
氏名又は名称 住　　　　　所

横田紘幸 小諸市大字菱平1362-2 小諸市 大字菱平 字柿木平 878-1 ほか10筆

小平邦武 小諸市大字御影新田1319-7 小諸市 大字御影新田 字塚ノ前 1381-2 　

市川祐司 小諸市大字八満646-3 小諸市 大字柏木 字上原 683-2 ほか１筆

田中英雄 小諸市大字大久保2147-15 小諸市 大字滋野甲 字神奈川 2462-1 　

中澤信一 小諸市大字八満1108-12 小諸市 大字八満 字諏訪宮 1070 ほか８筆

橿山和幸 小諸市東雲5-4-１ 小諸市 大字西原 字八満反 559-1 ほか３筆

掛川久善 東御市御牧原574 小諸市 大字大久保 字芝原 2426-1372 　

山岸喜昭 小諸市甲4630-9 小諸市 甲 字軽石 4629 ほか７筆

三井保男 小諸市大字塩野1879-1 小諸市 大字塩野 字南ケ原 3783 ほか２筆

関本真幸 小諸市大字市103-3 小諸市 大字市 字一貫畑 141-1 　

川上耕志 南佐久郡川上村大字梓山617‐1 南佐久郡川上村 大字梓山 539‐53 　

内堀文夫 北佐久郡御代田町大字塩野1285-3 北佐久郡御代田町 大字塩野 字西二ツ石 530 ほか１筆

上村健一郎 北佐久郡御代田町大字御代田4064-15 北佐久郡御代田町 大字御代田 字雨池 4037 ほか５筆

坂口肇 北佐久郡御代田町大字御代田2531-41 北佐久郡御代田町 大字塩野 字大沼 147-142 ほか１筆

西藤博明 北佐久郡立科町大字宇山1849 北佐久郡立科町 大字山部 字下り松 290 ほか２筆

山浦袈裟信 北佐久郡立科町大字桐原38 北佐久郡立科町 大字桐原 字中池下 303 ほか１筆

上原元子 上田市古安曽2178 上田市 古安曽 東村 3999-1 　

皆瀬斗武 上田市古安曽1850 上田市 下之郷 字西沖 571 ほか１筆

小林将人 上田市緑が丘2-3-13 小県郡青木村 大字田澤 字起堀 2897-1 ほか２筆

株式会社花の大和 奈良県天理市嘉幡町655 諏訪郡富士見町 乙事 字乙事沢 4393-1 ほか６筆

佐藤映志 諏訪郡富士見町富士見248-559 諏訪郡富士見町 富士見 字茶屋道 9164-1 　

農事組合法人はるちか 伊那市東春近2789　 伊那市 東春近 950-2 ほか２筆

公告

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成26年法律第101号）第18条第1項の規定により、農地中間管理

機構から農用地利用配分計画の認可申請があったので、同条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該農

用地利用配分計画を縦覧に供します。

　なお、利害関係人は、当該農用地利用配分計画について、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を

提出することができます。

　　平成30年２月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県知事　阿　部　守　一

１　縦覧に供する農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける
賃借権の設定を受ける土地



小林則夫 伊那市東春近1765-6　 伊那市 東春近 10746-117 　

農事組合法人ゆいにし
はる

伊那市西春近5146-6 伊那市 西春近 3335-1 ほか１筆

小松平一 伊那市高遠町下山田1350 伊那市 高遠町下山田 164 ほか２筆

農事組合法人山室 伊那市高遠町山室2330 伊那市 高遠町山室 3869 　

小林稔之 上伊那郡中川村片桐4375-1 上伊那郡中川村 片桐 2179 ほか１筆

岡村巧 飯田市桐林1098 飯田市 桐林 1524-4 　

塚田修 飯田市座光寺4646-4 飯田市 座光寺 6664-15 　

吉川正志 飯田市下久堅下虎岩493 飯田市 下久堅下虎岩 56 　

仲平英樹 飯田市上久堅戊1880-17 飯田市 上久堅 戊1880-16 　

株式会社丸中中根園 飯田市鼎中平2885-1 飯田市 川路 5929-5 ほか３筆

柏木貴行 飯田市千栄1119-1 飯田市 千栄 1072-1 　

かぶちゃんファーム株
式会社

飯田市川路7592-1 下伊那郡松川町 生田 2257-1 ほか10筆

松尾正宏 下伊那郡松川町大島2102-1 下伊那郡松川町 大島 1988 ほか２筆

木下稔 下伊那郡松川町大島3132-3 下伊那郡松川町 大島 3305 　

根津修平 上伊那郡中川村片桐1530-6 下伊那郡松川町 上片桐 642 ほか５筆

株式会社やまだふぁー
む

松本市大字新村1795-1 松本市 大字新村 字塚田 1370 ほか14筆

伊藤勝基 松本市大字笹賀2908-3 松本市 大字笹賀 2707  

草間弘秋 松本市寿北6-34-10 松本市 大字寿豊丘 308-1 ほか１筆

有限会社ｱｸﾞﾘﾗﾝﾄﾞ松
本

松本市南松本1-2-16 松本市 大字内田 字埴原道下 832-1 ほか10筆

農事組合法人内田営
農

松本市大字内田2195-2 松本市 大字内田 字砂原 1252 ほか６筆

農事組合法人小赤営
農

松本市大字寿小赤1179-2 松本市 大字寿小赤 337 ほか３筆

三村裕一 松本市大字今井3586 松本市 大字今井 字大原 6377 　

桜井勇 松本市大字今井2538-3 松本市 大字今井 字赤坂上 6548 　

深澤輝之 松本市大字里山辺3833-8 松本市 大字入山辺 字天神宮東 8707-2 ほか１筆

波田野裕男 松本市梓川倭3106-2 松本市 梓川倭 3313 ほか２筆

小岩井傑 松本市大字里山辺4385 松本市 筑摩4丁目 4308 ほか１筆

矢島由男 松本市大字入山辺2406 松本市 大字入山辺 字天神海道 1520-1 ほか２筆

株式会社ファーマー天
神

東筑摩郡麻績村麻1651-1 東筑摩郡麻績村 日 字アラ田 3114-1 ほか40筆

特定非営利活動法人
おみごと

東筑摩郡麻績村字日6305 東筑摩郡麻績村 麻 字膳棚 5617-1 ほか14筆

降籏治人 大町市社6811-1 大町市 社 字常光寺 5945-4 ほか３筆

株式会社大地 大町市常盤3828-24 大町市 平 2956 ほか３筆

丸山道夫 大町市平6269-1 大町市 平 5115 　



平林利久 大町市常盤3503 大町市 常盤 字本郷 3555-5 ほか２筆

藤巻雅幸 大町市常盤6033-2 大町市 常盤 字柿ノ木 5056 ほか１筆

株式会社ヴァンベール
平出

大町市常盤1618 大町市 常盤 字寺海戸 511-2 ほか３筆

奥原文登 大町市常盤4904 大町市 常盤 字松原 4921-1 ほか２筆

有限会社ヨシダ 北安曇郡池田町大字会染3655 北安曇郡池田町 大字会染 1206 ほか６筆

中井竜佑 須坂市大字豊丘778-7 須坂市 大字小河原 字新田組沖 2979 ほか４筆

鈴木稔 須坂市大字日滝1028-7 須坂市 大字日滝 字丹波塚 4836-1 ほか１筆

坂本藤雄 須坂市大字井上2178 須坂市 大字野辺 字大明神 17-1 　

寺澤和志 長野市東和田421 須坂市 大字日滝 字古池 2340-1 　

農事組合法人野尻湖
ふるさと農園

上水内郡信濃町大字野尻898-4 上水内郡信濃町 大字野尻 字下山桑 2562-2 ほか９筆

町田栄二 中野市大字栗林298 中野市 大字栗林 字堤下 498 ほか１筆

中條敦 上高井郡小布施町370 中野市 大字栗林 字上原 354-1 ほか12筆

笠原威一郎 中野市大字新保471 中野市 大字安源寺 字道下 113  

玉木正身 中野市大字西条427 中野市 大字西条 字南西間 281 ほか１筆

堀内豪 中野市大字片塩30 中野市 大字片塩 字中田 508-4 　

浅沼富夫 中野市大字大俣114 中野市 大字大俣 字北原 713-1 ほか１筆

阿藤秀雄 中野市大字大俣112 中野市 大字上今井 字逆川 1401-3 ほか３筆

竹内智昭 中野市大字小田中569-4 中野市 大字更科 字中沖 164-1 　

農事組合法人ﾌｧｰﾑｽ
ﾃｰｼｮﾝ木島

飯山市大字野坂田280 飯山市 大字木島 字蛭田 1816-1 　

有限会社奥信濃ﾌｧｰﾑ 飯山市大字瑞穂3569 飯山市 大字照岡 字大道 1415-69 ほか３筆

有限会社イチムラ 飯山市大字一山2681 飯山市 大字照岡 字中島頭 1417-3 ほか４筆

瀨崎眞也 下高井郡山ノ内町大字佐野1456-3 下高井郡山ノ内町 大字佐野 字谷地 683-1 ほか２筆

２　申請年月日
　　平成30年２月５日

３　縦覧場所
　　長野県農政部農村振興課

４　縦覧期間
　　平成30年２月13日から平成30年２月26日まで

農村振興課


