
（別紙）

１　認可に係る農用地利用配分計画の概要（平成３０年３月１９日認可）

氏名または名称 住所

西藪喜代士 福井市木米町2-6 福井市中町2字24番　ほか9筆

田中藤右エ門 福井市上伏町第12号17番地 福井市三ツ屋町12字23番1　ほか9筆

田中藤右エ門 福井市上伏町第12号17番地 福井市堀ノ宮町2字20番1　ほか1筆

田中藤右エ門 福井市上伏町第12号17番地 福井市八ツ島町23字5番　ほか3筆

農事組合法人こうすい 福井市河水町第1号9番地 福井市河水町5字3番2

田中藤右エ門 福井市上伏町第12号17番地 福井市上伏町5字6番　ほか6筆

田中藤右エ門 福井市上伏町第12号17番地 福井市黒丸町14字50番

田中藤右エ門 福井市上伏町第12号17番地 福井市土橋町3字75番2　ほか6筆

島﨑恒守 福井市東大味町第24号5番地 福井市大村町4字5番1　ほか11筆

株式会社FarmDaishin 福井市岡西谷町第24号59番地の1 福井市大久保町4字7番1　ほか5筆

島﨑恒守 福井市東大味町第24号5番地 福井市東大味町21字39番　ほか14筆

農事組合法人わしづか 福井市川合鷲塚町第36号18番地 福井市川合鷲塚町45字4番3

農事組合法人砂子田ファーム 福井市砂子田町第11号18番地1 福井市砂子田町11字19番

有限会社藤島エンタープライズ 福井市上伏町第13号17番地の1 福井市大谷町28字51番1　ほか9筆

西藪喜代士 福井市木米町2-6 福井市大谷町31字53番1　ほか3筆

有限会社藤島エンタープライズ 福井市上伏町第13号17番地の1 福井市燈豊町36字72番1

前田尚之 福井市小稲津町36-34 福井市上六条町24字32番1　ほか6筆

農事組合法人国富 小浜市次吉第70号3番地 小浜市丸山50字28番　ほか163筆

農事組合法人龍谷営農組合 勝山市野向町竜谷第15号1番地第1号 勝山市野向町龍谷36字3番　ほか230筆

農事組合法人あすなろ生産組合 鯖江市中野町第110号5番地 鯖江市中野町238字13番1

藤本秀則 鯖江市水落町1丁目12-33 鯖江市下河端町54字33番

有限会社アグリエース 鯖江市石田上町第2号7番地 鯖江市熊田町11字4番4　ほか2筆

堀内章義 鯖江市冬島町10-14 鯖江市熊田町19字9番1　ほか5筆

岡本治男 鯖江市金谷町9-11-1 鯖江市戸口町37字4番

農事組合法人ファーム東陽 鯖江市川島町第20号6番地 鯖江市川島町52字5番　ほか2筆

農事組合法人あすなろ生産組合 鯖江市中野町第110号5番地 鯖江市中野町215字3番1

辻本憲治 鯖江市中野町202-4-1 鯖江市中野町206字2番　ほか5筆

佐々木哲郎 鯖江市入町8-1-19 鯖江市四方谷町7字101番1　ほか2筆

大越康一 鯖江市杉本町30-70 鯖江市西番町6字37番　ほか2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8番1　ほか8筆

棚池文代 鯖江市川去町39-20-2 鯖江市西大井町4字8番

堀内章義 鯖江市冬島町10-14 鯖江市冬島町9字4番1　ほか5筆

堀内章義 鯖江市冬島町10-14 鯖江市二丁掛町2字7番1　ほか3筆

堀内章義 鯖江市冬島町10-14 鯖江市平井町6字2番2　ほか4筆

ふくいあまつ農産業株式会社 鯖江市鳥井町第7号15番地 鯖江市熊田町22字8番1　ほか3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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堀内章義 鯖江市冬島町10-14 鯖江市鳥井町19字5番1

ふくいあまつ農産業株式会社 鯖江市鳥井町第7号15番地 鯖江市鳥井町7字28番1　ほか13筆

株式会社マイセン 鯖江市上野田町第12号7番地の1 鯖江市下氏家町21字1番3

農事組合法人ファーム東陽 鯖江市川島町第20号6番地 鯖江市落井町12字2　ほか4筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市下野田町26-13-12 鯖江市下司町5字30番1

ふくいあまつ農産業株式会社 鯖江市鳥井町第7号15番地 鯖江市下司町19字17番3　ほか1筆

有限会社あわら農産 あわら市中番第35号62番地 あわら市中番29字39番　ほか4筆

加藤秀信 あわら市瓜生15-16 あわら市新14字116番　ほか7筆

神栄アグリテック株式会社 あわら市牛山第3号113番地 あわら市井江葭2字2番　ほか1筆

神栄アグリテック株式会社 あわら市牛山第3号113番地 あわら市二面10字49番

株式会社美・SOIL あわら市布目第3号37番地 あわら市二面26字5番　ほか3筆

齋藤壽三雄 あわら市宮前第6号9番地 あわら市宮前8字35番

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14字104番

株式会社田川農産 あわら市清間第7号8番地の1 あわら市東田中11字8番

農事組合法人仏徳寺ファーム あわら市上番第34号9番地1 あわら市上番121字2番　ほか57筆

谷口正彦 越前市中津原町51-2 越前市湯谷町24字38番　ほか5筆

谷口正彦 越前市中津原町51-2 越前市勾当原町2字29

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 越前市中津原町21字14番　ほか6筆

塚崎忠徳 越前市高木町40-38 越前市高木町45字8番　ほか10筆

農事組合法人ファーム庄境 越前市東庄境町第29号22番地 越前市東庄境町15字16番1　ほか3筆

農事組合法人ファーム庄境 越前市東庄境町第29号22番地 越前市野岡町39字9番2　ほか1筆

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市轟井町42字87番　ほか16筆

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市島町27字72番

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市長五町18字5番1

吉田三千寛 越前市大塩町第19号34番地の5 越前市大塩町23字33番　ほか4筆

阪井嘉隆 福井市大宮5丁目11-4 越前市杉尾町3字32番

内藤隆暁 越前市相木町10-29-1 越前市高岡町7字34番1　ほか1筆

大久保農園株式会社 越前市上太田町第40号13番地 越前市高森町18字4番1　ほか1筆

大久保農園株式会社 越前市上太田町第40号13番地 越前市丹生郷町13字10番1　ほか2筆

農事組合法人越前国中 越前市国中町第47号5番地の2 越前市赤坂町46字1番

農事組合法人越前国中 越前市国中町第47号5番地の2 越前市新堂町3字4番1　ほか2筆

株式会社ファーム本田 坂井市丸岡町一本田福所第10号51番地 坂井市丸岡町一本田福所1字19番　ほか17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164字8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 坂井市春江町安沢8字3番　ほか4筆

林数幸 坂井市春江町大牧12-38 坂井市春江町大牧1字6番2　ほか4筆

林数幸 坂井市春江町大牧12-38 坂井市春江町井向33字13番

長谷川源吾 坂井市春江町辻6-5 坂井市春江町辻4字6番1　ほか6筆
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農事組合法人みのり会 坂井市三国町油屋22字16番地 坂井市三国町西野中20字32番　ほか1筆

株式会社本原農園 坂井市三国町横越第7号17番地 坂井市三国町横越14字62番1　ほか11筆

農事組合法人みのり会 坂井市三国町油屋22字16番地 坂井市三国町加戸15字4番　ほか3筆

高嶋則雄 坂井市丸岡町堀水6-3 坂井市丸岡町舛田5字1番1　他10筆

高嶋則雄 坂井市丸岡町堀水6-3 坂井市丸岡町小黒101字16番乙

長谷川一男 坂井市丸岡町里竹田3-25-甲 坂井市丸岡町宇田2字2番　ほか75筆

長谷川一男 坂井市丸岡町里竹田3-25-甲 坂井市丸岡町里竹田26字2番2　ほか3筆

伊藤浩一 坂井市坂井町木部東20-7 坂井市坂井町木部東24字65番　ほか3筆

株式会社ファーム本田 坂井市丸岡町一本田福所第10号51番地 坂井市坂井町大味126字1番

南暢彦 坂井市坂井町高柳74-18 坂井市坂井町高柳106字14番　ほか2筆

佐藤貞昭 坂井市丸岡町舟寄91-16 坂井市坂井町田島9字5番　ほか1筆

佐藤貞昭 坂井市丸岡町舟寄91-16 坂井市坂井町田島窪9字7番

田中農園株式会社 坂井市坂井町福島第42号65番地1 坂井市坂井町福島47字22番

馬渕正人 南条郡南越前町上野51-38 南条郡南越前町上野66字2番1　ほか1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29字101番　ほか2筆

山田康二 南条郡南越前町脇本28-4-1 南条郡南越前町杣山4字14番　ほか49筆

農事組合法人かみはり 丹生郡越前町上川去第3号94番地甲 丹生郡越前町上川去27字11番2　ほか3筆

農事組合法人新庄わいわい楽舎 三方郡美浜町新庄第76号9番地 三方郡美浜町新庄110字54番1　ほか35筆

農事組合法人名田の荘 大飯郡おおい町名田庄下第1号7番地の1 大飯郡おおい町名田庄下84字51番1　ほか1筆

農事組合法人おおしま村 大飯郡おおい町大島第85号27番地1 大飯郡おおい町大島84字22番　ほか21筆

農事組合法人名田の荘 大飯郡おおい町名田庄下第1号7番地の1 大飯郡おおい町名田庄下13字13番　ほか6筆

農事組合法人岩屋ファーム 三方上中郡若狭町岩屋第27号21番地の1 三方上中郡若狭町岩屋13字5番　ほか1筆

瀬尾登志夫 三方上中郡若狭町岩屋第20号21番地 三方上中郡若狭町岩屋13字14番　ほか1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 三方上中郡若狭町東黒田26字32番

秋山佳也 三方上中郡若狭町藤井48-32　常田様方 三方上中郡若狭町藤井74字5番　ほか7筆

坊直紀 三方上中郡若狭町南前川36-15 三方上中郡若狭町藤井75字15番1　ほか1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 三方上中郡若狭町藤井44字63番

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

三方上中郡若狭町藤井74字1番1　ほか2筆

大南輝也 三方上中郡若狭町藤井48-20-1 三方上中郡若狭町藤井9字50番　ほか1筆

秋山佳也 三方上中郡若狭町藤井48-32　常田様方 三方上中郡若狭町田名17字61番　ほか4筆

堤光治 三方上中郡若狭町田名21-26 三方上中郡若狭町田名19字58番　ほか29筆

三宅貞弘 三方上中郡若狭町田名21-3 三方上中郡若狭町田名29字59番　ほか5筆

小堀隆幸 三方上中郡若狭町北前川第52号28番地 三方上中郡若狭町田名29字60番1　ほか1筆

堤光治 三方上中郡若狭町田名21-26 三方上中郡若狭町向笠70字43番1　ほか1筆

三宅貞弘 三方上中郡若狭町田名21-3 三方上中郡若狭町向笠69字32番　ほか3筆

農事組合法人MMK 三方上中郡若狭町島の内第14号2番地 三方上中郡若狭町成出13字68番

大下淳志 三方上中郡若狭町山内41-2 三方上中郡若狭町南24字65番1　ほか2筆
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大下淳志 三方上中郡若狭町山内41-2 三方上中郡若狭町山内54字61番　ほか13筆

清水俊博 三方上中郡若狭町長江15-41 三方上中郡若狭町長江18字81番2　ほか2筆

大下淳志 三方上中郡若狭町山内41-2 三方上中郡若狭町下タ中16字31番　ほか10筆

大下淳志 三方上中郡若狭町山内41-2 三方上中郡若狭町有田39字9番　ほか15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 三方上中郡若狭町有田30字32番1　ほか3筆

清水俊博 三方上中郡若狭町長江15-41 三方上中郡若狭町有田35字10番　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62字31番

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13番1　ほか1筆

赤尾嘉則 小浜市木崎28-10 三方上中郡若狭町日笠60字40番

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67字8番

山本謙 三方上中郡若狭町兼田14-14-3 三方上中郡若狭町兼田1字2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 三方上中郡若狭町玉置7字3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 三方上中郡若狭町下野木40字5番　ほか1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

三方上中郡若狭町南前川79字1番　ほか5筆

秋山佳也 三方上中郡若狭町藤井48-32　常田様方 三方上中郡若狭町南前川80字10番

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 三方上中郡若狭町南前川78字13番　ほか7筆

市川昇 三方上中郡若狭町大鳥羽第3号3番地 三方上中郡若狭町大鳥羽14字78番　ほか2筆

三宅和博 三方上中郡若狭町麻生野37-19-8 三方上中郡若狭町上黒田13字21番

三宅和博 三方上中郡若狭町麻生野37-19-8 三方上中郡若狭町麻生野38字41番　ほか19筆

北川博司 小浜市加茂9-23 三方上中郡若狭町杉山47字2番　ほか8筆

北川博司 小浜市加茂9-23 三方上中郡若狭町上野木48字16番

北川博司 小浜市加茂9-23 三方上中郡若狭町中野木22字58番1　ほか5筆
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