000 ダイコン、キャベツ
164120053 おいらせ町 下田小学校学区域 吉田　正 ○ 畑 5000 ダイコン、キャベツ
164120055 おいらせ町 下田小学校学区域 吉田　憲生 ○ 畑 20000 ダイコン、キャベツ、ニンジン
164120056 おいらせ町 下田小学校学区域 川口　英康 ○ 水田 5000 水稲
164120057 おいらせ町 下田小学校学区域 北向　淳博 ○ 畑 10000 ゴボウ
164120058 おいらせ町 下田小学校学区域 種市　國雄 ○ 水田 3000 水稲
164120059 おいらせ町 下田小学校学区域 円子　博明 ○ 水田 15000 水稲
164120060 おいらせ町 下田小学校学区域 坂井田　進 ○ 水田 20000 水稲
164120061 おいらせ町 下田小学校学区域 坂本　清人 ○ 水田 4000 水稲
164120062 おいらせ町 下田小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 水田 7000 野菜
164120062 おいらせ町 下田小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 畑 7000 ダイコン、キャベツ
164120063 おいらせ町 下田小学校学区域 三浦　習一 ○ 水田 50000 ナガイモ、ゴボウ、水稲
164120063 おいらせ町 下田小学校学区域 三浦　習一 ○ 畑 50000 ナガイモ、ゴボウ
164120064 おいらせ町 下田小学校学区域 磯谷　達與 ○ 水田 100000 牧草
164120065 おいらせ町 下田小学校学区域 磯谷　達與 ○ 畑 100000 牧草
164120066 おいらせ町 下田小学校学区域 馬場　雄弘 ○ 水田 10000 水稲
174120001 おいらせ町 下田小学校学区域 鈴木　康男 ○ 水田 5000 水稲
174120002 おいらせ町 下田小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 水田 6000 ダイコン、キャベツ
174120003 おいらせ町 下田小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 畑 6000 ダイコン、キャベツ
174120004 おいらせ町 下田小学校学区域 五日市　博 ○ 水田 10000 野菜
174120005 おいらせ町 下田小学校学区域 五日市　博 ○ 畑 10000 野菜
174120006 おいらせ町 下田小学校学区域 米内口　義則 ○ 水田 30000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120007 おいらせ町 下田小学校学区域 米内口　義則 ○ 畑 30000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120008 おいらせ町 下田小学校学区域 赤沼　早希 ○ 水田 20000 水稲、野菜　他
174120008 おいらせ町 下田小学校学区域 赤沼　早希 ○ 畑 5000 キャベツ、ニンニク
174120009 おいらせ町 下田小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 水田 10000 牧草
174120010 おいらせ町 下田小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 畑 10000 牧草
174120011 おいらせ町 下田小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 水田 5000 野菜
174120012 おいらせ町 下田小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 畑 5000 野菜
174120013 おいらせ町 下田小学校学区域 渡辺　実 ○ 水田 10000 野菜
174120014 おいらせ町 下田小学校学区域 渡辺　実 ○ 畑 10000 野菜
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174120015 おいらせ町 下田小学校学区域 工藤　正志 ○ 水田 10000 野菜
174120016 おいらせ町 下田小学校学区域 工藤　正志 ○ 畑 10000 野菜
174120017 おいらせ町 下田小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 水田 5000 野菜
174120018 おいらせ町 下田小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 畑 5000 野菜
174120020 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 水田 100000 ダイコン、ナガイモ
174120021 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 畑 100000 ダイコン、ナガイモ
174120022 おいらせ町 下田小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 水田 10000 牧草
174120023 おいらせ町 下田小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 畑 10000 牧草
174120024 おいらせ町 下田小学校学区域 松橋　一男 ○ 水田 10000 飼料用米
174120025 おいらせ町 下田小学校学区域 吉田　万治 ○ 水田 10000 野菜
174120026 おいらせ町 下田小学校学区域 吉田　万治 ○ 畑 10000 野菜
174120027 おいらせ町 下田小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 水田 5000 野菜
174120028 おいらせ町 下田小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 畑 5000 野菜
174120029 おいらせ町 下田小学校学区域 小向　儀治 ○ 水田 10000 野菜
174120030 おいらせ町 下田小学校学区域 小向　儀治 ○ 畑 10000 野菜
174120031 おいらせ町 下田小学校学区域 浦崎　渉 ○ 畑 50000 ニンニク、ナガイモ、ゴボウ
174120032 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　誠 ○ 水田 10000 野菜
174120033 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　誠 ○ 畑 10000 野菜
174120034 おいらせ町 下田小学校学区域 田中　勉 ○ 水田 10000 野菜
174120035 おいらせ町 下田小学校学区域 田中　勉 ○ 畑 10000 野菜
184020047 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300000 ニンニク
184020048 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300000 ニンニク
184120001 おいらせ町 下田小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 水田 100000 牧草
184120002 おいらせ町 下田小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 畑 100000 牧草
184120003 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　一弥 ○ 水田 10000 野菜
184120004 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　一弥 ○ 畑 10000 野菜
184120005 おいらせ町 下田小学校学区域 橘　雄也 ○ 水田 8000 水稲
184120006 おいらせ町 下田小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 水田 10000 野菜
184120007 おいらせ町 下田小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 畑 10000 野菜
184120008 おいらせ町 下田小学校学区域 木村　勝行 ○ 水田 10000 水稲
184120009 おいらせ町 下田小学校学区域 平　石男 ○ 畑 10000 野菜
184120010 おいらせ町 下田小学校学区域 相坂　英輝 ○ 水田 10000 野菜
184120011 おいらせ町 下田小学校学区域 相坂　英輝 ○ 畑 10000 野菜
184120012 おいらせ町 下田小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10001 野菜
184120013 おいらせ町 下田小学校学区域 山崎　俊美 ○ 水田 10000 水稲、根菜類
184120014 おいらせ町 下田小学校学区域 山崎　俊美 ○ 畑 10000 根菜類
184120015 おいらせ町 下田小学校学区域 蛯名　義彦 ○ 水田 10000 水稲
184120016 おいらせ町 下田小学校学区域 澤岸　榮美子 ○ 水田 10000 水稲
184120017 おいらせ町 下田小学校学区域 新山　和子 ○ 水田 10000 ミニトマト
184120018 おいらせ町 下田小学校学区域 新山　和子 ○ 畑 10000 ミニトマト
184120022 おいらせ町 下田小学校学区域 馬場　武雄 ○ 水田 10000 水稲
184120023 おいらせ町 下田小学校学区域 沢野　誠治 ○ 水田 10000 野菜
184120024 おいらせ町 下田小学校学区域 沢野　誠治 ○ 畑 10000 野菜
184120025 おいらせ町 下田小学校学区域 北向　清太郎 ○ 水田 20000 ニンジン、ゴボウ
184120026 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 水田 50000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120027 おいらせ町 下田小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 畑 50000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120028 おいらせ町 下田小学校学区域 相坂　廣美 ○ 水田 10000 野菜
184120029 おいらせ町 下田小学校学区域 相坂　廣美 ○ 畑 10000 野菜
184120030 おいらせ町 下田小学校学区域 小泉　博志 ○ 水田 10000 水稲
184120031 おいらせ町 下田小学校学区域 四木　誉将 ○ 畑 30000 野菜
184120032 おいらせ町 下田小学校学区域 藤ヶ森　利昭 ○ 水田 10000 水稲
184120033 おいらせ町 下田小学校学区域 久保田　和子 ○ 畑 10000 野菜
184120034 おいらせ町 下田小学校学区域 野村　勲 ○ 水田 10000 野菜
184120035 おいらせ町 下田小学校学区域 野村　勲 ○ 畑 10000 野菜
184120036 おいらせ町 下田小学校学区域 山内　繁 ○ 水田 10000 野菜
184120037 おいらせ町 下田小学校学区域 山内　繁 ○ 畑 10000 野菜
184120038 おいらせ町 下田小学校学区域 種市　克郎 ○ 水田 10000 水稲
184120039 おいらせ町 下田小学校学区域 豊川　修 ○ 水田 10000 水稲
184120040 おいらせ町 下田小学校学区域 西舘　輝一 ○ 水田 10000 野菜
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184120041 おいらせ町 下田小学校学区域 西舘　輝一 ○ 畑 10000 野菜
184120042 おいらせ町 下田小学校学区域 新堂　康成 ○ 水田 10000 野菜
184120043 おいらせ町 下田小学校学区域 新堂　康成 ○ 畑 10000 野菜
184120044 おいらせ町 下田小学校学区域 加藤　健一 ○ 水田 10000 水稲
194050009 おいらせ町 下田小学校学区域 種市　国雄 ○ 水田 10000 水稲
194050012 おいらせ町 下田小学校学区域 金崎　英世 ○ 水田 10000 水稲
194050013 おいらせ町 下田小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10000 野菜
194120001 おいらせ町 下田小学校学区域 田代　慎悦 ○ 畑 10000 水稲
194120002 おいらせ町 下田小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政 ○ 水田 200000 野菜
194120003 おいらせ町 下田小学校学区域 平　石男 ○ 水田 10000 水稲
194120004 おいらせ町 下田小学校学区域 横向　賢造 ○ 水田 10000 水稲
194120005 おいらせ町 下田小学校学区域 遠藤　忍 ○ 畑 20000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194120006 おいらせ町 下田小学校学区域 柏崎　勲 ○ 水田 10000 水稲
194120007 おいらせ町 下田小学校学区域 木村　光助 ○ 水田 10000 野菜
194120008 おいらせ町 下田小学校学区域 木村　光助 ○ 畑 10000 野菜
194120009 おいらせ町 下田小学校学区域 沼端　ソヨ ○ 水田 10000 水稲
194120010 おいらせ町 下田小学校学区域 吉田　力男 ○ 畑 10000 野菜
194120011 おいらせ町 下田小学校学区域 吉田　力男 ○ 水田 10000 水稲
194120012 おいらせ町 下田小学校学区域 佐々木　新一 ○ 水田 10000 水稲
194120013 おいらせ町 下田小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 水田 10000 野菜
194120014 おいらせ町 下田小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 畑 10000 野菜
194120015 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　義喜 ○ 水田 100000 野菜
194120016 おいらせ町 下田小学校学区域 松林　義喜 ○ 畑 100000 野菜
194120018 おいらせ町 下田小学校学区域 鳥越　肇 ○ 畑 10000 野菜
194120019 おいらせ町 下田小学校学区域 鳥越　肇 ○ 水田 10000 水稲、野菜
194120022 おいらせ町 下田小学校学区域 川口　武二郎 ○ 水田 10000 水稲
194120023 おいらせ町 下田小学校学区域 工藤　忠志 ○ 水田 10000 野菜
194120024 おいらせ町 下田小学校学区域 工藤　忠志 ○ 畑 10000 野菜
204120001 おいらせ町 下田小学校学区域 三村　芳美 ○ 水田 5000 野菜
204120002 おいらせ町 下田小学校学区域 三村　芳美 ○ 畑 5000 野菜
204120003 おいらせ町 下田小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 水田 10000 牧草
204120004 おいらせ町 下田小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 畑 10000 牧草
204120005 おいらせ町 下田小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 水田 10000 野菜
204120006 おいらせ町 下田小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 畑 10000 野菜
204120007 おいらせ町 下田小学校学区域 石川　拓 ○ 畑 10000 野菜
204120008 おいらせ町 下田小学校学区域 石川　拓 ○ 水田 10000 野菜
204120009 おいらせ町 下田小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 畑 10000 野菜
204120010 おいらせ町 下田小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 水田 10000 野菜
204120011 おいらせ町 下田小学校学区域 川崎　純一 ○ 畑 10000 野菜
204120012 おいらせ町 下田小学校学区域 川崎　純一 ○ 水田 10000 野菜
204120013 おいらせ町 下田小学校学区域 蛯名　良夫 ○ 水田 10000 水稲
142060326 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 水田 100000 ダイコン、ナガイモ
142060327 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　岡本　代表取締役　岡本　紀幸 ○ 畑 100000 ダイコン、ナガイモ
142070021 おいらせ町 百石小学校学区域 大沢　昭一 ○ 畑 10000 野菜
142070022 おいらせ町 百石小学校学区域 大沢　昭一 ○ 水田 10000 野菜
142070038 おいらせ町 百石小学校学区域 冨田　谷雄 ○ 水田 4000 ダイコン
142070059 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 水田 60000 ニンニク
142070060 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　青北建設　代表取締役　附田　久志 ○ 畑 60000 ニンニク
142070068 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　兼治 ○ 畑 2000 ゴボウ
142070087 おいらせ町 百石小学校学区域 河村　義次 ○ 畑 20000 野菜
142070099 おいらせ町 百石小学校学区域 木村　和彦 ○ 水田 15000 野菜
142070100 おいらせ町 百石小学校学区域 木村　和彦 ○ 畑 15000 野菜
144020097 おいらせ町 百石小学校学区域 浦田　修一 ○ 水田 500000 水稲、大豆
144020098 おいらせ町 百石小学校学区域 浦田　修一 ○ 畑 500000 大豆
144020099 おいらせ町 百石小学校学区域 浦田　修一 ○ 草地 500000 大豆
144020155 おいらせ町 百石小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　 　 　 ○ 水田 500000 大豆、水稲
144020156 おいらせ町 百石小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　 　 　 ○ 畑 500000 大豆
144020157 おいらせ町 百石小学校学区域 有限会社　アースファーム　代表取締役　浦田　順子　 　 　 ○ 草地 500000 大豆
144050070 おいらせ町 百石小学校学区域 松村　英雄 ○ 畑 9000 ゴボウ、ナガイモ
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144120010 おいらせ町 百石小学校学区域 種市　亮輔 ○ 畑 15000 野菜
144120017 おいらせ町 百石小学校学区域 竹ヶ原　均 ○ 畑 50000 野菜
144120022 おいらせ町 百石小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 畑 30000 ゴボウ、ダイコン
144120027 おいらせ町 百石小学校学区域 有限会社　マルショウ農園　代表取締役　後村　賢太 ○ 水田 30000 ゴボウ、ダイコン
144120032 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　義弘 ○ 畑 100000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ、ニンジン
144120039 おいらせ町 百石小学校学区域 北向　清太郎 ○ 畑 20000 ゴボウ、ニンジン
144120044 おいらせ町 百石小学校学区域 遠藤　寿六 ○ 畑 20000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
144120049 おいらせ町 百石小学校学区域 水尻　喜代美 ○ 畑 30000 ダイコン
144120054 おいらせ町 百石小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政 ○ 畑 200000 野菜
144120057 おいらせ町 百石小学校学区域 久慈　博幸 ○ 畑 3000 ダイコン
144120060 おいらせ町 百石小学校学区域 岡田　隆 ○ 畑 10000 ナガイモ、ニンジン
144120065 おいらせ町 百石小学校学区域 二川目　敏昭 ○ 畑 10000 ゴボウ
144120066 おいらせ町 百石小学校学区域 日ヶ久保　浩幸 ○ 水田 30000 水稲、ニンニク
144120068 おいらせ町 百石小学校学区域 日ヶ久保　浩幸 ○ 畑 30000 水稲、ニンニク
144120070 おいらせ町 百石小学校学区域 堀川　康 ○ 水田 10000 ニンニク
144120071 おいらせ町 百石小学校学区域 堀川　康 ○ 畑 10000 ニンニク
144120089 おいらせ町 百石小学校学区域 田中　進 ○ 水田 100000 水稲
144120109 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　勉 ○ 水田 10000 ダイコン
144120110 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　勉 ○ 畑 10000 ダイコン
154050006 おいらせ町 百石小学校学区域 豊川　信雄 ○ 水田 100000 水稲、大豆
154050007 おいらせ町 百石小学校学区域 豊川　信雄 ○ 畑 50000 水稲、大豆
154050011 おいらせ町 百石小学校学区域 清水　進 ○ 水田 5000 ゴボウ、ニンニク
154050012 おいらせ町 百石小学校学区域 清水　進 ○ 畑 3000 ゴボウ、ニンニク
154050023 おいらせ町 百石小学校学区域 高橋　清一 ○ 水田 100000 水稲
154120002 おいらせ町 百石小学校学区域 小向　栄子 ○ 水田 10000 水稲
154120002 おいらせ町 百石小学校学区域 小向　栄子 ○ 畑 10000 キャベツ、ダイコン
154120005 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　コト ○ 水田 3000 水稲
154120010 おいらせ町 百石小学校学区域 奥寺　治 ○ 水田 100000 ナガイモ
154120019 おいらせ町 百石小学校学区域 沼端　務 ○ 水田 28000 水稲
154120020 おいらせ町 百石小学校学区域 沼端　務 ○ 畑 28000 水稲
154120039 おいらせ町 百石小学校学区域 三村　健一 ○ 水田 2000 ニンニク
154120040 おいらせ町 百石小学校学区域 三浦　典彦 ○ 水田 60000 水稲
154120069 おいらせ町 百石小学校学区域 立花　友彦 ○ 水田 30000 ダイコン
154120069 おいらせ町 百石小学校学区域 立花　友彦 ○ 畑 30000 ダイコン
154120070 おいらせ町 百石小学校学区域 田中　正一 ○ 水田 50000 飼料作物
154120070 おいらせ町 百石小学校学区域 田中　正一 ○ 畑 50000 飼料作物
164050017 おいらせ町 百石小学校学区域 下林　光昭 ○ 水田 300000 ソバ、菜種
164050018 おいらせ町 百石小学校学区域 下林　光昭 ○ 畑 300000 ソバ、菜種
164120003 おいらせ町 百石小学校学区域 田中　豊日 ○ 水田 10000 水稲
164120005 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　俊雄 ○ 水田 30000 飼料用米
164120006 おいらせ町 百石小学校学区域 橋本　進 ○ 水田 30000 水稲
164120010 おいらせ町 百石小学校学区域 石田　忠 ○ 水田 50000 水稲
164120011 おいらせ町 百石小学校学区域 内山　義光 ○ 水田 5000 ニンジン、ダイコン
164120011 おいらせ町 百石小学校学区域 内山　義光 ○ 畑 5000 ニンジン、ダイコン
164120014 おいらせ町 百石小学校学区域 三村　千代治 ○ 水田 20000 水稲
164120017 おいらせ町 百石小学校学区域 堀川　三奈子 ○ 畑 2000 イチゴ
164120018 おいらせ町 百石小学校学区域 相坂　鐵雄 ○ 水田 2000 ダイコン、キャベツ
164120019 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　俊雄 ○ 畑 2000 イチゴ
164120023 おいらせ町 百石小学校学区域 山白　覚 ○ 畑 3000 ゴボウ
164120032 おいらせ町 百石小学校学区域 種市　誠一 ○ 水田 30000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120033 おいらせ町 百石小学校学区域 種市　誠一 ○ 畑 30000 ダイコン、ニンジン、ナガイモ
164120041 おいらせ町 百石小学校学区域 三村　千代吉 ○ 水田 10000 水稲、ホウレンソウ
164120042 おいらせ町 百石小学校学区域 平内　利春 ○ 畑 5000 ダイコン
164120050 おいらせ町 百石小学校学区域 松田　悦子 ○ 畑 20000 ダイコン、ニンジン
164120052 おいらせ町 百石小学校学区域 吉田　正 ○ 水田 5000 ダイコン、キャベツ
164120053 おいらせ町 百石小学校学区域 吉田　正 ○ 畑 5000 ダイコン、キャベツ
164120055 おいらせ町 百石小学校学区域 吉田　憲生 ○ 畑 20000 ダイコン、キャベツ、ニンジン
164120056 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　英康 ○ 水田 5000 水稲
164120057 おいらせ町 百石小学校学区域 北向　淳博 ○ 畑 10000 ゴボウ
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164120058 おいらせ町 百石小学校学区域 種市　國雄 ○ 水田 3000 水稲
164120059 おいらせ町 百石小学校学区域 円子　博明 ○ 水田 15000 水稲
164120060 おいらせ町 百石小学校学区域 坂井田　進 ○ 水田 20000 水稲
164120061 おいらせ町 百石小学校学区域 坂本　清人 ○ 水田 4000 水稲
164120062 おいらせ町 百石小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 水田 7000 野菜
164120062 おいらせ町 百石小学校学区域 竹内　敏雄 ○ 畑 7000 ダイコン、キャベツ
164120063 おいらせ町 百石小学校学区域 三浦　習一 ○ 水田 50000 ナガイモ、ゴボウ、水稲
164120063 おいらせ町 百石小学校学区域 三浦　習一 ○ 畑 50000 ナガイモ、ゴボウ
164120064 おいらせ町 百石小学校学区域 磯谷　達與 ○ 水田 100000 牧草
164120065 おいらせ町 百石小学校学区域 磯谷　達與 ○ 畑 100000 牧草
164120066 おいらせ町 百石小学校学区域 馬場　雄弘 ○ 水田 10000 水稲
174120001 おいらせ町 百石小学校学区域 鈴木　康男 ○ 水田 5000 水稲
174120002 おいらせ町 百石小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 水田 6000 ダイコン、キャベツ
174120003 おいらせ町 百石小学校学区域 奥寺　忠人 ○ 畑 6000 ダイコン、キャベツ
174120004 おいらせ町 百石小学校学区域 五日市　博 ○ 水田 10000 野菜
174120005 おいらせ町 百石小学校学区域 五日市　博 ○ 畑 10000 野菜
174120006 おいらせ町 百石小学校学区域 米内口　義則 ○ 水田 30000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120007 おいらせ町 百石小学校学区域 米内口　義則 ○ 畑 30000 ダイコン、ニンジン、ブロッコリー
174120008 おいらせ町 百石小学校学区域 赤沼　早希 ○ 水田 20000 水稲、野菜　他
174120008 おいらせ町 百石小学校学区域 赤沼　早希 ○ 畑 5000 キャベツ、ニンニク
174120009 おいらせ町 百石小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 水田 10000 牧草
174120010 おいらせ町 百石小学校学区域 久保田　隆幸 ○ 畑 10000 牧草
174120011 おいらせ町 百石小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 水田 5000 野菜
174120012 おいらせ町 百石小学校学区域 沢野　敏雄 ○ 畑 5000 野菜
174120013 おいらせ町 百石小学校学区域 渡辺　実 ○ 水田 10000 野菜
174120014 おいらせ町 百石小学校学区域 渡辺　実 ○ 畑 10000 野菜
174120015 おいらせ町 百石小学校学区域 工藤　正志 ○ 水田 10000 野菜
174120016 おいらせ町 百石小学校学区域 工藤　正志 ○ 畑 10000 野菜
174120017 おいらせ町 百石小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 水田 5000 野菜
174120018 おいらせ町 百石小学校学区域 澤頭　敏美 ○ 畑 5000 野菜
174120020 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 水田 100000 ダイコン、ナガイモ
174120021 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　マルタケ　代表取締役　竹ヶ原　正克 ○ 畑 100000 ダイコン、ナガイモ
174120022 おいらせ町 百石小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 水田 10000 牧草
174120023 おいらせ町 百石小学校学区域 髙橋　健仁 ○ 畑 10000 牧草
174120024 おいらせ町 百石小学校学区域 松橋　一男 ○ 水田 10000 飼料用米
174120025 おいらせ町 百石小学校学区域 吉田　万治 ○ 水田 10000 野菜
174120026 おいらせ町 百石小学校学区域 吉田　万治 ○ 畑 10000 野菜
174120027 おいらせ町 百石小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 水田 5000 野菜
174120028 おいらせ町 百石小学校学区域 沖田　勝俊 ○ 畑 5000 野菜
174120029 おいらせ町 百石小学校学区域 小向　儀治 ○ 水田 10000 野菜
174120030 おいらせ町 百石小学校学区域 小向　儀治 ○ 畑 10000 野菜
174120032 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　誠 ○ 水田 10000 野菜
174120033 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　誠 ○ 畑 10000 野菜
174120034 おいらせ町 百石小学校学区域 田中　勉 ○ 水田 10000 野菜
174120035 おいらせ町 百石小学校学区域 田中　勉 ○ 畑 10000 野菜
184020047 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 水田 300000 ニンニク
184020048 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　えびす堂農園 ○ 畑 300000 ニンニク
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184120001 おいらせ町 百石小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 水田 100000 牧草
184120002 おいらせ町 百石小学校学区域 鳥谷部　国喜 ○ 畑 100000 牧草
184120003 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　一弥 ○ 水田 10000 野菜
184120004 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　一弥 ○ 畑 10000 野菜
184120005 おいらせ町 百石小学校学区域 橘　雄也 ○ 水田 8000 水稲
184120006 おいらせ町 百石小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 水田 10000 野菜
184120007 おいらせ町 百石小学校学区域 濤岡　徳好 ○ 畑 10000 野菜
184120008 おいらせ町 百石小学校学区域 木村　勝行 ○ 水田 10000 水稲
184120009 おいらせ町 百石小学校学区域 平　石男 ○ 水田 10000 野菜
184120009 おいらせ町 百石小学校学区域 平　石男 ○ 畑 10000 野菜
184120010 おいらせ町 百石小学校学区域 相坂　英輝 ○ 水田 10000 野菜
184120011 おいらせ町 百石小学校学区域 相坂　英輝 ○ 畑 10000 野菜
184120012 おいらせ町 百石小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10001 野菜
184120013 おいらせ町 百石小学校学区域 山崎　俊美 ○ 水田 10000 水稲、根菜類
184120014 おいらせ町 百石小学校学区域 山崎　俊美 ○ 畑 10000 根菜類
184120015 おいらせ町 百石小学校学区域 蛯名　義彦 ○ 水田 10000 水稲
184120016 おいらせ町 百石小学校学区域 澤岸　榮美子 ○ 水田 10000 水稲
184120017 おいらせ町 百石小学校学区域 新山　和子 ○ 水田 10000 ミニトマト
184120018 おいらせ町 百石小学校学区域 新山　和子 ○ 畑 10000 ミニトマト
184120019 おいらせ町 百石小学校学区域 日ケ久保　亨 ○ 水田 20000 水稲
184120020 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　喜代治 ○ 水田 10000 野菜類
184120021 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　喜代治 ○ 畑 10000 野菜類
184120022 おいらせ町 百石小学校学区域 馬場　武雄 ○ 水田 10000 水稲
184120023 おいらせ町 百石小学校学区域 沢野　誠治 ○ 水田 10000 野菜
184120024 おいらせ町 百石小学校学区域 沢野　誠治 ○ 畑 10000 野菜
184120025 おいらせ町 百石小学校学区域 北向　清太郎 ○ 水田 20000 ニンジン、ゴボウ
184120026 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 水田 50000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120027 おいらせ町 百石小学校学区域 株式会社　イリフク　代表取締役　吉田　憲生 ○ 畑 50000 ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ニンジン
184120028 おいらせ町 百石小学校学区域 相坂　廣美 ○ 水田 10000 野菜
184120029 おいらせ町 百石小学校学区域 相坂　廣美 ○ 畑 10000 野菜
184120030 おいらせ町 百石小学校学区域 小泉　博志 ○ 水田 10000 水稲
184120031 おいらせ町 百石小学校学区域 四木　誉将 ○ 畑 30000 野菜
184120032 おいらせ町 百石小学校学区域 藤ヶ森　利昭 ○ 水田 10000 水稲
184120033 おいらせ町 百石小学校学区域 久保田　和子 ○ 畑 10000 野菜
184120034 おいらせ町 百石小学校学区域 野村　勲 ○ 水田 10000 野菜
184120035 おいらせ町 百石小学校学区域 野村　勲 ○ 畑 10000 野菜
184120036 おいらせ町 百石小学校学区域 山内　繁 ○ 水田 10000 野菜
184120037 おいらせ町 百石小学校学区域 山内　繁 ○ 畑 10000 野菜
184120038 おいらせ町 百石小学校学区域 種市　克郎 ○ 水田 10000 水稲
184120039 おいらせ町 百石小学校学区域 豊川　修 ○ 水田 10000 水稲
184120040 おいらせ町 百石小学校学区域 西舘　輝一 ○ 水田 10000 野菜
184120041 おいらせ町 百石小学校学区域 西舘　輝一 ○ 畑 10000 野菜
184120042 おいらせ町 百石小学校学区域 新堂　康成 ○ 水田 10000 野菜
184120043 おいらせ町 百石小学校学区域 新堂　康成 ○ 畑 10000 野菜
184120044 おいらせ町 百石小学校学区域 加藤　健一 ○ 水田 10000 水稲
194050009 おいらせ町 百石小学校学区域 種市　国雄 ○ 水田 10000 水稲
194050012 おいらせ町 百石小学校学区域 金崎　英世 ○ 水田 10000 水稲
194050013 おいらせ町 百石小学校学区域 金崎　英世 ○ 畑 10000 野菜
194120001 おいらせ町 百石小学校学区域 田代　慎悦 ○ 畑 10000 水稲
194120002 おいらせ町 百石小学校学区域 有限会社　ナチュラルファーム　代表取締役　山本　政 ○ 水田 200000 野菜
194120003 おいらせ町 百石小学校学区域 平　石男 ○ 水田 10000 水稲
194120004 おいらせ町 百石小学校学区域 横向　賢造 ○ 水田 10000 水稲
194120005 おいらせ町 百石小学校学区域 遠藤　忍 ○ 畑 20000 ダイコン、ナガイモ、ゴボウ
194120006 おいらせ町 百石小学校学区域 柏崎　勲 ○ 水田 10000 水稲
194120007 おいらせ町 百石小学校学区域 木村　光助 ○ 水田 10000 野菜
194120008 おいらせ町 百石小学校学区域 木村　光助 ○ 畑 10000 野菜
194120009 おいらせ町 百石小学校学区域 沼端　ソヨ ○ 水田 10000 水稲
194120010 おいらせ町 百石小学校学区域 吉田　力男 ○ 畑 10000 野菜
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194120011 おいらせ町 百石小学校学区域 吉田　力男 ○ 水田 10000 水稲
194120012 おいらせ町 百石小学校学区域 佐々木　新一 ○ 水田 10000 水稲
194120013 おいらせ町 百石小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 水田 10000 野菜
194120014 おいらせ町 百石小学校学区域 冨田　昶洲 ○ 畑 10000 野菜
194120015 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　義喜 ○ 水田 100000 野菜
194120016 おいらせ町 百石小学校学区域 松林　義喜 ○ 畑 100000 野菜
194120018 おいらせ町 百石小学校学区域 鳥越　肇 ○ 畑 10000 野菜
194120019 おいらせ町 百石小学校学区域 鳥越　肇 ○ 水田 10000 水稲、野菜
194120022 おいらせ町 百石小学校学区域 川口　武二郎 ○ 水田 10000 水稲
194120023 おいらせ町 百石小学校学区域 工藤　忠志 ○ 水田 10000 野菜
194120024 おいらせ町 百石小学校学区域 工藤　忠志 ○ 畑 10000 野菜
204120001 おいらせ町 百石小学校学区域 三村　芳美 ○ 水田 5000 野菜
204120002 おいらせ町 百石小学校学区域 三村　芳美 ○ 畑 5000 野菜
204120003 おいらせ町 百石小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 水田 10000 牧草
204120004 おいらせ町 百石小学校学区域 工藤　睦雄 ○ 畑 10000 牧草
204120005 おいらせ町 百石小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 水田 10000 野菜
204120006 おいらせ町 百石小学校学区域 鳥谷部　幸子 ○ 畑 10000 野菜
204120007 おいらせ町 百石小学校学区域 石川　拓 ○ 畑 10000 野菜
204120008 おいらせ町 百石小学校学区域 石川　拓 ○ 水田 10000 野菜
204120009 おいらせ町 百石小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 畑 10000 野菜
204120010 おいらせ町 百石小学校学区域 遠藤　寿夫 ○ 水田 10000 野菜
204120011 おいらせ町 百石小学校学区域 川崎　純一 ○ 畑 10000 野菜
204120012 おいらせ町 百石小学校学区域 川崎　純一 ○ 水田 10000 野菜
204120013 おいらせ町 百石小学校学区域 蛯名　良夫 ○ 水田 10000 水稲
142080001 むつ市 全域 有限会社　エムケイヴィンヤード ○ 樹園地 700000 醸造用ブドウ
142080002 むつ市 全域 有限会社　エムケイヴィンヤード ○ 草地 700000 醸造用ブドウ
142080003 むつ市 全域 青山　眞一郎 ○ 畑 100000 牧草
142080004 むつ市 全域 青山　眞一郎 ○ 草地 100000 牧草
142080007 むつ市 全域 村口　利光 ○ 畑 65000 大豆、アスパラガス
142080008 むつ市 全域 佐々木　啓 ○ 畑 15000 ネギ、花き
142080009 むつ市 全域 一般社団法人　むつ市脇野沢農業振興公社　理事長　 　○ 水田 130000 ソバ
142080010 むつ市 全域 千葉　晋 ○ 草地 100000 牧草
142080012 むつ市 全域 舘　昇 ○ 水田 30000 水稲
142080014 むつ市 全域 松浦　真 ○ 草地 140000 牧草
142080016 むつ市 全域 佐藤　潤 ○ 畑 10000 ハウスイチゴ　他
142080018 むつ市 全域 原　英輔 ○ 草地 300000 牧草
142080019 むつ市 全域 原　英輔 ○ 畑 300000 デントコーン
142080020 むつ市 全域 加藤　昌寛 ○ 草地 100000 牧草
142080021 むつ市 全域 加藤　昌寛 ○ 畑 100000 デントコーン
142080022 むつ市 全域 山本　洋一 ○ 草地 400000 牧草
142080023 むつ市 全域 山本　洋一 ○ 畑 400000 デントコーン
142080024 むつ市 全域 冨樫　真人 ○ 草地 20000 牧草
142080025 むつ市 全域 吉田　俊彦 ○ 草地 40000 牧草
142080028 むつ市 全域 鈴木　悦雄 ○ 畑 100000 牧草
142080029 むつ市 全域 鈴木　悦雄 ○ 草地 100000 牧草
142080032 むつ市 全域 水戸　登 ○ 畑 50000 牧草
142080033 むつ市 全域 水戸　登 ○ 草地 50000 牧草
144110079 むつ市 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　米内　 ○ 畑 1000000 牧草、飼料用作物
144110080 むつ市 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　米内　 ○ 草地 1000000 牧草、飼料用作物
144240045 むつ市 全域 相馬　誠 ○ 水田 50000 水稲、WCS
144240046 むつ市 全域 相馬　誠 ○ 畑 50000 ソバ、大豆
144240047 むつ市 全域 相馬　誠 ○ 草地 50000 牧草
152080001 むつ市 全域 立花　茂男 ○ 水田 2000 水稲
152080002 むつ市 全域 有限会社　青陵農産　代表取締役　勝山　陽一 ○ 畑 200000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
152080004 むつ市 全域 阿部　伸義 ○ 水田 10000 イチゴ
152080004 むつ市 全域 阿部　伸義 ○ 畑 10000 イチゴ
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162080001 むつ市 全域 高橋　鉄造 ○ 草地 30000 牧草
162080002 むつ市 全域 川口　廉 ○ 畑 10000 イチゴ、ニンニク
162080003 むつ市 全域 川口　航 ○ 畑 10000 イチゴ、ニンニク
172080001 むつ市 全域 川村　亨 ○ 水田 16000 水稲
172080002 むつ市 全域 高橋　佳久 ○ 畑 10000 ニンニク
172080003 むつ市 全域 自然食ねっと青森株式会社　代表取締役　森　昭治 ○ 水田 30000 レタス
172080003 むつ市 全域 自然食ねっと青森株式会社　代表取締役　森　昭治 ○ 畑 50000 レタス、ニンジン
182080001 むつ市 全域 大室　涼 ○ 畑 10000 イチゴ、トマト、キュウリなど
182080003 むつ市 全域 一般社団法人　むつ市脇野沢農業振興公社　理事長　 　○ 水田 254000 ソバ
182080003 むつ市 全域 一般社団法人　むつ市脇野沢農業振興公社　理事長　 　○ 畑 254000 ソバ
192080001 むつ市 全域 株式会社　日本ベジタ青森支店　代表取締役　金子　 ○ 畑 150000 ダイコン
192080002 むつ市 全域 大平　貞仲 ○ 畑 60000 カシス
144230001 大間町 全域 南　隼人 ○ 草地 10000 牧草
144230002 大間町 全域 佐々木　陽治郎 ○ 草地 10000 牧草
164230001 大間町 全域 佐々木　力男 ○ 水田 3500 水稲
142080011 東通村 全域 千葉　晋 ○ 草地 100000 牧草
142080015 東通村 全域 松浦　真 ○ 草地 140000 牧草
142080017 東通村 全域 佐藤　潤 ○ 畑 10000 ハウスイチゴ　他
144110081 東通村 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　米内　 ○ 畑 1000000 牧草、飼料用作物
144110082 東通村 全域 株式会社　ディリーサポート吹越　代表取締役　米内　 ○ 草地 1000000 牧草、飼料用作物
144240001 東通村 全域 相馬　誠 ○ 水田 50000 水稲、WCS
144240002 東通村 全域 相馬　誠 ○ 畑 70000 ソバ、大豆
144240003 東通村 全域 相馬　誠 ○ 草地 50000 牧草
144240004 東通村 全域 山崎　一隆 ○ 水田 15000 飼料用米
144240005 東通村 全域 笹竹　勝彦 ○ 水田 200000 水稲、WCS
144240006 東通村 全域 笹竹　勝彦 ○ 草地 200000 牧草
144240007 東通村 全域 佐々木　勝 ○ 草地 10000 牧草
144240007 東通村 全域 佐々木　勝 ○ 畑 40000 牧草
144240008 東通村 全域 大沢　光弘 ○ 水田 10000 水稲、WCS、飼料用米
144240009 東通村 全域 大沢　光弘 ○ 畑 20000 ソバ
144240010 東通村 全域 農事組合法人　大利　代表理事　杉本　稔 ○ 水田 450000 水稲、WCS、飼料用米、ソバ、大豆
144240011 東通村 全域 農事組合法人　大利　代表理事　杉本　稔 ○ 畑 450000 ソバ、大豆
144240012 東通村 全域 熊谷　一 ○ 草地 10000 牧草
144240013 東通村 全域 橋本　勝春 ○ 水田 10000 水稲、WCS
144240014 東通村 全域 橋本　勝春 ○ 畑 10000 牧草
144240015 東通村 全域 橋本　勝春 ○ 草地 10000 牧草
144240016 東通村 全域 井戸向　榮一 ○ 水田 20000 水稲、WCS、飼料用米、ソバ、大豆
144240017 東通村 全域 井戸向　榮一 ○ 畑 20000 ソバ、大豆
144240018 東通村 全域 井戸向　榮一 ○ 草地 20000 牧草
144240019 東通村 全域 太田　壽一 ○ 水田 10000 水稲、飼料用米
144240020 東通村 全域 中西　政夫 ○ 水田 10000 水稲、WCS
144240021 東通村 全域 中西　政夫 ○ 草地 10000 牧草
144240022 東通村 全域 菊池　憲一 ○ 樹園地 10000 ブルーベリー
144240023 東通村 全域 菊池　憲一 ○ 畑 10000 ブルーベリー、ホウレンソウ
144240024 東通村 全域 吉田　邦則 ○ 畑 4209 デントコーン
144240025 東通村 全域 吉田　邦則 ○ 草地 10000 牧草
144240026 東通村 全域 吉田　光男 ○ 水田 8479 水稲
144240027 東通村 全域 杉本　稔 ○ 水田 10000 水稲、WCS、飼料用米、ソバ、大豆
144240028 東通村 全域 杉本　稔 ○ 畑 10000 ソバ、大豆
144240029 東通村 全域 杉本　稔 ○ 草地 10000 牧草
144240030 東通村 全域 山﨑　孝悦 ○ 水田 9648 飼料用米
144240031 東通村 全域 山﨑　孝悦 ○ 畑 30000 ホウレンソウ
144240032 東通村 全域 下川　清一 ○ 水田 20000 水稲、WCS
144240033 東通村 全域 下川　清一 ○ 畑 20000 ソバ
144240034 東通村 全域 橋本　裕一 ○ 水田 10000 水稲
144240035 東通村 全域 橋本　裕一 ○ 畑 10000 ソバ
144240036 東通村 全域 舘　俊勝 ○ 畑 10000 デントコーン、牧草
144240037 東通村 全域 舘　俊勝 ○ 草地 10000 牧草
144240038 東通村 全域 菊池　秋男 ○ 水田 15000 水稲、WCS、飼料用米
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144240039 東通村 全域 菊池　秋男 ○ 畑 15000 ソバ、大豆
144240040 東通村 全域 下川　俊雄 ○ 水田 20000 水稲
144240041 東通村 全域 下川　俊雄 ○ 畑 20000 野菜
144240042 東通村 全域 畑中　由多可 ○ 水田 20000 水稲
144240043 東通村 全域 畑中　由多可 ○ 畑 60000 ソバ
144240044 東通村 全域 畑中　由多可 ○ 草地 20000 牧草
144240048 東通村 全域 木村　聡 ○ 畑 718900 大豆、菜種、小麦、飼料トウモロコシ
144240049 東通村 全域 村田　睦夫 ○ 水田 30000 ニンニク
144240050 東通村 全域 村田　睦夫 ○ 畑 30000 ニンニク
152080003 東通村 全域 有限会社　青陵農産　代表取締役　勝山　陽一 ○ 畑 100000 ゴボウ、ダイコン、ナガイモ
164240051 東通村 全域 太田　平苗 ○ 水田 10850 水稲
164240054 東通村 全域 杉本　尊 ○ 畑 9568 ソバ
174240056 東通村 全域 中西　冨子 ○ 畑 15000 ソバ
174240057 東通村 全域 畑中　幸三郎 ○ 畑 16000 ソバ
204240058 東通村 全域 北上　智哉 ○ 畑 16000 ニンニク、ブロッコリー　他
204240059 東通村 全域 中里　一彦 ○ 畑 10000 ニンニク、ブロッコリー　他
144250001 風間浦村 全域 山本　巌 ○ 水田 2000 水稲
164250002 風間浦村 全域 山本　良寛 ○ 水田 10000 水稲
164250003 風間浦村 全域 冨岡　宏 ○ 水田 5000 水稲
164250004 風間浦村 全域 五十洲　政春 ○ 水田 5000 水稲
164250005 風間浦村 全域 根戸内　榮子 ○ 水田 5000 水稲
164250006 風間浦村 全域 木下　重利 ○ 水田 10000 水稲
142080005 佐井村 全域 青山　眞一郎 ○ 畑 100000 牧草
142080006 佐井村 全域 青山　眞一郎 ○ 草地 100000 牧草
142080026 佐井村 全域 鈴木　悦雄 ○ 畑 100000 牧草
142080027 佐井村 全域 鈴木　悦雄 ○ 草地 100000 牧草
142080030 佐井村 全域 水戸　登 ○ 畑 50000 牧草
142080031 佐井村 全域 水戸　登 ○ 草地 50000 牧草
144260001 佐井村 全域 川村　久子 ○ 畑 2800 野菜
144260002 佐井村 全域 湊谷　明 ○ 水田 10000 野菜、花卉
144260003 佐井村 全域 湊谷　明 ○ 畑 10000 野菜、花卉
144260004 佐井村 全域 太田　ハル子 ○ 畑 5000 野菜、花卉
184260001 佐井村 全域 樋口　忠毅 ○ 畑 2000 野菜
184260002 佐井村 全域 田中　岩男 ○ 水田 3000 水稲
194260001 佐井村 全域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 樹園地 200000 カシス、他果樹
194260001 佐井村 全域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 水田 200000 カシス、他果樹
194260001 佐井村 全域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 草地 200000 カシス、他果樹
194260001 佐井村 全域 弘前倉庫株式会社　取締役社長　大水　達也 ○ 畑 200000 カシス、他果樹
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