
氏名又は名称 住　　　　　所

田中克彦 小諸市大字平原2036 小諸市 大字平原 字穴の前 598-1

相場恒一 小諸市大字滝原766-4 小諸市 大字滝原 字中西原 1546-1

青木貞利 小諸市大字御影新田690 小諸市 大字平原 字深ケ田 416 ほか２筆

甘利隆行 小諸市大字平原2021 小諸市 大字御影新田 字塚ノ前 1369-1

株式会社モスファーム
信州

小諸市大字御影新田2565-1 小諸市 大字柏木 字上出間 1430-3 ほか１筆

橿山和幸 小諸市東雲5-4-1 小諸市 大字滝原 字宮平 823-1

井沢清人 小諸市大字西原988 小諸市 大字西原 字梵天反 417-1

土屋美春 小諸市大字西原973-9 小諸市 大字西原 字道添 896-1 ほか２筆

三井保男 小諸市大字塩野1879-1 小諸市 大字八満 字古牧 2077 ほか１筆

遠山博己 小諸市大字森山676-3 小諸市 大字森山 字下原 562-1 ほか２筆

大田圭一郎 小諸市大字山浦5044-19 小諸市 大字大久保 字クビシ 2406-2 ほか７筆

竹内智之 小諸市大字八満1582-1 小諸市 大字柏木 字天神久保 740-2 ほか２筆

上原健治 小諸市大字菱平2009-8 小諸市 大字菱平 字大木沢 980-2

株式会社信州明楽
ﾌｧｰﾑ

小諸市大字塩野2135 小諸市 大字塩野 字南ヶ原 3616 ほか７筆

伊藤智 佐久市中込610-1 佐久市 中込 字中川原 154-4 ほか７筆

真木聡志 佐久市新子田1861-24 佐久市 岩村田 字東赤座 3763-1 ほか２筆

神津有菓 佐久市中込3-26-6 佐久市 平賀 字上川原 4011

吉澤俊彦 小諸市耳取2015-2 佐久市 下平尾 字丸山下 2070

岡村純一 佐久市桜井318 佐久市 桜井 字欠端 1521 ほか２筆

伊藤和孝 南佐久郡南相木村4341-1 南佐久郡南相木村 字つくゑ原 3796-1 ほか６筆

鈴木以兼 南佐久郡南相木村2054-1 南佐久郡南相木村 字立原 6334-16 ほか２筆

荻原文雄 北佐久郡御代田町大字御代田3878-1 北佐久郡御代田町 大字御代田 字原田 1962-1

西藤博明 北佐久郡立科町大字宇山1849 北佐久郡立科町 大字茂田井 字諏訪料 731 ほか２筆

小平重男 北佐久郡立科町大字茂田井2228 北佐久郡立科町 大字茂田井 字下矢ヶ入 1047

山浦文克 北佐久郡立科町大字桐原281 北佐久郡立科町 大字桐原 字廟所原 243-1

櫻井富士雄 北佐久郡立科町大字藤沢589-1 北佐久郡立科町 大字茂田井 字東倉見 1676 ほか２筆

農事組合法人飯嶋農
園

北佐久郡立科町大字桐原518 北佐久郡立科町 大字山部 字小金井戸 1029 ほか５筆

中嶋卓也 小県郡長和町和田189 小県郡長和町 和田 字唐沢口 2035 ほか24筆

阿部健史 小県郡長和町和田763 小県郡長和町 和田 字唐沢口 2069 ほか15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 67-1 ほか11筆

小林将人 上田市緑が丘2-3-13 小県郡青木村 大字田澤 字湯ノ入 2797-1 ほか３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 立沢 字山ノ神尾根 4400-27 ほか28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３月28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



保科大樹 諏訪郡富士見町富士見11767-6 諏訪郡富士見町 立沢 字ヲギハラ 4623-1 ほか３筆

伊藤佑貴 諏訪郡富士見町富士見3224-6 諏訪郡富士見町 立沢 字コヤグチ 2580 ほか２筆

小宮山徹 諏訪郡富士見町落合10399-15 諏訪郡富士見町 立沢 字三本栂 1514 ほか２筆

農事組合法人福地の
里

伊那市富県6566-4 伊那市 富県 6504-1 ほか22筆

結城晋平 伊那市高遠町長藤1940 伊那市 高遠町勝間 1235 ほか４筆

農事組合法人はるちか 伊那市東春近2789　 伊那市 東春近 1526-1 ほか９筆

伊東尚美 駒ケ根市赤穂16398-112 伊那市 東春近 10063

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 8327-1 ほか４筆

水上積善 駒ヶ根市赤穂820 駒ヶ根市 赤穂 497-318 ほか３筆

株式会社いいじま農産 上伊那郡飯島町飯島2569-2 上伊那郡飯島町 飯島 2639 ほか６筆

片山潤 飯田市上殿岡73-7 飯田市 上郷飯沼 415-1 ほか１筆

岩間諒太 飯田市上郷別府1360-2 飯田市 上郷飯沼 952-1 ほか２筆

大日向章 飯田市山本896 飯田市 山本 4250

有限会社やま元 飯田市座光寺6628-245 飯田市 座光寺 6350 ほか１筆

西村和正 飯田市伊豆木6361 飯田市 伊豆木 6522

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 2015-3 ほか13筆

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 1028-2 ほか４筆

大場徹久  下伊那郡松川町元大島4748 下伊那郡松川町 上片桐 85-4 ほか１筆

株式会社なかひら農場  下伊那郡松川町大島3251 下伊那郡松川町 上片桐 436-2

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 牛牧 725 ほか10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 1821

佐藤愛子 下伊那郡阿智村春日1122 下伊那郡阿智村 春日 1048 ほか１筆

株式会社アドバンス 大阪府東大阪市渋川町3-14-28 下伊那郡喬木村 6081-5 ほか４筆

田屋宗喜 木曽郡木曽町日義4303 木曽郡木曽町 日義 2861 ほか16筆

田美屋株式会社 松本市大字島内708-1 松本市 大字島内 9 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 字本郷 7339-1 ほか２筆

濵博 松本市大字島立4580 松本市 大字島立 3762-1 ほか３筆

北野弘人 松本市大字島立1831-１ 松本市 大字島立 1769

原澤弘樹 松本市大字島立3234-5 松本市 大字島立 3444

浅野毅 松本市大字島立661 松本市 大字島立 4252

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 2028 ほか８筆

野村哲 松本市大字笹賀1353 松本市 大字笹賀 603 ほか１筆

株式会社アグリスト 松本市大字笹賀257 松本市 大字笹賀 823-1

伊藤隆 松本市大字笹賀767 松本市 大字笹賀 931-2

村上浩司 松本市大字笹賀4745 松本市 大字笹賀 4764

伊藤勝基 松本市大字笹賀2908-3 松本市 大字笹賀 192 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 字林 4755-1 ほか１筆

有限会社アグリランド
松本

松本市南松本1-2-16 松本市 大字内田 字埴原道下 831-1

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 字大ﾌｹ 251 ほか８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 寿北１丁目 176-1 ほか４筆

加藤哲也 松本市大字寿小赤2825 松本市 大字寿小赤 1101

本木一治 松本市反町580-1 松本市 五常 字片方 4509-1 ほか３筆

株式会社かまくらや 松本市大字島立454-1 松本市 梓川梓 3392-3 ほか５筆

倉田佳実 松本市大字里山辺4372 松本市 大字里山辺 字小松 4344-1

大瀧健太 松本市今井7384-1 塩尻市 大字洗馬 字岩垂原 7729-1 ほか１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 6523

安田修司 安曇野市穂高柏原3019 安曇野市 穂高柏原 2971-12 ほか10筆

小室博文 安曇野市穂高7347 安曇野市 穂高 9004 ほか１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 穂高牧 1300-2 ほか５筆

西山健一 安曇野市堀金烏川779-13 安曇野市 堀金烏川 4-27-3 ほか１筆

丸山啓吉 安曇野市堀金三田450-2 安曇野市 堀金三田 2071 ほか２筆

株式会社かまくらや 松本市大字島立454-1 安曇野市 三郷小倉 2666 ほか８筆

臼井正昭 安曇野市穂高1521-4 安曇野市 穂高 1083 ほか２筆

二茅倍治 東筑摩郡朝日村古見1161 東筑摩郡朝日村 大字古見 2406-1 ほか３筆

株式会社大地 大町市常盤3828-24 大町市 平 8040-14 ほか21筆

宮田富吉 大町市大町5966 大町市 大町 5898-1 ほか７筆

平林利久 大町市常盤3503 大町市 常盤 字大正沖 3486-46 ほか２筆

有限会社ライスファー
ム野口

大町市平 180-2 大町市 大町 6193-3 ほか18筆

農事組合法人池田町
ファーム

北安曇郡池田町大字会染5098-1 北安曇郡池田町 大字会染 1382-2

田中正一 長野市若穂川田762-ィ 長野市 若穂川田 字堤西 405-2 ほか６筆

泉克直 長野市大町168-1 長野市 大字大町 字中堰内 608-2 ほか１筆

丸山孝人 長野市信更町田野口1659 長野市 信更町赤田 字前田 9-1 ほか48筆

株式会社萬屋商店 長野市篠ノ井御幣川303-1 長野市 松代町東寺尾 字道島南 45-1

株式会社グリーンパ
ワーながの

長野市大岡甲7872-1 長野市 大岡甲 1108-1 ほか７筆

田中典雅 須坂市大字日滝2719 須坂市 大字小河原 字新田組沖 2751-1 ほか３筆

坂本藤雄 須坂市大字井上2178 須坂市 大字井上 字馬場 2531-1 ほか２筆

斉藤浩昭 須坂市大字井上171-ｲ 須坂市 大字井上 字伝石 327-1 ほか２筆

三浦周治 須坂市大字井上2063-1 須坂市 大字井上 字伝石 349-1

アスザックフーズ株式
会社

須坂市大字米持293-45 須坂市 大字井上 字金口 88 ほか５筆

青木千代子 須坂市大字井上2430 須坂市 大字井上 字大畑 2843 ほか２筆

鈴木悦男 須坂市大字井上2368 須坂市 大字井上 字伝石 302-1

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 字四ツ屋裏 5586-1 ほか11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 字下山桑 2569-1 ほか５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 3039 ほか28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 大字平岡 字前田 9 ほか１筆

有限会社たかやしろ
ファーム

中野市大字竹原1609-7 中野市 大字若宮 字田麦道北添 144-1 ほか７筆

畔上和之 中野市大字竹原213 中野市 大字竹原 字北川原 1655-1 ほか２筆

町田栄二 中野市大字栗林298 中野市 大字栗林 字堤下 501 ほか４筆



馬場純也 中野市大字大俣90 中野市 大字大俣 字東原 893-1

田村良行 中野市大字越623-1 中野市 大字越 字上原 15-1 ほか７筆

金井健 中野市大字西条695 中野市 大字西条 字角割 227

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 大字寿 字熊ノ田 654-1 ほか３筆

株式会社とざま 飯山市大字中曽根110 飯山市 大字寿 字十王下 990-1 ほか５筆

農事組合法人戸狩サ
ンファーム

飯山市大字常郷682-5 飯山市 大字豊田 字宮ノ前 6887-1 ほか１筆

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 字中島 1418-10 ほか２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 大字山岸 字仲田 60 ほか２筆

堀米敏昭 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬4306 下高井郡山ノ内町 大字夜間瀬 字藤沢 4430-1

２　農用地利用配分計画を認可した日
　　平成30年３月28日

農村振興課


