
   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。） 

 

  令和元年５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 

元 

第３４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宮裏 498 

第３５号 藤田 彰大 神戸市 
神戸市西区平野町芝埼字中黒

75 ほか 2筆 

第３６号 
株式会社ジェイエイファーム

六甲 
神戸市 

神戸市北区八多町下小名田字鍬

村 1074 ほか 1筆 

第３７号 久山 敬二 三田市 
神戸市北区八多町深谷字下長尾

1903-1 ほか 2筆 

第３８号 田中 茂和 三田市 
三田市藍本字野内 2317-26 ほ

か 4筆 

第３９号 田中 茂和 三田市 三田市藍本字奥垣 1280 ほか 4筆 

第４０号 
株式会社ふぁーみんサポート

東はりま 
加古川市 

加古川市上荘町井ノ口字岩崎 30 

ほか 13筆 

第４１号 
株式会社ふぁーみんサポート

東はりま 
加古川市 

加古川市上荘町薬栗字東土手元

131-1 

第４２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五反

994-1 

第４３号 猪坂 貴弘 加古川市 
加古川市平荘町小畑字竹ノ端 79 

ほか 7筆 

第４４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

439-5 ほか 1筆 

第４５号 若林 功 明石市 
明石市大久保町松陰字橋ノ本

1481 

第４６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裏

9813 

第４７号 農事組合法人曽我営農組合 加東市 西脇市高松町字南境９ ほか３筆 



第４８号 
株式会社兵庫みらいアグリサ

ポート 
三木市 

三木市細川町高篠字谷ノ郷１７ 

ほか１筆 

第４９号 北山農産有限会社 小野市 
小野市粟生町字井井 3241 ほか

6筆 

第５０号 北山農産有限会社 小野市 
小野市敷地町字東六 1805 ほか

1筆 

第５１号 株式会社玄米家 加東市 加東市出水字東田 54 ほか 3筆 

第５２号 吉田 継夫 多可郡多可町 
多可郡多可町中区間子字ヲリ戸

221-1 ほか 10筆 

第５３号 篠原 正男 多可郡多可町 
多可郡多可町中区牧野字上野

498-1 ほか 6筆 

第５４号 廣畑 雅弘 多可郡多可町 
多可郡多可町加美区市原字廣田

7 

第５５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

山口 392 ほか 2筆 

第５６号 岸本 正志 多可郡多可町 
多可郡多可町八千代区大和字多

喜曽 1533-1 ほか 3筆 

第５７号 藤本 正 多可郡多可町 
多可郡多可町八千代区大和字梨

谷口 50-1 ほか 2筆 

第５８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赤佐 1803 

ほか 5筆 

第５９号 
農事組合法人鍛冶屋営農組

合 
神崎郡福崎町 

神崎郡福崎町八千種字上川向

3551-1 ほか 1筆 

第６０号 沖 洋和 赤穂市 赤穂市福浦字川東北 3988 

第６１号 後藤 那由太 赤穂市 
赤穂市福浦字西田 1417-1 ほか

2筆 

第６２号 溝田 泰司 赤穂市 
赤穂市真殿字江川 1099 ほか 3

筆 

第６３号 宮脇 信一郎 赤穂市 赤穂市中山字地蔵下 881 

第６４号 松田 光司 赤穂市 
赤穂市有年牟礼字黒尾 411-3 

ほか 4筆 

第６５号 大西 教士 赤穂市 
赤穂市有年楢原字二又溝 1520 

ほか 3筆 

第６６号 西山 公雄 赤穂市 赤穂市西有年字稗田 3542-3 

第６７号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市西有年字畑ヶ田 3106-1 

ほか 24筆 

第６８号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市目坂字竹ノ久保 1016-1 

ほか 2筆 



第６９号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市中山字下原口 947 ほか 3

筆 

第７０号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市高雄字中溝 2338-1 ほか

62筆 

第７１号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市中山字出口 1030-2 ほか

16筆 

第７２号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市真殿字堂ノ元1173 ほか2

筆 

第７３号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市真殿字堂ノ元年 1176-2 

ほか 138筆 

第７４号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市高雄字中溝 2324 ほか 11

筆 

第７５号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市真殿字中川原 1042 ほか

2筆 

第７６号 薮内 充史 赤穂市 赤穂市目坂字戸尻976 ほか 1筆 

第７７号 宮脇 信一郎 赤穂市 赤穂市西有年字畑ヶ田 3107 

第７８号 宮脇 信一郎 赤穂市 
赤穂市西有年字畑ヶ田 3105 ほ

か 2筆 

第７９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向田 165 

第８０号 
一般財団法人宍粟北みどり農

林公社 
宍粟市 

宍粟市一宮町下野田字中河原

289 ほか 1筆 

第８１号 山本 百合子 佐用郡佐用町 佐用郡佐用町仁方字沖ノ田 1188 

第８２号 東川 晃志 赤穂郡上郡町 
赤穂郡上郡町中野字梨ノ木

566-1 ほか 4筆 

第８３号 田中 茂富 豊岡市 
豊岡市下鶴井字江向 995 ほか 1

筆 

第８４号 株式会社ジョイファーム朝日 豊岡市 
豊岡市下鶴井字下坪 1380 ほか

1筆 

第８５号 株式会社ジョイファーム朝日 豊岡市 豊岡市下鶴井字船戸 2704 

第８６号 有限会社植田農園 豊岡市 
豊岡市但東町出合市場字下川原

178 ほか 3筆 

第８７号 西田 重信 豊岡市 
豊岡市但東町中山字溝ノ口

1282-1 ほか 1筆 

第８８号 
株式会社湯村温泉愛宕山観

光 

美方郡新温泉

町 

美方郡新温泉町丹土字引土

1610 ほか 1筆 

第８９号 有限会社みたけの里舎 丹波篠山市 
丹波篠山市般若寺字火ノ久保ノ

坪 813 



第９０号 前川 直和 丹波篠山市 
丹波篠山市今田町今田字古道上

5 ほか 19筆 

第９１号 長田 久雄 丹波市 丹波市氷上町南油良字神田１３ 

第９２号 市村 太佑 淡路市 淡路市野島常盤字大戸 83-6 

第９３号 小谷 雄介 淡路市 
淡路市野島常盤字大戸 1374-9 

ほか 1筆 

第９４号 小谷 雄介 淡路市 
淡路市小田字奥畑 1219 ほか 2

筆 

 

２ 農用地利用配分計画を認可した日 

   令和元年５月31日 


