
氏名又は名称 住　　　　　所

堀江知子 小諸市大字八満140-1 小諸市 大字八満 字宮平 3-1 ほか１筆

有限会社ムラヤマ 上田市下之郷199 上田市 古安曽 字三ヶ沖 2395 　

有限会社信州うえだ
ファーム

上田市大手2-7-10 東御市 鞍掛 字上平 538-6 ほか６筆

西沢明 小県郡青木村大字当郷1620-2 小県郡青木村 大字夫神 字稗田 42-3 ほか18筆

農事組合法人福地の
里

伊那市富県6566-4 伊那市 東春近 8681 ほか37筆

農事組合法人南福地
フアーム

伊那市富県9328-3 伊那市 富県 9138 ほか２筆

農事組合法人はるちか 伊那市東春近2789 伊那市 東春近 855-1

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 461 ほか４筆

北原みづほ 伊那市高遠町長藤4101 伊那市 東春近 9029

農事組合法人下在南
部生産組合

駒ヶ根市東町3-12 駒ヶ根市 赤穂 11821-1 ほか１筆

農事組合法人大盛堂
生産農場

駒ヶ根市下平2934-260 駒ヶ根市 下平 5099 ほか１筆

堀江宏治 飯田市松尾上溝6296-1 飯田市 松尾新井 5845

平澤和彦 飯田市下久堅下虎岩506 飯田市 下久堅下虎岩 549 ほか１筆

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 上片桐 5040-44

矢澤雅仁 下伊那郡松川町上片桐4793-2 下伊那郡松川町 上片桐 4751-1 ほか２筆

大島賢悟 下伊那郡松川町元大島2413-2 下伊那郡松川町 元大島 338-2 ほか３筆

北沢章 下伊那郡松川町大島3715－1 下伊那郡松川町 元大島 4740-1 ほか１筆

松下正博 下伊那郡松川町元大島3994-5 下伊那郡松川町 元大島 3923‐2

松村裕一 下伊那郡松川町元大島3207-2 下伊那郡松川町 大島 1919‐1

株式会社ウィズファー
ム

下伊那郡松川町上片桐2164-1 下伊那郡松川町 上片桐 2099

かぶちゃんファーム株
式会社

飯田市川路7592-1 下伊那郡高森町 山吹 3644-1 ほか６筆

農事組合法人フロン
ティア高森

下伊那郡高森町山吹1738-2 下伊那郡高森町 山吹 1737-3 ほか７筆

宮沢喜好 下伊那郡松川町大島3418 下伊那郡高森町 出原 512-136 ほか３筆

内田勝喜 下伊那郡阿智村春日3270-5 下伊那郡阿智村 春日 2429

秦勲 飯田市大瀬木4292-5 下伊那郡阿智村 智里 1191-1 ほか５筆

糸田川洋正 下伊那郡阿智村智里2389 下伊那郡阿智村 智里 2188-1 ほか６筆

森崎敬介 松本市神田1-22-7 松本市 神田一丁目 574-1

株式会社あずま農園 松本市大字島内1812-7 松本市 大字島内 1240 ほか２筆

農事組合法人小宮ア
ルプス

松本市大字島内808-3 松本市 大字島内 927 ほか27筆

百瀬誠一 松本市大字中山5334-3 松本市 大字中山 4276

農事組合法人中山御
牧の里

松本市大字中山4146-1 松本市 大字中山 3675-1

中島昌志 松本市大字中山3194 松本市 大字中山 4227 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、次のとおり農用
地利用配分計画を認可しました。

　　平成30年１月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県知事　阿　部　守　一

１　認可した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



植木宏 松本市大字入山辺3395 松本市 大字入山辺 字巾上 1605-1 ほか２筆

金井孝王 松本市大字里山辺2492 松本市 大字里山辺 字宮上 2711 ほか１筆

中尾信也 松本市大字島立3258 松本市 大字島立 3250

塩原正 塩尻市広丘郷原924 塩尻市 大字広丘郷原 字上原 1571-2 ほか２筆

農事組合法人小宮ア
ルプス

松本市島内808-3 安曇野市 穂高 有明 923-1 ほか８筆

有限会社北アルプス牧
場

安曇野市穂高有明8207-4 安曇野市 穂高 有明 8557-1 ほか１筆

高澤正浩 安曇野市豊科4148 安曇野市 豊科 588-2 ほか１筆

丸山弥代 安曇野市豊科南穂高4870 安曇野市 豊科 南穂高 1962-1 ほか１筆

小口茂 安曇野市豊科南穂高4491-2 安曇野市 豊科 南穂高 3314 ほか４筆

農事組合法人有明営
農組合

安曇野市穂高有明4125 安曇野市 穂高 有明 326-1 ほか12筆

農事組合法人徳治郎
生産組合

安曇野市豊科田沢6513-4 安曇野市 豊科 田沢 6665 ほか３筆

青栁正幸 安曇野市堀金三田1497-2 安曇野市 堀金 烏川 4-17-2 ほか１筆

アルプス運輸建設株式
会社

松本市神林3864-7 東筑摩郡筑北村 坂北 字七ツ松 4858-1

内堀宗生 北安曇郡池田町会染10904 北安曇郡池田町 大字会染 11611-1 ほか２筆

太田茂行 北安曇郡池田町会染11858 北安曇郡池田町 大字会染 11611-5 ほか12筆

本間智子 北安曇郡池田町中鵜1894-2 北安曇郡池田町 大字会染 11612-5 ほか３筆

内山正門 北安曇郡池田町会染11759-9 北安曇郡池田町 大字会染 11758-5

太田貴大 北安曇郡池田町会染11858 北安曇郡池田町 大字会染 11758-6 ほか１筆

農事組合法人池田町
ファーム

北安曇郡池田町会染5098-1 北安曇郡池田町 大字会染 5615-2 ほか３筆

株式会社ヴィニョブル
安曇野

北安曇郡池田町会染5543 北安曇郡池田町 大字会染 7826 ほか９筆

依田尚之 須坂市大字小島820 須坂市 大字日滝 字地蔵原 3906 ほか２筆

北条昭宣 千曲市大字倉科1590-3 千曲市 大字森 字上平 2050-2

株式会社AFT 千曲市大字若宮470 千曲市 大字須坂 字下河原 550-1 ほか２筆

有限会社仁の蔵 上水内郡信濃町大字柏原3996-2 上水内郡信濃町 大字柏原 字押出 2966 ほか12筆

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 字大本道 2751-3 ほか３筆

竹内久 中野市大字吉田1108-5 中野市 大字草間 字土浮 435 ほか２筆

株式会社アルビス
ファーム信州なかの

富山県射水市流通センター水戸田3-4 中野市 大字田麦 字大屋知 171-1 ほか７筆

株式会社未来農産 中野市大字越1251-1 中野市 大字田上 字大洞 1206 ほか14筆

杉原勇太 中野市大字岩井1558 中野市 大字笠原 字大新田 750 ほか１筆

矢野修平 中野市大字柳沢844 中野市 大字赤岩 字筬塚 1962

株式会社ぶどうの沢乃
園

中野市大字岩船273 中野市 大字更科 字中沖 133 ほか６筆

矢野義高 中野市大字間山237-6 中野市 大字小田中 字大堰添 824-1

小林宏文 中野市大字中野2400 中野市 大字吉田 字上川原 1326 ほか１筆

金子仁男 中野市大字三ツ和1642 中野市 大字三ツ和 字樋田 126-25 ほか３筆

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 大字其綿 字小蛭川 144 ほか45筆

農事組合法人ｵｰｴｽ
ｹｰ外様

飯山市大字中曽根110 飯山市 大字中曽根 字京田 72 ほか４筆

２　農用地利用配分計画を認可した日
　　平成30年１月31日

農村振興課


