
第４回　農地借り受け希望者一覧（平成２６年１２月１９日～平成２７年２月９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）

２６－００３８８ 三澤春彦 山梨市 落合・正徳寺・万力 30

２６－００３８９ 清水喜久夫 甲州市 塩山西野原周辺地域 10

２６－００３９０ 橘田芳彦 笛吹市内 － 10

２６－００３９１ 久保田篤一 南アルプス市内 － 20

２６－００３９２ 手塚優 甲州市 塩山下曽根・熊野・西広門田 20～50

２６－００３９３ 塚原信一 山梨市・甲州市 － 80

２６－００３９４ 馬場登路 山梨市・甲州市 － 2～8

２６－００３９５ 理想園 草塩正国 甲州市・笛吹市 勝沼町の下岩崎・藤井地区 一宮町の石地区・千米寺地区・野呂地区 60

２６－００３９６ 岩間大二郎 笛吹市 一宮町内・竹原田・坪井・田中 30

２６－００３９７ 御崎昭男 笛吹市 御坂町大野寺 20

２６－００３９８ 窪田勇気 笛吹市・山梨市 － 50

２６－００３９９ 菊島史登 笛吹市 石和町・八代町米倉・境川町 50

２６－００４００ 塚原佳輔 南アルプス市 白根 100

２６－００４０１ ㈱叶屋園芸場 手塚貴光 南アルプス市 白根 100

２６－００４０２ 利根川浩 北杜市 高根町清里 5

２６－００４０３ 一般財団法人 南アルプスふるさと活性化財団 早川町 古屋地区 94

２６－００４０４ 月見政治 都留市内 - 15

２６－００４０５ エコグリーン株式会社 代表取締役 梅山晃司 甲州市 塩山上・中萩原 50

２６－００４０６ 村松公孝 南アルプス市 和泉・東南湖 30

２６－００４０７ 千田正三 甲州市 勝沼町内 30

２６－００４０８ 丹沢正彦 市川三郷町 上野地区 20

２６－００４０９ 荻野宝 笛吹市 御坂町内 10

２６－００４１０ 株式会社 せんだい 甲府市・笛吹市 - 10

２６－００４１１ 埴原義雄 笛吹市 御坂町周辺 20

２６－００４１２ 渡邉照男 山梨市 - 45

２６－００４１３ 前田佳代美 山梨市 下石森 15

２６－００４１４ 小野新一 山梨市 下石森 31

２６－００４１５ 武井昭二 山梨市 加納岩地区 30

２６－００４１６ 桐原一夫 山梨市 東後屋敷・三ヶ所 43

２６－００４１７ ㈱内藤農園 山梨市・甲州市 - 100

２６－００４１８ 小林知弘 中央市 - 100

２６－００４１９ 山岸啓 南アルプス市 飯野 50

２６－００４２０ 渡辺年男 山梨市 牧丘町倉科 13

２６－００４２１ 岡清 山梨市 牧丘町倉科 13

２６－００４２２ 依田謙太郎 笛吹市 一宮町塩田内 ５〜１０

２６－００４２３ 浅川豊 南アルプス市 今諏訪 ７～８

２６－００４２４ 金丸裕之 甲州市 塩山藤木・小屋敷 10

２６－００４２５ 中村文仁 甲州市 塩山竹森・中萩原 30

２６－００４２６ 佐野剛彦 甲州市 勝沼町休息地区 30

２６－００４２７ 佐藤正則 甲州市 勝沼町下岩崎・藤井・南野呂 80

２６－００４２８ 片切寛 甲州市 塩山熊野 15

２６－００４２９ 三枝智 山梨市 堀ノ内周辺 20

２６－００４３０ 阪本勇人 甲州市 勝沼町小佐手・山・休息地域 30

２６－００４３１ 内田伸一 甲州市 勝沼町菱山地区 10

２６－００４３２ 望月勝 山梨市 下栗原 10

２６－００４３３ 駒田徹也 甲州市 勝沼町東雲地区 20

２６－００４３４ 二重作孝也 甲州市 勝沼町勝沼・休息・その他近郊 20

２６－００４３５ 塚原雅樹 南アルプス市 下今諏訪 11

２６－００４３６ 内田秀樹 南アルプス市 曲輪田新田 8

２６－００４３７ 遠藤正仁 山梨市 牧丘町倉科 10



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）

２６－００４３８ 代永一彦 山梨市 万力 27

２６－００４３９ 奥山信男 笛吹市 八代町・境川町 20

２６－００４４０ 佐藤秀次 都留市・大月市 大原・久保地区 300

２６－００４４１ 齊藤益雄 笛吹市 八代町米倉 10

２６－００４４２ 農業法人えべし　石原伸治 笛吹市・甲府市 - 70

２６－００４４３ 西田ミキ 甲斐市 竜王 15

２６－００４４４ 樋泉卓 中央市 - 30

２６－００４４５ 株式会社ビオクラわくわく薬農園 北杜市 小淵沢町 ５０〜１００

２６－００４４６ 池田芳隆 甲州市 勝沼 10

２６－００４４７ 菊島逸郎 甲州市 - 20

２６－００４４８ 雨宮保徳 甲州市 - 35

２６－００４４９ 保坂浩 甲州市 - .6

２６－００４５０ マイケルバトル 小淵沢 - 50

２６－００４５１ 野田圭介 南アルプス市 櫛形桃園地区 20

２６－００４５２ 田中俊久 笛吹市 御坂町尾山 20

２６－００４５３ 北井公史 甲州市 奥野田 10

２６－００４５４ 原義盛 山梨市 牧丘町杣口 12

２６－００４５５ 芝隆志 南アルプス市 桃園 40

２６－００４５６ ファームHIRO 北杜市・韮崎市・甲斐市・南アルプス市 - 100～500

２６－００４５７ 平山勝也 甲州市 勝沼小佐手近辺 12.8

２６－００４５８
株式会社ｼｰｼｰﾀﾞﾌﾞﾙ 山梨事業所
代表取締役社長 金成葉子

甲斐市・北杜市 双葉・明野 50

２６－００４５９ 浅川辰一 北杜市 大泉町 20

２６－００４６０ 犬飼啓郎 北杜市・韮崎市 明野・武川・高根・須玉 50

２６－００４６１ 竹山雄樹 山梨市 加納岩地区 30

２６－００４６２ 広瀬好伸 甲州市 塩山千野・玉宮方面 6

２６－００４６３ 堀井薪理 甲府市・中央市・身延町 - 50

２６－００４６４ 小野洋蘭果樹園　小野隆 南アルプス市 西野 113

２６－００４６５ 有限会社BEAUPAYSAGE 岡本英史 北杜市 - 100

２６－００４６６ 株式会社 理想園 甲州市・笛吹市 勝沼町・一宮町 60


