
富山県公告 

 農用地利用配分計画の認可について 

 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５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。 

 

 令和元年 12月 27日 

富山県知事  石 井  隆 一 

 

１ 農用地利用配分計画の概要 

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 氏名又は名称 市町村 

榮 勇人 富山市 富山市大塚東122 外12筆 

農事組合法人あねくら営農組合 富山市 富山市寺家439-1 外13筆 

小森 正之 富山市 富山市八尾町井田329-1 外2筆 

株式会社糧の郷 富山市 富山市八尾町井田新110 

宇野 貴博 富山市 富山市中老田1425 

株式会社茶木農場 富山市 富山市東大久保542 

有限会社ファーム・ファーム 富山市 富山市二松字中島割562-1 外1筆 

農事組合法人下農番 富山市 富山市下番86 外4筆 

株式会社アシストファーミング 富山市 富山市婦中町持田626 外1筆 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市善名258 外89筆 

有限会社営農ワイエムアイ 富山市 富山市田畠57 

農事組合法人一歩二歩営農 高岡市 高岡市福岡町一歩二歩4 外24筆 

有限会社中山農産 高岡市 高岡市福岡町木舟101-1 外15筆 



樽蔵産業株式会社 高岡市 高岡市福岡町下老子194-1 外28筆 

株式会社クボタファーム紅農友会 高岡市 高岡市十二町島41 外24筆 

農事組合法人国吉活性化センター 高岡市 高岡市国吉730-1 外15筆 

農事組合法人手洗野・月野谷 高岡市 高岡市国吉1039 外5筆 

合同会社ファーム中山 高岡市 高岡市柴野133 外2筆 

河合 寿 高岡市 高岡市二塚105 

農事組合法人加納営農組合 氷見市 氷見市諏訪野5 外6筆 

農事組合法人グリーンサポート滑川 滑川市 滑川市田林86 外11筆 

農事組合法人前山 黒部市 黒部市山田新46 外10筆 

中村 友平 小矢部市 砺波市西中227－1 外4筆 

農事組合法人石坂営農組合 砺波市 砺波市東保209 外3筆 

藤井 護 砺波市 砺波市中野1051 

農事組合法人鷹栖西部 砺波市 砺波市鷹栖1224-1 外2筆 

藤井 英樹 砺波市 砺波市上中野404 外3筆 

農事組合法人林中部営農組合 砺波市 砺波市宮丸199-1 外5筆 

農事組合法人ファーム東宮森 砺波市 砺波市高波389 外4筆 

農事組合法人となみ農研 砺波市 砺波市高波669 

有限会社ヤマダ農産 砺波市 砺波市千保44-1 外6筆 

松本 幸伸 砺波市 砺波市秋元96-1 外5筆 

清水 正司 砺波市 砺波市高道14 外6筆 

雄神農産株式会社 砺波市 砺波市庄川町三谷24 外23筆 



農事組合法人頼成営農組合 砺波市 砺波市福山56 外24筆 

ミズキファーム株式会社 砺波市 砺波市苗加275-1 外6筆 

森河 信朗 砺波市 砺波市野村島185-1 外7筆 

遠藤 寿弥雄 砺波市 砺波市神島179 外6筆 

農事組合法人大門営農組合 砺波市 砺波市大門347 外15筆 

農事組合法人古上野シードファーム 砺波市 砺波市庄川町古上野92 外249筆 

農事組合法人院林営農組合 南砺市 南砺市院林18 外5筆 

旅川農産有限会社 南砺市 南砺市八塚424 外6筆 

農事組合法人サカタニ農産 南砺市 南砺市柴田屋西川原島5721-1 外21筆 

有限会社耕 小矢部市 南砺市本江95-1 外4筆 

農事組合法人となみ野自然食品組合 南砺市 南砺市梅ケ島169-3 外4筆 

河原 政雄 南砺市 南砺市梅ケ島95 外69筆 

農事組合法人福野町圃場管理センター 南砺市 南砺市三ツ屋93 外75筆 

農事組合法人梅ケ島農産 南砺市 南砺市三ツ屋95 外161筆 

杉原 宏治 南砺市 南砺市長源寺120 外1筆 

農事組合法人川除新営農組合 南砺市 南砺市長源寺133-1 外12筆 

農事組合法人和泉営農 南砺市 南砺市和泉4 外295筆 

農事組合法人田屋営農組合 南砺市 南砺市田屋56 外2筆 

岩倉 和弘 南砺市 南砺市田屋46 外6筆 

小椙 博史 南砺市 南砺市本江135-1 外8筆 

アグリカル野原株式会社 南砺市 南砺市野原90 外8筆 



農事組合法人在房 南砺市 南砺市広安800 

有限会社カナダ農園 南砺市 南砺市飛騨屋293 外7筆 

長谷川 慶一 南砺市 南砺市才川七1665-1 外19筆 

堀 長聖 南砺市 南砺市才川七上田189-1 外5筆 

西能 重一 南砺市 南砺市広安46 

西能 孝一 南砺市 南砺市広安42 外5筆 

農事組合法人宮新田 射水市 射水市梅木87 

農事組合法人高木営農組合 射水市 射水市高木26 外1筆 

南 市彦 射水市 射水市本江南139-１ 外3筆 

農事組合法人布目沢営農 射水市 射水市串田1256-１ 外10筆 

荒木 徳次 射水市 射水市円池137 外6筆 

熊西 秀充 射水市 射水市加茂西部26ｰ1 

農事組合法人殿村営農組合 射水市 射水市殿村66 

大角 一徳 入善町 下新川郡入善町青島40-1 外15筆 

株式会社 Staygold てらだファーム 入善町 下新川郡入善町田中144 外5筆 

蒼ファーム株式会社 入善町 下新川郡入善町田中299 

有限会社米山農産 入善町 下新川郡入善町上野1968 外35筆 

農事組合法人ロスカンぺシーノ道市 入善町 下新川郡入善町下上野12-1 外12筆 

杉原 勇 入善町 下新川郡入善町道市358 外6筆 

農事組合法人サンアグリ吉原 入善町 下新川郡入善町吉原40 外3筆 

有限会社北斗農産 入善町 下新川郡入善町青木27-1 外21筆 



有限会社アグリゴールド矢木 入善町 下新川郡入善町青木1564 外52筆 

有限会社グリーン森下 入善町 下新川郡入善町青木1619 外22筆 

農事組合法人富山東部球根プラント組合 入善町 下新川郡入善町木根118 外7筆 

株式会社細田農産 入善町 下新川郡入善町東狐364 外17筆 

農事組合法人フロンティア三島 入善町 下新川郡入善町神子沢146-2 

農事組合法人ソノケファーム 入善町 下新川郡入善町下飯野1-1 外1筆 

株式会社アグリたきもと 入善町 下新川郡入善町下飯野26 外150筆 

竹田 章二 入善町 下新川郡入善町五郎八23 外11筆 

株式会社アグリライズ南保 入善町 下新川郡入善町板屋194 外42筆 

滝本 智司 入善町 下新川郡入善町上飯野168 外11筆 

大野 松良 入善町 下新川郡入善町上飯野220 外2筆 

沼田 隆司 入善町 下新川郡入善町上飯野472-1 

秋元 満 入善町 下新川郡入善町小摺戸276 外8筆 

株式会社小路農産 入善町 下新川郡入善町小摺戸695 外4筆 

コハク株式会社 入善町 下新川郡入善町小摺戸835 外19筆 

寺林 寿司 入善町 下新川郡入善町小摺戸1456 外11筆 

秋元 浩 入善町 下新川郡入善町一宿149-1 外7筆 

有限会社ロッキーファーム 入善町 下新川郡入善町新屋1814-1 外7筆 

藤田 隆正 入善町 下新川郡入善町新屋2731 外2筆 

有限会社ビガーラスファーム 入善町 下新川郡入善町浦山新63 外20筆 

有限会社ドリームファーム 入善町 下新川郡入善町小杉202-2 外10筆 



中川 誠 入善町 下新川郡入善町椚山288-1 外3筆 

農事組合法人シムラアグリファーム 入善町 下新川郡入善町椚山新112 外2筆 

大田 恭嗣 入善町 下新川郡入善町田ノ又111 外3筆 

杉田 章 入善町 下新川郡入善町荒又198 外1筆 

米田 勇太 入善町 下新川郡入善町椚山新9-1 外10筆 

農事組合法人あいば 入善町 下新川郡入善町舟見23 外11筆 

有限会社ファームエースひばり野 入善町 下新川郡入善町舟見924-1 外3筆 

有限会社アグリおがわ 入善町 下新川郡入善町野中776 外4筆 

株式会社 sunny day farm 入善町 下新川郡入善町中沢196 外10筆 

酒井 利幸 入善町 下新川郡入善町今江284 外4筆 

有限会社アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町月山628 外15筆 

株式会社 TAGOSAKU 朝日町 下新川郡朝日町竹ノ内162-1 外10筆 

髙嶋 香織 朝日町 下新川郡朝日町高畠16-1 外3筆 

上不 一夫 朝日町 下新川郡朝日町山崎513-1 外4筆 

有限会社サンライス青木 朝日町 下新川郡朝日町桜町101 外9筆 

藤田 量司 朝日町 下新川郡朝日町三枚橋27 外3筆 

農事組合法人くぼた 朝日町 下新川郡朝日町窪田38 外10筆 

山岡 知博 朝日町 下新川郡朝日町藤塚121 外4筆 

株式会社いただきます 朝日町 下新川郡朝日町横崎新110 外3筆 

 

２ 認可年月日 

令和元年 12月 27日（金） 


