
   農用地利用配分計画の認可 

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

構から申請があった農用地利用配分計画について以下のとおり認可した。 

（「以下のとおり」は省略し、今回認可した農用地利用配分計画を兵庫県農政環境部農政企画局農業経営課、 

農用地利用配分計画の対象となる農地の所在する市町を管轄する農林（水産）振興事務所に備え置いて縦覧に

供する。） 

 

  平成30年６月29日 

 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 

１ 今回認可した農用地利用配分計画の概要 

   （賃借権又は使用貸借による権利の設定関係） 

申請年度 

 及び番号 

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 

氏名又は名称 住  所 

30 

第65号 和泉 久 三田市 
三田市下青野字宮南通り 267 番 

ほか２筆 

第66号 檜田 幸吉 三田市 
三田市四ツ辻字田中西 1741 番 

ほか３筆 

第67号 
農事組合法人七軒屋営農組

合 
稲美町 稲美町加古字天井池 9729番 

第68号 藤本 勝彦 稲美町 稲美町加古字上新田裏 7564番 

第69号 藤井 信彰 西脇市 
西脇市上比延町字前田 1493 番 

ほか８筆 

第70号 井上 憲人 小野市 
小野市古川町字西深田 1414 番 

ほか３筆 

第71号 井上 勝 小野市 
小野市古川町字大年ノ前 1163番

１ ほか１筆 

第72号 松本 順三 小野市 
小野市古川町字松葉 1543番 ほ

か３筆 

第73号 農事組合法人山田の里 小野市 小野市山田町字堂ノ前 1562番 

第74号 岡田農産株式会社 加西市 
加西市下宮木町字薬師西 593 番 

ほか２筆 

第75号 
一般財団法人多可町農林業

公社 
多可町 

多可町加美区清水字渦ノ本 344

番 ほか９筆 

第76号 
農事組合法人エコファーム多

田 
多可町 多可町加美区多田字芝 967番１ 

第77号 株式会社あぐりたか 多可町 
多可町八千代区下村字下野尻

89番１ 

第78号 農事組合法人太尾営農 姫路市 
姫路市豊富町豊富字五久 1273

番２ ほか 11筆 



第79号 株式会社グリーンひょうご西 姫路市 
姫路市豊富町御蔭字向ノ奥 2744

番２ ほか５筆 

第80号 株式会社グリーンひょうご西 姫路市 
姫路市山田町西山田字恒屋田

61番１ ほか２筆 

第81号 農事組合法人西多田営農 姫路市 
姫路市山田町多田字防之前 898

番 ほか６筆 

第82号 児島園芸有限会社 姫路市 
姫路市林田町下伊勢字山ノ鼻

864番 ほか 12筆 

第83号 株式会社アグリ香寺 姫路市 
姫路市香寺町中寺字イケヤ谷 23

番３ 

第84号 株式会社アグリ香寺 姫路市 
姫路市香寺町久畑字垣ノ内 153

番１ 

第85号 株式会社アグリ香寺 姫路市 
姫路市香寺町溝口字平尻 911 番 

ほか１筆 

第86号 株式会社アグリ香寺 姫路市 
姫路市香寺町行重字才ノ木 70番

１ ほか５筆 

第87号 株式会社アグリ香寺 姫路市 
姫路市香寺町矢田部字野田 22

番 ほか５筆 

第88号 有限会社夢前夢工房 姫路市 
姫路市夢前町玉田字北野 166 番

２ 

第89号 有限会社夢前夢工房 姫路市 
姫路市夢前町宮置字坂ノ下 335

番１ 

第90号 有限会社夢前夢工房 姫路市 
姫路市夢前町糸田字後口 273 番 

ほか４筆 

第91号 飯塚 祐樹 姫路市 
姫路市夢前町糸田字西垣内 668

番１ ほか３筆 

第92号 飯塚 祐樹 姫路市 
姫路市夢前町古知之庄字髙野

975番１ 

第93号 永濱 一房 姫路市 
姫路市飾東町八重畑字宮ノ前

650番１ ほか２筆 

第94号 梨木 壮 姫路市 
姫路市飾東町八重畑字宮ノ前

636番１ 

第95号 東徳久地区農事組合法人 佐用町 
佐用町東徳久字阿賀屋 2108 番 

ほか５筆 

第96号 山本 百合子 佐用町 
佐用町仁方字鳴子逧 1126番 ほ

か１筆 

第97号 福田 範康 佐用町 佐用町福澤字大向 1585番  

第98号 福田 範康 佐用町 
佐用町本位田字前田乙 388 番 

ほか 16筆  

第99号 一般財団法人宍粟北みどり農林公社 宍粟市 宍粟市一宮町安黒字清水 432番 



第100号 小谷 直美 香美町 
香美町香住区中野字イナバ 82番 

ほか 3筆 

第101号 橋本 幸長 香美町 
香美町香住区余部字東ナワテ

1202番１ ほか 10筆 

第102号 池上 一幸 丹波市 
丹波市氷上町石生字助国 1831

番１ ほか２筆 

第103号 須原 芳夫 丹波市 
丹波市市島町下竹田字塩津

4146番 

第104号 有限会社みたけの里舎 篠山市 
篠山市和田字屋中ノ坪 76 番１ 

ほか 20筆 

第105号 農事組合法人稲畑どろんこ会 丹波市 
丹波市氷上町稲畑字見田 144 番

１ ほか３筆  

 

２ 農用地利用配分計画を認可した日 

   平成30年６月29日 


