
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）

松本重崇 甲府市 中央市高部字明治741-1外2筆 1,344

堀内治 富士吉田市 富士吉田市上吉田字久根ノ内14外55筆 81,997

佐藤秀次 都留市 都留市大原字大原96番1 1,684

山梨市七日市場字赤髭446-1外3筆 842

甲州市塩山藤木字天神原471外2筆 2,610

古屋孝之 山梨市 山梨市三ヶ所字柿木平133外1筆 1,645

藤巻清 山梨市 山梨市下神内川字馬耙田888 256

小野博信 山梨市 山梨市下石森字井ノ尻231-1外1筆 2,200

古屋勝也 山梨市 山梨市市川字森之前1886 633

丸子知子 山梨市 山梨市牧丘町倉科字平起5226 1,151

藤原正次 山梨市 山梨市牧丘町倉科字赤坂2559外5筆 5,283

丸山公子 山梨市 山梨市中村字西小路53-1外3筆 2,345

中央市下河東字十二天2423外2筆 3,062

中央市上三條字三宮司619外3筆 6,925

伏見圭介 韮崎市 韮崎市神山町武田字坂下1065-1外3筆 4,563

上原美奈 韮崎市 韮崎市穂坂町宮久保字坊来石474-1 3,413

松原拓也 韮崎市 韮崎市清哲町青木字竹原田1554外10筆 5,932

田中千鶴 南アルプス市 南アルプス市西野字池尻3039-1 974

農事組合法人清栄 北杜市 北杜市高根町清里字長原12-3外1筆 3,501

宮﨑一明 北杜市 北杜市須玉町東向字長坂991-1外3筆 1,555

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

株式会社内藤農園 山梨市

田邊三千男 韮崎市

◎ 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２月８日

山梨県知事 後 藤 斎
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小栁米子 北杜市 北杜市高根町東井出字野添1227 671

北杜市高根町村山西割字西深山3311-1外6
筆

2,830

北杜市高根町村山西割字神ノ木4735外8筆 14,141

阿久津安孝 北杜市 北杜市武川町山高字眞原3567-3外2筆 14,110

農事組合法人いずみそば組合 北杜市 北杜市大泉町谷戸字南平7341 827

農事組合法人長坂ファーム組合 北杜市 北杜市長坂町大八田字道添3972-1外4筆 6,696

篠原珍彦 北杜市 北杜市高根町下黒沢字以後田341 2,705

熊木剛彦 北杜市 北杜市長坂町長坂下条字向原474-11外6筆 8,313

高槗理樹 北杜市 北杜市大泉町谷戸字金生40-2外2筆 3,797

株式会社中村建設 甲斐市 甲斐市大垈字久保入2134-1 4,680

有限会社ラグフェイズ 甲斐市 甲斐市竜王字中河原2656外2筆 1,899

近藤慎吾 甲斐市 中央市高部字明治480外3筆 1,636

岩間司 笛吹市 笛吹市石和町広瀬字仲町976 783

齊藤忠次 笛吹市 笛吹市御坂町大野寺字北平1675 544

柴田将吾 笛吹市 笛吹市一宮町狐新居字穴田82外1筆 696

矢野教近 笛吹市 笛吹市御坂町井之上字下木戸1350 923

中西潤 笛吹市 笛吹市一宮町北都塚字伊勢田631 1,179

中村文彦 笛吹市 笛吹市一宮町新巻字金山216外1筆 654

三枝勇紀 笛吹市 笛吹市一宮町金沢字山王下124外1筆 734

秋山守 笛吹市 笛吹市八代町南字雨田2441外2筆 3,679

大西雅明 笛吹市 笛吹市八代町岡字北割335 1,203

駒井貞夫 笛吹市 笛吹市八代町南字雨田2445 625

三枝玄正 笛吹市 笛吹市一宮町金沢字福石132外1筆 414

笛吹市八代町増利字小塚田1129-1外3筆 2,020

笛吹市八代町増利字間沢754-1 1,180

雨宮工 笛吹市 笛吹市御坂町大野寺字向田977 1,486

内海淳彦 笛吹市 山梨市落合字立沢967外3筆 2,451

小山恒明 笛吹市

農事組合法人営農たかね 北杜市
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前島達夫 上野原市 上野原市秋山字遠所横吹8449-3外2筆 802

角田佑介 甲州市 甲州市塩山小屋敷字藏ヶ池651 921

雨宮満彦 甲州市 甲州市塩山下萩原字大ノ田1108-1 614

芹澤和人 甲州市 甲州市勝沼町下岩崎字小泉64外1筆 2,411

走治 甲州市 甲州市塩山赤尾字横堰944 1,793

野中佳子 甲州市 甲州市勝沼町小佐手字伏木992-1外1筆 1,865

山下均 甲州市 甲州市塩山熊野字上整田738外4筆 3,345

中村廣一 甲州市 甲州市塩山上井尻字金山940外1筆 1,192

小嶋健 甲州市 甲州市塩山上井尻字仲村1144外1筆 1,474

白川光正 甲州市 甲州市塩山下小田原字馬場原153外4筆 3,686

株式会社東夢農場 甲州市 甲州市勝沼町勝沼字上川久保2527 858

株式会社理想園 甲州市 甲州市勝沼町下岩崎字大築地2831-1 773

平岡正史
西八代郡市川三
郷町

西八代郡市川三郷町黒沢字開田156-1外2
筆

1,042

塩島実
西八代郡市川三
郷町

西八代郡市川三郷町大塚字上河原116-1外
22筆

10,129

株式会社レクラみのぶ 南巨摩郡身延町 南巨摩郡身延町相又字境ノ沢1-3外14筆 9,328

特定非営利活動法人なんぶ里
山研究会

南巨摩郡南部町 南巨摩郡南部町万沢字上平105-1外15筆 5,559

粟野隆文 南都留郡道志村 南都留郡道志村字的場6874外11筆 4,880

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２月２２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２月２２日


