
（別紙）

１　認可に係る農用地利用配分計画の概要（平成２９年３月２１日認可）

氏名または名称 住所

島崎恒守 福井市東大味町第24号5番地 福井市大村町4字3番1　ほか16筆

細谷道博 福井市大村町18-3 福井市大村町19字5番　ほか3筆

佐藤紀明 福井市下六条町10-32 福井市下六条町4字9番　ほか2筆

前田尚之 福井市小稲津町36-34 福井市上莇生田町6字51番　ほか2筆

槁本裕文 福井市和田中町新明宅地17 福井市和田中町118字39番　ほか2筆

山田寿寛 福井市間山町1-12-1 福井市間山町6字63番1

安實正嗣 福井市寺前町103 福井市寺前町20字18番　ほか1筆

本原博義 坂井市三国町横越7-17 福井市池尻町6字15番　ほか7筆

農事組合法人ファーム元気 福井市島寺町第21号52番地 福井市島寺町26字46番　ほか2筆

山﨑惣一郎 福井市羽坂町第33号45番2 福井市下天下町13字4番

農事組合法人甑の里 福井市甑谷町第10号9番地1 福井市甑谷町25字38番

徳長則行 福井市太田町16-28 福井市太田町47字7番　ほか1筆

岡憲夫 福井市上東郷町第16号4番地 福井市東郷二ケ町9字2番1

松川鉄男 福井市新開町21-2-2 福井市新開町4字11番　ほか27筆

藤井藤一 福井市新開町17-46 福井市新開町1字4番1　ほか1筆

農事組合法人社の郷南居 福井市南居町第47号17番地 福井市南居町91字1番　ほか1筆

田中源美 福井市下東郷町15-45 福井市円成寺町2字2番1　ほか3筆

水島三雄 福井市下莇生田町15-15 福井市下六条町2字39番1　ほか2筆

水島三雄 福井市下莇生田町15-15 福井市小稲津町45字5番1　ほか1筆

中瀬輝雄 坂井市丸岡町末政5-63 福井市中ノ郷町3字35番1　ほか2筆

東俊太郎 福井市小羽町12-18 福井市小羽町13字44番　ほか1筆

齊藤秀樹 福井市山内町2-7 福井市山内町59字56番　ほか1筆

農事組合法人メガファーム鶉 福井市菖蒲谷町堂様山1番地
福井市波寄町51字22番　ほか8筆
（従前地）福井市波寄町1字3番1　ほか45筆
（一時利用地）福井市波寄町40字2番　ほか7筆

株式会社FarmDaishin 福井市岡西谷町第24号59番の1 福井市大久保町5字3番1　ほか7筆

小林英治 福井市鹿俣町48-10 福井市鹿俣町12字7番1　ほか7筆

株式会社ミライスつるが気比 敦賀市沓見174号3番地の2 敦賀市沓見52字5番　ほか203筆

農事組合法人国富 小浜市次吉第70号3番地 小浜市奈胡24字10番　ほか5筆

田中政喜 小浜市谷田部41-18 小浜市谷田部84字9番　ほか3筆

合同会社飯盛農産 小浜市飯盛第127号31番地 小浜市飯盛54字2番　ほか1筆

農事組合法人玉置営農組合 三方上中郡若狭町玉置第25号30番地 小浜市加茂104字40番　ほか2筆

内田東市 勝山市野向町竹林2-2 勝山市野向町竹林1字14番1　ほか7筆

宮本眞義 鯖江市下新庄町57-22 鯖江市下新庄町134字50番　ほか10筆

木水秀徳 鯖江市下新庄町52-59 鯖江市下新庄町69字27番1

福岡弘己 鯖江市新町8-30 鯖江市下新庄町65字23番　ほか5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107字17番　ほか28筆

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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賃借権の設定等を受ける土地

農事組合法人エコファーム舟枝 鯖江市舟枝町第9号23番地 鯖江市中野町245字4番1　ほか5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235字8番2　ほか1筆

農事組合法人ファーム石田 鯖江市石田下町第2号10番地 鯖江市石田下町6字6番2　ほか3筆

株式会社たんなんファーム 鯖江市大倉町第20号5番地 鯖江市西大井町9字9番　ほか18筆

西野國男 鯖江市西大井町19-44 鯖江市西大井町3字14番1　ほか1筆

有限会社アグリエース 鯖江市石田上町第2号7番地 鯖江市持明寺町10字14番　ほか3筆

有限会社アグリエース 鯖江市石田上町第2号7番地 鯖江市小泉町8字7番2　ほか11筆

堀内章義 鯖江市冬島町10-14 鯖江市平井町1字10番1　ほか2筆

堀内章義 鯖江市冬島町10-14 鯖江市熊田町11字7番2　ほか5筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市上野田町16字4番

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市下司町3字7番1　ほか11筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市鳥井町9字1番

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市当田町2字10番1　ほか4筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市下氏家町5字21番

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市下氏家町19字27番

有限会社アグリエース 鯖江市石田上町第2号7番地 鯖江市石田上町39字5番1　ほか1筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市上氏家町6字23番　ほか2筆

有限会社内田農産 鯖江市別司町第1号4番地 鯖江市中戸口町5字126番

有限会社内田農産 鯖江市別司町第1号4番地 鯖江市河和田町6字13番1

有限会社内田農産 鯖江市別司町第1号4番地 鯖江市別司町9字3番

農事組合法人さかのしもファーム あわら市花乃杜1丁目3番2号 あわら市井江葭42字6番

北廣見 あわら市東山42-15 あわら市権世6字51番1　ほか3筆

北廣見 あわら市東山42-15 あわら市東山18字23番　ほか5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28字40番　ほか7筆

農事組合法人さかのしもファーム あわら市花乃杜1丁目3番2号 あわら市北金津48字28番　ほか52筆

農事組合法人アグリBANDEN あわら市番田第35号3番地1 あわら市番田53字3番　ほか5筆

株式会社田川農産 あわら市清間第7号8番地の1 あわら市桑原7字2番1　ほか7筆

農事組合法人グリーンファーム角屋 あわら市角屋第7号12番地 あわら市角屋1字64番　ほか50筆

農事組合法人さかのしもファーム あわら市花乃杜1丁目3番2号 あわら市北金津47字23番　ほか1筆

藤野雄次 あわら市下番第8号16番地1 あわら市下番24字6番　ほか4筆

加藤秀信 あわら市瓜生15-16 あわら市南金津50字115番　ほか4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 あわら市南金津45字105番　ほか102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65字4番

農事組合法人フレンドリー柿原 あわら市柿原第62号49番地 あわら市柿原2字12番

株式会社越前夢ファーム あわら市上番第34号22番地 あわら市山室9字6番　ほか1筆

株式会社越前夢ファーム あわら市上番第34号22番地 あわら市宮谷5字17番3　ほか25筆

株式会社越前夢ファーム あわら市上番第34号22番地 あわら市青ノ木44字39番1　ほか1筆
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特定非営利活動法人ピアファーム あわら市二面45号19番地1 あわら市波松65字19番　ほか8筆

特定非営利活動法人ピアファーム あわら市二面45号19番地1 あわら市番堂野28字101番

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43字50番

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240字90番1

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市山室町第50号6番地の2 越前市山室町16字3番1　ほか2筆

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市島町25字28番１　ほか6筆

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市長五町2字157番　ほか3筆

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市山室町第50号6番地の2 越前市野岡町43字2番1

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市山室町第50号6番地の2 越前市定友町20字27番　ほか2筆

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市山室町第50号6番地の2 越前市大平町６字11番

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市山室町第50号6番地の2 越前市杉尾町1字12番

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市杉尾町9字1番3

合同会社ベアラファーム 南条郡南越前町清水第1号27番地の1 越前市中平吹町59字28番

農事組合法人ファームコウノトリの里 越前市下中津原町第54号15番地 越前市下中津原町62字20番　ほか1筆

坂下清巳 越前市広瀬町第193号80番地 越前市広瀬町158字4番　ほか3筆

永木良和 越前市西樫尾町7-9 越前市北小山町31字19番　ほか3筆

永木良和 越前市西樫尾町7-9 越前市五分市町29字43番　ほか1筆

永木良和 越前市西樫尾町7-9 越前市西樫尾町16字38番1　ほか3筆

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市長五町19字21番

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市島町25字37番１　ほか2筆

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市山室町第50号6番地の2 越前市野岡町16字29番1　ほか3筆

内藤隆暁 越前市相木町10-29-1 越前市朽飯町3字4番1　ほか1筆

有限会社内田農産 鯖江市別司町第1号4番地 越前市赤坂町5字4番　ほか6筆

内藤隆暁 越前市相木町10-29-1 越前市山室町7字22番

玉村嘉男 越前市上真柄町38-3 越前市上真柄町7字2番　ほか5筆

農事組合法人高山農園 越前市大塩町第25号28番地 越前市畑町21字1番　ほか2筆

農事組合法人高山農園 越前市大塩町第25号28番地 越前市向新保町32字7番1　ほか6字

大久保農園株式会社 越前市上太田町第40号13番地 越前市上太田町8字6番3　ほか4筆

舘内善弘 越前市真柄町11-14 越前市真柄町2字4番1　ほか7筆

舘内善弘 越前市真柄町11-14 越前市西尾町2字44番　ほか3筆

株式会社田川農産 あわら市清間第7号8番地の1 坂井市坂井町下関1字15番　ほか3筆

株式会社片岡農園 坂井市春江町針原第22号21番地 坂井市春江町西太郎丸5字14番1　ほか2筆

大嶋昭雄 坂井市春江町布施田新8-21-3 坂井市春江町布施田新3字3番

西端勝則 坂井市春江町布施田新1-4 坂井市春江町布施田新3字5番2　ほか1筆

亀嶋政幸 坂井市春江町布施田新2-35 坂井市春江町布施田新3字12番　ほか7筆

北嶋忠好 坂井市春江町布施田新2-42 坂井市春江町布施田新3字14番1

錦織和夫 坂井市春江町布施田新8-1 坂井市春江町布施田新3字16番2　ほか2筆

3 / 5



氏名または名称 住所

賃借権の設定等を受ける者
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北嶋徹 坂井市春江町布施田新1-3 坂井市春江町布施田新5字1番　ほか1筆

山田農産株式会社 坂井市丸岡町舟寄第90号28番地 坂井市丸岡町一本田16字25番　ほか1筆

山田農産株式会社 坂井市丸岡町舟寄第90号28番地 坂井市丸岡町舟寄15字2番2　ほか8筆

喜多喜代志 坂井市丸岡町宇田4-20 坂井市丸岡町玄女44字4番　ほか14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14字8番1　ほか6筆

柳原真木衛 坂井市丸岡町舟寄88-20 坂井市丸岡町玄女40字3番　ほか16筆

長谷川一男 坂井市丸岡町里竹田3-25-甲 坂井市丸岡町玄女39字14番1　ほか1筆

奥出正夫 坂井市丸岡町玄女32-7 坂井市丸岡町玄女23字15番2　ほか1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2字13番　ほか87筆

山田農産株式会社 坂井市丸岡町舟寄第90号28番地 坂井市丸岡町宇随7字1番　ほか4筆

西川仁文 坂井市丸岡町女形谷39-26 坂井市丸岡町女形谷13字5番　ほか3筆

農事組合法人御油田菜彩 坂井市坂井町御油田第8号54番地2 坂井市坂井町御油田9字28番2

農事組合法人東荒井農産 坂井市坂井町東荒井11号3番地 坂井市坂井町東荒井17字70番　ほか3筆

林数幸 坂井市春江町大牧12-38 坂井市春江町大牧16字8番　ほか3筆

林数幸 坂井市春江町大牧12-38 坂井市春江町井向32字4番

有限会社アグリ・エス・ケー 坂井市春江町安沢第7号13番地1 坂井市春江町安沢14字42番　ほか3筆

有限会社アグリ・エス・ケー 坂井市春江町安沢第7号13番地1 坂井市春江町石塚8字1番4　ほか5筆

末廣秀夫 坂井市丸岡町末政5-76 坂井市丸岡町末政10字6-1　ほか3筆

岩﨑雄二 坂井市丸岡町末政5-87 坂井市丸岡町板倉1字6番1　ほか10筆

株式会社耕福井支店 坂井市三国町加戸3字10-1 坂井市三国町陣ヶ岡20字34番　ほか4筆

山根清治 南条郡南越前町東谷6-32 南条郡南越前町西大道1字53番1　ほか5筆

合同会社ベアラファーム 南条郡南越前町清水第1号27番地の1 南条郡南越前町東大道16字20番1　ほか1筆

合同会社ベアラファーム 南条郡南越前町清水第1号27番地の1 南条郡南越前町上平吹20字34番　ほか1筆

坂下正晴 南条郡南越前町古木2-41 南条郡南越前町馬上免6字63番　ほか2筆

有限会社リトリート田倉 南条郡南越前町古木第62号57番地 南条郡南越前町瀬戸23字58番　ほか1筆

株式会社いーの越前 越前市今宿町第20号1番地 南条郡南越前町孫谷9字104番

農事組合法人ＹＡＩ 南条郡南越前町八飯第27号8番地の１ 南条郡南越前町八飯38字104番

山本茂 南条郡南越前町湯尾125-10 南条郡南越前町湯尾106字10番　ほか2筆

山腰吉二 南条郡南越前町宇津尾40-9 南条郡南越前町宇津尾1字111番　ほか2筆

農事組合法人和田営農組合 大飯郡高浜町和田第119号14番地 大飯郡高浜町和田13字101番　ほか104筆

農事組合法人大黒ファーム 三方上中郡若狭町横渡第10号23番地 三方上中郡若狭町倉見4字23番　ほか8筆

農事組合法人大黒ファーム 三方上中郡若狭町横渡第10号23番地 三方上中郡若狭町能登野16字3番1　ほか1筆

農事組合法人大黒ファーム 三方上中郡若狭町横渡第10号23番地 三方上中郡若狭町横渡16字58番　ほか113筆

農事組合法人大黒ファーム 三方上中郡若狭町横渡第10号23番地 三方上中郡若狭町相田29字62番

農事組合法人玉置営農組合 三方上中郡若狭町玉置第25号30番地 三方上中郡若狭町玉置31字7番　ほか107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4字19番　ほか121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

三方上中郡若狭町上吉田4字56番1　ほか10筆
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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

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 三方上中郡若狭町日笠53字8番　ほか1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 三方上中郡若狭町武生16字18番１　ほか1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 三方上中郡若狭町玉置41字11番1　ほか3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52字63番　ほか35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 三方上中郡若狭町中野木16字6番2　ほか6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 三方上中郡若狭町下野木5字68番　ほか93筆

清水勝昭 三方上中郡若狭町下野木23-4-1 三方上中郡若狭町下野木10字53番
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