
   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３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 384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

346-２ ほか１筆 

第 385号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
神戸市西区押部谷町細田字平町

1099 ほか３筆 

第 386号 山陽Ａｍｎａｋ株式会社 神戸市 
神戸市西区押部谷町西盛字池の

下 459-１ ほか６筆 

第 387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

654-119 ほか５筆 

第 388号 株式会社千丈寺農産 三田市 
三田市乙原字大根谷口 2583 ほ

か３筆 

第 389号 株式会社原田いちごファーム 三田市 
三田市尼寺字上角 1337 ほか４

筆 

第 390号 谷山 準 
川辺郡猪名川

町 

川辺郡猪名川町上野字堂ノ本２ 

ほか９筆 

第 391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堂ノ前

157 

第 392号 
株式会社ふぁーみんサポート

東はりま 
加古川市 

加古川市平荘町磐字新池ノ尻

1687 ほか２筆 

第 393号 阿江 幸浩 西脇市 
西脇市高松町字中川原 521 ほ

か２筆 

第 394号 
株式会社兵庫みらいアグリサ

ポート 
三木市 

三木市与呂木字大方 910 ほか４

筆 

第 395号 
株式会社兵庫みらいアグリサ

ポート 
三木市 

三木市細川町豊地字中曽根

1370 ほか４筆 

第 396号 桐畑 直矢 三木市 
三木市吉川町市野瀬字大橋

1161 ほか４筆 



第 397号 北山農産有限会社 小野市 
小野市西脇町字添ノ尻 988 ほか

３筆 

第 398号 吉田 茂雄 多可郡多可町 
多可郡多可町加美区寺内字宮前

188-１ 

第 399号 
農事組合法人エコファーム多

田 
多可郡多可町 

多可郡多可町加美区多田字林寺

1020 ほか３筆 

第 400号 藤本 和志 多可郡多可町 
多可郡多可町中区安坂字城之堀

150 

第 401号 有延 岩男 多可郡多可町 
多可郡多可町中区茂利字南山田

421 ほか４筆 

第 402号 浦川 素良 多可郡多可町 
多可郡多可町中区茂利字前田

396-１ ほか４筆 

第 403号 岸本 正志 多可郡多可町 
多可郡多可町八千代区大和字畑

1357-１ ほか５筆 

第 404号 山田 耕司 姫路市 
姫路市夢前町宮置字髙木 632 

ほか１筆 

第 405号 森本 龍彦 姫路市 
姫路市夢前町宮置字谷口 941-１ 

ほか２筆 

第 406号 森本 龍彦 姫路市 姫路市夢前町宮置字谷口 878-１ 

第 407号 東川 晃志 赤穂郡上郡町 
赤穂郡上郡町西野山字浪屋 657 

ほか２筆 

第 408号 株式会社ささ営農 たつの市 
たつの市新宮町馬立字加斎 137-

１ ほか 28筆 

第 409号 小西 寿 たつの市 
たつの市新宮町馬立字井戸 1-５ 

ほか 17筆 

第 410号 杉田 真人 宍粟市 
宍粟市山崎町葛根字土井 1338-

２ ほか 1筆 

第 411号 吉岡 慎治 宍粟市 宍粟市山崎町土万字サコ田 1529 

第 412号 青山 直也 豊岡市 
豊岡市日高町栗栖野字草田 264 

ほか２筆 

第 413号 井上 謙治 豊岡市 
豊岡市日高町栗栖野字草田

267-１ 

第 414号 井上 大輔 豊岡市 
豊岡市日高町栗栖野字草田

276-１ ほか３筆 

第 415号 井上 満 豊岡市 
豊岡市日高町栗栖野字長ケ谷

235 ほか１筆 

第 416号 増田 亨 豊岡市 
豊岡市日高町栗栖野字草田

274-１ ほか１筆 



第 417号 山﨑 恭史 豊岡市 
豊岡市出石町宮内字広田 509-１ 

ほか 21筆 

第 418号 寺田 幸弘 豊岡市 
豊岡市出石町宮内字赤野 160 

ほか 37筆 

第 419号 寺田 正文 豊岡市 
豊岡市出石町宮内字大保 430 

ほか 42筆 

第 420号 多根 岩男 豊岡市 
豊岡市出石町宮内字法師丸 527 

ほか 36筆 

第 421号 中嶋 修 豊岡市 
豊岡市出石町宮内字上坂 1375 

ほか 20筆 

第 422号 天野 卓三 豊岡市 
豊岡市出石町宮内字赤野 163 

ほか 15筆 

第 423号 有限会社坂本農事 豊岡市 豊岡市出石町宮内字珠数屋 326 

第 424号 原本 龍喜 美方郡香美町 
美方郡香美町香住区小原字山内

通り 484 ほか２筆 

第 425号 原本 龍喜 美方郡香美町 
美方郡香美町香住区大野字下ノ

谷口 653 ほか１筆 

第 426号 原本 龍喜 美方郡香美町 
美方郡香美町香住区加鹿野字出

川原 90 ほか４筆 

第 427号 安田 裕至 美方郡香美町 
美方郡香美町香住区下岡字宮ノ

上 499-１ 

第 428号 秋山 正樹 美方郡香美町 
美方郡香美町香住区九斗字堀田

51-１ ほか３筆 

第 429号 西村 幸代 美方郡香美町 
美方郡香美町村岡区宿字北澤

844 ほか１筆 

第 430号 西村 幸代 美方郡香美町 
美方郡香美町村岡区長板字友木

1789 ほか３筆 

第 431号 西村 伸一 美方郡香美町 
美方郡香美町小代区廣井 697-２ 

ほか７筆 

第 432号 農事組合法人ファームくだわ 朝来市 
朝来市和田山町東和田字上川原

117-１ ほか３筆 

第 433号 稲場 英雄 朝来市 
朝来市山東町大内字宮ノ越 841 

ほか６筆 

第 434号 松田 卓巳 朝来市 
朝来市立脇字コモ井 94-１ ほか

７筆 

第 435号 松田 卓巳 朝来市 
朝来市納座字上リ立 740 ほか７

筆 

第 436号 松田 卓巳 朝来市 
朝来市多々良木字萱畔 70 ほか

28筆 



第 437号 松田 卓巳 朝来市 
朝来市石田字宮ノ上 794-１ ほか

２筆 

第 438号 松田 卓巳 朝来市 
朝来市山内字前田 174-２ ほか５

筆 

第 439号 松田 卓巳 朝来市 
朝来市伊由市場字前田 180-１ 

ほか１筆 

第 440号 株式会社谷口農産 篠山市 
篠山市宇土字畑地ノ坪224-１ ほ

か３筆 

第 441号 株式会社谷口農産 篠山市 
篠山市岩崎字戸代ノ坪 50-１ ほ

か 26筆 

第 442号 株式会社谷口農産 篠山市 
篠山市東吹字北河原ノ坪 826-３ 

ほか 32筆 

第 443号 株式会社谷口農産 篠山市 
篠山市谷山字広沢ノ坪238-２ ほ

か 16筆 

第 444号 酒井 良昌 篠山市 
篠山市小枕字平林ノ坪 36 ほか

14筆 

第 445号 酒井 良昌 篠山市 
篠山市谷山字丸山ノ坪331-２ ほ

か 13筆 

第 446号 酒井 良昌 篠山市 篠山市東吹字南吹嶋ノ坪 1-8 

第 447号 有限会社みたけの里舎 篠山市 
篠山市大上字横田ノ坪 20 ほか９

筆 

第 448号 株式会社丹波篠山大内農場 篠山市 
篠山市今田町今田新田字古道

392-１ ほか 36筆 

第 449号 株式会社丹波篠山岸本農場 篠山市 
篠山市今田町上立杭字宮ノ坪

107-２ ほか 33筆 

第 450号 株式会社丹波篠山岸本農場 篠山市 
篠山市今田町下立杭字中野ノ坪

351-３ ほか 48筆 

第 451号 株式会社丹波篠山岸本農場 篠山市 
篠山市今田町釜屋字アカハキ 93 

ほか 12筆 

第 452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ヘノ坪

453-２ ほか４筆 

第 453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塩屋ノ

坪 326 ほか４筆 

第 454号 前川 直和 篠山市 
篠山市今田町本庄字芝ノ川 517 

ほか９筆 

第 455号 廣瀬 浩之 丹波市 
丹波市氷上町新郷字ニヨウ 490-

１ ほか１筆 

第 456号 中西 敏夫 川西市 
淡路市野島常盤字石原ノ谷 670-

９ ほか１筆 



第 457号 中西 敏夫 川西市 
淡路市浅野南字長谷ノ長原

2002-６ ほか２筆 

 

２ 農用地利用配分計画を認可した日 

   平成31年３月29日 


