
氏名又は名称 住　　　　　所

坂下理人 佐久市瀬戸3454-68 佐久市 横根 字南海老 979 ほか１筆

三瓶満 東御市御牧原3679-2 佐久市 塚原 字鳥追塚 1797-1 ほか１筆

有限会社市川 佐久市大沢1187 佐久市 塚原 字屋敷添 2402 ほか１筆

上田洋之 佐久市蓬田1251 佐久市 蓬田 字松ケ沢 1065 ほか５筆

山浦文克 北佐久郡立科町大字桐原281 北佐久郡立科町 大字茂田井 字飯名田 705 ほか１筆

西沢明 小県郡青木村大字当郷1620-2 上田市 浦野 字上前沖青木 180-1 ほか４筆

西沢明 小県郡青木村大字当郷1620-2 小県郡青木村 大字当郷 字榎 72-1 ほか15筆

有限会社トップリバー 北佐久郡御代田町御代田3986-1 諏訪郡富士見町 乙事 字乙事沢 5050-53

田中社喜 伊那市東春近6737-8 伊那市 東春近 6732-1 ほか12筆

農事組合法人はるちか 伊那市東春近2789　 伊那市 東春近 6917-2 ほか５筆

合同会社ミレッツ 伊那市長谷非持959-1 伊那市 長谷非持 4076 ほか２筆

小松平一 伊那市高遠町下山田1350 伊那市 高遠町 下山田 1322 ほか９筆

農事組合法人らいふ 伊那市高遠町下山田643 伊那市 高遠町 小原 199 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 286-3

有限会社燦燦 下伊那郡松川町大島2995 下伊那郡松川町 上片桐 4454-2 ほか３筆

かぶちゃんファーム株
式会社

飯田市川路7592-1 下伊那郡高森町 吉田 286-1 ほか３筆

鈴木健悟 下伊那郡高森町出原512-179 下伊那郡高森町 出原 512-86

原逸雄 下伊那郡高森町山吹305-2 下伊那郡高森町 山吹 312-1

水野信之 下伊那郡阿智村春日2788 下伊那郡阿智村 春日 1963-1

木下秀直 下伊那郡阿智村伍和6452-3 下伊那郡阿智村 伍和 6259-1 ほか２筆

板橋耕平 下伊那郡阿智村智里2396-1 下伊那郡阿智村 駒場 1604-4 ほか２筆

倉田哲治 下伊那郡阿智村春日1217-3 下伊那郡阿智村 春日 2509 ほか１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29年６月８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



有限会社ﾈｯﾄﾜｰｸうるぎ 下伊那郡売木村1019-1 下伊那郡売木村 541-1 ほか３筆

株式会社ﾇｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾑ
泰阜

下伊那郡泰阜村3440-29 下伊那郡泰阜村 4935-1 ほか４筆

森崎敬介 松本市神田1丁目22-7 松本市 神田2丁目 175

有限会社濱農場 松本市大字島内6334 松本市 大字島内 字犬飼新田境 7887-2 ほか８筆

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 字坂下 7952-2 ほか２筆

農事組合法人縄文の
丘中山そば振興会

松本市大字中山993-ｲ 松本市 大字中山 字新田畑 5900 ほか２筆

株式会社おひさま
ファーム

松本市大字島立2737 松本市 大字島立 2172 ほか２筆

農事組合法人アグリ中
郷

松本市大字新村780 松本市 大字新村 字石原 568-1 ほか10筆

有限会社アグリランド
松本

松本市南松本1丁目2-16 松本市 寿北9丁目 1442 ほか３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 136 ほか１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 字金沢池 2425 ほか２筆

有限会社鉢伏ファーム 松本市大字寿白瀬渕1361-1 松本市 大字内田 字雨堀 3248 ほか18筆

波田野裕男 松本市梓川倭3106-2 松本市 梓川倭 2716-1 ほか４筆

曽根原弘仁 松本市大字神林3755-1 松本市 大字入山辺 字六地蔵 3135-1 ほか３筆

宮下賢 安曇野市豊科3467-1 安曇野市 豊科 3083-1 ほか２筆

石田寛夫 安曇野市豊科3510 安曇野市 豊科 3430-1 ほか２筆

松島望 安曇野市穂高有明1090 安曇野市 穂高 有明 2712-3

株式会社あづみのうか
浅川

安曇野市堀金烏川4790 安曇野市 堀金 烏川 4336 ほか９筆

上條利之 東筑摩郡山形村1150 東筑摩郡山形村 字東原 1477-2

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 東条 字宮田 1770 ほか７筆

株式会社大地 大町市常盤3828-24 大町市 平 1955-31 ほか18筆

竹内寿幸 大町市常盤4335 大町市 常盤 字都 4350 ほか４筆

株式会社まるやま農産 北安曇郡松川村2428 北安曇郡松川村 字椚原 1475-1 ほか44筆

小林豊 千曲市大字森724-1 千曲市 大字雨宮 字返町 963 ほか３筆

曽我彰彦 上高井郡小布施町押羽571 上高井郡小布施町 大字押羽 字東郷 450-1 ほか15筆

株式会社ＳＡＣ 上高井郡小布施町北岡555-3 上高井郡小布施町 大字押羽 字内島 1202 ほか４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 字小丸山 1206-1 ほか34筆

渡邊幸一 上水内郡飯綱町大字赤塩2609 上水内郡飯綱町 大字赤塩 字上今田 1920 ほか３筆

若林清壱 上水内郡飯綱町大字倉井1335 上水内郡飯綱町 大字倉井 字惣峰 2441 ほか５筆



株式会社農業開発 中野市大字竹原141 中野市 大字中野 字一本木境 2591-1 ほか３筆

有限会社小林果樹園 中野市大字栗林83 中野市 大字栗林 字野池 115 ほか１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三丁目4 中野市 大字田麦 字中屋知 262 ほか９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 大字坂井 字宮前 175

小笹育夫 飯山市大字照里409 飯山市 大字寿 字仲田 386 ほか14筆

金崎隆 飯山市大字豊田803 飯山市 大字豊田 字中谷地 568 ほか１筆

宮﨑俊一 下高井郡木島平村大字往郷1854-1 下高井郡木島平村 大字往郷 字中川原 1914 ほか４筆

２　農用地利用配分計画を認可した日
　　平成29年６月８日

農村振興課


