
 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。

・不作付地については、地域の中心経営体が中心となり、農地集積を促進しその活用方法を検討していく。

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。

・一部集落では小規模水田が多く、水田の条件が厳しい圃場がある。
・水稲は、専業農家はなく飯米農家中心となっており、農業者は個々に農機具を所有しており、集落内に作業受
託や賃貸により集積できる担い手が少ない。
・農地集積により、効率的かつ収益性の高い産地づくりを検討する必要がある。

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。

・飼料作物については、畜産農家と連携し利用供給を推進する一方で、堆肥を有効に活用する資源循環型農業
を目指す。

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 72.55 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 9.77 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 10.22 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 26.52 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）

岩瀬張、相寅瀬、万部、落葉、下屋敷、膝突、葉ノ木、小金沢、大金沢、一本柳、白椛、日ノ神子、曲り、大平

 ①　地区内の耕地面積 505.82 ha

参考様式４

北山形地区 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

 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 264.26 ha
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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 446.92 ha 505.82 ha 88 ％

集積面積 地域内の耕地面積 集積率

現状 374.37 ha 505.82 ha 74

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  組織  法人

④ 他市町村の認定農業者  人  法人

① 認定農業者 36  人 2  法人

② 認定新規就農者  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 細野　睦男 露地野菜 6.05 ha 露地野菜 7.05 ha 岩瀬張

002 認農 岩﨑　孝司 その他作物 6.93 ha その他作物 16.93 ha 岩瀬張

003 認農 岩崎　憲四郎 露地野菜 6.01 ha 露地野菜 5.91 ha 岩瀬張

004 認農 瀬川　栄作 酪農＋その他 7.55 ha 酪農＋その他 7.55 ha 岩瀬張

005 認農法 株式会社　山中牧場 酪農 16.13 ha 酪農 16.73 ha 岩瀬張

006 認農 笹渡　義則 肉用牛 5.28 ha 肉用牛 5.28 ha 岩崎張

007 認農 細野　清悦 酪農＋その他 25.63 ha 酪農＋その他 33.53 ha 岩瀬張

008 認農 笹渡　昇 肉用牛＋その他 8.78 ha 肉用牛＋その他 8.78 ha 岩瀬張

009 認農 越戸　里志（守） 稲作＋肉用牛 5.54 ha 稲作＋肉用牛 6.34 ha 曲り

010 認農 道ノ下　喜代志 酪農 7.26 ha 酪農 18.26 ha 日ノ神子

011 認農 上澤　誠一 酪農 4.52 ha 酪農 16.02 ha 日ノ神子

012 認農 山崎　克法 酪農 9.86 ha 酪農 11.56 ha 日ノ神子

013 認農 畑中　弘 稲作＋肉用牛 2.35 ha 稲作＋肉用牛 4.35 ha 白椛

014 認農 柳本　克俊 稲作＋酪農 12.50 ha 稲作＋酪農 15.50 ha 一本柳

015 認農 千葉　光雄 酪農 19.30 ha 酪農 19.30 ha 一本柳

016 認農 白椛　誉 肉用牛＋その他 5.60 ha 肉用牛＋その他 7.10 ha 白椛

017 認農 幅　　清一 酪農 3.30 ha 酪農 6.40 ha 日ノ神子

018 認農 畑中　實 稲作＋露地野菜 4.21 ha 稲作＋露地野菜 4.21 ha 下屋敷

019 認農 畑中　盛 酪農＋その他 6.51 ha 酪農＋その他 7.61 ha 下屋敷

020 認農 引木　孝幸 酪農 10.37 ha 酪農 10.37 ha 大金沢

021 認農 引木　徳次郎 酪農 19.60 ha 酪農 19.60 ha 大金沢

022 認農 小澤　三千彦 肉用牛＋その他 0.33 ha 肉用牛＋その他 0.33 ha 相寅瀬

023 認農 渡　文男 露地野菜＋その他 21.23 ha 露地野菜＋その他 24.23 ha 相寅瀬

024 認農 立花　一二三 稲作＋酪農 5.96 ha 稲作＋酪農 5.96 ha 相寅瀬

025 認農 小沢　真人 露地野菜 0.88 ha 露地野菜 3.88 ha 相寅瀬

026 認農 大村　俊悦 肉用牛 20.35 ha 肉用牛 23.85 ha 落葉

027 認農 畑中　富雄 露地野菜 54.00 ha 露地野菜 54.00 ha 落葉

028 認農 大村　恵造 露地野菜 0.88 ha 露地野菜 0.88 ha 万部

029 認農 畑中　秋男 酪農 7.71 ha 酪農 7.71 ha 万部

030 認農 小澤　春男 稲作＋酪農 18.58 ha 稲作＋酪農 18.58 ha 万部

031 認農 立花　清二 露地野菜 1.73 ha 稲作＋露地野菜 0.73 ha 万部

032 認農法 (株)グリーンズタカムラ 露地野菜＋その他 6.96 ha 露地野菜＋その他 10.51 ha 大平

033 認農 高村　源八（真也） 稲作＋露地野菜 2.62 ha 稲作＋露地野菜 4.12 ha 大平

034 認農 細野　政志 露地野菜＋肉牛 14.17 ha 露地野菜＋肉牛 14.17 ha 岩瀬張

035 認農 宮崎　　守 酪農 8.35 ha 酪農 8.35 ha 一本柳

036 認農 金沢　鉄成 酪農＋肉牛 12.50 ha 酪農＋肉牛 14.50 ha 落葉

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

- 3 -



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 柳本　和也 酪農 1.91 ha 酪農＋肉牛 2.81 ha 一本柳

038 認農 野家　春男 酪農 2.97 ha 酪農＋肉牛 3.97 ha 相寅瀬

039 ha ha

040 ha ha

041 ha ha

042 ha ha

043 ha ha

044 ha ha

045 ha ha

046 ha ha

047 ha ha

048 ha ha

049 ha ha

050 ha ha

051 ha ha

052 ha ha

053 ha ha

054 ha ha

055 ha ha

056 ha ha

057 ha ha

38 経営体 374.37 ha 446.92 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

001 江刈内第３１地割１１６－２ 岩崎　ミヨ子 4,184 ㎡

002 江刈内第３１地割１２０ 岩崎　ミヨ子 2,616 ㎡

003 江刈内第３１地割１２２ 岩崎　ミヨ子 6,280 ㎡

004 江刈内第３１地割１２６－１ 岩崎　ミヨ子 2,506 ㎡

005 江刈内第３１地割１３１－１ 岩崎　ミヨ子 3,103 ㎡

006 江刈内第３１地割２０２ー２ 笹渡　義則 2,163 ㎡

007 江刈内第３1地割２０２－１ 笹渡　義則 2,021 ㎡

008 江刈内第３２地割１４－１ 笹渡　義則 498 ㎡

009 大坊第５地割６４－１ 山岸　メイ子 3,987 ㎡

010 江刈内第３１地割２０７－１ 山岸　メイ子 26,247 ㎡

011 江刈内第３１地割２０７－４ 山岸　メイ子 1,457 ㎡

012 江刈内第３１地割２０７－５ 山岸　メイ子 2,369 ㎡

013 江刈内第３１地割２０７－６ 山岸　メイ子 123 ㎡

014 江刈内第３１地割２０９－１ 山岸　メイ子 1,936 ㎡

015 江刈内第３１地割２１０－１ 山岸　メイ子 13,073 ㎡

016 江刈内第３１地割２１０－５ 山岸　メイ子 9,803 ㎡

017 江刈内第３０地割８６－１５ 引木　忠男 299,732 ㎡

018 江刈内第３０地割８６－１７ 引木　忠男 1,498 ㎡

019 江刈内第３０地割８６－３１ 引木　忠男　外１名 1,136 ㎡

020 江刈内第３１地割1－１１ 岩崎　金太郎 5,896 ㎡

021 江刈内第３１地割１０８－１ 岩崎　金太郎 4,094 ㎡

022 江刈内第３１地割１３８－１ 岩崎　金太郎 2,338 ㎡

023 江刈内第３１地割１３８－２ 岩崎　金太郎 3,501 ㎡

024 江刈内第３１地割１４２ 岩崎　金太郎 4,475 ㎡

025 江刈内第３１地割１－１１ 岩崎　金太郎 2,555 ㎡

026 大坊第６地割２７－2 岩崎　節子 6,307 ㎡

027 江刈内第３１地割２１２－１ 岩崎　千重子 14,360 ㎡

028 大坊第５地割６１－１ 岩崎　千重子 2,485 ㎡

029 大坊第５地割６３ 岩崎　千重子 9,678 ㎡

030 江刈内第３１地割２１２－５ 岩崎　達仁 10,009 ㎡

031 江刈内第３１地割２３４－３４ 岩崎　達仁 14,300 ㎡

032 大坊第５地割４０ 岩﨑　孝司 4,325 ㎡

033 大坊第６地割３６－１１ 岩﨑　孝司 4,119 ㎡

034 江刈内第３１地割１－３１ 岩﨑　孝司 13,569 ㎡

035 江刈内第３１地割３５－１ 岩﨑　孝司 9,555 ㎡

036 江刈内第３１地割５３－１ 岩﨑　孝司 7,726 ㎡

037 江刈内第３１地割１－２２ 岩﨑　守 11,178 ㎡

No 農地の所在（地番） 農地所有者
区分別面積（㎡）
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貸付 作業委託 売渡
No 農地の所在（地番） 農地所有者

区分別面積（㎡）

038 江刈内第３１地割１８－１ 吉田　喜一郎 5,035 ㎡

039 江刈内第３１地割６－１ 吉田　喜一郎 3,532 ㎡

040 江刈内第３１地割１７７－１ 細野　光子 5,750 ㎡

041 江刈内第３１地割１－２４ 細野　光子 3,046 ㎡

042 大坊第５地割４－５１ 細野　政志 3,826 ㎡

043 大坊第５地割４－５２ 細野　政志 31,722 ㎡

044 大坊第５地割４－５３ 細野　政志 300 ㎡

045 大坊第５地割４－９１ 細野　政志 598 ㎡

046 大坊第５地割４－９２ 細野　政志 445 ㎡

047 江刈内第３１地割１４８－６ 細野　政志 1,026 ㎡

048 江刈内第３１地割１４８－８ 細野　政志 529 ㎡

049 江刈内第３１地割１５８ 細野　政志 616 ㎡

050 江刈内第３１地割１６４ 細野　政志 461 ㎡

051 江刈内第３１地割１６５ 細野　政志 3,876 ㎡

052 江刈内第３１地割１６６ 細野　政志 1,218 ㎡

053 江刈内第３１地割１７４ 細野　政志 7,756 ㎡

054 江刈内第３１地割１８６ 細野　政志 5,737 ㎡

055 江刈内第３１地割１８７ 細野　政志 1,984 ㎡

056 江刈内第３１地割１－３ 細野　正則 38,701 ㎡

057 江刈内第３１地割９９ 細野　正則 1,786 ㎡

058 江刈内第３１地割１０３ 細野　正則 1,695 ㎡

059 江刈内第３１地割１０４ 細野　正則 3,185 ㎡

060 江刈内第３１地割１７１－１ 細野　正則 1,782 ㎡

061 江刈内第３１地割１８０ 細野　正則 2,685 ㎡

062 江刈内第３１地割１８１ 細野　正則 452 ㎡

063 江刈内第３１地割１８２ 細野　正則 2,909 ㎡

064 大坊第５地割１ 細野　清悦 8,868 ㎡

065 大坊第５地割４－２５ 細野　清悦 2,347 ㎡

066 大坊第５地割６－１ 細野　清悦 1,106 ㎡

067 大坊第６地割３１ 細野　清悦 7,305 ㎡

068 大坊第６地割３４－１ 細野　清悦 15,930 ㎡

069 大坊第６地割３６－４ 細野　清悦 11,094 ㎡

070 江刈内第３１地割１４９ 細野　清悦 4,209 ㎡

071 江刈内第３１地割１５０ 細野　清悦 10,619 ㎡

072 江刈内第３１地割１８３ 細野　清悦 6,068 ㎡

073 江刈内第３１地割２３４－４８ 細野　清悦 15,783 ㎡

074 江刈内第３２地割１５－９ 細野　清悦 1,603 ㎡

075 江刈内第３２地割１５－１０ 細野　清悦 2,731 ㎡
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貸付 作業委託 売渡
No 農地の所在（地番） 農地所有者

区分別面積（㎡）

076 江刈内第３２地割５６ 細野　清悦 4,746 ㎡

077 江刈内第３１地割１－２８ 細野　勉 3,402 ㎡

078 江刈内第３１地割１５－２ 細野　勉 10,154 ㎡

079 江刈内第３１地割２５ 細野　勉 657 ㎡

080 江刈内第３１地割４４ 細野　勉 669 ㎡

081 江刈内第３１地割５９ 細野　勉 1,166 ㎡

082 江刈内第３１地割６２ 細野　勉 1,218 ㎡

083 江刈内第３１地割８９ 細野　勉 5,710 ㎡

084 江刈内第３１地割９３ 細野　勉 1,347 ㎡

085 江刈内第３１地割９７－８ 細野　勉 1,034 ㎡

086 江刈内第３１地割１４５－１ 細野　勉 237 ㎡

087 江刈内第３１地割１５６ 細野　勉 318 ㎡

088 江刈内第３１地割１５７－１ 細野　勉 1,007 ㎡

089 江刈内第３１地割１８５ 細野　勉 2,773 ㎡

090 大坊第５地割４－１４ 細野　睦男 1,264 ㎡

091 大坊第５地割４－５７ 細野　睦男 4,623 ㎡

092 大坊第５地割６６－１ 細野　睦男 4,673 ㎡

093 江刈内第３１地割１－２３ 細野　睦男 3,214 ㎡

094 江刈内第３１地割３４－１ 細野　睦男 1,106 ㎡

095 江刈内第３１地割１４８－１ 細野　睦男 1,258 ㎡

096 江刈内第３１地割１４８－２ 細野　睦男 2,903 ㎡

097 江刈内第３１地割１９０－３３ 細野　睦男 11,128 ㎡

098 江刈内第３１地割１７２ 細野　睦男 1,335 ㎡

099 江刈内第３１地割１７３－１ 細野　睦男 621 ㎡

100 江刈内第３１地割１９３ 細野　睦男 2,394 ㎡

101 大坊第６地割３－１７ 笹渡　喜代美 2,813 ㎡

102 大坊第６地割１１ 笹渡　喜代美 1,187 ㎡

103 大坊第６地割１２ 笹渡　喜代美 1,819 ㎡

104 大坊第６地割１３－１ 笹渡　喜代美 8,036 ㎡

105 江刈内第３２地割　５３　 笹渡　喜代美 4,998 ㎡

106 江刈内第３２地割６０－１ 笹渡　喜代美 1,733 ㎡

107 江刈内第３２地割２１－１ 笹渡　匡 2,087 ㎡

108 江刈内第３２地割２１－２ 笹渡　匡 423 ㎡

109 大坊第６地割３－１９ 笹渡　匡 11,065 ㎡

110 大坊第６地割３－３１ 笹渡　匡 1,093 ㎡

111 大坊第６地割３－３２ 笹渡　匡 4,578 ㎡

112 江刈内第３２地割３１ 笹渡　匡 1,031 ㎡

113 江刈内第３２地割３３ 笹渡　匡 1,387 ㎡
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114 大坊第６地割５－２ 笹渡　好幸 15,271 ㎡

115 江刈内第３２地割２４－２ 笹渡　好幸 2,824 ㎡

116 江刈内第３２地割３８－１ 笹渡　好幸 3,231 ㎡

117 江刈内第３２地割３８－４ 笹渡　好幸 239 ㎡

118 江刈内第３２地割４２－２ 笹渡　好幸 72 ㎡

119 江刈内第３２地割１５－３２ 笹渡　昇 16,650 ㎡

120 大坊第６地割３－２０ 笹渡　昇 10,688 ㎡

121 大坊第６地割７－２ 笹渡　昇 1,296 ㎡

122 大坊第６地割７－６ 笹渡　昇 564 ㎡

123 大坊第６地割２０－１ 笹渡　昇 3,918 ㎡

124 大坊第６地割２２－１ 笹渡　昇 1,199 ㎡

125 江刈内第３２地割２７－１ 笹渡　昇 2,923 ㎡

126 江刈内第３２地割２８－１ 笹渡　昇 59,500 ㎡

127 江刈内第３２地割２８－２ 笹渡　昇 5,299 ㎡

128 江刈内第３２地割２９－１ 笹渡　昇 3,148 ㎡

129 江刈内第３２地割２９－２ 笹渡　昇 298 ㎡

130 江刈内第３２地割３０ 笹渡　昇 606 ㎡

131 江刈内第３２地割３４－１ 笹渡　昇 2,233 ㎡

132 江刈内第３２地割３４－２ 笹渡　昇 606 ㎡

133 江刈内第３２地割３５ 笹渡　昇 2,538 ㎡

134 江刈内第３２地割３９ 笹渡　昇 5,566 ㎡

135 江刈内第３２地割４２－１ 笹渡　昇 912 ㎡

136 江刈内第３２地割４４－１ 笹渡　昇 6,676 ㎡

137 江刈内第３２地割４５－１ 笹渡　昇 285 ㎡

138 江刈内第３２地割５０ 笹渡　昇 3,895 ㎡

139 江刈内第３２地割５１－１ 笹渡　昇 5,426 ㎡

140 江刈内第３２地割５５ 笹渡　昇 4,150 ㎡

141 江刈内第３２地割５７－１ 笹渡　昇 3,458 ㎡

142 江刈内第３２地割５７－２ 笹渡　昇 225 ㎡

143 江刈内第３２地割６７－３ 笹渡　昇 1,070 ㎡

144 江刈内第３２地割７４ 笹渡　昇 4,515 ㎡

145 江刈内第３２地割８０－２ 笹渡　昇 2,295 ㎡

146 大坊第６地割３－２８ 笹渡　昇　外２名 14,011 ㎡

147 江刈内第３１地割１９０－１６ 笹渡　副武 50,334 ㎡

148 江刈内第３１地割１９０－２７ 笹渡　副武 3,095 ㎡

149 江刈内第３１地割１９０－４１ 笹渡　副武 1,092 ㎡

150 江刈内第３１地割２００ 笹渡　副武 2,597 ㎡

151 江刈内第３１地割２０１ 笹渡　副武 733 ㎡
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152 江刈内第３２地割１６ 笹渡　副武 6,759 ㎡

153 江刈内第３２地割１９ 笹渡　副武 6,794 ㎡

154 江刈内第３２地割２０ 笹渡　副武 2,500 ㎡

155 江刈内第３２地割２２－２ 笹渡　副武 4,893 ㎡

156 大坊第６地割９－１ 山中　栄喜 4,528 ㎡

157 大坊第６地割１０－１ 山中　栄喜 2,651 ㎡

158 江刈内第３０地割８６－３２ 山中　栄喜 301,230 ㎡

159 江刈内第３１地割４５－１ 山中　栄喜 319 ㎡

160 江刈内第３１地割４５－２ 山中　栄喜 3,225 ㎡

161 江刈内第３１地割４６－１ 山中　栄喜 2,672 ㎡

162 江刈内第３１地割４９－１ 山中　栄喜 6,654 ㎡

163 江刈内第３１地割５５ 山中　栄喜 1,171 ㎡

164 江刈内第３１地割５７ 山中　栄喜 890 ㎡

165 江刈内第３１地割６７－１ 山中　栄喜 1,924 ㎡

166 江刈内第３１地割１９０－９ 山中　栄喜 2,972 ㎡

167 江刈内第３１地割１９０－３６ 山中　栄喜 8,472 ㎡

168 江刈内第３１地割１９０－３７ 山中　栄喜 2,024 ㎡

169 江刈内第３１地割１９０－３８ 山中　栄喜 169 ㎡

170 江刈内第３１地割２０３－１ 山中　栄喜 2,492 ㎡

171 江刈内第３１地割２２７－１ 山中　栄喜 2,234 ㎡

172 江刈内第３１地割２３１ 山中　栄喜 2,162 ㎡

173 江刈内第３２地割２５－１ 山中　栄喜 2,624 ㎡

174 江刈内第３２地割４１－１ 山中　栄喜 4,458 ㎡

175 江刈内第３２地割５４ 山中　栄喜 3,769 ㎡

176 江刈内第３２地割６７－４ 山中　栄喜 15,072 ㎡

177 江刈内第３２地割６８－１ 山中　栄喜 9,557 ㎡

178 江刈内第３２地割７０ 山中　栄喜 1,001 ㎡

179 江刈内第３２地割７１ 山中　栄喜 664 ㎡

180 江刈内第３２地割７３－１ 山中　栄喜 257 ㎡

181 江刈内第３２地割６３－１ 山中　博喜 3,964 ㎡

182 江刈内第３２地割６４－１ 山中　博喜 117 ㎡

183 江刈内第３２地割６５ 山中　博喜 982 ㎡

184 江刈内第３２地割６８－３ 山中　博喜 1,820 ㎡

185 江刈内第３２地割１８－１ 山中　和雄 4,120 ㎡

186 江刈内第３２地割２３－１ 山中　和雄 523 ㎡

187 大坊第６地割５－１ 山中　和雄 10,867 ㎡

188 大坊第６地割１８－１ 山中　和雄 1,423 ㎡

189 江刈内第３２地割３７ 山中　和雄 1,347 ㎡
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190 江刈内第３２地割４７－１ 山中　和雄 1,439 ㎡

191 江刈内第３２地割５８ 山中　和雄 5,426 ㎡

192 大坊第５地割６５－１ 大下　和明 4,180 ㎡

193 江刈内第３１地割２０５－１ 大下　和明 38,440 ㎡

194 大坊第５地割５５－１ 中井　規昭 19,402 ㎡

195 大坊第５地割５５－１ 中井　規昭 13,267 ㎡

196 大坊第６地割１－１ 中橋　賢三（ヨシ） 3,298 ㎡

197 大坊第６地割２ 中橋　賢三（ヨシ） 4,477 ㎡

198 大坊第６地割３－１６ 中橋　賢三（ヨシ） 4,910 ㎡

199 大坊第６地割３－１８ 中橋　賢三（ヨシ） 3,080 ㎡

200 江刈内第３２地割７５ 中橋　賢三（ヨシ） 1,770 ㎡

201 江刈内第３２地割７６ 中橋　賢三（ヨシ） 2,999 ㎡

202 江刈内第３２地割７８－１ 中橋　賢三（ヨシ） 2,961 ㎡

203 江刈内第３２地割７８－４ 中橋　賢三（ヨシ） 4,166 ㎡

204 江刈内第３２地割７９－１ 中橋　賢三（ヨシ） 1,326 ㎡

205 江刈内第３２地割８０－１ 中橋　賢三（ヨシ） 2,819 ㎡

206 江刈内第３２地割８１－１ 中橋　賢三（ヨシ） 2,098 ㎡

207 江刈内第３１地割１－９ 田村　ヨウ子 8,368 ㎡

208 江刈内第３１地割１－１２ 田村　ヨウ子 2,656 ㎡

209 大坊第５地割４－３６ 田中　輝光 32,170 ㎡

210 大坊第５地割７－１ 藤村　キミ 1,985 ㎡

211 大坊第５地割１０－１ 藤村　キミ 1,705 ㎡

212 江刈内第３２地割１－１ 藤村　キミ 899 ㎡

213 江刈内第３２地割３－１ 藤村　キミ 4,050 ㎡

214 江刈内第３２地割７－１ 藤村　キミ 4,831 ㎡

215 江刈内第３２地割１１－２ 藤村　キミ 2,944 ㎡

216 江刈内第３２地割１５－７ 藤村　キミ 1,693 ㎡

217 江刈内第３２地割１５－８ 藤村　キミ 2,582 ㎡

218 大坊第６地割３６－３ 藤村　信雄 8,654 ㎡

219 大坊第６地割３６－１４ 藤村　信雄 5,588 ㎡

220 大坊第６地割３－１５ 澤口　イキ 16,299 ㎡

221 江刈内第３２地割７８－３ 澤口　イキ 4,011 ㎡

222 大坊第５地割４－１９ 瀬川　栄作 4,985 ㎡

223 大坊第６地割３６－１５ 瀬川　栄作 5,665 ㎡

224 大坊第５地割４－１６ 瀬川　耕作 10,982 ㎡

225 大坊第５地割４－２６ 瀬川　耕作 22,390 ㎡

226 大坊第５地割４１－１２ 瀬川　耕作 57,100 ㎡

227 川口第４６地割２２１－１ 佐藤　博 3,838 ㎡
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228 川口第４６地割２３１－２ 佐藤　博 359 ㎡

229 川口第４６地割２３１－３ 佐藤　博 639 ㎡

230 川口第４６地割２３１－４ 佐藤　博 433 ㎡

231 川口第４６地割２３４－１ 佐藤　博 169 ㎡

232 川口第４６地割２３４－４ 佐藤　博 532 ㎡

233 川口第４６地割２３４－５ 佐藤　博 638 ㎡

234 川口第４６地割２３４－６ 佐藤　博 1,127 ㎡

235 川口第４６地割２３４－７ 佐藤　博 1,119 ㎡

236 川口第４６地割２３４－８ 佐藤　博 496 ㎡

237 川口第４６地割２３４－９ 佐藤　博 294 ㎡

238 川口第４６地割２３４－１０ 佐藤　博 261 ㎡

239 川口第４６地割２３７－１ 佐藤　博 2,395 ㎡

240 川口第４６地割２３７－３ 佐藤　博 332 ㎡

241 川口第４６地割２７３－６ 佐藤　博 4,343 ㎡

242 川口第４６地割２７３－２７ 佐藤　博 1,089 ㎡

243 川口第４６地割２７３－２８ 佐藤　博 1,603 ㎡

244 川口第４６地割２７３－３１ 佐藤　博 2,197 ㎡

245 川口第４６地割２８６ 佐藤　博 4,883 ㎡

246 川口第４６地割２２９－１ 髙村　タマ 3,105 ㎡

247 川口第４６地割２８７－１ 髙村　タマ 5,671 ㎡

248 川口第４７地割１３－１ 髙村　タマ 3,802 ㎡

249 川口第４７地割１３－３ 髙村　タマ 5 ㎡

250 川口第４７地割１５－１ 髙村　タマ 2,133 ㎡

251 川口第４７地割１７－１ 髙村　タマ 479 ㎡

252 川口第４７地割１７－２ 髙村　タマ 3,312 ㎡

253 川口第４６地割２７３－１５ 髙村　源八 608 ㎡

254 川口第４６地割２７３－１６ 髙村　源八 1,936 ㎡

255 川口第４６地割２７３－１７ 髙村　源八 321 ㎡

256 川口第４６地割２７３－１９ 髙村　源八 321 ㎡

257 川口第４６地割２７３－２０ 髙村　源八 345 ㎡

258 川口第４６地割２７３－２２ 髙村　源八 1,854 ㎡

259 川口第４６地割２９１－２ 髙村　源八 13,536 ㎡

260 川口第４６地割２９１－５ 髙村　源八 1,180 ㎡

261 川口第４６地割２９１－６ 髙村　源八 886 ㎡

262 川口第４６地割２９１－７ 髙村　源八 757 ㎡

263 川口第４６地割２９１－８ 髙村　源八 830 ㎡

264 川口第４６地割２９１－９ 髙村　源八 697 ㎡

265 川口第４６地割２９１－１０ 髙村　源八 730 ㎡
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266 川口第４６地割２９４ 髙村　源八 2,161 ㎡

267 川口第４７地割１８ 髙村　亮一 7,283 ㎡

268 川口第４７地割２２ 髙村　亮一 2,348 ㎡

269 川口第４７地割２７－2 髙村　亮一 459 ㎡

270 川口第４７地割２８ 髙村　亮一 5,116 ㎡

271 川口第４７地割３２－３ 髙村　亮一 596 ㎡

272 川口第４７地割３２－４ 髙村　亮一 764 ㎡

273 川口第４７地割３２－５ 髙村　亮一 946 ㎡

274 川口第４７地割３２－６ 髙村　亮一 611 ㎡

275 川口第４７地割３２－７ 髙村　亮一 614 ㎡

276 川口第４７地割３３ 髙村　亮一 2,465 ㎡

277 川口第４７地割３５－２ 髙村　亮一 1,924 ㎡

278 川口第４７地割３５－４ 髙村　亮一 159 ㎡

279 川口第４７地割３５－６ 髙村　亮一 284 ㎡

280 川口第４７地割３５－７ 髙村　亮一 780 ㎡

281 川口第４３地割292 金澤　広美 2,308 ㎡

282 川口第４３地割２９８－１ 金澤　広美 680 ㎡

283 川口第４３地割２９８－２ 金澤　広美 929 ㎡

284 川口第４３地割303 金澤　広美 1,669 ㎡

285 川口第４３地割304 金澤　広美 486 ㎡

286 川口第４３地割２３５ー２ 引木　治郎 7,450 ㎡

287 川口第４３地割２３５－３ 引木　治郎 5,780 ㎡

288 川口第４２地割114 下川原　由三 2,249 ㎡

289 川口第４３地割131 下川原　由三 9,863 ㎡

290 川口第４３地割２１９－２ 宮崎　孝一 4,226 ㎡

291 川口第４３地割２２０－１ 宮崎　孝一 13,494 ㎡

292 川口第４３地割２２８－１ 宮崎　孝一 19,988 ㎡

293 川口第４３地割２３１－１４ 宮崎　孝一 6,888 ㎡

294 川口第４３地割11 金澤　ヒロ子 54 ㎡

295 川口第４３地割１６３－１ 金澤　ヒロ子 20,153 ㎡

296 川口第４６地割２４４－１ 金澤　ヒロ子 3,067 ㎡

297 川口第４２地割２０６－４ 熊谷　勇 20,852 ㎡

298 川口第４３地割１９６－１ 佐藤　悦男 7,709 ㎡

299 川口第４６地割１５９－３ 佐藤　悦男 2,285 ㎡

300 川口第４６地割１６７－３ 佐藤　悦男 4,541 ㎡

301 川口第４３地割１９９－１ 小林　金次郎 1,631 ㎡

302 川口第４３地割208 小林　金次郎 15,029 ㎡

303 川口第４３地割３０７－２ 松森　信一 690 ㎡
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304 川口第４３地割165 松森　洋 7,167 ㎡

305 川口第４３地割１７４－１ 松森　洋 8,209 ㎡

306 川口第４３地割５８－１ 上山　登 111 ㎡

307 川口第４４地割４３－１ 上山　登 10,178 ㎡

308 川口第４４地割４３－２２ 上山　登 4,062 ㎡

309 川口第４４地割４３－２３ 上山　登 1,046 ㎡

310 川口第４４地割４３－２４ 上山　登 1,463 ㎡

311 川口第４３地割２２６－１ 千葉　光雄 24,666 ㎡

312 川口第４３地割２２６－２ 千葉　光雄 5,065 ㎡

313 川口第４３地割２２６－３ 千葉　光雄 3,130 ㎡

314 川口第４３地割２２６－３ 千葉　光雄 2,056 ㎡

315 川口第４３地割１７２－１ 中村　歳一 23,216 ㎡

316 川口第４３地割１７７－１ 中村　歳一 8,951 ㎡

317 川口第４３地割６２－１ 白椛　誠一 4,353 ㎡

318 川口第４３地割６４－１ 白椛　誠一 2,890 ㎡

319 川口第４３地割３２３ 白椛　誠一 380 ㎡

320 川口第４４地割２３－１ 白椛　誠一 2,230 ㎡

321 川口第４４地割４３－８ 白椛　誠一 1,715 ㎡

322 川口第４３地割６１－１ 白椛　誉 1,707 ㎡

323 川口第４３地割２０４ 白椛　誉 9,374 ㎡

324 川口第４３地割２３８－１ 白椛　誉 8,118 ㎡

325 川口第４３地割２６４－２ 白椛　誉 710 ㎡

326 川口第４３地割２６５ 白椛　誉 2,835 ㎡

327 川口第４３地割２７３ 白椛　誉 2,382 ㎡

328 川口第４３地割２７４ 白椛　誉 2,325 ㎡

329 川口第４３地割２７５－１ 白椛　誉 1,150 ㎡

330 川口第４４地割２０－１ 白椛　誉 1,622 ㎡

331 川口第４４地割２４ 白椛　誉 1,324 ㎡

332 川口第４４地割４３－７ 白椛　誉 1,291 ㎡

333 川口第４４地割５２ 白椛　誉 8,828 ㎡

334 川口第４３地割２１０－１ 畑中　啓二 29,604 ㎡

335 川口第４３地割２１５－１ 畑中　啓二 3,295 ㎡

336 川口第４３地割３４－１ 畑中　弘 1,871 ㎡

337 川口第４３地割３５－３ 畑中　弘 277 ㎡

338 川口第４３地割４１－１ 畑中　弘 646 ㎡

339 川口第４３地割４３－１ 畑中　弘 2,671 ㎡

340 川口第４３地割４５－１ 畑中　弘 234 ㎡

341 川口第４３地割５６－１ 畑中　弘 5,727 ㎡
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342 川口第４３地割３０８ 畑中　弘 1,752 ㎡

343 川口第４３地割３０９－１ 畑中　弘 2,165 ㎡

344 川口第４３地割３０９－２ 畑中　弘 126 ㎡

345 川口第４３地割３１０－１ 畑中　弘 1,757 ㎡

346 川口第４６地割１４５－１ 畑中　弘 1,224 ㎡

347 川口第４６地割１４７－１ 畑中　弘 719 ㎡

348 川口第４６地割１５０－１ 畑中　弘 1,066 ㎡

349 川口第４６地割２４６－８ 畑中　弘 5,995 ㎡

350 川口第４６地割３６２ 畑中　弘 1,732 ㎡

351 川口第４６地割３６３ 畑中　弘 1,861 ㎡

352 川口第４６地割３６４ 畑中　弘 726 ㎡

353 川口第４６地割３６５ 畑中　弘 903 ㎡

354 川口第４６地割３６９－２ 畑中　弘 542 ㎡

355 川口第４６地割３７０ 畑中　弘 1,155 ㎡

356 川口第４６地割３７１ 畑中　弘 1,195 ㎡

357 川口第４６地割３７２ 畑中　弘 1,506 ㎡

358 川口第４３地割２８２ 畑中　忠助 664 ㎡

359 川口第４３地割２８３ 畑中　忠助 1,463 ㎡

360 川口第４３地割２８４ 畑中　忠助 1,807 ㎡

361 川口第４３地割２８５ 畑中　忠助 490 ㎡

362 川口第４３地割２９６－１ 畑中　忠助 380 ㎡

363 川口第４２地割９９ 柳本　克俊 7,037 ㎡

364 川口第４２地割１０１ 柳本　克俊 5,106 ㎡

365 川口第４２地割１０２－１ 柳本　克俊 6,880 ㎡

366 川口第４２地割１０２－２ 柳本　克俊 3,596 ㎡

367 川口第４２地割１０３ 柳本　克俊 337 ㎡

368 川口第４２地割１０８－１ 柳本　克俊 331 ㎡

369 川口第４２地割１０９－１ 柳本　克俊 5,019 ㎡

370 川口第４２地割１３４－１ 柳本　克俊 18,088 ㎡

371 川口第４２地割２１１－３ 柳本　克俊 3,877 ㎡

372 川口第４３地割８６－１ 柳本　克俊 3,111 ㎡

373 川口第４３地割９１－１ 柳本　克俊 15,445 ㎡

374 川口第４３地割１３８－１ 柳本　克俊 6,453 ㎡

375 川口第４３地割１４２ 柳本　克俊 9,084 ㎡

376 川口第４３地割１４４－１ 柳本　克俊 3,189 ㎡

377 川口第４３地割１４６ 柳本　克俊 3,481 ㎡

378 川口第４３地割１４８－１ 柳本　克俊 11,688 ㎡

379 川口第４３地割１５３ 柳本　克俊 3,323 ㎡
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380 川口第４３地割１５５－１ 柳本　克俊 3,050 ㎡

381 川口第４３地割１５８－３ 柳本　克俊 1,166 ㎡

382 川口第４３地割２５４ 柳本　克俊 1,569 ㎡

383 川口第４３地割２５５ 柳本　克俊 1,899 ㎡

384 川口第４３地割２５６ 柳本　克俊 1,559 ㎡

385 川口第４３地割２５７ 柳本　克俊 1,364 ㎡

386 川口第４３地割２６１ 柳本　克俊 286 ㎡

387 川口第４４地割１－１ 柳本　克俊 1,601 ㎡

388 川口第４４地割５７－２ 柳本　克俊 16,702 ㎡

389 川口第４３地割１０６ 柳本　国男 9,287 ㎡

390 川口第４３地割１１２ 柳本　国男 4,353 ㎡

391 川口第４３地割１２２－１ 柳本　国男 3,130 ㎡

392 川口第４３地割１２３－２０ 柳本　国男 363 ㎡

393 川口第４３地割１２４－１ 柳本　国男 435 ㎡

394 川口第４３地割１２７ 柳本　国男 2,257 ㎡

395 川口第４３地割１２９－１ 柳本　国男 3,000 ㎡

396 川口第４３地割２２４－１ 柳本　国男 8,688 ㎡

397 川口第４３地割２２９－１ 柳本　昇 26,105 ㎡

398 川口第４２地割１０４ 柳本　正 7,304 ㎡

399 川口第４２地割１１１－１ 柳本　正 11,482 ㎡

400 川口第４２地割１１２ 柳本　正 4,382 ㎡

401 川口第４２地割１１８ 柳本　正 2,610 ㎡

402 川口第４２地割１３０－３ 柳本　正 244 ㎡

403 川口第４２地割１４２ 柳本　正 1,473 ㎡

404 川口第４２地割１４３ 柳本　正 302 ㎡

405 川口第４３地割１２５ 柳本　正 5,814 ㎡

406 川口第４３地割１２６ 柳本　正 4,350 ㎡

407 川口第４３地割１２８ 柳本　正 4,147 ㎡

408 川口第４３地割２１２－１ 澤口　チヨウ子 17,380 ㎡

409 川口第４３地割４４－１ 髙村　守 349 ㎡

410 川口第４４地割４３－４ 髙村　守 5,469 ㎡

411 川口第４４地割４３－１７ 髙村　守 1,951 ㎡

412 川口第４４地割４３－１８ 髙村　守 948 ㎡

413 川口第４４地割４３－２５ 髙村　守 1,126 ㎡

414 川口第４６地割２４５－２ 髙村　守 4,889 ㎡

415 川口第39地割109 畑中　實 15,849 ㎡

416 川口第39地割130－1 畑中　實 63,188 ㎡

417 川口第39地割160－1 畑中　實 13,700 ㎡
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418 川口第39地割172－2 大村　恵子 13,161 ㎡

419 川口第39地割189－1 大村　恵子 1,353 ㎡

420 川口第39地割189－2 大村　恵子 1,875 ㎡

421 川口第39地割189－3 大村　恵子 2,399 ㎡

422 川口第39地割189－4－1 大村　恵子 678 ㎡

423 川口第39地割191－1 大村　恵子 14,805 ㎡

424 川口第39地割238－7 大村　恵子 2,900 ㎡

425 川口第39地割１９６－１ 小澤　りみ子 21,530 ㎡

426 川口第39地割238－8 小澤　りみ子 2,900 ㎡

427 川口第39地割211 大村　賢一 17,503 ㎡

428 川口第39地割213－1 大村　賢一 10,577 ㎡

429 川口第39地割192－1 下戸地　誠 22,540 ㎡

430 川口第39地割194－1 下戸地　誠 10,420 ㎡

431 川口第39地割194－2 下戸地　誠 105 ㎡

432 川口第39地割205－2 白椛　広子 6,081 ㎡

433 川口第39地割205－10 白椛　広子 2,115 ㎡

434 川口第39地割２２０－１ 白椛　広子 4,709 ㎡

435 川口第39地割172－3 川原　清志 9,346 ㎡

436 川口第39地割183－1 川原　清志 22,785 ㎡

437 川口第39地割183－2 川原　清志 6,189 ㎡

438 川口第39地割159－2 小澤　三千彦 13,592 ㎡

439 川口第39地割159－6 小澤　三千彦 3,000 ㎡

440 川口第39地割159－8－1 小澤　三千彦 3,140 ㎡

441 川口第39地割159－12 小澤　三千彦 1,557 ㎡

442 川口第39地割159－18 小澤　三千彦 514 ㎡

443 川口第39地割209－1 小澤　三千彦 1,739 ㎡

444 川口第39地割218－1 金沢　鉄成 3,166 ㎡

445 川口第39地割219 金沢　鉄成 4,866 ㎡

446 川口第39地割232－1 金沢　鉄成 4,421 ㎡

447 川口第39地割234－1 金沢　鉄成 19,231 ㎡

448 川口第39地割236－1 金沢　鉄成 8,515 ㎡

449 川口第39地割236－2 金沢　鉄成 3,614 ㎡

450 川口第39地割237 金沢　鉄成 2,915 ㎡

451 川口第39地割238－9 金沢　鉄成 4,444 ㎡

452 川口第39地割161－1 小澤　初雄 5,794 ㎡

453 川口第39地割161－10 小澤　初雄 1,532 ㎡

454 川口第39地割161－11 小澤　初雄 13,758 ㎡

455 川口第39地割161－12 小澤　初雄 736 ㎡
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456 川口第39地割161－14 小澤　初雄 4,024 ㎡

457 川口第39地割161－15 小澤　初雄 7,737 ㎡

458 川口第39地割１７３－１ 小澤　初雄 12,623 ㎡

459 川口第39地割130－17 小林　久子 12,430 ㎡

460 川口第39地割160－4 小林　久子 14,647 ㎡

461 川口第39地割162－2 小林　久子 4,178 ㎡

462 川口第39地割164－2 小林　久子 8,243 ㎡

463 川口第41地割88－2－1 小林　久子 5,472 ㎡

464 川口第41地割１４８－１ 小林　久子 7,199 ㎡

465 川口第43地割203－2 小林　久子 2,031 ㎡

466 川口第43地割203－5 小林　久子 2,718 ㎡

467 川口第38地割113－26 畑中　忠助（盛） 120,000 ㎡

468 川口第39地割64 畑中　忠助（盛） 7,514 ㎡

469 川口第39地割67－2 畑中　忠助（盛） 1,082 ㎡

470 川口第39地割102 畑中　忠助（盛） 1,758 ㎡

471 川口第39地割130－14 畑中　忠助（盛） 15,903 ㎡

472 川口第39地割130－15 畑中　忠助（盛） 13,575 ㎡

473 川口第39地割160－6 畑中　忠助（盛） 13,420 ㎡

474 川口第39地割188－1 畑中　富雄 2,895 ㎡

475 川口第39地割228－2 畑中　富雄 8,829 ㎡

476 川口第39地割２４４－１ 畑中　富雄 21,351 ㎡

477 川口第39地割244－5 畑中　富雄 29 ㎡

478 川口第39地割245 畑中　富雄 7,662 ㎡

479 川口第39地割246－1 畑中　富雄 1,146 ㎡

480 川口第39地割247－1 畑中　富雄 2,409 ㎡

481 川口第23地割２３－１ 小沢　進（真人） 7,772 ㎡

482 川口第23地割27－1 小沢　進（真人） 7,297 ㎡

483 川口第23地割186－1 小沢　進（真人） 20,400 ㎡

484 川口第24地割334 小沢　進（真人） 5,289 ㎡

485 川口第24地割335 小沢　進（真人） 3,375 ㎡

486 川口第24地割339 小沢　進（真人） 1,918 ㎡

487 川口第24地割346－1 小沢　進（真人） 3,205 ㎡

488 川口第24地割346－2 小沢　進（真人） 3,306 ㎡

489 川口第38地割５６－１ 小沢　進（真人） 3,042 ㎡

490 川口第38地割５７－２ 小沢　進（真人） 1,775 ㎡

491 川口第38地割58 小沢　進（真人） 4,913 ㎡

492 川口第38地割65 小沢　進（真人） 5,000 ㎡

493 川口第38地割73 小沢　進（真人） 4,115 ㎡
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494 川口第38地割78 小沢　進（真人） 1,265 ㎡

495 川口第38地割113－1 小沢　進（真人） 7,000 ㎡

496 川口第39地割208－1 小沢　進（真人） 14,344 ㎡

497 川口第39地割130－18 立花　一二三 11,140 ㎡

498 川口第39地割160－5 立花　一二三 21,536 ㎡

499 川口第23地割2 渡　文男 6,193 ㎡

500 川口第23地割１７７－１ 渡　文男 14,013 ㎡

501 川口第23地割179 渡　文男 4,804 ㎡

502 川口第38地割１５－１ 渡　文男 1,088 ㎡

503 川口第38地割21 渡　文男 1,181 ㎡

504 川口第38地割29 渡　文男 322 ㎡

505 川口第38地割31 渡　文男 2,627 ㎡

506 川口第38地割37－1 渡　文男 90 ㎡

507 川口第38地割38－1 渡　文男 1,335 ㎡

508 川口第38地割40－2 渡　文男 684 ㎡

509 川口第38地割41－2 渡　文男 3,485 ㎡

510 川口第38地割42 渡　文男 1,407 ㎡

511 川口第38地割102 渡　文男 3,541 ㎡

512 川口第39地割130－10 渡　文男 2,370 ㎡

513 川口第39地割133－1 渡　文男 2,478 ㎡

514 川口第39地割141 渡　文男 966 ㎡

515 川口第39地割２２９－１ 渡　文男 5,105 ㎡

516 川口第39地割229－2 渡　文男 144 ㎡

517 川口第38地割106－1 下戸地　繁男 3,357 ㎡

518 川口第38地割147 下戸地　繁男 3,549 ㎡

519 川口第38地割149－1 下戸地　繁男 488 ㎡

520 川口第39地割224 下戸地　繁男 4,423 ㎡

521 川口第38地割5－1－1 小沢　政彦 1,042 ㎡

522 川口第38地割6－1 小沢　政彦 2,753 ㎡

523 川口第38地割76 小沢　政彦 4,066 ㎡

524 川口第38地割８６－１ 小沢　政彦 5,000 ㎡

525 川口第38地割86－2 小沢　政彦 1,901 ㎡

526 川口第38地割153 小沢　政彦 3,235 ㎡

527 川口第38地割154 小沢　政彦 7,447 ㎡

528 川口第37地割23－2 立花　リツ 2,862 ㎡

529 川口第38地割113－35 立花　リツ 9,292 ㎡

530 川口第39地割231 小沢　敏紀 3,816 ㎡

531 川口第39地割233－1 小沢　敏紀 5,422 ㎡
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貸付 作業委託 売渡
No 農地の所在（地番） 農地所有者

区分別面積（㎡）

532 川口第38地割57－1 小澤　啓一 1,300 ㎡

533 川口第38地割66 小澤　啓一 1,175 ㎡

534 川口第38地割77 小澤　啓一 8,535 ㎡

535 川口第39地割６１－１ 中村　均 7,000 ㎡

536 川口第39地割164－4 中村　均 7,875 ㎡

537 川口第39地割167－4 中村　均 2,360 ㎡

538 川口第39地割167－11 中村　均 10,362 ㎡

539 川口第39地割167－12 中村　均 2,291 ㎡

540 川口第39地割167－14 中村　均 3,700 ㎡

541 川口第38地割63－1 小澤　久光 3,390 ㎡

542 川口第38地割80－2 小澤　久光 1,952 ㎡

543 川口第38地割150 小澤　久光 3,340 ㎡

544 川口第39地割１５９－３ 小澤　久光 10,275 ㎡

545 川口第39地割67－12 川原　正勝 138 ㎡

546 川口第39地割168－1 川原　正勝 2,106 ㎡

547 川口第39地割169－9 川原　正勝 4,669 ㎡

548 川口第39地割22－2 中井　清一 295 ㎡

549 川口第39地割28 中井　清一 1,405 ㎡

550 川口第39地割30 中井　清一 490 ㎡

551 川口第39地割32 中井　清一 1,233 ㎡

552 川口第39地割33 中井　清一 1,002 ㎡

553 川口第39地割38 中井　清一 1,543 ㎡

554 川口第39地割４５－１ 中井　清一 3,549 ㎡

555 川口第39地割74 中井　清一 430 ㎡

556 川口第39地割75 中井　清一 1,675 ㎡

557 川口第39地割130－16 中井　清一 6,940 ㎡

558 川口第39地割172－4 川原　一男 2,230 ㎡

559 川口第39地割180－1 川原　一男 20,459 ㎡

560 川口第39地割180－3 川原　一男 2,813 ㎡

561 川口第39地割180－4 川原　一男 2,027 ㎡

562 川口第39地割180－5 川原　一男 2,457 ㎡

563 川口第39地割181 川原　一男 3,195 ㎡

564 川口第39地割174－1－1 小林　秀雄 27,948 ㎡

565 川口第39地割228－4 小林　秀雄 7,157 ㎡

566 川口第39地割178－1 小澤　清吉 39,500 ㎡

3,670,159 ㎡ 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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