
○「農用地利用配分計画の認可の公告」

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、農用地利用配分計画を次

のとおり認可したので、同条第７項の規定により公告する。

なお、当該認可に係る農用地利用配分計画については、登載を省略し、島根県農林水産部農業経営課において縦覧に供

する。

令和４年８月９日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 認可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

ライスフィールド 有限会社 松江市 松江市大野町683－１外66筆

農事組合法人 やない 松江市 松江市玉湯町林1395外６筆

野津 毅 松江市 松江市西持田町472外４筆

松尾 正行 松江市 松江市下佐陀町376外６筆

松崎 豊治 松江市 松江市岡本町1104外４筆

中村 礼三 松江市 松江市下佐陀町470－１外２筆

加藤 幸夫 松江市 松江市秋鹿町2969－１外26筆

矢野 雄一郎 松江市 松江市意宇町186外３筆

高橋 裕介 松江市 松江市薦津町132外18筆

清水 秋廣 松江市 松江市岡本町904外15筆

株式会社 ＴＳＫネクスト 松江市 松江市八束町二子281－１外30筆

カンドーファーム 株式会社 松江市 松江市古曽志町383－１

農事組合法人 上意東本谷営農組合 松江市 松江市東出雲町上意東1087－２

小笠原 卓夫 松江市 松江市秋鹿町2155－１

竹田 誠 松江市 松江市秋鹿町2837－２

田淵 肇 松江市 松江市古志町1383－３

吉岡 孝久 松江市 松江市秋鹿町3967－１外２筆

目次 宗昭 松江市 松江市乃白町404－３外１筆

高松 和範 松江市 松江市意宇町22外３筆

野津 照雄 松江市 松江市朝酌町511－８外１筆

加藤 紀幸 松江市 松江市意宇町215

多久和 淳 松江市 松江市古志町826－１

農事組合法人 明るい農村 松江市 松江市西川津町1686外15筆

農事組合法人 林本郷 松江市 松江市玉湯町林39－１外84筆

石倉 秀己 松江市 松江市西浜佐陀町442

石原 稔久 松江市 松江市乃白町344－１外１筆

上野 克次 松江市 松江市大井町207－１外２筆

大井川 敏巳 松江市 松江市西長江町1007外４筆

小川 三喜夫 松江市 松江市竹矢町271－１

小笠原 久 松江市 松江市秋鹿町142外３筆

小原 武 松江市 松江市東忌部町1088－１



小村 伸吾 松江市 松江市大垣町1322外５筆

加藤 卓司 松江市 松江市秋鹿町3503－１

加藤 幹夫 松江市 松江市大垣町1233外１筆

杦村 忠司 松江市 松江市竹矢町878外１筆

中倉 敏彦 松江市 松江市西長江町1057－２外２筆

長野 信敏 松江市 松江市古志町434－１外１筆

長野 能久 松江市 松江市古志町324－３外５筆

永見 俊行 松江市 松江市下東川津町604外６筆

南波 達夫 松江市 松江市西長江町990外１筆

野津 學巳 松江市 松江市古志町1266

野津 光男 松江市 松江市下東川津町630－１

日置 正春 松江市 松江市東出雲町出雲郷1293外９筆

廣江 正夫 松江市 松江市西川津町1840－１外１筆

福島 隆 松江市 松江市秋鹿町3157

松浦 俊美 松江市 松江市竹矢町113－１外６筆

松浦 広昭 松江市 松江市東生馬町370－１外３筆

三浦 友弘 松江市 松江市朝酌町880－１外２筆

目次 正治 松江市 松江市乃白町405－２

吉岡 勝廣 松江市 松江市秋鹿町3537－１外１筆

吉岡 巧 松江市 松江市秋鹿町2929

２ 認可年月日

令和４年８月９日



○「農用地利用配分計画の認可の公告」

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、農用地利用配分計画を次

のとおり認可したので、同条第７項の規定により公告する。

なお、当該認可に係る農用地利用配分計画については、登載を省略し、島根県農林水産部農業経営課において縦覧に供

する。

令和４年８月30日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 認可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

株式会社 いづも農縁 出雲市 出雲市稲岡町175－２外３筆

農事組合法人 みつば農産 出雲市 出雲市大島町字下井手91－２

有限会社 金山グローカルファーム 出雲市 出雲市国富町字市坪1331－１外９筆

柿壺 株式会社 出雲市 出雲市多久谷町字遠所634－１外43筆

農事組合法人 ヨコハマ 出雲市 出雲市灘分町字二ノ切720－２外５筆

農事組合法人 まめなかファーム新田後 出雲市 出雲市灘分町1442

農事組合法人 北園営農組合 出雲市 出雲市東園町字平池1077－３外２筆

農事組合法人 高松西部営農組合 出雲市 出雲市下横町746－１

農事組合法人 おきんしま 出雲市 出雲市園町字沖の島1535－６外９筆

株式会社 おかずくらぶ 出雲市 出雲市神西沖町字蛇島2454－２外２筆

農事組合法人 荒茅東営農組合 出雲市 出雲市荒茅町2029－６外１筆

武田 章子 出雲市 出雲市古志町字内袋1791

岸 勝範 出雲市 出雲市白枝町335外２筆

神田 幸義 出雲市 出雲市浜町字前原1381－１外１筆

井上 祐司 出雲市 出雲市浜町字中原1539－１外１筆

勝田 茂 出雲市 出雲市矢野町575外１筆

竹下 明 出雲市 出雲市里方町字宮代原713

落合 好美 出雲市 出雲市常松町505

小村 和正 出雲市 出雲市芦渡町字廻田1223

飯塚 裕二 出雲市 出雲市下古志町788

飯塚 孝司 出雲市 出雲市芦渡町983外２筆

森 直美 出雲市 出雲市西神西町字濱田1092

岸 容司 出雲市 出雲市東神西町364－８外１筆

伊藤 眞美 出雲市 出雲市神西沖町字柳原824－１外１筆

山根 康生 出雲市 出雲市平田町字中ノ島3570外２筆

遠藤 豊治 出雲市 出雲市灘分町371－３

阿式 秀典 出雲市 出雲市国富町字大向784－１外49筆

永瀬 けい子 出雲市 出雲市国富町字源代854－１外６筆

小林 春美 出雲市 出雲市東郷町369－１外１筆

福田 増太 出雲市 出雲市本庄町字水谷625－１

田中 康義 出雲市 出雲市園町字沖の島64－５外２筆



八幡 睦 出雲市 出雲市乙立町字坂根2084－１

衣笠 久志 出雲市 出雲市西園町字長浜3487－３外３筆

秦 俊彦 出雲市 出雲市湖陵町三部1359－１外１筆

藤間 一正 出雲市 出雲市岡田町字寺廻304－５

藤間 正史 出雲市 出雲市岡田町字寺廻304－１外５筆

菊池 尚子 出雲市 出雲市佐田町一窪田1014－２外８筆

吉井 奈穂子 出雲市 出雲市浜町字南砂子1133－１外２筆

高橋 英治 出雲市 出雲市大社町中荒木字恵比須1420

川上 勝則 出雲市 出雲市大社町菱根字古川526外５筆

株式会社 立脇農産 出雲市 出雲市天神町646－３外１筆

永田 巳好 安来市 安来市赤江町字東川原広1166－１外21筆

矢田 博也 安来市 安来市上坂田町字庄夫67－２外１筆

株式会社 おだけ 安来市 安来市伯太町下小竹591－４外１筆

農事組合法人 おおつか営農組合 安来市 安来市鳥木町字井手ノ上217－２外１筆

株式会社 みうらファーム 浜田市 浜田市弥栄町野坂132－１外１筆

２ 認可年月日

令和４年８月30日


