
１　縦覧の期間 ： 令和2年 4 月 1 日 ～ 令和2年 4 月 7 日

２　農用地利用配分計画の概要 (*：同一地番は、期間借地によるもの)

長洲町大字清源寺字中島297

長洲町大字清源寺字中島274

長洲町大字清源寺字中島278

長洲町大字清源寺字中島249

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下1-4） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3186-1

長洲町大字清源寺字遠見下3247

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島7-1） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3179-4

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島8-5） 8 11

長洲町大字清源寺字元村117

長洲町大字清源寺字中島245-1

長洲町大字清源寺字中島259-3

長洲町大字清源寺字中島277

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島6-2） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島6-1） 8 11

長洲町大字清源寺字中島276

長洲町大字清源寺字中島331

長洲町大字清源寺字天神守212

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下2-1） 8 11

長洲町大字清源寺字中島264

長洲町大字清源寺字遠見下3182-2

長洲町大字清源寺字遠見下3182-3

長洲町大字清源寺字元村145

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下4-5） 8 11

　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
３項に基づき、下記の間、公益財団法人熊本県農業公社において公衆の縦覧に供する。

賃借権の設定等を受ける土地
貸借期間

年 月

長洲町大字清源寺字遠見下3184-2



長洲町大字清源寺字中島323

長洲町大字清源寺字中島324

長洲町大字清源寺字中島317

長洲町大字清源寺字中島318

長洲町大字清源寺字中島261

長洲町大字清源寺字中島316

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島8-4） 8 11

長洲町大字清源寺字元村159

長洲町大字清源寺字中島259-2

長洲町大字清源寺字元村174-1

長洲町大字清源寺字遠見下3212

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下1-1） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3179-1

長洲町大字清源寺字遠見下3179-6

長洲町大字清源寺字中島241

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下4-6） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3186-3

長洲町大字清源寺字遠見下3186-4

長洲町大字清源寺字中島307-2

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下4-4） 8 11

長洲町大字清源寺字中島265

長洲町大字清源寺字中島269

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下4-3） 8 11

長洲町大字清源寺字元村123

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下3-7） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3184-1

長洲町大字清源寺字遠見下3230

長洲町大字清源寺字元村165

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下3-6） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3180-5

長洲町大字清源寺字天神守209

長洲町大字清源寺字天神守211

長洲町大字清源寺字中島300

長洲町大字清源寺字天神守192

長洲町大字清源寺字中島298



（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島5-4） 8 11

長洲町大字清源寺字中島293

長洲町大字清源寺字中島294

長洲町大字清源寺字中島319

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島5-3） 8 11

長洲町大字清源寺字中島312

長洲町大字清源寺字中島313

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島5-2） 8 11

長洲町大字清源寺字中島254

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島8-6） 8 11

長洲町大字清源寺字中島322

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下3-2） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守232

長洲町大字清源寺字遠見下3183-1

長洲町大字清源寺字遠見下3266

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下1-3） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3181-3

長洲町大字清源寺字中島260

長洲町大字清源寺字天神守228

長洲町大字清源寺字遠見下3267-1

長洲町大字清源寺字遠見下3267-2

長洲町大字清源寺字遠見下3181-1

長洲町大字清源寺字遠見下3257

長洲町大字清源寺字中島268

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島7-6） 8 11

長洲町大字清源寺字元村149

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島7-5） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中道7-4） 8 11

長洲町大字清源寺字元村148

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島7-3） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3229

長洲町大字清源寺字元村158

長洲町大字清源寺字中島262

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島7-2） 8 11

長洲町大字清源寺字元村157



（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下1-6） 8 11

長洲町大字清源寺字元村169-1

長洲町大字清源寺字遠見下3180-3

長洲町大字清源寺字遠見下3248

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-1） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3180-1

長洲町大字上沖洲字名石浦902

長洲町大字上沖洲字名石浦909

長洲町大字上沖洲字名石浦695

長洲町大字上沖洲字名石浦699

長洲町大字上沖洲字名石浦691

長洲町大字上沖洲字名石浦693

長洲町大字清源寺字元村136

長洲町大字清源寺字元村143

長洲町大字上沖洲字名石浦692

長洲町大字上沖洲字名石浦694

長洲町大字清源寺字元村120

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島8-7） 8 11

長洲町大字清源寺字元村167

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-1） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島6-5） 8 11

長洲町大字清源寺字元村118

長洲町大字清源寺字遠見下3186-2

長洲町大字清源寺字中島240

長洲町大字清源寺字中島282-1

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島6-3） 8 11

長洲町大字清源寺字中島280

長洲町大字清源寺字中島281

長洲町大字清源寺字天神守213

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島6-4） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3187-1

長洲町大字清源寺字遠見下3187-2

長洲町大字清源寺字遠見下3184-5

長洲町大字清源寺字遠見下3186-5

長洲町大字清源寺字遠見下3184-4



長洲町大字清源寺字元村131

長洲町大字清源寺字元村129

長洲町大字清源寺字元村130

長洲町大字清源寺字元村156

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-6） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-5） 8 11

長洲町大字清源寺字元村154

長洲町大字清源寺字元村124

長洲町大字清源寺字元村125

長洲町大字清源寺字元村164

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-4） 8 11

長洲町大字清源寺字元村168

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-3） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守204

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-10） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-9） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守183

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-8） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守180

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-7） 8 11

長洲町大字清源寺字元村172

長洲町大字清源寺字中島308

長洲町大字清源寺字中島315

長洲町大字清源寺字天神守210

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-6） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守178

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-5） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守184

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-4） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守176

長洲町大字清源寺字天神守182

長洲町大字清源寺字中島329

長洲町大字清源寺字天神守175

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村10-3） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3178-2



長洲町大字清源寺字天神守225

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島8-3） 8 11

長洲町大字清源寺字中島251

長洲町大字清源寺字天神守218

長洲町大字清源寺字中島247

長洲町大字清源寺字中島250

長洲町大字清源寺字中島244

長洲町大字清源寺字中島246

長洲町大字上沖洲字名石浦685

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島8-2） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島8-1） 8 11

長洲町大字清源寺字天神守186

長洲町大字清源寺字中島267-1

長洲町大字清源寺字中島311

長洲町大字清源寺字中島259-4

長洲町大字清源寺字中島266

長洲町大字清源寺字天神守217

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島7-9） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字中島7-7） 8 11

長洲町大字清源寺字中島248

長洲町大字清源寺字中島263

長洲町大字清源寺字天神守203

長洲町大字清源寺字中島305

長洲町大字清源寺字中島306

長洲町大字清源寺字遠見下3178-4

（一時利用地：長洲町大字清源寺字遠見下3-1） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-9） 8 11

長洲町大字清源寺字遠見下3178-3

長洲町大字清源寺字元村142

長洲町大字清源寺字天神守185

長洲町大字清源寺字元村147

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-8） 8 11

（一時利用地：長洲町大字清源寺字元村11-7） 8 11


