
   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８月31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137号 
農事組合法人神出北営農組

合 
神戸市 

神戸市西区神出町北字細庵 114

番１ 

第138号 
農事組合法人神出北営農組

合 
神戸市 

神戸市西区神出町池田字下場

452番２ 

第139号 
農事組合法人神出北営農組

合 
神戸市 

神戸市西区神出町宝勢字下場中

島 2124番 ほか３筆 

第140号 吉田 昭 神戸市 
神戸市西区押部谷町養田字殿井

128番 

第141号 農事組合法人ＡＹ 三田市 
三田市四ツ辻字東中 1507 番 ほ

か 11筆 

第142号 檜田 幸吉 三田市 
三田市母子字小峠 2345番 ほか

１筆 

第143号 
農事組合法人七軒屋営農組

合 
加古郡稲美町 

加古郡稲美町加古字七軒屋

5022番 ほか７筆 

第144号 藤本 勝彦 加古郡稲美町 
加古郡稲美町草谷字丸山 1210

番 ほか２筆 

第145号 竹内 寿英 明石市 
加古郡稲美町野谷字中岡 343 番 

ほか２筆 

第146号 株式会社中新田営農組合 加古郡稲美町 
加古郡稲美町加古字中新田前

9061番１ ほか１筆 

第147号 阿江 幸浩 西脇市 
西脇市平野町字大池下 170 番１ 

ほか 19筆 

第148号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
三木市別所町興治字西場 1349

番 ほか 10筆 

第149号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
三木市別所町正法寺字高塚 590

番 ほか４筆 



第150号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
三木市別所町和田 2丁目 24番１ 

ほか１筆 

第151号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
三木市志染町高男寺字西上ヶ原

1091番 ほか 10筆 

第152号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
三木市口吉川町桾原字岡 710 番 

ほか１筆 

第153号 農事組合法人東中営農組合 三木市 
三木市口吉川町東中字大苗代

166番 ほか１筆 

第154号 株式会社あぐりたか 多可郡多可町 
多可郡多可町八千代区中野間字

黒原 943番１ ほか１筆 

第155号 株式会社グリーンひょうご西 姫路市 
赤穂市高雄字中溝 2324番 ほか

11筆 

第156号 溝田 泰司 赤穂市 
赤穂市木津字久保 1515番 ほか

８筆 

第157号 沖 洋和 赤穂市 
赤穂市福浦字新田北 4178番 ほ

か 12筆 

第158号 岩﨑 友洋 赤穂市 
赤穂市福浦字川西南 3959番 ほ

か 16筆 

第159号 後藤 那由太 赤穂市 
赤穂市福浦字古樋元 1383 番６ 

ほか６筆 

第160号 株式会社丸尾牧場 赤穂市 
赤穂市高野字柳929番１ ほか24

筆 

第161号 前川 勇人 赤穂市 
赤穂市高野字柳930番１ ほか65

筆 

第162号 株式会社丸尾牧場 赤穂市 
赤穂市高野字山花 277番１ ほか

21筆 

第163号 前川 勇人 赤穂市 
赤穂市高野字前田 572番８ ほか

46筆 

第164号 前川 勇人 赤穂市 赤穂市高野字木津 1463番 

第165号 西山 公雄 赤穂市 
赤穂市有年楢原字山ノ下 1596番 

ほか７筆 

第166号 松田 光司 赤穂市 
赤穂市有年楢原字下所 1710 番 

ほか１筆 

第167号 大西 教士 赤穂市 
赤穂市有年楢原字前山田 312 番

１ ほか 39筆 

第168号 松田 光司 赤穂市 
赤穂市有年牟礼字宮ノ前909番１ 

ほか 14筆 

第169号 池田 康司 赤穂市 
赤穂市有年牟礼字片山 824 番１ 

ほか 22筆 



第170号 松田 光司 赤穂市 
赤穂市有年原字田中627番１ ほ

か７筆 

第171号 坪口 秀美 豊岡市 豊岡市三宅字大森 573番 

第172号 西村 幸代 美方郡香美町 
美方郡香美町村岡区宿字耳田

361番１ ほか３筆 

第173号 農事組合法人アイガモの谷口 
美方郡新温泉

町 

美方郡新温泉町浜坂字門田 516

番 

第174号 農事組合法人アイガモの谷口 
美方郡新温泉

町 

美方郡新温泉町対田字栗原

1876番１ 

第175号 
農事組合法人アグリヘルシー

ファーム 
篠山市 篠山市味間奥字栗林ノ坪271番１ 

第176号 株式会社丹波たかみ農場 丹波市 
丹波市市島町与戸字与戸 2071

番 ほか 24筆 

第177号 株式会社丹波たかみ農場 丹波市 
丹波市市島町白毫寺字通堂２番 

ほか３筆 

第178号 株式会社丹波たかみ農場 丹波市 
丹波市市島町勅使字中丁田

1239番１ ほか 20筆 

第179号 株式会社丹波たかみ農場 丹波市 丹波市市島町酒梨字南 71番１ 

第180号 島と暮らすファーム株式会社 淡路市 淡路市野島常盤字命 939番１ 

 

２ 農用地利用配分計画を認可した日 

   平成30年８月31日 


