
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４月 27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 富山市日尾 72 外 77筆 

株式会社 大平園芸 富山市 富山市新保 1108  

株式会社 糧の郷 富山市 富山市八尾町井田新 112-1 外 14筆 

喜多 ひとみ 富山市 富山市中沖 101-1 外５筆 

宮島 英幸 富山市 富山市八町西 185-1 外 16筆 

原田 宗年 富山市 富山市八町西 231 外２筆 

高木 隆義 富山市 富山市大塚東 498 外 14筆 

石川 龍雄 富山市 富山市八町西 144 外２筆 

島倉 光夫 富山市 富山市中沖 333  

農事組合法人 ファーム池多 射水市 富山市池多 1211-1 外６筆 

農事組合法人 ファーム余川 富山市 富山市婦中町田屋 1411 

農事組合法人 八幡営農 富山市 富山市八町西 104 外３筆 

有限会社 ファーム古井 富山市 富山市吉倉字黒川原割 757-3 外 17筆 

齊藤 大悟 富山市 富山市上布目 10 外６筆 

農事組合法人 ファームおおぐり 富山市 富山市中番 184-1  

河合 寿 高岡市 高岡市二塚 214 外１筆 

有限会社 渡辺農園 高岡市 高岡市戸出伊勢領 143 外３筆 

株式会社 ＪＡアグリサポート高岡 高岡市 高岡市下麻生天洞 5430 外 13筆 



有限会社 中山農産 高岡市 高岡市福岡町大滝 1342-1 外３筆 

田林 親幸 魚津市 魚津市金山谷 2819-1 外１筆 

小坂 静子 魚津市 魚津市島尻 609 外 12筆 

谷口 正志 魚津市 魚津市長引野 41-1 外１筆 

河原 政雄 南砺市 南砺市前田 29-2 外 13筆 

農事組合法人 石黒営農 南砺市 南砺市川西 296-1 外７筆 

農事組合法人 大塚営農 南砺市 南砺市山田 123 外 10筆 

高瀬 裕行 南砺市 南砺市土生新 281 外 12筆 

農事組合法人 梅ケ島農産 南砺市 南砺市梅ケ島 169-3 外 11筆 

農事組合法人 福野町圃場管理セン

ター 
南砺市 南砺市晩田 41-1 外 17筆 

有限会社 さくさく村 南砺市 南砺市法林寺 120-1 外 35筆 

有限会社 ファームズエンジニア福

光 
南砺市 南砺市竹内 231-1 外 48筆 

農事組合法人 次郎丸営農組合 南砺市 南砺市北野 126-1 外１筆 

片岸 博 南砺市 南砺市吉江中 590-1 外 44筆 

森井 光 南砺市 南砺市土生新 883 外１筆 

水野 仁嗣 南砺市 南砺市立野原西 3096 外３筆 

株式会社 楽農志Ｆａｒｍ岩倉 南砺市 南砺市高瀬 15 外 99筆 

金 賢志 射水市 射水市川口宮袋入会地川口 568 外５筆 

柄戸 一郎 射水市 射水市野村 172 外５筆 

田中 智浩 射水市 射水市七美 46 外４筆 

八十八農産 合同会社 射水市 射水市久々湊 312 外 16筆 

崇田 登 立山町 中新川郡立山町三ツ塚新 61 外１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 192 外５筆 

有限会社 米山農産 入善町 下新川郡入善町新屋 57-1  

有限会社 ロッキーファーム 入善町 下新川郡入善町下山 595-1 外３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 314-1 外５筆 

農事組合法人 君島 入善町 下新川郡入善町椚山 964 外２筆 



有限会社 ドリームファーム 入善町 下新川郡入善町荒又 653-1  

羽黒 智 入善町 下新川郡入善町舟見 1028-1 外２筆 

辻田 規和 入善町 下新川郡入善町東五十里 488-1  

コハク 株式会社 入善町 下新川郡入善町小摺戸 443-1 外１筆 

有限会社 クリーンみず穂 朝日町 下新川郡朝日町殿町 1-1 外 25筆 

有限会社 サンライス青木 朝日町 下新川郡朝日町横水 113 外７筆 

七沢 勘一 朝日町 下新川郡朝日町山崎 299-1 

有限会社 アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町赤川 79 外６筆 

 

２ 認可年月日 

令和４年４月 27日  

 


