
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３年３月 29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 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市中大浦 125 外 29筆 

杉政 晴夫 富山市 富山市栗山 25-1 外 8筆 

株式会社茶木農場 富山市 富山市上大久保字茶畑割 50-2 外 26筆 

農事組合法人あねくら営農組合 富山市 富山市直坂 193 外 9筆 

農事組合法人ファームおぐら 富山市 富山市婦中町島田 453 

株式会社糧の郷 富山市 富山市八尾町黒田 152-1 外 21筆 

牧田 将義 富山市 富山市婦中町青島 427 

南 芳広 富山市 富山市八幡 28 

株式会社良樹深根 富山市 富山市笹津 117 外 12筆 

須田 龍矢 高岡市 高岡市戸出延島 24 外 10筆 

澤田 茂信 高岡市 高岡市戸出古戸出 35-1 外 6筆 

株式会社ＪＡアグリサポート高岡 高岡市 高岡市下麻生 28 外 22筆 

合同会社ファーム中山 高岡市 高岡市四日市 14-1 外 6筆 



荒谷 彰 高岡市 高岡市国吉 1024 外 1筆 

河合 寿 高岡市 高岡市下山田 102 

株式会社クボタファーム紅農友会 高岡市 高岡市和田 1216 外 12筆 

佐伯 洋一 高岡市 高岡市福岡町荒屋敷 38-1 外 20筆 

農事組合法人大滝ＡＣ 高岡市 高岡市福岡町大滝 100 外 34筆 

樽蔵産業株式会社 高岡市 高岡市福岡町下老子 1-1 外 10筆 

株式会社赤丸農産 高岡市 高岡市福岡町上向田 116 外 19筆 

農事組合法人下向田営農 高岡市 高岡市福岡町上向田 102 外 6筆 

岩田 裕太 高岡市 高岡市下麻生 286-1 

株式会社清都 高岡市 高岡市戸出竹 31 外 16筆 

石倉 隆幸 魚津市 魚津市下椿 187 外 8筆 

石橋 建夫 魚津市 魚津市金山谷 2557 外 6筆 

谷口 一雄 魚津市 魚津市佐伯 23 外 1筆 

林 清唯 魚津市 魚津市道坂 269 

米澤 陽一 魚津市 魚津市道坂 242-1 外 7筆 

廣瀬 繁子 魚津市 魚津市浅生 2004 外 6筆 

北田 直喜 魚津市 魚津市石垣新 3291 外 4筆 

小坂 芳夫 魚津市 魚津市袋 125-1 外 1筆 

小坂 郁雄 魚津市 魚津市大字下村木町沖田割 3691-2 外 9筆 

上田 健一 魚津市 魚津市慶野 262-1 

金川 芳明 魚津市 魚津市吉島 772 外 12筆 



宮坂 博一 魚津市 魚津市大海寺新 301 

小林 晃 魚津市 魚津市島尻 1357-1 外 33筆 

金坂 翔平 魚津市 魚津市浅生 2009 外 11筆 

農事組合法人早借営農組合 氷見市 氷見市早借 352 外 327筆 

藤林 久一 氷見市 氷見市宇波 245-1 外 1筆 

農事組合法人天神 氷見市 氷見市稲積 666 外 3筆 

株式会社シムテック 氷見市 氷見市園沖宮 650-1 外 11筆 

扇浦 竜昭 氷見市 氷見市指崎 207 外 1筆 

農事組合法人阿尾営農組合 氷見市 氷見市阿尾 92 

農事組合法人寺飯久保営農組合 氷見市 氷見市飯久保 162 外 1筆 

有限会社ファーム中田 氷見市 氷見市窪 1652-1 

株式会社中友農産 小矢部市 小矢部市西中 379 外 5筆 

有限会社カンダファーム 小矢部市 小矢部市平桜 6052 外 8筆 

有限会社サンファーム 小矢部市 小矢部市杉谷内 176 外 9筆 

株式会社宇川農産 小矢部市 小矢部市水島 278-1 外 25筆 

農事組合法人サンユーファーム 小矢部市 小矢部市下後亟 372-1 外 3筆 

有限会社フジサワ 小矢部市 小矢部市胡麻島 16-1 外 8筆 

農事組合法人五ケ営農組合 砺波市 砺波市庄川町五ケ 13 外 276筆 

農事組合法人東保営農組合 砺波市 砺波市八十歩 145 外 12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 54-1 

ミズキファーム株式会社 砺波市 砺波市苗加 359-1 外 11筆 



農事組合法人鷹栖７区 砺波市 砺波市鷹栖 319 外 57筆 

有限会社ヤマダ農産 砺波市 砺波市千保 139-1 外 6筆 

小倉 征一 砺波市 砺波市苗加 1386-1 外 23筆 

農事組合法人ガイアとなみ 砺波市 砺波市西中 558-1 外 4筆 

農事組合法人林中部営農組合 砺波市 砺波市小杉 428 外 26筆 

有限会社泰栄農研 砺波市 砺波市庄川町青島 458 外 6筆 

高崎 宰靖 砺波市 砺波市野村島 605 外 19筆 

農事組合法人大門営農組合 砺波市 砺波市大門 677-1 外 21筆 

株式会社センティア 砺波市 砺波市東中 376-1 外 1筆 

石田 智久 砺波市 砺波市大門 172 外 6筆 

有限会社荒木農園 砺波市 砺波市林 1031 外 4筆 

平木 崇 砺波市 砺波市太田 31 外 7筆 

農事組合法人太田西部 砺波市 砺波市太田 511 外 57筆 

森河 信朗 砺波市 砺波市野村島 316 

松本 幸伸 砺波市 砺波市秋元 142 外 3筆 

有限会社グリーンファーム荒木 砺波市 砺波市荒高屋 231-2 外 1筆 

有限会社堅田農園 砺波市 砺波市五郎丸 979 外 21筆 

農事組合法人東中東部営農組合 砺波市 砺波市東中 13-1 外 194筆 

農事組合法人頼成営農組合 砺波市 砺波市頼成 549-1 外 34筆 

林 誠 砺波市 砺波市頼成 460 外 1筆 

堀 稔穆 砺波市 砺波市柳瀬 492 



農事組合法人天正営農組合 砺波市 砺波市庄川町天正 217 外 2筆 

堀田 光男 砺波市 砺波市中野 567-1 外 2筆 

サウス株式会社 砺波市 砺波市柳瀬 850-1 外 1筆 

農事組合法人太田北部営農組合 砺波市 砺波市祖泉 159-1 外 176筆 

藤井 護 砺波市 砺波市庄川町庄 85 外 4筆 

渋谷 宏一 砺波市 砺波市鷹栖 1689-1 外 5筆 

横山 敬一 砺波市 砺波市中野 1191 外 4筆 

清水 正司 砺波市 砺波市高道 47-1 外 2筆 

農事組合法人荒屋営農組合 砺波市 砺波市高波 469 

株式会社宮野営農 砺波市 砺波市頼成新 176 外 29筆 

株式会社のぶた農城 砺波市 砺波市増山 697 外 4筆 

雄神農産株式会社 砺波市 砺波市安川 456 

農事組合法人梅ケ島農産 南砺市 南砺市梅ケ島 83-1 外 5筆 

蓑口 肇 南砺市 南砺市田尻 52-1 外 12筆 

小椙 博史 南砺市 南砺市野尻 103-1 外 8筆 

旅川農産有限会社 南砺市 南砺市石田 211 外 14筆 

河原 政雄 南砺市 南砺市松原 61 外 29筆 

株式会社みどりふぁーむ 南砺市 南砺市野尻 812-1 外 6筆 

農事組合法人サカタニ農産 南砺市 南砺市上川崎 206 外 1筆 

農事組合法人東殿営農組合 南砺市 南砺市東殿 883 外 7筆 

有限会社梅本農産 南砺市 南砺市高儀 350-1 外 4筆 



農事組合法人福野町圃場管理センタ

ー 
南砺市 南砺市梅ケ島 222-1 外 10筆 

山田 薫 南砺市 南砺市岩武新 260 外 20筆 

農事組合法人北斗西 南砺市 南砺市竹林 468-1 

岩倉 和弘 南砺市 南砺市雨潜 1 外 20筆 

勝田 大樹 南砺市 南砺市大鋸屋 169 外 20筆 

農事組合法人富山あんぽ柿共同加工 

センター 
南砺市 南砺市大鋸屋 180-1 外 54筆 

アグリカル野原株式会社 南砺市 南砺市野原 41-1 

谷川 有吉 南砺市 南砺市山見 1208-1 外 20筆 

農事組合法人石黒営農 南砺市 南砺市松木 126-1 外 1筆 

農事組合法人ファーム天神 南砺市 南砺市天神 87 外 156筆 

松井 竜也 南砺市 南砺市北市 203 

片山 昌作 南砺市 南砺市八塚 284-1 

有限会社さくさく村 南砺市 南砺市才川七 2175 外 22筆 

蓑口 潔 南砺市 南砺市田尻 148-1 外 4筆 

農事組合法人ファーム池多 射水市 射水市黒河 551‐2 

橋爪 明雄 射水市 射水市鏡宮 593‐2 

南 市彦 射水市 射水市本江北 401 外 3筆 

川端 誠 射水市 射水市鏡宮 563‐1 外 15筆 

アコンド・ムハマド・ムシュフィク 

ジャマン 
射水市 射水市山本新 60 外 2筆 

金 賢志 射水市 射水市川口宮袋入会地 川口 441 外 4筆 



農事組合法人ファームふたくち 射水市 射水市中村 68 外 8筆 

三原 清忠 射水市 射水市本江北 451-1 

有限会社たんぽぽ 射水市 射水市中野 6 外 3筆 

福井 哲三 立山町 中新川郡立山町利田 1192 

農事組合法人こがね 立山町 中新川郡立山町五郎丸 162-1 外 7筆 

農事組合法人下前沢営農組合 立山町 中新川郡立山町前沢 22 外 8筆 

山元 繁幸 立山町 中新川郡立山町上末 118 外 11筆 

アグリ立山株式会社 立山町 中新川郡立山町西大森 257 外 13筆 

崇田 登 立山町 中新川郡立山町西大森 96 外 4筆 

株式会社ライスヒル 入善町 下新川郡入善町神林 226-1 外 8筆 

株式会社中島農園 入善町 下新川郡入善町入膳 478 外 35筆 

有限会社ドリームファーム 入善町 
下新川郡入善町入膳上諏訪 4626-8 

外 37筆 

株式会社 Agri wave ikari 入善町 
下新川郡入善町入膳五十里田 10325 

外 31筆 

株式会社 Stay gold てらだファーム 入善町 下新川郡入善町田中 72-1 外 25筆 

蒼ファーム株式会社 入善町 下新川郡入善町田中 515-1 外 5筆 

五十里 和也 入善町 下新川郡入善町東五十里 175 外 13筆 

農事組合法人君島 入善町 下新川郡入善町東五十里 452-1 外 107筆 

有限会社高田農産 入善町 下新川郡入善町上野 271-1 外 20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 33-1 外 17筆 

田村 都朗 入善町 下新川郡入善町吉原 143 



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 212 外 3筆 

杉原 勇 入善町 下新川郡入善町吉原 498-1 外 15筆 

寶泉 幸男 入善町 下新川郡入善町吉原 955 

有限会社北斗農産 入善町 下新川郡入善町青木 560 外 12筆 

有限会社グリーン森下 入善町 下新川郡入善町青木 2159-1 外 4筆 

笹原 健次 入善町 下新川郡入善町木根 120 外 6筆 

有限会社アグリゴールド矢木 入善町 下新川郡入善町東狐 39 外 62筆 

株式会社細田農産 入善町 下新川郡入善町東狐 1024-1 外 105筆 

沼田 隆司 入善町 下新川郡入善町東狐 1566-1 外 1筆 

竹田 章二 入善町 下新川郡入善町高瀬 8-1 外 3筆 

米島 邦彦 入善町 下新川郡入善町下飯野新 44 

宮島 照夫 入善町 下新川郡入善町下飯野新 465 

株式会社アグリたきもと 入善町 下新川郡入善町下飯野 27-1 外 19筆 

囲 芳範 入善町 下新川郡入善町高畠 254-1 外 9筆 

篇原 征夫 入善町 下新川郡入善町五郎八 295 

株式会社アグリライズ南保 入善町 下新川郡入善町笹原 275-1 外 11筆 

大野 松良 入善町 下新川郡入善町上飯野 184 外 8筆 

滝本 智司 入善町 下新川郡入善町上飯野新 67 外 9筆 

秋元 浩 入善町 下新川郡入善町一宿 25 外 6筆 

若島 せつ子 入善町 下新川郡入善町若栗新 86 外 3筆 

有限会社米山農産 入善町 下新川郡入善町新屋 171-1 外 34筆 



米田 一明 入善町 下新川郡入善町新屋 453-2 外 1筆 

早川 隆一 入善町 下新川郡入善町新屋 1920-1 

吉野 秀一 入善町 下新川郡入善町新屋 2005-2 

有限会社ロッキーファーム 入善町 下新川郡入善町新屋 2256 外 19筆 

藤田 隆正 入善町 下新川郡入善町新屋 2736 外 31筆 

株式会社小路農産 入善町 下新川郡入善町浦山新 11-1 外 4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 246 外 30筆 

鬼原 仁志 入善町 下新川郡入善町浦山新 365 

杉田 章 入善町 下新川郡入善町小杉 641-3 外 5筆 

農事組合法人小杉 入善町 下新川郡入善町小杉 821 外 14筆 

中川 誠 入善町 下新川郡入善町椚山 426 

株式会社ファーム谷口 入善町 下新川郡入善町椚山 501 

大田 恭嗣 入善町 下新川郡入善町椚山新 230-1 外 5筆 

田又 雅之 入善町 下新川郡入善町荒又 69 外 7筆 

米田 勇太 入善町 下新川郡入善町横山 118 

羽黒 智 入善町 下新川郡入善町舟見 1043-1 外 7筆 

農事組合法人あいば 入善町 下新川郡入善町舟見 2158 外 12筆 

有限会社アグリおがわ 入善町 下新川郡入善町野中 48-1 外 3筆 

株式会社 sunny day farm 入善町 下新川郡入善町中沢 424 外 3筆 

農事組合法人うぶすな 入善町 下新川郡入善町上野 1380 

岩田 宜久 入善町 下新川郡入善町高瀬 20-1 外 1筆 



中田 久義 入善町 下新川郡入善町高畠 256-1 

寺林 邦雄 入善町 下新川郡入善町小摺戸 440-1 外 3筆 

株式会社高見農産 入善町 下新川郡入善町小杉 493 外 9筆 

農事組合法人はるか 入善町 下新川郡入善町春日 653-1 外 1筆 

有限会社クリーンみず穂 朝日町 下新川郡朝日町越 189 外 3筆 

七沢 勘一 朝日町 下新川郡朝日町山崎 81-1 外 2筆 

有限会社アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町草野 406-1 外 4筆 

山岡 知博 朝日町 下新川郡朝日町藤塚 267 

株式会社マッキーファーム 朝日町 下新川郡朝日町宮崎見崎 54 外 8筆 

株式会社ＴＡＧＯＳＡＫＵ 朝日町 下新川郡朝日町山崎 1071 外 20筆 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町谷 39 外 19筆 

柳澤 慶幸 朝日町 下新川郡朝日町山崎 814 外 29筆 

上不 一夫 朝日町 下新川郡朝日町山崎新 62 

 

２ 認可年月日 

令和３年３月 29日 


