
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 12月 25日 

富山県知事  新 田  八 朗 

 

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 

農事組合法人ヤナギデラ 富山市 富山市水橋開発町 35 外 13筆 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市大山上野 91 外 10筆 

合田 初雄 富山市 富山市大井 202 

河原 拓也 富山市 富山市太田南町 1-2 

農事組合法人宮川中部営農組合 富山市 富山市婦中町田屋 1300 外 21筆 

柳瀬 政之 富山市 富山市万願寺 113 外 21筆 

農事組合法人ＫＥＫ 富山市 富山市八尾町小長谷 244 外 252筆 

南 芳広 富山市 富山市布目 4128 外 1筆 

榮 勇人 富山市 富山市大塚西 40 外 23筆 

農事組合法人町袋営農組合 富山市 富山市町袋 791-1 外 69筆 

農事組合法人金山新営農 富山市 富山市金山新中 282-1 

農事組合法人ファーム平榎 富山市 富山市平榎字二番割 10 外 8筆 

農事組合法人春日営農 高岡市 高岡市戸出春日 115 外 3筆 



農事組合法人国吉活性化センター 高岡市 高岡市八口 207 外 4筆 

農事組合法人手洗野・月野谷 高岡市 高岡市国吉 1116-1 外 14筆 

合同会社ファーム中山 高岡市 高岡市四日市 482 外 5筆 

株式会社クボタファーム紅農友会 高岡市 高岡市西藤平蔵 292 外 89筆 

株式会社ＪＡアグリサポート高岡 高岡市 高岡市大源寺 14 外 7筆 

農事組合法人ふたがみ 高岡市 高岡市二上町 633 外 13筆 

樽蔵産業株式会社 高岡市 高岡市福岡町下老子 52 

株式会社宮野営農 砺波市 高岡市東保新 4 外 4筆 

清都 和文 高岡市 高岡市戸出放寺 15-1 外 6筆 

常木 準 高岡市 高岡市戸出西部金屋 399 外 17筆 

小坂 静子 魚津市 魚津市島尻 956-1 外 28筆 

池田 重光 魚津市 魚津市石垣新 3383 

北田 直喜 魚津市 魚津市三田 502 外 7筆 

農事組合法人はやつき 滑川市 滑川市中村 332 外 7筆 

農事組合法人みのりファーム追分 滑川市 滑川市大掛 2258-1 外 2筆 

農事組合法人グリーンサポート滑川 滑川市 滑川市赤浜 26-1 外 12筆 

農事組合法人出島 黒部市 黒部市出島東島 60-1 外 548筆 

Ｒ＆Ｖのざわ農場株式会社 黒部市 黒部市六天 1180-1 外 228筆 

高村 茂良 黒部市 黒部市六天 1184-2 外 20筆 

農事組合法人前山 黒部市 黒部市宮沢 88 外 5筆 

合同会社斎藤農園 南砺市 砺波市坪野 33 外 4筆 



農事組合法人となみ農研 砺波市 砺波市高波 1391 外 1筆 

農事組合法人天正営農組合 砺波市 砺波市庄川町天正 475 

小西 喜孝 砺波市 砺波市上中野 491 外 5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 39 

大西 義孝 小矢部市 小矢部市宇治新 182-2 外 36筆 

株式会社中友農産 小矢部市 小矢部市金屋本江 214-1 外 15筆 

出合 正虎 小矢部市 小矢部市水牧 105-1 外 6筆 

農事組合法人次郎丸営農組合 南砺市 南砺市北野 231 外 9筆 

有限会社梅本農産 南砺市 南砺市上津 751-1 外 1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 72 

アグリカル野原株式会社 南砺市 南砺市野原 104 外 2筆 

旅川農産有限会社 南砺市 南砺市八塚 372 外 6筆 

河合 正人 南砺市 南砺市田尻 63-1 外 1筆 

有限会社ファームズエンジニア福光 南砺市 南砺市田中 630 

農事組合法人サカタニ農産 南砺市 南砺市野尻 1543-1 外 3筆 

齊藤 一夫 南砺市 南砺市荒木 268 外 16筆 

農事組合法人石黒営農 南砺市 南砺市法林寺 200-1 外 74筆 

百生 真 南砺市 南砺市焼野 4 

トレボー株式会社 南砺市 南砺市立野原西 1085 外 5筆 

農事組合法人和泉営農 南砺市 南砺市法林寺 577 外 3筆 

小椙 博史 南砺市 南砺市本江 390-1 外 15筆 



株式会社渋谷農園 南砺市 南砺市苗島 383 

農事組合法人祖谷営農 南砺市 南砺市祖谷 557-2 外 8筆 

荒木 徳次 射水市 射水市生源寺 749 外 2筆 

表 豊 射水市 射水市白石 521 外 4筆 

農事組合法人みとだ営農 射水市 射水市水戸田 373 外 149筆 

南 市彦 射水市 射水市本江南 90 外 4筆 

堀川 英雄 射水市 射水市加茂中部 165 外 4筆 

農事組合法人ファームふたくち 射水市 射水市市井 312 外 16筆 

三原 清忠 射水市 射水市本江北 50 外 3筆 

吉岡 孝洋 射水市 射水市本江中 35 外 1筆 

大西 安孝 射水市 射水市本江中 97 

栗山 洋子 射水市 射水市本江南 17 外 8筆 

アコンド・ムハマド・ムシュフィクジャ

マン 
射水市 射水市黒河前田 1444-1 外 3筆 

松木 忠吉 射水市 射水市戸破神明 280 

有限会社井原アグリサービス 上市町 中新川郡上市町女川 196 

蒼ファーム株式会社 入善町 下新川郡入善町田中 212 外 5筆 

田中 賢次 入善町 下新川郡入善町田中 251 外 1筆 

田中 茂 入善町 下新川郡入善町田中 252 外 3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 279 外 14筆 

田中 誠 入善町 下新川郡入善町田中 518-1 外 6筆 



農事組合法人うぶすな 入善町 下新川郡入善町上野 2560 外 3筆 

農事組合法人ロスカンぺシーノ道市 入善町 下新川郡入善町道市 20-1 外 7筆 

杉原 勇 入善町 下新川郡入善町吉原 661-1 

有限会社アグリゴールド矢木 入善町 下新川郡入善町東狐 35 外 33筆 

竹田 章二 入善町 下新川郡入善町神子沢 309-1 

有限会社北斗農産 入善町 下新川郡入善町五十里 37 外 1筆 

株式会社アグリたきもと 入善町 下新川郡入善町芦崎 301-1 外 21筆 

株式会社アグリライズ南保 入善町 下新川郡入善町上飯野 627-1 外 5筆 

株式会社細田農産 入善町 下新川郡入善町上飯野 780-1 

コハク株式会社 入善町 下新川郡入善町小摺戸 124-1 外 18筆 

早川 隆一 入善町 下新川郡入善町新屋 1836 外 2筆 

農事組合法人源 入善町 下新川郡入善町墓ノ木 305-2 

大田 恭嗣 入善町 下新川郡入善町椚山新 151 外 6筆 

田又 雅之 入善町 下新川郡入善町田ノ又 175 外 2筆 

米田 勇太 入善町 下新川郡入善町横山 117 外 7筆 

農事組合法人ふじわら 入善町 下新川郡入善町藤原 70-1 

羽黒 智 入善町 下新川郡入善町舟見 18 外 14筆 

有限会社アグリおがわ 入善町 下新川郡入善町今江 14 外 6筆 

長原 圴 入善町 下新川郡入善町古林 126 外 1筆 

大井 義和 朝日町 下新川郡朝日町月山 468 外 4筆 

柳澤 慶幸 朝日町 下新川郡朝日町山崎 379 外 1筆 



坂本 伸治 朝日町 下新川郡朝日町下山新 194 外 6筆 

道用 孝志 朝日町 下新川郡朝日町竹ノ内 45 外 5筆 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町越 495-1 外 13筆 

七沢 勘一 朝日町 下新川郡朝日町殿町 327 外 17筆 

株式会社いただきます 朝日町 下新川郡朝日町南保町 218 外 8筆 

有限会社アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町草野 161-1 外 32筆 

有限会社クリーンみず穂 朝日町 下新川郡朝日町赤川 12-1 外 4筆 

株式会社ＴＡＧＯＳＡＫＵ 朝日町 下新川郡朝日町赤川 41 外 28筆 

有限会社サンライス青木 朝日町 下新川郡朝日町月山 20 外 10筆 

株式会社マッキーファーム 朝日町 
下新川郡朝日町笹川北角地 1043-2 

外 3筆 

稲垣 博 朝日町 下新川郡朝日町殿町 44 外 2筆 

農事組合法人かなやま 朝日町 下新川郡朝日町殿町 568 外 1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 588-1 外 18筆 

小澤 孝宏 朝日町 下新川郡朝日町殿町 730 外 12筆 

上不 一夫 朝日町 下新川郡朝日町山崎新 16 外 1筆 

 

２ 認可年月日 

令和２年 12月 25日（金） 


