
１ 公告日 令和3年3月25日

２ 旧農地利用集積円滑化団体名 一般財団法人小美玉農業公社

３ 対象市町村 小美玉市

４ 承継する農用地等一覧

№ 土　地　の　表　示 契約区分 利用権を設定している者 利用権の設定を受けている者
市町村 大字 字 地番 地目 貸借面積（㎡） （地権者） （耕作者）

1 小美玉 大谷 広畑 851-1 畑 1,031 賃貸借 横田　實 （株）チェスナットファーム
2 小美玉 大谷 広畑 852-1 畑 889 賃貸借 横田　實 （株）チェスナットファーム
3 小美玉 大谷 広畑 856 畑 1,403 賃貸借 島田　久子 （株）チェスナットファーム
4 小美玉 羽鳥 十二所 1682-1 畑 8,000 賃貸借 廣戸　彰德 （株）チェスナットファーム
5 小美玉 羽鳥 出先 3445-1 畑 2,851 賃貸借 廣戸　彰徳 （株）チェスナットファーム
6 小美玉 小曽納 石岡道 469-1 畑 6,584 賃貸借 久保田　孝一 （株）チェスナットファーム
7 小美玉 小曽納 石岡道 468-1 畑 1,953 賃貸借 久保田　孝一 （株）チェスナットファーム
8 小美玉 小曽納 石岡道 471 畑 1,889 賃貸借 久保田　千江 （株）チェスナットファーム
9 小美玉 大谷 船玉台 583-1 畑 1,524 賃貸借 細谷　昭 （株）チェスナットファーム

10 小美玉 大谷 船玉台 585-1 畑 1,695 賃貸借 横田　實 （株）チェスナットファーム
11 小美玉 大谷 広畑 864 畑 2,065 賃貸借 岩田　眞一 （株）チェスナットファーム
12 小美玉 大谷 広畑 861 畑 595 賃貸借 岩田　眞一 （株）チェスナットファーム
13 小美玉 大谷 広畑 857-1 畑 4,171 賃貸借 細谷　卓司 （株）チェスナットファーム
14 小美玉 大谷 広畑 854-1 畑 2,537 賃貸借 細谷　卓司 （株）チェスナットファーム
15 小美玉 小曽納 生園岡 185 畑 1,700 賃貸借 矢口　武 （株）チェスナットファーム
16 小美玉 小曽納 生園岡 194 畑 1,360 賃貸借 矢口　武 （株）チェスナットファーム
17 小美玉 小曽納 生園岡 193 畑 1,053 賃貸借 矢口　武 （株）チェスナットファーム
18 小美玉 大谷 広畑 840 畑 2,188 賃貸借 横田　許二 （株）チェスナットファーム
19 小美玉 大谷 広畑 863 畑 1,189 賃貸借 横田　許二 （株）チェスナットファーム
20 小美玉 大谷 広畑 860 畑 416 賃貸借 横田　實 （株）チェスナットファーム
21 小美玉 花野井 三久保 561-25 畑 6,152 賃貸借 齋藤　明美 （株）チェスナットファーム
22 小美玉 大谷 十二所台 1273 畑 2,100 賃貸借 山口　俊秋 （株）チェスナットファーム
23 小美玉 大谷 十二所台 1276 畑 1,377 賃貸借 山口　俊秋 （株）チェスナットファーム
24 小美玉 大谷 広畑 820-1 畑 5,000 賃貸借 細谷　敏幸 （株）チェスナットファーム
25 小美玉 小曽納 五行代 405-1 畑 545 賃貸借 矢口　永男 （株）チェスナットファーム
26 小美玉 大谷 境町 1347 畑 2,288 賃貸借 細谷　敏幸 （株）チェスナットファーム
27 小美玉 大谷 十二所台 1320-1 畑 4,429 賃貸借 島田　久子 （株）チェスナットファーム
28 小美玉 花野井 民部内 386-1 畑 8,756 賃貸借 山口　誠 （株）チェスナットファーム
29 小美玉 花野井 中峯 550-32 畑 4,532 賃貸借 山口　誠 （株）チェスナットファーム
30 小美玉 羽鳥 高場向 2185-1 畑 6,289 賃貸借 齋藤　紀代子 （株）チェスナットファーム
31 小美玉 羽鳥 高場向 1811 畑 4,745 賃貸借 齋藤　紀代子 （株）チェスナットファーム
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市町村 大字 字 地番 地目 貸借面積（㎡） （地権者） （耕作者）

32 小美玉 羽鳥 出先 3438 畑 4,870 賃貸借 広戸　浩一 （株）チェスナットファーム
33 小美玉 小曽納 五行代 407-1 畑 3,066 賃貸借 矢口　永男 （株）チェスナットファーム
34 小美玉 大谷 境町 1346 畑 1,724 賃貸借 谷内　輝夫 （株）チェスナットファーム
35 小美玉 野田 サノサワ 2019 畑 3,382 賃貸借 櫻井　久江 （株）王愛農園
36 小美玉 野田 後 784-2 畑 896 賃貸借 櫻井　久江 （株）王愛農園
37 小美玉 野田 サノサワ 1995 畑 687 賃貸借 櫻井　久江 （株）王愛農園
38 小美玉 野田 後 784-1 畑 460 賃貸借 櫻井　久江 （株）王愛農園
39 小美玉 鶴田 新山 1104-1 畑 3,858 賃貸借 小林　達也 （有）PIONEERFARM
40 小美玉 鶴田 新山 1076-1 畑 2,094 賃貸借 小林　達也 （有）PIONEERFARM
41 小美玉 三箇 石棒杭 1171-1 畑 5,761 賃貸借 藤枝　茂 （有）PIONEERFARM
42 小美玉 竹原 田中山 2936 畑 1,675 賃貸借 小沼　正男 （有）PIONEERFARM
43 小美玉 小岩戸 久根ノ内 1947-1 畑 11,267 賃貸借 江幡　治 イセファーム（株）
44 小美玉 小岩戸 北原 2023-169 畑 3,590 賃貸借 江幡　治 イセファーム（株）
45 小美玉 小岩戸 北原 2023-171 畑 3,125 賃貸借 江幡　治 イセファーム（株）
46 小美玉 小岩戸 中峯 1931 畑 1,992 賃貸借 江幡　治 イセファーム（株）
47 小美玉 野田 中丸 1475-206 畑 5,240 賃貸借 船見　一男 井上　靖
48 小美玉 野田 中丸 1475-617 畑 2,550 賃貸借 船見　一男 井上　靖
49 小美玉 三箇 池向 171-1 畑 3,508 賃貸借 藤枝　きよゑ 横江　志郎
50 小美玉 花野井 原畑 651 畑 4,608 賃貸借 渡邊　弘美 岡野　圭祐
51 小美玉 花野井 原畑 647-1 畑 4,473 賃貸借 渡邊　弘美 岡野　圭祐
52 小美玉 花野井 原畑 652 畑 3,238 賃貸借 渡邊　弘美 岡野　圭祐
53 小美玉 上馬場 新田 786 畑 2,500 賃貸借 金子　常男 岡野　光裕
54 小美玉 上馬場 新田 767 畑 765 賃貸借 金子　常男 岡野　光裕
55 小美玉 上馬場 新田 779-1 畑 1,589 賃貸借 根崎　忠夫 岡野　光裕
56 小美玉 上馬場 新田 787 畑 5,000 賃貸借 渡辺　剛男 岡野　光裕
57 小美玉 上馬場 新田 781 畑 2,180 賃貸借 赤塚　好治 岡野　光裕
58 小美玉 上馬場 鷲山 347 畑 1,084 賃貸借 赤塚　好治 岡野　光裕
59 小美玉 上馬場 北浦 410 畑 718 賃貸借 赤塚　好治 岡野　光裕
60 小美玉 上馬場 新田 783 畑 1,183 賃貸借 赤塚　正 岡野　光裕
61 小美玉 野田 宍見塚 1081-16 畑 8,217 賃貸借 飯田　浩 荻沼　　英典
62 小美玉 小岩戸 西峯 1989 畑 3,340 賃貸借 江幡　文男 加藤　吉博
63 小美玉 小岩戸 源道地 795 畑 2,594 賃貸借 江幡　文男 加藤　吉博
64 小美玉 小岩戸 源道地 817-1 畑 6,101 賃貸借 森島　和久 加藤　吉博
65 小美玉 堅倉 堅倉 2029 田 1,950 賃貸借 岩松　清子 加藤　吉博
66 小美玉 堅倉 堅倉 2012-1 田 1,789 賃貸借 岩松　清子 加藤　吉博
67 小美玉 堅倉 堅倉 2012-2 田 4 賃貸借 岩松　清子 加藤　吉博
68 小美玉 堅倉 堅倉 2086 田 2,386 賃貸借 植田　多津子 加藤　吉博
69 小美玉 堅倉 堅倉 2095 田 2,121 賃貸借 植田　多津子 加藤　吉博
70 小美玉 堅倉 堅倉 2000 田 615 賃貸借 岩松  貴子 加藤　吉博
71 小美玉 堅倉 堅倉 2011-2 田 1,322 賃貸借 須貝　秀夫 加藤　吉博
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72 小美玉 堅倉 堅倉 2011-1 田 769 賃貸借 須貝　秀夫 加藤　吉博
73 小美玉 堅倉 堅倉 2011-3 田 58 賃貸借 須貝　秀夫 加藤　吉博
74 小美玉 中延 池向 2260-31 畑 4,659 賃貸借 廣瀬　康彦 河原井　優
75 小美玉 中延 池向 2260-33 畑 4,629 賃貸借 廣瀬　康彦 河原井　優
76 小美玉 花野井 民部内 389-2 畑 5,571 賃貸借 安達　正一 海老澤　光芳
79 小美玉 花野井 中峯 550-22 畑 2,000 賃貸借 安達　一夫 海老澤　光芳
80 小美玉 花野井 中峯 550-28 畑 1,968 賃貸借 安達　一夫 海老澤　光芳
81 小美玉 川戸 野銭 1491-4 畑 6,877 賃貸借 藤本　治 （有）皆川　菜園
82 小美玉 川戸 野銭 1491-3 畑 3,438 賃貸借 高柳　聡 （有）皆川　菜園
83 小美玉 部室 新地前 218-1 畑 1,428 賃貸借 武田　君江 外之内　博行
84 小美玉 大笹 久保畠 247-1 畑 4,730 賃貸借 宇津野 さた 岩渕　勝彦
85 小美玉 大笹 久保畠 248-1 畑 2,630 賃貸借 宇津野 さた 岩渕　勝彦
86 小美玉 下吉影 御厩 1502 畑 1,649 賃貸借 成井　修也 鬼澤　義行
87 小美玉 下吉影 御厩 1505 畑 1,018 賃貸借 成井　修也 鬼澤　義行
88 小美玉 小曽納 五行代 342 畑 3,845 使用貸借 横田　許二 吉井　安幸
89 小美玉 鶴田 堂メキ平 662 畑 434 使用貸借 軽部　潔 宮沢　智浩
90 小美玉 鶴田 天神 144-93 畑 6,773 賃貸借 飯島　　靖 宮沢　智浩
91 小美玉 鶴田 堂メキ平 679 畑 794 賃貸借 信田　一夫 宮沢　智浩
92 小美玉 鶴田 堂メキ平 658 畑 705 賃貸借 信田　一夫 宮沢　智浩
93 小美玉 鶴田 堂メキ平 676 畑 1,706 賃貸借 本田　浩一 宮沢　智浩
94 小美玉 鶴田 堂メキ平 660 畑 890 賃貸借 本田　浩一 宮沢　智浩
95 小美玉 大谷 大谷 1071-1 田 935 賃貸借 横田　實 宮内　保
96 小美玉 大谷 大谷 974-1 田 1,082 賃貸借 岩田　眞一 宮内　保
97 小美玉 上吉影 南原 740-144 畑 4,390 賃貸借 大野　栄輝 高山　敏夫
98 小美玉 上吉影 南原 740-85 畑 3,011 賃貸借 大野　栄輝 高山　敏夫
99 小美玉 佐才 猿内 714 畑 8,182 賃貸借 伊藤　和夫 高野　秀幸

100 小美玉 野田 サノサワ 2011 畑 3,440 賃貸借 廣瀬　康彦 細山　美好
101 小美玉 野田 サノサワ 1999 畑 2,193 賃貸借 廣瀬　泰一 桜井　浩
102 小美玉 野田 サノサワ 2008（２） 畑 2,952 賃貸借 廣瀬　康彦 桜井　浩
103 小美玉 野田 サノサワ 2003 畑 1,295 賃貸借 廣瀬　康彦 桜井　浩
104 小美玉 竹原 東前 2797-1 田 1,427 賃貸借 佐藤　孝元 市村　文男
105 小美玉 竹原 寺田 2489-1 田 506 賃貸借 佐藤　孝元 市村　文男
106 小美玉 竹原 寺田 2488-1 田 90 賃貸借 佐藤　孝元 市村　文男
107 小美玉 部室 薄広 992-1 畑 8,548 賃貸借 茅場　正衛 篠原　武
108 小美玉 小岩戸 北原 2023-10 畑 3,037 賃貸借 江幡　文男 篠原　祐一
109 小美玉 下吉影 二ノ台 1911 畑 8,348 賃貸借 郡司　保之 秋元　昭一
110 小美玉 下吉影 羽生街道右二番 1923-1 畑 3,750 賃貸借 郡司　保之 秋元　昭一
111 小美玉 部室 部室 1215-2 田 3,146 使用貸借 福田　太公 秋葉　桂一
112 小美玉 中野谷 越場山 92-8 畑 7,706 賃貸借 鈴木　一男 小林　孝文
113 小美玉 中野谷 池ノ台 101-3 畑 5,916 賃貸借 鈴木　一男 小林　孝文
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114 小美玉 中野谷 越場山 92-36 畑 1 賃貸借 鈴木　一男 小林　孝文
115 小美玉 中野谷 越場山 774 畑 1,908 賃貸借 大槻　光平 小林　孝文
116 小美玉 中野谷 越場山 776 畑 2,258 賃貸借 小池　義一 小林　孝文
117 小美玉 竹原 カラス 935-1 畑 6,716 賃貸借 長谷川　和男 小林　孝文
118 小美玉 竹原 大正地 928-1 畑 3,122 賃貸借 長谷川　和男 小林　孝文
119 小美玉 竹原 カラス 2995 畑 52 賃貸借 長谷川　和男 小林　孝文
120 小美玉 中野谷 越場山 751 畑 3,202 賃貸借 川野　陽子 小林　孝文
122 小美玉 中野谷 池ノ台 100-2 畑 2,140 賃貸借 小池　綾子 小林　孝文
123 小美玉 中野谷 池ノ台 101-4 畑 2,032 賃貸借 小池　綾子 小林　孝文
124 小美玉 中野谷 池ノ台 101-7 畑 436 賃貸借 小池　綾子 小林　孝文
125 小美玉 中野谷 池ノ台 104-10 畑 99 賃貸借 小池　綾子 小林　孝文
126 小美玉 中野谷 池ノ台 101-8 畑 48 賃貸借 小池　綾子 小林　孝文
127 小美玉 堅倉 百里海道付 1933-7 畑 1,946 賃貸借 小池　弘子 小林　弘嗣
128 小美玉 堅倉 百里海道付 1933-22 畑 541 賃貸借 小池　弘子 小林　弘嗣
129 小美玉 堅倉 百里海道付 1933-33 畑 255 賃貸借 小池　弘子 小林　弘嗣
130 小美玉 堅倉 百里海道付 1933-35 畑 102 賃貸借 小池　弘子 小林　弘嗣
131 小美玉 堅倉 堀留 1745-9 畑 1,738 賃貸借 新堀　和秋 小林　弘嗣
132 小美玉 堅倉 堀留 1745-16 畑 1,157 賃貸借 新堀　和秋 小林　弘嗣
133 小美玉 堅倉 堀留 1745-17 畑 194 賃貸借 新堀　和秋 小林　弘嗣
134 小美玉 中野谷 池ノ台 114-1 畑 8,629 賃貸借 前川　栄 小林　弘嗣
135 小美玉 中野谷 池ノ台 114-2 畑 716 賃貸借 前川　栄 小林　弘嗣
136 小美玉 部室 部室前 1199-43 畑 6,781 賃貸借 保田　正明 小林　弘嗣
137 小美玉 部室 部室前 1199-2 畑 5,262 賃貸借 保田　伊智郎 小林　弘嗣
138 小美玉 堅倉 笄崎 1591-47 畑 1,799 賃貸借 茅場　道男 新堀 一男
139 小美玉 竹原 大正地 926-1 畑 11,564 賃貸借 冨田　千恵 新堀 一男
140 小美玉 竹原 カラス 943 畑 3,852 賃貸借 冨田　千恵 新堀 一男
141 小美玉 竹原 カラス 949 畑 3,708 賃貸借 冨田　千恵 新堀 一男
142 小美玉 竹原 大正地 924-1 畑 2,737 賃貸借 冨田　千恵 新堀 一男
143 小美玉 竹原 カラス 940 畑 1,959 賃貸借 冨田　千恵 新堀 一男
144 小美玉 竹原 八躰 399-2 畑 5,646 賃貸借 田村　匡弥 新堀 一男
145 小美玉 中野谷 池ノ台 100-4 畑 3,419 賃貸借 茅場　道男 新堀 一男
146 小美玉 小岩戸 小岩戸 2392 田 1,223 賃貸借 磯邊　とき 深作　政市
147 小美玉 納場 納場 996 田 1,723 賃貸借 加藤　きく 深作　政市
148 小美玉 納場 谷津添 1148 田 702 賃貸借 加藤　きく 深作　政市
149 小美玉 納場 納場 1019 田 1,628 賃貸借 加藤　よしい 深作　政市
150 小美玉 納場 納場 1004 田 3,310 賃貸借 小林　英子　 深作　政市
151 小美玉 納場 納場 1018 田 1,621 賃貸借 大山　とし 深作　政市
152 小美玉 世楽 上田 1114 田 2,225 賃貸借 石田　正男 石井　富男
153 小美玉 佐才 山下 879 田 1,132 賃貸借 石井　隆夫 石井　富男
154 小美玉 佐才 山下 880 田 1,036 賃貸借 石井　隆夫 石井　富男
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155 小美玉 佐才 山下 895 田 902 賃貸借 石井　隆夫 石井　富男
156 小美玉 佐才 山下 871 田 931 賃貸借 大貫　正伸 石井　富男
157 小美玉 三箇 堺堀 212 畑 13,709 賃貸借 藤枝　きよゑ 朝倉　実行
158 小美玉 中台 原山 158 畑 9,087 賃貸借 鈴木　昭一 朝倉　実行
159 小美玉 三箇 堺堀 214-1 畑 5,713 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
160 小美玉 中野谷 越場山 757 畑 5,558 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
161 小美玉 中野谷 越場山 773 畑 5,012 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
162 小美玉 中延 十一平 2189-3 畑 4,698 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
163 小美玉 中野谷 越場山 755 畑 4,082 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
164 小美玉 中野谷 越場山 771 畑 3,709 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
165 小美玉 中野谷 越場山 754 畑 837 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
166 小美玉 三箇 堺堀 214-2 畑 828 賃貸借 幡谷　初音 朝倉　実行
167 小美玉 野田 サノサワ 2008 畑 3,000 賃貸借 廣瀬　康彦 長谷川　広一
168 小美玉 小岩戸 北原 2022-64 畑 2,848 賃貸借 江幡　文男 鶴田　信
169 小美玉 小岩戸 北原 2022-12 畑 3,538 賃貸借 磯邊　とき 鶴田　信
170 小美玉 三箇 駒立場 272-2 畑 4,913 賃貸借 大堤　美男 藤枝　一郎
171 小美玉 三箇 三味添 224 畑 19,649 賃貸借 藤枝　きよゑ 藤枝　一郎
172 小美玉 三箇 三味添 236 畑 7,351 賃貸借 藤枝　きよゑ 藤枝　一郎
173 小美玉 三箇 池向 169-1 畑 14,598 賃貸借 藤枝　きよゑ 藤枝　一郎
174 小美玉 三箇 上山野 173-4 畑 6,626 賃貸借 藤枝　きよゑ 藤枝　一郎
175 小美玉 三箇 上山野 172-1 畑 3,068 賃貸借 藤枝　きよゑ 藤枝　一郎
176 小美玉 野田 後 767 畑 1,266 賃貸借 櫻井　久江 白田　佳彦
177 小美玉 野田 新林 890-1 畑 3,000 賃貸借 小石川　静雄 飯田　正
178 小美玉 中延 前畑 1943-1 畑 1,950 賃貸借 廣瀬　康彦 飯田　正
179 小美玉 中延 前畑 1946-1 畑 669 賃貸借 廣瀬　康彦 飯田　正
180 小美玉 中延 前畑 1944 畑 416 賃貸借 廣瀬　卓司 飯田　正
181 小美玉 中延 東砂 1913-1 畑 1,900 賃貸借 廣瀬　康彦 飯田　清志
182 小美玉 中延 西砂 1914-2 畑 2,142 賃貸借 廣瀬　康彦 飯田　清志
183 小美玉 部室 北裏 572 畑 921 賃貸借 加納　恵美子 保田　寿
184 小美玉 部室 平 434-1 畑 3,718 賃貸借 保田　正明 保田　寿
185 小美玉 部室 平 418-1 畑 141 賃貸借 保田　正明 保田　寿
186 小美玉 部室 部室 1255 田 1,085 使用貸借 秋葉　昭一 本木　茂重
187 小美玉 部室 部室 1266 田 2,641 使用貸借 加納　恵美子 本木　茂重
188 小美玉 部室 部室 1256 田 2,033 使用貸借 加納　恵美子 本木　茂重
189 小美玉 堅倉 堅倉 2176 田 1,166 使用貸借 古谷　正 本木　茂重
190 小美玉 堅倉 堅倉 2175 田 1,100 使用貸借 古谷　正 本木　茂重
191 小美玉 堅倉 堅倉 2174 田 1,449 使用貸借 古谷　正 本木　茂重
192 小美玉 堅倉 堅倉 2173 田 1,400 使用貸借 古谷　正 本木　茂重
193 小美玉 柴高 屋敷添 484-1 畑 4,206 賃貸借 井坂　保司 木名瀬　幸吉
194 小美玉 柴高 屋敷添 485-3 畑 2,299 賃貸借 井坂　保司 木名瀬　幸吉
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195 小美玉 西郷地 中原 804-6 畑 1,016 使用貸借 君山　榮一 野村　実
196 小美玉 西郷地 中原 804-1 畑 2,169 使用貸借 君山　榮一 野村　実
197 小美玉 中野谷 中丸 521-1 畑 14,083 賃貸借 福田　信子 野村　実
198 小美玉 中野谷 中丸 527-1 畑 1,507 賃貸借 福田　信子 野村　実
199 小美玉 堅倉 小川道 1718-8 畑 1,674 賃貸借 中山　豊子 野村　実
200 小美玉 堅倉 小川道 1717-4 畑 2,591 賃貸借 中島　勇 野村　実
201 小美玉 中延 杉平 2208-17 畑 14,325 賃貸借 廣瀬　康彦 （株）ユニオンファーム
202 小美玉 中延 裏尻 2207-22 畑 1,847 賃貸借 廣瀬　康彦 （株）ユニオンファーム
203 小美玉 小岩戸 小岩戸 2212 田 3,000 賃貸借 白井　作夫 立原　亨
204 小美玉 小岩戸 小岩戸 2211 田 1,039 賃貸借 白井　作夫 立原　亨
205 小美玉 小岩戸 小岩戸 2243 田 600 賃貸借 白井　作夫 立原　亨
206 小美玉 堅倉 堅倉 2007-1 田 1,201 賃貸借 高田　のり子 立原　友明
207 小美玉 堅倉 堅倉 2007-3 田 47 賃貸借 高田　のり子 立原　友明
208 小美玉 堅倉 堅倉 2007-2 田 20 賃貸借 高田　のり子 立原　友明
209 小美玉 堅倉 堅倉 1979-1 田 2,060 賃貸借 井坂　登代美 立原　友明
210 小美玉 堅倉 堅倉 1980-1 田 1,087 賃貸借 井坂　登代美 立原　友明
211 小美玉 堅倉 堅倉 2113 田 997 賃貸借 井坂　登代美 立原　友明
212 小美玉 堅倉 堅倉 1992 田 2,009 賃貸借 小倉　由美子 立原　友明
213 小美玉 西郷地 西郷地 2033 田 3,586 賃貸借 井坂　英二 立原　友明
214 小美玉 小岩戸 小岩戸 2194 田 2,968 賃貸借 井坂　英二 立原　友明
215 小美玉 西郷地 北浦 1211 田 811 賃貸借 井坂　英二 立原　友明
216 小美玉 堅倉 堅倉 1991 田 2,454 賃貸借 斉藤　一夫 立原　友明
217 小美玉 堅倉 堅倉 2023-3 田 74 使用貸借 岩松  貴子 立原　友明
218 小美玉 堅倉 堅倉 2023-2 田 22 使用貸借 岩松  貴子 立原　友明
219 小美玉 堅倉 堅倉 2023-1 田 1,135 使用貸借 岩松  貴子 立原　友明
220 小美玉 堅倉 堅倉 2009-1 田 598 賃貸借 小林　千惠子 立原　友明
221 小美玉 堅倉 堅倉 2009-3 田 269 賃貸借 小林　千惠子 立原　友明
222 小美玉 堅倉 堅倉 2009-2 田 21 賃貸借 小林　千惠子 立原　友明
223 小美玉 柴高 柴高 1100 田 2,569 賃貸借 岩松  貴子 立原　友明
224 小美玉 堅倉 堅倉 2003-4 田 1,771 賃貸借 岩松  貴子 立原　友明
225 小美玉 堅倉 堅倉 1975-1 田 965 賃貸借 岩松  貴子 立原　友明
226 小美玉 堅倉 堅倉 2008-1 田 596 賃貸借 岩松  貴子 立原　友明
227 小美玉 堅倉 堅倉 2008-3 田 140 賃貸借 岩松  貴子 立原　友明
228 小美玉 堅倉 堅倉 2008-2 田 18 賃貸借 岩松  貴子 立原　友明
229 小美玉 野田 サノサワ 1994 畑 961 賃貸借 田村　喜久雄 櫻井　久江
230 小美玉 上玉里 上玉里 3013-1 田 2,937 賃貸借 内田　實 髙﨑　直樹
231 小美玉 上玉里 玉ノ井 2664 田 2,823 賃貸借 内田　實 髙﨑　直樹
232 小美玉 上玉里 上玉里 3011-1 田 2,322 賃貸借 内田　實 髙﨑　直樹
233 小美玉 上玉里 上玉里 2996 田 1,703 賃貸借 内田　實 髙﨑　直樹
234 小美玉 上玉里 上玉里 2871 田 861 賃貸借 内田　實 髙﨑　直樹
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235 小美玉 上玉里 上玉里 2997 田 470 賃貸借 内田　實 髙﨑　直樹
計 669,477

５ 公告の総括

地権者数 102名

耕作者数 49経営体

筆数 232筆

面積 669,477㎡


