
農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年３月23日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年３月23日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第199号
営農支援センター

四万十株式会社
高岡郡四万十町

高岡郡四万十町与津地字孫四郎地 1637

番外５筆

第200号
営農支援センター

四万十株式会社
高岡郡四万十町

高岡郡四万十町東北ノ川字向イ川田 932

番

第201号 前田 誠夫 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町向川字笹野越 316 番外２

筆

第202号

久川 修身 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町数神字大切レ 1406 番外

７筆

市川 明 須崎市
高岡郡四万十町数神字宮ケ谷 1495 番外

10筆

第203号 井内 康博 安芸市 安芸市川北字久保田北甲6677番

第204号 株式会社岡宗農園 安芸市
室戸市羽根町字トリウチ甲275 番１外10

筆

第205号 石川 慎也 幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町入野字山手7480番

第206号 西地 涼太 幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町浮鞭字新田3974番

第207号 松岡 浩平 幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町浮鞭字社4089番

第208号 中山 善弘 高知市 土佐市新居字南浦2225番外１筆

第209号 徳弘 頼昭 高知市 高知市布師田字ヒトイタダ1916番

第210号 山添 真次郎 高知市 高知市大津字穂咲田甲389番１外１筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年３月15日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年３月15日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第195号 小島 一士 安芸郡安田町 安芸郡安田町東島字ヨコテ78番外１筆

第196号 南 孝征 安芸郡安田町 安芸郡安田町東島字西デンダイ19番

第197号 平岡 大助 安芸郡北川村 安芸郡北川村加茂字東屋366番

第198号 川渕 良範 高知市
吾川郡いの町池ノ内字戸石ケ谷 65 番外

４筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年３月５日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年３月５日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第192号 中元 政弘 高知市
香南市野市町下井字ムノ丸 902 番１外３

筆

第193号
株式会社

川添ヤギ牧場
南国市

香南市野市町東野字ソノ丸 1008 番１外

４筆

第194号
浜田ファーム

株式会社
南国市 南国市大埇字中ノ丁乙3326番外10筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年３月２日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年３月２日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第180号 田村 広 香美市
香美市土佐山田町神母ノ木字郷元 27 番

外３筆

第181号 有限会社北らいす 香南市 香南市野市町土居字白水1676番外１筆

第182号 有限会社北らいす 香南市
香南市野市町土居字船橋 107 番１外 10

筆

第183号 中元 政弘 高知市
香南市野市町下井字ムノ丸 960 番１外３

筆

第184号 筧 和幸 南国市 南国市岡豊町小篭字寅居129番１外３筆

第185号 森野 幸一 南国市 南国市西山字西塚地丸997番外15筆

第186号 田内 富士夫 南国市 南国市左右山字中野294番１

第187号 池 正人 南国市 南国市久枝字開田乙326番２外１筆

第188号 矢野 誠 高知市 南国市岡豊町吉田字明田26番１外２筆

第189号 吉中 忠行 安芸郡東洋町
安芸郡東洋町野根字中村東丙 3849 番外

１筆

第190号
有限会社

おおぐし農園
宿毛市 四万十市竹島字涼山4198番１

第191号
有限会社

おおぐし農園
宿毛市 四万十市双海字ワニ石1832番１



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年２月26日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年２月26日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第172号 山﨑 茂盛 高知市
高知市春野町西諸木字北川内 581 番１外

４筆

第173号 細川 一幸 吾川郡いの町 高知市春野町弘岡下字壱町田3703番１

第174号 川村 淳 高知市
高知市春野町弘岡中字楽万 737 番１外５

筆

第175号
株式会社

川添ヤギ牧場
南国市 南国市金地字芝ノ後699番１外７筆

第176号
株式会社

川添ヤギ牧場
南国市 南国市里改田字飯盛584番１外66筆

第177号
株式会社

川添ヤギ牧場
南国市 香美市土佐山田町松本字行正388番

第178号 小松 雅喜 安芸市
安芸市井ノ口字宮ノ上乙 1950 番２外１

筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年２月24日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年２月24日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度
第179号

農事組合法人

平田の百姓屋
宿毛市

宿毛市平田町戸内字戸内屋式 4888 番１

外30筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年２月22日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年２月22日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第168号 松岡 浩平 幡多郡黒潮町
幡多郡黒潮町浮鞭字小犬ケ原 1359 番外

４筆

第169号
農事組合法人

小川アグリ
幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町加持字三島4760番

第170号 藤本 淳 幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町加持字三島4760番

第171号 山沖 寛成 四万十市 幡多郡黒潮町田野浦字ヤリガサヤ113番



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年２月16日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年２月16日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度
第167号

奥宮 健一 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町数神字大切レ 1410 番外

５筆

奥宮 利亮 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町数神字久保屋敷 1433 番

外３筆

沖野 正洋 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町数神字馬渡瀬 1332 番外

６筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年２月８日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年２月８日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第165号 揚田 一広 吾川郡いの町 高知市春野町東諸木字高田4988番

第166号 揚田 一広 吾川郡いの町
高知市春野町東諸木字高田 4977 番外１

筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年２月３日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年２月３日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第158号 岡﨑 雅光 南国市
香美市土佐山田町中野字南万坂 155 番外

12筆

第159号 岡﨑 雅光 南国市 南国市包末字支配田199番１

第160号 有限会社前田 南国市 南国市久枝字東近藤1445番１外６筆

第161号 有限会社前田 南国市 南国市田村字フケタ乙2184番外13筆

第162号 横堀 忠広 南国市 南国市廿枝字新田1381番外10筆

第163号

安松 幸夫 南国市 南国市包末字西花崎135番外４筆

高知西岡農場有限

会社
南国市 南国市上野田字コクソ476番１外１筆

第164号 東 志行 四万十市 四万十市古津賀字高道420番外20筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年１月26日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年１月26日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第154号
株式会社

しまんと流域野菜
高岡郡四万十町

高岡郡四万十町小野字シノヅノ上 1098

番外15筆

第155号 武内 裕也 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町大井野字西原開 749 番外

１筆

第156号 武内 裕也 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町大井野字西原開 748 番外

２筆

第157号 廣田 吉男 高岡郡四万十町 高岡郡四万十町大井野字扇田661番



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年１月25日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年１月25日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第144号
株式会社イチネン

高知日高村農園
高岡郡日高村 南国市植田字植田タ1855番外4筆

第145号 酔鯨酒造株式会社 高知市 土佐市波介字北大坪2541番１外７筆

第146号
有限会社

よさこいファーム
土佐市 土佐市高岡町字門畑甲591番１外１筆

第147号 浜田 泰朋 高知市 高知市春野町西畑字山の手の前2761番

第148号 村田 敬之 高知市 高知市春野町西畑字山の手の前2761番

第149号 古田 辰雄 高知市 高知市布師田字高田1234番１外６筆

第150号

山本 修 高知市 高知市布師田字川原島1139番ロ外４筆

徳弘 賴昭 高知市
高知市布師田字ヒトイタダ 1917 番外１

筆

第151号

大坪 幹夫 高知市 高知市春野町弘岡下字北江曲1747番

揚田 一広 吾川郡いの町 高知市春野町弘岡下字石立2440番

第152号 山本 修 高知市 高知市布師田字藤崎101番１外18筆

第153号 門田 昭明 安芸市 安芸市土居字古神田479番１外１筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和３年１月４日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和３年１月４日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第139号 有限会社前田 南国市 南国市久枝字開田乙224番２外10筆

第140号 田上 和久 吾川郡いの町 土佐市新居字弘岡前5360番外２筆

第141号
有限会社

おおぐし農園
宿毛市

幡多郡黒潮町出口字新大谷 3263 番外６

筆

第142号 農事組合法人三崎 土佐清水市 土佐清水市三崎字西ノ川2275番外４筆

第143号

中山 卓 土佐清水市
土佐清水市宗呂字上ハ子ノモト丙 314 番

外３筆

農事組合法人

ふぁー夢宗呂川
土佐清水市

土佐清水市宗呂字内ヤシキ丙 288 番１外

17筆

内原 照久 土佐清水市 土佐清水市宗呂字城ノ下丙182番外１筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年12月23日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年12月23日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第131号
営農支援センター

四万十株式会社
高岡郡四万十町

高岡郡四万十町道徳字セキノ上 40 番外

１筆

第132号 髙橋 泰斗 安芸郡田野町 安芸郡田野町字北張4817番１外１筆

第133号 北原 章吾 南国市 南国市立田字岸ノ後233番１外11筆

第134号 池 正人 南国市 南国市下島字場南丙108番外４筆

第135号 濵田 好典 南国市
南国市岡豊町中島字島田 1035 番１外５

筆

第136号 揚田 一広 吾川郡いの町 高知市春野町弘岡上字壱町畠559番１

第137号 矢野 誠 高知市 高知市朝倉字カン定丙1038番１外１筆

第138号 Aitosa株式会社 南国市 南国市植田字幸座1822番外２筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年12月10日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年12月10日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度
第130号 西山 佳宏 安芸郡安田町

安芸郡安田町安田字西大野 2946 番２外

４筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年12月７日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年12月７日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第128号 恒石 勇太 香南市
香南市野市町深渕字本田 1190 番２外２

筆

第129号 山﨑 茂盛 高知市
高知市春野町西諸木字国吉 1480 番外２

筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年12月２日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年12月２日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第121号 伊尾木 健 南国市 南国市下末松字米屋東30番１外１筆

第122号 久家 正一 南国市 南国市大埇字善福寺甲104番２外４筆

第123号 久家 正一 南国市 南国市田村字尾中乙959番２外６筆

第124号 株式会社ながおか 南国市 南国市西山字野上丸772番外２筆

第125号 徳弘 頼昭 高知市 高知市布師田字式田1855番１外１筆

第126号 澤本 和男 高知市
高知市高須字長場江塩田南ノ丸 333 番４

外４筆

第127号 高松 花子 香南市
香南市野市町西野字ヌノ丸 497 番１外３

筆



（案１）

農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年11月26日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年11月26日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第118号 岡﨑 茂 南国市 南国市国分字中ノ坪35番１外５筆

第119号 池 正人 南国市 南国市久枝字開田乙488番１外８筆

第120号 川添 建太郎 南国市 南国市久枝字開田乙455番２外３筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年11月20日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年11月20日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第115号
株式会社サンビ

レッジ四万十
高岡郡四万十町 高岡郡四万十町影野字寺ノ前929番

第116号 山中 寿保 高岡郡四万十町 高岡郡四万十町興津字岡ノ前3828番

第117号 宇田 尚郎 安芸市
安芸郡芸西村馬ノ上字市屋敷 3828 番外

２筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年11月20日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年11月20日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度
第103号

一般社団法人

黒潮町農業公社
幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町浮鞭字社4024番



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年11月９日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年11月９日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度
第114号

農事組合法人

四万十川営農組合
四万十市

四万十市西土佐藤ノ川字竹ケ谷 1118 番

外４筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年10月26日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年10月26日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第107号 三木 健市 香美市 香美市土佐山田町須江字ツカ穴1088番

第108号 久家 正一 南国市 南国市田村字長田郡界乙1874番１

第109号 株式会社ながおか 南国市 南国市三畠字芝321番１外13筆

第110号 笹岡 いづみ 高岡郡四万十町
高岡郡四万十町宮内字黒原 1120 番１外

５筆

第111号
営農支援センター

四万十株式会社
高岡郡四万十町

高岡郡四万十町壱斗俵字才能 67 番１外

４筆

第112号 山中 康平 高知市
高知市春野町弘岡下字丸田 1447 番外１

筆

第113号 吉中 忠行 安芸郡東洋町 安芸郡東洋町野根字追廻シ丁404番１



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年10月20日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年10月20日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第105号 細川 元彌 安芸郡芸西村 安芸市赤野字雨降シ乙3146番外２筆

第106号 中山 善弘 高知市 土佐市高岡町字アイソヲ甲670番外１筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年10月19日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年10月19日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度
第104号 東村 泰明 高知市 南国市岡豊町小篭字土居593番１外２筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年10月12日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年10月12日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度
第102号 坂本 昌史 幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町浮鞭字社4024番



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年10月８日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２
年
度 

第101号 畑山 稔 香南市 
香南市野市町下井字ラノ丸 382 番２外１

筆 

２ 認可年月日 

令和２年10月８日 

 



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年９月29日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年９月29日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第97号 橋田 和男 四万十市 四万十市具同字亀尻4906番１外３筆

第98号
株式会社

下村青果商会
南国市 南国市東崎字中祈年312番外６筆

第99号 中山 善弘 高知市 土佐市高岡町字領家甲446番外１筆

第100号 国繁 里奈 土佐市 土佐市用石字西ノ土居810番１



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年９月24日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年９月24日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第93号 佐藤 嘉治 安芸市 安芸市赤野字湊田乙213番１外１筆

第94号 長野 良孝 安芸市 安芸市穴内字ハヱノ内甲747番１外３筆

第95号 株式会社岡宗農園 安芸市 室戸市羽根町字大田谷甲136番１外１筆

第96号 西山 佳宏 安芸郡安田町 安芸郡安田町安田字北大野3103番



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年９月14日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年９月14日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度

第92号
有限会社

おおぐし農園
宿毛市

幡多郡三原村上下長谷字桜ガ谷 254 番外

３筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年９月１日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年９月１日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第89号 山﨑 桃子 高知市 香南市夜須町坪井字坪井谷1112番１

第90号 浜田 信幸 四万十市 四万十市具同字池田4423番外１筆

第91号 矢野 弘秋 幡多郡黒潮町 四万十市具同字西池田4344番



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年８月26日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年８月26日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第86号 福井 雅一 高知市 南国市廿枝字宮ケ内1315番１

第87号 株式会社岡宗農園 安芸市 室戸市羽根町字平野山甲3039番 124

第88号 村田 雄一郎 高岡郡四万十町 高岡郡四万十町七里字川久保乙227番



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年８月14日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年８月14日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度

第85号 長谷川 慎治 安芸郡東洋町
安芸郡東洋町野根字中島丁 185 番イ外３

筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年８月４日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年８月４日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度

第84号 有限会社北らいす 香南市
香南市野市町土居字岡崎 1124 番２外１

筆



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年７月31日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年７月31日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２

年

度

第75号
農事組合法人

ファームなかつの
宿毛市 宿毛市中角字古殿765番外２筆

第76号
有限会社

おおぐし農園
宿毛市 幡多郡黒潮町田野浦字本田3214番

第77号
農事組合法人

小川アグリ
幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町加持字三栄4447番外３筆

第78号 久家 正一 南国市 香南市野市町土居字福永189番１外５筆

第79号 恒石 忠司 南国市 南国市田村字高樋甲96番外９筆

第80号 恒石 忠司 南国市 南国市田村字高樋甲103番

第81号 株式会社ながおか 南国市 南国市陣山字三町975番２外21筆

第82号 株式会社ながおか 南国市 南国市西山字末次丸158番１

第83号 株式会社岡宗農園 安芸市
室戸市羽根町字タノヲノ畝甲 98 番２外

１筆



 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年７月27日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第67号 中山 善弘 高知市 土佐市高岡町字中竜雲甲 81番１外１筆 

第68号 中山 善弘 高知市 土佐市高岡町字アイソヲ甲 672番 

第69号 株式会社にしごみ 高知市 高知市春野町弘岡下字弘田 2874番 

第70号 福永 宏輝 土佐市 土佐市用石字鍛治給 201番１外１筆 

第71号 
営農支援センター 

四万十株式会社 
高岡郡四万十町 

高岡郡四万十町口神ノ川字壱町切 1688

番外１筆 

第72号 

岡村 康博 高岡郡四万十町 
高岡郡四万十町宮内字弓場ノ元 1976 番

外３筆 

井東 輝夫 高岡郡四万十町 
高岡郡四万十町宮内字彼岸田 1990 番外

１筆 

第73号 倉澤 正俊 安芸郡安田町 安芸郡安田町唐浜字祖母ケ屋敷 2825番 

第74号 西岡 賢一 安芸郡安田町 安芸郡安田町唐浜字大地蔵 2837番 

２ 認可年月日 

令和２年７月27日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年７月６日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第63号 
農事組合法人 

小川アグリ 
幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町加持字本山 4604番 

第64号 
農事組合法人 

小川アグリ 
幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町加持字三島 4733番 

第65号 
農事組合法人 

小川アグリ 
幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町加持字三島 4731番外３筆 

第66号 酒井 博一 幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町入野字平成 7068番外１筆 

２ 認可年月日 

令和２年７月６日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年６月30日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第56号 小松 忠志 南国市 南国市堀ノ内字東石関 197番外３筆 

第57号 株式会社ながおか 南国市 南国市三畠字岩木 896番外３筆 

第58号 

宮脇 圭二 高岡郡四万十町 
高岡郡四万十町仁井田字西影田 1062 番

外１筆 

松岡 龍一 高岡郡四万十町 
高岡郡四万十町中ノ越字ソヲノカイ 205

番外１筆 

第59号 
営農支援センター 

四万十株式会社 
高岡郡四万十町 

高岡郡四万十町市生原字夏ヤケ 888 番外

２筆 

第60号 

窪田 誠之 高岡郡四万十町 
高岡郡四万十町与津地字岡崎ノ鼻 1670

番外７筆 

窪田 三清 高岡郡四万十町 
高岡郡四万十町与津地字赤稲尻 310 番１

外１筆 

第61号 橋田 和男 四万十市 四万十市具同字下モ北澤 4516番外４筆 

第62号 矢野 弘秋 幡多郡黒潮町 四万十市具同字池田 4420番外 22筆 

２ 認可年月日 

令和２年６月30日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年６月24日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第50号 
農業生産法人 

株式会社ゆず組合 
安芸郡馬路村 

安芸郡馬路村馬路字日ノ地谷 270 番１外

２筆 

第51号 松田 悌秀 安芸郡田野町 安芸郡田野町字千福 964番外１筆 

第52号 山本 修 高知市 高知市布師田字木ノ坪 460番１外１筆 

第53号 川村 淳 高知市 
高知市春野町弘岡下字木ノ瀬 14 番４外

２筆 

第54号 中島 大輔 高知市 高知市介良字小潮田丙 1537番１外２筆 

第55号 倉橋 康宏 土佐市 土佐市塚地字大畠 45番１外３筆 

２ 認可年月日 

令和２年６月24日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年６月23日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第45号 山本 修平 高知市 香南市野市町下井字ムノ丸 968番外２筆 

第46号 山本 晋佑 南国市 南国市田村字フスボリ乙 2317番外３筆 

第47号 
営農支援センター

四万十株式会社 
高岡郡四万十町 

高岡郡四万十町奈路字ナカヂ 664 番外２

筆 

第48号 橋本 穣太郎 高岡郡四万十町 
高岡郡四万十町興津字森ノ前 3687 番外

４筆 

第49号 福永 守恭 高岡郡中土佐町 高岡郡中土佐町大野見三ツ又 133番 

２ 認可年月日 

令和２年６月23日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年６月16日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２
年
度 

第44号 窪川 聖也 安芸郡田野町 安芸郡安田町東島字南島 425番 

２ 認可年月日 

令和２年６月16日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年６月８日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第42号 山本 修平 高知市 
香南市野市町下井字ムノ丸 953 番１外１

筆 

第43号 岡﨑 雅光 南国市 南国市三畠字横山 402番１ 

２ 認可年月日 

令和２年６月８日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年６月４日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第40号 塩田 雅也 幡多郡黒潮町 
幡多郡黒潮町入野字横ノ浜 7314 番１外

３筆 

第41号 山﨑 智也 四万十市 四万十市坂本字馬場谷 229番ロ外 21筆 

２ 認可年月日 

令和２年６月４日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年６月３日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第30号 梅原 一郎 吾川郡いの町 
高知市春野町弘岡上字壱町畠 553 番外１

筆 

第31号 前田 憲孝 吾川郡いの町 高知市春野町弘岡下字久万ノ前 1954番 

第32号 中島 大輔 高知市 高知市介良字池ノ丸丙 1281番１外５筆 

第33号 中島 大輔 高知市 高知市介良字外白水丙 874番５外６筆 

第34号 揚田 一広 吾川郡いの町 
高知市春野町弘岡下字井ノ上 1568 番外

３筆 

第35号 内原 史雄 土佐清水市 土佐清水市宗呂字下新改丙 918番外１筆 

第36号 
農事組合法人 

ふぁー夢宗呂川 
土佐清水市 土佐清水市宗呂字下新改丙 902番 

第37号 山本 修 高知市 
南国市岡豊町中島字ミトロ 544 番１外６

筆 

第38号 松村 和明 南国市 
南国市岡豊町小篭字馬都賀 670 番１外２

筆 

第39号 坂本 勝明 安芸郡田野町 
安芸郡安田町安田字西大野 2862 番外３

筆 

２ 認可年月日 

令和２年６月３日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年５月26日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第18号 寺岡 雄大 高岡郡越知町 高岡郡越知町越知字ダバ乙 809番外５筆 

第19号 中平 靖浩 土佐市 土佐市蓮池字白川 6313番 

第20号 酔鯨酒造株式会社 高知市 土佐市岩戸字七反田 1739番外１筆 

第21号 三宮 君生 土佐市 土佐市甲原字豊田 450番１外 16筆 

第22号 谷平 真紀 吾川郡いの町 土佐市蓮池字北伏尾 3339番外１筆 

第23号 石元 康水 土佐市 
土佐市高岡町字一町田乙 2097 番１外２

筆 

第24号 中山 善弘 高知市 土佐市新居字塩走 4204番１外２筆 

第25号 中山 善弘 高知市 土佐市高岡町字アイソヲ甲 673番外２筆 

第26号 坂本 優一 高岡郡四万十町 高岡郡四万十町奈路字ナカヂ 659番 

第27号 西井 健夫 高岡郡四万十町 高岡郡四万十町宮内字彼岸田 1993番２ 

第28号 
農事組合法人 

六反地ファーム 
高岡郡四万十町 

高岡郡四万十町六反地字桑原 451 番外２

筆 

第29号 
農事組合法人藤ノ

川ファーマーズ 
高岡郡四万十町 高岡郡四万十町藤ノ川字島田 18番 

２ 認可年月日 

令和２年５月26日 

 



（案１） 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年５月14日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第15号 平岡 大助 安芸郡北川村 安芸郡北川村野友字倉ノ内乙 642番 

第16号 中島 大輔 高知市 高知市介良字沖ノ丸丙 933番１外１筆 

第17号 中島 大輔 高知市 高知市介良字沖ノ丸丙 931番１外１筆 

２ 認可年月日 

令和２年５月14日 

 



 

 

農用地利用配分計画の認可の公告 

 

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。 

令和２年４月30日 

高知県知事 濵田 省司    

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

申請年度 

及び番号 

貸借権の設定等を受ける者 
貸借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

２

年

度 

第２号 戸梶 智之 南国市 南国市稲生字沢 2273番 

第３号 川添 建太郎 南国市 南国市田村字土居ケ内乙 1788番外９筆 

第４号 川添 建太郎 南国市 南国市堀ノ内字古流曾 273番ニ外６筆 

第５号 有限会社前田 南国市 南国市立田字表中内 425番１外 31筆 

第６号 小松 忠志 南国市 
南国市田村字カマゲタ乙 2216 番２外８

筆 

第７号 久家 正一 南国市 南国市田村字岩松乙 1901番１外 11筆 

第８号 株式会社ながおか 南国市 南国市西山字松原丸 39番外 10筆 

第９号 小松 忠志 南国市 南国市立田字北原 2941番 

第10号 中野 翔 幡多郡黒潮町 幡多郡黒潮町浮鞭字新田 3983番外３筆 

第11号 
有限会社 

おおぐし農園 
宿毛市 

幡多郡黒潮町田野浦字赤ハゲ 664 番２外

４筆 

第12号 農事組合法人三崎 土佐清水市 土佐清水市下益野字川添 751番１外３筆 

第13号 矢野 弘秋 幡多郡黒潮町 四万十市具同字西大坪 3733番外 26筆 

第14号 宇田 圭佑 香美市 
香美市香北町日比原字土居前 95 番・96

番合併外 11筆 

２ 認可年月日 

令和２年４月30日 



農用地利用配分計画の認可の公告

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社から申請があった農用地利用

配分計画について、次のとおり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項の認可をした。

令和２年４月20日

高知県知事 濵田 省司

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和２年４月20日

申請年度

及び番号

貸借権の設定等を受ける者
貸借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

２
年
度

第１号 杉村 太次朗 高知市 高知市介良字丸山乙904番１


