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斐川町大字直江町5059　外6筆 4,243.12 株式会社　大倉ホーム
斐川町大字出西4020番11　外3筆 6,415.00 斐川町農業協同組合
西園町字長浜4036番　外6筆 22,001.00 株式会社　島根サニタリ
上塩冶町2646-1　外3筆 6,572.06 いずも農業協同組合
灘分町1816-1　外7筆 26,012.75 出雲市長　西尾理弘
斐川町大字学頭字七日市灘1817-1　外11筆 4,763.95 株式会社　コメリ
大津町字西谷2758-2　外19筆 5,369.48 出雲市長　西尾理弘
斐川町大字直江町1297-1　外23筆 7,180.46 アクト株式会社
矢野町67番1　外8筆、　72番4の一部 7,626.73 株式会社　田中種苗
灘分町1798-1、1799-1 4,501.60 玉木敏雄
大島町字砂山1461-28　外22筆 23,181.31 株式会社　ダイハツメタル
斐川町大字黒目534　外5筆 16,628.39 株式会社　小田商店
荒茅町3499　外8筆 6,858.74 株式会社　ライフサポート
松寄下町字宮輪296-1 外6筆、字稲葉546-1 外6筆 9,509.42 いずも農業協同組合
大塚町647-2　外274筆 107,055.55 株式会社　イズミ
斐川町大字神氷字向田2837　外21筆 9,996.86 株式会社　ウシオ
斐川町大字富村1469-1　外5筆 4,574.00 株式会社　ヤンマー農機西日本
斐川町大字黒目540　外2筆 5,804.00 斐川町農業協同組合
大塚町750-1、751、752 3,201.50 株式会社　ウェルネス湖北
斐川町大字直江2058　外65筆 48,301.28 株式会社　出雲村田製作所
斐川町大字直江町4051-1　外2筆 3,965.38 藤江正義
平野町字南次郎619　外7筆 5,985.21 貸駐車場　代表世話人　落合登
斐川町大字直江町2600　外26筆 17,231.00 斐川町長　本田恭一
斐川町大字直江町2779-4　外35筆 23,625.00 斐川町長　本田恭一
中野美保南2丁目4-1　外2筆 3,518.35 タマホーム株式会社
平田町1892-5、1893-1、1895-13 3,666.24 株式会社　ウェルネス湖北
平野町454番地1　外6筆 4,977.23 いずも農業協同組合
平野町589-2　外16筆 14,400.30 株式会社　三洋商事
斐川町大字富村1525-4　外7筆 4,882.14 株式会社　ワークス企画
大社町大字北荒木907番4 7,345.16 株式会社　ひらぎの
西林木町43-1　外2筆 3,031.91 古川毅、古川輝美
朝山町1600番地　外1筆、稗原町4580番地　外10筆 27,003.66 出雲市土地開発公社
湖陵町大字大池1858番地　外13筆 9,955.09 新和建設株式会社
灘分町993番地　外7筆 9,337.20 平田市土地開発公社
国富町1310番地9　外18筆 3,945.00 金山自治会　会長　桑原正雄
灘分町2062番2　外2筆 9,929.48 三協貨物株式会社
古志町1928-2　外24筆 14,952.70 出雲市長　西尾理弘
大津朝倉1丁目5-1　外14筆 6,509.22 株式会社　ウシオ
斐川町上直江765-1　外22筆 11,874.07 斐川町土地開発公社
高岡町64　外5筆 4,386.14 有限会社　あすなろ相互建設
矢野町864-1　外10筆 9,849.38 株式会社　小田商店
常松町353-3　外8筆 8,182.02 出雲一畑交通株式会社
矢野町615-2　外27筆 5,929.40 坂本和久
平野町320-1　外32筆 16,071.00 株式会社　ダイナム
園町字灘167-1　外9筆 5,456.19 平田市土地開発公社
平田町字古川2031　外13筆 3,594.70 有限会社　扶桑建設
大社町大字杵築西1687-2　外16筆 15,801.65 大社町長　田中和彦
美談町字荒木429-1　外24筆 9,418.64 平田市土地開発公社
稲岡町14-1 3,388.21 株式会社　たくみ
平野町368　外2筆 1,634.00 株式会社　ナンバ
斐川町大字求院字島崎1495　外14筆 6,415.77 斐川町農業協同組合
斐川町大字出西3747　外2筆 3,330.30 有限会社　ナカヤ企画
斐川町大字上直江2062-1　外57筆 31,964.59 斐川町長　本田恭一
斐川町大字上直江984-10　外8筆 3,666.00 株式会社　フクダ
江田町47-4　外25筆 16,100.35 株式会社　ナフコ
西林木町37番1　外11筆 4,451.84 多久和正夫
斐川町大字上庄原字馬役1277番地1　外6筆 6,129.49 株式会社　キムラ
塩冶町2125-1　外3筆 5,831.46 株式会社　ウシオ
斐川町上庄原1375　外30筆 19,274.00 株式会社　いない
東福町229番地　外6筆 4,080.05 平田市長
灘分町二ノ切806番地1　外39筆 21,895.19 平田市土地開発公社
平野町397-3　外29筆 15,812.51 株式会社　ナンバ
湖陵町大字三部67-4 12,484.00 湖陵町土地開発公社
斐川町大字求院字榎木1438番　外9筆 5,423.11 斐川町農業協同組合
斐川町大字出西1775番地１　外2筆 3,364.78 中央建設株式会社
神西新町5番地　外4筆 65,944.00 (株)熊谷組　広島支店
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古志町字内袋1508番地 13,289.00 三和興業株式会社
馬木町字榎田224番地1　外1筆 4,250.00 三和興業株式会社
馬木町字榎田230番地1　外1筆 5,301.00 いずも農業協同組合
斐川町大字富村1798番　外19筆 15,626.22 株式会社　大丸不動産
大社町大字中荒木字恵比須1731番地1　外13筆 5,680.32 医療法人　小野病院
大津町字向薬師2385番地2　外5筆 7,263.41 いずも農業協同組合
斐川町大字学頭字大井1346番地2　外177筆 256,473.89 斐川町長　勝部敏雄
小境町字坪ノ内518番地1　外117筆 111,883.34 平田市長　太田満保
平田町字古川2552番地1　外14筆 3,368.53 マニワ建設株式会社
浜町字島田102番地1　外1筆 3,805.00 株式会社　ロジ・サイエンス
大塚町1106番地3　外3筆 3,033.36 株式会社　しまむら
斐川町大字上直江2296番地5　外16筆 9,291.40 斐川町農業協同組合
斐川町大字沖洲2871番地2 5,953.95 株式会社　ハウジングアカデミー
神門町850番地　外7筆 8,476.02 有限会社　ナカヤ企画
高岡町1237番地1　外17筆 15,867.17 株式会社　ジュンテンドー
上岡田町字莚田町1017番地1　外15筆 7,821.33 平田市都市開発公社
渡橋町1160番　外6筆 5,535.02 有限会社　みつまる
平野町642番地　外4筆 4,769.31 有限会社　山陰アグリ
斐川町大字富村1328番地1　外8筆 8,179.15 大福工業株式会社
大社町大字北荒木601番地2　外9筆 5,989.00 株式会社　ジュンテンドー
大津町617番地　外2筆 6,938.60 鐘築秀男
武志町748番地1　外7筆 8,961.59 出雲ｸﾞﾘｰﾝ工業(株)、(有)三雲不動産
斐川町大字出西字随心3630番地4　外9筆 3,496.23 斐川町農業協同組合
斐川町富村773番地　外8筆 5,916.53 永瀬石油株式会社
神門町1401番地　外6筆 5,893.16 一畑工業株式会社
塩冶町海上1540-3 13,244.46 三井生命保険相互会社
平田町字薮崎1595番地　外7筆 9,589.81 協同組合　丸合
渡橋町1176-1　外8筆 8,331.48 (株)サンキュー高島屋
西林木町61-1番地1　外3筆 5,632.34 出雲市長　西尾理弘
斐川町大字直江町3823　外11筆 9,458.00 山根守之
西新町3丁目23-1（出雲市西出雲駅南土地区画整理事業区域内） 7,000.00 出雲市長　西尾理弘
平田町字藪崎1607番　外9筆 13,797.41 株式会社　ナフコ
平田町字藪崎1698番2　外2筆 4,877.91 有限会社　狩野材木店
下古志町319番1　外5筆 8,402.59 有限会社　ナカヤ企画
神西沖町1443-2　外3筆 8,607.00 株式会社　サンイレブン
大社町大字中荒木中筋726番　外13筆 8,542.35 藤江昭雄
斐川町大字上直江1421　外8筆 5,551.67 東建設株式会社
浜町字内藤川添2182-2　外14筆 8,863.13 澄田英夫　外7名
国富町字馬場50-1　外5筆 4,065.88 平田市土地開発公社
湖陵町大字大池1888-1　外56筆 47,838.15 湖陵町長　桑原壽之
斐川町大字直江町4999番地　外8筆 5,946.05 島根県経済農業協同組合連合会
斐川町大字今在家131-1、131-3 23,308.00 斐川町土地開発公社
斐川町大字上直江748番2　外6筆 4,474.66 株式会社　キムラ
平田町字古川2056-1　外9筆 6,561.24 平田市土地開発公社
神門町983番　外7筆 8,477.19 出雲市農業協同組合
斐川町学頭30番地2　外31筆 17,171.60 (有)須田工務店、(有)足立運送
斐川町大字学頭825番地1　外7筆 8,149.88 斐川町長　勝部敏雄
平野町27-1　外14筆 10,876.29 株式会社　いない
斐川町大字上庄原1305-1　外20 10,724.04 斐川町長
斐川町大字学頭3389-1　外6筆 9,172.35 株式会社　石販
大島町23-1,22-3,24-1,25-2,25-4 5,530.70 株式会社　イズミ
斐川町大字神氷923番3　外123筆 127,322.10 斐川町長　吉岡豊樹
大社町大字北荒木字浜根1174-1　外4筆 3,529.87 大社町農業協同組合
斐川町大字沖洲1629番地　外3筆 4,151.38 斐川町長　吉岡豊樹
大社町大字北荒木字高浜1368-106　外12筆 11,098.58 大社町長　田中和彦
国富町字馬場55番地1　外10筆 4,991.21 平田市土地開発公社
斐川町大字上直江1301番1　外57筆 39,232.02 株式会社　イズミ
斐川町大字併川字干家1192　外4筆 4,069.15 株式会社　キムラ
浜町字砂子田459番　外30筆 16,691.76 島根森紙業株式会社　出雲営業所
渡橋町774番1　外10筆 8,787.77 大興木材株式会社
斐川町大字学頭464番地　外756筆 1,146,473.00 (株)出雲空港カントリー倶楽部
斐川町大字上直江2464-5　外7筆 6,692.78 斐川町長　吉岡豊樹
江田町78番地　外3筆 4,041.33 東京靴株式会社
平田町字藪崎1647番1　外4筆 3,847.54 有限会社　慶州産基
下古志町958番1　外16筆 7,033.91 熱田不動産(有)、(有)三雲不動産
高岡町1338番地　外4筆 4,935.26 株式会社　ダイニ
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東神西町932番　外2筆 3,828.95 有限会社　立花建設
江田町7番1　外3筆 3,588.28 松栄地所有限会社
大社町大字中荒木字中筋743-2　外1筆 4,083.93 有限会社　ミツタカ不動産
大社町大字中荒木中筋738番地　外3筆 3,892.05 有富工務店　有限会社
西林木町2番1　外3筆、　武志町697番2　外5筆 47,177.27 出雲市長　岩國哲人
常松町488番地　外11筆 10,973.00 浅尾繊維工業株式会社
灘分町字二ノ切795番地1　外20筆 17,729.12 平田市土地開発公社
今市町南本町6番3 4,394.08 有限会社　三愛商事
知井宮町字鎌刈1260－3　外17筆 21,064.61 出雲市長　岩國哲人
園町字沖の島1664-1番地　外10筆 16,289.63 （財）ホシザキグリーン財団
東園町字土手下285番1　外3筆 3,572.90 （株）ハンナテックス島根事務所
平田町字京塚1863番1　外3筆 7,091.99 全秦通商株式会社
下古志町25番3　外1筆 5,184.17 株式会社　藤原木材産業
大社町大字北荒木字浜根1203-1　外3筆 5,431.28 二幸観光有限会社
下古志町961番地 4,182.81 株式会社　平成
高岡町477-1　外10筆 3,663.38 株式会社　中電工
国富町字源代840-1　外26筆 22,685.24 平田市長
知井宮町字嘉儀818番1　外8筆 5,279.72 有限会社　大丸不動産
灘分町2281番　外3筆 5,317.45 西尾建設株式会社
灘分町417番1　外6筆 5,264.34 NTN鋳造株式会社
常松町394-1　外2筆 3,125.95 島根ヤクルト販売株式会社
平野町字南五反田706-3　外17筆 17,145.72 出雲機工株式会社
神門町783番　外8筆 4,052.78 株式会社　ジュンテンドー
白枝町字壱丁田420番　外8筆 5,545.86 有限会社　山商
大社町大字修理免字西原735-5　外43筆 17,201.09 大社町長　古川百三郎
斐川町大字神氷938　外20筆 20,300.10 斐川町長　吉岡豊樹
江田町309-1　外4筆 5,407.71 大同商事株式会社
東福町字輪ノ内1875番地2　外30筆 19,589.22 平田市土地開発公社
斐川町大字直江町2697-2　外194筆 117,561.24 斐川町長　吉岡豊樹
平田町字藪崎1708番1　外30筆 20,440.12 株式会社　ラック
小山町485番地　外3筆 3,620.57 出雲グリーン工業株式会社
古志町91番　外2筆 6,059.87 株式会社　装備出雲工場
斐川町大字荘原町2301番地4　外13筆 5,347.72 斐川町長　吉岡豊樹
矢野町945-2　外28筆 88,689.66 出雲市長
稲岡町18番、34番 4,074.03 不動システム株式会社
常松町393-1　外20筆 21,299.71 浅尾繊維工業株式会社
大津町730番地　外3筆 4,567.00 株式会社　ミサワホームしまね
大社町大字中荒木字浜根612番地1　外6筆 7,081.77 大社町長　古川百三郎
平田町字京塚1895-5　外7筆 19,128.91 有限会社　西尾商事
塩冶有原町5丁目60、61、　塩冶町1672-1 6,623.34 有限会社　稲井豊平金物機工
神西沖町2109番1　外4筆 3,476.05 有限会社　村上観光
白枝町字北芦田979-3　外6筆 6,875.68 有限会社　西尾商事
斐川町大字美南1590　外12筆 10,464.00 山陰運送株式会社
塩冶町海上1408-5　外4筆 6,057.41 出雲市長　岩國哲人
本庄町字廻田408番1　外8筆 3,777.42 財団法人　平田市都市公社
渡橋町831番地　外15筆 6,242.42 タイガー産業株式会社
大社町大字北荒木1506番1　外8筆 6,834.70 有限会社　大丸不動産
大津町649-1　外9筆 4,404.00 株式会社　渡部製鋼所
斐川町大字沖洲1629　外16筆 7,594.14 有限会社　五木製麺
知井宮町字鎌刈1418番地1　外13筆 5,213.82 七福商事株式会社
武志町544、545、546 3,021.57 創価学会
今市町字半ヶ沢259番1　外64筆 8,975.72 協同組合出雲ショッピングセンター
斐川町大字神氷939　外37筆 27,198.00 ヒカワコンクリート工業（有）
斐川町大字美南1655　外192筆 72,890.00 島根県経済農業協同組合連合会
今市町字漆垣87　外7筆 8,575.86 出雲市農業協同組合
浜町字砂子田524　外15筆 14,247.07 出雲市長　直良光洋
斐川町大字学頭3438-3　外6筆 12,614.00 株式会社　石販
矢尾町字下沢175-1　外6筆 4,067.00 三嶋光夫
白枝町139　外9筆 19,541.07 須山木材株式会社
知井宮町字嘉儀837-18　外3筆 8,773.79 出雲市長　直良光洋
湖陵町大字差海1807-12　外2筆 49,962.00 都築紡績株式会社
大社町大字中荒木2310番3　外8筆 3,146.00 飯塚市右衛門　ほか３名
渡橋町1087番1　外5筆 5,027.58 島根トヨペット株式会社
大社町大字北荒木下分291　外9筆 4,390.00 熱田不動産
矢野町391番3　外12筆、 白枝町1172-5 8,599.33 ナカバヤシ株式会社
神西沖町字山地2577番5　外1筆 6,804.00 島根県中古自動車販売商工組合
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浜町字砂子田453　外8筆 8,993.51 島根森紙業(株)　出雲営業所
古志町字内袋1525-1　外6筆 5,398.00 吉井澄雄
東福町字馬口257　外9筆 7,613.78 平田市土地開発公社
白枝町字南芦田944-1 5,167.00 金鳳元
平田町中本田2943番1　外16筆 6,407.00 平田市土地開発公社
斐川町字上直江2372 9,588.00 有限会社　斐川ゴルフ
知井宮町29、30 5,732.81 エイコー電子工業株式会社
美野町字一本松1662-1　外 6,179.27 有限会社　島根フーズ
東福町字山崎498番1　外7筆 9,867.00 財団法人　平田市開発公社
斐川町大字直江4779　外21筆 8,295.53 斐川町西部ショッピングセンター
大津町790 4,221.57 杉原定雄
天神町148番　外６筆 6,380.00 出雲タイガー有限会社
斐川町上直江2308 172,160.28 株式会社　村田製作所
斐川町大字上直江912番1　外10筆 5,129.75 株式会社　大島屋商店
神門町820-4,821-1,821-2,822-1,822-6 6,869.00 日本トラック株式会社
神門町823番1　外３筆 3,352.67 日産ディーゼル山陰販売株式会社
園町字小堀970番3　外 29,127.64 財団法人　平田市開発公社
西代町字古川1041　外19筆 8,388.85 有限会社　日新不動産
斐川町大字荘原町3840 6,986.38 （協）荘原ショッピングセンター
斐川町大字学頭1463-3 18,185.81 斐川町土地開発公社
大島町字横浜327-1　外4筆 4,559.62 島根ダイハツ販売株式会社
荒茅町1898　外5筆 5,809.40 出雲市農業協同組合
矢野町815 5,367.20 今岡工業株式会社
小境町字福泉谷松林廻谷2002外 54,886.00 平田市長　原良宗
小境町上の北2023番地先 4,067.98 安部宏
斐川町上直江2139-11　外9筆 28,530.06 株式会社　ビーエスエス企画
姫原町551-4　外25筆、大津1028　外17筆 28,933.00 協同組合　出雲流通センター
湖陵町大字三部 1052-1,1048,1040-1,1030,1021 9,684.23 有限会社　出雲第一開発
上塩冶町大字大井谷3003番地1　外10筆 20,256.61 馬庭産業有限会社
大社町北荒木字中分625-2 11,429.38 協同組合　大社ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
高松町1520-4 9,977.00 有限会社　大丸不動産
斐川町出西字星田3800-19 6,077.00 斐川町農業協同組合
今市町字半ヶ沢139番地　外70筆 15,761.36 協同組合　出雲ショッピングセンター
平田町字川北6112-1　外１筆　(現在)東福町243-24外 4,466.00 平田市森林組合
斐川町学頭字七日市灘1862 4,471.00 山口ユリコ
松寄下町174-13外 17,661.77 (株)ハウジングサービス
塩冶町字善光寺1200 7,160.13 馬庭光恵
斐川町大字荘原町2986-10外 3,353.00 斐川町農業協同組合
斐川町大字学頭字七日市灘1830-1 3,974.00 太田文雄
平田町字新田5296-1外 11,317.60 財団法人　平田市開発公社
上塩治町712-1　外 9,988.80 出雲市農業協同組合
斐川町大字直江町1555-85外 40,361.00 斐川町土地開発公社
東福町吉原地内1984-11外 23,191.63 財団法人　平田市開発公社
斐川町出西3708-1 3,563.00 木村木材株式会社
小山町225　外3筆 4,089.00 中国電力(株)島根支店
平田町古川2390 4,080.94 株式会社牛尾洋服店
斐川町大字荘原3180-1、3180-2　外 4,729.85 斐川町農業協同組合
下古志町127-1 102,306.00 財団法人　島根県農業開発公社
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