


別紙

氏名・名称 住所 氏名・名称 住所

似内　泰芳 花巻市 上川　　晃 花巻市 花巻市石鳥谷町中寺林第12地割63番18 外3筆 8,329.00

髙橋　利幸 花巻市
株式会社 西部開発農産
代表取締役社長　照井　勝也

北上市 花巻市尻平川1地割53番1 外2筆 21,759.00

新渕　和子 花巻市
株式会社 西部開発農産
代表取締役社長　照井　勝也

北上市 花巻市太田第13地割6番1 外2筆 3,732.00

阿部　敬三 花巻市 佐々木　久夫 花巻市 花巻市大迫町内川目第48地割159番 外1筆 3,680.00

小原　丈也 花巻市 髙橋　　孝 花巻市 花巻市栃内34地割48番 外1筆 4,112.00

白藤  サエ 花巻市 木村　　誠 北上市 花巻市上北万丁目943番 外2筆 4,807.00

鎌田　和広 仙台市 栁原　久夫 花巻市 花巻市石鳥谷町南寺林第3地割1162番 2,860.00

鎌田　善行 花巻市 髙橋　秀典 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第5地割219番1 外24筆 16,777.00

菅原　正直 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12 代表取締
役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第22地割256番3 983.00

髙橋　亮子 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12 代表取締
役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第21地割33番 5,378.00

阿部　彌之 花巻市
農事組合法人中根子　代表理事
照井　與太郎

花巻市 花巻市南万丁目589番1 879.00

阿部　清志 花巻市
農事組合法人中根子　代表理事
照井　與太郎

花巻市 花巻市南諏訪町24番4 外4筆 1,671.00

髙橋　富治 花巻市
農事組合法人中根子　代表理事
照井　與太郎

花巻市 花巻市南諏訪町17番5 外5筆 3,472.00

髙橋　佐貴子 花巻市
農事組合法人中根子　代表理事
照井　與太郎

花巻市 花巻市南諏訪町17番1 外1筆 221.00

藤原　正道 花巻市
農事組合法人中根子　代表理事
照井　與太郎

花巻市 花巻市南諏訪町15番1 外8筆 2,765.41

髙橋　正子 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12 代表取締
役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第21地割32番 外2筆 4,160.00

伊藤　邦男 花巻市
農事組合法人 外台営農組合 代
表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神966番 外1筆 1,469.00

伊藤　勝之 花巻市
農事組合法人 外台営農組合 代
表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神866番1 外23筆 9,126.00

小田島　孝夫 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12 代表取締
役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第7地割13番1 349.00

阿部　啓公 花巻市 藤原　清志 花巻市 花巻市大迫町内川目第45地割141番 外1筆 3,537.00

藤原　武夫 花巻市 藤原　清志 花巻市 花巻市大迫町大迫第5地割42番 3,325.00

古川　眞行 横浜市 押切　孝敏 花巻市 花巻市東十二丁目第11地割13番13番 外2筆 3,018.00

押切　浩実 一関市 押切　孝敏 花巻市 花巻市東十二丁目第9地割212番 外2筆 3,024.00

菊池　哲雄 花巻市 菊池　正悦 花巻市 花巻市石鳥谷町好地第12地割44番6 外3筆 3,034.00

渡邉　紀子 花巻市 菊池　正悦 花巻市 花巻市石鳥谷町好地第12地割82番1 外3筆 5,220.00

亡照井キワ　相続人照井
ひろ子

花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12 代表取締
役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第14地割12番 2,678.00

伊藤　和秀 盛岡市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第14地割126番1 外3筆 3,882.00

川村　牧子 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第20地割93番 1,185.00

佐藤　昭夫 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第8地割144番2 外1筆 2,781.00

高橋　恒夫 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第20地割92番 外2筆 4,316.00

高橋　廣正 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第27地割184番 4,241.00

高橋　由幸 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第14地割137番1 外4筆 12,535.00

伊藤　由美子 盛岡市 藤原　敏昭 花巻市 花巻市大迫町内川目第36地割19番1 外2筆 1,972.00

伊藤　由美子 盛岡市 藤原　敏昭 花巻市 花巻市大迫町内川目第36地割22番1 外1筆 1,108.00

髙橋　宏三 花巻市
農事組合法人 下似内ファーム
代表理事　髙橋　誠久

花巻市 花巻市本館387番8 外1筆 417.00

小田島　賢士 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市葛第14地割430番 4,694.00

山田　妙子 花巻市 藤原　秀章 花巻市 花巻市南万丁目1507番3 1,988.00

承継する農用地等一覧

利用権を設定している者（出し手） 利用権の設定を受けている者（受け手）
農用地等の所在 面積（㎡）
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高橋　美喜子 花巻市
有限会社 盛川農場 代表取締役
盛川　周祐

花巻市 花巻市轟木6地割40番1 236.00

寺林　ミヨ 花巻市 寺林　芳夫 花巻市 花巻市北笹間3地割95番 1,838.00

佐々木　秀人 花巻市 佐々木　　香 花巻市 花巻市湯口字反目290番1 892.00

伊藤　貞子 花巻市 藤井　眞市 花巻市 花巻市成田第14地割209番 外1筆 4,421.00

高橋  栄治 鴻巣市 平　　ウメノ 花巻市 花巻市東和町毒沢1区287番1 外18筆 17,210.00

鎌田　正勝 花巻市 高橋　英則 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第6地割84番1 外1筆 3,873.00

佐々木　眞喜子 花巻市 佐々木　昭典 花巻市 花巻市東和町上浮田1区92番 外5筆 4,450.00

佐々木　眞喜子 花巻市 佐々木　昭典 花巻市 花巻市東和町上浮田1区353番1 外2筆 4,712.00

佐々木　一之 花巻市 佐々木　昭典 花巻市 花巻市東和町上浮田1区73番 外2筆 2,702.00

中野　牧子 逗子市 及川　庄一 花巻市 花巻市幸田第14地割31番1 外1筆 2,027.00

八重樫　敬夫 花巻市 熊谷　善志 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第11地割2512番1 764.00

照井　靖輝 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字大沢47番 1,682.00

畠山　政士 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字日蔭坂38番2 外1筆 385.00

藤井　吉雄 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字佐野4番1 外1筆 2,021.00

佐藤　　孝 花巻市 小原　一男 花巻市 花巻市中笹間3地割23番1 外16筆 22,171.00

鎌田　照賢 花巻市 鎌田　定夫 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第4地割52番3 外4筆 3,483.00

鎌田　照賢 花巻市 髙橋　秀典 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第10地割384番1 外7筆 8,941.00

鎌田　照賢 花巻市 髙橋　博明 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第4地割280番 外4筆 2,788.00

鎌田　照賢 花巻市 高橋　広和 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割249番 外2筆 5,728.00

鎌田　照賢 花巻市 八重樫　正尚 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割400番1 外3筆 3,452.00

鎌田　照賢 花巻市 髙橋　スミ子 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第4地割315番 外8筆 5,087.00

鎌田　照賢 花巻市 八重樫　正尚 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第8地割165番1 外2筆 5,089.00

59 件 241 筆 263,436.41㎡
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