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告 示

島根県告示第151号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援

医療機関を次のとおり指定したので、同法第69条第１号の規定により告示する。

平成28年３月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

自立支援医療の種類 指定年月日
指 定 自 立 支 援 医 療 機 関

名 称 所 在 地

医療法人やました整形外科 安来市南十神町17－１ 育成医療 平成28年２月１日

更生医療

さくらクリニック益田 益田市乙吉町イ102－１ 精神通院医療 平成28年３月１日

とまと薬局こくふ店 浜田市国分町1981－348 育成医療 平成28年３月１日

更生医療

精神通院医療

訪問看護ステーションくるみ 松江市黒田町30－４ 精神通院医療 平成28年３月１日

島根県告示第152号

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５項の規定により告示する。

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。

平成28年３月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 認可に係る農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける土地
賃借権の設定等を受ける者

氏名又は名称 住 所

農事組合法人 上阿宮ファーム 出雲市斐川町阿宮301－１ 出雲市上島町字和久輪2893－１外９筆

ＪＡいずもアグリ開発 株式会社 出雲市今市町106－１ 出雲市高岡町1223外19筆

松井 幸男 出雲市武志町186 出雲市武志町843－１外10筆

原 信司 出雲市荒茅町3275 出雲市荒茅町3550

高橋 文義 出雲市武志町1164 出雲市東林木町1072外１筆

三島 清三 出雲市稲岡町50 出雲市荻杼町77外２筆

渡部 優 出雲市高松町601 出雲市高松町357外12筆

立脇 務 出雲市天神町779 出雲市白枝町35外12筆

岸 勝範 出雲市白枝町767 出雲市白枝町124外２筆

伊藤 義徳 出雲市高松町426 出雲市高松町476外６筆

岡 俊繁 出雲市平田町3709 出雲市灘分町1843外７筆

農事組合法人 小島西営農組合 出雲市灘分町1968－２ 出雲市灘分町2082－３外４筆

遠藤 豊治 出雲市灘分町1872 出雲市灘分町1925－１
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農事組合法人 ししじの郷はくいし 松江市宍道町白石664－１ 松江市宍道町白石224－１外72筆

狩野 和由 松江市宍道町上来待2034 松江市宍道町西来待388－２外１筆

日置 正春 松江市東出雲町須田704 松江市大草町471－２外５筆

農業生産法人 ライスフィールド有限会 松江市下佐陀町1349 松江市大野町235外12筆

社

野津 毅 松江市大井町450 松江市朝酌町字尾添129外２筆

カンドーファーム株式会社 松江市古曽志町307－１ 松江市東長江町691－１外３筆

加藤 幹夫 松江市大垣町1899 松江市大垣町字重里994

小林 勇夫 松江市黒田町138 松江市薦津町582

持田 光敏 松江市乃白町152 松江市乃白町字飛石342－２

加藤 正人 松江市東出雲町下意東2433 松江市東出雲町下意東字穂付平2451－１

農事組合法人 いなしろ 浜田市弥栄町稲代108－２ 浜田市弥栄町稲代194－１外112筆

串崎 昭徳 浜田市弥栄町稲代96 浜田市弥栄町稲代408－１外７筆

岡本 健治 浜田市金城町追原781 浜田市金城町入野イ639－１外１筆

合同会社 アグリ米ブリッジ 益田市白上町イ598－２ 益田市白上町イ838外28筆

農事組合法人 そえだに 鹿足郡津和野町添谷123－１ 益田市神田町ロ542－１外13筆

加藤 正良 益田市美都町仙道246 益田市美都町仙道2743外２筆

農事組合法人 とよた園芸場 益田市白上町イ89 益田市喜阿弥町イ488－４外３筆

堀江 啓太 益田市あけぼの本町11－17－４ 益田市美都町小原58－１外５筆

中村 太三郎 益田市遠田町1051－１ 益田市遠田町1655－３外３筆

農事組合法人 大釜谷農園 邑智郡邑南町日和1896 邑智郡邑南町日和1224－１外11筆

農事組合法人 星ヶ丘 邑智郡邑南町高見788－１ 邑智郡邑南町上原238－１外６筆

合同会社 夢ファーム口羽 邑智郡邑南町下口羽937－１ 邑智郡邑南町雪田344－２外16筆

原田 征 邑智郡邑南町市木448 邑智郡邑南町上田所1061－１外２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772外319筆

農事組合法人 上阿宮ファーム 出雲市斐川町阿宮301－１ 出雲市斐川町阿宮729－１外73筆

農事組合法人 ひむろの郷 出雲市斐川町神氷117－１ 出雲市斐川町出西2001外189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224－１外115筆

青木 千吉 出雲市斐川町出西1009 出雲市斐川町出西806－１外41筆

岡田 征記 出雲市斐川町求院793 出雲市斐川町併川字千家1428－３外15筆

古川 周二 出雲市斐川町中洲486 出雲市斐川町福富656外31筆

周藤 幸夫 出雲市斐川町沖洲190 出雲市斐川町沖洲303外９筆

錦織 健治 出雲市斐川町中洲670 出雲市斐川町沖洲460外33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29外12筆

金築 芳明 出雲市斐川町三分市3201 出雲市斐川町三分市3597－１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1097外12筆

原 志男 出雲市斐川町学頭967 出雲市斐川町学頭597外３筆

農事組合法人 なおえファーム 出雲市斐川町直江343 出雲市斐川町上直江46－１外２筆

山根 正一 出雲市斐川町直江4765 出雲市斐川町直江4886－１外１筆

立岩 勝之 出雲市斐川町坂田1236 出雲市斐川町中洲1650外12筆

熱田 辰政 出雲市斐川町黒目1970 出雲市斐川町黒目1901外２筆

原 猪隆 出雲市斐川町原鹿1663 出雲市斐川町原鹿1639外２筆
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湯原 良吉 出雲市斐川町併川354－２ 出雲市斐川町併川810－１外12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2027－１外１筆

木幡 幸夫 出雲市斐川町荘原1944 出雲市斐川町荘原1547外４筆

株式会社 勝部農産 出雲市斐川町神庭166 出雲市斐川町荘原656－１外17筆

猿木 秀樹 出雲市斐川町荘原1799 出雲市斐川町荘原406外３筆

農事組合法人 トムＴＯＭファーム 出雲市斐川町富村1478－３ 出雲市斐川町富村853－１外７筆

永戸 豊 出雲市斐川町出西2028 出雲市斐川町出西1503外８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2738外２筆

梶谷 治男 出雲市斐川町坂田297 出雲市斐川町三分市2740外２筆

安食 敏夫 出雲市斐川町坂田2493 出雲市斐川町坂田2801外４筆

有限会社 黒田農場 出雲市斐川町直江2016 出雲市斐川町直江4176外38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234外３筆

農事組合法人 くらしまファーム 出雲市斐川町美南1833 出雲市斐川町美南261

樋野 英徳 出雲市斐川町神氷1801 出雲市斐川町出西1425－１外５筆

有限会社 グリーンサポート斐川 出雲市斐川町中洲470 出雲市斐川町学頭1652－１外４筆

古川 俊枝 出雲市斐川町黒目1546 出雲市斐川町黒目615

伊藤 康孝 出雲市斐川町原鹿767 出雲市斐川町原鹿1304外１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1040外１筆

北村 勝巳 出雲市斐川町直江5070 出雲市斐川町上庄原字北田波1042外３筆

遠藤 善夫 出雲市斐川町併川193 出雲市斐川町併川623－３外１筆

山根 三郎 出雲市斐川町坂田1652 出雲市斐川町坂田2861

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1948外６筆

加本 秀男 出雲市斐川町富村1649－１ 出雲市斐川町富村1915外12筆

長岡 秀男 出雲市斐川町三分市4007 出雲市斐川町三分市3141－１

長瀬 博 出雲市斐川町学頭2280 出雲市斐川町学頭字畑谷3070－１外４筆

岡 俊繁 出雲市平田町3709 出雲市斐川町富村1240外６筆

江角 幸雄 出雲市斐川町原鹿826 出雲市斐川町原鹿1782

陰山 真 出雲市斐川町神氷146－２ 出雲市斐川町神氷60－１

農事組合法人 ファーム十六夜 出雲市斐川町美南1236 出雲市斐川町直江5090－２外108筆

農事組合法人 いあげ 出雲市斐川町鳥井42－１ 出雲市斐川町鳥井174－８外71筆

農事組合法人 土手町上ファーム 出雲市斐川町坂田1463 出雲市斐川町坂田726外113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647－７外85筆

農事組合法人 めぐみの郷東北 出雲市斐川町原鹿1967 出雲市斐川町原鹿2220外71筆

堀江 啓太 益田市あけぼの本町11－17－４ 益田市山折町143－３外３筆

永田 巳好 安来市赤江町239 安来市荒島町字原68外７筆

２ 認可年月日

平成28年３月８日

島根県告示第153号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出があ

ったので、同条第17項の規定により告示する。
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平成28年３月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

大田市波根町波根土地改良区

１ 就任した役員の氏名及び住所

理事

竹下 正幸 大田市波根町221番地１

岩谷 恒夫 大田市波根町1856番地

土山 恭一 大田市波根町527番地１

堀 悦進 大田市波根町1657番地２

岩谷 敏彦 大田市朝山町朝倉651番地

小谷 節夫 大田市波根町559番地１

大野 晃 大田市波根町2331番地２

小谷 守 大田市波根町321番地１

監事

加藤 敏幸 大田市波根町1821番地

塚田 孝 大田市波根町571番地６

２ 就任年月日

平成27年４月１日

３ 退任した役員の氏名及び住所

理事

竹下 正幸 大田市波根町221番地１

岩谷 恒夫 大田市波根町1856番地

土山 恭一 大田市波根町527番地１

堀 悦進 大田市波根町1657番地２

岩谷 敏彦 大田市朝山町朝倉651番地

小谷 節夫 大田市波根町559番地１

大野 晃 大田市波根町2331番地２

藤原 真 大田市波根町1944番地１

監事

加藤 敏幸 大田市波根町1821番地

塚田 孝 大田市波根町571番地６

島根県告示第154号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、平成28年２月26日付けで県営土地改良事業に係

る丹波地区の換地処分をしたので、同条第10項において読み替えて準用する同法第54条第４項の規定により告示する。

平成28年３月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

公 告
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都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成28年３月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 都市計画の種類

松江圏都市計画用途地域

２ 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

正 誤

平成28年１月８日付け島根県報第2,765号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

ページ 箇所 誤 正

20 公告の表中 1766 1767
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