
認 す
認定申請のありました下記ほ場並びにそのほ場由来の晨止物は、

」AS法 に規定する有機晨産物の日本晨林規格及び有機晨産物の

生産′憬 管理者の認定の輸 的基準に迪合していると認定します。

1柔 た 春 子 生産025号

2翻 奇の種類 有機晨産物

3認定された生産′i程管理オ

僣jらなは所イコ也

分敷市下庄576
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庄地¨ 究会

4撼たされたは場の名称(ふ号)、 所在地及び面積
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(ほ場港■つ

ほ場の筆数 丼 餞 面積
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を
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変え年月日 子戌29年 9月 5日
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1黒 定 各 号 生産025号

為Ⅳ際●勧  おかやま有機無農業晨産物

柔か れた生産オ憬 管理オ

住所スはF‐FT在地

合敷市下庄576
嵯 人は名称

庄地EXE無農率研究会

認定されたは場の名称α籍の、所在地及び面積

認定年月日 千戌19年 4月 17日

変え年月日 千茂29年 9月 5日

岡出県赤磐市大苅ロ
ー般社団法人岡LL県

理事長竹 μ

さ

ほ場の名祢

(ほ場ふ号)
ほ場の筆数 丼餞 働績

23筆 950 12a
ほ場の各鞠 1者を料



番号  生産者名    ほ場番号    面積     地番                                      変更履歴

1 塩田 源一  生産025001-01号                                          廃止 (H24.57)

2 塩田 源一  生産02500102号                      ,                  廃止 (H20.919)
3 塩田 源一  生産02500103号                                          廃止 (H23.6.29)

4 塩田 源一  生産02500104号                                          廃止 (H21.9.14)

5 塩田 源一  生産02500105号                                          面積変更 (H26.17)、 廃止 (H27.4.20)

6 山崎 典男  生産02500201号

7 山崎 典男 生産02500202号

面積変更 (H20.9.19、 H22.9.1)、 廃止

(H28.4 4)

面積変更 (H20.9.19、 H26.1.7)、 地番変更
(H24.9.10,H26.1.7)、 9箸 L(H28.4.4)

面積変更 (H20.9.19、 H21.9.14、 H292.27)、

地番及び面積変更 (H26.6.H)
8 山崎 典男 生産02500203号   12.87a倉敷市下庄2041 倉敷市下庄2051

9 山崎 典男 生産02500204号 面積変更 (H20.9.19)、 廃止 (H26.6.11)

10 山崎 典男 生産02500205号 面積変更 (H20.9.19、 H266.11)、 廃止
(H28.4.4)

H 山崎 典男  生産02500206号 面積変更 (H20.9.19、 H26.1.7)、 地番変更
(H26.17)、 廃止 (H2844)
面積変更 (H21.914、 H22.9.1)、 廃止12 山崎 典男  生産02500207号

13 山崎 典男  生産02500208号   28.48a倉敷市下庄821

14 山崎 典男  生産02500209号   13.26a倉敷市下庄206

15 山崎 典男  生産02500210号

16 山崎 典男  生産02500211号

(H23.6.29)

面積変更 (H20.9.19、 H26.1.7)

面積変更 (H20.9.19、 H26.6.11)

面積変更 (H209.19)、 廃止 (H28.4.4)

面積変更 (H20.9.19、 H26.1.7、 H26.6.11)、 廃
止 (H29.2.27)

面積変更 (H21.9.14、 H24.9.10、 H27.4.20)、

地番及び面積変更 (H29.2.27)

面積変更 (H20.9.19)、 廃止 (H219.14)

倉敷市下庄4491 倉敷市下庄4511 倉敷市下庄4524 面積変更(H20.9.19、 H21.9.14、 H22.9.1、

H26.9.10)

17 山崎 典男  生産02500212号   37.62a倉敷市下庄4671 倉敷市下庄468

18 山崎 典男  生産02500213号

Ю 鵬 期 笠 屹卜∞劉 得 印 a暮
霙事平殷

=20 山崎 典男  生産02500215号 面積変更 (H20.9.19)、 廃止 (H28.4.4)

21 山崎 典男 生産02500216号   74.75a倉 敷市松島801 倉敷市松島881 倉敷市松島891 倉敷市松島911

22 山崎 典男  生産025002 -17号

23 山崎 典男  生産02500218号

面積変更 (H20.9.19、 H21.9.14、 H26.6.11)、

地番及び面積変更 (H29.9.5)

面積変更 (H20.9.19)、 廃止 (H21.9.14)

廃止 (H21.9.14)

25 津島 昭二  生産02500302号
24 津島 昭二  生産02500301号 廃止 (H21.9.14)

廃止 (H21.9.14)

廃止 (H21.9.14)

廃止 (H21.9.14)

地番変更 (H26.6.11)、 面積変更 (H29.2.27)、

地番及び面積変更 (H29.9.5)

26 津島 昭二  生産02500303号
27 津島 昭二  生産02500304号

28 津島 昭二  生産02500305号   18.74a倉敷市上東921 倉敷市上東931 倉敷市上東941

29 津島 昭二  生産02500306号   18.40a岡 山市北区吉備津2138

30 津島 昭二  生産02500307号   12.30a倉敷市下庄1001

31 山崎 典男  生産02500219号

地番変更 (H26.6.H)、 面積変更 (H29.2.27)

追加 (H20.3.18)、 面積変更 (H20.9.19)、 廃止
(H21.9.14)

32 山崎 典男 生産02500220号

倉敷市下庄4433 倉敷市下庄4441

追加 (H20.3.18)、 面積変更 (H20.9.19)、 廃止

(H21.9.14)

追加 (H203.18)、 面積変更 (H20.9.19、

H21.9.14)、 地番及び面積変更(H29.95)

走量力日(H20.9.19)、 3署lL(H21.9.14)

33 山崎 典男 壁舵卜∞歩att Юa∞ a魯示事平璧棟針 會ン事平塵掘ゴ
34 山崎 典男  生産02500222号
35 山崎 典男  生産02500223号 追加 (H20.9.19)、 廃止 (H21.9.14)35 山崎 典男  生産02500223号
36 山崎 典男  生産02500224号 追加 (H20.9.19)、 廃止 (H21.9.14)

37 山崎 典男  生産02500225号
38 山崎 典男  生産025-00226号

39 山崎 典男  生産02500227号

40 山崎 典男  生産02500228号

追加 (H20.9.19)、 廃止 (H21.9.14)

走三カ日(H20.9.19)、 8箸 lL(H21.9.14)

追加 (H20.9.19)、 地番変更 (H26.1.7)、 面積
変更 (H26.1.7)、 廃止 (H28.4.4)

追加 (H20.9.19)、 廃止 (H23.6.29)

41 山崎 典男  生産02500229号 追加 (H20.9.19)、 廃止 (H23.6.29)

44 山崎

42 山崎 典男  生産02500230号   41.52a倉 敷市上東8611 倉敷市上東8614 倉敷市上東863

43 山崎 典男  生産02500231号
典男  生産02500232号
典男  生産025002-33号45 山崎

46 山崎 典男  生産02500234号   34.43a倉敷市下庄1661 倉敷市下庄1671

47 山崎 典男

48 山崎 典男

49 山崎 典男

生産02500238号   53.96a倉敷市下庄571-1 倉敷市下庄5721 倉敷市下庄5731

生産02500239号   47.40a倉敷市上東8661 倉敷市上東8671 倉敷市上東8681

追加 (H20.9.19)、 廃止 (H21.9. 14)

.1.7)追加 (H21.9.14)、 面積変更 (H26

追加 (H21.9.14)、 地番変更 (H26.1.7)、 面積
変更 (H26.1.7)

追加 (H21.9.14)、 廃止 (H27.4.20)

倉敷市下庄5743 導夕聖翌繋曇ら輌琴客壽(H266.11)、 地番
人中 i生υけ υ 及び面積変更 (H28.10,7)

追加 (H22.9.1)、 地番及び面積変更
(H26.9.10)

追加 (H20.9.19)、 面積変更 (H21.9.14、

H26.6.11)

追加 (H20.9.19)、 廃止 (H21.9,14)

追加 (H20.9.19)、 廃止 (H21.9.14)

追加 (H23.9.28)、 地番変更 (H26.1.7)、 面積
変更 (H26.1.7)、 地番及び面積変更
(H26.9 10)

追加 (H23.9,28)、 面積変更 (H26.611)

追加 (H23.928)、 面積変更 (H26.1.7)、 地番
及び面積変更 (H29.9.5)

追加 (H24.9,10)、 面積変更 (H26.17)、 廃止
(H28.4.4)

生産02500235号   75.62a倉敷市下庄787-1 倉敷市下庄788 倉敷市下庄789  倉敷市下庄790

生産02500236号   48.40a倉敷市上東8861 倉敷市上東8871 倉敷市上東8881 倉敷市上東8891 追加 (H21.914)
生産02500237号

50 山崎 典男

51 山崎 典男

52 津島 昭二  生産02500308号
53 津島 昭二  生産02500309号

54 山崎 典男

26.90a倉敷市上東12341

笠舵卜略
“
号 4891a會示事士副譜靖

55

56

山崎 典男

津島 昭二

倉敷市上東1311 倉敷市上東1321 倉敷市上東1336
倉敷市上東1344

57 山崎 典男

58 山崎 典男

59 山崎 典男

生産02500310号

生産02500242号

生産02500244号

m ma會懃事平E鮒聴
倉敷市下庄個

60 山崎
61 津島

一男
二
〓

一典
一昭
一62 津島 昭二

面積 合 計    950.12a

倉敷市下庄461


