
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２年４月 28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 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市中大浦 95-1 外 5筆 

南 芳広 富山市 富山市布目北 51 外 5筆 

藤井 健次 富山市 富山市布目 1069-1 外 3筆 

農事組合法人八幡営農 富山市 富山市寺島 354 外 3筆 

前田 弥一郎 富山市 富山市塩 109 外 2筆 

南 市彦 射水市 富山市利波 598 

大橋 芳信 富山市 富山市水橋大正字大正割 142-1 外 3筆 

農事組合法人サンライズ中曽根 高岡市 高岡市中曾根 989 外 1筆 

農事組合法人辻営農組合 高岡市 高岡市辻 173 外 1筆 

有限会社モリタグリーン農産 高岡市 高岡市下麻生 245 外 6筆 

農事組合法人仏生寺 氷見市 氷見市仏生寺 65 外 1筆 

農事組合法人いなづみ 氷見市 氷見市稲積 184 外 8筆 

堀田 光男 砺波市 砺波市上中野 339 外 1筆 



林 良紀 砺波市 砺波市鷹栖 707 外 20筆 

株式会社宇川農産 小矢部市 小矢部市水島 466-1 外 5筆 

農事組合法人山野第一ファームズ 南砺市 南砺市坪野 332 外 4筆 

齊藤 一夫 南砺市 南砺市荒木 1110-1 外 13筆 

株式会社みどりふぁーむ 南砺市 南砺市本江 2616-1 外 5筆 

有限会社梅本農産 南砺市 南砺市二日町 2049 外 15筆 

片岸 博 南砺市 南砺市吉江中 777 外 15筆 

農事組合法人サカタニ農産 南砺市 南砺市苗島 152 外 6筆 

株式会社渋谷農園 南砺市 南砺市苗島 403 外 4筆 

有限会社窪田農産 南砺市 南砺市一日市 19 外 17筆 

農事組合法人山田南部ファーム 南砺市 南砺市出村 46-1 

重原 一代嗣 南砺市 南砺市松原 37 外 2筆 

農事組合法人ファームつばたえ 射水市 射水市津幡江 19 外 4筆 

農事組合法人新田営農 射水市 射水市荒町 318 外 2筆 

荒木 徳次 射水市 射水市円池 5 外 8筆 

農事組合法人ファーム池多 射水市 射水市池多 80 ｰ 1 外 13筆 

農事組合法人大江営農組合 射水市 射水市戸破神田 4702 ｰ 1 外 4筆 

アコンド・ムハマド・ムシュフィク 

ジャマン 
射水市 射水市西高木 804 

株式会社ＡＬＩＶＥ－２１ 舟橋村 中新川郡舟橋村竹鼻 198 外 25筆 

稲生 貞吉 舟橋村 中新川郡舟橋村舟橋 113 外 1筆 



大角 一徳 入善町 下新川郡入善町青島 445-1 

有限会社高田農産 入善町 下新川郡入善町上野 2335-1 外 6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 724 外 40筆 

農事組合法人目川 入善町 下新川郡入善町目川 399 外 1筆 

ササラファーム株式会社 入善町 下新川郡入善町東狐 302 外 12筆 

沼田 隆司 入善町 下新川郡入善町東狐 1582 

竹田 章二 入善町 下新川郡入善町東狐 316-1 外 6筆 

浜田 善夫 入善町 下新川郡入善町東狐 604-1 外 8筆 

有限会社北斗農産 入善町 下新川郡入善町東狐 793-1 

有限会社グリーン森下 入善町 下新川郡入善町東狐 689-1 外 8筆 

開坂 恵一 入善町 下新川郡入善町高瀬 98 

宮島 照夫 入善町 下新川郡入善町下飯野新 39 

開坂 敏明 入善町 下新川郡入善町下飯野新 185 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 34-1 外 26筆 

嶋先 良昭 入善町 下新川郡入善町上飯野 1208 外 5筆 

屋木 昭彦 入善町 下新川郡入善町道古 190 外 5筆 

農事組合法人富山東部球根プラント 

組合 
入善町 下新川郡入善町板屋 104-1 外 1筆 

有限会社クリーンみず穂 朝日町 
下新川郡朝日町月山觀音田 508-1 

外 13筆 

有限会社アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町草野 35 外 22筆 

農事組合法人ふながわ 朝日町 下新川郡朝日町草野 21 



有限会社サンライス青木 朝日町 
下新川郡朝日町月山新大面 155-1 

外 29筆 

株式会社マッキーファーム 朝日町 下新川郡朝日町横崎新 62 外 45筆 

株式会社ＴＡＧＯＳＡＫＵ 朝日町 下新川郡朝日町山崎 222-1 外 14筆 

農事組合法人とのまち営農組合 朝日町 下新川郡朝日町殿町諏訪 1461 外 14筆 

上不 一夫 朝日町 下新川郡朝日町山崎 471 外 1筆 

道用 孝志 朝日町 下新川郡朝日町竹ノ内 238 外 3筆 

柏 慶太 朝日町 下新川郡朝日町細野 18-1 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町高畠 238-1 外 16筆 

荒尾 和彦 朝日町 下新川郡朝日町浜草野 7 外 1筆 

 

２ 認可年月日 

令和２年４月 28日（火） 


