
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４年３月 30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 

株式会社かなき 富山市 富山市水橋清水堂3234 

株式会社大平園芸 富山市 富山市新保1096 外2筆 

農事組合法人ファーム下友坂 富山市 富山市婦中町友坂400 外118筆 

有限会社ファーム古井 富山市 富山市吉倉250 外6筆 

有限会社小原営農センター 富山市 富山市岩木223 

有限会社土遊野 富山市 富山市葛原115 外10筆 

農事組合法人大地 富山市 富山市水橋曲淵字西田270 外40筆 

藤井 昇 富山市 富山市呉羽野田136 外2筆 

農事組合法人ファームさかもと 富山市 富山市大野156 外6筆 

農事組合法人町袋営農組合 富山市 富山市町袋860 外15筆 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市中大浦136 外5筆 

農事組合法人駒方営農組合 高岡市 高岡市立野1353 外1筆 

澤田 茂信 高岡市 高岡市戸出町一丁目3100 外17筆 



松嶋 義雄 高岡市 高岡市戸出市野瀬882 外6筆 

株式会社清都 高岡市 高岡市戸出放寺115 外31筆 

農事組合法人笹川営農 高岡市 高岡市立野1220 

株式会社ＪＡアグリサポート高岡 高岡市 高岡市大源寺181 外4筆 

株式会社クボタファーム紅農友会 高岡市 高岡市和田1185-1 外14筆 

株式会社赤丸農産 高岡市 高岡市福田六家166-1 外4筆 

農事組合法人ファーム矢部 高岡市 高岡市福岡町矢部366-1 

農事組合法人田川営農組合 小矢部市 高岡市福岡町上野250 外7筆 

有限会社中山農産 高岡市 高岡市福岡町大滝1353-1 外2筆 

広田 正 魚津市 魚津市六郎丸1128 外5筆 

小坂 芳夫 魚津市 魚津市袋219 外1筆 

金川 芳明 魚津市 魚津市袋221-1 外28筆 

稲葉 謹二 魚津市 魚津市六郎丸918 外1筆 

株式会社高慶農産 魚津市 魚津市吉野255 外59筆 

廣瀬 繁子 魚津市 魚津市下椿226 外12筆 

石倉 隆幸 魚津市 魚津市下椿116 外7筆 

松崎 久昭 魚津市 魚津市下椿214 外17筆 

谷口 一雄 魚津市 魚津市佐伯130-1 

上田 健一 魚津市 魚津市川原41 外15筆 

広田 慶悦 魚津市 魚津市六郎丸924 外1筆 

金坂 翔平 魚津市 魚津市慶野174 外3筆 



小山内 駿矢 滑川市 滑川市荒俣358 外2筆 

小西 十四一 砺波市 砺波市中野985 外14筆 

藤井 悟 砺波市 砺波市中野495 

水上 浩明 砺波市 砺波市中野1096 外2筆 

有限会社荒木農園 砺波市 砺波市太郎丸304-1 外84筆 

有限会社グリーンファーム荒木 砺波市 砺波市荒高屋507-1 

藤井 護 砺波市 砺波市上中野336 外5筆 

株式会社宮野営農 砺波市 砺波市三合新108 外19筆 

堀 稔穆 砺波市 砺波市柳瀬879-1 外2筆 

水野 豊範 砺波市 砺波市矢木316-1 外5筆 

平木 崇 砺波市 砺波市太田1257 外8筆 

澁谷 宏一 砺波市 砺波市鷹栖1075-1 外34筆 

河合 寿 高岡市 砺波市増山260 

ミズキファーム株式会社 砺波市 砺波市苗加109 外4筆 

農事組合法人大門営農組合 砺波市 砺波市大門581 外2筆 

農事組合法人頼成営農組合 砺波市 砺波市安川天皇263 外1筆 

有限会社堅田農園 砺波市 砺波市五郎丸185-3 外10筆 

株式会社フルール 砺波市 砺波市中村93-1 外21筆 

櫻井 昭洋 砺波市 砺波市中村1 外23筆 

農事組合法人太田北部営農組合 砺波市 砺波市祖泉243 外6筆 

林 誠 砺波市 砺波市頼成509 



藤井 英樹 砺波市 砺波市上中野108-1 外4筆 

株式会社ｆｅｒｍｅ山川 砺波市 砺波市野村島464 

小倉 肇 砺波市 砺波市苗加1106-1 外40筆 

農事組合法人東保営農組合 砺波市 砺波市宮森313-1 外9筆 

水越 久男 砺波市 砺波市高波394-1 外5筆 

畑 誠一 砺波市 砺波市上中野502 

飯田 秀樹 砺波市 砺波市中野128-1 

飯田 輝一 砺波市 砺波市中野584 

株式会社のぶた農城 砺波市 砺波市坪野33 外4筆 

農事組合法人水落営農組合 小矢部市 小矢部市水落135-1 外18筆 

農事組合法人山野第一ファームズ 南砺市 南砺市坪野254-1 外3筆 

河原 政雄 南砺市 南砺市苗島214-1 外38筆 

山田 薫 南砺市 南砺市田屋159 

有限会社さくさく村 南砺市 南砺市才川七2088 外7筆 

トレボー株式会社 南砺市 南砺市立野原西2890 外2筆 

一本嶋 峰司 南砺市 南砺市柴田屋798-1 

蓑口 肇 南砺市 南砺市寺家16-1 外12筆 

農事組合法人福野町圃場管理センタ

ー 

南砺市 南砺市下吉江102 外21筆 

小椙 博史 南砺市 南砺市岩武新173-1 外2筆 

株式会社楽農志Ｆａｒｍ岩倉 南砺市 南砺市高瀬418 外1筆 



上野 幸生 南砺市 南砺市立野原西307 外7筆 

農事組合法人大塚営農 南砺市 南砺市大窪36 外1筆 

藤井 敏一 南砺市 南砺市立野原西1587 外3筆 

有限会社ファームズエンジニア福光 南砺市 南砺市福光日焼421-1 外1筆 

金 賢志 射水市 射水市川口宮袋入会地 川口597 

農事組合法人こがね 立山町 中新川郡立山町利田1993 外9筆 

アグリ立山株式会社 立山町 中新川郡立山町西大森459 外30筆 

高嶋 雅夫 立山町 中新川郡立山町半屋58 

崇田 登 立山町 中新川郡立山町西大森140 外4筆 

増田 純 立山町 中新川郡立山町利田904 外8筆 

農事組合法人ウワダ 入善町 下新川郡入善町入膳106 外1筆 

田中 賢次 入善町 下新川郡入善町田中185 

株式会社Ａｇｒｉ ｗａｖｅ ｉｋ

ａｒｉ 

入善町 下新川郡入善町東五十里48 外20筆 

五十里 和也 入善町 下新川郡入善町東五十里275 外7筆 

有限会社高田農産 入善町 下新川郡入善町上野215 外11筆 

農事組合法人うぶすな 入善町 下新川郡入善町上野2759 外2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386-1 外5筆 

株式会社Ｓｔａｙ ｇｏｌｄ てら

だファーム 

入善町 下新川郡入善町吉原226-1 

杉原 勇 入善町 下新川郡入善町吉原771 

有限会社北斗農産 入善町 下新川郡入善町青木150-1 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1595 外15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259 外28筆 

株式会社細田農産 入善町 下新川郡入善町東狐1358 外3筆 

株式会社アグリたきもと 入善町 下新川郡入善町五十里39 外47筆 

岩田 宜久 入善町 下新川郡入善町下飯野新14 

囲 芳範 入善町 下新川郡入善町高畠51 外1筆 

廣瀬 琢磨 入善町 下新川郡入善町高畠180-1 外2筆 

ササラファーム株式会社 入善町 下新川郡入善町笹原269 

竹田 章二 入善町 下新川郡入善町笹原270 外3筆 

株式会社アグリライズ南保 入善町 下新川郡入善町板屋88 外15筆 

大角 一徳 入善町 下新川郡入善町上飯野175 外3筆 

コハク株式会社 入善町 下新川郡入善町小摺戸457 外7筆 

秋元 満 入善町 下新川郡入善町一宿3-1 外8筆 

早川 隆一 入善町 下新川郡入善町新屋1619 

有限会社ロッキーファーム 入善町 下新川郡入善町新屋2036 外4筆 

株式会社高見農産 入善町 下新川郡入善町小杉580 外1筆 

農事組合法人アグリ金山 朝日町 下新川郡入善町小杉722 外2筆 

農事組合法人小杉 入善町 下新川郡入善町小杉766 外1筆 

中川 誠 入善町 下新川郡入善町椚山381 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881-1 外11筆 

米田 勇太 入善町 下新川郡入善町椚山923 外14筆 



大田 恭嗣 入善町 下新川郡入善町椚山新327 外2筆 

田又 雅之 入善町 下新川郡入善町荒又6 外9筆 

羽黒 智 入善町 下新川郡入善町舟見二本松213-1 外18筆 

農事組合法人あいば 入善町 下新川郡入善町舟見1996-1 外5筆 

株式会社ｓｕｎｎｙ ｄａｙ ｆａ

ｒｍ 

入善町 下新川郡入善町中沢266-1 外18筆 

農事組合法人コスモス 入善町 下新川郡入善町西中102 外4筆 

笹原 健次 入善町 下新川郡入善町青木2453-1 

農事組合法人フロンティア三島 入善町 下新川郡入善町神子沢151-1 外2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593 外1筆 

森野 隆樹 朝日町 下新川郡朝日町下山新620 外1筆 

柳澤 慶幸 朝日町 下新川郡朝日町細野玉屋田441-4 外16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101 外6筆 

株式会社いただきます 朝日町 下新川郡朝日町竹ノ内177-1 外9筆 

株式会社マッキーファーム 朝日町 下新川郡朝日町竹ノ内135-1 外7筆 

有限会社クリーンみず穂 朝日町 下新川郡朝日町越168 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町南保稲場6240 外2筆 

 

２ 認可年月日 

令和４年３月 30日  

 


