
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２年３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ＫＥＫ 富山市 富山市八尾町村杉36 外157筆 

株式会社グリーンパワーあおば 富山市 富山市大山上野111 外12筆 

南 芳広 富山市 富山市八幡112 外5筆 

株式会社茶木農場 富山市 富山市東大久保128 外6筆 

株式会社大平園芸 富山市 富山市惣在寺1032 外5筆 

高野 隆敎 富山市 富山市惣在寺1162 外1筆 

農事組合法人下農番 富山市 富山市下番263 外2筆 

樽蔵産業株式会社 高岡市 高岡市福岡町下老子160-1 

株式会社ＪＡアグリサポート高岡 高岡市 高岡市蜂ヶ島50-1 外10筆 

株式会社赤丸農産 高岡市 高岡市蜂ケ島71-1 外7筆 

農事組合法人手洗野・月野谷 高岡市 高岡市五十辺滝ノ谷内116 外6筆 

河合 寿 高岡市 高岡市今泉新89 外24筆 

株式会社クボタファーム紅農友会 高岡市 高岡市六家220-1 外28筆 



島 康晴 高岡市 高岡市下島町460 外6筆 

農事組合法人国吉活性化センター 高岡市 高岡市四日市104 外11筆 

有限会社村井農園 高岡市 高岡市佐野165 外4筆 

荒谷 彰 高岡市 高岡市国吉1032 外2筆 

農事組合法人笹川営農 高岡市 高岡市笹川51 

佐伯 洋一 高岡市 高岡市福岡町上蓑46-1 外42筆 

株式会社宮野営農 砺波市 高岡市東保新9 外16筆 

農事組合法人上開発農産 高岡市 高岡市上開発213-1 

島澤 耕平 魚津市 魚津市六郎丸233-1 外1筆 

農事組合法人七分一営農組合 氷見市 氷見市柿谷38 外4筆 

農事組合法人城飯久保営農組合 氷見市 氷見市飯久保81 外2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1836 外38筆 

農事組合法人仏生寺 氷見市 氷見市惣領206-2 外50筆 

農事組合法人いなづみ 氷見市 氷見市稲積182 外5筆 

農事組合法人天神 氷見市 氷見市稲積667 外3筆 

農事組合法人北八代営農組合 氷見市 氷見市北八代29 外7筆 

鳥内 安正 氷見市 氷見市稲積42 

農事組合法人石坂営農組合  砺波市 砺波市東保148-1 外4筆 

櫻井 昭洋 砺波市 砺波市三郎丸227-1 外4筆 

農事組合法人荒屋営農組合 砺波市 砺波市高波278 外2筆 

農事組合法人林中部営農組合 砺波市 砺波市下中条1 外36筆 



横山 敬一 砺波市 砺波市中野1269 外1筆 

飯田 浩資 砺波市 砺波市中野718-1 外5筆 

サウス株式会社 砺波市 砺波市秋元297-1 外2筆 

堀 稔穆 砺波市 砺波市柳瀬1033-1 外7筆 

みずほ農場株式会社 砺波市 砺波市高波699-1 外25筆 

有限会社ヤマダ農産 砺波市 砺波市鷹栖2026-1 外2筆 

渋谷 宏一 砺波市 砺波市鷹栖2040-1 外4筆 

宮西 ヒロ子 砺波市 砺波市鷹栖1073 外3筆 

農事組合法人ガイアとなみ 砺波市 砺波市西中577 外10筆 

株式会社フルール 砺波市 砺波市千代194 外54筆 

林 良嗣 砺波市 砺波市鷹栖651-1 外20筆 

農事組合法人あさひ 砺波市 砺波市東保316 外246筆 

有限会社耕 小矢部市 砺波市鷹栖2344-1 外2筆 

有限会社荒木農園 砺波市 砺波市太郎丸106-1 外19筆 

有限会社堅田農園 砺波市 砺波市五郎丸579 外28筆 

水野 豊範 砺波市 砺波市矢木260-1 外5筆 

雄神農産株式会社 砺波市 砺波市庄川町三谷174 外4筆 

株式会社センティア 砺波市 砺波市東中484-1 外2筆 

山田 清明 砺波市 砺波市上中野13 外2筆 

有限会社アグリとなみ野 砺波市 砺波市庄川町金屋大宮野290 外2筆 

農事組合法人石北営農組合 砺波市 砺波市千保204-1 外8筆 



小倉 征一 砺波市 砺波市苗加1118-1 外2筆 

農事組合法人宮村営農組合 砺波市 砺波市宮村412-1 外8筆 

fairy crop 株式会社 砺波市 砺波市中村20 外16筆 

農事組合法人大門営農組合 砺波市 砺波市大門569-1 外10筆 

農事組合法人東保営農組合 砺波市 砺波市芹谷118 外7筆 

有限会社グリーンファーム荒木 砺波市 砺波市五郎丸1242-1 外37筆 

株式会社 ferme 山川 砺波市 砺波市鷹栖1506-1 外5筆 

株式会社のぶた農城 砺波市 砺波市増山64 外4筆 

林 誠 砺波市 砺波市安川554 外5筆 

有限会社泰栄農研 砺波市 砺波市庄川町青島54-1 外2筆 

野原 秀春 砺波市 砺波市狐島142-1 外2筆 

農事組合法人西中農事組合 砺波市 砺波市西中236-1 外7筆 

岩倉 和弘 南砺市 南砺市高瀬29 外10筆 

有限会社カナダ農園 南砺市 南砺市安室95 外8筆 

農事組合法人信農 南砺市 南砺市北市399-2 外6筆 

河原 政雄 南砺市 南砺市野尻野119 外3筆 

農事組合法人院林営農組合 南砺市 南砺市院林270 外8筆 

片山 昌作 南砺市 南砺市八塚22 外4筆 

農事組合法人祖谷営農 南砺市 南砺市祖谷1006 外597筆 

岸澤 良一 南砺市 南砺市才川七1698 外4筆 

堀 長聖 南砺市 南砺市小坂691-1 外13筆 



上野 幸生 南砺市 南砺市立野原西3239 外3筆 

藤井 将司 南砺市 南砺市高瀬64-1 外1筆 

旅川農産有限会社 南砺市 南砺市江田3-1 外1筆 

農事組合法人梅ケ島農産 南砺市 南砺市梅ケ島104-1 

農事組合法人ヒカリ営農 南砺市 南砺市信末560 外5筆 

農事組合法人大塚営農 南砺市 南砺市大窪120-1 外2筆 

長谷川 勝 南砺市 南砺市才川七字上田66-1 外40筆 

有限会社カンダファーム 小矢部市 小矢部市平桜6036 外15筆 

有限会社藤森営農組合 小矢部市 小矢部市藤森5263 外5筆 

有限会社名畑営農組合 小矢部市 小矢部市名畑5349-1 外6筆 

農事組合法人下後亟第一ファーム 小矢部市 小矢部市下後亟299-1 

農事組合法人サンユーファーム 小矢部市 小矢部市下後亟295-1 外1筆 

株式会社宇川農産 小矢部市 小矢部市内御堂132-1 外62筆 

吉江 實 小矢部市 小矢部市下中219-1 外3筆 

舟木 康眞 射水市 射水市朴木222-1 外1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101-1 外18筆 

田中 智浩 射水市 射水市七美251 外9筆 

進藤 久司 射水市 射水市加茂東部18 外2筆 

山上 朗 射水市 射水市本江針山 上谷425 外11筆 

農事組合法人グリーンファーム西高木 射水市 射水市西高木413 外12筆 



アコンド・ムハマド・ムシュフィク 

ジャマン 
射水市 射水市野村746 外8筆 

農事組合法人ファームふたくち 射水市 射水市下若 観音堂78-1 

農事組合法人アグ里松ノ木 射水市 射水市松木258 

農事組合法人宮新田 射水市 射水市生源寺新 四ツ屋1752 外2筆 

荒木 徳次 射水市 射水市円池60-1 外1筆 

農事組合法人ファーム沖塚原 射水市 射水市坂東14 外1筆 

井原 悟 上市町 中新川郡上市町柿沢182 外6筆 

崇田 章 立山町 中新川郡立山町泊新111 外12筆 

崇田 登 立山町 中新川郡立山町東大森170 外3筆 

朝野 信次 立山町 中新川郡立山町東大森94 外3筆 

崇田 勝 立山町 中新川郡立山町東大森365 外3筆 

アグリ立山株式会社 立山町 中新川郡立山町西大森323 

農事組合法人沢端 立山町 中新川郡立山町沢端767 外1筆 

福井 哲三 立山町 中新川郡立山町利田1089-1 外3筆 

太田 智也 富山市 中新川郡立山町野町137 外26筆 

寺林 秀良 立山町 中新川郡立山町柴山65 外3筆 

農事組合法人いこいの杜 立山町 中新川郡立山町上金剛寺53-1 外13筆 

埜村 秀雄 立山町 中新川郡立山町上金剛寺110 外20筆 

農事組合法人上段中部営農 立山町 中新川郡立山町福田663 外1筆 

村上 常秋 立山町 中新川郡立山町蔵本新254 外1筆 



株式会社 Agri wave ikari 入善町 下新川郡入善町田中759 外24筆 

有限会社高田農産 入善町 下新川郡入善町上野538-2 外9筆 

農事組合法人うぶすな 入善町 下新川郡入善町上野2702 外8筆 

松澤 宏武 入善町 下新川郡入善町青木269 外5筆 

有限会社北斗農産 入善町 下新川郡入善町青木508-1 

笹原 健次 入善町 下新川郡入善町青木1263 外1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397 外7筆 

株式会社細田農産 入善町 下新川郡入善町東狐1299 外32筆 

株式会社アグリたきもと 入善町 下新川郡入善町高瀬64-1 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332-1 外2筆 

飛島 康成 入善町 下新川郡入善町五郎八89-1 

株式会社アグリライズ南保 入善町 下新川郡入善町上飯野40-1 外2筆 

大野 松良 入善町 下新川郡入善町上飯野197 外4筆 

滝本 智司 入善町 下新川郡入善町上飯野新325 外6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238-1 外36筆 

早川 隆一 入善町 下新川郡入善町新屋261 外15筆 

有限会社米山農産 入善町 下新川郡入善町新屋1327 外7筆 

株式会社高見農産 入善町 下新川郡入善町小杉154-1 外15筆 

農事組合法人小杉 入善町 下新川郡入善町小杉713 外1筆 

中川 誠 入善町 下新川郡入善町椚山148 外6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156-1 外7筆 



株式会社ファーム谷口 入善町 下新川郡入善町椚山506 外17筆 

青木 豊治 入善町 下新川郡入善町椚山1060 外19筆 

辻田 規和 入善町 下新川郡入善町八幡177 

羽黒 智 入善町 下新川郡入善町舟見279 外6筆 

有限会社アグリおがわ 入善町 下新川郡入善町野中619-1 外25筆 

株式会社 sunny day farm 入善町 下新川郡入善町中沢419 外5筆 

長原 均 入善町 下新川郡入善町今江114 外4筆 

村田 浩樹 入善町 下新川郡入善町上野1299-1 

七沢 勘一 朝日町 下新川郡朝日町山崎102-1 外1筆 

山岡 知博 朝日町 下新川郡朝日町藤塚577 外6筆 

道用 孝志 朝日町 下新川郡朝日町竹ノ内70 外2筆 

梅澤 太 朝日町 下新川郡朝日町横崎新102-1 

有限会社サンライス青木 朝日町 下新川郡朝日町不動堂31 外3筆 

有限会社アグリあさひ野 朝日町 下新川郡朝日町草野堂田1395-1 外18筆 

有限会社クリーンみず穂 朝日町 下新川郡朝日町殿町233 外30筆 

株式会社清水遊農 朝日町 下新川郡朝日町越111 外14筆 

上不 一夫 朝日町 下新川郡朝日町山崎676 外6筆 

柳澤 慶幸 朝日町 下新川郡朝日町山崎820 外13筆 

蓬澤 幸彦 朝日町 下新川郡朝日町山崎116-1 

株式会社マッキーファーム 朝日町 下新川郡朝日町横尾外波944 外8筆 

山﨑 稔 朝日町 下新川郡朝日町細野204 外7筆 



有限会社チュリストやまざき 朝日町 下新川郡朝日町舟川新舟川140-1 外12筆 

 

２ 認可年月日 

令和２年３月 30日（月） 


