
氏名又は名称
居住又は所在する
市区町村

所在 面積（平方メートル）

森勇人 甲府市 笛吹市石和町井戸字豊岡387外2筆 1,541.00

株式会社富士山アグリファーム 富士吉田市 富士吉田市上吉田字前ヶ原2190 2,426.00

菊池正行 都留市 都留市桂町1472番1 1,079.00

樋口昭一 山梨市 山梨市東字上ノ山1321-1外1筆 1,237.00

武井健司 山梨市 山梨市牧丘町隼字カジメ80-4外4筆 1,804.00

雨宮正徳 山梨市 山梨市北字西膳棚1132-1外1筆 819.00

粕谷信義 山梨市 山梨市牧丘町倉科字鈴ノ宮2462-5外1筆 1,095.00

窪田英文 山梨市 山梨市南字長窪2531-1 674.00

廣瀨久夫 山梨市 山梨市大野字三十六1832-1 692.00

古屋善孝 山梨市 山梨市大工字井ノ久保前562-1 609.00

山梨市上岩下字牧洞山1546-4外1筆 921.00

山梨市上岩下字牧洞山1508-1 439.00

有限会社営農塾マルニ 山梨市 山梨市下井尻字秀森前25 536.00

古屋捷朗 山梨市 山梨市牧丘町窪平字東林1516-5外2筆 802.00

田中千春 韮崎市 北杜市高根町下黒沢字大窪2491外2筆 3,528.00

飯窪拓也 南アルプス市 南アルプス市和泉字下川瀬566-1外2筆 5,590.00

東條進 南アルプス市 南アルプス市曲輪田字西原836-1 904.00

手塚政和 南アルプス市 南アルプス市西野字西北原469-1 1,375.00

1　農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者　　　 賃借権の設定等を受ける土地

飯島利和 山梨市

◎ 農用地利用配分計画の認可の申請

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５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の申請があったので、同条第３項の規定により、次のとおり公告するとともに、当該農用地利用配

分計画を公衆の縦覧に供する。

なお、同項の規定により、利害関係人は、縦覧期間が満了する日までに、縦覧に供された農用地利用配分計画について知

事に意見書を提出することができる。

平成３０年１月１１日

山梨県知事 後 藤 斎
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北杜市長坂町渋沢字神田601外12筆 21,152.00

北杜市長坂町日野字下日野1240外3筆 3,423.00

北杜市長坂町日野字池平850外4筆 8,159.00

宮内みつ子 北杜市 北杜市小淵沢町字沢ノ田3680 2,209.00

農事組合法人いずみそば組合 北杜市 北杜市大泉町西井出字東原4436外1筆 2,325.00

井上亨 北杜市 北杜市白州町白須字桜井10308外1筆 2,135.00

谷岡大輔 北杜市 北杜市長坂町大八田字小和田5370 1,491.00

高橋理樹 北杜市 北杜市大泉町谷戸字城下2482 1,200.00

農事組合法人営農たかね 北杜市 北杜市高根町村山東割字雁又2611外37筆 49,369.00

大柴善朗 北杜市 北杜市明野町上手字南久保10251外15筆 19,029.00

北杜市明野町上手字南久保10277外16筆 24,633.00

北杜市明野町上手字南久保10256外11筆 17,619.00

倉橋京子 北杜市 北杜市明野町上手字前田9915-1外14筆 12,234.00

北杜市明野町上手字南久保10451 2,030.00

北杜市明野町上手字水尻10970外4筆 8,057.00

篠原源千代 北杜市 北杜市明野町上手字水尻10861外3筆 6,313.00

鈴木正公 北杜市 北杜市明野町上手字水尻10869外3筆 4,482.00

三井嘉文 北杜市 北杜市明野町上手字清水端8720外4筆 8,479.00

五味正博 北杜市 北杜市明野町上手字南久保10264 1,510.00

大柴栄俊 北杜市 北杜市明野町上手字南久保10240外18筆 21,172.00

大柴正人 北杜市 北杜市明野町上手字南久保10389外1筆 1,898.00

五味政則 北杜市 北杜市明野町上手字上高台13140 1,195.00

清水武治 北杜市 北杜市明野町上手字駒飼場13378外2筆 2,861.00

福田稔 北杜市 北杜市明野町上手字水尻10990 724.00

大柴共栄 北杜市 北杜市明野町上手字南久保10271-1外18筆 16,108.00

五味良一 北杜市 北杜市明野町上手字高台13088 1,250.00

鈴木幸春 北杜市 北杜市明野町上手字駒飼場13387 2,010.00

北杜市五味操

久保田錦雄 北杜市

農事組合法人長坂ファーム組合 北杜市
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篠原重幸 北杜市 北杜市明野町上手字南久保10446外2筆 4,617.00

株式会社中村建設 甲斐市 甲斐市大垈字久保入2190 1,277.00

近藤慎吾 甲斐市 中央市高部字明治506-1外3筆 2,449.00

八木優彰 笛吹市 笛吹市石和町八田字塚之越229外3筆 3,003.00

山下清 笛吹市 笛吹市石和町東油川字北畑235 1,017.00

農業生産法人株式会社ＩＪＡＰＡＮ 笛吹市 笛吹市石和町上平井字坪井道上920外1筆 1,470.00

鈴木和也 笛吹市 笛吹市御坂町尾山字源五281-1外3筆 3,544.00

岩間正男 笛吹市 笛吹市一宮町狐新居字穴田64-1 566.00

柴田将吾 笛吹市
笛吹市一宮町金田字上作兵ヱ田町360-1外
4筆

1,261.00

水野睦 笛吹市 笛吹市八代町米倉字三反田1544-1外1筆 1,047.00

廣瀨武仁 笛吹市 笛吹市一宮町塩田字中新居477 819.00

村松孝紀 笛吹市 笛吹市八代町北字境田3639-1外3筆 3,077.00

梶原德夫 笛吹市 笛吹市八代町北字大橋622 1,452.00

笛吹市八代町増利字石原田929-1外2筆 2,494.00

笛吹市八代町増利字間沢747-1外1筆 2,510.00

石原和幸 笛吹市 笛吹市八代町高家字浅見原163-1 681.00

藤巻利幸 笛吹市 笛吹市八代町永井字塚越1681 731.00

蘒原敬 笛吹市 笛吹市春日居町鎮目字小御堂588-1 1,025.00

川部源太 笛吹市 中央市大鳥居字久保田5879外2筆 1,728.00

山梨市大野字柿田1243-1 931.00

山梨市正徳寺字柳川2064-3外1筆 586.00

甲州市塩山下塩後字境内添632外1筆 1,997.00

山梨市上之割字梨木625 1,088.00

小澤政樹 甲州市 甲州市勝沼町等々力字柳田2150-1 992.00

土屋和𠮷 甲州市 甲州市塩山三日市場字中堀1788 1,767.00

早川はる美 甲州市 甲州市勝沼町菱山字中平4284外4筆 2,410.00

上村一志 笛吹市

村田和繁 甲州市

丹澤道雄 笛吹市
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甲州市塩山三日市場字下幅1156外3筆 1,513.00

甲州市塩山小屋敷字天神1209 133.00

内田正直 甲州市 甲州市勝沼町菱山字苦名原2779-3外2筆 1,430.00

辻純一 甲州市 甲州市勝沼町山字松原1828外1筆 918.00

坂本清 甲州市 甲州市勝沼町等々力字沖田2363-1 257.00

岡村建 甲州市 甲州市勝沼町山字松原1815-1外2筆 2,332.00

坂本剛 甲州市 甲州市勝沼町綿塚字的場448 1,378.00

古屋弘樹 甲州市 甲州市勝沼町山字塚穴1709-1外2筆 3,690.00

佐藤孝義 甲州市 甲州市勝沼町勝沼字御所2506外1筆 2,549.00

蒔田啓悟 甲州市 甲州市勝沼町上岩崎字随評3159外1筆 1,514.00

田中靜嘉 中央市 中央市高部字宇山平1693-1 535.00

田中久政 中央市 中央市西花輪字村東95 2,266.00

内藤秀雄
南巨摩郡
身延町

南巨摩郡身延町下山字荒町東10865-1外3
筆

2,714.00

株式会社斎庵
南巨摩郡
富士川町

南アルプス市西南湖字釜無1242-1外3筆 2,514.00

高見澤賢丈
長野県南佐久郡
南牧村

北杜市高根町下黒沢字宮渡戸2179-1外4筆 4,430.00

樋口勝 甲州市

２ 縦覧の場所等

（１）場所 甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県農政部担い手・農地対策室

（２）期間 この公告の日から平成３０年１月２５日までの山梨県の休日を定める条例（平成元年山梨県条例第六号）に

定める県の休日を除く日

（３）時間 午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで

３ 意見書の提出先等

（１）提出先 ２の（１）に掲げる場所

（２）記載事項

ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

イ 利害関係の内容

ウ 意見

（３） 提出期限 平成３０年１月２５日


