
 １　対象地区の現状

 ２　対象地区の課題

 ３ 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している経営体等が位置付けられます。

・集落営農組織では、地元小学校と連携して農業体験を積極的に取り組み、高収益作物として、花き（りんどう）や
果樹（ブルーベリー）の栽培に取り組み一定の成果を上げている。

注１： 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成することを想定していますが、

その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２： 「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積を行うことが確実と

注４： プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

・転作作物として飼料作物、野菜を作付している農業者が多いが、自家消費分を目的とした作物が大半を占め
る。
・大豆のブロックローテーションを行っているものの、収量の増加には至っていない。
・一部の集落内では、小規模水田が多く条件も厳しく、また、機械利用組合がなく担い手も少ない。

注： 「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

・用排水や畑地灌漑などの基盤整備が進んでおり、また、米、野菜、葉タバコ、畜産などの多様な営農が存在して
おり、相互連携により地域農業を振興できる。

注２： ④の面積は、別表「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の「経営面積」の合計を

差し引いた面積を記載します。

注３： アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策等に関する意向を把握した

場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。

 ④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 187.46 ha

 （備考）

注１： ③の「〇歳以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 56.52 ha

 ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 109.64 ha

 ②　アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 756.15 ha

 ③　地区内における75歳以上の農業者の耕作面積の合計 214.70 ha

岩手町 平成29年3月27日 令和3年3月17日

対象地区名（地区内の集落名）

土川、土川野原、新田、大森、黒石、大股、中田、一方井、今松、葉木田、上黒内、下黒内

 ①　地区内の耕地面積 1,225.58 ha

参考様式４

一方井地区 地域農業マスタープラン（実質化された人・農地プラン）

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。

市町村名 作成年月日 直近の更新年月日
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 ４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

 ５　今後の地域の中心となる経営体の状況

（１）　経営体数

（２）　農地の集積面積

％

今後 659.43 ha 1,225.58 ha 54 ％

集積面積 地域内の耕地面積 集積率

現状 471.97 ha 1,225.58 ha 39

⑦ 今後育成すべき農業者  人  法人

注： 基本構想水準到達者とは、①～⑤以外の者で市町村基本構想で定める目標所得を上回っている者。

⑤ 他市町村の認定新規就農者  人  法人

⑥ 基本構想水準到達者 注）  人  法人

③ 集落営農組織 3  組織  法人

④ 他市町村の認定農業者  人  法人

① 認定農業者 67  人 7  法人

② 認定新規就農者 1  人  法人

農業後継者を含めた新規就農者の掘り起こし

（５） 耕作放棄の解消・再生利用

耕作放棄地の再生と防止

個人・任意組合 法　人

６次産業化研修会等への参加と実践

（３） 高付加価値化

堆肥利用による環境保全型農業の取組み

（４） 新規就農の促進

（１） 複合化

水稲に園芸作物を導入

（２） 6次産業化
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【参考】　中心経営体

主な経営作目 主な経営作目 経営範囲

例 認農法 （農）○○営農組合 水稲、麦 65.00 ha 水稲、麦、大豆 90.00 ha A集落、B集落

001 認農 三浦　貞悦 稲作＋露地野菜 4.99 ha 稲作＋露地野菜 4.99 ha 横田、新田

002 認農 久保　勝典 稲作＋露地野菜 0.93 ha 稲作＋露地野菜 3.19 ha 久保、土川

003 認農 武田　茂 養豚＋その他 4.78 ha 養豚＋その他 4.78 ha 新田

004 認農法 (有)ハッピーヒルファーム 酪農 6.39 ha 酪農 26.39 ha 新田

005 認農 遠藤　武光 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.90 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.90 ha 新田

006 認農 土井　信幸 露地野菜 3.67 ha 露地野菜 3.77 ha 新田

007 認農 千葉　秀夫 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.08 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.08 ha 新田

008 認就 千葉誠　千葉聡美 施設野菜 2.02 ha 施設野菜 3.65 ha 新田

009 認農 遠藤　榮記 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.61 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 7.51 ha 新田

010 認農 千葉　健一 稲作＋露地野菜 6.31 ha 稲作＋露地野菜 8.31 ha 土川

011 認農 田中　清憲 稲作＋露地野菜 1.69 ha 稲作＋露地野菜 2.49 ha 土川

012 認農 千葉　光男 稲作＋露地野菜 3.24 ha 稲作＋露地野菜 4.84 ha 土川

013 認農 田中　政巳 稲作＋露地花卉・花木 2.64 ha 稲作＋露地花卉・花木 3.14 ha 土川

014 認農 田中　美津雄 露地野菜＋その他 1.34 ha 露地野菜＋その他 2.34 ha 土川

015 認農 田中　喜一 露地花卉・花木＋その他 4.12 ha 露地花卉・花木＋その他 4.12 ha 土川

016 認農 千葉　久 稲作＋露地野菜 1.26 ha 稲作＋露地野菜 1.76 ha 土川

017 認農 遠藤　義美 肉用牛＋その他 1.55 ha 肉用牛＋その他 1.55 ha 大森

018 認農 遠藤　進 稲作＋果樹 9.32 ha 稲作＋果樹 9.72 ha 大森

019 認農 遠藤　力安 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.61 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.61 ha 大森

020 認農 三浦　正一 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.76 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.76 ha 大森

021 認農 三浦　公一 酪農 13.08 ha 酪農 13.08 ha 大森

022 認農 遠藤　太一 稲作＋工芸作物（タバコ） 7.16 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 7.16 ha 大森

023 集落 大森営農組合 水稲農作業受託 －　 ha 水稲農作業受託 －　 ha 大森

024 認農 高村　貞男 稲作＋果樹 2.49 ha 稲作＋果樹 2.49 ha 一方井

025 認農 田中　公雄 果樹類 3.17 ha 果樹類 3.17 ha 一方井

026 認農法 (農)一方井地区営農組合 稲作＋雑穀・いも・豆類 27.02 ha 稲作＋雑穀・いも・豆類 37.96 ha 一方井

027 認農 千葉　秀男 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.49 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 14.49 ha 中田

028 認農 丹内　徳一 露地野菜 1.69 ha 露地野菜 5.89 ha 中田

029 認農法 (農)IWATE BIG FUTURE 稲作＋露地野菜 4.67 ha 稲作＋露地野菜 16.67 ha 中田

030 認農 遠藤　優 稲作＋工芸作物（タバコ） 1.89 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 1.39 ha 中田

031 認農 丹内　誠孝 露地野菜 2.91 ha 露地野菜 2.91 ha 中田

032 認農 遠藤　正行 酪農 11.41 ha 酪農 11.41 ha 黒石

033 認農 田中　力 稲作＋酪農 10.25 ha 稲作＋酪農 11.45 ha 黒石

034 認農 丹内　良昭 酪農 37.65 ha 酪農 38.85 ha 黒石

035 認農 三浦　道久 稲作＋露地野菜 5.20 ha 稲作＋露地野菜 5.20 ha 黒石

036 認農 遠藤　明雄 稲作＋露地花卉・花木 5.75 ha 稲作＋露地花卉・花木 6.85 ha 黒石

No 属性 経営体名
現　状 今後の農地の引き受けの意向

経営面積 経営面積
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主な経営作目 主な経営作目 経営範囲
No 属性 経営体名

現　状 今後の農地の引き受けの意向

経営面積 経営面積

037 認農 千葉　慶一 酪農 14.68 ha 酪農 16.68 ha 黒石

038 認農 遠藤  鉄視（彰悦） 工芸作物（タバコ）＋その他 3.90 ha 工芸作物（タバコ）＋その他 8.90 ha 黒石

039 集落 黒石地区営農組合 水稲農作業受託 －　 ha 水稲農作業受託 －　 ha 黒石

040 認農 野口　稔 稲作＋露地野菜 6.49 ha 稲作＋露地野菜 6.49 ha 大股

041 認農 齋藤　啓一 酪農 6.65 ha 酪農 9.40 ha 大股

042 認農 菊池　淑人 酪農＋その他 79.65 ha 酪農＋その他 79.65 ha 大股

043 認農 佐々木　金見 水稲＋野菜 4.19 ha 水稲＋野菜 5.19 ha 上黒内

044 認農 武田　一久 酪農 4.47 ha 酪農 4.47 ha 上黒内

045 認農法 (株)西部産業 養鶏 －　 ha 養鶏 －　 ha 八幡平市、大股

046 認農 田村　友作　 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.22 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 12.82 ha 下黒内

047 集落 黒内地区営農組合 水稲農作業受託 －　 ha 水稲農作業受託 －　 ha 下黒内

048 認農 千葉　長太郎 露地花卉・花木 2.77 ha 露地花卉・花木 2.77 ha 葉木田

049 認農 宮崎　安見 露地野菜＋その他 5.00 ha 露地野菜＋その他 5.00 ha 葉木田

050 認農 遠藤　清忠 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.60 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.60 ha 葉木田

051 認農 千葉　忠栄 露地花卉・花木＋その他 2.78 ha 露地花卉・花木＋その他 2.81 ha 葉木田

052 認農 遠藤　稔 露地野菜＋その他 0.64 ha 露地野菜＋その他 0.64 ha 葉木田

053 認農 千葉　忠義 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.28 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.28 ha 葉木田

054 認農 宮崎　浩司 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.05 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.25 ha 葉木田

055 認農 千葉　健治 野菜＋水稲 3.65 ha 野菜＋水稲 4.69 ha 葉木田

056 認農 今松　一広 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.54 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 13.54 ha 今松

057 認農 武田　修 稲作＋工芸作物（タバコ） 5.41 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 6.41 ha 今松

058 認農 今松　健悦 肉用牛＋その他 4.20 ha 肉用牛＋その他 5.50 ha 今松

059 認農 今松　忍 酪農 16.33 ha 酪農 16.33 ha 今松

060 認農 今松　忠重 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.59 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.59 ha 今松

061 認農 田村　正美 酪農 2.53 ha 酪農 7.53 ha 八幡平市、上黒内

062 認農 佐々木　昇 稲作＋肉用牛 0.52 ha 稲作＋肉用牛 1.92 ha 八幡平市、今松

063 認農 今松　一美 露地野菜 1.61 ha 露地野菜 1.61 ha 今松

064 認農法 今松青果株式会社 露地野菜 5.72 ha 露地野菜 11.82 ha 今松

065 認農 今松　雄一 露地野菜 4.29 ha 露地野菜 5.79 ha 今松

066 認農 田中　輝彦（勇行） 露地野菜 1.39 ha 露地野菜 8.09 ha 今松

067 認農 丹内　喜吉 露地野菜 6.23 ha 露地野菜 13.73 ha 今松

068 認農 今松　悟 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.49 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.49 ha 今松

069 認農 今松　剛栄 酪農＋その他 2.99 ha 酪農＋その他 4.09 ha 今松

070 認農 今松　利雄 露地野菜 2.19 ha 露地野菜 2.69 ha 今松

071 認農 千葉　和弘 稲作＋工芸作物（タバコ） 1.65 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 1.65 ha 今松

072 認農 田村　孝美 施設花卉・花木＋その他 2.52 ha 施設花卉・花木＋その他 3.52 ha 上鴫沢、新田

073 認農 岩崎　正一郎 稲作＋工芸作物（タバコ） 4.94 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 7.94 ha 下浮島、新田

074 認農法 (有)プロスパー・デーリー・ファーム 酪農 31.44 ha 酪農 45.54 ha 下浮島、新田
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主な経営作目 主な経営作目 経営範囲
No 属性 経営体名

現　状 今後の農地の引き受けの意向

経営面積 経営面積

075 認農法 (株)アンドファーム 露地野菜 1.68 ha 露地野菜 23.89 ha 太田、新田

076 認農 田中　博昭 工芸作物（タバコ） 2.11 ha 工芸作物（タバコ） 2.71 ha 上鴫沢、新田

077 認農 福島　昭彦 露地野菜 3.97 ha 露地野菜 8.97 ha 朽木林、葉木田

078 認農 遠藤　進 酪農 2.53 ha 酪農 2.53 ha 黒石

079 ha ha

78 経営体 471.97 ha 659.43 ha

注１：

注２：

注３：

計

「属性」欄は、プルダウンリストから選択してください。

「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。

「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。
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【参考】　農地の貸付け等の意向

貸付 作業委託 売渡

例 ○○町○○番 △△　△△ 3,500 ㎡

001 一方井第８地割１６６－１ 遠藤　利雄 1,860 ㎡

002 土川第４地割３８－１ 遠藤　利雄 900 ㎡

003 土川第４地割４８ 遠藤　利雄 826 ㎡

004 土川第４地割６５ 遠藤　利雄 2,398 ㎡

005 土川第４地割６６－２ 遠藤　利雄 3,476 ㎡

006 土川第４地割４１９－１ 遠藤　利雄 4,949 ㎡

007 土川第４地割４２１ 遠藤　利雄 947 ㎡

008 一方井第２地割３２６ 松本　町子 19,079 ㎡

009 一方井第２地割３４４－１ 松本　町子 1,436 ㎡

010 一方井第１７地割２０３－１ 松本　町子 25,146 ㎡

011 一方井第１７地割２０３－３ 松本　町子 1,418 ㎡

012 一方井第１７地割２０５－５９ 松本　町子 726 ㎡

013 一方井第１７地割２０５－６０ 松本　町子 860 ㎡

014 一方井第１７地割２０５－６１ 松本　町子 839 ㎡

015 一方井第１７地割２０５－６２ 松本　町子 922 ㎡

016 一方井第１７地割２０５－６３ 松本　町子 947 ㎡

017 一方井第１７地割２０５－６６ 松本　町子 761 ㎡

018 一方井第１７地割２０５－６７ 松本　町子 726 ㎡

019 一方井第１７地割２０５－６８ 松本　町子 398 ㎡

020 一方井第１７地割２０５－９７ 松本　町子 4,065 ㎡

021 一方井第１７地割２０５－１０６ 松本　町子 4,307 ㎡

022 一方井第１７地割２１１ 松本　町子 1,895 ㎡

023 土川第４地割３５－１ 不来方　誠子 710 ㎡

024 土川第４地割３５－２ 不来方　誠子 260 ㎡

025 土川第４地割３７－１ 不来方　誠子 676 ㎡

026 土川第４地割１３６－１ 不来方　誠子 140 ㎡

027 土川第４地割１３７－１ 不来方　誠子 8,485 ㎡

028 土川第５地割１２６ 不来方　誠子 2,932 ㎡

029 土川第５地割１２７－１ 不来方　誠子 812 ㎡

030 久保第９地割２２－１５ 田村　朋子 6,523 ㎡

031 久保第９地割２２－１３１ 田村　朋子 1,311 ㎡

032 土川第４地割６－１ 田村　忠作 3,558 ㎡

033 土川第６地割６１－２ 田村　忠作 1,437 ㎡

034 土川第６地割６２ 田村　忠作 2,508 ㎡

035 土川第６地割６３－１ 田村　忠作 1,020 ㎡

036 一方井第３地割１０７－３ 遠藤　幸一 930 ㎡

No 農地の所在（地番） 農地所有者
区分別面積（㎡）
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037 一方井第３地割１０８ 遠藤　幸一 1,679 ㎡

038 一方井第３地割１０９ 遠藤　幸一 2,143 ㎡

039 一方井第３地割１１０－１ 遠藤　幸一 586 ㎡

040 黒石第１地割４ 遠藤　幸一 7,637 ㎡

041 黒石第１地割９４－１ 遠藤　幸一 13,495 ㎡

042 黒石第１地割９４－２ 遠藤　幸一 35 ㎡

043 黒石第１地割９９－２ 遠藤　幸一 2,505 ㎡

044 一方井第２地割１０６－１ 遠藤　博城 2,412 ㎡

045 黒石第１地割６１ 遠藤　博城 734 ㎡

046 黒石第１地割６３－１（１） 遠藤　博城 3,324 ㎡

047 黒石第１地割６３－１（２） 遠藤　博城 1,182 ㎡

048 黒石第１地割６３－２（１） 遠藤　博城 267 ㎡

049 黒石第１地割６３－２（２） 遠藤　博城 572 ㎡

050 黒石第１地割１１３ 遠藤　博城 2,365 ㎡

051 黒内第６地割３３－１ 武田　睦男 2,085 ㎡

052 黒内第６地割３３－６ 武田　睦男 139 ㎡

053 黒内第６地割３７－１ 武田　睦男 341 ㎡

054 葉木田第３地割１３２－１ 武田　睦男 2,079 ㎡

055 葉木田第３地割１３３－１ 武田　睦男 473 ㎡

056 黒内第２地割８０－１１ 遠藤　善一 5,848 ㎡

057 黒内第２地割８０－３４ 遠藤　善一 487 ㎡

058 黒内第２地割８０－３５ 遠藤　善一 129 ㎡

059 黒内第２地割８０－３６ 遠藤　善一 803 ㎡

060 黒内第２地割８０－３７ 遠藤　善一 702 ㎡

061 黒内第４地割９０－４ 遠藤　善一 606 ㎡

062 黒内第６地割９６－２ 遠藤　善一 1,052 ㎡

063 黒内第６地割９７ 遠藤　善一 3,340 ㎡

064 黒内第３地割７２－３ 田村　茂 1,276 ㎡

065 黒内第６地割８０ 田村　茂 2,769 ㎡

066 黒内第６地割１０２ 田村　茂 3,616 ㎡

067 黒内第６地割１０３ 田村　茂 3,565 ㎡

068 黒内第１地割２７４－２ 武田　エス 806 ㎡

069 黒内第１地割２７５－１ 武田　エス 1,710 ㎡

070 黒内第６地割９２－１ 武田　エス 2,624 ㎡

071 坊第２地割１２７－２ 田中　清資 1,025 ㎡

072 坊第２地割１２７－３ 田中　清資 301 ㎡

073 坊第２地割１２８ 田中　清資 3,025 ㎡

074 坊第２地割１２９ 田中　清資 2,342 ㎡
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075 土川第３地割３４－５０ 田中　賢一 3,975 ㎡

076 土川第３地割３４－５１ 田中　賢一 4,682 ㎡

077 土川第４地割５４－１ 田中　賢一 1,082 ㎡

078 土川第４地割５４－２ 田中　賢一 46 ㎡

079 土川第４地割６４－１ 田中　賢一 1,461 ㎡

080 土川第４地割７８－２ 田中　賢一 2,031 ㎡

081 土川第４地割９１－３９ 田中　賢一 2,741 ㎡

082 土川第４地割９１－４４ 田中　賢一 496 ㎡

083 土川第４地割１２９－１ 田中　賢一 1,463 ㎡

084 土川第４地割１３１－１ 田中　賢一 4,439 ㎡

085 土川第４地割１３４－２ 田中　賢一 269 ㎡

086 一方井第４地割２０５ 丹内　和弘 1,675 ㎡

087 一方井第４地割２０６ 丹内　和弘 2,080 ㎡

088 一方井第４地割２０７ 丹内　和弘 2,167 ㎡

089 一方井第４地割２０８ 丹内　和弘 2,383 ㎡

090 一方井第４地割２０９－１ 丹内　和弘 914 ㎡

091 黒石第１地割１１５－１ 丹内　和弘 1,112 ㎡

092 葉木田第１地割７０ 遠藤　久榮 19,964 ㎡

093 葉木田第１地割７２ 遠藤　久榮 2,116 ㎡

094 葉木田第１地割８０ 遠藤　久榮 8,173 ㎡

095 葉木田第１地割８４－２ 遠藤　久榮 2,267 ㎡

096 一方井第１地割５６５ 遠藤　忍 2,422 ㎡

097 一方井第１地割５６６ 遠藤　忍 1,836 ㎡

098 一方井第１地割５６７ 遠藤　忍 1,562 ㎡

099 一方井第2地割176-1 千葉 一心男　 28,447 ㎡

100 一方井第2地割260-1 千葉 一心男　 214 ㎡

101 一方井第2地割260-2 千葉 一心男　 3,981 ㎡

102 一方井第2地割347 遠藤　政則 4,470 ㎡

103 一方井第17地割201-1 遠藤　政則 1,092 ㎡

104 一方井第17地割205-94 遠藤　政則 5,784 ㎡

105 一方井第17地割205-99 遠藤　政則 7,696 ㎡

106 一方井第17地割205-108 遠藤　政則 3,859 ㎡

107 一方井第17地割205-114 遠藤　政則 5,669 ㎡

108 一方井第17地割213 遠藤　政則 10,250 ㎡

109 一方井第17地割215-1 遠藤　政則 28,475 ㎡

110 一方井第2地割350 三浦　利美 5,077 ㎡

111 一方井第17地割205-105 三浦　利美 1,934 ㎡

112 一方井第17地割209 三浦　利美 609 ㎡
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113 一方井第17地割212-2 三浦　利美 1,719 ㎡

114 一方井第17地割225 三浦　利美 22,807 ㎡

115 一方井第17地割205-87 三浦　利美 22,084 ㎡

116 一方井第17地割218-3 三浦　利美 18,290 ㎡

117 一方井第17地割218-1 三浦　利美 14,215 ㎡

118 一方井第2地割334-1 遠藤　進 7,567 ㎡

119 一方井第2地割335 遠藤　進 8,992 ㎡

120 一方井第2地割341-1 遠藤　進 2,218 ㎡

121 一方井第2地割354-2 遠藤　進 6,514 ㎡

122 一方井第17地割195-1 遠藤　進 9,560 ㎡

123 一方井第17地割198-1 遠藤　進 17,271 ㎡

124 一方井第17地割223-8 遠藤　進 22,643 ㎡

125 一方井第17地割224 遠藤　進 31,657 ㎡

126 一方井第2地割351 田中　吉夫 4,362 ㎡

127 一方井第2地割353 田中　吉夫 12,942 ㎡

128 一方井第2地割354-1 田中　吉夫 12,262 ㎡

129 一方井第17地割204 田中　吉夫 42,738 ㎡

130 一方井第17地割205-86 田中　吉夫 12,405 ㎡

131 一方井第17地割205-101 田中　吉夫 1,780 ㎡

132 一方井第17地割205-110 田中　吉夫 5,089 ㎡

133 一方井第17地割205-116 田中　吉夫 1,702 ㎡

134 一方井第17地割205-118 田中　吉夫 703 ㎡

135 一方井第17地割210-1 田中　吉夫 2,292 ㎡

136 一方井第2地割329 丹内　良昭 3,543 ㎡

137 一方井第2地割333-1 丹内　良昭 4,797 ㎡

138 一方井第2地割346-1 丹内　良昭 1,103 ㎡

139 一方井第17地割192-3 丹内　良昭 20,212 ㎡

140 一方井第17地割194-1 丹内　良昭 23,059 ㎡

141 一方井第17地割221-1 丹内　良昭 20,231 ㎡

142 一方井第2地割332-1 遠藤　正行 10,543 ㎡

143 一方井第17地割191 遠藤　正行 18,595 ㎡

144 一方井第17地割196 遠藤　正行 10,635 ㎡

145 一方井第17地割205-37 遠藤　正行 5,235 ㎡

146 一方井第17地割205-89 遠藤　正行 3,901 ㎡

147 一方井第17地割205-104 遠藤　正行 3,395 ㎡

148 一方井第17地割212-1 遠藤　正行 981 ㎡

149 一方井第17地割219 遠藤　正行 24,712 ㎡

150 一方井第17地割223-3 遠藤　正行 7,507 ㎡
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151 一方井第17地割223-5 遠藤　正行 11,217 ㎡

152 一方井第4地割135-41 田中　定憲 5,318 ㎡

153 一方井第4地割135-42 田中　定憲 544 ㎡

154 一方井第4地割135-53 田中　定憲 722 ㎡

155 一方井第4地割135-54 田中　定憲 714 ㎡

156 一方井第17地割190 田中　定憲 24,177 ㎡

157 一方井第17地割192-1 田中　定憲 5,860 ㎡

158 一方井第17地割192-2 田中　定憲 16,764 ㎡

159 一方井第17地割193 田中　定憲 12,488 ㎡

160 一方井第17地割197 田中　定憲 9,158 ㎡

161 一方井第17地割202 田中　定憲 1,932 ㎡

162 一方井第17地割222-1 田中　定憲 10,235 ㎡

163 一方井第2地割321 橋本　定一 14,711 ㎡

164 一方井第2地割328 橋本　定一 473 ㎡

165 一方井第2地割330-2 橋本　定一 10,289 ㎡

166 一方井第2地割331 橋本　定一 18,468 ㎡

167 一方井第2地割345-1 橋本　定一 1,444 ㎡

168 一方井第2地割348 橋本　定一 6,098 ㎡

169 一方井第2地割349 橋本　定一 2,634 ㎡

170 一方井第17地割205-100 橋本　定一 7,260 ㎡

171 一方井第17地割205-103 橋本　定一 8,744 ㎡

172 一方井第17地割214 橋本　定一 19,708 ㎡

173 一方井第17地割217 橋本　定一 2,650 ㎡

174 一方井第2地割212 丹内　誠孝 8,377 ㎡

175 一方井第2地割214-2 丹内　誠孝 7,588 ㎡

176 一方井第2地割192-1 千葉　勝治 6,018 ㎡

177 一方井第2地割192-3 千葉　勝治 8,422 ㎡

178 一方井第2地割192-5 千葉　勝治 1,351 ㎡

179 一方井第2地割192-7 千葉　勝治 2,732 ㎡

180 一方井第2地割192-8 千葉　勝治 428 ㎡

181 一方井第2地割192-9 千葉　勝治 2,182 ㎡

182 一方井第2地割192-10 千葉　勝治 6,316 ㎡

183 一方井第16地割222-4 今松　光定 5,586 ㎡

184 一方井第16地割223 今松　光定 18,359 ㎡

185 一方井第16地割225 今松　光定 38,136 ㎡

186 一方井第16地割226-1 今松　光定 4,282 ㎡

187 一方井第6地割91-23 武田　美孝 16,400 ㎡

188 一方井第8地割13-3 武田　美孝 724 ㎡
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189 一方井第8地割16-1 武田　美孝 4,350 ㎡

190 一方井第15地割17－1 遠藤　キヌ 4,150 ㎡

191 一方井第15地割18－1 遠藤　キヌ 5,045 ㎡

192 一方井第18地割60－1 遠藤　キヌ 3,131 ㎡

193 一方井第18地割60－3 遠藤　キヌ 40 ㎡

194 葉木田第1地割11－16 武田　幸一 5,829 ㎡

195 一方井第6地割９１－６ 今松　武松 8,390 ㎡

196 一方井第6地割91－290 今松　武松 303 ㎡

197 一方井第6地割91－291 今松　武松 96 ㎡

198 一方井第7地割8－1 今松　武松 1,126 ㎡

199 一方井第7地割24－2 今松　武松 741 ㎡

200 一方井第7地割24－10 今松　武松 79 ㎡

201 一方井第7地割172 今松　武松 2,982 ㎡

202 一方井第7地割173－1 今松　武松 1,487 ㎡

203 一方井第7地割224 今松　武松 98 ㎡

204 一方井第7地割225 今松　武松 179 ㎡

205 一方井第7地割230 今松　武松 33 ㎡

206 一方井第7地割231 今松　武松 27 ㎡

207 黒内第６地割９４ 武田　幸一 3,657 ㎡

208 黒内第６地割９５－１ 武田　幸一 1,975 ㎡

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

1,171,663 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡

注：

地域農業マスタープラン（人・農地プラン）において地番、面積を記載することが必要です。

計

農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の成果実績払いの対象とする場合には、
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