
○「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30年３月14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

氏名又は名称 住 所 受ける土地

岡田 征記 出雲市斐川町求院793 出雲市斐川町併川字千家1496-１

猿木 秀樹 出雲市斐川町荘原1799 出雲市斐川町荘原444外１筆

錦織 健治 出雲市斐川町中洲670 出雲市斐川町沖洲1225外１筆

古川 周二 出雲市斐川町中洲486 出雲市斐川町美南640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北島694外７筆

株式会社 勝部農産 出雲市斐川町神庭166 出雲市斐川町沖洲1216外５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3450外２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 出雲市斐川町三分市3549外１筆

有限会社 黒田農場 出雲市斐川町直江2016 出雲市斐川町名島字北島762-１

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715-２

農事組合法人 アグリーﾄﾞ羽根 出雲市斐川町三絡911-１ 出雲市斐川町上庄原29-１外２筆

農事組合法人 神田 出雲市斐川町上庄原362 出雲市斐川町荘原140-１

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2016－１

農事組合法人 ひむろの郷 出雲市斐川町神氷117-１ 出雲市斐川町神氷1370-１

農事組合法人 別名ファーム 出雲市斐川町名島635 出雲市斐川町名島169-６外８筆

角 隆 出雲市斐川町坂田1691 出雲市斐川町坂田2395

曽田 祐二 出雲市斐川町三分市796 出雲市斐川町三分市1490外２筆

山根 猛 出雲市斐川町三分市1756 出雲市斐川町三分市1154

宮脇 俊次 大田市鳥井町鳥越132-１ 大田市鳥井町鳥越字田財148外９筆

農事組合法人 たねやまびこファーム 大田市三瓶町多根イ259-１ 大田市三瓶町多根イ659-２外42筆

青木 千吉 出雲市斐川町出西1009 出雲市斐川町出西1096-１外６筆

植田 一三 出雲市斐川町坂田1517 出雲市斐川町坂田1733-１

江角 幸雄 出雲市斐川町原鹿826 出雲市斐川町原鹿1362外５筆

岡 弘明 出雲市斐川町富村1567 出雲市斐川町富村1442-１外１筆

岡田 征記 出雲市斐川町求院793 出雲市斐川町出西1414外11筆

北脇 恒子 出雲市斐川町坂田1492 出雲市斐川町坂田1733-１

小松原 久一 出雲市斐川町神庭116 出雲市斐川町荘原1526-１外１筆

木幡 幸夫 出雲市斐川町荘原1944-４ 出雲市斐川町荘原1550外１筆

猿木 秀樹 出雲市斐川町荘原1799 出雲市斐川町荘原442外５筆

周藤 幸夫 出雲市斐川町沖洲190 出雲市斐川町沖洲298外３筆

立岩 勝之 出雲市斐川町坂田1236 出雲市斐川町三分市1840外10筆

長岡 秀男 出雲市斐川町三分市4007 出雲市斐川町三分市3135-１外４筆



永戸 豊 出雲市斐川町出西2028 出雲市斐川町出西1544外１筆

錦織 健治 出雲市斐川町中洲670 出雲市斐川町沖洲760外11筆

原 猪隆 出雲市斐川町原鹿1663 出雲市斐川町原鹿659外４筆

樋野 英徳 出雲市斐川町神氷1801 出雲市斐川町上直江2807-１外５筆

福田 貞夫 出雲市斐川町沖洲1500 出雲市斐川町荘原431外４筆

古川 周二 出雲市斐川町中洲486 出雲市斐川町黒目477-１外８筆

古川 俊枝 出雲市斐川町黒目1546 出雲市斐川町黒目727外11筆

三嶋 万一 出雲市斐川町黒目2322 出雲市斐川町黒目1709

三代 昇 出雲市斐川町今在家881 出雲市斐川町原鹿722-１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北島418-１外９筆

熱田 辰政 出雲市斐川町黒目1970 出雲市斐川町黒目2064外２筆

北脇 恒一郎 出雲市斐川町三分市645 出雲市斐川町三分市669外２筆

曽田 勉 出雲市斐川町黒目2098 出雲市斐川町黒目2172

増原 洋志 出雲市斐川町三分市3713 出雲市斐川町坂田2687

松原 俊雄 出雲市斐川町上直江1675 出雲市斐川町上直江2789外５筆

伊藤 栄 出雲市斐川町直江5262-４ 出雲市斐川町上庄原字北田波935外２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1148外15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136外11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367-１外10筆

有限会社 黒田農場 出雲市斐川町直江2016 出雲市斐川町直江2449外14筆

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3306外35筆

農事組合法人 相場ファーム 出雲市斐川町美南1054 出雲市斐川町美南602外２筆

農事組合法人 おきす 出雲市斐川町沖洲1765 出雲市斐川町沖洲2555外１筆

農事組合法人 上直江ファーム 出雲市斐川町上直江101 出雲市斐川町直江4500外２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3051外２筆

農事組合法人 神庭谷農産 出雲市斐川町神庭666 出雲市斐川町神庭539-１外２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65-４

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255-１

農事組合法人 トムＴＯＭファーム 出雲市斐川町富村1478-３ 出雲市斐川町名島字北島814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263-６

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144

農事組合法人 ひむろの郷 出雲市斐川町神氷117-１ 出雲市斐川町神氷1298外３筆

農事組合法人 ふくどみ 出雲市斐川町福富239 出雲市斐川町直江500外５筆

農事組合法人 別名ファーム 出雲市斐川町名島635 出雲市斐川町名島285-１

農事組合法人 農友 出雲市斐川町坂田2283 出雲市斐川町坂田2088-１外70筆

農事組合法人 とびす 出雲市東林木町695-４ 出雲市東林木町1326外227筆

農事組合法人 こざかい 出雲市小境町545 出雲市小境町325-１外62筆

農事組合法人 なかむら 出雲市国富町1109 出雲市国富町字鳥居1107-１外97筆

農事組合法人 ヨコハマ 出雲市灘分町1186-２ 出雲市灘分町字二ノ切859-１外224筆

農事組合法人 上島第一営農組合 出雲市上島町1385-１ 出雲市上島町字赤池1882外152筆

農事組合法人 川北営農組合 出雲市灘分町2315-１ 出雲市灘分町2048外60筆



農事組合法人 小島東営農組合 出雲市灘分町2216-５ 出雲市灘分町2010-１外109筆

大錦 美朝 出雲市稲岡町152 出雲市稲岡町138外２筆

栗原 元一 出雲市大社町修理免571-３ 出雲市大社町遙堪字阿式５外６筆

岡 俊繁 出雲市平田町3709 出雲市大社町遙堪字南馬渡2213外９筆

足立 優 出雲市大社町入南979 出雲市大社町入南字中沢144外１筆

渡部 優 出雲市高松町601 出雲市高松町631-１

立脇 光 出雲市塩冶町838サンエイト小村A-3 出雲市古志町77-１外３筆

永瀬 善教 出雲市今市町北本町４丁目２-11 出雲市矢尾町字下沢329

園山 政治 出雲市東林木町742 出雲市東林木町937-15外22筆

勝部 守 出雲市見々久町502 出雲市所原町字知谷1007-１

吉井 奈穂子 出雲市稗原町2221 出雲市馬木町字又合719-１

塩野 一男 出雲市宇那手町95 出雲市稗原町字石畑2555-１外９筆

森脇 益夫 出雲市大社町中荒木265 出雲市大社町中荒木字浜根389-１

金森 良子 出雲市大社町中荒木715-１ 出雲市大社町中荒木字浜根584-１

有限会社 グリーンワーク 出雲市佐田町東村396-４ 出雲市佐田町高津屋69外10筆

農事組合法人 やしま営農組合 出雲市八島町３ 出雲市矢尾町字下沢330

株式会社 オリーブ園・夢創庭 出雲市神西沖町1687-11 出雲市西園町字長浜4111

永瀬 善教 出雲市今市町北本町４丁目２-11 出雲市里方町字八石原181

栗原 元一 出雲市大社町修理免571-３ 出雲市大社町中荒木字浜根428-１外７筆

落合 好美 出雲市常松町245-２ 出雲市常松町228外７筆

足立 優 出雲市大社町入南979 出雲市大社町入南字西沢137外２筆

立脇 光 出雲市塩冶町838サンエイト小村A-3 出雲市古志町75外13筆

農事組合法人 やしま営農組合 出雲市八島町３ 出雲市常松町362-１

株式会社 オリーブ園・夢創庭 出雲市神西沖町1687-11 出雲市西園町字長浜3432-17

ＪＡいずもアグリ開発株式会社 出雲市今市町106-１ 出雲市白枝町1299-１外１筆

農事組合法人 上島第一営農組合 出雲市上島町1385-１ 出雲市上島町字森坂1550-１外10筆

農事組合法人 まき営農組合 出雲市馬木町593-２ 出雲市馬木町字榎田275

農事組合法人 農三 出雲市東福町1611-２ 出雲市本庄町字松原251-３

柴原 信行 邑智郡川本町三原510-２ 邑智郡川本町大字三原204-１外３筆

２ 申請年月日

平成30年３月７日

３ 縦覧期間

平成30年３月14日から平成30年３月28日まで


