
   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31年２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 331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手中

348-11 ほか８筆 

第 332号 
農事組合法人神出北営農組

合 
神戸市 

神戸市西区神出町紫合字養林

547 ほか１筆 

第 333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

433-２ ほか８筆 

第 334号 
株式会社ふぁーみんサポート

東はりま 
加古川市 

加古川市上荘町小野字稲荷山

487-26 

第 335号 阿江 幸浩 西脇市 
西脇市高松町字山添 348 ほか２

筆 

第 336号 長井 敏旭 西脇市 西脇市高松町字広畑 445 

第 337号 農事組合法人山田の里 小野市 
小野市山田町字一念 1958 ほか

１筆 

第 338号 廣畑 雅弘 多可郡多可町 
多可郡多可町加美区大袋字北カ

イチ 143-３ 

第 339号 廣畑 雅弘 多可郡多可町 
多可郡多可町加美区丹治字島田

86-１ ほか２筆 

第 340号 農事組合法人板坂営農組合 神崎郡福崎町 
神崎郡福崎町高岡字鳥ノ岡

1907-13 

第 341号 
一般財団法人宍粟北みどり

農林公社 
宍粟市 

宍粟市一宮町東市場字南垣内

92 ほか１筆 

第 342号 株式会社山本営農 佐用郡佐用町 佐用郡佐用町安川字竹ノ下 1371 

第 343号 株式会社山本営農 佐用郡佐用町 
佐用郡佐用町米田字綱切 466-１ 

ほか３筆 



第 344号 農事組合法人河谷営農組合 豊岡市 豊岡市河谷字古川 67 ほか２筆 

第 345号 中谷農事組合法人 豊岡市 豊岡市中谷字阿原 211 

第 346号 松本 雅浩 豊岡市 豊岡市但東町口藤字カスラ 741 

第 347号 株式会社丹波篠山大内農場 篠山市 
篠山市今田町本庄字荘中 566 

ほか 51筆 

第 348号 株式会社丹波篠山恵農園 篠山市 
篠山市今田町下小野原字北山

30-４ ほか 14筆 

第 349号 株式会社丹波篠山恵農園 篠山市 
篠山市今田町四斗谷字ホノ坪

416-２ ほか５筆 

第 350号 株式会社丹波篠山恵農園 篠山市 
篠山市今田町上小野原字宮ノ前

ノ坪 84 ほか 22筆 

第 351号 株式会社丹波篠山恵農園 篠山市 
篠山市今田町辰巳字水谷ノ坪

224 

第 352号 中山 泰志 明石市 
洲本市中川原町市原字家ノ上

333-１ ほか６筆 

第 353号 山口 憲昭 洲本市 
洲本市中川原町市原字家ノ上

352-２ ほか 15筆 

第 354号 髙田 佳秀 洲本市 
洲本市中川原町市原字蔭平

317-１ ほか６筆 

第 355号 岡田 隆秋 洲本市 
洲本市中川原町市原字三山 385 

ほか２筆 

第 356号 太田 久紀 洲本市 
洲本市中川原町市原字三山 386 

ほか１筆 

第 357号 大道 忠 洲本市 
洲本市中川原町市原字三山 389 

ほか６筆 

第 358号 梶田 尚治 洲本市 
洲本市中川原町市原字蔵ノ内

170 ほか４筆 

第 359号 梶田 巧 洲本市 
洲本市中川原町市原字久保ノ原

163 ほか４筆 

第 360号 大下 正司 洲本市 
洲本市中川原町市原字井出ノ脇

313 ほか４筆 

第 361号 先田 和正 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

425-２ ほか１筆 

第 362号 沖田 久雄 洲本市 
洲本市中川原町市原字大歳

419-６ ほか６筆 

第 363号 前川 勉 洲本市 
洲本市中川原町市原字蔭平

317-２ ほか７筆 

第 364号 山下 芳繁 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

318-１ 



第 365号 上田 富弘 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

323 ほか２筆 

第 366号 三澤 祥孝 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

324-１ ほか７筆 

第 367号 岡田 智之 洲本市 
洲本市中川原町市原字逢坂

367-１ ほか 17筆 

第 368号 炬口 雅一 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

388-２ ほか 18筆 

第 369号 髙田 長俊 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

412-２ ほか４筆 

第 370号 上田 征謙 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

415-２ ほか１筆 

第 371号 三澤 清利 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

418 ほか２筆 

第 372号 梶田 光正 洲本市 
洲本市中川原町市原字才ケ本

419-３ ほか１筆 

第 373号 神代 建治 洲本市 
洲本市中川原町市原字逢坂 368 

ほか２筆 

第 374号 鰭岡 末廣 洲本市 洲本市中川原町市原字逢坂 369 

第 375号 太田 進 洲本市 
洲本市中川原町市原字逢坂

370-２ ほか２筆 

第 376号 谷 輝男 洲本市 洲本市中川原町市原字逢坂 373 

第 377号 大下 耕一 洲本市 
洲本市中川原町市原字逢坂

374-イ号-１ 

第 378号 大下 成章 洲本市 
洲本市中川原町市原字逢坂 688 

ほか１筆 

第 379号 鰭岡 正守 洲本市 
洲本市中川原町市原字逢坂 693 

ほか９筆 

第 380号 太田 知二 洲本市 
洲本市中川原町市原字尾鼻

403-１ ほか４筆 

第 381号 市岡 修二 洲本市 
洲本市中川原町市原字岡本 661

Ａ ほか 16筆 

第 382号 髙田 雅之 洲本市 
洲本市中川原町市原字岡本

669-２ ほか１筆 

第 383号 市村 太佑 淡路市 淡路市野島常盤字大戸 21-3 

 

２ 農用地利用配分計画を認可した日 

   平成31年２月28日 


