
令和4年5月26日

令和4年6月10日

認可した農用地利用配分計画一覧表

氏名または名称 住所 面積（㎡）

1 農事組合法人　宇内薬師の里 下関市 下関市 他0筆 (計1筆) 1,102

2 有限会社　佐々木牧場 下関市 下関市 他2筆 (計3筆) 20,102

3 宮川　淳博 下関市 下関市 他3筆 (計4筆) 7,195

4 農事組合法人　七見の里 下関市 下関市 他6筆 (計7筆) 10,514

5 楽天農業 株式会社 愛媛県大洲市 下関市 他46筆 (計47筆) 335,331

6 農事組合法人　うつい 下関市 下関市 他0筆 (計1筆) 1,095

7 農事組合法人　茜ファーム 下関市 下関市 他0筆 (計1筆) 650

8 農事組合法人　内日三町生産組合 下関市 下関市 他1筆 (計2筆) 2,828

9 農事組合法人　清末東ファーム 下関市 下関市 他0筆 (計1筆) 2,217

10 農事組合法人　吉見ファーム 下関市 下関市 他1筆 (計2筆) 5,677

11 有限会社　アグリ永田郷 下関市 下関市 他0筆 (計1筆) 1,131

12 農事組合法人　小野愛農組合 下関市 下関市 他124筆 (計125筆) 199,695

13 農事組合法人　川西 山口市 山口市 他18筆 (計19筆) 53,477

14 阿東セントラルファーム　株式会社 山口市 山口市 他48筆 (計49筆) 86,914

15 株式会社　自然のまんま屋 山口市 山口市 他27筆 (計28筆) 44,166

16 農事組合法人　みつけ 山口市 山口市 他97筆 (計98筆) 138,715

17 原田　進 山口市 山口市 他4筆 (計5筆) 9,061

18 農事組合法人　高岳 山口市 山口市 他260筆 (計261筆) 513,717

19 農事組合法人　生雲ウエストファーム 山口市 山口市 他23筆 (計24筆) 48,221

20 農事組合法人　片山 山口市 山口市 他3筆 (計4筆) 10,241

21 藤井　卓也 山口市 山口市 他4筆 (計5筆) 6,757

認可した農用地利用配分計画について
令和４年６月10日公表

　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、公益財団法人やまぐち農林振興
公社（山口県農地中間管理機構）から認可申請のあった農用地利用配分計画（以下、「配分計画」という。）を下記のとおり
認可しました。

　認可後公告した日をもって、当該配分計画に定める賃借権または使用貸借権が設定されます。

認可申請日

認可公告日

整理
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

所在

山口県農林水産部農業振興課



氏名または名称 住所 面積（㎡）

整理
番号
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22 農事組合法人　宇津木農産 山口市 山口市 他3筆 (計4筆) 3,132

23 株式会社　仁保農産 山口市 山口市 他1筆 (計2筆) 3,573

24 農事組合法人　土里夢しまじ 山口市 山口市 他1筆 (計2筆) 133

25 農事組合法人　井関営農組合のんた 山口市 山口市 他1筆 (計2筆) 2,019

26 株式会社　あぢすき 山口市 山口市 他9筆 (計10筆) 17,068

27 株式会社　ココ・ファーム 山口市 山口市 他1筆 (計2筆) 5,568

28 農事組合法人　椹野 山口市 山口市 他1筆 (計2筆) 5,978

29 八木　学 山口市 山口市 他0筆 (計1筆) 1,335

30 農事組合法人　二島西 山口市 山口市 他7筆 (計8筆) 29,262

31 農事組合法人　仙在営農組合 山口市 山口市 他18筆 (計19筆) 31,019

32 農事組合法人　ファームあまだ 山口市 山口市 他0筆 (計1筆) 2,840

33 松永　久 山口市 山口市 他0筆 (計1筆) 2,250

34 株式会社　あむ瀬 山口市 山口市 他7筆 (計8筆) 11,399

35 株式会社　嘉年ハイランド 山口市 山口市 他10筆 (計11筆) 23,934

36 農事組合法人　嘉年ハイランド 山口市 山口市 他5筆 (計6筆) 6,346

37 農事組合法人　西開作 山口市 山口市 他0筆 (計1筆) 683

38 農事組合法人　本郷原 萩市 萩市 他10筆 (計11筆) 11,874

39 橋本　孝太郎 萩市 萩市 他2筆 (計3筆) 6,503

40 農事組合法人　至福の里 萩市 萩市 他3筆 (計4筆) 7,795

41 農事組合法人　日の出 萩市 萩市 他8筆 (計9筆) 16,392

42 農事組合法人　小川の郷 萩市 萩市 他2筆 (計3筆) 6,102

43 農事組合法人　大吉部 萩市 萩市 他11筆 (計12筆) 21,577

44 農事組合法人　穂垂るの里 萩市 萩市 他2筆 (計3筆) 1,659

45 寺田　充毅 萩市 萩市 他1筆 (計2筆) 3,250

46 後藤　亨 萩市 萩市 他3筆 (計4筆) 6,149

47 河野　和夫 萩市 萩市 他0筆 (計1筆) 3,224

48 原田　雅裕 防府市 防府市 他5筆 (計6筆) 5,085

49 河村　和昭 防府市 防府市 他0筆 (計1筆) 5,702
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50 原　清徳 下松市 下松市 他0筆 (計1筆) 1,523

51 有限会社 玖珂グリーンフィールド 岩国市 岩国市 他45筆 (計46筆) 53,306

52 株式会社　デナリファーム 岩国市 岩国市 他1筆 (計2筆) 3,759

53 佐崎 恭児 岩国市 岩国市 他1筆 (計2筆) 5,670

54 株式会社　トラックファーム 岩国市 岩国市 他7筆 (計8筆) 11,878

55 合同会社　source 岩国市 岩国市 他5筆 (計6筆) 9,400

56 杉村　陽一 柳井市 岩国市 他0筆 (計1筆) 5,565

57 森田　吉之 光市 光市 他2筆 (計3筆) 5,102

58 農事組合法人　石城の里 光市 光市 他9筆 (計10筆) 21,242

59 合同会社　光緑匠 光市 光市 他0筆 (計1筆) 1,962

60 平安　孝行 光市 光市 他1筆 (計2筆) 2,912

61 農事組合法人　ファーマー日積 柳井市 柳井市 他35筆 (計36筆) 98,349

62 有限会社　友進 柳井市 柳井市 他4筆 (計5筆) 7,604

63 農事組合法人　あいさいの里 柳井市 柳井市 他10筆 (計11筆) 15,147

64 株式会社　ライスマイル 柳井市 柳井市 他5筆 (計6筆) 9,024

65 森本　寛之 柳井市 柳井市 他2筆 (計3筆) 9,251

66 宮田　誠 柳井市 柳井市 他1筆 (計2筆) 2,846

67 農事組合法人　伊佐中央ふれ愛ファーム 美祢市 美祢市 他263筆 (計264筆) 328,065

68 農事組合法人　嘉万八千石 美祢市 美祢市 他21筆 (計22筆) 32,735

69 農事組合法人　上郷 美祢市 美祢市 他0筆 (計1筆) 2,430

70 井上　宏子 美祢市 美祢市 他0筆 (計1筆) 1,851

71 吉松　誠一 美祢市 美祢市 他1筆 (計2筆) 3,319

72 豊嶋 英雄 美祢市 美祢市 他2筆 (計3筆) 6,166

73 堀田　健二 美祢市 美祢市 他0筆 (計1筆) 1,312

74 木村　幸弘 美祢市 美祢市 他3筆 (計4筆) 8,469

75 農事組合法人　ほんごうファーム 美祢市 美祢市 他0筆 (計1筆) 1,375

76 農事組合法人　ファームつるの里 周南市 周南市 他3筆 (計4筆) 8,727

77 農事組合法人　下郷農業構造改善組合 周南市 周南市 他1筆 (計2筆) 3,696



氏名または名称 住所 面積（㎡）

整理
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

所在

78 ふくぷくファーム　株式会社 周南市 周南市 他9筆 (計10筆) 23,759

79 小笠原　高志 周南市 周南市 他0筆 (計1筆) 2,390

80 農事組合法人　シーサイドファーム 山陽小野田市 山陽小野田市 他2筆 (計3筆) 4,596

81 片岡　昌之 周防大島町 周防大島町 他1筆 (計2筆) 3,033

82 葛岡・瓜迫農事組合法人 田布施町 田布施町 他1筆 (計2筆) 6,650

83 株式会社　池本ライスセンター 柳井市 田布施町 他0筆 (計1筆) 1,852

84 農事組合法人　なごファーム 阿武町 阿武町 他28筆 (計29筆) 49,069

(計1,325筆) 2,494,691合　　　計


