
氏名又は名称 住　　　　　所

依田政雄 佐久市春日338-2 佐久市 協和 字上天神反 5144-1

農事組合法人矢島い
きいき会

佐久市矢嶋246-2 佐久市 矢島 字清水入口 1072-2

依田バシリカ 佐久市安原1425-55 佐久市 上平尾 字下沖 468 ほか２筆

伊藤智 佐久市中込610-1 佐久市 瀬戸 字中城平 692 ほか３筆

川越信治 北佐久郡御代田町御代田4108-360 佐久市 小田井 字佃 223-2 ほか２筆

株式会社ジャパンプレ
ミアムヴィンヤード立科

北佐久郡立科町大字宇山339-1 北佐久郡立科町 大字宇山 字東泥ヶ沢 100 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 7858-1

伊藤俊成 伊那市高遠町長藤黒沢5465 伊那市 高遠町藤沢 4256-1 ほか６筆

北條晃一 伊那市東春近1740-2　 伊那市 東春近 6983-2

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 赤穂 12607

塩木正人 駒ヶ根市赤穂3765-2 駒ヶ根市 赤穂 5085

農事組合法人
下在東部

駒ヶ根市東町3-12 駒ヶ根市 赤穂 14130 ほか６筆

加藤久志 駒ヶ根市赤穂4664 駒ヶ根市 下平 606

株式会社七久里農園 飯田市山本2551-2 飯田市 大瀬木 3076-1 ほか２筆

吉川正志 飯田市下久堅下虎岩493 飯田市 下久堅下虎岩 44

松村昌美 飯田市上郷黒田3510-2 飯田市 上郷黒田 1732

原賢一 飯田市座光寺4520-33 飯田市 上郷別府 297-34 ほか３筆

岡島英由 飯田市上郷別府517 飯田市 駄科 793-2 ほか２筆

かぶちゃんファーム株
式会社

飯田市川路7592-1 飯田市 大瀬木 2921-1 ほか４筆

株式会社フレック丸西 飯田市松尾清水8100-1 飯田市 下久堅下虎岩 252

有限会社マイビック 飯田市上郷飯沼1850-2 飯田市 上郷黒田 3281-1

矢澤宏輝 飯田市竹佐249 飯田市 竹佐 45-9 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29年６月27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



太田聡 下伊那郡阿南町新野779 下伊那郡阿南町 字新野 645-1 ほか１筆

農事組合法人島内ア
ルプスファーム

松本市大字島内6974 松本市 大字島内 7036 ほか２筆

有限会社濵農場 松本市大字島内6334 松本市 大字島内 字中島 6278-1 ほか10筆

阪本瑞恵 松本市大字中山3504-2 松本市 大字中山 6005 ほか１筆

小林弘也 松本市大字中山6656-1 松本市 大字中山 6666-1 ほか１筆

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 4360 ほか11筆

中島昌志 松本市大字中山3194 松本市 大字中山 4067 ほか12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 字狐平 7504-2 ほか18筆

有限会社神村 松本市大字笹賀2980 松本市 大字笹賀 2765 ほか２筆

村上正 松本市大字笹賀4782 松本市 大字笹賀 4962-1

有限会社鉢伏ﾌｧｰﾑ 松本市大字寿白瀬渕1361-1 松本市 寿北 二丁目 182 ほか４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 字一ﾂﾔ 271 ほか６筆

株式会社　タカヤマ
ファーム

松本市大字笹賀1969-1 松本市 大字笹賀 2834-1 ほか22筆

柳澤直樹 松本市三才山916-1 安曇野市 豊科 田沢 6854-1

佐藤勝彦 東筑摩郡山形村5526-5 東筑摩郡山形村 字唐沢 7550-33 ほか１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 2117 ほか16筆

竹村栄治 埴科郡坂城町大字網掛3123 千曲市 大字新山 字清水 525

曽我彰彦 上高井郡小布施町押羽571 上高井郡高山村 大字高井 字十二崖 5889-1 ほか10筆

荒井賢蔵 上水内郡信濃町大字柏原474-3 上水内郡信濃町 大字柏原 字東久保 636 ほか16筆

小林智春 上水内郡飯綱町大字倉井2733 上水内郡飯綱町 大字倉井 字大明神 2960-1

株式会社マッシュアン
ドフルーツ

上水内郡飯綱町大字赤塩6450 上水内郡飯綱町 大字赤塩 字扇平 177-1 ほか10筆

小林茂和 上水内郡飯綱町大字倉井2742 上水内郡飯綱町 大字倉井 字清水 1324 ほか１筆

農事組合法人三ツ和
農産

中野市大字三ツ和1768 中野市 大字江部 字向権現木 678

小沢紀晃 中野市大字竹原1402 中野市 大字竹原 字北川原 1630-4 ほか２筆

竹内久 中野市大字吉田1108-5 中野市 大字安源寺 字渋入 304

池田大光 中野市大字新野109 中野市 大字更科 字北越巻 272 ほか２筆

三井透 中野市大字田上879-1 中野市 大字田上 字中ノ宮 1143-1

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 字中屋知 263-1 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 大字野坂田 字橋場 38 ほか２筆



株式会社とざま 飯山市大字中曽根110 飯山市 大字寿 字鹿ノ原 1096-2 ほか６筆

今清水重門 飯山市大字常盤3731 飯山市 大字常盤 字堀切 3314 ほか１筆

農事組合法人戸狩サ
ンファーム

飯山市常郷682-5 飯山市 大字常郷 字田中 455

金崎隆 飯山市大字豊田803 飯山市 大字寿 字十王下 999-1 ほか２筆

関聖二 飯山市大字照里630-1 飯山市 大字常盤 字鋤柄 2867 ほか１筆

望月弘樹 下高井郡山ノ内町大字佐野1102-1 下高井郡山ノ内町 大字佐野 字境 292-3

梅嵜行弘 下高井郡木島平村大字往郷1162 下高井郡木島平村 大字往郷 字立石 1005 ほか１筆

２　農用地利用配分計画を認可した日
　　平成29年６月27日

農村振興課


