
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 12月 24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 

河原 堅一 富山市 富山市金山新西114-1 外16筆 

花木 啓二 富山市 富山市金山新西84-1 外１筆 

株式会社ＳＫファーマー 富山市 富山市打出175 外８筆 

株式会社農潤 富山市 富山市大井14 外３筆 

宮島 英幸 富山市 富山市大塚北12-1 外４筆 

原田 宗年 富山市 富山市八町中139 外１筆 

農事組合法人ふかだん 富山市 富山市八尾町深谷735 外70筆 

有限会社営農ワイエムアイ 富山市 富山市善名242 外６筆 

高畑 豊仁 高岡市 高岡市戸出西部金屋533 外１筆 

株式会社ＪＡアグリサポート高岡 高岡市 高岡市下伏間江255-1 外60筆 

農事組合法人いしつつみ農産 高岡市 高岡市石堤266 外34筆 

農事組合法人手洗野・月野谷 高岡市 高岡市国吉1483 外３筆 

河合 寿 高岡市 高岡市二塚1007 外１筆 



中山 進 高岡市 高岡市二上町500 外４筆 

金坂 厳 魚津市 魚津市吉野473-1 外６筆 

高倉 甚太郎 魚津市 魚津市青柳158 外７筆 

元起 周史 魚津市 魚津市小川寺913 外７筆 

金坂 翔平 魚津市 魚津市浅生2095-1 外９筆 

上田 健一 魚津市 魚津市弥源寺703 外１筆 

株式会社高慶農産  魚津市 魚津市吉野270 外３筆 

農事組合法人ゆかり営農組合 魚津市 魚津市川縁字西川原1287-7 

農事組合法人北八代営農組合 氷見市 氷見市北八代柿谷198 外５筆 

石坂 直樹 滑川市 滑川市大掛2208 外７筆 

農事組合法人出島 黒部市 黒部市出島村中島284 外４筆 

農事組合法人前山 黒部市 黒部市山田新148 外43筆 

農事組合法人新屋敷営農組合 砺波市 砺波市林1259-1 外２筆 

農事組合法人太田北部営農組合 砺波市 砺波市祖泉60 外14筆 

高崎 宰靖 砺波市 砺波市野村島579 外７筆 

ミズキファーム株式会社 砺波市 砺波市苗加113 外12筆 

嶋村 國昭 砺波市 砺波市苗加713 外４筆 

株式会社ｆｅｒｍｅ山川 砺波市 砺波市苗加844 外２筆 

株式会社フルール 砺波市 砺波市石丸350 

小西 十四一 砺波市 砺波市中野1077 外７筆 

飯田 輝一 砺波市 砺波市中野583-1 外１筆 



農事組法人狐島営農組合 砺波市 砺波市神島178 外12筆 

横山 敬一 砺波市 砺波市中野1199 外10筆 

淸原 好広 砺波市 砺波市上中野489-1 外２筆 

武部 秀一 砺波市 砺波市新明294-1 外３筆 

横山 重嗣 砺波市 砺波市中野314-1 外４筆 

有限会社グリーンファーム荒木 砺波市 砺波市五郎丸983-1 

農事組合法人林中部営農組合 砺波市 砺波市小杉15 外21筆 

農事組合法人おじま営農組合 砺波市 砺波市下中21 外４筆 

松本 幸伸 砺波市 砺波市秋元643 外４筆 

渋谷 宏一 砺波市 砺波市鷹栖81-1 外４筆 

農事組合法人鷹栖西部 砺波市 砺波市鷹栖1714-1 外４筆 

有限会社堅田農園 砺波市 砺波市五郎丸959 外３筆 

有限会社泰栄農研 砺波市 砺波市庄川町青島390-1 外33筆 

小幡 直也 砺波市 砺波市太郎丸170-1 外３筆 

株式会社のぶた農城 砺波市 砺波市頼成新73 外１筆 

農事組合法人権正寺営農組合 砺波市 砺波市権正寺168 

農事組合法人鷹栖７区 砺波市 砺波市鷹栖417 外１筆 

有限会社アグリワン薮波総合農場 小矢部市 小矢部市安養寺2232 外６筆 

有限会社耕 小矢部市 小矢部市西島104-1 外11筆 

株式会社中友農産 小矢部市 小矢部市金屋本江597-1 外９筆 

吉江 實 小矢部市 小矢部市下中208-1 外６筆 



株式会社宇川農産 小矢部市 小矢部市胡麻島100-1 外28筆 

農事組合法人内御堂 小矢部市 小矢部市経田1-1 外４筆 

株式会社みどりふぁーむ 南砺市 南砺市岩武新120 外13筆 

農事組合法人連代寺営農 南砺市 南砺市連代寺11 外44筆 

小椙 博史 南砺市 南砺市本江383-1 外32筆 

有限会社梅本農産 南砺市 南砺市本江530 外５筆 

有限会社カナダ農園 南砺市 南砺市飛騨屋197 外９筆 

農事組合法人梅ケ島農産 南砺市 南砺市梅ケ島244-1 

河原 政雄 南砺市 南砺市苗島25-1 外３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124-1 外14筆 

有限会社ファームズエンジニア福光 南砺市 南砺市福光黒石1085-1 外18筆 

株式会社渋谷農園 南砺市 南砺市八塚104 

旅川農産有限会社 南砺市 南砺市八塚101-1 外８筆 

大島 敬三 南砺市 南砺市神成811 外１筆 

農事組合法人ＮＳＴアグリ 南砺市 南砺市大鋸屋529-1 外８筆 

堀 長聖 南砺市 南砺市才川七1487-1 外７筆 

齊藤 一夫 南砺市 南砺市荒木253-1 外11筆 

農事組合法人田屋営農組合 南砺市 南砺市田屋30 

田中 智浩 射水市 射水市七美1277 外48筆 

農事組合法人グリーンパイオニア下

村 

射水市 射水市白石173 外７筆 



農事組合法人殿村営農組合 射水市 射水市殿村460 外３筆 

進藤 久司 射水市 射水市加茂中部642 外４筆 

みなみの実株式会社 射水市 射水市本江後新字地蔵田76‐1 外７筆 

熊西 秀充 射水市 射水市七美1281 外７筆 

松田 八代枝 富山市 射水市本江西120 外２筆 

天岡 裕貴 富山市 中新川郡上市町荒田119 外10筆 

株式会社稲葉農園 上市町 中新川郡上市町郷柿沢699 外３筆 

碓井 繁 上市町 中新川郡上市町郷柿沢12-1 外32筆 

農事組合法人たぞえ 立山町 中新川郡立山町田添古宮250-1 外313筆 

崇田 登 立山町 中新川郡立山町西大森131 

株式会社テラサン 立山町 中新川郡立山町柴山111 外44筆 

蒼ファーム株式会社 入善町 下新川郡入善町田中69-1 外１筆 

金澤 正 入善町 下新川郡入善町上野978 外２筆 

株式会社中島農園 入善町 下新川郡入善町上野2693 外１筆 

有限会社北斗農産 入善町 下新川郡入善町木根96-1 外２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118 外16筆 

竹田 章二 入善町 下新川郡入善町神子沢307-1 外１筆 

株式会社アグリたきもと 入善町 下新川郡入善町高瀬12-1 外４筆 

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新2 

上野 克憲 入善町 下新川郡入善町上飯野453 外１筆 

株式会社細田農産 入善町 下新川郡入善町上飯野1222 外１筆 



大角 一徳 入善町 下新川郡入善町上飯野新75-1 外12筆 

大野 松良 入善町 下新川郡入善町上飯野新171-1 

株式会社小路農産 入善町 下新川郡入善町小摺戸1075-1 外９筆 

秋元 満 入善町 下新川郡入善町一宿242 外８筆 

白又 正明 入善町 下新川郡入善町新屋945 外２筆 

早川 隆一 入善町 下新川郡入善町新屋1292 外８筆 

有限会社米山農産 入善町 下新川郡入善町新屋1333 外１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1949 外45筆 

有限会社ビガーラスファーム 入善町 下新川郡入善町新屋3100-1 外８筆 

農事組合法人アグリ金山 朝日町 下新川郡入善町下山8 外172筆 

株式会社高見農産 入善町 下新川郡入善町小杉155 

有限会社ドリームファーム 入善町 下新川郡入善町椚山17 外３筆 

田又 雅之 入善町 下新川郡入善町荒又533-1 外５筆 

大田 恭嗣 入善町 下新川郡入善町春日7 外10筆 

米田 勇太 入善町 下新川郡入善町春日21 外４筆 

農事組合法人はるか 入善町 下新川郡入善町春日255 

青木 豊治 入善町 下新川郡入善町藤原343 

有限会社アグリおがわ 入善町 下新川郡入善町野中29 外12筆 

草野 和行 入善町 下新川郡入善町野中447 外１筆 

株式会社ｓｕｎｎｙ ｄａｙ ｆａ

ｒｍ 

入善町 下新川郡入善町中沢394 



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399 外10筆 

囲 芳範 入善町 下新川郡入善町高畠33 外３筆 

杉田 章 入善町 下新川郡入善町小杉452-1 

農事組合法人あいば 入善町 下新川郡入善町舟見2211 外２筆 

道用 孝志 朝日町 下新川郡朝日町竹ノ内205-1 外７筆 

河村 隆徳 朝日町 下新川郡朝日町桜町251-1 外４筆 

有限会社サンライス青木 朝日町 下新川郡朝日町三枚橋351 外26筆 

坂本 伸治 朝日町 下新川郡朝日町下山新329-1 外２筆 

髙嶋 香織 朝日町 下新川郡朝日町桜町186-1 外３筆 

有限会社アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町月山470-1 外11筆 

株式会社ＴＡＧＯＳＡＫＵ 朝日町 下新川郡朝日町赤川72 外８筆 

西田 勇輝 朝日町 下新川郡朝日町月山34 外２筆 

有限会社クリーンみず穂 朝日町 下新川郡朝日町高畠327 外２筆 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町高畠319 外59筆 

株式会社いただきます 朝日町 下新川郡朝日町小更234 外26筆 

株式会社マッキーファーム 朝日町 下新川郡朝日町月山26-2 外１筆 

 

２ 認可年月日 

令和３年 12月 24日  

 


