
○「農用地利用配分計画の認可申請に係る公告」

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次

のとおり農用地利用配分計画の認可の申請があったので、同条第３項の規定により公告する。

当該申請に係る農用地利用配分計画は、公告の日から２週間島根県農林水産部農業経営課において縦覧に供する。

平成29年３月13日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 申請に係る農用地利用配分計画の概要

賃貸借又は使用貸借による権利の設定を受ける者 賃貸借又は使用貸借による権利の設定を受ける土地

氏名又は名称 住 所

農事組合法人 相場ファーム 出雲市斐川町美南1054 出雲市斐川町上庄原字馬役1295-１外１筆

農事組合法人 アグリード羽根 出雲市斐川町三絡911-１ 出雲市斐川町上庄原38外４筆

農事組合法人 碇下ファーム 出雲市斐川町坂田2468 出雲市斐川町坂田2547外１筆

農事組合法人 かわひがし 出雲市斐川町三分市2547 出雲市斐川町三分市2656外７筆

農事組合法人 神庭谷農産 出雲市斐川町神庭666 出雲市斐川町学頭3266外５筆

農事組合法人 くらしまファーム 出雲市斐川町美南1833 出雲市斐川町直江4995-1外３筆

農事組合法人 じきょう 出雲市斐川町坂田280-１ 出雲市斐川町福富823-１外３筆

農事組合法人 神田 出雲市斐川町上庄原362 出雲市斐川町上庄原94外４筆

農事組合法人 千家サンフラワー 出雲市斐川町併川918 出雲市斐川町名島66-４外２筆

農事組合法人 とびかみ 出雲市斐川町富村306-１ 出雲市斐川町富村305-１外６筆

農事組合法人 トムＴＯＭファー 出雲市斐川町富村1478-３ 出雲市斐川町富村1463外119筆

ム

農事組合法人 なおえファーム 出雲市斐川町直江343 出雲市斐川町直江485外１筆

農事組合法人 ファーム新田下 出雲市斐川町荘原3265-２ 出雲市斐川町荘原3627

農事組合法人 ファーム南 出雲市斐川町原鹿397 出雲市斐川町原鹿65外２筆

農事組合法人 ふくどみ 出雲市斐川町福富239 出雲市斐川町美南541外３筆

農事組合法人 鳥屋北 出雲市斐川町鳥井826 出雲市斐川町鳥井728-１

井上 常好 出雲市斐川町坂田1974 出雲市斐川町坂田1938外35筆

佐藤 道夫 出雲市斐川町直江3109 出雲市斐川町直江2544-５

角 隆 出雲市斐川町坂田1691 出雲市斐川町坂田762外16筆

曽田 祐二 出雲市斐川町三分市796 出雲市斐川町三分市1511外１筆

青木 千吉 出雲市斐川町出西1009 出雲市斐川町出西722外34筆

池淵 進 出雲市斐川町荘原986-2 出雲市斐川町荘原1329外１筆

江角 幸雄 出雲市斐川町原鹿826 出雲市斐川町原鹿1572-１外４筆

岡 弘明 出雲市斐川町富村1567 出雲市斐川町富村1392-１外５筆

岡田 征記 出雲市斐川町求院793 出雲市斐川町併川1106-１外９筆

郷原 耕造 出雲市斐川町三分市3906 出雲市斐川町三分市3550外４筆

小松原 久一 出雲市斐川町神庭116 出雲市斐川町沖洲614外８筆

木幡 幸夫 出雲市斐川町荘原1944-４ 出雲市斐川町荘原1918-３外４筆

猿木 秀樹 出雲市斐川町荘原1799 出雲市斐川町荘原3183-１外25筆

周藤 幸夫 出雲市斐川町沖洲190 出雲市斐川町沖洲652外10筆

立岩 勝之 出雲市斐川町坂田1236 出雲市斐川町三分市1841外11筆



長岡 秀男 出雲市斐川町三分市4007 出雲市斐川町三分市3140

長瀬 博 出雲市斐川町学頭2280 出雲市斐川町学頭字畑谷2998外１筆

古川 俊枝 出雲市斐川町黒目1546 出雲市斐川町黒目718外12筆

三嶋 万一 出雲市斐川町黒目2322 出雲市斐川町黒目2328外12筆

三代 昇 出雲市斐川町今在家881 出雲市斐川町原鹿44外１筆

湯原 良吉 出雲市斐川町併川354-２ 出雲市斐川町名島字以下45-１外32筆

株式会社 勝部農産 出雲市斐川町神庭166 出雲市斐川町三分市2196外45筆

株式会社 錦織農園 出雲市斐川町三分市116 出雲市斐川町三分市3751外22筆

有限会社 グリーンサポート斐川 出雲市斐川町三分市2259 出雲市斐川町学頭217-１外24筆

有限会社 黒田農場 出雲市斐川町直江2016 出雲市斐川町三絡1678-６外58筆

常松種苗 株式会社 出雲市斐川町三分市1804- 出雲市斐川町黒目1888

２

有限会社 斐川ファーム 出雲市斐川町直江4791-１ 出雲市斐川町学頭824-５外24筆

青山 正幸 出雲市大津町2363-４-２ 出雲市斐川町出西字免別3543-１外１筆

田口 裕一郎 出雲市今市町北本町５-５- 出雲市斐川町出西字日野3576

６

熱田 辰政 出雲市斐川町黒目1970 出雲市斐川町黒目1971-２外１筆

伊藤 栄 出雲市斐川町直江5262-４ 出雲市斐川町直江5215

井上 修 出雲市斐川町三分市1992 出雲市斐川町三分市1900

井上 幸夫 出雲市斐川町富村1554 出雲市斐川町併川1037-1外９筆

江角 俊明 出雲市斐川町原鹿1745-２ 出雲市斐川町原鹿709外３筆

勝部 雅一 出雲市斐川町上庄原990 出雲市斐川町上庄原字北田波1067-１外11筆

勝部 正人 出雲市斐川町原鹿148 出雲市斐川町黒目1680-１

加藤 勇 出雲市斐川町荘原3392 出雲市斐川町荘原3409

須田 実 出雲市斐川町坂田2525 出雲市斐川町坂田2429-１外５筆

曽田 勝美 出雲市斐川町黒目2020 出雲市斐川町黒目2112

曽田 満 出雲市斐川町三分市1334 出雲市斐川町三分市1306

竹下 諭 出雲市斐川町三分市1328 出雲市斐川町黒目605

矢野 恒好 出雲市斐川町併川1170-２ 出雲市斐川町併川字千家1156外２筆

永戸 豊 出雲市斐川町出西2028 出雲市斐川町出西1520-１外２筆

原 猪隆 出雲市斐川町原鹿1663 出雲市斐川町原鹿1022外11筆

原 進 出雲市斐川町荘原1494 出雲市斐川町荘原1462外４筆

金築 芳明 出雲市斐川町三分市3201 出雲市斐川町三分市3152-１外２筆

樋野 英徳 出雲市斐川町神氷1801 出雲市斐川町出西1417外19筆

福田 貞夫 出雲市斐川町沖洲1500 出雲市斐川町沖洲818外31筆

藤山 伸一 出雲市斐川町阿宮1216 出雲市斐川町出西字岩海304-１

古川 周二 出雲市斐川町中洲486 出雲市斐川町美南720外37筆

錦織 健治 出雲市斐川町中洲670 出雲市斐川町中洲172外46筆

農事組合法人 相場ファーム 出雲市斐川町美南1054 出雲市斐川町上庄原2028外１筆

農事組合法人 トムＴＯＭファー 出雲市斐川町富村1478-３ 出雲市斐川町富村1379外１筆

ム



農事組合法人 ファーム南 出雲市斐川町原鹿397 出雲市斐川町原鹿52外４筆

有限会社 黒田農場 出雲市斐川町直江2016 出雲市斐川町美南67外１筆

井上 常好 出雲市斐川町坂田1974 出雲市斐川町坂田2026-１外５筆

岡 弘明 出雲市斐川町富村1567 出雲市斐川町富村1444-１

古川 俊枝 出雲市斐川町黒目1546 出雲市斐川町黒目1550

増原 洋志 出雲市斐川町三分市3713 出雲市斐川町坂田2686

農事組合法人 ひやころう波佐 浜田市金城町波佐イ681-１ 浜田市金城町波佐イ705-１外14筆

２ 申請年月日

平成29年３月６日

３ 縦覧期間

平成29年３月13日から平成29年３月27日まで


