
   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12月28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262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 113

番１ ほか 17筆 

第263号 筒井 克彦 三木市 
神戸市西区神出町北字手中 349

番５ ほか１筆 

第264号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
神戸市西区平野町中津字牛飼場

1338番 15 ほか３筆 

第265号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
神戸市西区岩岡町岩岡字坂ノ下

654番 166 

第266号 
株式会社ふぁーみんサポート

東はりま 
加古川市 

加古川市上荘町見土呂字藤ノ長

190番１ ほか４筆 

第267号 松井 義輝 加古郡稲美町 
加古川市八幡町上西条字池ノ向

436番５ ほか４筆 

第268号 農事組合法人アクシス常吉 加西市 
加西市常吉町字小池ノ跡 580 番 

ほか３筆 

第269号 栗山 正彰 加西市 
加西市段下町字下モ代 66番 ほ

か７筆 

第270号 農事組合法人あびき 加西市 
加西市網引町字葉ノ木ノ下 87 番 

ほか４筆 

第271号 藤本 一信 加東市 
加東市山国字東野 2013 番 212 

ほか４筆 

第272号 久理田 宜之 小野市 
加東市西古瀬字郷之端 713 番 

ほか１筆 

第273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

863番 

第274号 株式会社吉田組 姫路市 
姫路市網干区宮内字沼 1838 番 

ほか１筆 



第275号 廣岡 正一 姫路市 
姫路市西脇字出口 1165 番１ ほ

か 153筆 

第276号 玉田 敏春 姫路市 
姫路市西脇字鷹ノ子 1003 番 ほ

か 211筆 

第277号 有限会社夢前夢工房 姫路市 
姫路市夢前町宮置字髙木 633 番

２ ほか 111筆 

第278号 ヤマサ蒲鉾株式会社 姫路市 
姫路市夢前町宮置字森脇 285 番

１ ほか４筆 

第279号 小山内 陽介 姫路市 
姫路市夢前町宮置字田中 249 番

２ ほか１筆 

第280号 上山 芳市 姫路市 
姫路市夢前町宮置字寺前 12 番 

ほか５筆 

第281号 村上 茂樹 姫路市 
姫路市夢前町宮置字猫黒 667 番

１ ほか４筆 

第282号 飯塚 祐樹 姫路市 
姫路市夢前町宮置字坂ノ下 345

番２ 

第283号 農事組合法人福本営農 神崎郡神河町 
神崎郡神河町福本字山角 41 番 

ほか 13筆 

第284号 藤原 嘉朗 神崎郡神河町 
神崎郡神河町猪篠字川東 1701

番 ほか５筆 

第285号 農事組合法人大山営農 神崎郡神河町 神崎郡神河町杉字山根 22番 

第286号 株式会社グリーンひょうご西 姫路市 
赤穂市真殿字中川原 1042番 ほ

か２筆 

第287号 溝田 泰司 赤穂市 
赤穂市真殿字松原 1125番 ほか

１筆 

第288号 
有限会社米口グリーンナーセ

リー 
赤穂市 

赤穂市浜市字横土手内 70番 ほ

か２筆 

第289号 沖 洋和 赤穂市 
赤穂市福浦字川東北 4003 番１ 

ほか 10筆 

第290号 後藤 那由太 赤穂市 
赤穂市福浦字五軒屋前 1422番１ 

ほか２筆 

第291号 大西 教士 赤穂市 
赤穂市有年原字原 361 番 ほか

14筆 

第292号 大西 教士 赤穂市 
赤穂市有年楢原字下川田 1698

番 ほか１筆 

第293号 松田 光司 赤穂市 
赤穂市有年牟礼字垣ノ内174番４ 

ほか５筆 

第294号 池田 康司 赤穂市 赤穂市有年牟礼字宮ノ前889番３ 



第295号 株式会社グリーンひょうご西 姫路市 
赤穂市西有年字畑ヶ田 3105 番 

ほか２筆 

第296号 大長 利英 赤穂郡上郡町 
赤穂郡上郡町宿字田中 13番 ほ

か 110筆 

第297号 大長 源悟 赤穂郡上郡町 
赤穂郡上郡町奥字大向甲 132 番 

ほか１筆 

第298号 大城 泰斗 赤穂郡上郡町 
赤穂郡上郡町奥字尾鼻甲 71 番 

ほか１筆 

第299号 玉田 敏春 姫路市 
揖保郡太子町広坂字南料所 96

番 ほか 157筆 

第300号 多根 岩男 豊岡市 
豊岡市出石町宮内字大保 436 番

１ ほか３筆 

第301号 森田 強 豊岡市 
豊岡市立野字上宮道 1197番 ほ

か２筆 

第302号 谷口 敦郎 
美方郡新温泉

町 

美方郡新温泉町対田字小坂谷

1965番 ほか１筆 

第303号 梶原 泰輔 朝来市 
朝来市和田山町枚田字中ムク田

128番１ 

第304号 農事組合法人立野営農組合 朝来市 
朝来市立野字馬場 195番１ ほか

２筆 

第305号 前川 直和 篠山市 
篠山市今田町芦原新田字イノ坪

28番 ほか４筆 

第306号 俵 晴海 丹波市 
丹波市青垣町田井縄字北向島

287番 ほか 22筆 

第307号 俵 晴海 丹波市 
丹波市青垣町東芦田字芝添

1422番 ほか７筆 

第308号 俵 晴海 丹波市 
丹波市青垣町西芦田字中井

1152番 ほか 14筆 

第309号 俵 晴海 丹波市 
丹波市青垣町栗住野字中下シ田

166番１ ほか 3筆 

第310号 浅葉 大地 丹波市 
丹波市山南町谷川字上井 103 番

１ ほか 39筆 

第311号 笹田 守 洲本市 
洲本市五色町鮎原南谷字幸田

843番 ほか６筆 

 

２ 農用地利用配分計画を認可した日 

   平成30年12月28日 


