
（別紙）

１　認可に係る農用地利用配分計画の概要（平成２９年４月２８日認可）

氏名または名称 住所

松山正昭 福井市下東郷町3-12 福井市稲津町34字26番　ほか1筆

山﨑惣一郎 福井市羽坂町第33号45番2 福井市羽坂町24字78番

山﨑惣一郎 福井市羽坂町第33号45番2 福井市下天下町12字8番

農事組合法人アグリオ 福井市寮町第9号25番地1 福井市今泉町12字9番1　ほか1筆

農事組合法人ファーム六条 福井市下莇生田町第20号4番地 福井市下六条町31字3番　ほか5筆

谷口忠臣 大野市千歳6-14 大野市千歳2字18番

農事組合法人アバンセ乾側 大野市牛ヶ原第103号25番地の1 大野市上丁5字5番1　ほか14筆

農事組合法人アバンセ乾側 大野市牛ヶ原第103号25番地の1 大野市中丁3字9番1　ほか34筆

農事組合法人アバンセ乾側 大野市牛ヶ原第103号25番地の1 大野市牛ヶ原80字50番　ほか5筆

柳瀬正美 大野市菖蒲池34-1-2 大野市五条方27字26番　ほか6筆

柳瀬正美 大野市菖蒲池34-1-2 大野市北御門16字7番2　ほか2筆

合同会社上田農園 大野市森政領家第4号4番地 大野市北御門5字8番　ほか1筆

合同会社上田農園 大野市森政領家第4号4番地 大野市猪島6字15番　ほか1筆

合同会社上田農園 大野市森政領家第4号4番地 大野市猪島38字18番　ほか2筆

長田一夫 大野市中据15-6 大野市中据17字11番　ほか11筆

生田すさ子 大野市中据15-32 大野市中据25字20番１　ほか12筆

羽生芳洋 大野市春日3-18-20 大野市中据29字7番1　ほか3筆

有限会社ガーデンファーム 大野市森政領家第23号13番地 大野市大野85字37番　ほか10筆

有限会社ガーデンファーム 大野市森政領家第23号13番地 大野市森政領家21字12番　ほか17筆

合同会社中村農園 大野市御給31-12-1 大野市御給28字11番1　ほか4筆

有限会社ガーデンファーム 大野市森政領家第23号13番地 大野市木本15字27番　ほか4筆

藪下誠治 大野市木本56-3 大野市木本20字8番　ほか6筆

農事組合法人あらしま 大野市蕨生第58号2番地 大野市蕨生31字7番1

帰山安夫 大野市下唯野38-11 大野市蕨生27字32番1　ほか12筆

農事組合法人大野市総合農場 大野市中保29字3番地 大野市土布子14字8番1　ほか3筆

帰山安夫 大野市下唯野38-11 大野市七板22字23番　ほか2筆

農事組合法人やったのファーム越前 大野市田野第15号20番地の2 大野市田野1字41番　ほか11筆

農事組合法人大野市総合農場 大野市中保29字3番地 大野市下麻生嶋96字29番

中村義則 大野市下麻生嶋70-4 大野市下麻生嶋55字57番　ほか3筆

農事組合法人松丸生産組合 大野市松丸第31号57番地1 大野市森本10字24番

農事組合法人松丸生産組合 大野市松丸第31号57番地1 大野市八町８時１番　ほか６筆

農事組合法人松丸生産組合 大野市松丸第31号57番地1 大野市蓑道10字21番　ほか12筆

松田信也 大野市庄林46-55 大野市小矢戸34字17番1　ほか4筆

有限会社アロサール菖蒲池 大野市菖蒲池第27号3番地 大野市中保15字97番1　ほか4筆

有限会社アロサール菖蒲池 大野市菖蒲池第27号3番地 大野市菖蒲池45字43番

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
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農事組合法人パストピア新在家 大野市南新在家第10号37番地 大野市南新在家35字23番

農事組合法人黒谷営農屋 大野市上黒谷第18号30番地１ 大野市上黒谷12字105番　ほか90筆

農事組合法人あすなろ生産組合 鯖江市中野町第108号16番地 鯖江市中野町227字2番1

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市下司町1字9番　ほか7筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市鳥井町9字2番　ほか1筆

農事組合法人エコファーム重義 あわら市重義第26号55番地 あわら市重義1字1番　ほか85筆

株式会社美・SOIL あわら市布目第3号37番地 あわら市井江芳28字118番　ほか1筆

農事組合法人河間FMA あわら市河間第35号9番地1 あわら市河間12字2番5　ほか2筆

長谷川農園株式会社 あわら市赤尾第44号160番地 あわら市赤尾45字58番

農事組合法人アグリ稲姫 あわら市南金津第43号102番地 あわら市南金津42字107番　ほか1筆

株式会社田川農産 あわら市清間第7号8番地の1 あわら市新用9字110番1　ほか4筆

長谷川農園株式会社 あわら市赤尾第44号160番地 あわら市北潟51字108番　ほか10筆

長谷川農園株式会社 あわら市赤尾第44号160番地 あわら市北潟68字2番　ほか3筆

農事組合法人ファーム熊坂 あわら市熊坂75号19番地 あわら市熊坂10字5番　ほか128筆

株式会社美・SOIL あわら市布目第3号37番地 あわら市二面25字2番　ほか4筆

農事組合法人ファームはぐり 越前市余田町第17号15番地の1 越前市余田町3字6番1　ほか6筆

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市島町25字47番

上嶋善一 越前市北町41-24 越前市北町21字24番　ほか7筆

吉田利平 越前市大塩町40-15 越前市大塩町31字10番　ほか8筆

本田雄揮 坂井市丸岡町一本田福所10-51 坂井市丸岡町一本田福所20字30番　ほか1筆

農事組合法人アグリ稲姫 あわら市南金津第43号102番地 坂井市坂井町下関13字1番1

田中農園株式会社 坂井市坂井町福島第42号65番地1 坂井市坂井町上新庄34字44番

農事組合法人みのり会 坂井市三国町油屋22字16番地 坂井市三国町下野50字12番　ほか3筆

農事組合法人みのり会 坂井市三国町油屋22字16番地 坂井市三国町石丸117字1番　ほか6筆

宮嵜政司 坂井市丸岡町里竹田3-10-甲 坂井市丸岡町玄女42字6番2

喜多喜代志 坂井市丸岡町宇田4-20 坂井市丸岡町玄女42字7番1　ほか2筆

株式会社耕福井支店 坂井市三国町加戸3字10-1 坂井市三国町陣ケ岡20字37番

農事組合法人ファーム宇田 丹生郡越前町佐々生第29号32番地 丹生郡越前町佐々生5字1番1　ほか107筆

来田建治 丹生郡越前町岩開17-26甲 丹生郡越前町佐々生7字10番1　ほか8筆

農事組合法人ファーム宇田 丹生郡越前町佐々生第29号32番地 丹生郡越前町佐々生35字2番1　ほか14筆

来田建治 丹生郡越前町岩開17-26甲 丹生郡越前町佐々生34字26番　ほか17筆

農事組合法人天宝 丹生郡越前町天王第30号1番地1 丹生郡越前町天宝2字5番　ほか1筆

農事組合法人天宝 丹生郡越前町天王第30号1番地1 丹生郡越前町栃川51字21番1

来田建治 丹生郡越前町岩開17-26甲 丹生郡越前町上川去14字16番1

農事組合法人小倉 丹生郡越前町小倉第48号16番地1 丹生郡越前町小倉8字56番

農事組合法人ファームいわかい 丹生郡越前町岩開第16号73番地 丹生郡越前町岩開5字60番1　ほか5筆

来田建治 丹生郡越前町岩開17-26甲 丹生郡越前町岩開7字54番　ほか1筆

2 / 4



氏名または名称 住所

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

農事組合法人ファーム宇田 丹生郡越前町佐々生第29号32番地 丹生郡越前町岩開7字60番

佐藤光宣 丹生郡越前町茱原21-6 丹生郡越前町青野5字34番

井上高宏 丹生郡越前町八田27-26 丹生郡越前町江波9字17番1　ほか7筆

岡部哲章 三方郡美浜町佐田69-13 三方郡美浜町坂尻19字61番　ほか49筆

株式会社無限大 三方郡美浜町興道寺第40号8番地 三方郡美浜町興道寺24字4番１　ほか3筆

株式会社ファイト 三方郡美浜町興道寺第40号8番地 三方郡美浜町興道寺34字1番1

國久益弘 大飯郡おおい町父子33-12 大飯郡おおい町本郷77字37番1　ほか2筆

桑田建太郎 大飯郡おおい町野尻15-10-3 大飯郡おおい町本郷32字11番　ほか1筆

浦松保雄 大飯郡おおい町野尻17-23-1 大飯郡おおい町本郷128字29番1　ほか4筆

有限会社藤庄
三方上中郡若狭町南前川第42号15番地
の1

三方上中郡若狭町73字7番　ほか3筆

坊直紀 三方上中郡若狭町南前川36-15 三方上中郡若狭町79字20番　ほか2筆

有限会社藤本農園 三方上中郡若狭町南前川第44号23番地 三方上中郡若狭町77字5番　ほか5筆

農事組合法人鳥浜営農生産組合 三方上中郡若狭町鳥浜第57号1番地 三方上中郡若狭町鳥浜112字61番　ほか1筆

農事組合法人苧営農組合 三方上中郡若狭町気山第34号25番地 三方上中郡若狭町気山85字32番

農事組合法人苧営農組合 三方上中郡若狭町気山第34号25番地 三方上中郡若狭町気山123字52番　ほか1筆

農事組合法人苧営農組合 三方上中郡若狭町気山第34号25番地 三方上中郡若狭町気山141字52番　ほか1筆

島光毅 三方上中郡若狭町海士坂12-9-4 三方上中郡若狭町海士坂42字74番1　ほか2筆

株式会社農業風の仲間 三方上中郡若狭町麻生野第28号28番地 三方上中郡若狭町上黒田13字36番　ほか2筆

合同会社天狗山農園 三方上中郡若狭町無悪第4号9番地 三方上中郡若狭町小原19字70番　ほか5筆

合同会社天狗山農園 三方上中郡若狭町無悪第4号9番地 三方上中郡若狭町南22字51番

有限会社かみなか農楽舎
三方上中郡若狭町安賀里第74号1番地の
1

三方上中郡若狭町末野12字38番　ほか101筆

岩田悠平 三方上中郡若狭町末野42-2-2 三方上中郡若狭町末野43字28番　ほか4筆

平岡貴志 三方上中郡若狭町末野18-23 三方上中郡若狭町末野6字9番　ほか24筆

有限会社かみなか農楽舎
三方上中郡若狭町安賀里第74号1番地の
1

三方上中郡若狭町下タ中37字6番　ほか12筆

農事組合法人安賀里ファーム
三方上中郡若狭町安賀里第39号21番地
の2

三方上中郡若狭町下タ中30字20番　ほか2筆

社会福祉法人コミュニティーネット
ワークふくい　若狭事務所

三方上中郡若狭町下タ中11-27-1 三方上中郡若狭町下タ中8字15番

有限会社かみなか農楽舎
三方上中郡若狭町安賀里第74号1番地の
1

三方上中郡若狭町有田27字15番　ほか9筆

農事組合法人安賀里ファーム
三方上中郡若狭町安賀里第39号21番地
の2

三方上中郡若狭町有田54字8番　ほか1筆

社会福祉法人コミュニティーネット
ワークふくい　若狭事務所

三方上中郡若狭町下タ中11-27-1 三方上中郡若狭町有田40字27番　ほか1筆

農事組合法人若狭下吉田営農組合
三方上中郡若狭町下吉田第23号10番地
の2

三方上中郡若狭町下吉田8字25番5　ほか1筆

有限会社かみなか農楽舎
三方上中郡若狭町安賀里第74号1番地の
1

三方上中郡若狭町上吉田1字12番２　ほか１筆

中村嘉幸 三方上中郡若狭町脇袋２１-１５-２ 三方上中郡若狭町瓜生22字8番2　ほか1筆

合同会社山心ファーム 三方上中郡若狭町関第60号12番地 三方上中郡若狭町瓜生40字6番2　ほか1筆

長橋努 三方上中郡若狭町脇袋20-17 三方上中郡若狭町上吉田1字28番2

有限会社かみなか農楽舎
三方上中郡若狭町安賀里第74号1番地の
1

三方上中郡若狭町脇袋10字6番2　ほか1筆

長橋努 三方上中郡若狭町脇袋20-17 三方上中郡若狭町脇袋7字11番1　ほか3筆

合同会社山心ファーム 三方上中郡若狭町関第60号12番地 三方上中郡若狭町瓜生48字6番2　ほか7筆
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森司 三方上中郡若狭町瓜生71-9-5 三方上中郡若狭町瓜生46字2番1　ほか1筆

合同会社山心ファーム 三方上中郡若狭町関第60号12番地 三方上中郡若狭町関34字6番2　ほか7筆

有限会社氣ごころや 三方上中郡若狭町三宅第44号30番地 三方上中郡若狭町仮屋41字3番　ほか1筆

農事組合法人三宅営農組合 三方上中郡若狭町三宅第68号7番地 三方上中郡若狭町市場24字8番　ほか27筆

農事組合法人三宅営農組合 三方上中郡若狭町三宅第68号7番地 三方上中郡若狭町井ノ口3字16番　ほか2筆

農事組合法人名水うりわり農園 三方上中郡若狭町天徳寺第35号9番地 三方上中郡若狭町井ノ口22字17番1

農事組合法人名水うりわり農園 三方上中郡若狭町天徳寺第35号9番地 三方上中郡若狭町日笠30字55番　ほか4筆

合同会社たごころ農園 三方上中郡若狭町下野木第13号2番地 三方上中郡若狭町上野木70字4番1
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