
Ｈ２７年度　第６回　農地借り受け希望者一覧（平成２８年２月１日～平成２８年３月１０日）

整理番号 氏名又は名称 希望する市町村 希望する地域 借受け希望規模（ａ）

２７－０２４０ 小林仁 南アルプス市 在家塚 25

２７－０２４１ 塩沢正巳 南アルプス市 西南湖 40

２７－０２４２
農業法人たとみ農園株式会社　井上
雅博

中央市 - 100

２７－０２４３ 平山幸一 甲州市 勝沼町 10

２７－０２４４
有限会社ぶどうばたけ　代表取締役
三森斉

甲州市 勝沼町 300

２７－０２４５ 金丸栄三 南アルプス市 中野 620

２７－０２４６ 飯窪拓也 南アルプス市 和泉(東南湖・西南湖の一部) 100

２７－０２４７ 新奥長生 韮崎市 - 47

２７－０２４８ 三神陽一 中央市・甲府市 - 20

２７－０２４９ 鈴木茂秀 笛吹市 石和町広瀬 10

２７－０２５０ 岩間常雄 笛吹市 石和町広瀬 20

２７－０２５１ 筒井剛宏 笛吹市 石和町 20

２７－０２５２ 埴原義雄 笛吹市 御坂町成田 40

２７－０２５３ 石井貴広 笛吹市 御坂町 10～30

２７－０２５４ 齊藤竜一 笛吹市 八代町米倉付近 20

２７－０２５５ 加々美功 山梨市 南 20

２７－０２５６ 古矢昌 山梨市 - 12

２７－０２５７ 長谷川省一 山梨市 10

２７－０２５８ 金井文雄 山梨市 七日市場近辺 8

２７－０２５９ 内田良幸 山梨市 牧丘松里 12

２７－０２６０ 水上初雄 山梨市 - 17

２７－０２６１
にっつう北杜ファーム株式会社　井口
博実

北杜市 武川町山高 250

２７－０２６２ 上村一志 笛吹市・山梨市 春日居町 10～40

２７－０２６３
メルシャンヴィティコール勝沼株式会
社　代表取締役弦間浩一

甲州市 塩山上小田原 400

２７－０２６４ 窪田英文 山梨市 南 20

２７－０２６５ 株式会社御坂農園　河野世志男 笛吹市
御坂町夏目原・二之宮・八千蔵・栗
合・下野原

50

２７－０２６６ 有賀聖明 笛吹市 一宮町下矢作・小城・北都塚 100

２７－０２６７ 駒走治 甲州市
大和町日影(野菜畑)　　　　勝沼町(ぶ
どう畑)

60

２７－０２６８ 石井裕太 笛吹市 - 50

２７－０２６９ 荒川範保 山梨市 下栗原・歌田地区 20

２７－０２７０ 雨宮洋一 甲州市 - 30

２７－０２７１ 農事組合法人長坂ファーム組合 北杜市 長坂町 600

２７－０２７２ ふじかわ農業協同組合 富士川町・身延町・早川町・南部町 - 300

２７－０２７３ 向山敬一 韮崎市 上ノ山～穂坂町(ニラサキＩ．Ｃ近辺) ５０以下

２７－０２７４ 塚原佳輔 南アルプス市 - 300

２７－０２７５ 大石八榮 笛吹市・甲州市 - 7

２７－０２７６ 小林勝利 中央市・昭和町(医大近く) - 30

２７－０２７７ KSC株式会社　遠藤強 中央市 - 50

２７－０２７８ 株式会社桑郷　代表取締役楠三貴 富士川町及びその周辺地域 - 100

２７－０２７９ 杉山成江 市川三郷町 - 50

２７－０２８０ 佐藤初男 甲州市・笛吹市 勝沼・塩山・中尾・矢作周辺 100

２７－０２８１ 保坂直樹 笛吹市 御坂 20～30

２７－０２８２ 青木信一 笛吹市 一宮町北都塚・小城付近 30

２７－０２８３ 高野晃 笛吹市 八代町永井付近 0.5

２７－０２８４ 出原渉 笛吹市 八代町付近 30

２７－０２８５ 風間博文 笛吹市 八代町 6

２７－０２８６ 武井利彦 山梨市 後屋敷地区 10

２７－０２８７ 雨宮光久 山梨市 上神内川 20

２７－０２８８ 荒川範保 山梨市 下栗原・歌田地区 20



整理番号 氏名又は名称 希望する市町村 希望する地域 借受け希望規模（ａ）

２７－０２８９ 中村仁 山梨市 - 14

２７－０２９０ 三枝正規 山梨市 一町田中 10

２７－０２９１ 窪田英文 山梨市 南 20

２７－０２９２ 木村高夫 山梨市 - 15

２７－０２９３ 金丸等 甲斐市 篠原・竜王 50

２７－０２９４ 高根ベビーリーフ菜園株式会社 北杜市 高根町箕輪地区 480

２７－０２９５ 砥田康二郎 笛吹市周辺 - 30

２７－０２９６ 雨宮満彦 甲州市 大藤地区 15

２７－０２９７ 廣瀬一 甲州市 - 5

２７－０２９８ 小嶋健 甲州市 塩山上井尻 20

２７－０２９９ 浅川尊彦 北杜市 高根町五町田 30

２７－０３００
株式会社川口建設　代表取締役望月
治

身延町 西嶋 40

２７－０３０１ 加々美久一 甲州市 塩山上栗粟野周辺 15

２７－０３０２ 中野忠雄 都留市 - 10

２７－０３０３ 三枝宗徳 甲州市 勝沼町小佐手地区 10


