
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４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５項の規定により公告する。 

 

 令和元年５月 30日 

富山県知事  石 井  隆 一 

 

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 

農事組合法人小長沢営農組合 富山市 富山市婦中町新町 4-1 外 471筆 

農事組合法人宮川中部営農組合 富山市 富山市婦中町地角 540 外 64筆 

有限会社土遊野 富山市 富山市下伏 7 外 12筆 

農事組合法人下農番 富山市 富山市下番 259 外 6筆 

有限会社ファーム・ファーム 富山市 富山市万願寺 63-1 外 9筆 

株式会社ＷｉＷｉファーム 富山市 富山市婦中町砂子田 778 外 2筆 

小森 正之 富山市 富山市八尾町井田 157 外 4筆 

農事組合法人二松営農 富山市 富山市二松字西島割 110-1 

農事組合法人ファーム余川 富山市 富山市婦中町田屋 1059 

有限会社営農ワイエムアイ 富山市 富山市馬瀬口 83 外 9筆 

株式会社エーシーエム 富山市 富山市上千俵町 373 外 3筆 

宮川 千里 富山市 富山市利波 565-1 外 4筆 

西島 和子 富山市 富山市八幡 24 外 3筆 



高橋 順一 富山市 富山市本郷西部 69-1 

新川 利夫 富山市 富山市本郷中部 56-1 外 4筆 

藤井 健次 富山市 富山市打出 222 外 3筆 

若林 純一 富山市 富山市吉岡 708 外 33筆 

山峯 正明 富山市 富山市千俵町 92 外 3筆 

荒川 洋和 富山市 富山市上千俵町 842 外 2筆 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市東福沢 3624 外 3筆 

高木 隆義 富山市 富山市八町 5639-4 

中西 光雄 富山市 富山市八町中 14 

農事組合法人ふたがみ 高岡市 高岡市守護町一丁目 432 

農事組合法人笹川営農 高岡市 高岡市笹川 204 外 2筆 

有限会社中山農産 高岡市 高岡市福岡町木舟 182-1 外 20筆 

島澤 耕平 魚津市 魚津市坪野 244 外 5筆 

寺西 純一 魚津市 魚津市吉野 57 

農事組合法人惣領 氷見市 氷見市惣領 178-1 外 195筆 

農事組合法人北八代営農組合 氷見市 氷見市北八代 36 外 165筆 

農事組合法人天神 氷見市 氷見市阿尾 348 

堂端 功一朗 氷見市 氷見市惣領 38-1 外 31筆 

農事組合法人七分一営農組合 氷見市 氷見市大野中 824-1 外 1筆 

松倉 和之 滑川市 滑川市横道 3763 

農事組合法人グリーンサポート滑川 滑川市 滑川市横道 3300 外 4筆 



荒木 徳次 射水市 射水市円池 9 外 9筆 

菊岡 進 射水市 射水市円池 15 

農事組合法人ファーム池多 射水市 射水市黒河 52 外 3筆 

農事組合法人ファームつばたえ 射水市 射水市津幡江 202 

農事組合法人生源寺営農組合 射水市 射水市生源寺 1016 外 3筆 

川端 国昭 射水市 射水市野村 1 外 2筆 

農事組合法人今井営農 射水市 射水市今井 358 外 8筆 

農事組合法人手崎営農 射水市 射水市戸破神明 488-1 外 221筆 

農事組合法人市井藤巻営農組合 射水市 射水市市井 159-1 外 1筆 

株式会社ゴールデンアグリ 立山町 中新川郡立山町泉 130 外 14筆 

上田 日出夫 舟橋村 中新川郡立山町二ツ塚 21 

朝野 信次 立山町 中新川郡立山町東大森 436-1 

山本 裕子 立山町 中新川郡立山町谷口売田割 40 外 70筆 

農事組合法人みずほ営農 立山町 中新川郡立山町上宮 170 外 2筆 

アグリ立山株式会社 立山町 中新川郡立山町西大森 511 外 1筆 

農事組合法人こすりど営農組合 入善町 下新川郡入善町小摺戸 1249-1 外 6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 350 

有限会社ドリームファーム 入善町 下新川郡朝日町窪田 1132 外 15筆 

株式会社マッキーファーム 朝日町 下新川郡朝日町道下大下知 662 外 31筆 

柳澤 慶幸 朝日町 下新川郡朝日町山崎 713 外 29筆 

中野 義博 朝日町 下新川郡朝日町山崎新 162 外 5筆 



有限会社クリーンみず穂 朝日町 下新川郡朝日町越 5 

株式会社ＴＡＧＯＳＡＫＵ 朝日町 下新川郡朝日町山崎 350-1 外 3筆 

有限会社アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町桜町 80 

株式会社いただきます 朝日町 下新川郡朝日町横尾八枚田 1248-1 外 1筆 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町横尾宿見 859 外 72筆 

清水 尚人 朝日町 下新川郡朝日町高畠 295 外 5筆 

 

２ 認可年月日 

令和元年５月 30日（木） 


