
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４月 28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 

農事組合法人八幡営農 富山市 富山市八町西 77外 15筆 

有限会社土遊野 富山市 富山市葛原 195 外 12筆 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市婦中町田屋 1309 外 21筆 

片桐 満 富山市 富山市押上 109  

廣瀬 保彦 富山市 富山市小黒 121 外 1筆 

喜多 ひとみ 富山市 富山市中沖 489-1 外 3筆 

中村 清美 富山市 富山市中沖 473 外 5筆 

高野 徳之 富山市 富山市大塚東 342 外 8筆 

藤井 健次 富山市 富山市布目 1172 外 2筆 

株式会社糧の郷 富山市 富山市八尾町黒田 451-1 外 49筆 

有限会社ジェイエーとやまサービス 富山市 富山市上千俵町 836 外 4筆 

農事組合法人上麻生営農 高岡市 高岡市中田 178-1 

農事組合法人ファーム今市 高岡市 高岡市立野 1284-1 外 2筆 



明歩谷 喜一郎 魚津市 魚津市宮津下川原 305-1 外 1筆 

農事組合法人布施の里 魚津市 魚津市小川寺 481-1 外 39筆 

金川 芳明 魚津市 魚津市吉島 880-1 

宮坂 博一・希宗子 魚津市 魚津市六郎丸 162 外 10筆 

農事組合法人いなづみ 氷見市 氷見市間島 1731 

株式会社シムテック 氷見市 氷見市川崎 40  

農事組合法人中村 氷見市 氷見市中村上田 29-1 外 619筆 

農業生産法人株式会社 JAアグリひみ 氷見市 氷見市鞍川 1169-1 外 11筆 

農事組合法人天神 氷見市 氷見市阿尾 391-1 外 4筆 

農事組合法人ファーム蓮北 小矢部市 小矢部市石坂 32 

農事組合法人下川崎営農 小矢部市 小矢部市下川崎 195 外 5筆 

農事組合法人水落営農組合 小矢部市 小矢部市水落 158-1 外 3筆 

農事組合法人道明アグリ 小矢部市 小矢部市道明 140 外 2筆 

農事組合法人福野町圃場管理センタ

ー 
南砺市 南砺市森 100 外 4筆 

農事組合法人広谷営農 南砺市 南砺市広谷 219-1 外 1筆 

長谷川 勝 南砺市 南砺市才川七下田 811-1 外 9筆 

農事組合法人ファーム八乙女 南砺市 南砺市院瀬見 422 外 8筆 

荒山 進 南砺市 南砺市山田 176 外 3筆 

荒井 正秀 南砺市 南砺市竹林 340-1 外 5筆 

木村 正治 南砺市 南砺市二日町 2059 外 3筆 



柴田 嘉久 南砺市 南砺市北市 76  

岸澤 良一 南砺市 南砺市才川七上田 189-1 外 10筆 

堀 長聖 南砺市 南砺市才川七 2165 外 21筆 

齊藤 一夫 南砺市 南砺市荒木 388 外 67筆 

有限会社ファームズエンジニア福光 南砺市 南砺市開発 15 外 244筆 

片岸 博 南砺市 南砺市遊部 936-1 外 112筆 

上田 志郎 南砺市 南砺市舘 115 外 79筆 

有限会社窪田農産 南砺市 南砺市土生 66 外 6筆 

山腰 和信 南砺市 南砺市立野原西 3122 外 2筆 

農事組合法人 NSTアグリ 南砺市 南砺市中尾 115 外 46筆 

農事組合法人あんごの里 南砺市 南砺市安居 374-1 外 81筆 

農事組合法人和泉営農 南砺市 南砺市遊部川原 11-1 

沢田 文雄 南砺市 南砺市香城寺 573-1 外 8筆 

株式会社みどりふぁーむ 南砺市 南砺市柴田屋 224 外 12筆 

河合 朱希代 南砺市 南砺市安居 526 外 5筆 

農事組合法人新開発営農 射水市 射水市新開発 178-1 外 6筆 

表 豊 射水市 射水市白石 790 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 241-1 外 12筆 

若島 せつ子 入善町 下新川郡入善町小摺戸 1393 外 5筆 

中川 誠 入善町 下新川郡入善町椚山 345-1 外 9筆 

蒼ファーム株式会社 入善町 下新川郡入善町椚山 433 外 3筆 



有限会社ドリームファーム 入善町 下新川郡入善町椚山 1576 外 1筆 

羽黒 智 入善町 下新川郡入善町舟見 281 外 12筆 

米田 勇太 入善町 下新川郡入善町田ノ又 301-1 外 1筆 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町越 320 外 6筆 

柳澤 慶幸 朝日町 下新川郡朝日町山崎 531 外 7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 480-1 外 12筆 

農事組合法人かなやま 朝日町 下新川郡朝日町不動堂 1 外 7筆 

 

２ 認可年月日 

令和３年４月 28日  

 


