
平成29年度

会計名： 食料安定供給特別会計 8564

部局庁名： 北海道農政事務所

単位：円

公益法人の
区分（※）

国所管、都
道府県所管

の区分

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 16,854,649                                  16,854,649
合同会社ホルダートカ
チ

法人番号
7460103000992

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 10,336,811                                  10,336,811 有限会社農業王国正真
法人番号

9460102002609
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 10,920,780                                  10,920,780
株式会社とかち河田
ファーム

法人番号
8460101005588

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 38,679,242                                  38,679,242 株式会社とくら農場
法人番号

5460101006060
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 2,666,857                                    2,666,857 有限会社斉藤農場
法人番号

2460102006186
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 14,537,502                                  14,537,502 株式会社今野Ｆａｒｍ
法人番号

5460101005104
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 31,792,032                                  31,792,032 有限会社斉藤牧場
法人番号

5460102006183
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 8,216,908                                    8,216,908 有限会社佐野ファーム
法人番号

4460102006184
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 10,787,394                                  10,787,394 有限会社南部育成牧場
法人番号

5460102006290
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 6,898,170                                    6,898,170
有限会社ユウタリファー
ム

法人番号
1460102006360

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 5,963,131                                    5,963,131 有限会社山田牧場
法人番号

5460102006357
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 1,949,675                                    1,949,675 株式会社成田牧場
法人番号

9460101004275
交付決定額は変更交付決
定後の額である

法人番号

公益法人の場合

備　　　　　　　　　考

補助金等の交付額等一覧（最終）

組　織 項 目 目　細 事　業　名

補助金交付決
定等に係る支出
負担行為ないし
意思決定の日

交付決定額 支出額 補助金交付先名



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 1,163,725                                    1,163,725 株式会社十勝井原牧場
法人番号

1460101005256
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 16,188,120                                  16,188,120 有限会社若木ファーム
法人番号

3460102006367
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 13,859,521                                  13,859,521 有限会社福田農場
法人番号

9460102006304
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 23,146,295                                  23,146,295 株式会社石山ファーム
法人番号

5460101005707
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 20,097,000                                  20,097,000
株式会社ローソンファー
ム北海道本別

法人番号
4460101005559

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 487,155                                        487,155
株式会社十勝がんこ農
場２

法人番号
6460101005037

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 8,132,976                                    8,132,976 有限会社共栄農場
法人番号

4460102006168
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 85,762,070                                  85,762,070 前田農産食品合資会社
法人番号

6460103000408
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 18,112,018                                  18,112,018 北王農林株式会社
法人番号

1460102003135
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 6,255,738                                    6,255,738 有限会社坂本農場
法人番号

3460102006490
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 29,563,588                                  29,563,588 株式会社Ｙ・Ｋ農産
法人番号

1460101005462
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 937,492                                        937,492 清見高台農事組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 21,719,350                                  21,719,350 株式会社八木農場
法人番号

7460101006100
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 1,124,387                                    1,124,387 株式会社あぐりす
法人番号

2450001010975
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 13,317,829                                  13,317,829
農事組合法人みなくる
ファーム

法人番号
4450005003362

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 7,409,080                                    7,409,080 株式会社橋本農場
法人番号

9450001011059
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 1,988,689                                    1,988,689
株式会社ＲＩＳＩＮＧＳＵＮ
カンパニー

法人番号
7450001011663

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 20,102,535                                  20,102,535 プログレス株式会社
法人番号

8450001011984
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 4,796,744                                    4,796,744 株式会社農愛心
法人番号

4450001010610
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 4,568,934                                    4,568,934 農事組合法人木村農場
法人番号

4450005003148
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 2,707,885                                    2,707,885 農事組合法人春風農場
法人番号

3450005003347
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 2,116,199                                    2,116,199
株式会社グリーン
ファーム初山別

法人番号
2450001010075

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 1,263,993                                    1,263,993
農事組合法人長谷川農
場

法人番号
6450005003336

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 5,129,927                                    5,129,927 株式会社金田農場
法人番号

4450001011047
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 2,438,880                                    2,438,880 有限会社マルタケ
法人番号

8450002011570
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 15,261,981                                  15,261,981 株式会社山農場
法人番号

5460101005723
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 21,574,002                                  21,574,002 株式会社橋本農場
法人番号

1460101004349
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 10,464,443                                  10,464,443 株式会社松浦ファーム
法人番号

7460101005498
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 7,025,891                                    7,025,891 株式会社斎藤農場
法人番号

5460101006143
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 18,898,837                                  18,898,837 有限会社道下広長農場
法人番号

4460102003421
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 18,764,033                                  18,764,033 有限会社八巻ファーム
法人番号

2460102003877
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 14,161,726                                  14,161,726 株式会社小出牧場
法人番号

5460101005244
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 14,126,188                                  14,126,188 有限会社永光
法人番号

2460102005907
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 36,259,358                                  36,259,358 有限会社福原農場
法人番号

8460102005967
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 62,678,913                                  62,678,913 株式会社上原農場
法人番号

6460101004930
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 61,449,771                                  61,449,771 農事組合法人萌和農場
法人番号

4460105001331
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 40,443,050                                  40,443,050
有限会社新得物産サホ
ロ農園

法人番号
9460102005933

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 15,024,200                                  15,024,200 株式会社新農産
法人番号

2460101005008
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 357,164                                        357,164
サホロファーム株式会
社

法人番号
1460101003986

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 279,520                                        279,520 株式会社大晶ファーム
法人番号

2460101003928
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 22,799,288                                  22,799,288 ワカハラ農場株式会社
法人番号

7460101005102
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 5,613,885                                    5,613,885 神谷農産株式会社
法人番号

9460101005521
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 11,858,650                                  11,858,650
株式会社武隈ブリー
ディングファーム

法人番号
6460101005689

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 12,592,091                                  12,592,091 農事組合法人農夢
法人番号

3460105001803
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 6,397,080                                    6,397,080 有限会社福田農場
法人番号

2460102004140
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 4,130,140                                    4,130,140
株式会社十勝ＧｒｅｅＮ
農園三和

法人番号
5460101005938

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 42,757,043                                  42,757,043 有限会社フジサワ
法人番号

6460102007651
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 1,671,287                                    1,671,287 株式会社シリウス
法人番号

5460101005327
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 5,004,665                                    5,004,665 有限会社浦幌農業開発
法人番号

9460102006436
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 11,619,308                                  11,619,308 有限会社橋枝物産
法人番号

1460102006501
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 146,419,797                              146,419,797 株式会社下浦農場
法人番号

6460101004096
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 3,955,754                                    3,955,754
株式会社ハッピー農場
上谷内

法人番号
1460101004506

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 6,363,123                                    6,363,123 株式会社光農産業
法人番号

6460101004360
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 5,137,033                                    5,137,033 札内緑地株式会社
法人番号

6460101000657
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 15,252,977                                  15,252,977 有限会社ランドハート
法人番号

2460102004149
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 8,741,631                                    8,741,631
株式会社チャレンジＵＰ
ランド

法人番号
4460101005534

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 8,489,856                                    8,489,856 有限会社富田産業
法人番号

7460102006454
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 8,857,290                                    8,857,290 摩周そば生産組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 8,649,835                                    8,649,835 有限会社石坂牧場
法人番号

2462502000990
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 2,491,133                                    2,491,133 株式会社やんべ牧場
法人番号

3462501000586
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 6,893,862                                    6,893,862
スライブＴＫ農場株式会
社

法人番号
9462501000589

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 1,462,453                                    1,462,453
株式会社シルバーフォ
レストファーム

法人番号
8430001055983

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 1,437,718                                    1,437,718
有限会社マキノファー
ム

法人番号
5430002061851

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 32,710,833                                  32,710,833 有限会社高瀬農場
法人番号

1460102001840
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 26,430,998                                  26,430,998 株式会社コタケファーム
法人番号

5460101005293
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 47,410,496                                  47,410,496 株式会社三浦農場
法人番号

3460101006178
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 11,603,230                                  11,603,230
株式会社マルモファー
ム

法人番号
1460101005859

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 25,469,178                                  25,469,178 合同会社茂古沼農場
法人番号

1460103000759
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 25,493,970                                  25,493,970 株式会社山本牧場
法人番号

9460101002048
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 44,754,845                                  44,754,845 有限会社本田農場
法人番号

3460102003158
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 22,766,965                                  22,766,965 有限会社山西牧場
法人番号

2460102003646
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,998,107                                  10,998,107 有限会社安田農場
法人番号

8460102003574
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 22,575,508                                  22,575,508 合同会社小玉農場
法人番号

1460103000718
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 28,946,588                                  28,946,588
農事組合法人北柏第一
生産組合

法人番号
1460105000212

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,496,890                                  19,496,890 有限会社竹中農場
法人番号

8460102007666
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 26,119,551                                  26,119,551 株式会社クマガイ
法人番号

1460101004051
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 15,531,439                                  15,531,439 株式会社村上農場
法人番号

4460101004049
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 15,639,079                                  15,639,079 株式会社川上農場
法人番号

2460101004050
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,120,722                                    2,120,722 株式会社ふくち
法人番号

5460101005789
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 49,686,941                                  49,686,941
有限会社ダイワファーミ
ング

法人番号
5460102001812

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,388,740                                  14,388,740 有限会社梁川牧場
法人番号

8460102003582
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 43,081,453                                  43,081,453
株式会社イソカワファー
ム

法人番号
9460101004052

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 35,452,365                                  35,452,365 株式会社カシノキ
法人番号

5460101003842
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 27,361,444                                  27,361,444 株式会社村橋農場
法人番号

3460101006038
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,924,329                                  20,924,329 株式会社酒井農場
法人番号

4460101005864
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,896,108                                  14,896,108 有限会社加茂農場
法人番号

8460102000794
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 11,810,221                                  11,810,221 有限会社杉山農場
法人番号

5460102001639
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 24,598,217                                  24,598,217 有限会社重堂農場
法人番号

3460102001541
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 35,187,067                                  35,187,067 有限会社後藤農場
法人番号

2460102001121
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 43,909,378                                  43,909,378 有限会社後藤飼料
法人番号

1460102001122
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,581,503                                    4,581,503
有限会社旭ヶ丘農場長
寿園

法人番号
5460102000112

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,000,867                                    2,000,867
農業生産法人百姓コー
ポレーション株式会社

法人番号
1460301003844

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,319,688                                    7,319,688 有限会社田中農産
法人番号

2460302003586
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,129,358                                    2,129,358
株式会社しげちゃん農
園

法人番号
4460301003916

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,885,484                                    4,885,484 株式会社山崎農産
法人番号

1460301003910
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,139,091                                  18,139,091 株式会社ホワイト農場
法人番号

3460301004485
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,942,662                                  10,942,662
株式会社ヤマナカ
ファーム

法人番号
4460301004484

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,131,976                                    2,131,976 株式会社松浦農産
法人番号

1460301004000
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 32,640,927                                  32,640,927 有限会社アグリテック
法人番号

6460302003450
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,524,622                                  14,524,622 株式会社アグリプロ
法人番号

9460301003911
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,242,575                                    4,242,575 株式会社ファーム神作
法人番号

9460301002830
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 24,717,698                                  24,717,698 株式会社びほろ夢畑人
法人番号

3460301004056
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,076,385                                    7,076,385 大林農園株式会社
法人番号

9460301003993
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 15,725,551                                  15,725,551 有限会社大西農場
法人番号

2460302003933
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,866,348                                  10,866,348 株式会社村上農場
法人番号

7460301003863
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,287,113                                  20,287,113 有限会社トップアグリ
法人番号

1460302003934
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,896,737                                  20,896,737 有限会社漆原農場
法人番号

4460302003931
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,396,698                                    5,396,698 山本農場株式会社
法人番号

2460301003851
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,728,995                                  17,728,995 有限会社早川産業
法人番号

3460302003619
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,076,680                                    4,076,680 株式会社清流農園
法人番号

5460301002990
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,745,069                                    2,745,069 株式会社加藤農産
法人番号

6460301003856
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,491,578                                    2,491,578
株式会社無限ファーム
佃

法人番号
8460301003879

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 91,745,647                                  91,745,647 農事組合法人遠藤牧場
法人番号

2460305000993
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,843,964                                    7,843,964 株式会社柏木農場
法人番号

3460301004436
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,547,556                                  10,547,556 有限会社竹中農場
法人番号

3460302003395
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,663,096                                    4,663,096 株式会社工藤農場
法人番号

1460301004140
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 1,628,388                                    1,628,388 株式会社矢作農園
法人番号

9460301004141
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,025,779                                    2,025,779 有限会社真鍋農産
法人番号

5460302003427
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,971,660                                  14,971,660 農事組合法人たつみ
法人番号

4460305000380
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,041,351                                  14,041,351 株式会社重倉農場
法人番号

3460301003974
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 51,099,585                                  51,099,585
株式会社希来里ファー
ム

法人番号
6460301004061

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 8,167,361                                    8,167,361 合同会社遊佐農場
法人番号

1460303000559
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 27,444,810                                  27,444,810 有限会社仲田農場
法人番号

4460302002033
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,414,205                                  13,414,205 有限会社ほそかわ農場
法人番号

1460302003942
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,639,552                                  14,639,552 どうとう農場株式会社
法人番号

4460301003032
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,628,166                                    5,628,166 株式会社丸尾農産
法人番号

4460301004336
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,536,625                                    2,536,625 有限会社石川ファーム
法人番号

6460302001941
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 55,373,363                                  55,373,363
有限会社おんねファー
ム

法人番号
2460302003925

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 34,440,852                                  34,440,852 有限会社すばる
法人番号

7460302003391
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 72,490,039                                  72,490,039
有限会社木樋桃源
ファーム

法人番号
4460302003378

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,742,807                                    5,742,807 株式会社鹿中農場
法人番号

6460301002890
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 22,766,564                                  22,766,564
株式会社優ファーム軍
司

法人番号
3460301003834

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,000,049                                    9,000,049 株式会社大下農産
法人番号

2460301003711
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 22,275,727                                  22,275,727 株式会社大原農園
法人番号

2460301003892
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,498,199                                  17,498,199
農事組合法人つちだ農
園

法人番号
9460305000995

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,840,849                                    9,840,849 柳瀬産商株式会社
法人番号

2460301002110
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 1,121,053                                    1,121,053 株式会社金内農園
法人番号

5460301004236
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 3,590,880                                    3,590,880
株式会社日冷青果物出
荷センター

法人番号
8460301002105

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 6,688,708                                    6,688,708
合同会社フォレスト
ファーム

法人番号
9460303000444

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 1,005,200                                    1,005,200 有限会社鹿遠農場
法人番号

4450002011442
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 42,350,107                                  42,350,107 有限会社緑進
法人番号

5450002011441
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,459,685                                    7,459,685 合同会社小林農産
法人番号

4450003001541
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 30,258,022                                  30,258,022
有限会社みらいファー
ム

法人番号
8450002011521

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 25,999,592                                  25,999,592
有限会社グリーン
ファームえんべつ

法人番号
7450002011514

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,988,635                                  17,988,635
農事組合法人石川第１
組合

法人番号
3460305001339

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 49,114,982                                  49,114,982
株式会社オホーツクア
グリサポート

法人番号
2450001009786

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 54,653,306                                  54,653,306
農事組合法人シレトコ
イオン生産組合

法人番号
7460305001500

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 1,795,116                                    1,795,116
株式会社知床ファーム
イチロー

法人番号
7460301003946

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 21,687,590                                  21,687,590
株式会社シレトコハタノ
ファーム

法人番号
3460301004287

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 54,382,397                                  54,382,397 株式会社西田農場
法人番号

4460301004443
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 3,510,800                                    3,510,800
有限会社佐々木種畜牧
場

法人番号
7460302004836

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 24,515,314                                  24,515,314
有限会社斜里馬鈴しょ
原採種圃農場

法人番号
6460302005372

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 59,371,300                                  59,371,300
株式会社マルエー朝倉
物産

法人番号
6460301003699

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,996,853                                  10,996,853
農事組合法人ウトロ高
原ファーム

法人番号
4460305001742

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 27,087,123                                  27,087,123 株式会社モリタ
法人番号

1460301003976
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 37,468,509                                  37,468,509 有限会社澤田農場
法人番号

9460302005337
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 22,777,310                                  22,777,310 株式会社大町ファーム
法人番号

6460301004301
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 26,055,992                                  26,055,992 有限会社土肥農産
法人番号

7460302005025
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,826,420                                  17,826,420 株式会社昇栄興産
法人番号

7460301003780
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 33,223,004                                  33,223,004
農事組合法人田邊生産
組合

法人番号
9460305001671

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,466,639                                  23,466,639
しのだファーム株式会
社

法人番号
5460301004475

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,098,192                                  16,098,192 株式会社南風ファーム
法人番号

1460301003695
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,762,038                                  23,762,038 農事組合法人やざわ
法人番号

4460305001858
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 44,541,672                                  44,541,672 有限会社光清農場
法人番号

7460302005082
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 8,189,610                                    8,189,610 有限会社佐藤農場
法人番号

3460302004996
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,442,601                                  20,442,601 株式会社十河農場
法人番号

1460301004586
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,488,108                                  19,488,108 有限会社新生産業
法人番号

1460302005006
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,971,966                                  16,971,966 有限会社泉産業
法人番号

1460302004957
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,382,243                                  12,382,243 有限会社若佐農場
法人番号

6460302005067
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 31,504,679                                  31,504,679 株式会社佐伯産業
法人番号

5460301004302
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,239,760                                  20,239,760 有限会社津野産業
法人番号

8460302005024
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 27,510,179                                  27,510,179 有限会社白鳥牧場
法人番号

7460302005207
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,621,216                                  19,621,216 有限会社高橋産業
法人番号

6460302005018
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,913,665                                  12,913,665 有限会社佐伯農場
法人番号

2460302004997
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,831,935                                  23,831,935 有限会社高野農場
法人番号

7460302005017
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,870,436                                  19,870,436 有限会社新清農場
法人番号

2460302005005
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,984,372                                  17,984,372 有限会社山中農場
法人番号

2460302005062
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,051,480                                  14,051,480 有限会社坂井産業
法人番号

1460302004998
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,813,762                                  14,813,762 有限会社鈴鹿産業
法人番号

2460302005013
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,052,113                                  12,052,113 有限会社鈴木農産
法人番号

3460302005012
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,169,639                                  19,169,639 有限会社三品農場
法人番号

2460302005054
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,104,574                                  18,104,574 有限会社桂島産業
法人番号

8460302004975
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,398,579                                    7,398,579 有限会社上野農場
法人番号

8460302004959
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,507,355                                  13,507,355 有限会社更科農場
法人番号

7460302004992
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,176,214                                  14,176,214 有限会社柚洞農場
法人番号

9460302005064
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 8,703,373                                    8,703,373 有限会社森戸農産
法人番号

7460302005058
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 32,685,238                                  32,685,238 有限会社河合農場
法人番号

7460302004976
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,667,126                                  18,667,126 有限会社大出農場
法人番号

1460302004965
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,021,528                                    5,021,528 株式会社阿部農園
法人番号

8460301003730
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,673,099                                    9,673,099 有限会社国定産業
法人番号

4460302004979
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,429,514                                  18,429,514 有限会社臼井産業
法人番号

6460302004960
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,294,917                                  17,294,917 株式会社臼井農場
法人番号

5460301004392
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 27,121,632                                  27,121,632 株式会社斎藤農場
法人番号

6460301004516
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,220,967                                  17,220,967 有限会社服巻産業
法人番号

2460302005038
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 22,678,176                                  22,678,176 有限会社大澤農場
法人番号

9460302004966
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,254,900                                  16,254,900 有限会社大藤産業
法人番号

8460302004967
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,162,358                                  16,162,358
株式会社アグリネイ
チャー倶楽部

法人番号
5460301003634

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,406,780                                  18,406,780 株式会社竹本農場
法人番号

5460301004186
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 33,243,681                                  33,243,681 有限会社槻間農場
法人番号

9460302005023
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,348,922                                  23,348,922 有限会社林産業
法人番号

6460302005034
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,055,296                                  14,055,296 有限会社佐々木産業
法人番号

9460302004999
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,196,853                                    5,196,853 有限会社北方菜
法人番号

3460302005045
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 27,455,570                                  27,455,570 株式会社竹内農場
法人番号

1460301004289
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,438,691                                  19,438,691 有限会社共伸産業
法人番号

5460302004978
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,072,336                                  16,072,336 有限会社新和農場
法人番号

9460302005238
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,288,821                                  19,288,821 有限会社北斗農場
法人番号

6460302005042
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,535,494                                  16,535,494 有限会社栄農場
法人番号

5460302004994
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,742,654                                  19,742,654 有限会社金田農場
法人番号

9460302004974
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,471,503                                  13,471,503 有限会社広栄農場
法人番号

7460302004984
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 30,722,771                                  30,722,771 有限会社田野農場
法人番号

9460302005015
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,281,218                                  13,281,218 有限会社藤井農場
法人番号

1460302005039
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,208,534                                  14,208,534 株式会社原田農場
法人番号

7460301004300
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,346,061                                  20,346,061 有限会社苅込農産
法人番号

1460302004973
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 21,791,732                                  21,791,732 有限会社渡村農場
法人番号

5460302005027
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 36,870,171                                  36,870,171 有限会社村松産業
法人番号

8460302005057
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 47,627,677                                  47,627,677 農事組合法人みつば
法人番号

1460305001860
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,025,819                                    4,025,819 株式会社秋葉牧場
法人番号

6460301004474
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,644,494                                    2,644,494 株式会社夢オホーツク
法人番号

3460301004130
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 30,047,555                                  30,047,555 有限会社安田農産
法人番号

7460302005330
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,361,417                                  20,361,417 合同会社新沼ファーム
法人番号

5460303000563
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,018,077                                  18,018,077 有限会社大輪農場
法人番号

8460302005016
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 29,748,356                                  29,748,356 有限会社新村農産
法人番号

4460302005003
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,615,176                                  13,615,176 株式会社ヒラノ
法人番号

1460301004108
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,887,589                                    9,887,589 株式会社青島ふぁーむ
法人番号

1460301004082
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,567,553                                  23,567,553 株式会社貞広農産
法人番号

2460301004081
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,042,228                                    7,042,228 株式会社宍戸牧場
法人番号

2460301004552
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 214,226,824                              214,226,824 株式会社はまほろ
法人番号

7460301002931
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,876,229                                    4,876,229
有限会社社名渕みどり
牧場

法人番号
9460302003084

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 30,061,067                                  30,061,067 有限会社春日農場
法人番号

7460302003177
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 36,534,694                                  36,534,694 有限会社岩城農場
法人番号

2460302003173
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,483,522                                  19,483,522 有限会社山本農場
法人番号

3460302003197
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,613,864                                    9,613,864 有限会社協和牧場
法人番号

6460302003178
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,795,200                                    2,795,200 有限会社北泉農場
法人番号

6460302003194
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,218,515                                    2,218,515 合同会社ＳＫＹＦＡＲＭ
法人番号

8460303000412
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 17,763,373                                  17,763,373 農事組合法人北の農園
法人番号

3460305001306
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,935,774                                    5,935,774 有限会社湧別農産
法人番号

9460302001988
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 3,432,862                                    3,432,862
株式会社ウエダファー
ム

法人番号
8460301002930

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,453,425                                    5,453,425 有限会社中谷牧場
法人番号

1460302002011
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,260,991                                    7,260,991 株式会社片岡夢牧場
法人番号

5450001009932
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 71,155,310                                  71,155,310 株式会社神門
法人番号

3450001010405
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,882,784                                  10,882,784 有限会社大塚農場
法人番号

6460102007453
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,082,135                                  10,082,135 株式会社畑中農園
法人番号

1460101004290
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,399,551                                  18,399,551
株式会社まぶちファー
ム

法人番号
3460101005527

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 24,474,574                                  24,474,574 有限会社有塚農場
法人番号

7460102007626
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,601,668                                  19,601,668 株式会社ファーム宮本
法人番号

6460101004542
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,762,629                                  16,762,629
有限会社ノースランド
ファーム

法人番号
1460102004026

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,061,254                                  13,061,254 有限会社八代ファーム
法人番号

9460102004035
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,111,572                                  14,111,572 株式会社西上産業
法人番号

7460101002033
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 25,781,760                                  25,781,760 有限会社山口
法人番号

3460102003620
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 15,972,350                                  15,972,350 有限会社テクノファーム
法人番号

5460102004245
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,129,080                                  13,129,080
有限会社シンサクド
ローイングワークス

法人番号
1460102007730

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 21,037,536                                  21,037,536
農事組合法人やまざき
ファ－ム

法人番号
7460105002112

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 39,076,157                                  39,076,157 農事組合法人十勝農場
法人番号

8460105000222
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 21,572,027                                  21,572,027 有限会社中山農産
法人番号

3460102002498
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 24,670,558                                  24,670,558
農事組合法人グリーン
ファーム

法人番号
3460105000219

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,956,275                                    9,956,275 有限会社中藪農園
法人番号

8460102002493
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,445,511                                  13,445,511 株式会社Ｋ’ＳＦＡＲＭ
法人番号

4460101004305
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,157,306                                    7,157,306 十勝鉄道株式会社
法人番号

6460101001135
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 25,234,504                                  25,234,504 有限会社広瀬ファーム
法人番号

1460102002806
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,502,660                                  23,502,660 有限会社知地農場
法人番号

5460102002083
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 50,686,158                                  50,686,158 有限会社奥山農場
法人番号

8460102007492
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 26,271,888                                  26,271,888 有限会社横山産業
法人番号

7460102007493
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 29,547,611                                  29,547,611 有限会社竹馬ファーム
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 2,708,120                                    2,708,120
合同会社フォーテル北
海道

法人番号
1460103000908

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,462,422                                  23,462,422 有限会社文化森本農場
法人番号

1460102005742
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,999,739                                  23,999,739 有限会社文化矢野農場
法人番号

9460102005743
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,840,500                                  18,840,500 有限会社矢野農場
法人番号

2460102005758
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 37,425,337                                  37,425,337 有限会社井尾農場
法人番号

2460102005683
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,809,964                                  12,809,964 高橋農場株式会社
法人番号

3460101006104
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 49,565,540                                  49,565,540 株式会社シノハラ
法人番号

2460101004109
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,504,015                                  10,504,015 有限会社森本農場
法人番号

3460102005757
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 11,512,051                                  11,512,051 有限会社市原農場
法人番号

4460102005681
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,094,919                                  10,094,919 有限会社加納農場
法人番号

7460102005695
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 21,555,903                                  21,555,903 株式会社ナガセ
法人番号

9460101004779
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,696,394                                  18,696,394 有限会社中島農場
法人番号

4460102005731
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,886,336                                    9,886,336 株式会社かとう
法人番号

9460101006073
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,853,987                                  20,853,987
アズマイファーム株式
会社

法人番号
3460101004768

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 54,736,172                                  54,736,172 有限会社西上加納農場
法人番号

2460102005733
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 15,353,343                                  15,353,343 有限会社遠山農場
法人番号

7460102007477
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,230,351                                  16,230,351 有限会社高橋農場
法人番号

7460102005638
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,706,974                                  12,706,974 有限会社坂田農場
法人番号

4460102005624
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,522,914                                  14,522,914 有限会社斉藤農場
法人番号

7460102005621
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,972,370                                  13,972,370 有限会社増田農場
法人番号

3460102005666
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,090,247                                    9,090,247 有限会社西原農場
法人番号

1460102005651
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,614,449                                  13,614,449 有限会社加藤農場
法人番号

9460102005611
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,298,983                                    9,298,983 有限会社福澤農場
法人番号

5460102005656
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 35,144,953                                  35,144,953
株式会社十勝あけぼの
農場

法人番号
6460101005490

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,536,311                                  14,536,311 有限会社大平農場
法人番号

5460102005607
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,959,140                                  10,959,140
有限会社スプリング
ファーム

法人番号
2460102005824

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,594,221                                    4,594,221
株式会社フルタイム
ファーム

法人番号
1460101004183

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 6,303,438                                    6,303,438 有限会社森農場
法人番号

3460102007646
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 107,031,617                              107,031,617
有限会社メロディー
ファーム

法人番号
7460102005885

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,624,511                                  13,624,511
株式会社未来農理研究
場

法人番号
8460101005869

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 6,198,427                                    6,198,427
有限会社ナチュラル
ファーム

法人番号
4460102007604

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 1,653,826                                    1,653,826 有限会社ズイショウ園
法人番号

9460102005826
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,615,959                                  23,615,959
青木ピッグファーム株
式会社

法人番号
6460101005664

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 30,753,801                                  30,753,801 株式会社山本農産
法人番号

2460101004777
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,693,841                                  14,693,841
株式会社Ａ―Ｎｅｔファー
ム十勝

法人番号
9460101004952

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 40,305,897                                  40,305,897
株式会社ファームタキ
モト

法人番号
7460101004855

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,678,745                                    9,678,745
株式会社バイオファー
ム

法人番号
7460101003931

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,730,160                                    5,730,160
有限会社ランラン・
ファーム

法人番号
4460102005896

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 19,429,231                                  19,429,231 有限会社大和農場
法人番号

9460102006980
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,885,224                                  23,885,224 有限会社新生農場
法人番号

6460102006967
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,106,894                                  16,106,894 有限会社岩崎農場
法人番号

2460102006938
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 795,500                                        795,500 有限会社町田農場
法人番号

4460102007018
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 3,857,251                                    3,857,251 有限会社興和農場
法人番号

9460102006956
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,128,385                                  10,128,385 株式会社鎌田農園
法人番号

7460101005465
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,564,580                                    7,564,580 有限会社協和農場
法人番号

9460102006948
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 8,435,841                                    8,435,841 タナカ農場有限会社
法人番号

6460102007445
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,250,517                                    5,250,517 有限会社ファーム自然
法人番号

3460102007010
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 8,978,729                                    8,978,729 有限会社北嶋農場
法人番号

8460102006949
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 8,118,227                                    8,118,227 有限会社進光生産組合
法人番号

7460102006966
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,654,037                                  12,654,037 有限会社中札内農場
法人番号

9460102006989
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 18,061,771                                  18,061,771 有限会社旭栄農場
法人番号

3460102006945
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,883,478                                  16,883,478 有限会社親栄農場
法人番号

9460102006964
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,040,809                                  13,040,809 有限会社栄農場
法人番号

4460102006960
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,947,907                                  10,947,907 有限会社島田養鶏場
法人番号

4460102006969
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,642,328                                  14,642,328 有限会社平和農場
法人番号

9460102007013
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 11,865,926                                  11,865,926 有限会社共進農場
法人番号

1460102006947
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 22,659,879                                  22,659,879 有限会社中戸蔦農場
法人番号

6460102006991
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,912,799                                  20,912,799 有限会社真野農場
法人番号

6460102006975
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 3,366,880                                    3,366,880 有限会社北星農場
法人番号

8460102007014
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 21,896,671                                  21,896,671 有限会社北斗農場
法人番号

7460102007015
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,587,478                                  20,587,478 有限会社島次農場
法人番号

7460102006974
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 28,324,996                                  28,324,996
有限会社ウエスタン牧
場

法人番号
8460102006940

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 3,541,975                                    3,541,975
有限会社ジーピー
ファーム

法人番号
8460102006965

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 15,686,616                                  15,686,616 株式会社泰章農場
法人番号

2460101004273
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 15,551,818                                  15,551,818 有限会社正浄農場
法人番号

1460102007680
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 23,398,690                                  23,398,690 株式会社林農場
法人番号

5460101005590
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 33,234,164                                  33,234,164 株式会社ほそかわ農場
法人番号

3460101005378
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 30,532,954                                  30,532,954
株式会社十勝カント
リーファームマツハシ

法人番号
9460101006081

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 37,641,613                                  37,641,613 株式会社和光農場
法人番号

5460101005748
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,295,858                                  14,295,858 株式会社松橋農場
法人番号

5460101005467
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 69,443,499                                  69,443,499 有限会社コタニアグリ
法人番号

4460102007067
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 8,399,838                                    8,399,838
ひらやまファーム株式
会社

法人番号
1460101005215

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,568,125                                  12,568,125 トカプチ株式会社
法人番号

2460101004851
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 5,000,153                                    5,000,153 有限会社野矢農場
法人番号

1460102007045
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 20,505,600                                  20,505,600 有限会社大石農産
法人番号

3460102006656
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 7,260,322                                    7,260,322 株式会社善祥園
法人番号

1460101004299
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 10,952,533                                  10,952,533 有限会社内田牧場
法人番号

6460102007437
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 11,951,759                                  11,951,759
株式会社サンタファー
ム

法人番号
1460105001557

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 39,422,454                                  39,422,454
農事組合法人ノーザン
スカイ

法人番号
2460105002050

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 9,788,718                                    9,788,718
農事組合法人サンエイ
牧場

法人番号
2460105001556

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 38,169,568                                  38,169,568
農事組合法人コスモＧ
Ｂ

法人番号
1460105001912

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 102,751,025                              102,751,025 有限会社南十勝興農
法人番号

4460102006738
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 13,448,464                                  13,448,464
有限会社足寄ひだまり
ファーム

法人番号
5460102007636

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 16,686,558                                  16,686,558
株式会社ファームはま
した

法人番号
6460101004724

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 14,217,680                                  14,217,680 秀峰そば組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 4,116,480                                    4,116,480 株式会社加藤牧場
法人番号

9462501000614
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,289,428                                    4,289,428 有限会社ワイズランド
法人番号

3430002048495
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,312,430                                    9,312,430 明成香農園株式会社
法人番号

6430001035731
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,928,330                                    3,928,330 合同会社なかじま農園
法人番号

1430003008178
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 18,506,179                                  18,506,179
ＡＷファーム千歳株式
会社

法人番号
6430001044328

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 36,300,911                                  36,300,911 株式会社土居ファーム
法人番号

8430001067145
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 56,426,322                                  56,426,322
農事組合法人アイデア
ル牧場

法人番号
9430005006016

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,466,978                                  13,466,978
株式会社千歳パイロッ
トファ－ム

法人番号
9430001044507

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 39,376,938                                  39,376,938 有限会社ほくとう興農
法人番号

5430002048527
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,796,281                                    1,796,281
千歳山三ファ－ム株式
会社

法人番号
2430001058372

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 33,806,526                                  33,806,526 有限会社ホ－シン
法人番号

2430002048868
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,295,182                                  14,295,182
農事組合法人ネシコシ
生産組合

法人番号
6430005006019

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,381,265                                    1,381,265 株式会社道央養鶏
法人番号

5430005006011
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,821,712                                  10,821,712
株式会社け－あい
ファーム

法人番号
5430001063493

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 17,936,652                                  17,936,652 株式会社ＳＴＡＣＫ
法人番号

5430001064252
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,780,249                                    4,780,249 有限会社北村農場
法人番号

4430002047471
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,891,387                                  13,891,387 株式会社坂本農場
法人番号

4430001044420
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,196,004                                  13,196,004 有限会社高橋農場
法人番号

2430002047812
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,479,845                                  13,479,845 有限会社村本農場
法人番号

8430002048367
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 16,848,862                                  16,848,862 有限会社辻永産業
法人番号

2430002047911
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 364,443                                        364,443 有限会社中央園芸
法人番号

6430002047908
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 26,128,043                                  26,128,043 有限会社五東農園
法人番号

1430002048605
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,514,630                                  10,514,630 有限会社玉川農園
法人番号

3430002047811
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 930,610                                        930,610 農事組合法人中島農場
法人番号

2430005006014
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,073,993                                    2,073,993
株式会社はまだファ－
ム

法人番号
4430001044602

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,987,342                                  10,987,342 株式会社アヴァンス
法人番号

5430001044345
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,725,261                                    1,725,261
農事組合法人佐々木農
場

法人番号
4430005006012

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,745,289                                    8,745,289 有限会社長谷川農場
法人番号

3430002048074
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,833,630                                    1,833,630 有限会社余湖農園
法人番号

2430002048439
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,715,195                                    5,715,195
農事組合法人北海道永
峯牧場

法人番号
3430005006013

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,284,677                                    1,284,677
長谷川ファーム北海道
株式会社

法人番号
1430001069040

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,781,420                                  10,781,420 有限会社津崎農場
法人番号

4430002046440
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 12,127,342                                  12,127,342 上田農場有限会社
法人番号

5430002046349
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 22,621,008                                  22,621,008
有限会社ＰＲＯＦＡＲＭＥ
ＲＳＹＡＭＡＺＡＫＩ

法人番号
1430002047012

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,303,057                                  14,303,057 有限会社川辺農場
法人番号

6430002046372
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,084,285                                  10,084,285 有限会社高田農園
法人番号

8430002046429
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,970,224                                    4,970,224 有限会社佐古農場
法人番号

2430002046401
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 12,675,107                                  12,675,107 有限会社棚村農園
法人番号

1430002046427
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,537,243                                    4,537,243 有限会社湯浅農場
法人番号

7430002046512
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,394,013                                    8,394,013 有限会社庵農場
法人番号

1430002046336
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 20,723,416                                  20,723,416 有限会社中川農場
法人番号

4430002046457
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,684,584                                  10,684,584 栄木有限会社
法人番号

2430002046351
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 15,170,048                                  15,170,048
有限会社グロ－イング
ヤマシタ

法人番号
7430002046586

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,214,101                                  13,214,101 有限会社川原農産
法人番号

3430002046375
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,869,876                                    4,869,876 有限会社川原農場
法人番号

5430002046373
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 34,241,513                                  34,241,513 株式会社本橋農産
法人番号

7430001063070
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,549,367                                    3,549,367 有限会社館田農場
法人番号

6430002046430
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,518,626                                    9,518,626 有限会社大塚農場
法人番号

9430002046361
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 16,857,448                                  16,857,448 有限会社山下農産
法人番号

9430002046502
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 17,969,555                                  17,969,555 有限会社清水農場
法人番号

5430002046407
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,886,628                                    9,886,628 有限会社間峠農場
法人番号

2430002046483
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 19,933,106                                  19,933,106 有限会社きやじ
法人番号

1430002046757
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 6,802,560                                    6,802,560 有限会社古熊農場
法人番号

9430002046469
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,934,023                                    7,934,023 有限会社谷口農場
法人番号

9430002046428
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,248,612                                    9,248,612 有限会社中出農場
法人番号

5430002046456
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 16,154,424                                  16,154,424
有限会社当別ひろがり
ファ－ム

法人番号
4430002046787

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,522,836                                    7,522,836 有限会社佐々木農場
法人番号

3430002046400
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,456,198                                  14,456,198 有限会社高島農場
法人番号

9430002046849
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 17,261,574                                  17,261,574 有限会社森田農場
法人番号

5430002046497
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 23,163,470                                  23,163,470 有限会社宮本農場
法人番号

9430002046493
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,565,917                                    7,565,917 アグリヒルズ株式会社
法人番号

8430001043204
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 949,350                                        949,350 有限会社大和農園
法人番号

1430002046501
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 72,344,599                                  72,344,599 有限会社川村農場
法人番号

8430002046370
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,747,203                                    3,747,203 有限会社石塚農産
法人番号

2430002046525
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,183,102                                    5,183,102 有限会社三品農産
法人番号

6430002046554
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,030,836                                    4,030,836 有限会社南部農産
法人番号

9430002046543
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,111,696                                    3,111,696 有限会社丸重南部農産
法人番号

8430002046552
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,613,721                                    2,613,721 有限会社泉田農産
法人番号

4430002046523
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,949,305                                    1,949,305 有限会社岡農産
法人番号

1430002046526
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,431,565                                    2,431,565 有限会社北野農産
法人番号

7430002046529
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 11,336,767                                  11,336,767 有限会社高橋農産
法人番号

5430002046539
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,219,542                                    5,219,542 有限会社若松農産
法人番号

3430002046557
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,959,730                                    2,959,730 有限会社高田興産
法人番号

7430002046537
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,571,892                                    5,571,892 有限会社第三佐藤産業
法人番号

8430002046536
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,259,326                                    5,259,326 有限会社早渕産業
法人番号

7430002046545
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,733,175                                    4,733,175 丸一橘産業有限会社
法人番号

1430002046550
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,072,804                                    5,072,804 有限会社南農産
法人番号

5430002046555
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,250,416                                  14,250,416 有限会社白岩農産
法人番号

3430002046532
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,214,784                                    3,214,784 有限会社田村農産
法人番号

2430002046541
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 448,000                                        448,000 農事組合法人百笑一喜
法人番号

2430005013010

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 738,400                                        738,400 合同会社小野農園
法人番号

3430003002550

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 6,423,830                                    6,423,830 下幌集落営農組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 46,352,171                                  46,352,171 有限会社伊藤農場
法人番号

7450002007784
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 11,439,730                                  11,439,730 有限会社中河牧場
法人番号

3450002007788
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 18,041,159                                  18,041,159 株式会社市村ファーム
法人番号

2450001010934
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 17,717,873                                  17,717,873 有限会社音成農場
法人番号

9450002007782
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 30,540,124                                  30,540,124 株式会社北村そば農場
法人番号

8450001011646
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,049,483                                    9,049,483 稲見農場株式会社
法人番号

5450001011608
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,215,288                                    3,215,288
幌加内地区集落営農組
合

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,327,068                                    3,327,068 株式会社吉成農場
法人番号

4450001011922
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,133,039                                  14,133,039 有限会社大曲関口牧場
法人番号

1450002007781
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 12,067,096                                  12,067,096
Ｍｔ．ピッシリ森の国株
式会社

法人番号
8450001011976

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 46,225,200                                  46,225,200 母子里農場株式会社
法人番号

5450001011376

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 359,450                                        359,450 有限会社吉本農場
法人番号

8450002006026
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,759,932                                    3,759,932 有限会社岡田産商
法人番号

1450002001207
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 6,947,625                                    6,947,625 株式会社鷲尾農場
法人番号

4450001010585
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,185,710                                    8,185,710
有限会社西神楽ファー
ム

法人番号
4450002003951

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 17,223,722                                  17,223,722 有限会社西神楽夢民村
法人番号

2450002007153
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,267,675                                  14,267,675 株式会社平田農場
法人番号

7450001010277
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,352,506                                    8,352,506
聖和８区１３区集落営
農組合

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,249,013                                    5,249,013
有限会社ロックドリ－ム
ファクトリ－

法人番号
2450002006130

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 11,439,775                                  11,439,775 株式会社神聖
法人番号

2450001005744
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 6,116,196                                    6,116,196 株式会社ファーム中村
法人番号

9450001010440
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 691,423                                        691,423 有限会社外山
法人番号

2450002003879
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 15,934,635                                  15,934,635 株式会社吉原農場
法人番号

7450001011903
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,079,809                                    4,079,809
株式会社オザキファー
ム

法人番号
9450001011918

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,442,558                                    4,442,558 有限会社旭ファーム
法人番号

5450002000345
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 809,100                                        809,100 東神ファーム
法人番号

3450002003762
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,981,350                                    4,981,350
有限会社有機栽培研究
ファーム

法人番号
8450002005944

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,336,950                                    4,336,950
農事組合法人八千代第
３生産組合

法人番号
2450005000659

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,496,311                                    5,496,311 有限会社東耕ファーム
法人番号

3450002003738
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 166,851                                        166,851 株式会社舟山農産
法人番号

1450001011982
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 316,702                                        316,702 有限会社岸山
法人番号

7450002001696
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,034,252                                    1,034,252 有限会社平野ファーム
法人番号

3450002004703
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,031,628                                    3,031,628
有限会社ファインワーク
ス

法人番号
7450002007223

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,038,130                                    2,038,130
株式会社パートナー
コーンズ

法人番号
8450001010953

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,614,708                                  10,614,708 株式会社道下ファーム
法人番号

2450001011321
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 837,200                                        837,200 株式会社楠木
法人番号

3450001011626
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,170,070                                    1,170,070 有限会社遠藤農産
法人番号

2450002000884
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,200,000                                    1,200,000
株式会社北光センター・
トムテ

法人番号
3450001011361

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,257,107                                    4,257,107 有限会社牧野農産
法人番号

2450002005116
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,932,131                                    3,932,131 株式会社米人なかの
法人番号

4450002004066
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 376,870                                        376,870 有限会社定岡農園
法人番号

5450002002473
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 240,500                                        240,500
株式会社北海道ファー
ム太田

法人番号
7450001011218

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,134,280                                    2,134,280 株式会社ノウリエ
法人番号

5450001011302
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 21,252,664                                  21,252,664 有限会社営農企画
法人番号

5450002001005
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,573,735                                    9,573,735 比布町集落営農組織
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,876,165                                    3,876,165
農事組合法人伏古生産
組合

法人番号
1450005000651

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,377,533                                    3,377,533 有限会社協和農産
法人番号

5450002002011
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,123,963                                    2,123,963
合同会社ザ愛別さんさ
ん

法人番号
7450003000516

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 921,276                                        921,276 有限会社実来い農園
法人番号

7450002008717
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,842,019                                    1,842,019 有限会社北の恵み
法人番号

1450002008904
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,363,864                                    1,363,864 有限会社美土里
法人番号

1450002007880
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 613,370                                        613,370 有限会社太田農園
法人番号

9450002009242
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 6,604,987                                    6,604,987 有限会社新星農園
法人番号

2450002009331
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 16,291,177                                  16,291,177 農事組合法人安井農園
法人番号

7450005002089
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,369,966                                    1,369,966
株式会社富良野二百年
農場

法人番号
4450001010057

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 793,817                                        793,817 西中５第１集落
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,697,453                                    4,697,453 株式会社フロンティア
法人番号

2450001006651
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,487,614                                    1,487,614
株式会社おさだ高原農
場

法人番号
8450001007033

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 11,198,270                                  11,198,270 有限会社松山農場
法人番号

9450002010118
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 6,253,647                                    6,253,647 有限会社小倉牧場
法人番号

8450002010077
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,870,020                                    3,870,020 株式会社百商屋
法人番号

2450001007971
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,189,288                                    2,189,288
農事組合法人ミナミラン
チ

法人番号
2450005002416

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 11,355,500                                  11,355,500 美深そば生産組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,482,631                                    3,482,631 みのり生産集団
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,580,587                                    3,580,587 株式会社矢野農園
法人番号

7430001067749
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,398,558                                    4,398,558
株式会社マルシメおぬ
き

法人番号
3430001058099

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,201,200                                    1,201,200 有限会社ウィット
法人番号

3430002066101

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,781,223                                    5,781,223
有限会社山谷グリ－ン
ファーム

法人番号
9430002061146

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,024,620                                    1,024,620
有限会社フラワーランド
花屋の三倉

法人番号
3430002061102

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,962,851                                    1,962,851
有限会社源津プロスパ
ファーム

法人番号
6430002060976

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,464,639                                    3,464,639
有限会社むかわコント
ラサービス

法人番号
2430002061235

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,805,991                                    2,805,991 有限会社高田農園
法人番号

4430002061035
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,645,378                                    4,645,378 有限会社遠藤ファーム
法人番号

6430002061223
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,534,254                                  13,534,254
有限会社内海アグリ
ファーム

法人番号
8430002060974

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,598,933                                    7,598,933
有限会社平取アグリサ
ポート

法人番号
9430002063035

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 26,421,743                                  26,421,743 有限会社小川農場
法人番号

2460102004173
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 34,318,252                                  34,318,252 有限会社十勝愛信
法人番号

5460102007512
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 23,572,639                                  23,572,639 有限会社植田農場
法人番号

3460102007679
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,757,849                                    1,757,849 有限会社鎌田農場
法人番号

9460102000793
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,186,657                                    8,186,657
有限会社ベルセゾン
ファーム

法人番号
5460102002983

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 15,608,634                                  15,608,634 株式会社千葉農産
法人番号

6460101005144
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 19,520,771                                  19,520,771
有限会社北海道ホープ
ランド

法人番号
8460102003104

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 27,827,721                                  27,827,721 有限会社山本農産
法人番号

9460102007319
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 70,045,523                                  70,045,523 有限会社佐藤農場
法人番号

3460102001376
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,946,172                                    2,946,172 株式会社雄秀農園
法人番号

7460101005622
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 16,740,680                                  16,740,680 株式会社髙橋農産
法人番号

8460301004596
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,473,304                                    5,473,304 株式会社宮田ファーム
法人番号

4460301004435
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,824,295                                    2,824,295 ファーム大樹合同会社
法人番号

4460303000548
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 36,856,214                                  36,856,214 株式会社平林農場
法人番号

1460301003927
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,212,301                                    7,212,301 株式会社岡内農場
法人番号

6460301004400
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 23,684,468                                  23,684,468 株式会社林田ファーム
法人番号

3460301003925
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 29,717,831                                  29,717,831 株式会社紺野ファーム
法人番号

4460301003924
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 45,521,714                                  45,521,714 有限会社石原農場
法人番号

7460302005132
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 20,299,226                                  20,299,226 有限会社合田農場
法人番号

7460302005371
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,180,316                                    8,180,316
有限会社アグリオホー
ツク

法人番号
7460302004613

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 23,833,923                                  23,833,923 大江農場株式会社
法人番号

6460301004391
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,535,965                                    9,535,965 株式会社北竜畜産
法人番号

5460301003650
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 24,265,374                                  24,265,374 有限会社白井産業
法人番号

2460302004700
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,099,771                                    7,099,771 有限会社関谷農園種苗
法人番号

9460302005163
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 24,119,427                                  24,119,427 有限会社梨木牧場
法人番号

8460302004711
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 17,412,006                                  17,412,006 有限会社川崎産業
法人番号

5460302004680
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 31,006,548                                  31,006,548 有限会社市川農場
法人番号

6460302004671
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 32,308,794                                  32,308,794 有限会社菊地農場
法人番号

2460302004683
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 32,905,495                                  32,905,495 有限会社白樺農場
法人番号

3460302004699
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 28,254,830                                  28,254,830 株式会社伊勢谷農場
法人番号

2460301004172
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 21,626,200                                  21,626,200 有限会社近藤農場
法人番号

3460302004690
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 18,608,011                                  18,608,011 有限会社早川ファーム
法人番号

7460302005256
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,749,141                                    2,749,141
株式会社オホーツク花
き園芸

法人番号
6460301003947

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 32,972,602                                  32,972,602 有限会社森産業
法人番号

6460302005174
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 31,209,958                                  31,209,958 有限会社向農場
法人番号

9460302004727
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 24,505,006                                  24,505,006 有限会社久保農場
法人番号

7460302004687
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 23,696,934                                  23,696,934 有限会社佐藤農場
法人番号

8460302004694
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,598,333                                    8,598,333 有限会社清杉産業
法人番号

9460302004685
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 15,216,028                                  15,216,028 有限会社坂下農場
法人番号

1460302004692
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,728,000                                    4,728,000 有限会社平農場
法人番号

8460302004703

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,126,944                                    9,126,944 有限会社厚海産業
法人番号

2460302004667
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 20,792,808                                  20,792,808 有限会社本田農場
法人番号

5460302004722
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 16,848,311                                  16,848,311 有限会社児山産業
法人番号

5460302004689
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 24,704,370                                  24,704,370 有限会社伊藤農場
法人番号

5460302004672
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 17,008,286                                  17,008,286 有限会社神田産業
法人番号

7460302004679
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,234,071                                  14,234,071 有限会社丹羽農場
法人番号

6460302004713
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 22,344,942                                  22,344,942 有限会社遠藤産業
法人番号

3460302004674
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 30,616,876                                  30,616,876
農事組合法人森ファー
ム

法人番号
9460305001721

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 15,612,339                                  15,612,339 有限会社上杉産業
法人番号

6460302005249
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,418,628                                    7,418,628 株式会社瀧本ファーム
法人番号

7460301004556
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 34,613,015                                  34,613,015
農事組合法人卯原内酪
農生産組合

法人番号
1460305001332

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 59,296,852                                  59,296,852 農事組合法人石川組合
法人番号

7460305001335
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 19,553,764                                  19,553,764 農事組合法人井上農場
法人番号

8460305001334
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 26,092,904                                  26,092,904 有限会社三和牧場
法人番号

9460302004314
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,552,676                                    4,552,676
有限会社五十嵐ファー
ム

法人番号
5460302004202

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 32,131,220                                  32,131,220 有限会社中園協栄農場
法人番号

1460302005195
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 28,874,725                                  28,874,725
農事組合法人稲富生産
組合

法人番号
9460305001333

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 14,751,465                                  14,751,465 株式会社鹿庭ファーム
法人番号

1460301004470
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 6,359,343                                    6,359,343 農事組合法人網走農場
法人番号

4460305001338
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 19,052,418                                  19,052,418
農事組合法人オホーツ
ク網走２６

法人番号
1460305001654

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 15,332,726                                  15,332,726 株式会社後田農園
法人番号

8460301004415
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 34,804,853                                  34,804,853
農事組合法人オホーツ
ク網走産業

法人番号
3460305001669

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 68,079,531                                  68,079,531 農事組合法人栗生農場
法人番号

9460305001341
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 20,758,369                                  20,758,369
有限会社カマダファー
ム

法人番号
3460302005334

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 18,913,869                                  18,913,869 農事組合法人ナガモト
法人番号

8460305001342
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 5,713,615                                    5,713,615
農事組合法人オホーツ
ク浦士別２７

法人番号
1460305001695

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 24,488,560                                  24,488,560
農事組合法人春日井農
場

法人番号
3460105001332

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 28,095,269                                  28,095,269 有限会社太田農場
法人番号

2460102006005
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 40,352,821                                  40,352,821
農事組合法人笹川北斗
農場

法人番号
9460105001335

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 107,358,488                              107,358,488
農事組合法人西上経営
組合

法人番号
7460105001337

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 26,910,560                                  26,910,560 有限会社馬場農場
法人番号

1460102006039
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,344,491                                  13,344,491 株式会社村瀬ファーム
法人番号

5460101006192
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 10,707,735                                  10,707,735 太丸熊谷農場有限会社
法人番号

1460102006030
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 21,687,188                                  21,687,188 株式会社佐藤農場
法人番号

7460101004921
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 51,363,001                                  51,363,001 有限会社尾藤農産
法人番号

1460102002789
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 38,328,768                                  38,328,768 有限会社東洋農場
法人番号

6460102002322
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 2,197,505                                    2,197,505 有限会社しらかば農園
法人番号

6460102001588
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,213,067                                  13,213,067 有限会社早苗農場
法人番号

1460102001403
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 26,540,748                                  26,540,748
有限会社グリ－ンファ
－ム

法人番号
2460102001006

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 31,787,521                                  31,787,521
株式会社大野フア－
ム．

法人番号
3460101004256

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 22,619,433                                  22,619,433
有限会社北海ファ－
ム・三和

法人番号
6460102003080

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 41,118,763                                  41,118,763 有限会社太田農産
法人番号

9460102000455
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 28,597,890                                  28,597,890 有限会社中川農場
法人番号

6460102003881
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 79,237,405                                  79,237,405 有限会社鈴鹿農園
法人番号

9460102007302
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,548,872                                    7,548,872 有限会社竹澤牧場
法人番号

7460102007642
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 43,321,415                                  43,321,415 有限会社岩井農場
法人番号

4460102007653
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 43,110,401                                  43,110,401 株式会社西原農場
法人番号

5460101004056
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 13,425,774                                  13,425,774 有限会社宇野農場
法人番号

4460102000352
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,788,944                                    7,788,944 西村農場株式会社
法人番号

4460101005419
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 16,245,450                                  16,245,450 後藤農場株式会社
法人番号

2460101005750
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 58,117,372                                  58,117,372
農事組合法人雄馬別農
場

法人番号
9460105002069

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 26,604,736                                  26,604,736
合同会社ムトウファー
ム

法人番号
2460103000964

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,307,034                                    3,307,034
株式会社十勝めむろ阿
部農場

法人番号
7460101005911

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 3,300,177                                    3,300,177
株式会社おぎミルク
ファーム

法人番号
6460101006010

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 11,399,158                                  11,399,158 株式会社中捨農場
法人番号

7460101006083
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 15,029,323                                  15,029,323 有限会社宇野ファーム
法人番号

4460102000352
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 30,257,500                                  30,257,500 株式会社土井ファーム
法人番号

6460101006126
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 7,957,887                                    7,957,887
株式会社土江田ファー
ム

法人番号
3460101006112

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 1,093,350                                    1,093,350 有限会社太陽ファーム
法人番号

8460102002403
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 9,089,675                                    9,089,675 有限会社十勝大森牧場
法人番号

1460102006856
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 4,480,750                                    4,480,750
株式会社カワサキ
ファーム

法人番号
6460102006810

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 62,892,000                                  62,892,000 株式会社上原農場
法人番号

7462501000574
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,782,702                                  18,782,702 株式会社佐々木農産
法人番号

3430001070896
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,906,124                                    8,906,124 有限会社森芳農産
法人番号

5430002046225
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,150,019                                    7,150,019 有限会社清水農産
法人番号

2430002045659
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 22,156,212                                  22,156,212 株式会社輝楽里
法人番号

5430001043033
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 74,621,503                                  74,621,503 株式会社エマ－
法人番号

3430001043142
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,311,105                                  16,311,105
有限会社ファ－ムファ
－ム

法人番号
5430002046745

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,856,884                                    1,856,884 株式会社町村農場
法人番号

2430001043093
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 855,997                                        855,997 有限会社正木農場
法人番号

2430002046095
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,584,924                                    2,584,924 有限会社徳永農場
法人番号

9430002045850
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,835,326                                  14,835,326 有限会社篠津農場
法人番号

6430002045655
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,435,960                                    8,435,960 有限会社八紘農場
法人番号

2430002045956
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,828,513                                  14,828,513 有限会社池田農場
法人番号

9430002045306
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 17,716,593                                  17,716,593 有限会社八幡農場
法人番号

2430002046938
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,340,227                                    7,340,227 有限会社豊幌農場
法人番号

3430002045856
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,325,533                                  11,325,533 株式会社巴農場
法人番号

9430001043145
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,624,445                                    1,624,445
ＡｍｂｉｔｉｏｕｓＦａｒｍ株式
会社

法人番号
7430001067682

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,682,946                                  18,682,946 株式会社鈴木総業
法人番号

2430001066169
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,128,832                                    2,128,832
有限会社江別東インタ
－農産

法人番号
2430002045403

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,949,111                                    4,949,111
株式会社農業生産法人
やま道の里

法人番号
4430001043042

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,175,478                                    6,175,478 有限会社西藤農産
法人番号

9430002049612
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,678,159                                    8,678,159 有限会社保科農産
法人番号

2430002049742
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,795,305                                    2,795,305 有限会社小浜農産
法人番号

7430002049317
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,001,475                                    8,001,475 有限会社松田農産
法人番号

8430002049811
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 47,255,096                                  47,255,096 株式会社丸惣馬場農場
法人番号

6430001047702
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 38,072,734                                  38,072,734 株式会社今農場
法人番号

5430001063221
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,938,057                                    4,938,057 有限会社三枝農場
法人番号

3430002049840
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 31,576,192                                  31,576,192
有限会社ユニオンシス
テム

法人番号
6430002050861

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,774,872                                    1,774,872 有限会社狩野自然農園
法人番号

3430002049254
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,593,610                                  11,593,610 株式会社安藤農産
法人番号

9430001047708
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,469,738                                    4,469,738 株式会社谷農園
法人番号

4430001066019
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 631,647                                        631,647 有限会社丸栄農園
法人番号

9430002049785
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,679,720                                    1,679,720 有限会社山田商産
法人番号

5430002049896
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,330,000                                    3,330,000 有限会社矢尾農場
法人番号

6430002049887
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 17,670,416                                  17,670,416 株式会社大二野村農場
法人番号

9430001068282
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,938,104                                  13,938,104
株式会社いわみざわ大
願ファーム

法人番号
1430001060998

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 45,223,835                                  45,223,835
株式会社イーストファー
ム

法人番号
8430001059175

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,555,455                                  14,555,455
株式会社ライスフィール
ド後藤

法人番号
5430001063015

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,379,779                                  14,379,779 株式会社右岸コム
法人番号

6430001047925
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,037,497                                    9,037,497 有限会社里見農場
法人番号

7430002050811
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 660,165                                        660,165 合同会社アグリード
法人番号

7430003002555
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,276,135                                    6,276,135 株式会社アッツファーム
法人番号

1430001071228
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,364,936                                    9,364,936 有限会社平田農場
法人番号

8430002049662
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,835,736                                    1,835,736 有限会社小倉農場
法人番号

2430002049189
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 23,198,031                                  23,198,031 株式会社倉田農場
法人番号

7430001062758
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,115,673                                    8,115,673 有限会社谷内農場
法人番号

5430002049426
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,202,864                                  13,202,864 株式会社舩産ファーム
法人番号

9430001065676
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,971,851                                    5,971,851
有限会社くすのきファー
ム

法人番号
9430002050801

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,297,406                                    1,297,406 株式会社ＪＡＫＥ
法人番号

1430001068604
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,373,581                                  15,373,581 株式会社滝谷農場
法人番号

1430001047707
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,627,497                                    3,627,497 有限会社森田農産
法人番号

7430002050654
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,475,395                                  15,475,395 有限会社毛陽農産
法人番号

8430002050505
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 177,493                                        177,493
株式会社宝水ワイナ
リー

法人番号
6430001047223

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,253,207                                  12,253,207
株式会社佐々木農場ア
ソシエーション

法人番号
9430001068464

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 32,228,065                                  32,228,065
有限会社御茶の水ク
リーンファーム

法人番号
7430002049218

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,132,463                                  11,132,463 株式会社ル・シエル
法人番号

8430001048013
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,126,636                                  15,126,636 株式会社池田ファーム
法人番号

7430001070851
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 32,404,167                                  32,404,167
株式会社アグリカル
チャーＫａｊｉ

法人番号
4430001065482

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 23,699,531                                  23,699,531 有限会社田中ファーム
法人番号

4430002050847
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,062,156                                    8,062,156
株式会社青空ファーム
池田

法人番号
3430001073263

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,559,914                                  15,559,914 株式会社相園
法人番号

9430001048012
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,113,830                                    3,113,830
有限会社砂浜ファーム
サービス２１

法人番号
2430002050766

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,794,716                                    6,794,716
株式会社タップファクト
リー

法人番号
8430001059381

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 25,945,189                                  25,945,189 株式会社耕創
法人番号

5430001047224
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,517,393                                    6,517,393 有限会社藤田農場
法人番号

5430002050425
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,349,140                                  14,349,140 有限会社なかた農場
法人番号

3430002050402
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,591,770                                    6,591,770
合同会社たかはし
ファーミング

法人番号
6430003002548

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 17,033,605                                  17,033,605 有限会社新田農場
法人番号

9430002050405
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,706,459                                    9,706,459 有限会社長内ファーム
法人番号

6430002050283
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 724,000                                        724,000
有限会社太陽と月と地
球

法人番号
1430002050692

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,840,843                                  12,840,843 有限会社間島ファーム
法人番号

3430002050600
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,315,990                                    8,315,990 有限会社川北農場
法人番号

7430002050290
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,839,332                                  21,839,332 有限会社定塚農場
法人番号

7430002050340
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,658,847                                    6,658,847 有限会社伊藤ファーム
法人番号

9430002050660
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,385,677                                    4,385,677 合同会社清水ファーム
法人番号

5430003002565
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,866,906                                  13,866,906 有限会社木下農場
法人番号

4430002050599
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,155,056                                  12,155,056
有限会社アグリカル
チュアーひろし

法人番号
5430002050251

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,296,050                                    9,296,050 有限会社北村牧場
法人番号

1430002050305
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,070,302                                    4,070,302 有限会社鳥井農場
法人番号

9430002050388
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,944,135                                    7,944,135 有限会社石黒ファーム
法人番号

6430002050267
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,647,559                                    6,647,559
株式会社セガワファー
ム

法人番号
1430001064025

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,632,151                                    2,632,151 有限会社市川農場
法人番号

2430002050270
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 592,065                                        592,065 有限会社小松農場
法人番号

8430002050323
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,124,831                                    4,124,831 株式会社阿部農園
法人番号

4430001047836
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,903,709                                  18,903,709 有限会社西谷内農場
法人番号

4430002050723
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,633,016                                    5,633,016
Ｔ’ｓ－ＳｅｌｅｃｔｉｏｎＡｇｒ．
合同会社

法人番号
7430003006655

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,945,830                                    2,945,830 有限会社神尾農豊園
法人番号

1430002050296
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,376,744                                    9,376,744 有限会社鎌田農園
法人番号

2430002050295
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,192,778                                  11,192,778 株式会社上條農場
法人番号

9430001070783
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,224,818                                    7,224,818 有限会社谷本農場
法人番号

9430002050371
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,686,859                                    3,686,859 有限会社平野農場
法人番号

9430002050421
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,241,116                                  10,241,116 株式会社戸田農場
法人番号

8430001047907
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,098,519                                  12,098,519 株式会社茂内ファ－ム
法人番号

1430001047970
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,404,966                                    9,404,966
ノースアグリナカムラ株
式会社

法人番号
9430002050719

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 31,719,731                                  31,719,731 有限会社萌農産
法人番号

9430002050603
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 42,062,631                                  42,062,631 株式会社あららぎ農産
法人番号

2430002050675
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,857,586                                    1,857,586
豊里フーズプロデュー
ス株式会社

法人番号
5430001067156

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,299,213                                    4,299,213 株式会社小山農園
法人番号

5430001047819
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,406,786                                    2,406,786 株式会社北山農産
法人番号

3430001065698
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,227,838                                    1,227,838 有限会社工藤農場
法人番号

8430002050026
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,433,702                                    5,433,702
株式会社わたなべ
ファーム

法人番号
8430001065677

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,245,943                                    5,245,943 株式会社田中農場
法人番号

3430001063207
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,345,066                                    3,345,066 株式会社ファーム大山
法人番号

6430001047826
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,665,235                                    2,665,235
株式会社さかもとファー
ム

法人番号
3430001073255

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,118,940                                    1,118,940 株式会社小松ファーム
法人番号

4430001047828
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,537,193                                    6,537,193
有限会社白木ライスア
グリ

法人番号
2430002050064

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,583,509                                    7,583,509 有限会社白木ファーム
法人番号

7430002050729
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,914,100                                    5,914,100 株式会社秋場ファーム
法人番号

6430001070786
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,117,619                                  15,117,619 株式会社尾田ファーム
法人番号

5430001047736
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,624,249                                  11,624,249 株式会社小西ファーム
法人番号

8430001047741
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,093,906                                    8,093,906 株式会社宮嶋ファーム
法人番号

9430001047831
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,941,869                                  12,941,869 有限会社横山農場
法人番号

7430002050497
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,958,240                                    5,958,240 有限会社森山農場
法人番号

4430002050806
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,939,621                                    3,939,621 株式会社只野農園
法人番号

5430001068278
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,594,216                                    9,594,216 有限会社北農産
法人番号

7430002050308
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,893,340                                    9,893,340 有限会社濱本農場
法人番号

3430002050807
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,735,793                                    9,735,793 株式会社村形ファーム
法人番号

7430001047742
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,741,246                                    5,741,246
株式会社アセスグリー
ン

法人番号
4430001047225

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 37,191,658                                  37,191,658
農事組合法人セレス
コーポレーション

法人番号
5430005012703

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,110,316                                  12,110,316 有限会社みのる興産
法人番号

9430002050470
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 25,280,422                                  25,280,422 有限会社渡辺農場
法人番号

3430002050501
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 782,000                                        782,000 株式会社大豆の国
法人番号

3190001024308

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 479,700                                        479,700 有限会社富田農場
法人番号

2430002050386

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 128,700                                        128,700
有限会社北海道ファー
ム

法人番号
6430002050564

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 728,000                                        728,000
株式会社日高はなはな
ファーム

法人番号
3430001067067

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,826,277                                    3,826,277
株式会社たなだファー
ム

法人番号
8430001073275

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,865,209                                  13,865,209
株式会社アグリプレゼ
ント

法人番号
5430001066257

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,134,535                                  11,134,535 有限会社東海林産業
法人番号

7430002050349
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 33,544,905                                  33,544,905
有限会社岐阜コントラク
ター

法人番号
6430002050787

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 461,500                                        461,500
株式会社ほのぼの
ファーム

法人番号
6430001047883

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 917,087                                        917,087
農事組合法人アグリプ
ロ未来

法人番号
5430005011119

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,815,303                                    2,815,303 有限会社石黒園芸
法人番号

5430002049987
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,668,953                                    3,668,953 株式会社ミレット・マート
法人番号

7430001068136
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,254,014                                    2,254,014 関口産業株式会社
法人番号

2430001068280
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,780,438                                  11,780,438 有限会社杉本農場
法人番号

5430002050722
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,237,755                                    5,237,755 株式会社林農産
法人番号

6430001048023
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,689,646                                    3,689,646 有限会社福良農場
法人番号

8430002049720
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,123,174                                    5,123,174 有限会社中越農産
法人番号

3430002050609
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,331,150                                    3,331,150 有限会社橋場農園
法人番号

6430002050812
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,738,389                                    4,738,389 有限会社岩間ファ－ム
法人番号

7430002049985
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,795,541                                    6,795,541 峰延農業生産有限会社
法人番号

1430002050214
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 144,000                                        144,000 有限会社晴耕農園
法人番号

5430002050755

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,834,104                                    1,834,104
株式会社センターハウ
ス

法人番号
7430001047651

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,840,698                                    3,840,698 株式会社沼南ファーム
法人番号

1430001070790
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,367,964                                    5,367,964 株式会社櫻井農産
法人番号

2430001065674
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,820,219                                    5,820,219 株式会社佐々木農場
法人番号

4430001065697
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,298,340                                    7,298,340 佐伯アグリコ株式会社
法人番号

8430001065818
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,510,342                                  20,510,342 株式会社米内農場
法人番号

6430001068277
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,329,167                                    8,329,167 株式会社ファーム佐藤
法人番号

8430001068275
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,007,308                                    4,007,308 株式会社ひうらアグリ
法人番号

2430001068644
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 430,000                                        430,000 合同会社清水自然園
法人番号

6430003006747

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 310,648                                        310,648
合同会社あぐり渡邊本
家

法人番号
5430003007317

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,926,281                                    2,926,281 株式会社田村農場
法人番号

2430001070740
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,571,588                                    3,571,588 株式会社樋口農園
法人番号

7430001070785
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,974,838                                    7,974,838 株式会社アグリ川田
法人番号

6430001073418
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,540,015                                  13,540,015 有限会社湯浅農産
法人番号

8430002050232
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,661,354                                    3,661,354 有限会社和田農場
法人番号

8430002050240
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,458,114                                  13,458,114 有限会社貞廣農場
法人番号

2430002050865
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 25,864,971                                  25,864,971 有限会社清水農場
法人番号

8430002050067
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,743,791                                  16,743,791 有限会社田島土地開発
法人番号

3430002050096
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 19,443,800                                  19,443,800 有限会社開林農産
法人番号

9430002050009
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,366,781                                    8,366,781 有限会社ピパーム
法人番号

6430002050762
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,994,358                                    1,994,358 有限会社鴫原農場
法人番号

2430002050857
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,067,971                                    7,067,971 有限会社寺﨑農場
法人番号

9430002050867
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 140,000                                        140,000 株式会社西川農場
法人番号

3430001047894

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,185,170                                  15,185,170 くろだファーム株式会社
法人番号

6430001056034
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 612,264                                        612,264 株式会社弥生時代
法人番号

6430001059169
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 30,318,396                                  30,318,396 牧野農園有限会社
法人番号

2430002050205
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,648,295                                    4,648,295
農事組合法人沼の内福
井生産組合

法人番号
8430005006628

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,756,944                                    5,756,944 有限会社常磐総合農園
法人番号

3430002052679
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,064,311                                    1,064,311
有限会社あしべつグ
リーンファーム

法人番号
8430002053482

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,312,100                                    4,312,100 有限会社旭栄農園
法人番号

2430002053645

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,992,400                                    1,992,400 株式会社竹部農産
法人番号

1430001058704

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,784,390                                    3,784,390 合同会社宮田農園
法人番号

5430003006599
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,544,602                                    2,544,602 有限会社加藤農場
法人番号

2430002053389
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 806,000                                        806,000 有限会社山下農場
法人番号

9430002053465

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 763,100                                        763,100
有限会社アグリシステ
ム

法人番号
2430002053380

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,946,556                                    1,946,556 株式会社ＹＡＭＡＤＡ
法人番号

4430001072941
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,857,255                                    1,857,255 集落営農平岸
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,505,258                                    3,505,258 集落営農幌岡第一
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 659,100                                        659,100 集落営農共和

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,679,600                                    1,679,600 集落営農赤平

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,330,344                                    8,330,344 合同会社あぐりこ
法人番号

9430003002710
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,120,570                                    3,120,570 有限会社滝川ファーム
法人番号

1430002052540
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,282,017                                    6,282,017
有限会社ファームみら
い

法人番号
7430002053649

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 22,041,762                                  22,041,762 株式会社清川ファーム
法人番号

2430001064552
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 265,927                                        265,927 有限会社嶋田農産
法人番号

3430002052274
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 28,000                                            28,000 株式会社ふじた
法人番号

5430001073336

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,040,727                                  10,040,727 株式会社北海道清水
法人番号

2430001065666
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 33,324,344                                  33,324,344 有限会社高見農産
法人番号

9430002053408
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,429,100                                    4,429,100
合同会社すながわＴＯ
ＨＯ

法人番号
5430003002706

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 600,600                                        600,600
エルポ－トアグリ有限
会社

法人番号
2430002051847

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 945,601                                        945,601 西豊沼集落営農組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,147,070                                    2,147,070 有限会社野坂農場
法人番号

8450002007742
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,865,080                                    2,865,080
農事組合法人むつみ農
場

法人番号
1450005001633

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,883,764                                    6,883,764 農事組合法人旭農場
法人番号

5450005001539
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,317,660                                    9,317,660 株式会社庄司農場
法人番号

3450001010628
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,567,738                                    4,567,738 有限会社彩の郷
法人番号

4450002007408
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,238,584                                  10,238,584 農事組合法人北成農場
法人番号

6450005001637
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,765,655                                    5,765,655
株式会社ファームマツ
ウラ

法人番号
3450001011980

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,027,968                                    6,027,968
農事組合法人アプリア
ファーム

法人番号
4450005003916

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,390,481                                    6,390,481 株式会社澁谷農産
法人番号

5450001010304
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,069,338                                    1,069,338 株式会社藤谷果樹園
法人番号

2450001011684
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,175,330                                    4,175,330
株式会社深川未来
ファーム

法人番号
6450001011929

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,391,910                                    7,391,910 株式会社小倉農園
法人番号

3450001010090
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,345,190                                    1,345,190 株式会社三谷農園
法人番号

8450001010160
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,748,500                                    1,748,500 株式会社渡辺農園
法人番号

7450001011977

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,972,591                                  12,972,591 豊泉集落営農組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 778,492                                        778,492 株式会社寳利農場
法人番号

6450001010996
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,360,839                                    2,360,839 株式会社せがわ農園
法人番号

2450001011981
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 27,954,228                                  27,954,228 農事組合法人ユキノー
法人番号

9450005003993
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 52,534,810                                  52,534,810
インフィニットファーム株
式会社

法人番号
2450001006057

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,109,760                                    8,109,760 株式会社仁
法人番号

4450001011377
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,301,830                                    3,301,830
農事組合法人ユナイ
テッド

法人番号
8450005003986

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,589,770                                    1,589,770
農事組合法人ピース
ファーミング

法人番号
1450005004000

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,644,182                                    5,644,182
農事組合法人湯内
ファーム

法人番号
4450005003998

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 39,353,390                                  39,353,390 合同会社湯内農場
法人番号

6450003000896
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 36,187,823                                  36,187,823 農事組合法人米道産
法人番号

5450005003997
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 44,314,358                                  44,314,358
株式会社ＭＥＧＵＲＯｆａｒ
ｍ

法人番号
3450001011956

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,546,410                                    3,546,410 株式会社竹田
法人番号

2450001011957
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,049,160                                  13,049,160
農事組合法人ファーム
ホークス

法人番号
3450005003999

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,986,930                                    1,986,930 有限会社大川一夫農場
法人番号

1450002007740
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,398,026                                    6,398,026
株式会社きはらふぁー
む

法人番号
3450001011923

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,808,166                                  12,808,166 有限会社村澤農園
法人番号

7450002007636
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,750,080                                    7,750,080 株式会社清水農園
法人番号

1450001006999
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,586,906                                    5,586,906 一已地区集落営農組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,614,000                                    1,614,000 株式会社あゆみ農園
法人番号

3450001010297

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,027,810                                    9,027,810 石栗ファ－ム合同会社
法人番号

6450003000913
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,658,759                                    3,658,759 水源生産組合
法人番号

2450005001632
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 19,205,319                                  19,205,319 株式会社足立農場
法人番号

8430001068333
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 30,941,705                                  30,941,705
株式会社山口ファーミ
ング

法人番号
2430001063232

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 58,614,455                                  58,614,455 株式会社大舘ファーム
法人番号

5430001060805
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,543,849                                  21,543,849 株式会社城地農産
法人番号

6430001065712
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 29,916,886                                  29,916,886 有限会社フローア
法人番号

4430002051572
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 26,353,704                                  26,353,704 有限会社ほなみ
法人番号

2430002051574
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 38,589,824                                  38,589,824 有限会社ライフ
法人番号

8430002051593
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 24,801,005                                  24,801,005 株式会社響
法人番号

6430002051439
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 37,718,255                                  37,718,255 有限会社豊夢
法人番号

1430002051575
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 43,638,833                                  43,638,833 株式会社アシル
法人番号

8430001047709
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 31,999,077                                  31,999,077 有限会社ＮＯＡＨ
法人番号

4430002051449
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,244,221                                  11,244,221 有限会社ハル
法人番号

8430002051569
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,286,967                                  11,286,967 有限会社なんぽろ風蔵
法人番号

5430002051563
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,194,693                                    8,194,693 有限会社野楽
法人番号

9430002051592
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 38,473,155                                  38,473,155 有限会社エイム
法人番号

6430002051513
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 251,321                                        251,321 株式会社東藤農園
法人番号

5430001065440
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 767,008                                        767,008 有限会社杉本ファーム
法人番号

4430002052372
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,277,571                                    4,277,571 株式会社ファーム森
法人番号

3430001073024
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,445,662                                    6,445,662 有限会社大澤ファーム
法人番号

4430002051886
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 603,585                                        603,585 株式会社森農場
法人番号

8430001064893
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,785,894                                  10,785,894 有限会社笹木農場
法人番号

8430002053474
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 687,285                                        687,285 株式会社小林農園
法人番号

3430001049544
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 366,790                                        366,790
有限会社とまと屋さん
にった

法人番号
9430002053556

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,435,972                                    7,435,972 有限会社小林農場
法人番号

3430002052118
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 601,988                                        601,988 有限会社協和農産
法人番号

7430002052031
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,190,814                                    6,190,814 株式会社髙柳ファーム
法人番号

3430001068239
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,441,806                                    1,441,806
株式会社高島小林
ファーム

法人番号
1430001068133

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,323,301                                    8,323,301 有限会社秋桜
法人番号

9430002052310
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,579,662                                    8,579,662
有限会社あきよしファー
ム

法人番号
6430002053641

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 789,000                                        789,000 株式会社山下ファーム
法人番号

4430001060491
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 963,196                                        963,196
農事組合法人ユニ
ファーム

法人番号
3430005006871

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,541,635                                    7,541,635 株式会社野島農園
法人番号

2430001065699
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,959,892                                    4,959,892 有限会社本間
法人番号

4430002051473
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,527,523                                  14,527,523 有限会社井坂農産
法人番号

1430002051410
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 19,340,499                                  19,340,499 有限会社長嶋農産
法人番号

6430002051455
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,285,233                                    4,285,233 株式会社西村農場
法人番号

2430001047912
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,550,734                                    3,550,734 有限会社梅田農場
法人番号

7430002051413
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,618,190                                    2,618,190 有限会社賀集農産
法人番号

2430002051418
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,974,903                                    5,974,903 有限会社山内農産
法人番号

8430002051486
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 36,878,459                                  36,878,459 株式会社ヨシダ
法人番号

3430001065673
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,109,650                                  12,109,650 株式会社ヨコイファーム
法人番号

8430001070784
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,579,645                                  11,579,645 大西農産株式会社
法人番号

6430001047859
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,462,724                                    9,462,724 有限会社ファーム大塚
法人番号

2430002051467
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,544,411                                  15,544,411 有限会社北日本産業
法人番号

3430002051425
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 30,826,847                                  30,826,847 株式会社吉野農産
法人番号

1430001065700
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,413,505                                  11,413,505 株式会社片桐Ｆａｒｍ
法人番号

9430001065701
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,399,104                                    2,399,104
有限会社大丸三光土栄
農

法人番号
9430002051444

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 31,451,328                                  31,451,328 株式会社浅川農場
法人番号

4430001068279
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,756,331                                  20,756,331 株式会社和泉
法人番号

1430001073298
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 22,201,209                                  22,201,209 株式会社橋本農園
法人番号

7430001070827
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,393,700                                  18,393,700 有限会社豊作会農園
法人番号

3430002051474
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,093,323                                  14,093,323
株式会社ｔｗｏフィール
ズ

法人番号
9430001060660

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,254,244                                  14,254,244 有限会社中村協進農場
法人番号

3430002051458
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,690,916                                    6,690,916 株式会社真田農場
法人番号

7430001068276
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,085,461                                    5,085,461 有限会社ファームキトラ
法人番号

9430002051353
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,410,000                                    5,410,000 有限会社高木農場
法人番号

5430002051299

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,098,140                                    5,098,140 有限会社浅沼農場
法人番号

2430002051228
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,703,551                                    6,703,551 有限会社冨澤農場
法人番号

4430002051309
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 23,047,401                                  23,047,401 有限会社稔農場
法人番号

6430002051389
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,336,280                                  10,336,280 有限会社山中畜産
法人番号

5430002051398
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,959,311                                    4,959,311 有限会社木村農場
法人番号

4430002051267
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,136,201                                    6,136,201 有限会社土田農場
法人番号

4430002051333
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,927,958                                  12,927,958 有限会社柳原農場
法人番号

8430002051395
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 26,813,207                                  26,813,207 有限会社山田農場
法人番号

2430002051401
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 22,242,099                                  22,242,099 有限会社松村農場
法人番号

5430002051373
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,999,097                                  18,999,097 株式会社北都農産
法人番号

3430001068288
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,904,203                                  13,904,203 みなみ合同会社
法人番号

1430003005794
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,809,192                                  13,809,192 有限会社丸勝農場
法人番号

5430002051365
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 56,125,840                                  56,125,840 西南農場有限会社
法人番号

2430002051293
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 30,801,776                                  30,801,776 有限会社宮井農場
法人番号

4430002051390
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,417,548                                    8,417,548 有限会社福島農場
法人番号

2430002051351
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,038,763                                    5,038,763 株式会社橋本農場
法人番号

5430001061274
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,820,150                                    9,820,150 農事組合法人駒谷農場
法人番号

4430005006879
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,440,742                                  11,440,742 有限会社逢坂農園
法人番号

9430002051254
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 33,867,734                                  33,867,734 農事組合法人逢坂農場
法人番号

9430005006890
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,737,840                                    6,737,840 大橋商会合同会社
法人番号

2430003004556
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,665,273                                  11,665,273 農事組合法人四釜農場
法人番号

5430005006894
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 28,547,943                                  28,547,943 有限会社アグリ技研
法人番号

6430002051232
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,806,402                                  16,806,402 株式会社桃野農場
法人番号

1430001063547
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 22,601,602                                  22,601,602 株式会社みなみ農産
法人番号

3430001068131
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,333,707                                  20,333,707 有限会社仲野農園
法人番号

3430002051326
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,020,063                                    7,020,063 株式会社北栄ファーム
法人番号

4430001049147
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,504,756                                    4,504,756 農事組合法人菊沢農場
法人番号

6430005006893
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 23,902,734                                  23,902,734
株式会社マオイの里農
園

法人番号
4430001063684

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,415,040                                  12,415,040 有限会社木下農場
法人番号

9430002050941
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,641,863                                  14,641,863 長尾農場株式会社
法人番号

3430001065707
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,380,864                                    1,380,864 株式会社自ゆう耕場
法人番号

9430001061130
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 17,128,412                                  17,128,412
有限会社湯地の丘自然
農園

法人番号
9430002051080

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,662,016                                    8,662,016 有限会社ファーム青木
法人番号

9430002051031
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,804,499                                  18,804,499 有限会社藤森農場
法人番号

8430002051032
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 36,461,938                                  36,461,938 有限会社正井農場
法人番号

6430002051059
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 24,433,898                                  24,433,898 有限会社井内農場
法人番号

7430002050919
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,595,928                                  18,595,928
株式会社きなうすファー
ム

法人番号
2430001047706

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 32,142,128                                  32,142,128 株式会社伊東農場
法人番号

1430001048011
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 23,846,571                                  23,846,571 株式会社斉藤農場
法人番号

8430001058251
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,335,002                                    2,335,002 合同会社工藤
法人番号

6430003006656
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,342,521                                  15,342,521 有限会社粒里
法人番号

2430002050997
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,137,713                                    5,137,713 有限会社岩崎農場
法人番号

1430002050916
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,968,797                                    2,968,797
有限会社ランサーデー
リィサービス（現：有限
会社大井牧場）

法人番号
4430002051085

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 22,833,011                                  22,833,011 有限会社長澤農場
法人番号

7430002051017
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,600,165                                    6,600,165 株式会社笹谷農産
法人番号

4430001047910
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 26,761,494                                  26,761,494 株式会社八森ファーム
法人番号

7430001048006
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 139,944,333                              139,944,333 農事組合法人勝部農場
法人番号

8430005006891
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,975,188                                  13,975,188 有限会社土門農園
法人番号

3430002050996
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,757,912                                    7,757,912 有限会社亀田青果
法人番号

5430002050937
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 821,600                                        821,600
有限会社ピンネファー
ム

法人番号
3430002053644

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,331,914                                    2,331,914 橋本農産
法人番号

6430002053484
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,407,533                                    3,407,533 農事組合法人アグロス
法人番号

9430005011833
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,196,996                                    2,196,996 合同会社ｅ．ＮＫ
法人番号

6450003000491
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,347,249                                    6,347,249 株式会社Ｓ－ｏｎｅ
法人番号

5450001011814
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,527,562                                    7,527,562 合同会社穣田
法人番号

7450003000490
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,053,403                                    5,053,403 株式会社佐藤農場
法人番号

2450001011932
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,737,077                                    4,737,077 株式会社齋藤農場
法人番号

8450001011828
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,053,231                                    4,053,231 有限会社加藤農場
法人番号

7450002007669
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 795,467                                        795,467 株式会社山戸
法人番号

2450001012030
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 860,780                                        860,780 得能農事産業有限会社
法人番号

3450002007714
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,732,499                                    1,732,499
農事組合法人サウス
フィールド

法人番号
7450005001909

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,616,973                                    1,616,973 谷田農場有限会社
法人番号

6450002007711
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 200,000                                        200,000 農事組合法人夢組合
法人番号

7450005002007

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,277,482                                    5,277,482 合同会社やおき
法人番号

8450003000564
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,004,815                                    1,004,815 株式会社ＳＥＥＤ
法人番号

9450001010671
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 201,487                                        201,487 株式会社ＺＥＳＴ
法人番号

7450001011952
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,261,000                                    1,261,000
農事組合法人元気ク
ローラ組合

法人番号
7430005007511

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,651,860                                    7,651,860 合同会社幸和
法人番号

8430003003800
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,396,045                                    2,396,045 有限会社楽農
法人番号

4430002053577
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,192,511                                    1,192,511 合同会社共栄ファーム
法人番号

3430003002716
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,953,889                                    1,953,889 合同会社追分麦作組合
法人番号

2430003002709
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,816,801                                    7,816,801 農事組合法人碧水農場
法人番号

7450005001743
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 295,048                                        295,048 四戸共同農場
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,284,418                                    2,284,418 有限会社山本農場
法人番号

3450002007722
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,385,608                                    9,385,608 農事組合法人ほのか
法人番号

5450005003923
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,049,285                                    4,049,285
吉田屋ファーム株式会
社

法人番号
7450001011614

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 263,602                                        263,602 株式会社藤井ファーム
法人番号

3450001011618
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,021,921                                    3,021,921 株式会社ファーム善蔵
法人番号

6450001011607
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,152,061                                    5,152,061
農事組合法人みずほ
ファーマーズ

法人番号
6450005004061

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,909,296                                    8,909,296 有限会社田からもの
法人番号

5450002008859
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,635,977                                  14,635,977 有限会社ＤＳＲ
法人番号

3450002008935
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,293,343                                    4,293,343 農事組合法人豊竜農場
法人番号

5450005001646
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,158,113                                    8,158,113 株式会社竜西農場
法人番号

4450005001647
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,437,248                                    3,437,248 農事組合法人稲田農場
法人番号

6450005001645
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,915,353                                  10,915,353 有限会社ウイング
法人番号

7450002007776
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,339,751                                    9,339,751 有限会社ＨＪＹさくら
法人番号

8450002007858
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,362,660                                    1,362,660 株式会社空知こめ工房
法人番号

4450001006237
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,951,109                                    1,951,109 有限会社須網農場
法人番号

8450002007750
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 311,354                                        311,354 株式会社Ｇ・Ｆ
法人番号

8450001011233
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 26,000                                            26,000 有限会社杉本ファーム

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,100,998                                    1,100,998
有限会社農業生産法人
市川農場

法人番号
4450002001914

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 98,800                                            98,800 有限会社さくら牧場
法人番号

7450002002422

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 409,186                                        409,186
農事組合法人グレイン
バンク農場

法人番号
7450005000621

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 33,577,340                                  33,577,340
農事組合法人拓北生産
組合

法人番号
1450005000635

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 24,722,379                                  24,722,379
合同会社江丹別ファー
ム

法人番号
2450003000512

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,894,120                                  20,894,120 日麺蕎麦生産株式会社
法人番号

1450001011611
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,095,281                                    1,095,281 株式会社北永
法人番号

1450001010605
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,334,585                                    1,334,585 有限会社旭正ファーム
法人番号

3450002001626
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 457,620                                        457,620
旭川ポートリー株式会
社

法人番号
1450001005621

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 81,075                                            81,075 株式会社谷口農場
法人番号

6450001006004
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 925,560                                        925,560 有限会社三田農園
法人番号

4450002002508
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,773,474                                  14,773,474
有限会社コントラクタ－
旭川

法人番号
9450002002263

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,770,748                                    2,770,748 株式会社髙橋農産
法人番号

6450001007035
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,885,355                                    2,885,355 株式会社大阪農園
法人番号

2450001010496
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,684,200                                    3,684,200
株式会社うけがわ
ファームＤＥＮ－ＥＮ

法人番号
8450001010367

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,127,917                                    4,127,917 株式会社小竹ファーム
法人番号

6450001011004
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 591,893                                        591,893
株式会社ふぁーむいず
み

法人番号
7450001009897

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 697,002                                        697,002 株式会社佐藤
法人番号

5450001010675
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,407,304                                  12,407,304 株式会社外山農園
法人番号

6450001010303
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,706,805                                    7,706,805
有限会社旭川みどり農
場

法人番号
5450002000428

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,829,546                                    1,829,546
有限会社旭川発信ラン
ド桜岡

法人番号
2450002008135

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,012,461                                  21,012,461
農事組合法人日の出生
産組合

法人番号
2450005003694

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,528,286                                    3,528,286 東旭川農業協同組合
法人番号

7450005000448
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,427,826                                  10,427,826
東旭川麦・大豆・飼料作
物生産組合

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 950,992                                        950,992
有限会社鈴木ビビツド
フア－ム

法人番号
3450002010164

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 34,237,127                                  34,237,127 株式会社名尾農場
法人番号

1450001012106
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 289,119                                        289,119 株式会社清水農場
法人番号

1450001011917
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,842,851                                  11,842,851
有限会社ファミリー
ファーム夏井

法人番号
1450002009919

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,239,011                                    1,239,011 五大農園株式会社
法人番号

3450001007475
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,485,846                                    1,485,846 有限会社リリーファーム
法人番号

2450002010198
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,057,906                                    6,057,906 株式会社Ｗｏｏｄ８０８
法人番号

8450001011951
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 252,882                                        252,882 有限会社東野農園
法人番号

7450002010210
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 19,672,412                                  19,672,412 株式会社人情ファーム
法人番号

8450001010945
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,360,218                                    3,360,218 株式会社ふらの農場
法人番号

5450001006665
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,064,336                                  16,064,336 有限会社スリーシード
法人番号

4450002009684
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 856,000                                        856,000 有限会社ささき農畜産
法人番号

2450002009323

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,368,472                                  12,368,472 有限会社北幸農園
法人番号

7450002009509
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,994,730                                  21,994,730 有限会社井上農産
法人番号

3450002009660
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,427,371                                  16,427,371 有限会社西富丘農場
法人番号

4450002009627
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,672,838                                  15,672,838
有限会社富良野アグリ
ステージ

法人番号
7450002009649

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,060,256                                  13,060,256 有限会社西和農場
法人番号

3450002009628
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,633,709                                    2,633,709
合同会社フアームベル
ヒルズ

法人番号
7450003000549

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,675,584                                    1,675,584 株式会社へその国から
法人番号

4450001010981
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,720,551                                    6,720,551 株式会社天間農産本舗
法人番号

4450001006690
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,058,153                                    7,058,153 有限会社南農産
法人番号

9450002009671
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,255,451                                    7,255,451 株式会社坂口農産
法人番号

9450001010580
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,508,151                                  15,508,151
有限会社アグリホール
ド

法人番号
3450002009710

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,542,409                                    2,542,409
株式会社フラノプレゼン
ツ

法人番号
2450001009927

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,417,282                                    2,417,282 有限会社増田農産
法人番号

1450002009621
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,153,820                                  13,153,820
農事組合法人平沢コン
バイン利用組合

法人番号
8450005002261

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,198,823                                    1,198,823 有限会社ホロニック
法人番号

7450002009665
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,768,754                                    4,768,754
有限会社わくわく畑ラン
ド

法人番号
1450002008680

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,126,000                                    1,126,000 有限会社東和農場
法人番号

1450002003822

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,268,000                                    1,268,000 合同会社美丘ファーム
法人番号

9450003001512



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,165,831                                    1,165,831
有限会社サンライズ
ファ－ム

法人番号
6450002008916

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,910,234                                    4,910,234 岸田農園株式会社
法人番号

1450001012015
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,185,541                                    9,185,541
有限会社グリーンサ
ポート

法人番号
6450002001862

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,698,288                                  11,698,288 株式会社大雪ファーム
法人番号

4450001011666
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 53,773,725                                  53,773,725
農事組合法人大雪生産
組合

法人番号
4450005002042

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 97,949,499                                  97,949,499
農事組合法人柏台生産
組合

法人番号
5450005002041

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,684,951                                  21,684,951 農事組合法人タダノ
法人番号

3450005003925
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 40,884,136                                  40,884,136 農事組合法人浦島農場
法人番号

2450005003926
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,460,000                                    5,460,000 松浦農場有限会社
法人番号

4450002009131

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 17,428,394                                  17,428,394 有限会社大脇農場
法人番号

1450002009150
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,563,222                                    4,563,222 有限会社グリッター
法人番号

6450002009162
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 38,067,145                                  38,067,145
農事組合法人丘の里ヘ
ルシーファーム

法人番号
2450005002044

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,338,431                                  14,338,431 株式会社アグリエイト
法人番号

4450001011609
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,101,688                                    2,101,688 株式会社佐藤農園
法人番号

6450001011912
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 472,200                                        472,200
農事組合法人美馬牛
ファーム

法人番号
4450005002059

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 35,323,256                                  35,323,256 株式会社熊谷ファーム
法人番号

2450001010587
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 27,165,248                                  27,165,248 農事組合法人藤田農場
法人番号

4450005003924
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 42,160,706                                  42,160,706
農事組合法人平和生産
組合

法人番号
9450005002070

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 14,824,860                                  14,824,860
有限会社ホクトアグリ
サービス

法人番号
2450002009133

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,124,632                                    7,124,632
株式会社ファーム風と
緑の子守歌

法人番号
5450001010898

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,368,000                                    2,368,000 合同会社岩崎農場
法人番号

5450003001012

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,621,525                                    5,621,525 合同会社吉井ファーム
法人番号

6450003001011
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,083,627                                  16,083,627 農事組合法人福田農園
法人番号

1450005002061
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 29,386,191                                  29,386,191
農事組合法人萌育実生
産組合

法人番号
9450005002062

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,189,250                                    5,189,250
有限会社コーヨーファー
ム

法人番号
3450002009082

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,101,123                                  20,101,123 有限会社アグリック
法人番号

3450002009000
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,214,480                                    3,214,480 合同会社多和楽
法人番号

7450003000895
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,403,352                                  10,403,352
グリーン・フーズ農園有
限会社

法人番号
4450002009643

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 23,106,154                                  23,106,154 有限会社伊藤農園
法人番号

5450002009642
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,064,837                                  10,064,837
合同会社ふらの野菜ク
ラブ

法人番号
9450003000588

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 31,850,632                                  31,850,632 有限会社白井農園
法人番号

4450002009668
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,748,498                                  15,748,498
農事組合法人やまびこ
ファーム（現：株式会社
ひろかわファーム）

法人番号
5450005002231

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 58,806,899                                  58,806,899 有限会社興農社
法人番号

2450002009645
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,485,446                                    2,485,446
有限会社プレインファー
ム

法人番号
3450002009702

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,930,712                                    7,930,712 株式会社新生農産
法人番号

6450001009857
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 26,214,216                                  26,214,216
株式会社ファームいむ
ら

法人番号
9450001011257

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,644,286                                    8,644,286
株式会社わたなべ
ファーム

法人番号
6450001006664

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,974,026                                    9,974,026 合同会社野原ファーム
法人番号

1450003000579
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,230,250                                    1,230,250 有限会社ＲＳムラカミ
法人番号

9450002009705
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,543,693                                    3,543,693 合同会社和田農場
法人番号

7450003000854
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 93,009,468                                  93,009,468
株式会社アグリプロダ
クト笠井

法人番号
7450001009971

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,005,352                                    3,005,352 農事組合法人明峰組合
法人番号

3450005002613
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 17,724,438                                  17,724,438
株式会社けんぶち佐藤
農園

法人番号
9450001010606

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,452,234                                  12,452,234 株式会社ＶＩＶＡＦＡＲＭ
法人番号

1450001011306
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,196,000                                    1,196,000 株式会社元気招会
法人番号

5450001007944



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 42,427,253                                  42,427,253
ＪＡ北はるか下川地区
そば生産組合

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,462,140                                    9,462,140 島牧村集落営農組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 55,942,138                                  55,942,138
農業生産法人株式会社
アルプス・ファーム

法人番号
5440001006716

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,334,631                                    7,334,631 有限会社下條農産
法人番号

5430002057016
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 19,389,571                                  19,389,571
株式会社高橋Ａｇｒｉｃｕｌｔ
ｕｒｅ・Ｆａｒｍ

法人番号
4430001063882

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 130,682,308                              130,682,308
有限会社フアームトピ
ア

法人番号
2430002057175

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 53,379,842                                  53,379,842
株式会社ＳｕｎｎｙＳｅｅｄ
Ｆａｒｍ

法人番号
5430001071414

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,119,894                                    2,119,894 株式会社ひだまり
法人番号

5430001073996
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,448,667                                    5,448,667 有限会社イリファーム
法人番号

4430002057355
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,609,259                                    5,609,259 株式会社大田農場
法人番号

5430001052281
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 19,325,396                                  19,325,396 株式会社成瀬産業
法人番号

8430001052270
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,706,740                                    3,706,740 有限会社ミスニセコ
法人番号

1430002057242
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,243,588                                    1,243,588
株式会社まつはし
ファーム

法人番号
9430001061171

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,826,369                                    7,826,369 株式会社石井農場
法人番号

9430001067912
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,014,261                                  12,014,261
有限会社グリーン
ファーム笹原

法人番号
8430002056964

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,432,671                                    6,432,671
有限会社Ｍ＆Ｔアグリ
システム

法人番号
7430002057336

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,113,193                                  10,113,193 有限会社ふなば農場
法人番号

5430002057346
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,479,011                                    6,479,011 有限会社多田農場
法人番号

6430002057386
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,085,198                                    5,085,198 有限会社赤木農産
法人番号

6430002056867
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,347,595                                    3,347,595 株式会社吉川英昭農場
法人番号

1430001052186
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,512,494                                    3,512,494
有限会社ゆう・ゆう・
ふぁーむ

法人番号
5430002057338

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,489,709                                    5,489,709 有限会社サイトウ
法人番号

7430002056998
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,234,900                                  20,234,900 有限会社大和農場
法人番号

5430002057073
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,797,096                                  10,797,096 有限会社中崎農場
法人番号

5430002057354
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,667,839                                  16,667,839 株式会社アグリ前田
法人番号

5430001052190
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,233,475                                  13,233,475 有限会社東條産業
法人番号

2430002057092
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,263,057                                  15,263,057
アオキアグリシステム
有限会社

法人番号
2430002057299

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 29,017,855                                  29,017,855 有限会社原田産業
法人番号

6430002057147
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,783,197                                    2,783,197 有限会社黎明農場
法人番号

2430002057282
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,377,107                                    8,377,107 農事組合法人蒔田農場
法人番号

5430005008346
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,710,306                                    9,710,306 有限会社林農場
法人番号

3430002057141
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,758,523                                    3,758,523 農事組合法人梅松農園
法人番号

1430005008498
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 31,136,304                                  31,136,304
有限会社マル太原田興
業

法人番号
4430002057231

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,045,904                                  10,045,904
株式会社グリーンアー
スファーム

法人番号
9430001058688

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,791,445                                  12,791,445 株式会社マルト農産
法人番号

3440001007848
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,203,619                                    1,203,619 株式会社かさまつ農舎
法人番号

8440001007372
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,128,629                                    2,128,629 株式会社玉森農産
法人番号

3440001007996
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,174,500                                    1,174,500
株式会社ＨＡＲＵファー
ム

法人番号
2440001007345

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,621,720                                    1,621,720 株式会社大嶋農園
法人番号

9440001007371
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,278,877                                    5,278,877
株式会社やまみファー
ム

法人番号
6440001008001

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 30,671,130                                  30,671,130 株式会社北斗ファーム
法人番号

6440005001266
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,337,458                                  12,337,458
株式会社リッキーファー
ム

法人番号
7440001007308

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,132,517                                    2,132,517 有限会社太平洋農場
法人番号

8440002008551
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,487,723                                    4,487,723
有限会社グランドマシン
サービス・マエダ

法人番号
5440002008505

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 953,659                                        953,659 株式会社八天ファーム
法人番号

2430001058018
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,080,596                                    5,080,596 有限会社北翔産業
法人番号

5430002063757
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,514,182                                    5,514,182
有限会社ファームアグ
リエイト

法人番号
9430002065964

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,442,546                                    5,442,546
有限会社ミナミアグリシ
ステム

法人番号
1430002065963

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 431,085                                        431,085 合同会社自然農業社
法人番号

2430003006461
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 45,749,052                                  45,749,052 梶原農場株式会社
法人番号

9430001063366
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 36,576,278                                  36,576,278 株式会社赤坂農場
法人番号

6430001070794
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 36,913,854                                  36,913,854 株式会社高橋農場
法人番号

4430001054659
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 580,958                                        580,958 有限会社吉田牧場
法人番号

8430002060363
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 32,759,997                                  32,759,997
有限会社富樫オーク
ファーム

法人番号
7430002060827

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 61,410,821                                  61,410,821
有限会社アグリコーポ
レーション

法人番号
5430002057899

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,648,865                                  21,648,865 有限会社武田農園
法人番号

8430002061122
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 55,560,032                                  55,560,032 合同会社まきの農園
法人番号

6430003003595
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 26,380,376                                  26,380,376 株式会社小西農園
法人番号

4430001064146
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 59,827,288                                  59,827,288 有限会社中道農場
法人番号

3430002060599
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,066,785                                  12,066,785 有限会社瑞穂農場
法人番号

6430002060134
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,435,810                                    8,435,810 農事組合法人米澤農場
法人番号

5430005009146
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,207,607                                    2,207,607 有限会社厚真ファーム
法人番号

8430002057954
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,718,395                                  11,718,395
株式会社佐々木ファー
ム

法人番号
5430001054856

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,578,556                                    9,578,556 株式会社渡部農場
法人番号

1430001067696
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,917,606                                  20,917,606 株式会社小泉農場
法人番号

8430001060273
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,448,089                                    9,448,089 農事組合法人海沼農園
法人番号

9430005009035
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,586,852                                  12,586,852 農事組合法人大蔵農産
法人番号

6430005009062
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,318,058                                  12,318,058 有限会社農林興発
法人番号

1430002059577
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,465,783                                    9,465,783 有限会社岩間ファーム
法人番号

8430002061221
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,484,629                                    3,484,629 株式会社東農場
法人番号

4430001072966
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,302,932                                    9,302,932
株式会社ルシナサポー
ト

法人番号
3430001055823

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,684,705                                  15,684,705 有限会社上野牧場
法人番号

2460302000195
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 38,826,452                                  38,826,452 株式会社糖栄
法人番号

5460301004269
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,051,089                                    4,051,089 株式会社加藤ファーム
法人番号

4460301003998
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,792,190                                    6,792,190
株式会社フレッシュベ
ル井上

法人番号
1460301004223

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,261,628                                    7,261,628 株式会社井上農園
法人番号

5460301004079
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,669,129                                    9,669,129 株式会社福井農園
法人番号

6460301004078
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,924,044                                    1,924,044 有限会社西島農場
法人番号

8460302001774
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,234,208                                  21,234,208 株式会社開拓ファーム
法人番号

5460301003997
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,613,708                                    7,613,708 合同会社齊藤ファーム
法人番号

7460303000561
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,231,330                                    5,231,330 合同会社角農産
法人番号

2460303000541
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,677,749                                    3,677,749 西端産業株式会社
法人番号

2460301003942
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,098,313                                    7,098,313 有限会社阿部牧場
法人番号

1460302000097
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,807,492                                    3,807,492 株式会社米森農産
法人番号

5460301003948
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 30,763,226                                  30,763,226 細川林業有限会社
法人番号

8460302001304
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,907,260                                    7,907,260 合同会社林農園
法人番号

1460303000567
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,209,053                                    1,209,053 農事組合法人めばえ
法人番号

5460305001320
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,485,746                                    2,485,746 有限会社コグチ
法人番号

3460302000632
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,922,967                                    7,922,967 株式会社大橋牧場
法人番号

8460301004241
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 849,072                                        849,072 栄幸アグリ株式会社
法人番号

3460301004254
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,016,001                                    9,016,001 有限会社ミドリ牧場
法人番号

8460302001493
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,087,614                                  12,087,614 有限会社伊藤牧場
法人番号

6460302000159
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,511,381                                  16,511,381
有限会社ハッピー
ファーム

法人番号
8460302001832

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 64,239,422                                  64,239,422 農事組合法人瑞穂
法人番号

2460305001868
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,234,927                                    6,234,927 株式会社みのり
法人番号

9460301002665
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,819,416                                    6,819,416 有限会社藤井農場
法人番号

6460302001248
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,340,950                                    1,340,950 株式会社岡部ファーム
法人番号

6460301003864
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,552,501                                    3,552,501 株式会社田中農産
法人番号

7460301003954
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,091,177                                    3,091,177 アグリバイオ株式会社
法人番号

6460301003955
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,560,306                                    3,560,306 株式会社狛牧場
法人番号

8460301004043
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,177,527                                    3,177,527 有限会社小野牧場
法人番号

3460302000310
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 29,697,141                                  29,697,141 有限会社角田農園
法人番号

4460302000350
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,308,276                                    2,308,276 合同会社多田ファーム
法人番号

5460303000456
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,892,802                                    3,892,802 株式会社坂下ファーム
法人番号

1460301004090
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,925,219                                    3,925,219 合同会社飯田ファーム
法人番号

7460303000578
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,435,339                                    4,435,339 有限会社杉本農産
法人番号

8460302000834
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,698,345                                    5,698,345 有限会社森谷
法人番号

4460302001555
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,504,718                                    7,504,718 株式会社森谷農園
法人番号

1460301004371
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,457,460                                    2,457,460
合同会社デイリー
ファーム真野

法人番号
3460303000598

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,363,155                                  12,363,155 有限会社菅原農産
法人番号

4460302000838
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 31,911,832                                  31,911,832 有限会社牧野産業
法人番号

5460302001414
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,460,634                                  10,460,634 有限会社山上産業
法人番号

6460302001578
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,111,257                                    9,111,257 有限会社本田農産
法人番号

6460302001314
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,917,620                                    2,917,620 有限会社野村産業
法人番号

8460302001155
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,614,130                                    9,614,130 有限会社東海林産業
法人番号

8460302001056
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 25,758,316                                  25,758,316 有限会社長尾産業
法人番号

3460302001085
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,849,062                                    9,849,062 有限会社小野牧場
法人番号

2460302000311
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,671,991                                  12,671,991 野村農事株式会社
法人番号

1460301003984
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 24,158,188                                  24,158,188
有限会社マルコ小林産
業

法人番号
2460302004080

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,234,062                                  10,234,062 有限会社吉岡産業
法人番号

9460302004082
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 18,734,532                                  18,734,532 株式会社岡﨑ファーム
法人番号

6460301004334
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,212,529                                  13,212,529 株式会社羽石農場
法人番号

5460301004335
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,346,158                                  13,346,158
有限会社ところ共栄農
場

法人番号
6460302004085

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,714,919                                  13,714,919 有限会社清尾産業
法人番号

1460302004057
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 45,974,967                                  45,974,967 有限会社ひかり
法人番号

3460302004096
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,860,277                                  16,860,277
株式会社Ｓ＆Ｈファー
マー

法人番号
6460301003757

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,959,412                                  21,959,412 有限会社赤塚農場
法人番号

3460302000046
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,023,855                                    5,023,855
株式会社アグリもみや
ま

法人番号
1460301004297

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,001,090                                    1,001,090 有限会社樅山農産
法人番号

4460302001547
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,116,384                                    9,116,384 有限会社中野農場
法人番号

4460302001101
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,725,321                                    4,725,321 有限会社中幸農場
法人番号

5460302001091
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,452,646                                    1,452,646 有限会社井上農園
法人番号

7460302000174
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,137,526                                    5,137,526 株式会社北川ファーム
法人番号

3460301004386
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,406,955                                  16,406,955
株式会社サガエファー
ム

法人番号
3460301004510

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,953,018                                    4,953,018 おがわ百商株式会社
法人番号

1460301003919
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 22,477,585                                  22,477,585
有限会社モリヤファー
ム

法人番号
1460302003918

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,284,512                                    3,284,512 有限会社西川農場
法人番号

4460302001118
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,207,635                                    3,207,635
株式会社イソップアグリ
システム

法人番号
7460301001248

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,276,796                                    1,276,796 ちひろ農場合同会社
法人番号

4460303000556
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,278,355                                  16,278,355 有限会社竹中農産
法人番号

5460302003807
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 710,194                                        710,194 株式会社愛野農園
法人番号

8460301004299
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,276,500                                    1,276,500 有限会社斉藤農産
法人番号

8460302001725
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,543,699                                    5,543,699 有限会社真田農園
法人番号

2460302000732
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,511,135                                  13,511,135 有限会社誠農場
法人番号

8460302001733
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,331,922                                    6,331,922 有限会社山文農場
法人番号

7460302001602
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,220,745                                    4,220,745 有限会社山内農場
法人番号

8460302001568
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,822,478                                    2,822,478 有限会社中農場
法人番号

7460302001098
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,625,267                                    3,625,267 有限会社福原農場
法人番号

1460302001244
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,921,231                                    5,921,231 有限会社佐藤農場
法人番号

8460302000727
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,021,748                                    5,021,748 有限会社協和小林農場
法人番号

1460302004115
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,557,622                                    4,557,622 有限会社飯田農場
法人番号

3460302000120
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,407,894                                    1,407,894 株式会社星
法人番号

1460301002929
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,607,756                                    7,607,756 合同会社松崎牧場
法人番号

2460303000574
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,126,066                                    6,126,066 有限会社五十嵐農場
法人番号

6460302000126
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,788,884                                    7,788,884 有限会社北登農場
法人番号

9460302001385
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,339,900                                    5,339,900
有限会社ホクユウ
ファーム

法人番号
7460302002022

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,798,274                                    3,798,274 有限会社木村農場
法人番号

3460302000450
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,887,128                                    2,887,128 有限会社和崎農場
法人番号

6460302001693
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,446,135                                    8,446,135 有限会社勇農場
法人番号

7460302000141
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,639,050                                    8,639,050 有限会社嶺農場
法人番号

2460302001499
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 20,804,798                                  20,804,798
有限会社フィールドノー
ト三好

法人番号
7460302001734

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 16,635,374                                  16,635,374 株式会社栄協同農園
法人番号

3460301003776
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,125,464                                    2,125,464 有限会社吉井農場
法人番号

8460302001634
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,848,217                                    4,848,217
マルクン山本農園合同
会社

法人番号
1460303000575

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 12,814,597                                  12,814,597
ノーデン中山ファーム株
式会社

法人番号
3460301003900

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,040,444                                    8,040,444 田中農場株式会社
法人番号

8460301003994
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,228,264                                    6,228,264 有限会社加藤農場
法人番号

7460302000372
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,685,598                                    5,685,598 有限会社小沢農場
法人番号

5460302000300
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,279,477                                    3,279,477 株式会社武藤農産
法人番号

9460301003977
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 9,416,847                                    9,416,847 富山産業株式会社
法人番号

6460301000696
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,360,087                                  11,360,087 有限会社瀬口農産
法人番号

8460302000875
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 25,005,631                                  25,005,631 有限会社緑萌
法人番号

6450002012471
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 24,127,053                                  24,127,053 株式会社セキグチ
法人番号

5450001011938
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,348,000                                    1,348,000 株式会社鳳畯
法人番号

1450001009283

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 41,986,806                                  41,986,806 有限会社真軌道
法人番号

7450002012504
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,263,421                                    5,263,421 株式会社陽穂
法人番号

2450001009324
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 8,718,203                                    8,718,203 株式会社川北ファーム
法人番号

7450001011589
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,665,841                                    4,665,841 株式会社ア－ス
法人番号

5450001009288
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 21,647,680                                  21,647,680 有限会社無限樹
法人番号

3450002012318
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,839,909                                    6,839,909
農事組合法人アグリラ
ンド

法人番号
1450005003365

交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 4,066,232                                    4,066,232 有限会社武田農場
法人番号

1430002057060
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 6,560,676                                    6,560,676 株式会社藤本農園
法人番号

8430001063482
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 2,323,496                                    2,323,496
農業生産法人金丸農園
株式会社

法人番号
4430001063247

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 10,373,770                                  10,373,770 株式会社ささき農園
法人番号

6430001052248
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 15,144,814                                  15,144,814
有限会社ポテトファー
ム．佐々木

法人番号
8430002057392

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 7,130,011                                    7,130,011 有限会社岩田農場
法人番号

5430002057321
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,308,544                                    5,308,544 有限会社横山農場
法人番号

5430002057313
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 39,062,920                                  39,062,920 農事組合法人三大農場
法人番号

3450005003900
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 35,433,183                                  35,433,183 有限会社中一産業
法人番号

6450002010145
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 37,502,012                                  37,502,012
株式会社バイオクロッ
プ

法人番号
6450001010336

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 23,291,562                                  23,291,562 株式会社ＡＲＴＳＯＩＬ
法人番号

1210001009051
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 101,902,895                              101,902,895
農事組合法人勝山グ
リーンファーム

法人番号
8460305001870

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,966,511                                    3,966,511 株式会社齊藤産業
法人番号

5460301004104
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,880,968                                    1,880,968 有限会社中沢農園
法人番号

9460302003968
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 5,579,845                                    5,579,845 ファームＨＦＴ株式会社
法人番号

8430001067095
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 3,764,847                                    3,764,847 株式会社新田ファーム
法人番号

7450001006110
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 364,000                                        364,000 西永農場合同会社
法人番号

8450003000853

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 667,162                                        667,162 合同会社どりランド
法人番号

4450003001384
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 1,246,763                                    1,246,763
農事組合法人ＧｌｏｂａｌＣ
ｅｎｔｕｒｙＦａｒｍ

法人番号
8450005003994

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 13,094,735                                  13,094,735
有限会社グラスファー
ム

法人番号
1450002001891

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,303,900                                    1,303,900 有限会社長命庵
法人番号

1430002038580

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 4,776,000                                    4,776,000 有限会社池端牧場
法人番号

4430002043181

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 6,273,222                                    6,273,222 関戸農産有限会社
法人番号

5430002043429
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 16,792,962                                  16,792,962 有限会社竹口農場
法人番号

6430002043444
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 39,231,091                                  39,231,091 株式会社アース１
法人番号

7430001068755
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 6,073,144                                    6,073,144 株式会社ユニダック
法人番号

3360001011370
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 24,172,018                                  24,172,018 有限会社今野農場
法人番号

6430002050325
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 19,236,857                                  19,236,857 東出農園株式会社
法人番号

7430001047726
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 14,158,485                                  14,158,485 黒宮農園株式会社
法人番号

9430001047815
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 9,965,198                                    9,965,198 株式会社ＹＵＭＥ耕舎
法人番号

7430001047825
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 36,046,029                                  36,046,029 有限会社アクティブ４
法人番号

7430002050860
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 2,083,282                                    2,083,282 有限会社山田花き
法人番号

7430002050489
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 46,099,505                                  46,099,505 有限会社フューチャー
法人番号

5430002050598
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 31,321,521                                  31,321,521 有限会社堀ファーム
法人番号

6430002050597
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 4,598,931                                    4,598,931 有限会社榎本農場
法人番号

1450002010752
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 13,087,178                                  13,087,178 山本ファーム株式会社
法人番号

6450001010988
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 10,276,007                                  10,276,007 有限会社藤田農園
法人番号

1450002010455
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 14,892,716                                  14,892,716
有限会社エスケイ
ファーム

法人番号
8450002010309

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 35,144,042                                  35,144,042
有限会社奥山プラン
テーション

法人番号
7450002010771

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 12,919,138                                  12,919,138 有限会社佐久間農場
法人番号

9450002010365
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 35,673,218                                  35,673,218
かわにしの丘しずお農
場株式会社

法人番号
4450001007482

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 2,228,007                                    2,228,007
株式会社カワハラデン
プン

法人番号
5450001007548

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 8,494,748                                    8,494,748
農事組合法人北星
ファーム

法人番号
1450005002615

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 5,202,414                                    5,202,414 株式会社たいら農園
法人番号

3450001007970
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 17,977,848                                  17,977,848 農事組合法人大成農場
法人番号

3450005002621
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 10,864,181                                  10,864,181
農事組合法人育栄
ファーム

法人番号
3450005002514

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,452,634                                    1,452,634 株式会社ファーム６・６
法人番号

9450001007899
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 919,429                                        919,429
株式会社ふぁーむほの
か

法人番号
1450001010340

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 4,005,716                                    4,005,716 株式会社田舎塾
法人番号

9450001011307
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 233,158                                        233,158
農事組合法人きぼうの
大地

法人番号
2450005003991

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 228,679                                        228,679 みか農園株式会社
法人番号

9450001011273
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 599,033                                        599,033
農事組合法人侍士セブ
ン

法人番号
3450005004048

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 9,082,836                                    9,082,836 有限会社中多寄農場
法人番号

2450002010272
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 4,997,764                                    4,997,764
農事組合法人東多寄酪
農生産組合

法人番号
6450005002610

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,063,580                                    1,063,580 農事組合法人士別農園
法人番号

1450005002607
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 2,407,741                                    2,407,741 株式会社庄内ファーム
法人番号

3450001011320
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 9,526,564                                    9,526,564
士別スズランファーム
株式会社

法人番号
4450001011187

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 996,592                                        996,592 株式会社サコム農園
法人番号

9450001011975
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,083,140                                    1,083,140 有限会社三栄アグリ
法人番号

5450002010526
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 3,947,324                                    3,947,324 農事組合法人あさひ
法人番号

5450005002520
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 11,658,595                                  11,658,595 野田農園株式会社
法人番号

8450001010565
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,422,699                                    1,422,699 株式会社むらなか農場
法人番号

9450001011422
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 123,454                                        123,454
農事組合法人ふうが農
園

法人番号
1450005003704

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 50,000                                            50,000 株式会社藤川農場
法人番号

9450001010119

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 3,039,780                                    3,039,780
有限会社ドリームファー
ムイザワ

法人番号
9450002003889

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 890,000                                        890,000 農事組合法人東勝農園
法人番号

8450005000637

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 591,710                                        591,710 株式会社大坪農園
法人番号

6450001012101
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 3,321,533                                    3,321,533 株式会社カナマキ
法人番号

3450001010116
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 7,392,890                                    7,392,890 株式会社丸巳
法人番号

5450001010345
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 531,340                                        531,340
農事組合法人３３区生
産組合

法人番号
9450005000628

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 6,633,574                                    6,633,574 有限会社石田農場
法人番号

5450002010542
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 4,631,435                                    4,631,435 株式会社中山農園
法人番号

4450001010412
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 2,770,900                                    2,770,900 有限会社二口農場
法人番号

8450002010572
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 8,806,563                                    8,806,563
農事組合法人丸峯吉田
農場

法人番号
4450005002612

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 9,789,058                                    9,789,058 有限会社前鼻農場
法人番号

4450002010584
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 3,967,262                                    3,967,262 有限会社ＮＫファーム
法人番号

3450002010239
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 8,930,111                                    8,930,111 有限会社谷口農場
法人番号

9450002010217
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 6,305,154                                    6,305,154
ソラナファーム株式会
社

法人番号
6450001010328

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 20,347,756                                  20,347,756 有限会社金井フア－ム
法人番号

2430002057803
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,327,720                                    1,327,720 株式会社酒谷ファーム
法人番号

2430001063653
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,258,389                                    1,258,389 町ファーム合同会社
法人番号

2430003003434
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 3,400,879                                    3,400,879
合同会社共和町ぴかい
ちフア－ム

法人番号
7430003003421

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 10,433,652                                  10,433,652 農事組合法人明豊農場
法人番号

9430005008648
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 45,804,438                                  45,804,438 有限会社なかもと農園
法人番号

2430002057794
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 11,503,845                                  11,503,845 株式会社久島農産
法人番号

3430001056169
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,804,713                                    1,804,713
農事組合法人ベ－シツ
クフア－ム

法人番号
6430005008568

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 597,462                                        597,462 有限会社森農場
法人番号

3440002009835
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 389,316                                        389,316 天の川なたね生産組合
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 13,019,466                                  13,019,466 有限会社山下農産
法人番号

4440002009917
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 6,320,583                                    6,320,583 イチショウ株式会社
法人番号

6440001006582
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 14,278,214                                  14,278,214
株式会社ヤマゲンアグ
リ

法人番号
5440001007177

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 14,427,101                                  14,427,101 株式会社船瀬農場
法人番号

4440001007161
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 2,133,930                                    2,133,930
有限会社カネサ斉藤農
産

法人番号
7440002009947

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 5,202,583                                    5,202,583 有限会社齊藤農場
法人番号

6440002009948
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 620,449                                        620,449 株式会社ノアール
法人番号

5440001006575
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 2,894,000                                    2,894,000
有限会社おとべファー
ム

法人番号
6440002009568

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 24,273,242                                  24,273,242
乙部グローバルファー
ム株式会社

法人番号
8440001007463

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 2,196,480                                    2,196,480 千軒そば生産会
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 9,670,844                                    9,670,844
株式会社ましけ農産興
業

法人番号
1450001011652

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.17 334,305                                        334,305
農事組合法人フロン
ティアファーム

法人番号
6430005008650

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.17 221,378                                        221,378 株式会社矢野アグリ
法人番号

6430001061133
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.29 5,864,484                                    5,864,484 株式会社愛
法人番号

3450001006816

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.29 4,595,112                                    4,595,112
株式会社のぐち北湯沢
ファーム

法人番号
7430001058005

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.29 4,169,431                                    4,169,431 有限会社ムーミン農産
法人番号

5450002011532

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.29 17,928,280                                  17,928,280 有限会社希望農場
法人番号

9462502000217
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 1,213,440                                    1,213,440 野村畜産有限会社
法人番号

9430002045933

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 85,823                                            85,823 株式会社星耕舎
法人番号

5430001060714
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 353,280                                        353,280
農事組合法人上美唄生
産組合

法人番号
9430005006627

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 1,516,035                                    1,516,035
有限会社メノビレッジ長
沼

法人番号
2430002051376

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 154,983                                        154,983 農事組合法人緑豊農場
法人番号

7450005002080
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 492,952                                        492,952
農業生産法人有限会社
共済農場

法人番号
4450002009445

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 506,630                                        506,630 株式会社アグリホッカイ
法人番号

1450001007196

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 297,766                                        297,766 有限会社宮嶋農場
法人番号

3450002005610

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 2,928,380                                    2,928,380
有限会社当麻グリーン
ライフ

法人番号
6450002003801

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 2,933,230                                    2,933,230
農事組合法人グリーン
ウエーヴ西仲

法人番号
6450005002255

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 4,549,604                                    4,549,604 北千生氣株式会社
法人番号

7450001006382

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 785,740                                        785,740 株式会社レゾン

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 296,990                                        296,990
株式会社木田農園アマ
ム

法人番号
2430001061517

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 1,799,410                                    1,799,410
農事組合法人ロックス
プリング農場組合

法人番号
8430005008104

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 1,484,950                                    1,484,950 有限会社上里農場
法人番号

3430002056928



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 3,587,044                                    3,587,044 株式会社大橋農場
法人番号

9430001073662
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 401,066                                        401,066
ＮｉｓｅｋｏＯｒｇａｎｉｃＦａｒｍ
株式会社

法人番号
4430001052299

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 13,585,016                                  13,585,016 株式会社北穀ファーム
法人番号

9430001068431
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 1,358,001                                    1,358,001
サンクレストファーム株
式会社

法人番号
9430001070701

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 3,972,346                                    3,972,346 佐藤農林有限会社
法人番号

6440002009642
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 2,967,258                                    2,967,258 有限会社新拓興業
法人番号

3440002009026
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 21,176,189                                  21,176,189
農事組合法人ぴりか
ファーム

法人番号
6440005001662

交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 14,107,329                                  14,107,329 有限会社鈴木農場
法人番号

5440002008934
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 6,634,232                                    6,634,232 株式会社讃岐ファーム
法人番号

6440001007985
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 3,184,206                                    3,184,206 株式会社吉田産業
法人番号

9460101006206

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 17,833,364                                  17,833,364 小澤農場株式会社
法人番号

2460101006195
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.2.19 576,744                                        576,744 有限会社和田農園
法人番号

7460102003823

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 506,630                                        506,630 株式会社井原農園
法人番号

8440001006366

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 34,940                                            34,940 株式会社笹井ファーム
法人番号

7440001007340

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 5,638,429                                    5,638,429 株式会社さかがみ
法人番号

1440001007404



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 5,045,625                                    5,045,625 株式会社なな実
法人番号

5440001006369

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 530,306                                        530,306
有限会社秀明ナチユラ
ルフアーム北海道

法人番号
3440002009067

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 64,027                                            64,027 株式会社ふるさと農場
法人番号

9460101005637

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 159,801                                        159,801 合同会社橋場農場
法人番号

8462503000126

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 361,720                                        361,720 株式会社マザーランド
法人番号

7430001059143

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 440,947                                        440,947 株式会社箱根牧場
法人番号

4430001056036

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 234,171                                        234,171 株式会社波川農場
法人番号

9430001075840

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 24,576                                            24,576 株式会社山本農園
法人番号

3450001010363

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 10,312,619                                  10,312,619
株式会社オレンジ
ファーム

法人番号
1450001012295

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 40,375                                            40,375
農事組合法人豊原生産
組合

法人番号
4450005000640

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 430,662                                        430,662
有限会社柴田ホルスタ
インファーム

法人番号
7440002009427

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 3,104,815                                    3,104,815 株式会社北海道興農社
法人番号

2430001054462

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 589,895                                        589,895 株式会社小田嶋農場
法人番号

1460101006163

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 1,617,378                                    1,617,378 合同会社加藤ファーム
法人番号

8460303000610

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 13,268,909                                  13,268,909 有限会社観野産業
法人番号

3460302003511



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 182,815                                        182,815 有限会社高道産業
法人番号

8460102001900

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 6,518,732                                    6,518,732
ヤマゼンファーム株式
会社

法人番号
6460101006308

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 166,749                                        166,749 株式会社小森産業
法人番号

2460101006278

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 1,199,611                                    1,199,611 有限会社上村農場
法人番号

4460102005995

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 41,160                                            41,160
農業生産法人十勝２１
世紀株式会社

法人番号
7460101004302

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 8,517,115                                    8,517,115 北嶋ファーム株式会社
法人番号

2460101006294

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 2,130,300                                    2,130,300
有限会社近藤ブロイ
ラー

法人番号
7460102006958

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.3 4,559,958,900                          4,559,958,900 個人１１４３人
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.10 12,477,554,200                      12,477,554,200 個人２９１２人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.18 8,889,907,500                          8,889,907,500 個人２８６４人
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.8.24 11,530,660,400                      11,530,660,400 個人６５９７人
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.8 1,719,237,719                          1,719,237,719 個人９６３人
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.15 14,920,500                                  14,920,500 個人１０人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.9.25 1,788,000                                    1,788,000 個人１人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.10.20 2,073,500                                    2,073,500 個人１人



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.10.24 28,185,351                                  28,185,351 個人３２人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.17 2,815,331,716                          2,815,331,716 個人８１５人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.11.29 2,111,646,473                          2,111,646,473 個人８００人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.7 34,657,936,108                      34,657,936,108 個人１０２７８人
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.14 298,008                                        298,008 個人１人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H29.12.15 1,134,070,610                          1,134,070,610 個人４１６人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.1.19 14,540,631                                  14,540,631 個人２人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.1.22 599,788,096                              599,788,096 個人３６１人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.2.16 126,100                                        126,100 個人１人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.2.19 970,758,311                              970,758,311 個人８５３人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.1 1,311,060,857                          1,311,060,857 個人６３６人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.16 23,011,151,152                      23,011,151,152 個人８９７４人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.22 10,889,636                                  10,889,636 個人５人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業生産
条件不利補正対策交付
金

畑作物の直接支払交付
金

農業経営安定事業生産条件
不利補正対策交付金

H30.3.23 2,046,362                                    2,046,362 個人１人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 6,405,333,416                          6,405,333,416 個人１３，５３４人
交付決定額は変更交付決
定後の額である



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 119,742                                        119,742
株式会社まつはし
ファーム

法人番号
9430001061171

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,824,233                                    2,824,233 株式会社土居ファーム
法人番号

8430001067145

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 288,825                                        288,825 合同会社なかじま農園
法人番号

1430003008178

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,110,696                                    1,110,696
株式会社千歳パイロッ
トファ－ム

法人番号
9430001044507

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 868,966                                        868,966
農事組合法人ネシコシ
生産組合

法人番号
6430005006019

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,694,013                                    2,694,013 有限会社ホ－シン
法人番号

2430002048868

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 159,597                                        159,597 有限会社ワイズランド
法人番号

3430002048495

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,559,111                                    2,559,111
農事組合法人アイデア
ル牧場

法人番号
9430005006016

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,788,326                                    3,788,326 有限会社ほくとう興農
法人番号

5430002048527

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 605,835                                        605,835 明成香農園株式会社
法人番号

6430001035731

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 326,403                                        326,403
千歳山三ファ－ム株式
会社

法人番号
2430001058372

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 54,099                                            54,099
株式会社エア．ウォー
ター農園

法人番号
4430001041822

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 574,080                                        574,080 株式会社坂本農場
法人番号

4430001044420

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 742,884                                        742,884 株式会社アヴァンス
法人番号

5430001044345

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 938,610                                        938,610 有限会社辻永産業
法人番号

2430002047911



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 111,108                                        111,108 農事組合法人中島農場
法人番号

2430005006014

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 587,958                                        587,958 有限会社長谷川農場
法人番号

3430002048074

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 600,359                                        600,359 有限会社北村農場
法人番号

4430002047471

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,320,786                                    1,320,786 有限会社五東農園
法人番号

1430002048605

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 565,784                                        565,784 有限会社玉川農園
法人番号

3430002047811

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 13,076                                            13,076 有限会社中央園芸
法人番号

6430002047908

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 833,946                                        833,946 有限会社村本農場
法人番号

8430002048367

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 170,187                                        170,187 有限会社余湖農園
法人番号

2430002048439

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 136,708                                        136,708
農事組合法人北海道永
峯牧場

法人番号
3430005006013

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 117,816                                        117,816
農事組合法人佐々木農
場

法人番号
4430005006012

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 999,116                                        999,116 有限会社高橋農場
法人番号

2430002047812

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 167,103                                        167,103
株式会社はまだファ－
ム

法人番号
4430001044602

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 16,646                                            16,646
有限会社タカシマファ－
ム

法人番号
4430002044766

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 145,242                                        145,242 有限会社竹口農場
法人番号

6430002043444

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 244,824                                        244,824 株式会社アース１
法人番号

7430001068755



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,863,261                                    1,863,261 株式会社本橋農産
法人番号

7430001063070

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 677,228                                        677,228 有限会社高田農園
法人番号

8430002046429
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 733,388                                        733,388 有限会社大塚農場
法人番号

9430002046361

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 225,416                                        225,416
有限会社ＰＲＯＦＡＲＭＥ
ＲＳＹＡＭＡＺＡＫＩ

法人番号
1430002047012

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 610,146                                        610,146 有限会社きやじ
法人番号

1430002046757

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 137,166                                        137,166 有限会社古熊農場
法人番号

9430002046469

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 65,889                                            65,889 有限会社中川農場
法人番号

4430002046457
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 899,828                                        899,828 栄木有限会社
法人番号

2430002046351

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,157,808                                    1,157,808 有限会社川原農産
法人番号

3430002046375
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,013,980                                    1,013,980 有限会社川村農場
法人番号

8430002046370

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 64,814                                            64,814 有限会社谷口農場
法人番号

9430002046428

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 109,218                                        109,218 有限会社高島農場
法人番号

9430002046849

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 297,843                                        297,843 有限会社森田農場
法人番号

5430002046497

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 478,647                                        478,647 有限会社宮本農場
法人番号

9430002046493

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 766,425                                        766,425 有限会社川辺農場
法人番号

6430002046372



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 447,097                                        447,097 有限会社間峠農場
法人番号

2430002046483

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 279,414                                        279,414 上田農場有限会社
法人番号

5430002046349
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 309,658                                        309,658 有限会社川原農場
法人番号

5430002046373
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,291,755                                    1,291,755 有限会社清水農場
法人番号

5430002046407

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 76,053                                            76,053 有限会社山下農産
法人番号

9430002046502

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 239,433                                        239,433 有限会社津崎農場
法人番号

4430002046440

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 17,130                                            17,130 有限会社佐古農場
法人番号

2430002046401

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 218,876                                        218,876 有限会社館田農場
法人番号

6430002046430

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,054,854                                    1,054,854
有限会社グロ－イング
ヤマシタ

法人番号
7430002046586

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 52,855                                            52,855 有限会社中出農場
法人番号

5430002046456

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 556,941                                        556,941
有限会社当別ひろがり
ファ－ム

法人番号
4430002046787

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 170,814                                        170,814 有限会社湯浅農場
法人番号

7430002046512

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 497,151                                        497,151 有限会社庵農場
法人番号

1430002046336

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 51,420                                            51,420 有限会社丸重南部農産
法人番号

8430002046552

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,988                                                3,988 有限会社北野農産
法人番号

7430002046529



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 242,958                                        242,958 有限会社若松農産
法人番号

3430002046557

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 6,116                                                6,116 有限会社高田興産
法人番号

7430002046537

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 759,063                                        759,063 有限会社白岩農産
法人番号

3430002046532

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 97,696                                            97,696 有限会社岡農産
法人番号

1430002046526

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 386,550                                        386,550
合同会社共和町ぴかい
ちフア－ム

法人番号
7430003003421

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 102,165                                        102,165 農事組合法人明豊農場
法人番号

9430005008648

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 271,337                                        271,337 有限会社金井フア－ム
法人番号

2430002057803

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 160,254                                        160,254 株式会社中嶋農場
法人番号

5430001060185

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 122,838                                        122,838 南農場
法人番号

5430002057239

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 694,173                                        694,173 有限会社下條農産
法人番号

5430002057016

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,159,371                                    1,159,371
有限会社フアームトピ
ア

法人番号
2430002057175

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 205,739                                        205,739 北山農場
法人番号

1430002056954

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 42,264                                            42,264 株式会社藤森農産
法人番号

5430001073146

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,735                                                9,735 黒川産業有限会社
法人番号

3430002057372

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,774,136                                    1,774,136
株式会社高橋Ａｇｒｉｃｕｌｔ
ｕｒｅ・Ｆａｒｍ

法人番号
4430001063882



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 500,358                                        500,358
株式会社ＳｕｎｎｙＳｅｅｄ
Ｆａｒｍ

法人番号
5430001071414

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 11,429                                            11,429 有限会社大野ファ－ム
法人番号

8430002057293

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 511,503                                        511,503 有限会社イリファーム
法人番号

4430002057355

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 295,637                                        295,637 有限会社ミスニセコ
法人番号

1430002057242

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,422,544                                    1,422,544 株式会社成瀬産業
法人番号

8430001052270

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 407,524                                        407,524 株式会社大田農場
法人番号

5430001052281

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 199,686                                        199,686
農業生産法人金丸農園
株式会社

法人番号
4430001063247

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 652,608                                        652,608
有限会社ポテトファー
ム．佐々木

法人番号
8430002057392

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 21,388                                            21,388 株式会社藤本農園
法人番号

8430001063482

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,229,505                                    1,229,505 株式会社ささき農園
法人番号

6430001052248

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 462,308                                        462,308 有限会社岩田農場
法人番号

5430002057321

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 436,239                                        436,239
有限会社グリーン
ファーム笹原

法人番号
8430002056964

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 178,757                                        178,757
有限会社Ｍ＆Ｔアグリ
システム

法人番号
7430002057336

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 235,207                                        235,207 有限会社ふなば農場
法人番号

5430002057346

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 62,422                                            62,422 有限会社多田農場
法人番号

6430002057386



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 144,402                                        144,402 有限会社赤木農産
法人番号

6430002056867

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 58,537                                            58,537 株式会社吉川英昭農場
法人番号

1430001052186

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 126,825                                        126,825
有限会社ゆう・ゆう・
ふぁーむ

法人番号
5430002057338

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 338,970                                        338,970 株式会社石井農場
法人番号

9430001067912

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 392,191                                        392,191 有限会社サイトウ
法人番号

7430002056998

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 876,566                                        876,566 株式会社アグリ前田
法人番号

5430001052190

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 678,270                                        678,270 有限会社東條産業
法人番号

2430002057092

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,532,404                                    2,532,404 有限会社原田産業
法人番号

6430002057147

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 684,463                                        684,463 農事組合法人蒔田農場
法人番号

5430005008346

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 98,295                                            98,295
アオキアグリシステム
有限会社

法人番号
2430002057299

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 464,412                                        464,412 農事組合法人梅松農園
法人番号

1430005008498

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 410,298                                        410,298 有限会社大和農場
法人番号

5430002057073

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,079,991                                    1,079,991 有限会社中崎農場
法人番号

5430002057354

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 282,439                                        282,439 有限会社黎明農場
法人番号

2430002057282

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,374,414                                    1,374,414 有限会社林農場
法人番号

3430002057141



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 946,748                                        946,748
有限会社マル太原田興
業

法人番号
4430002057231

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 953,748                                        953,748
株式会社グリーンアー
スファーム

法人番号
9430001058688

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 738,300                                        738,300 株式会社北穀ファーム
法人番号

9430001068431

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 339,855                                        339,855 有限会社西藤農産
法人番号

9430002049612

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 699,723                                        699,723 有限会社保科農産
法人番号

2430002049742

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 172,105                                        172,105 有限会社松田農産
法人番号

8430002049811

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,373,872                                    3,373,872 株式会社丸惣馬場農場
法人番号

6430001047702

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,276,472                                    1,276,472 株式会社今農場
法人番号

5430001063221

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,051,990                                    1,051,990
有限会社ユニオンシス
テム

法人番号
6430002050861

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 603,603                                        603,603 株式会社大二野村農場
法人番号

9430001068282

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,696,116                                    2,696,116
株式会社イーストファー
ム

法人番号
8430001059175

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,697,166                                    1,697,166
株式会社ライスフィール
ド後藤

法人番号
5430001063015

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 396,585                                        396,585 有限会社平田農場
法人番号

8430002049662

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,174,359                                    1,174,359 株式会社倉田農場
法人番号

7430001062758

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 183,323                                        183,323 有限会社谷内農場
法人番号

5430002049426



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,133,261                                    1,133,261 株式会社舩産ファーム
法人番号

9430001065676

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 389,462                                        389,462
有限会社くすのきファー
ム

法人番号
9430002050801

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,134,315                                    1,134,315 株式会社滝谷農場
法人番号

1430001047707

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 193,812                                        193,812 有限会社森田農産
法人番号

7430002050654

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 469,406                                        469,406 有限会社毛陽農産
法人番号

8430002050505

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 80,391                                            80,391 有限会社狩野自然農園
法人番号

3430002049254

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 409,823                                        409,823 株式会社安藤農産
法人番号

9430001047708

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 18,639                                            18,639 株式会社星耕舎
法人番号

5430001060714

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 288,144                                        288,144 有限会社山田商産
法人番号

5430002049896

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 693,384                                        693,384 株式会社右岸コム
法人番号

6430001047925

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 77,226                                            77,226 株式会社谷農園
法人番号

4430001066019

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 168,472                                        168,472 合同会社アグリード
法人番号

7430003002555

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,004,982                                    1,004,982
株式会社いわみざわ大
願ファーム

法人番号
1430001060998

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 628,052                                        628,052
株式会社佐々木農場ア
ソシエーション

法人番号
9430001068464

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,813,833                                    2,813,833
有限会社御茶の水ク
リーンファーム

法人番号
7430002049218



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 339,905                                        339,905 株式会社ル・シエル
法人番号

8430001048013

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,818,932                                    2,818,932
株式会社アグリカル
チャーＫａｊｉ

法人番号
4430001065482

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,543,730                                    2,543,730 有限会社田中ファーム
法人番号

4430002050847

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 330,702                                        330,702
株式会社青空ファーム
池田

法人番号
3430001073263

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 892,656                                        892,656 株式会社耕創
法人番号

5430001047224

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 396,642                                        396,642
有限会社砂浜ファーム
サービス２１

法人番号
2430002050766

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,471,088                                    1,471,088 株式会社相園
法人番号

9430001048012

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 497,598                                        497,598
株式会社タップファクト
リー

法人番号
8430001059381

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 415,722                                        415,722 有限会社藤田農場
法人番号

5430002050425

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,308,758                                    1,308,758 有限会社なかた農場
法人番号

3430002050402

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 476,289                                        476,289
合同会社たかはし
ファーミング

法人番号
6430003002548

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,148,645                                    1,148,645 有限会社新田農場
法人番号

9430002050405

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 747,946                                        747,946 有限会社長内ファーム
法人番号

6430002050283

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,146,451                                    1,146,451 有限会社間島ファーム
法人番号

3430002050600

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 705,723                                        705,723 有限会社川北農場
法人番号

7430002050290



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,592,619                                    1,592,619 有限会社定塚農場
法人番号

7430002050340

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 481,267                                        481,267 有限会社伊藤ファーム
法人番号

9430002050660

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 852,743                                        852,743 有限会社木下農場
法人番号

4430002050599

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 741,225                                        741,225
有限会社アグリカル
チュアーひろし

法人番号
5430002050251

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 326,453                                        326,453 有限会社北村牧場
法人番号

1430002050305

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 254,805                                        254,805 有限会社鳥井農場
法人番号

9430002050388

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 103,584                                        103,584 有限会社石黒ファーム
法人番号

6430002050267

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 390,917                                        390,917
株式会社セガワファー
ム

法人番号
1430001064025

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 130,045                                        130,045 有限会社市川農場
法人番号

2430002050270

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,070                                                9,070 株式会社阿部農園
法人番号

4430001047836

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,576,506                                    1,576,506 有限会社西谷内農場
法人番号

4430002050723

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 269,743                                        269,743
Ｔ’ｓ－ＳｅｌｅｃｔｉｏｎＡｇｒ．
合同会社

法人番号
7430003006655

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 775,662                                        775,662 有限会社鎌田農園
法人番号

2430002050295

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 478,656                                        478,656 株式会社上條農場
法人番号

9430001070783

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 658,228                                        658,228 株式会社戸田農場
法人番号

8430001047907



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 312,915                                        312,915 株式会社茂内ファ－ム
法人番号

1430001047970

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 294,345                                        294,345
ノースアグリナカムラ株
式会社

法人番号
9430002050719

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,790,016                                    1,790,016 有限会社萌農産
法人番号

9430002050603

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,804,634                                    2,804,634 株式会社あららぎ農産
法人番号

2430002050675

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 528,552                                        528,552 合同会社清水ファーム
法人番号

5430003002565

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 64,623                                            64,623
豊里フーズプロデュー
ス株式会社

法人番号
5430001067156

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 71,014                                            71,014 有限会社佐藤農園
法人番号

2430002050808

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 242,037                                        242,037 株式会社小山農園
法人番号

5430001047819

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 578,814                                        578,814 株式会社北山農産
法人番号

3430001065698

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 74,546                                            74,546 有限会社工藤農場
法人番号

8430002050026

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 599,873                                        599,873
株式会社わたなべ
ファーム

法人番号
8430001065677

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 353,490                                        353,490 株式会社田中農場
法人番号

3430001063207

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 519,288                                        519,288 株式会社ファーム大山
法人番号

6430001047826

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 28,201                                            28,201
株式会社さかもとファー
ム

法人番号
3430001073255

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 551,245                                        551,245 株式会社小松ファーム
法人番号

4430001047828



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,232,209                                    1,232,209
有限会社白木ライスア
グリ

法人番号
2430002050064

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 594,012                                        594,012 有限会社白木ファーム
法人番号

7430002050729

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 940,612                                        940,612 株式会社秋場ファーム
法人番号

6430001070786

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 997,072                                        997,072 株式会社尾田ファーム
法人番号

5430001047736

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 864,152                                        864,152 株式会社小西ファーム
法人番号

8430001047741

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 803,922                                        803,922 株式会社宮嶋ファーム
法人番号

9430001047831

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,118,227                                    1,118,227 有限会社横山農場
法人番号

7430002050497

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 528,417                                        528,417 有限会社森山農場
法人番号

4430002050806

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 324,384                                        324,384 有限会社北農産
法人番号

7430002050308

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 989,442                                        989,442 有限会社濱本農場
法人番号

3430002050807

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 734,235                                        734,235 株式会社村形ファーム
法人番号

7430001047742

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 453,657                                        453,657
株式会社アセスグリー
ン

法人番号
4430001047225

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,076,679                                    3,076,679
農事組合法人セレス
コーポレーション

法人番号
5430005012703

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 398,264                                        398,264 有限会社みのる興産
法人番号

9430002050470

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,084,485                                    2,084,485 有限会社渡辺農場
法人番号

3430002050501



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 72,820                                            72,820
ファームしんりん株式会
社

法人番号
5430001066406

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 59,290                                            59,290
株式会社たなだファー
ム

法人番号
8430001073275

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 128,622                                        128,622 有限会社東海林産業
法人番号

7430002050349

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,777,851                                    1,777,851
有限会社岐阜コントラク
ター

法人番号
6430002050787

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 769,624                                        769,624
株式会社アグリプレゼ
ント

法人番号
5430001066257

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 977,666                                        977,666 株式会社米内農場
法人番号

6430001068277

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,229,934                                    1,229,934 くろだファーム株式会社
法人番号

6430001056034

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 299,624                                        299,624 株式会社樋口農園
法人番号

7430001070785

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 657,366                                        657,366 株式会社ファーム佐藤
法人番号

8430001068275

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 634,394                                        634,394 株式会社櫻井農産
法人番号

2430001065674

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 181,238                                        181,238 株式会社ひうらアグリ
法人番号

2430001068644

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 849,125                                        849,125 有限会社湯浅農産
法人番号

8430002050232

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,110,697                                    1,110,697 有限会社和田農場
法人番号

8430002050240

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 603,642                                        603,642 有限会社貞廣農場
法人番号

2430002050865

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 6,161,472                                    6,161,472 有限会社清水農場
法人番号

8430002050067



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 818,586                                        818,586 有限会社田島土地開発
法人番号

3430002050096

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,028,981                                    3,028,981 有限会社開林農産
法人番号

9430002050009

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 204,728                                        204,728 有限会社ピパーム
法人番号

6430002050762

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 850,842                                        850,842 有限会社寺﨑農場
法人番号

9430002050867

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,680,470                                    1,680,470 牧野農園有限会社
法人番号

2430002050205

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,077,600                                    1,077,600
農事組合法人沼の内福
井生産組合

法人番号
8430005006628

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 91,446                                            91,446
合同会社あぐり渡邊本
家

法人番号
5430003007317

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 822,188                                        822,188 株式会社佐々木農場
法人番号

4430001065697

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 838,824                                        838,824 佐伯アグリコ株式会社
法人番号

8430001065818

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 112,602                                        112,602 株式会社鵜沼農場
法人番号

1430001063373

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 749,986                                        749,986 有限会社鴫原農場
法人番号

2430002050857

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 599,044                                        599,044 株式会社田村農場
法人番号

2430001070740

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 114,504                                        114,504 株式会社弥生時代
法人番号

6430001059169

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,847                                                3,847
農事組合法人上美唄生
産組合

法人番号
9430005006627

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,112,018                                    1,112,018 有限会社杉本農場
法人番号

5430002050722



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 30,129                                            30,129
株式会社センターハウ
ス

法人番号
7430001047651

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 86,956                                            86,956 有限会社石黒園芸
法人番号

5430002049987

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 68,149                                            68,149 有限会社ライスクラップ
法人番号

6430002050853

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 910,770                                        910,770 関口産業株式会社
法人番号

2430001068280

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 321,262                                        321,262 株式会社林農産
法人番号

6430001048023

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 466,143                                        466,143 有限会社中越農産
法人番号

3430002050609

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 106,946                                        106,946 有限会社橋場農園
法人番号

6430002050812

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 660,785                                        660,785 有限会社岩間ファ－ム
法人番号

7430002049985

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 65,442                                            65,442 有限会社晴耕農園
法人番号

5430002050755

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 139,399                                        139,399 株式会社ミレット・マート
法人番号

7430001068136

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 307,110                                        307,110 株式会社沼南ファーム
法人番号

1430001070790

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 279,405                                        279,405 株式会社足立農場
法人番号

8430001068333

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 596,947                                        596,947
株式会社山口ファーミ
ング

法人番号
2430001063232

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 385,863                                        385,863 有限会社ライフ
法人番号

8430002051593

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,932,271                                    1,932,271 株式会社大舘ファーム
法人番号

5430001060805



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 55,644                                            55,644 有限会社エイム
法人番号

6430002051513

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 960,183                                        960,183 有限会社フローア
法人番号

4430002051572

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 667,014                                        667,014 有限会社ハル
法人番号

8430002051569

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 295,781                                        295,781 有限会社野楽
法人番号

9430002051592

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,637,994                                    1,637,994 有限会社豊夢
法人番号

1430002051575

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 388,773                                        388,773 株式会社響
法人番号

6430002051439

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 351,546                                        351,546 株式会社アシル
法人番号

8430001047709

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 604,766                                        604,766 株式会社野島農園
法人番号

2430001065699

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 284,113                                        284,113 有限会社本間
法人番号

4430002051473

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 166,249                                        166,249 有限会社井坂農産
法人番号

1430002051410

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 983,367                                        983,367 有限会社長嶋農産
法人番号

6430002051455

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 106,584                                        106,584 株式会社西村農場
法人番号

2430001047912

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 469,710                                        469,710 有限会社梅田農場
法人番号

7430002051413

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 400,550                                        400,550 有限会社賀集農産
法人番号

2430002051418

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 308,772                                        308,772 有限会社山内農産
法人番号

8430002051486



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 673,652                                        673,652 株式会社ヨシダ
法人番号

3430001065673

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 339,394                                        339,394 株式会社ヨコイファーム
法人番号

8430001070784

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 561,187                                        561,187 大西農産株式会社
法人番号

6430001047859

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,514,783                                    1,514,783 有限会社北日本産業
法人番号

3430002051425

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,451,651                                    1,451,651 株式会社吉野農産
法人番号

1430001065700

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 671,906                                        671,906 株式会社片桐Ｆａｒｍ
法人番号

9430001065701

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,384,754                                    2,384,754 株式会社浅川農場
法人番号

4430001068279

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 34,257                                            34,257 株式会社フェルム
法人番号

6430001047735

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,307,580                                    1,307,580 有限会社豊作会農園
法人番号

3430002051474

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 853,227                                        853,227 株式会社和泉
法人番号

1430001073298

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,295,273                                    2,295,273 株式会社橋本農園
法人番号

7430001070827

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 58,637                                            58,637
株式会社ｔｗｏフィール
ズ

法人番号
9430001060660

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 545,551                                        545,551 有限会社中村協進農場
法人番号

3430002051458

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 516,228                                        516,228 有限会社高木農場
法人番号

5430002051299

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 900,344                                        900,344 株式会社真田農場
法人番号

7430001068276



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 943,530                                        943,530 みなみ合同会社
法人番号

1430003005794

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,097,750                                    1,097,750 農事組合法人四釜農場
法人番号

5430005006894

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 855,858                                        855,858 大橋商会合同会社
法人番号

2430003004556

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 622,236                                        622,236 有限会社ファームキトラ
法人番号

9430002051353

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 685,168                                        685,168 有限会社浅沼農場
法人番号

2430002051228

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,015,432                                    2,015,432 株式会社桃野農場
法人番号

1430001063547

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,114,540                                    1,114,540 有限会社冨澤農場
法人番号

4430002051309

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,519,363                                    1,519,363 有限会社山中畜産
法人番号

5430002051398

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 873,055                                        873,055 有限会社稔農場
法人番号

6430002051389

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,764,447                                    1,764,447 株式会社みなみ農産
法人番号

3430001068131

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 725,662                                        725,662 有限会社木村農場
法人番号

4430002051267

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,428,528                                    1,428,528 株式会社北都農産
法人番号

3430001068288

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,568,505                                    1,568,505 有限会社松村農場
法人番号

5430002051373

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,202,442                                    1,202,442 有限会社丸勝農場
法人番号

5430002051365

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,641,885                                    1,641,885 有限会社福島農場
法人番号

2430002051351



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,442,139                                    1,442,139 農事組合法人駒谷農場
法人番号

4430005006879

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 629,653                                        629,653 有限会社土田農場
法人番号

4430002051333

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,038,807                                    1,038,807 有限会社山田農場
法人番号

2430002051401

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,277,995                                    2,277,995 有限会社アグリ技研
法人番号

6430002051232

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,333,589                                    2,333,589 西南農場有限会社
法人番号

2430002051293

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,396,083                                    1,396,083 有限会社宮井農場
法人番号

4430002051390

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 914,930                                        914,930 有限会社逢坂農園
法人番号

9430002051254

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,486,202                                    2,486,202 農事組合法人逢坂農場
法人番号

9430005006890

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,102,877                                    1,102,877 有限会社柳原農場
法人番号

8430002051395

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,090,125                                    1,090,125 有限会社仲野農園
法人番号

3430002051326

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 47,214                                            47,214 株式会社橋本農場
法人番号

5430001061274

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 542,111                                        542,111 農事組合法人菊沢農場
法人番号

6430005006893

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,808                                                9,808
有限会社メノビレッジ長
沼

法人番号
2430002051376

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,496,016                                    1,496,016
株式会社マオイの里農
園

法人番号
4430001063684

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 89,622                                            89,622 株式会社北栄ファーム
法人番号

4430001049147



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 459,284                                        459,284
有限会社湯地の丘自然
農園

法人番号
9430002051080

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 459,417                                        459,417 有限会社ファーム青木
法人番号

9430002051031

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 325,515                                        325,515 有限会社藤森農場
法人番号

8430002051032

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 242,746                                        242,746 有限会社井内農場
法人番号

7430002050919

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 412,932                                        412,932
株式会社きなうすファー
ム

法人番号
2430001047706

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 395,475                                        395,475 株式会社伊東農場
法人番号

1430001048011

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 830,136                                        830,136 有限会社粒里
法人番号

2430002050997

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 333,264                                        333,264 株式会社笹谷農産
法人番号

4430001047910

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 271,796                                        271,796 有限会社土門農園
法人番号

3430002050996

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 521,038                                        521,038 有限会社亀田青果
法人番号

5430002050937

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 45,513                                            45,513 有限会社木下農場
法人番号

9430002050941

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 82,822                                            82,822 長尾農場株式会社
法人番号

3430001065707

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 341,348                                        341,348 株式会社斉藤農場
法人番号

8430001058251

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 259,746                                        259,746
有限会社ランサーデー
リィサービス（現：有限
会社大井牧場）

法人番号
4430002051085

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,001,356                                    2,001,356 有限会社堀ファーム
法人番号

6430002050597



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,628,328                                    1,628,328 東出農園株式会社
法人番号

7430001047726

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,144,915                                    4,144,915 有限会社フューチャー
法人番号

5430002050598

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,063,368                                    4,063,368 有限会社アクティブ４
法人番号

7430002050860

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 137,727                                        137,727 株式会社ユニダック
法人番号

3360001011370

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 268,032                                        268,032 有限会社山田花き
法人番号

7430002050489

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 986,889                                        986,889 黒宮農園株式会社
法人番号

9430001047815

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 587,819                                        587,819 株式会社ＹＵＭＥ耕舎
法人番号

7430001047825

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,787,605                                    1,787,605 有限会社今野農場
法人番号

6430002050325

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,416,472                                    1,416,472
有限会社イシダハ－ベ
スト

法人番号
2430002057308

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 664,158                                        664,158
有限会社大丸三光土栄
農

法人番号
9430002051444

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 582,318                                        582,318 株式会社大嶋農園
法人番号

9440001007371

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,114,776                                    1,114,776 株式会社マルト農産
法人番号

3440001007848

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 557,735                                        557,735 株式会社玉森農産
法人番号

3440001007996

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 733,502                                        733,502 株式会社かさまつ農舎
法人番号

8440001007372

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,186,437                                    1,186,437 株式会社東出農場
法人番号

9440001008031



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 997,064                                        997,064
株式会社やまみファー
ム

法人番号
6440001008001

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 803,655                                        803,655
株式会社ＨＡＲＵファー
ム

法人番号
2440001007345

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,098,078                                    2,098,078
株式会社リッキーファー
ム

法人番号
7440001007308

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 14,198                                            14,198 合同会社西谷農産
法人番号

9440003001042
交付決定額は変更交付決
定後の額である

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,361,281                                    3,361,281 株式会社北斗ファーム
法人番号

6440005001266

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,160                                                4,160
株式会社小田切清志農
園

法人番号
3440001007385

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,222,674                                    1,222,674
有限会社グランドマシン
サービス・マエダ

法人番号
5440002008505

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,951,923                                    1,951,923 株式会社船瀬農場
法人番号

4440001007161

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 877                                                    877 有限会社森農場
法人番号

3440002009835

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 357,132                                        357,132
有限会社カネサ斉藤農
産

法人番号
7440002009947

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 988,617                                        988,617 有限会社齊藤農場
法人番号

6440002009948

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,603,077                                    1,603,077 株式会社さかがみ
法人番号

1440001007404

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 801,960                                        801,960 株式会社なな実
法人番号

5440001006369

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 79,623                                            79,623
有限会社秀明ナチユラ
ルフアーム北海道

法人番号
3440002009067

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 880,578                                        880,578 有限会社鈴木農場
法人番号

5440002008934



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,040,170                                    3,040,170
農事組合法人ぴりか
ファーム

法人番号
6440005001662

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,273,369                                    2,273,369 株式会社讃岐ファーム
法人番号

6440001007985

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 67,562                                            67,562 有限会社仁木農場
法人番号

5440002008959

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 792,084                                        792,084 有限会社村本農産
法人番号

9440002008971

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,214,557                                    1,214,557 有限会社新拓興業
法人番号

3440002009026

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 99,990                                            99,990 有限会社小川農園
法人番号

1450002001231

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 59,223                                            59,223 有限会社森谷農園
法人番号

5450002005831

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 449,899                                        449,899 株式会社北永
法人番号

1450001010605

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 343                                                    343
農事組合法人グレイン
バンク農場

法人番号
7450005000621

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 471,730                                        471,730 有限会社旭正ファーム
法人番号

3450002001626

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,180,629                                    1,180,629
有限会社コントラクタ－
旭川

法人番号
9450002002263

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,556                                                4,556 有限会社三田農園
法人番号

4450002002508

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 553,228                                        553,228 株式会社谷口農場
法人番号

6450001006004

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 20,367                                            20,367 合資会社リトルファ－ム
法人番号

5450003000492

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 655,275                                        655,275 有限会社東和農場
法人番号

1450002003822



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,384,921                                    1,384,921
有限会社わくわく畑ラン
ド

法人番号
1450002008680

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 545,724                                        545,724
農事組合法人東門営農
組合

法人番号
3450005004007

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 110,445                                        110,445 有限会社樋口農園
法人番号

1450002004614

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 114,339                                        114,339 有限会社稲華屋
法人番号

3450002000751

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 112,791                                        112,791 有限会社助安農場
法人番号

2450002003053

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 573,607                                        573,607
有限会社ビジネス
ファーム

法人番号
8450002007370

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 773,825                                        773,825
農事組合法人央輪生産
組合

法人番号
6450005000614

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 34,615                                            34,615 大成産業株式会社
法人番号

2450001005942

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 366,173                                        366,173 株式会社青木ファーム
法人番号

2450001006775

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 338,286                                        338,286
株式会社アップフィール
ド

法人番号
3450001006790

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 175,105                                        175,105 西永農場合同会社
法人番号

8450003000853

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 169,452                                        169,452 合同会社石井農場
法人番号

2450003000850

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 91,410                                            91,410
いろはのごはん合同会
社

法人番号
1450003000942

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 199,774                                        199,774 合同会社どりランド
法人番号

4450003001384

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 142,626                                        142,626
合同会社利根川ファー
ム

法人番号
4450003001054



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 182,776                                        182,776 合同会社齊藤ファーム
法人番号

5450003001425

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 194,109                                        194,109 合同会社新翔
法人番号

3450003001435

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 290,478                                        290,478
農事組合法人ＧｌｏｂａｌＣ
ｅｎｔｕｒｙＦａｒｍ

法人番号
8450005003994

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 220,041                                        220,041
有限会社旭川みどり農
場

法人番号
5450002000428

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,998,492                                    2,998,492
農事組合法人日の出生
産組合

法人番号
2450005003694

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 268,632                                        268,632 株式会社髙橋農産
法人番号

6450001007035

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 529,725                                        529,725
株式会社うけがわ
ファームＤＥＮ－ＥＮ

法人番号
8450001010367

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,323,844                                    2,323,844 株式会社外山農園
法人番号

6450001010303

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 401,829                                        401,829 株式会社小竹ファーム
法人番号

6450001011004

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 18,930                                            18,930 株式会社大阪農園
法人番号

2450001010496

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 61,965                                            61,965
株式会社ふぁーむいず
み

法人番号
7450001009897

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 283,432                                        283,432 株式会社佐藤
法人番号

5450001010675

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 238,071                                        238,071 東旭川農業協同組合
法人番号

7450005000448

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 190,017                                        190,017
株式会社北光センター・
トムテ

法人番号
3450001011361

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 943,266                                        943,266 株式会社米人なかの
法人番号

4450002004066



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 211,902                                        211,902 有限会社定岡農園
法人番号

5450002002473

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 395,355                                        395,355 株式会社ノウリエ
法人番号

5450001011302

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 54,724                                            54,724
有限会社菅原クリーン
ファーム

法人番号
2450002003061

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 200,782                                        200,782 有限会社遠藤農産
法人番号

2450002000884

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 593,489                                        593,489 有限会社牧野農産
法人番号

2450002005116

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 69,086                                            69,086
株式会社北海道ファー
ム太田

法人番号
7450001011218

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,249,739                                    2,249,739 有限会社営農企画
法人番号

5450002001005

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 36,496                                            36,496 有限会社岩城農産
法人番号

3450002000784

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 123,485                                        123,485 株式会社舟山農産
法人番号

1450001011982

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 166,523                                        166,523 有限会社岸山
法人番号

7450002001696

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 252,007                                        252,007 有限会社平野ファーム
法人番号

3450002004703

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 62,783                                            62,783 有限会社宮嶋農場
法人番号

3450002005610

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 725,186                                        725,186 株式会社道下ファーム
法人番号

2450001011321

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 416,160                                        416,160
有限会社ファインワーク
ス

法人番号
7450002007223

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 90,762                                            90,762
株式会社パートナー
コーンズ

法人番号
8450001010953



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 206,148                                        206,148 株式会社楠木
法人番号

3450001011626

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 130,526                                        130,526 有限会社美土里
法人番号

1450002007880

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 735,585                                        735,585
農事組合法人伏古生産
組合

法人番号
1450005000651

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 713,448                                        713,448 有限会社協和農産
法人番号

5450002002011

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 217,026                                        217,026 有限会社実来い農園
法人番号

7450002008717

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 404,210                                        404,210 有限会社北の恵み
法人番号

1450002008904

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 154,377                                        154,377 合同会社Ａのー
法人番号

1450003000513

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 100,479                                        100,479
合同会社ザ愛別さんさ
ん

法人番号
7450003000516

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 124,565                                        124,565 株式会社愛
法人番号

3450001006816

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 99,123                                            99,123 株式会社伊藤農産
法人番号

3450001010917

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 528,034                                        528,034
有限会社サンライズ
ファ－ム

法人番号
6450002008916

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,240,245                                    1,240,245
有限会社グリーンサ
ポート

法人番号
6450002001862

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 296,709                                        296,709 岸田農園株式会社
法人番号

1450001012015

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 558,118                                        558,118 株式会社大雪ファーム
法人番号

4450001011666

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 156,329                                        156,329 有限会社晃栄
法人番号

8450002002066



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 118,872                                        118,872 有限会社松林農園
法人番号

3450002005172

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 349,497                                        349,497 株式会社藤川農場
法人番号

9450001010119

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 316,251                                        316,251 農事組合法人東勝農園
法人番号

8450005000637

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 218,965                                        218,965 株式会社ｇｒｏｗ
法人番号

7450001010764

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 828,477                                        828,477
農事組合法人３３区生
産組合

法人番号
9450005000628

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 502,085                                        502,085 株式会社むらなか農場
法人番号

9450001011422

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 850,263                                        850,263 有限会社板谷農場
法人番号

3450002000719

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 59,697                                            59,697 有限会社山崎農場
法人番号

7450002005879

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 365,241                                        365,241 株式会社カナマキ
法人番号

3450001010116

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 253,169                                        253,169 株式会社丸馬農場
法人番号

4450001010115

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,724,504                                    2,724,504 株式会社丸巳
法人番号

5450001010345

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 70,760                                            70,760 株式会社松匠
法人番号

2450001010959

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 89,346                                            89,346
有限会社カネタファー
ム

法人番号
2450002001338

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 25,706                                            25,706 株式会社ファーム中村
法人番号

9450001010440

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 184,911                                        184,911
株式会社オザキファー
ム

法人番号
9450001011918



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 887,014                                        887,014 有限会社西神楽夢民村
法人番号

2450002007153

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 233,673                                        233,673 有限会社吉本農場
法人番号

8450002006026

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 23,632                                            23,632 有限会社岡田産商
法人番号

1450002001207

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,692,526                                    1,692,526
農事組合法人大雪生産
組合

法人番号
4450005002042

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,066,459                                    2,066,459
農事組合法人丘の里ヘ
ルシーファーム

法人番号
2450005002044

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 11,458                                            11,458
農事組合法人美馬牛
ファーム

法人番号
4450005002059

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,277,517                                    1,277,517
農事組合法人萌育実生
産組合

法人番号
9450005002062

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 683,235                                        683,235
農事組合法人平和生産
組合

法人番号
9450005002070

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 370,219                                        370,219
有限会社ホクトアグリ
サービス

法人番号
2450002009133

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 824,425                                        824,425 有限会社大脇農場
法人番号

1450002009150

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 87,768                                            87,768 合同会社岩崎農場
法人番号

5450003001012

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 786,960                                        786,960 農事組合法人福田農園
法人番号

1450005002061

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 109,574                                        109,574
あさひファーム有限会
社

法人番号
9450002009003

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 577,477                                        577,477
株式会社ファーム風と
緑の子守歌

法人番号
5450001010898

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,153,461                                    1,153,461 株式会社熊谷ファーム
法人番号

2450001010587



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 346,892                                        346,892 農事組合法人藤田農場
法人番号

4450005003924

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 331,648                                        331,648 農事組合法人浦島農場
法人番号

2450005003926

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 32,267                                            32,267 合同会社吉井ファーム
法人番号

6450003001011

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 81,237                                            81,237
農事組合法人旭新生組
合

法人番号
1450005003927

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 88,738                                            88,738
荒川グランパ農園有限
会社

法人番号
8450002009144

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,059,636                                    1,059,636 株式会社アグリエイト
法人番号

4450001011609

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 489,945                                        489,945
有限会社コーヨーファー
ム

法人番号
3450002009082

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,061,605                                    1,061,605
有限会社富良野アグリ
ステージ

法人番号
7450002009649

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,501,765                                    1,501,765 有限会社スリーシード
法人番号

4450002009684

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 352,617                                        352,617 農事組合法人緑豊農場
法人番号

7450005002080

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 826,248                                        826,248 有限会社西和農場
法人番号

3450002009628

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,146,949                                    1,146,949 有限会社西富丘農場
法人番号

4450002009627

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,317                                                9,317 有限会社ささき農畜産
法人番号

2450002009323

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 62,705                                            62,705 有限会社北幸農園
法人番号

7450002009509

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 195,069                                        195,069 株式会社ふらの農場
法人番号

5450001006665



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 91,845                                            91,845
合同会社フアームベル
ヒルズ

法人番号
7450003000549

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 82,612                                            82,612 有限会社南農産
法人番号

9450002009671

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 5,249                                                5,249 株式会社坂口農産
法人番号

9450001010580

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 20,229                                            20,229 株式会社天間農産本舗
法人番号

4450001006690

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 349,647                                        349,647
有限会社アグリホール
ド

法人番号
3450002009710

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 13,911                                            13,911
株式会社フラノプレゼン
ツ

法人番号
2450001009927

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 90,664                                            90,664 有限会社増田農産
法人番号

1450002009621

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 207,554                                        207,554
農事組合法人平沢コン
バイン利用組合

法人番号
8450005002261

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,753                                                9,753 有限会社ホロニック
法人番号

7450002009665

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 103,390                                        103,390
株式会社わたなべ
ファーム

法人番号
6450001006664

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 725,666                                        725,666
合同会社ふらの野菜ク
ラブ

法人番号
9450003000588

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 994,184                                        994,184
グリーン・フーズ農園有
限会社

法人番号
4450002009643

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,394,045                                    2,394,045 有限会社白井農園
法人番号

4450002009668

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,420,610                                    1,420,610 有限会社伊藤農園
法人番号

5450002009642

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 999,061                                        999,061
農事組合法人やまびこ
ファーム（現：株式会社
ひろかわファーム）

法人番号
5450005002231



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,093,665                                    1,093,665
株式会社ファームいむ
ら

法人番号
9450001011257

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 247,946                                        247,946 株式会社新生農産
法人番号

6450001009857

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,924,397                                    1,924,397 有限会社興農社
法人番号

2450002009645

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 770,998                                        770,998 合同会社野原ファーム
法人番号

1450003000579

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 194,861                                        194,861
株式会社おさだ高原農
場

法人番号
8450001007033

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 769                                                    769 株式会社フロンティア
法人番号

2450001006651

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 851,934                                        851,934 山本ファーム株式会社
法人番号

6450001010988

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,003,024                                    2,003,024
有限会社エスケイ
ファーム

法人番号
8450002010309

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,817,222                                    2,817,222
有限会社奥山プラン
テーション

法人番号
7450002010771

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 191,847                                        191,847
農事組合法人北星
ファーム

法人番号
1450005002615

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 455,643                                        455,643
農事組合法人育栄
ファーム

法人番号
3450005002514

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,261,027                                    1,261,027 有限会社佐久間農場
法人番号

9450002010365

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,888,050                                    2,888,050
かわにしの丘しずお農
場株式会社

法人番号
4450001007482

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 383,706                                        383,706 有限会社藤田農園
法人番号

1450002010455

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 291,531                                        291,531 株式会社たいら農園
法人番号

3450001007970



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 769,618                                        769,618 農事組合法人大成農場
法人番号

3450005002621

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 30,215                                            30,215
株式会社カワハラデン
プン

法人番号
5450001007548

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 82,867                                            82,867 株式会社田舎塾
法人番号

9450001011307

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 17,916                                            17,916 みか農園株式会社
法人番号

9450001011273

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 72,221                                            72,221 株式会社庄内ファーム
法人番号

3450001011320

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 16,224                                            16,224
農事組合法人きぼうの
大地

法人番号
2450005003991

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,215                                                4,215 株式会社山本農園
法人番号

3450001010363

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 31,422                                            31,422
農事組合法人侍士セブ
ン

法人番号
3450005004048

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 806,091                                        806,091 有限会社中多寄農場
法人番号

2450002010272

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 144,675                                        144,675 農事組合法人士別農園
法人番号

1450005002607

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 636,457                                        636,457 野田農園株式会社
法人番号

8450001010565

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 194,730                                        194,730 農事組合法人あさひ
法人番号

5450005002520

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 310,262                                        310,262 株式会社中山農園
法人番号

4450001010412

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 219,113                                        219,113 有限会社二口農場
法人番号

8450002010572

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 963,505                                        963,505
農事組合法人丸峯吉田
農場

法人番号
4450005002612



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 322,935                                        322,935 有限会社前鼻農場
法人番号

4450002010584

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 574,950                                        574,950 有限会社谷口農場
法人番号

9450002010217

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 152,514                                        152,514 有限会社石田農場
法人番号

5450002010542

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 394,527                                        394,527 株式会社ＶＩＶＡＦＡＲＭ
法人番号

1450001011306

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 990,202                                        990,202
株式会社けんぶち佐藤
農園

法人番号
9450001010606

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 588,060                                        588,060 農事組合法人明峰組合
法人番号

3450005002613

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 8,516,853                                    8,516,853
株式会社アグリプロダ
クト笠井

法人番号
7450001009971

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 287,694                                        287,694 株式会社人情ファーム
法人番号

8450001010945

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 133,363                                        133,363 有限会社リリーファーム
法人番号

2450002010198

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 18,531                                            18,531
有限会社鈴木ビビツド
フア－ム

法人番号
3450002010164

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 915,474                                        915,474
有限会社ファミリー
ファーム夏井

法人番号
1450002009919

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 282,435                                        282,435 有限会社小倉牧場
法人番号

8450002010077

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 997,183                                        997,183
株式会社バイオクロッ
プ

法人番号
6450001010336

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 65,486                                            65,486 合同会社あぐりこ
法人番号

9430003002710

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 77,138                                            77,138 株式会社清川ファーム
法人番号

2430001064552



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 125,462                                        125,462 有限会社滝川ファーム
法人番号

1430002052540

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 21,471                                            21,471 有限会社山下農場
法人番号

9430002053465

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 159,623                                        159,623 有限会社大澤ファーム
法人番号

4430002051886

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 283,020                                        283,020 有限会社笹木農場
法人番号

8430002053474

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 274,999                                        274,999 有限会社秋桜
法人番号

9430002052310

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 352,872                                        352,872
有限会社あきよしファー
ム

法人番号
6430002053641

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 114,306                                        114,306 水源生産組合
法人番号

2450005001632

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 360,986                                        360,986 株式会社小倉農園
法人番号

3450001010090

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 207,007                                        207,007 農事組合法人ユキノー
法人番号

9450005003993

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 31,119                                            31,119 有限会社楽農
法人番号

4430002053577

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 42,120                                            42,120 有限会社山本農場
法人番号

3450002007722

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 313,065                                        313,065
吉田屋ファーム株式会
社

法人番号
7450001011614

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 350,166                                        350,166 農事組合法人碧水農場
法人番号

7450005001743

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,090                                                1,090 豊竜農場
法人番号

5450005001646

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 250,458                                        250,458 株式会社藤井ファーム
法人番号

3450001011618



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,137,563                                    1,137,563 農事組合法人ほのか
法人番号

5450005003923

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 477,591                                        477,591 有限会社音成農場
法人番号

9450002007782

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,857                                                9,857 有限会社大曲関口牧場
法人番号

1450002007781

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 26,328                                            26,328 有限会社伊藤農場
法人番号

7450002007784

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 339,438                                        339,438 農事組合法人稲田農場
法人番号

6450005001645

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 589,825                                        589,825 有限会社ウイング
法人番号

7450002007776

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 720,032                                        720,032 有限会社ＨＪＹさくら
法人番号

8450002007858

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 207,358                                        207,358 株式会社空知こめ工房
法人番号

4450001006237

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 106,845                                        106,845 有限会社須網農場
法人番号

8450002007750

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 158,437                                        158,437 株式会社Ｇ・Ｆ
法人番号

8450001011233

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 99,177                                            99,177 株式会社ＩＴＦ
法人番号

2450001011305

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,395,387                                    1,395,387 株式会社セキグチ
法人番号

5450001011938

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 961,987                                        961,987 有限会社緑萌
法人番号

6450002012471

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 723,165                                        723,165
農事組合法人アグリラ
ンド

法人番号
1450005003365

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 281,034                                        281,034 株式会社ア－ス
法人番号

5450001009288



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 233,486                                        233,486 株式会社川北ファーム
法人番号

7450001011589

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 56,949                                            56,949 農事組合法人春風農場
法人番号

3450005003347

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 157,288                                        157,288
農事組合法人長谷川農
場

法人番号
6450005003336

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 554,847                                        554,847 株式会社農愛心
法人番号

4450001010610

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,216,291                                    3,216,291 有限会社緑進
法人番号

5450002011441

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 64,767                                            64,767
農事組合法人カント
リー生産組合

法人番号
8450005003020

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,384,101                                    1,384,101
有限会社グリーン
ファームえんべつ

法人番号
7450002011514

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 499,542                                        499,542 合同会社小林農産
法人番号

4450003001541

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 409,458                                        409,458
有限会社有機栽培研究
ファーム

法人番号
8450002005944

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 122,637                                        122,637 有限会社佐藤農産
法人番号

7450002007157

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 50,865                                            50,865 有限会社外山
法人番号

2450002003879

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 27,483                                            27,483 合同会社縁ｉｎｇＪａｐａｎ
法人番号

5450003001409

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 367,638                                        367,638 有限会社石坂牧場
法人番号

2462502000990

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 96,821                                            96,821
スライブＴＫ農場株式会
社

法人番号
9462501000589

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,309,167                                    1,309,167 トカプチ株式会社
法人番号

2460101004851



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 992,904                                        992,904 有限会社農業王国正真
法人番号

9460102002609

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,058,865                                    1,058,865 ワカハラ農場株式会社
法人番号

7460101005102

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,508,692                                    1,508,692
合同会社ホルダートカ
チ

法人番号
7460103000992

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 162,528                                        162,528 有限会社野矢農場
法人番号

1460102007045

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 486,414                                        486,414 有限会社大塚農場
法人番号

6460102007453

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,052,361                                    1,052,361 有限会社八代ファーム
法人番号

9460102004035

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 839,319                                        839,319 株式会社西上産業
法人番号

7460101002033

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,646,178                                    1,646,178
有限会社ノースランド
ファーム

法人番号
1460102004026

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,038,155                                    2,038,155 有限会社中山農産
法人番号

3460102002498

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 520,047                                        520,047 株式会社畑中農園
法人番号

1460101004290

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,410,700                                    1,410,700 株式会社Ｋ’ＳＦＡＲＭ
法人番号

4460101004305

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,223,541                                    1,223,541
農事組合法人やまざき
ファ－ム

法人番号
7460105002112

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,116,185                                    3,116,185
農事組合法人グリーン
ファーム

法人番号
3460105000219

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,873,578                                    1,873,578 有限会社知地農場
法人番号

5460102002083

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,717,556                                    1,717,556 有限会社広瀬ファーム
法人番号

1460102002806



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,549,245                                    1,549,245 有限会社山口
法人番号

3460102003620

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,056,999                                    3,056,999 農事組合法人十勝農場
法人番号

8460105000222

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,440,097                                    3,440,097 有限会社奥山農場
法人番号

8460102007492

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 558,252                                        558,252
株式会社まぶちファー
ム

法人番号
3460101005527

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,904,811                                    1,904,811 有限会社有塚農場
法人番号

7460102007626

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 956,673                                        956,673 有限会社中藪農園
法人番号

8460102002493

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,237,723                                    2,237,723 有限会社横山産業
法人番号

7460102007493

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,296,615                                    1,296,615 有限会社竹馬ファーム

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 995,202                                        995,202
有限会社シンサクド
ローイングワークス

法人番号
1460102007730

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,431,804                                    1,431,804 有限会社テクノファーム
法人番号

5460102004245

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,524,426                                    1,524,426 株式会社ファーム宮本
法人番号

6460101004542

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,662,882                                    1,662,882 有限会社八巻ファーム
法人番号

2460102003877

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 495,228                                        495,228 有限会社道下広長農場
法人番号

4460102003421

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,226,481                                    1,226,481 株式会社山農場
法人番号

5460101005723

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,546,799                                    1,546,799 株式会社橋本農場
法人番号

1460101004349



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 15,240                                            15,240 有限会社高道産業
法人番号

8460102001900

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 660,729                                        660,729 株式会社松浦ファーム
法人番号

7460101005498

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 274,012                                        274,012 有限会社昭和農場
法人番号

1460102006971

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,350,638                                    1,350,638 有限会社大和農場
法人番号

9460102006980

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,907,589                                    1,907,589 有限会社新生農場
法人番号

6460102006967

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,462,443                                    1,462,443 有限会社岩崎農場
法人番号

2460102006938

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 167,787                                        167,787 有限会社興和農場
法人番号

9460102006956

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 950,543                                        950,543 株式会社鎌田農園
法人番号

7460101005465

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 241,475                                        241,475
有限会社ジーピー
ファーム

法人番号
8460102006965

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 840,897                                        840,897 タナカ農場有限会社
法人番号

6460102007445

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 524,840                                        524,840 有限会社北嶋農場
法人番号

8460102006949

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 879,324                                        879,324 有限会社中札内農場
法人番号

9460102006989

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,385,479                                    1,385,479 有限会社旭栄農場
法人番号

3460102006945

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,363,380                                    1,363,380 有限会社親栄農場
法人番号

9460102006964

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,082,530                                    1,082,530 有限会社栄農場
法人番号

4460102006960



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 958,064                                        958,064 有限会社島田養鶏場
法人番号

4460102006969

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,482,773                                    1,482,773 有限会社平和農場
法人番号

9460102007013

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,582,757                                    1,582,757 有限会社共進農場
法人番号

1460102006947

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,509,591                                    1,509,591 有限会社中戸蔦農場
法人番号

6460102006991

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,396,689                                    1,396,689 有限会社真野農場
法人番号

6460102006975

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 286,104                                        286,104 有限会社北星農場
法人番号

8460102007014

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,536,500                                    1,536,500 有限会社北斗農場
法人番号

7460102007015

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,442,999                                    1,442,999 有限会社島次農場
法人番号

7460102006974

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,373,228                                    2,373,228
有限会社ウエスタン牧
場

法人番号
8460102006940

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 116,175                                        116,175 有限会社町田農場
法人番号

4460102007018

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 514,242                                        514,242 有限会社協和農場
法人番号

9460102006948

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 405,935                                        405,935 有限会社ファーム自然
法人番号

3460102007010

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 629,689                                        629,689 有限会社進光生産組合
法人番号

7460102006966

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 523,068                                        523,068
有限会社近藤ブロイ
ラー

法人番号
7460102006958

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,649,213                                    2,649,213 株式会社和光農場
法人番号

5460101005748



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,468,870                                    1,468,870 有限会社正浄農場
法人番号

1460102007680

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,003,360                                    2,003,360 株式会社林農場
法人番号

5460101005590

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,340,459                                    1,340,459 株式会社泰章農場
法人番号

2460101004273

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 5,686,254                                    5,686,254 有限会社コタニアグリ
法人番号

4460102007067

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,399,654                                    2,399,654 株式会社ほそかわ農場
法人番号

3460101005378

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 836,191                                        836,191 株式会社松橋農場
法人番号

5460101005467

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 515,262                                        515,262
ひらやまファーム株式
会社

法人番号
1460101005215

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 603,516                                        603,516 有限会社内田牧場
法人番号

6460102007437

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,461,363                                    1,461,363
株式会社サンタファー
ム

法人番号
1460105001557

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,242,775                                    3,242,775
農事組合法人コスモＧ
Ｂ

法人番号
1460105001912

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,093,608                                    1,093,608
農事組合法人サンエイ
牧場

法人番号
2460105001556

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 10,119,839                                  10,119,839 有限会社南十勝興農
法人番号

4460102006738

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,110,730                                    3,110,730
農事組合法人ノーザン
スカイ

法人番号
2460105002050

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 472,578                                        472,578 有限会社十勝大森牧場
法人番号

1460102006856

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,145,520                                    1,145,520
株式会社カワサキ
ファーム

法人番号
6460102006810



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,383,614                                    2,383,614 株式会社西原農場
法人番号

5460101004056

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 826,341                                        826,341 後藤農場株式会社
法人番号

2460101005750

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 460,323                                        460,323 有限会社竹澤牧場
法人番号

7460102007642

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,202,454                                    3,202,454 有限会社岩井農場
法人番号

4460102007653

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,327,424                                    2,327,424
株式会社大野フア－
ム．

法人番号
3460101004256

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,607,733                                    1,607,733 尾藤農産
法人番号

1460102002789

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,602,434                                    2,602,434 東洋農場
法人番号

6460102002322

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 359,129                                        359,129 有限会社しらかば農園
法人番号

6460102001588

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 994,189                                        994,189 有限会社早苗農場
法人番号

1460102001403

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,879,620                                    1,879,620 北海ファ－ム・三和
法人番号

6460102003080

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,583,882                                    2,583,882 有限会社太田農産
法人番号

9460102000455

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,113,146                                    2,113,146 有限会社中川農場
法人番号

6460102003881

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,978,560                                    4,978,560 有限会社鈴鹿農園
法人番号

9460102007302

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 385,911                                        385,911 株式会社中捨農場
法人番号

7460101006083

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,585,132                                    1,585,132 有限会社宇野農場
法人番号

4460102000352



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 899,031                                        899,031 有限会社宇野ファーム
法人番号

4460102000352

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 674,418                                        674,418 西村農場株式会社
法人番号

4460101005419

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,499,892                                    1,499,892
合同会社ムトウファー
ム

法人番号
2460103000964

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 805,950                                        805,950
有限会社グリ－ンファ
－ム

法人番号
2460102001006

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 332,363                                        332,363
株式会社十勝めむろ阿
部農場

法人番号
7460101005911

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 101,674                                        101,674 有限会社太陽ファーム
法人番号

8460102002403

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 165,235                                        165,235
農業生産法人十勝２１
世紀株式会社

法人番号
7460101004302

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 186,600                                        186,600
株式会社おぎミルク
ファーム

法人番号
6460101006010

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,266,388                                    4,266,388
農事組合法人雄馬別農
場

法人番号
9460105002069

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 554,346                                        554,346 有限会社森農場
法人番号

3460102007646

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 784,752                                        784,752
青木ピッグファーム株
式会社

法人番号
6460101005664

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 603,048                                        603,048
有限会社ナチュラル
ファーム

法人番号
4460102007604

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 8,543,171                                    8,543,171
有限会社メロディー
ファーム

法人番号
7460102005885

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 160,784                                        160,784
有限会社スプリング
ファーム

法人番号
2460102005824

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 949,944                                        949,944
株式会社Ａ―Ｎｅｔファー
ム十勝

法人番号
9460101004952



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 956,565                                        956,565
株式会社バイオファー
ム

法人番号
7460101003931

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 114,311                                        114,311 株式会社ＳＡＫＵＲＡ
法人番号

3460101004553

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 632,397                                        632,397
株式会社未来農理研究
場

法人番号
8460101005869

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,799,027                                    2,799,027 株式会社山本農産
法人番号

2460101004777

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,031,902                                    3,031,902
株式会社ファームタキ
モト

法人番号
7460101004855

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,455,659                                    2,455,659 有限会社福原農場
法人番号

8460102005967

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,457,724                                    4,457,724 農事組合法人萌和農場
法人番号

4460105001331

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 439,749                                        439,749
有限会社新得物産サホ
ロ農園

法人番号
9460102005933

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,067,397                                    1,067,397 有限会社永光
法人番号

2460102005907

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,873,829                                    1,873,829 株式会社佐藤農場
法人番号

7460101004921

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,697,154                                    1,697,154
農事組合法人春日井農
場

法人番号
3460105001332

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,650,468                                    1,650,468 有限会社太田農場
法人番号

2460102006005

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 599,937                                        599,937 太丸熊谷農場有限会社
法人番号

1460102006030

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,845,446                                    2,845,446
農事組合法人笹川北斗
農場

法人番号
9460105001335

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,229,126                                    2,229,126 有限会社馬場農場
法人番号

1460102006039



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 8,658,621                                    8,658,621
農事組合法人西上経営
組合

法人番号
7460105001337

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 73,449                                            73,449 有限会社上村農場
法人番号

4460102005995

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 270,036                                        270,036
有限会社旭ヶ丘農場長
寿園

法人番号
5460102000112

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,211,159                                    2,211,159 有限会社高瀬農場
法人番号

1460102001840

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,879,743                                    1,879,743 有限会社山西牧場
法人番号

2460102003646

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 459,600                                        459,600
株式会社マルモファー
ム

法人番号
1460101005859

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,308,400                                    3,308,400 有限会社本田農場
法人番号

3460102003158

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 865,092                                        865,092 株式会社酒井農場
法人番号

4460101005864

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,476,520                                    2,476,520
農事組合法人北柏第一
生産組合

法人番号
1460105000212

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,056,900                                    1,056,900 有限会社杉山農場
法人番号

5460102001639

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,011,564                                    1,011,564 有限会社安田農場
法人番号

8460102003574

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,626,471                                    1,626,471 株式会社山本牧場
法人番号

9460101002048

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,014,762                                    3,014,762 株式会社カシノキ
法人番号

5460101003842

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,009,357                                    3,009,357
株式会社イソカワファー
ム

法人番号
9460101004052

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,230,556                                    2,230,556 株式会社村橋農場
法人番号

3460101006038



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 410,712                                        410,712 有限会社梁川牧場
法人番号

8460102003582

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,827,968                                    2,827,968
有限会社ダイワファーミ
ング

法人番号
5460102001812

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,364,490                                    1,364,490 有限会社竹中農場
法人番号

8460102007666

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 314,140                                        314,140 株式会社ふくち
法人番号

5460101005789

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,029,999                                    1,029,999 有限会社加茂農場
法人番号

8460102000794

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,557,868                                    2,557,868 有限会社後藤農場
法人番号

2460102001121

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,134,148                                    2,134,148 有限会社重堂農場
法人番号

3460102001541

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,891,035                                    1,891,035 株式会社クマガイ
法人番号

1460101004051

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,009,268                                    1,009,268 株式会社川上農場
法人番号

2460101004050

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 978,681                                        978,681 株式会社村上農場
法人番号

4460101004049

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,254,672                                    1,254,672 合同会社小玉農場
法人番号

1460103000718

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,227,875                                    2,227,875 合同会社茂古沼農場
法人番号

1460103000759

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,297,398                                    1,297,398 株式会社コタケファーム
法人番号

5460101005293

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,866,107                                    2,866,107 有限会社後藤飼料
法人番号

1460102001122

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,197,542                                    2,197,542 有限会社文化森本農場
法人番号

1460102005742



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,670,921                                    1,670,921 有限会社矢野農場
法人番号

2460102005758

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 993,917                                        993,917 高橋農場株式会社
法人番号

3460101006104

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,134,218                                    4,134,218 株式会社シノハラ
法人番号

2460101004109

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,013,779                                    3,013,779 有限会社井尾農場
法人番号

2460102005683

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,129,929                                    1,129,929 株式会社かとう
法人番号

9460101006073

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,757,301                                    1,757,301 株式会社ナガセ
法人番号

9460101004779

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,899,427                                    1,899,427
アズマイファーム株式
会社

法人番号
3460101004768

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,700,785                                    1,700,785 有限会社中島農場
法人番号

4460102005731

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,627,763                                    3,627,763 有限会社西上加納農場
法人番号

2460102005733

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,163,667                                    1,163,667 有限会社森本農場
法人番号

3460102005757

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,088,771                                    1,088,771 有限会社市原農場
法人番号

4460102005681

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 919,350                                        919,350 有限会社加納農場
法人番号

7460102005695

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,172,243                                    2,172,243 有限会社文化矢野農場
法人番号

9460102005743

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,260,567                                    1,260,567 有限会社遠山農場
法人番号

7460102007477

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,634,478                                    1,634,478 有限会社高橋農場
法人番号

7460102005638



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,185,710                                    1,185,710 有限会社坂田農場
法人番号

4460102005624

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,769,883                                    1,769,883 有限会社斉藤農場
法人番号

7460102005621

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,586,506                                    1,586,506 有限会社増田農場
法人番号

3460102005666

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 700,896                                        700,896 有限会社西原農場
法人番号

1460102005651

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,554,973                                    1,554,973 有限会社加藤農場
法人番号

9460102005611

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,165,784                                    1,165,784 有限会社福澤農場
法人番号

5460102005656

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,457,253                                    1,457,253 有限会社大平農場
法人番号

5460102005607

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,188,153                                    4,188,153
株式会社十勝あけぼの
農場

法人番号
6460101005490

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,240,511                                    1,240,511 北王農林株式会社
法人番号

1460102003135

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,591,865                                    1,591,865 有限会社植田農場
法人番号

3460102007679

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 159,573                                        159,573 有限会社鎌田農場
法人番号

9460102000793

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 311,595                                        311,595 株式会社齊藤ファーム
法人番号

6460101005433

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,453,108                                    2,453,108 有限会社十勝愛信
法人番号

5460102007512

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,954,854                                    1,954,854 有限会社小川農場
法人番号

2460102004173

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,411,290                                    1,411,290 株式会社千葉農産
法人番号

6460101005144



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,387,725                                    1,387,725
有限会社北海道ホープ
ランド

法人番号
8460102003104

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,316,087                                    2,316,087 有限会社佐藤農場
法人番号

3460102001376

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 845,844                                        845,844
有限会社ベルセゾン
ファーム

法人番号
5460102002983

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 201,354                                        201,354 株式会社雄秀農園
法人番号

7460101005622

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 374,636                                        374,636 有限会社山本農産
法人番号

9460102007319

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 288,480                                        288,480 有限会社坂本農場
法人番号

3460102006490

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,751,569                                    2,751,569 株式会社Ｙ・Ｋ農産
法人番号

1460101005462

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,251,333                                    1,251,333 神谷農産株式会社
法人番号

9460101005521

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 734,544                                        734,544 有限会社福田農場
法人番号

2460102004140

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,304,065                                    1,304,065
株式会社武隈ブリー
ディングファーム

法人番号
6460101005689

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 891,126                                        891,126 農事組合法人農夢
法人番号

3460105001803

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 422,668                                        422,668
株式会社十勝ＧｒｅｅＮ
農園三和

法人番号
5460101005938

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 433,587                                        433,587 有限会社橋枝物産
法人番号

1460102006501

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 11,949,630                                  11,949,630 株式会社下浦農場
法人番号

6460101004096

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 596,928                                        596,928 有限会社ランドハート
法人番号

2460102004149



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,846,887                                    4,846,887 前田農産食品合資会社
法人番号

6460103000408

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,225,680                                    1,225,680 有限会社若木ファーム
法人番号

3460102006367

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 800,864                                        800,864 株式会社今野Ｆａｒｍ
法人番号

5460101005104

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 184,988                                        184,988 有限会社南部育成牧場
法人番号

5460102006290

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 552,774                                        552,774 有限会社共栄農場
法人番号

4460102006168

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,242,750                                    1,242,750 有限会社斉藤牧場
法人番号

5460102006183

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 136,525                                        136,525 有限会社佐野ファーム
法人番号

4460102006184

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 178,818                                        178,818
有限会社ユウタリファー
ム

法人番号
1460102006360

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 204,401                                        204,401 有限会社山田牧場
法人番号

5460102006357

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 525,808                                        525,808 有限会社福田農場
法人番号

9460102006304

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 146,173                                        146,173 有限会社山下育成牧場
法人番号

1460102006352

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,567,322                                    2,567,322 株式会社とくら農場
法人番号

5460101006060

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 213,406                                        213,406 有限会社斉藤農場
法人番号

2460102006186

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 511,101                                        511,101 株式会社成田牧場
法人番号

9460101004275

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 105,725                                        105,725
株式会社十勝がんこ農
場２

法人番号
6460101005037



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 98,298                                            98,298 有限会社協和
法人番号

9460102004290

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 232,716                                        232,716
株式会社ワクワク
ファームはました

法人番号
6460101004724

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 697,707                                        697,707
有限会社足寄ひだまり
ファーム

法人番号
5460102007636

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 204,831                                        204,831 株式会社シリウス
法人番号

5460101005327

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 361,569                                        361,569 有限会社フジサワ
法人番号

6460102007651

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,317,358                                    3,317,358 有限会社光清農場
法人番号

7460302005082

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 19,388                                            19,388
農業生産法人百姓コー
ポレーション株式会社

法人番号
1460301003844

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 816,998                                        816,998 株式会社みのり
法人番号

9460301002665

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 101,078                                        101,078 有限会社上野牧場
法人番号

2460302000195

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 349,022                                        349,022 有限会社藤井農場
法人番号

6460302001248

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 161,016                                        161,016 株式会社加藤ファーム
法人番号

4460301003998

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 501,108                                        501,108
株式会社フレッシュベ
ル井上

法人番号
1460301004223

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 489,380                                        489,380 株式会社井上農園
法人番号

5460301004079

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 155,667                                        155,667 株式会社岡部ファーム
法人番号

6460301003864

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 378,219                                        378,219 株式会社福井農園
法人番号

6460301004078



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,981,404                                    1,981,404 株式会社開拓ファーム
法人番号

5460301003997

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 618,647                                        618,647 合同会社齊藤ファーム
法人番号

7460303000561

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 17,616                                            17,616 有限会社西島農場
法人番号

8460302001774

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 256,120                                        256,120 合同会社角農産
法人番号

2460303000541

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 58,321                                            58,321 有限会社阿部牧場
法人番号

1460302000097

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 292,968                                        292,968 西端産業株式会社
法人番号

2460301003942

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 229,521                                        229,521 株式会社米森農産
法人番号

5460301003948

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 5,137,884                                    5,137,884 株式会社糖栄
法人番号

5460301004269

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 247,182                                        247,182 株式会社田中農産
法人番号

7460301003954

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,050,579                                    1,050,579 アグリバイオ株式会社
法人番号

6460301003955

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 336,744                                        336,744 合同会社林農園
法人番号

1460303000567

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 208,455                                        208,455 有限会社コグチ
法人番号

3460302000632

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 51,098                                            51,098 株式会社大橋牧場
法人番号

8460301004241

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 30,300                                            30,300 株式会社狛牧場
法人番号

8460301004043

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 26,134                                            26,134 有限会社小野牧場
法人番号

3460302000310



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 318,730                                        318,730 有限会社伊藤牧場
法人番号

6460302000159

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 80,120                                            80,120 有限会社ミドリ牧場
法人番号

8460302001493

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,351,563                                    2,351,563 細川林業有限会社
法人番号

8460302001304

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 45,375                                            45,375 栄幸アグリ株式会社
法人番号

3460301004254

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,092,824                                    2,092,824 有限会社角田農園
法人番号

4460302000350

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,478,811                                    1,478,811
有限会社ハッピー
ファーム

法人番号
8460302001832

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 463,326                                        463,326
株式会社イソップアグリ
システム

法人番号
7460301001248

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,137,587                                    2,137,587 有限会社赤塚農場
法人番号

3460302000046

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 600,753                                        600,753
株式会社アグリもみや
ま

法人番号
1460301004297

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 220,347                                        220,347 有限会社樅山農産
法人番号

4460302001547

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 223,011                                        223,011 有限会社中野農場
法人番号

4460302001101

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 300,655                                        300,655 有限会社中幸農場
法人番号

5460302001091

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 73,843                                            73,843 有限会社井上農園
法人番号

7460302000174

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 568,145                                        568,145 株式会社北川ファーム
法人番号

3460301004386

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,166,613                                    1,166,613
株式会社サガエファー
ム

法人番号
3460301004510



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 191,172                                        191,172 おがわ百商株式会社
法人番号

1460301003919

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,121,822                                    2,121,822
有限会社モリヤファー
ム

法人番号
1460302003918

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 818,345                                        818,345 有限会社竹中農産
法人番号

5460302003807

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 127,313                                        127,313 有限会社斉藤農産
法人番号

8460302001725

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 568,525                                        568,525 有限会社真田農園
法人番号

2460302000732

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 813,038                                        813,038 有限会社誠農場
法人番号

8460302001733

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 781,809                                        781,809 有限会社山文農場
法人番号

7460302001602

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 412,454                                        412,454 有限会社山内農場
法人番号

8460302001568

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 322,162                                        322,162 有限会社木村農場
法人番号

3460302000450

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 411,719                                        411,719 有限会社中農場
法人番号

7460302001098

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 423,465                                        423,465 有限会社福原農場
法人番号

1460302001244

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 409,908                                        409,908 有限会社和崎農場
法人番号

6460302001693

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 290,005                                        290,005 有限会社佐藤農場
法人番号

8460302000727

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 627,287                                        627,287 有限会社勇農場
法人番号

7460302000141

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 442,915                                        442,915 有限会社協和小林農場
法人番号

1460302004115



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 795,393                                        795,393 有限会社熊野農場
法人番号

4460302000565

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 432,528                                        432,528 有限会社飯田農場
法人番号

3460302000120

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,156,646                                    2,156,646
有限会社フィールドノー
ト三好

法人番号
7460302001734

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 93,121                                            93,121 合同会社松崎牧場
法人番号

2460303000574

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 295,917                                        295,917 有限会社五十嵐農場
法人番号

6460302000126

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 444,954                                        444,954 有限会社北登農場
法人番号

9460302001385

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 676,716                                        676,716
有限会社ホクユウ
ファーム

法人番号
7460302002022

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,115,381                                    1,115,381 株式会社栄協同農園
法人番号

3460301003776

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 411,507                                        411,507 合同会社多田ファーム
法人番号

5460303000456

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 260,352                                        260,352 株式会社坂下ファーム
法人番号

1460301004090

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 579,111                                        579,111 合同会社飯田ファーム
法人番号

7460303000578

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 408,705                                        408,705 有限会社杉本農産
法人番号

8460302000834

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,351,759                                    1,351,759 農事組合法人瑞穂
法人番号

2460305001868

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 269,841                                        269,841 有限会社森谷
法人番号

4460302001555

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 630,357                                        630,357 株式会社森谷農園
法人番号

1460301004371



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 28,131                                            28,131
合同会社デイリー
ファーム真野

法人番号
3460303000598

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 875,574                                        875,574 有限会社菅原農産
法人番号

4460302000838

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,536,509                                    2,536,509 有限会社牧野産業
法人番号

5460302001414

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,150,167                                    1,150,167 有限会社山上産業
法人番号

6460302001578

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 695,205                                        695,205 有限会社本田農産
法人番号

6460302001314

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 21,970                                            21,970 有限会社野村産業
法人番号

8460302001155

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 700,192                                        700,192 有限会社東海林産業
法人番号

8460302001056

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,809,206                                    1,809,206 有限会社長尾産業
法人番号

3460302001085

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 543,459                                        543,459 有限会社小野牧場
法人番号

2460302000311

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,308,397                                    1,308,397 野村農事株式会社
法人番号

1460301003984

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,197,138                                    1,197,138
ノーデン中山ファーム株
式会社

法人番号
3460301003900

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 495,168                                        495,168
マルクン山本農園合同
会社

法人番号
1460303000575

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 669,868                                        669,868 田中農場株式会社
法人番号

8460301003994

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 346,663                                        346,663 有限会社加藤農場
法人番号

7460302000372

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 280,636                                        280,636 有限会社小沢農場
法人番号

5460302000300



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 441,162                                        441,162 株式会社武藤農産
法人番号

9460301003977

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 505,664                                        505,664 富山産業株式会社
法人番号

6460301000696

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 995,250                                        995,250 有限会社瀬口農産
法人番号

8460302000875

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 352,620                                        352,620 株式会社齊藤産業
法人番号

5460301004104

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 302,577                                        302,577 有限会社中沢農園
法人番号

9460302003968

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 16,706,403                                  16,706,403
農事組合法人勝山グ
リーンファーム

法人番号
8460305001870

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 867,087                                        867,087
農事組合法人森ファー
ム

法人番号
9460305001721

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 368,264                                        368,264 有限会社上杉産業
法人番号

6460302005249

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,019,990                                    2,019,990
農事組合法人卯原内酪
農生産組合

法人番号
1460305001332

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,140,575                                    2,140,575 農事組合法人石川組合
法人番号

7460305001335

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 694,899                                        694,899 農事組合法人井上農場
法人番号

8460305001334

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 516,078                                        516,078 有限会社三和牧場
法人番号

9460302004314

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 88,087                                            88,087
有限会社五十嵐ファー
ム

法人番号
5460302004202

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 530,840                                        530,840 有限会社中園協栄農場
法人番号

1460302005195

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 405,117                                        405,117
農事組合法人稲富生産
組合

法人番号
9460305001333



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 222,828                                        222,828 株式会社鹿庭ファーム
法人番号

1460301004470

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 156,699                                        156,699 農事組合法人網走農場
法人番号

4460305001338

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 358,170                                        358,170
農事組合法人オホーツ
ク網走２６

法人番号
1460305001654

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 690,246                                        690,246 株式会社後田農園
法人番号

8460301004415

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,944,944                                    1,944,944
農事組合法人オホーツ
ク網走産業

法人番号
3460305001669

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 976,858                                        976,858 農事組合法人栗生農場
法人番号

9460305001341

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 535,150                                        535,150
有限会社カマダファー
ム

法人番号
3460302005334

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 306,830                                        306,830 農事組合法人ナガモト
法人番号

8460305001342

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 191,135                                        191,135
農事組合法人オホーツ
ク浦士別２７

法人番号
1460305001695

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,889,317                                    9,889,317
株式会社オホーツクア
グリサポート

法人番号
2450001009786

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 159,462                                        159,462 株式会社片岡夢牧場
法人番号

5450001009932

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,306,886                                    1,306,886 株式会社ホワイト農場
法人番号

3460301004485

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 904,509                                        904,509
株式会社ヤマナカ
ファーム

法人番号
4460301004484

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 591,048                                        591,048 株式会社松浦農産
法人番号

1460301004000

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,283,499                                    2,283,499 有限会社アグリテック
法人番号

6460302003450



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,341,409                                    1,341,409 株式会社アグリプロ
法人番号

9460301003911

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 95,124                                            95,124 株式会社ファーム神作
法人番号

9460301002830

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,370,618                                    2,370,618 株式会社びほろ夢畑人
法人番号

3460301004056

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 336,825                                        336,825 株式会社加藤農産
法人番号

6460301003856

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 577,775                                        577,775 大林農園株式会社
法人番号

9460301003993

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 790,476                                        790,476 株式会社村上農場
法人番号

7460301003863

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,260,261                                    1,260,261 有限会社トップアグリ
法人番号

1460302003934

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,020,568                                    2,020,568 有限会社漆原農場
法人番号

4460302003931

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 871,632                                        871,632 有限会社田中農産
法人番号

2460302003586

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 80,886                                            80,886
株式会社しげちゃん農
園

法人番号
4460301003916

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 462,327                                        462,327 山本農場株式会社
法人番号

2460301003851

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 231,663                                        231,663 株式会社清流農園
法人番号

5460301002990

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,467,585                                    1,467,585 有限会社早川産業
法人番号

3460302003619

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 710,601                                        710,601 株式会社柏木農場
法人番号

3460301004436

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,113,394                                    1,113,394 有限会社竹中農場
法人番号

3460302003395



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 270,020                                        270,020 株式会社工藤農場
法人番号

1460301004140

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 511                                                    511 株式会社矢作農園
法人番号

9460301004141

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 258,648                                        258,648 有限会社真鍋農産
法人番号

5460302003427

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,114,462                                    1,114,462 農事組合法人たつみ
法人番号

4460305000380

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 864,846                                        864,846 株式会社重倉農場
法人番号

3460301003974

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 5,233,318                                    5,233,318
株式会社希来里ファー
ム

法人番号
6460301004061

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,356,480                                    1,356,480 合同会社遊佐農場
法人番号

1460303000559

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,729,448                                    1,729,448 有限会社仲田農場
法人番号

4460302002033

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 764,665                                        764,665 有限会社ほそかわ農場
法人番号

1460302003942

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,373,306                                    2,373,306 どうとう農場株式会社
法人番号

4460301003032

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 330,350                                        330,350 株式会社丸尾農産
法人番号

4460301004336

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 6,891                                                6,891 有限会社石川ファーム
法人番号

6460302001941

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 5,606,755                                    5,606,755
有限会社おんねファー
ム

法人番号
2460302003925

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,316,804                                    2,316,804 有限会社すばる
法人番号

7460302003391

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 5,676,027                                    5,676,027
有限会社木樋桃源
ファーム

法人番号
4460302003378



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,191                                                9,191 株式会社鹿中農場
法人番号

6460301002890

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,919,780                                    1,919,780
株式会社優ファーム軍
司

法人番号
3460301003834

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 464,844                                        464,844 柳瀬産商株式会社
法人番号

2460301002110

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 496,206                                        496,206
株式会社シレトコハタノ
ファーム

法人番号
3460301004287

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 4,970,378                                    4,970,378 株式会社西田農場
法人番号

4460301004443

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 205,574                                        205,574
有限会社佐々木種畜牧
場

法人番号
7460302004836

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 843,937                                        843,937
有限会社斜里馬鈴しょ
原採種圃農場

法人番号
6460302005372

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 608,778                                        608,778
株式会社マルエー朝倉
物産

法人番号
6460301003699

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 880,470                                        880,470
農事組合法人ウトロ高
原ファーム

法人番号
4460305001742

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,049,829                                    1,049,829 株式会社モリタ
法人番号

1460301003976

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,121,279                                    2,121,279 有限会社澤田農場
法人番号

9460302005337

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 471,719                                        471,719 株式会社大町ファーム
法人番号

6460301004301

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,040,682                                    1,040,682 有限会社土肥農産
法人番号

7460302005025

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 515,749                                        515,749 株式会社昇栄興産
法人番号

7460301003780

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 709,443                                        709,443
農事組合法人田邊生産
組合

法人番号
9460305001671



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 615,627                                        615,627
しのだファーム株式会
社

法人番号
5460301004475

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 536,361                                        536,361 株式会社南風ファーム
法人番号

1460301003695

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 982,767                                        982,767 農事組合法人やざわ
法人番号

4460305001858

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 71,702                                            71,702 有限会社佐藤農場
法人番号

3460302004996

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 229,992                                        229,992 株式会社十河農場
法人番号

1460301004586

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 452,531                                        452,531 有限会社新生産業
法人番号

1460302005006

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 138,585                                        138,585 有限会社泉産業
法人番号

1460302004957

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 132,124                                        132,124 有限会社若佐農場
法人番号

6460302005067

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 350,508                                        350,508 株式会社佐伯産業
法人番号

5460301004302

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 580,430                                        580,430 有限会社津野産業
法人番号

8460302005024

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 688,676                                        688,676 有限会社白鳥牧場
法人番号

7460302005207

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 94,197                                            94,197 有限会社高橋産業
法人番号

6460302005018

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 157,659                                        157,659 有限会社佐伯農場
法人番号

2460302004997

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 100,350                                        100,350 有限会社高野農場
法人番号

7460302005017

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 215,870                                        215,870 有限会社新清農場
法人番号

2460302005005



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 167,076                                        167,076 有限会社山中農場
法人番号

2460302005062

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 30,483                                            30,483 有限会社坂井産業
法人番号

1460302004998

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 137,817                                        137,817 有限会社鈴鹿産業
法人番号

2460302005013

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 244,569                                        244,569 有限会社鈴木農産
法人番号

3460302005012

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 332,413                                        332,413 有限会社三品農場
法人番号

2460302005054

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 163,132                                        163,132 有限会社桂島産業
法人番号

8460302004975

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 365,733                                        365,733 有限会社上野農場
法人番号

8460302004959

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 149,059                                        149,059 有限会社柚洞農場
法人番号

9460302005064

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 59,289                                            59,289 有限会社森戸農産
法人番号

7460302005058

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 208,129                                        208,129 有限会社河合農場
法人番号

7460302004976

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 263,868                                        263,868 有限会社大出農場
法人番号

1460302004965

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 69,258                                            69,258 株式会社阿部農園
法人番号

8460301003730

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 27,690                                            27,690 有限会社臼井産業
法人番号

6460302004960

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 38,595                                            38,595 株式会社臼井農場
法人番号

5460301004392

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 788,851                                        788,851 株式会社斎藤農場
法人番号

6460301004516



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 257,755                                        257,755 有限会社服巻産業
法人番号

2460302005038

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 400,020                                        400,020 有限会社大澤農場
法人番号

9460302004966

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 140,929                                        140,929 有限会社大藤産業
法人番号

8460302004967

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 658,725                                        658,725
株式会社アグリネイ
チャー倶楽部

法人番号
5460301003634

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 277,128                                        277,128 株式会社竹本農場
法人番号

5460301004186

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 274,401                                        274,401 有限会社林産業
法人番号

6460302005034

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 45,275                                            45,275 有限会社佐々木産業
法人番号

9460302004999

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 217,139                                        217,139 有限会社酒井農場
法人番号

4460302004995

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 235,542                                        235,542 有限会社共伸産業
法人番号

5460302004978

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 258,392                                        258,392 有限会社金田農場
法人番号

9460302004974

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 173,983                                        173,983 株式会社原田農場
法人番号

7460301004300

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,330,422                                    1,330,422 有限会社苅込農産
法人番号

1460302004973

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 380,875                                        380,875 有限会社村松産業
法人番号

8460302005057

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 766,462                                        766,462 農事組合法人みつば
法人番号

1460305001860

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 51,278                                            51,278 株式会社秋葉牧場
法人番号

6460301004474



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 755,064                                        755,064 有限会社安田農産
法人番号

7460302005330

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 61,882                                            61,882 合同会社新沼ファーム
法人番号

5460303000563

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 421,495                                        421,495 有限会社大輪農場
法人番号

8460302005016

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 199,909                                        199,909 有限会社新村農産
法人番号

4460302005003

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 703,692                                        703,692 株式会社青島ふぁーむ
法人番号

1460301004082

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 355,206                                        355,206 株式会社貞広農産
法人番号

2460301004081

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 118,114                                        118,114 有限会社北方菜
法人番号

3460302005045

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 177,438                                        177,438 株式会社夢オホーツク
法人番号

3460301004130

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,458,185                                    1,458,185
有限会社マルコ小林産
業

法人番号
2460302004080

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 264,421                                        264,421 有限会社吉岡産業
法人番号

9460302004082

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,201,670                                    1,201,670 株式会社岡﨑ファーム
法人番号

6460301004334

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,043,283                                    1,043,283 株式会社羽石農場
法人番号

5460301004335

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,088,964                                    1,088,964
有限会社ところ共栄農
場

法人番号
6460302004085

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 526,291                                        526,291 有限会社清尾産業
法人番号

1460302004057

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,719,074                                    2,719,074 有限会社ひかり
法人番号

3460302004096



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,310,601                                    1,310,601
株式会社Ｓ＆Ｈファー
マー

法人番号
6460301003757

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 16,948,907                                  16,948,907 株式会社はまほろ
法人番号

7460301002931

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 66,227                                            66,227
有限会社社名渕みどり
牧場

法人番号
9460302003084

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,102,866                                    1,102,866 有限会社岩城農場
法人番号

2460302003173

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,969,137                                    1,969,137 農事組合法人北の農園
法人番号

3460305001306

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 790,064                                        790,064 有限会社湧別農産
法人番号

9460302001988

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 135,662                                        135,662
株式会社ウエダファー
ム

法人番号
8460301002930

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 362,375                                        362,375 有限会社中谷牧場
法人番号

1460302002011

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 354,914                                        354,914 株式会社岡内農場
法人番号

6460301004400

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 972,000                                        972,000 株式会社林田ファーム
法人番号

3460301003925

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 515,916                                        515,916 株式会社紺野ファーム
法人番号

4460301003924

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,477,166                                    2,477,166 有限会社石原農場
法人番号

7460302005132

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,266,488                                    2,266,488 有限会社合田農場
法人番号

7460302005371

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,327,923                                    1,327,923 株式会社髙橋農産
法人番号

8460301004596

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 464,083                                        464,083 株式会社宮田ファーム
法人番号

4460301004435



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,384,109                                    2,384,109 大江農場株式会社
法人番号

6460301004391

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 64,299                                            64,299 ファーム大樹合同会社
法人番号

4460303000548

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,134,309                                    3,134,309 株式会社平林農場
法人番号

1460301003927

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 764,595                                        764,595 有限会社白井産業
法人番号

2460302004700

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 268,929                                        268,929 有限会社関谷農園種苗
法人番号

9460302005163

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,057,984                                    1,057,984 株式会社伊勢谷農場
法人番号

2460301004172

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 598,313                                        598,313 有限会社近藤農場
法人番号

3460302004690

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 791,571                                        791,571 有限会社梨木牧場
法人番号

8460302004711

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 553,527                                        553,527 有限会社川崎産業
法人番号

5460302004680

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,194,732                                    1,194,732 有限会社市川農場
法人番号

6460302004671

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,347,139                                    1,347,139 有限会社菊地農場
法人番号

2460302004683

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,264,137                                    1,264,137 有限会社白樺農場
法人番号

3460302004699

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,216,576                                    1,216,576 有限会社向農場
法人番号

9460302004727

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,282,368                                    1,282,368 有限会社久保農場
法人番号

7460302004687

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,145,816                                    1,145,816 有限会社早川ファーム
法人番号

7460302005256



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 109,794                                        109,794
株式会社オホーツク花
き園芸

法人番号
6460301003947

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,580,651                                    1,580,651 有限会社森産業
法人番号

6460302005174

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,173,915                                    1,173,915 有限会社佐藤農場
法人番号

8460302004694

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 559,521                                        559,521 有限会社清杉産業
法人番号

9460302004685

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 519,837                                        519,837 有限会社坂下農場
法人番号

1460302004692

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 513,591                                        513,591 有限会社平農場
法人番号

8460302004703

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 124,699                                        124,699 有限会社厚海産業
法人番号

2460302004667

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 854,761                                        854,761 有限会社本田農場
法人番号

5460302004722

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 739,512                                        739,512 有限会社児山産業
法人番号

5460302004689

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 980,050                                        980,050 有限会社伊藤農場
法人番号

5460302004672

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 664,620                                        664,620 有限会社神田産業
法人番号

7460302004679

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 592,683                                        592,683 有限会社丹羽農場
法人番号

6460302004713

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,030,923                                    1,030,923 有限会社遠藤産業
法人番号

3460302004674

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,632,128                                    2,632,128 株式会社渡部農場
法人番号

1430001067696

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,440,039                                    1,440,039 株式会社小泉農場
法人番号

8430001060273



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,012,858                                    1,012,858 有限会社瑞穂農場
法人番号

6430002060134

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 948,843                                        948,843 農事組合法人海沼農園
法人番号

9430005009035

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,047,339                                    1,047,339 農事組合法人大蔵農産
法人番号

6430005009062

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 272,850                                        272,850 農事組合法人米澤農場
法人番号

5430005009146

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,443,278                                    1,443,278 有限会社農林興発
法人番号

1430002059577

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 135,234                                        135,234 有限会社厚真ファーム
法人番号

8430002057954

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 867,232                                        867,232
株式会社佐々木ファー
ム

法人番号
5430001054856

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 50,259                                            50,259 有限会社岩間ファーム
法人番号

8430002061221

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,377,941                                    2,377,941 梶原農場株式会社
法人番号

9430001063366

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,868,971                                    3,868,971 株式会社赤坂農場
法人番号

6430001070794

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,744,375                                    3,744,375 株式会社高橋農場
法人番号

4430001054659

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 61,431                                            61,431 有限会社吉田牧場
法人番号

8430002060363

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,126,068                                    3,126,068
有限会社富樫オーク
ファーム

法人番号
7430002060827

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 577,773                                        577,773 株式会社北海道興農社
法人番号

2430001054462

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 790,581                                        790,581 ファームＨＦＴ株式会社
法人番号

8430001067095



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,036,405                                    3,036,405
有限会社アグリコーポ
レーション

法人番号
5430002057899

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 2,878,863                                    2,878,863 有限会社中道農場
法人番号

3430002060599

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,481,859                                    1,481,859 株式会社小西農園
法人番号

4430001064146

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,654,173                                    1,654,173 有限会社武田農園
法人番号

8430002061122

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 3,935,577                                    3,935,577 合同会社まきの農園
法人番号

6430003003595

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 299,166                                        299,166 株式会社東農場
法人番号

4430001072966

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,028                                                9,028
有限会社内海アグリ
ファーム

法人番号
8430002060974

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 245,280                                        245,280
有限会社源津プロスパ
ファーム

法人番号
6430002060976

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 394,924                                        394,924 有限会社遠藤ファーム
法人番号

6430002061223

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 9,039                                                9,039 株式会社小坂農園
法人番号

5430001054889

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 101,262                                        101,262
有限会社サンエス
ファーム

法人番号
5430002061224

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 569,222                                        569,222 有限会社高田農園
法人番号

4430002061035

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 16,478                                            16,478 有限会社鎌田ファーム
法人番号

9430002061220

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 511,820                                        511,820
有限会社山谷グリ－ン
ファーム

法人番号
9430002061146

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 29,505                                            29,505
有限会社むかわコント
ラサービス

法人番号
2430002061235



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 488,835                                        488,835
株式会社マルシメおぬ
き

法人番号
3430001058099

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 406,815                                        406,815 株式会社矢野農園
法人番号

7430001067749

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 529,352                                        529,352 有限会社北翔産業
法人番号

5430002063757

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 74,758                                            74,758 有限会社仲山農産
法人番号

4430002063015

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 85,800                                            85,800 農事組合法人協栄組合
法人番号

7430005009516

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 47,609                                            47,609 有限会社平取橋本牧場
法人番号

2430002063033

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 1,287,429                                    1,287,429
株式会社ルシナサポー
ト

法人番号
3430001055823

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 165,392                                        165,392
有限会社ワン・ツー・ク
リア

法人番号
9430002062961

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 49,283                                            49,283 有限会社小野寺農場
法人番号

8430002061378

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 255,962                                        255,962
有限会社マキノファー
ム

法人番号
5430002061851

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 10,064                                            10,064 有限会社五丸農場
法人番号

1430002061467

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 57,945                                            57,945 有限会社美宇農場
法人番号

8430002061758

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 131,545                                        131,545 株式会社豊穂
法人番号

7430001055869

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 214,680                                        214,680
農事組合法人米道楽組
合

法人番号
4430005009246

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.5.26 73,071                                            73,071
農事組合法人アグリ美
稲園組合

法人番号
5430005009245



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 92,637,517                                  92,637,517 個人２０７人

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 626,625                                        626,625 有限会社徳永農場
法人番号

2430002046938

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 415,518                                        415,518 株式会社町村農場
法人番号

2430001043093

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 1,115,741                                    1,115,741 有限会社森芳農産
法人番号

5430002046225

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 835,359                                        835,359 有限会社池田農場
法人番号

9430002045306

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 655,255                                        655,255 有限会社豊幌農場
法人番号

3430002045856

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 149,256                                        149,256 有限会社正木農場
法人番号

2430002046095

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 1,077,144                                    1,077,144 有限会社八幡農場
法人番号

2430002046938

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 2,306,829                                    2,306,829 株式会社輝楽里
法人番号

5430001043033

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 1,672,884                                    1,672,884 有限会社篠津農場
法人番号

6430002045655

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 850,743                                        850,743 有限会社八紘農場
法人番号

2430002045956

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 963,988                                        963,988
有限会社ファ－ムファ
－ム

法人番号
5430002046745

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 87,049                                            87,049 有限会社萩原農場
法人番号

3430002045947

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 1,700,475                                    1,700,475 株式会社鈴木総業
法人番号

2430001066169

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 159,033                                        159,033
有限会社江別東インタ
－農産

法人番号
2430002045403



農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 473,128                                        473,128 有限会社清水農産
法人番号

2430002045659

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 632,240                                        632,240
ＡｍｂｉｔｉｏｕｓＦａｒｍ株式
会社

法人番号
7430001067682

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 1,497,233                                    1,497,233 株式会社巴農場
法人番号

9430001043145

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 8,028,278                                    8,028,278 株式会社エマ－
法人番号

3430001043142

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 393,561                                        393,561
株式会社農業生産法人
やま道の里

法人番号
4430001043042

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.14 150,592                                        150,592 有限会社松村農産
法人番号

7430002046099

農業経営安定勘定 農業経営安定事業費
農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入
減少影響緩和対策交付
金

農業経営安定事業収入減少
影響緩和対策交付金

H29.6.27 160,857                                        160,857 個人１人

食糧管理勘定 食糧管理費
米穀安定供給活動支援
対策費補助金

米穀周年供給・需要拡
大支援事業費補助金

米穀周年供給・需要拡大支援
事業

H29.7.13 192,928,714                              192,928,714
北海道農業協同組合中
央会

法人番号
7430005003171

交付決定額は変更交付決
定後の額である

食糧管理勘定 食糧管理費
米穀安定供給活動支援
対策費補助金

米穀周年供給・需要拡
大支援事業費補助金

米穀周年供給・需要拡大支援
事業

H29.10.27 106,709,573                              106,709,573
北海道農業協同組合中
央会

法人番号
7430005003171

交付決定額は変更交付決
定後の額である


