
（別紙）

１　認可に係る農用地利用配分計画の概要（令和２年２月２５日認可）

氏名または名称 住所

安實正嗣 福井市 福井市寺前町17字25番　ほか3筆

株式会社FarmDaishin 福井市 福井市今泉町25字17番2　ほか1筆

室田祐治 福井市 福井市浜島町1字4番1　ほか25筆

朝日教夫 福井市 福井市上莇生田町20字4番1　ほか5筆

寺井由治 福井市 福井市上莇生田町27字52番

株式会社FarmDaishin 福井市 福井市大久保町1字25番1　ほか1筆

農事組合法人そんぼ 福井市 福井市曽万布町26字6番2　ほか10筆

農事組合法人わしづか 福井市 福井市中角町20字38番

農事組合法人アグリオ 福井市 福井市今泉町5字9番1

農事組合法人毘沙門 福井市 福井市上毘沙門町2字6番　ほか3筆

島﨑恒守 福井市 福井市田中町5字3番　ほか3筆

株式会社FarmDaishin 福井市 福井市高田町11字5番　ほか2筆

赤尾嘉則 小浜市 小浜市府中17字47番

株式会社永耕農産 小浜市 小浜市門前1字28番1　ほか1筆

赤尾嘉則 小浜市 小浜市和久里51字55番　ほか1筆

田中秀明 小浜市 小浜市和久里4字1番1　ほか8筆

農事組合法人ファーム別所 勝山市 勝山市荒土町別所10字1番　ほか7筆

農事組合法人松田ファーム 勝山市 勝山市荒土町松田10字24番　ほか2筆

大西光栄 勝山市 勝山市遅羽町北山14字17番　ほか12筆

大西光栄 勝山市 勝山市遅羽町嵭崎29字19番1　ほか11筆

瀧本嘉史 勝山市 勝山市野向町竜谷40字25番　ほか1筆

農事組合法人龍谷営農組合 勝山市 勝山市野向町竜谷40号28番　ほか6筆

石橋政光 勝山市 勝山市野向町聖丸9字18番　ほか26筆

農事組合法人みむろファーム 勝山市 勝山市遅羽町大袋28字67番　ほか4筆

片岸史治 勝山市 勝山市平泉寺町平泉寺103字23番1　ほか39筆

株式会社田川農産 あわら市 あわら市沢34字69番1　ほか3筆

藤野雄次 あわら市 あわら市下番35字18番

加藤農産株式会社 あわら市 あわら市南金津61字15番　ほか2筆

農事組合法人アグリ稲姫 あわら市 あわら市南金津45字102番

株式会社美・SOIL あわら市 あわら市布目53字17番

有限会社竹内農園 あわら市 あわら市二面25字6番　ほか2筆

齋藤壽三雄 あわら市 あわら市下番15字1番　ほか1筆

齋藤壽三雄 あわら市 あわら市宮前20字8番　ほか1筆

農事組合法人ファーム熊坂 あわら市 あわら市熊坂10字6番　ほか2筆

株式会社南部農産 越前市 越前市国兼町10字4番　ほか4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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有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市 越前市野岡町22字24番1　ほか1筆

大久保農園株式会社 越前市 越前市丹生郷町13字3番1　ほか1筆

大久保農園株式会社 越前市 越前市上太田町8字2番

農事組合法人高山農園 越前市 越前市向新保町9字10番　ほか1筆

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市 越前市轟井町29字38番

合同会社塚農産 越前市 越前市塚町22字13番1　ほか17筆

農事組合法人弘法大師ファームみつま
た

越前市 越前市高森町2字21番1　ほか1筆

農事組合法人弘法大師ファームみつま
た

越前市 越前市丹生郷町5字15番2　ほか2筆

大久保農園株式会社 越前市 越前市丹生郷町5字7番2　ほか1筆

農事組合法人弘法大師ファームみつま
た

越前市 越前市三ツ俣町3字6番　ほか1筆

農事組合法人弘法大師ファームみつま
た

越前市 越前市北山町18字6番1

農事組合法人弘法大師ファームみつま
た

越前市 越前市横根町3字1番　ほか4筆

上嶋善一 越前市 越前市北町92字1番1　ほか3筆

山形秀幸 越前市 越前市西尾町7字31番　ほか1筆

山形秀幸 越前市 越前市宮谷町1字10番　ほか6筆

冨田博文 越前市 越前市中津原町5字6番　ほか4筆

谷口正彦 越前市 越前市下中津原町40字24番　ほか2筆

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市 越前市杉尾町5字40番　ほか4筆

農事組合法人ファーム赤坂 越前市 越前市赤坂町15字20番　ほか122筆

農事組合法人ファーム赤坂 越前市 越前市新堂町32字5番　ほか1筆

内藤隆暁 越前市 越前市横住町4字16番　ほか4筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町舟寄3字3番5　ほか6筆

小林繁雄 坂井市 坂井市春江町石仏1字11番　ほか3筆

林数幸 坂井市 坂井市春江町西長田28字9番1　ほか7筆

農事組合法人大川あぐり 坂井市 坂井市丸岡町友末1字47番　ほか2筆

佐藤賢一 坂井市 坂井市春江町中庄28字2番3　ほか5筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町舟寄29字53番

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町磯部福庄9字6番　ほか6筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町熊堂2字279番　ほか8筆

長谷川一男 坂井市 坂井市丸岡町玄女10字13番　ほか1筆

株式会社ファーム本田 坂井市 坂井市丸岡町一本田福所1字8番　ほか3筆

農事組合法人大川あぐり 坂井市 坂井市丸岡町上安田5字13番　ほか5筆

坪田彦兵衛 坂井市 坂井市坂井町河和田8字8番　ほか6筆

加藤農産株式会社 あわら市 坂井市坂井町下関7字6番　ほか4筆

株式会社田川農産 あわら市 坂井市坂井町下関16字13番1　ほか1筆

坂井市 坂井市坂井町宮領33字9番　ほか10筆

有限会社竹内農園 あわら市 坂井市三国町池上6字20番
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株式会社本原農園 坂井市 坂井市三国町西野中27字2番　ほか5筆

林哲夫 坂井市 坂井市丸岡町山久保19字3番1　ほか4筆

林哲夫 坂井市 坂井市丸岡町女形谷10字5番1　ほか2筆

中瀬農産株式会社 坂井市 坂井市丸岡町末政4字184番1　ほか8筆

有限会社アグリ・エス・ケー 坂井市 坂井市春江町正善5字3番1

有限会社アグリ・エス・ケー 坂井市 坂井市春江町石塚6字9番1　ほか1筆

中嶋吉英 坂井市 坂井市春江町石塚9字1番1

有限会社アグリ・エス・ケー 坂井市 坂井市春江町取次2字3番2

中嶋吉英 坂井市 坂井市春江町上小森20字7番　ほか1筆

西端節子 坂井市 坂井市春江町中庄31字7番　ほか5筆

西端和雄 坂井市 坂井市春江町中庄7字3番　ほか4筆

林数幸 坂井市 坂井市春江町大牧3字9番　ほか5筆

坪田敏昭 坂井市 坂井市春江町本堂11字2番2　ほか6筆

坪田敏昭 坂井市 坂井市春江町随応寺3字3番

坪田敏昭 坂井市 坂井市春江町江留中40字8番　ほか4筆

田中農園株式会社 坂井市 坂井市坂井町上新庄34字53番

今出邦夫 坂井市 坂井市坂井町上新庄26字59番

南暢彦 坂井市 坂井市坂井町高柳121字3番1　ほか9筆

田崎盛一 坂井市 坂井市丸岡町小黒13字25番　ほか7筆

代継弘子 南条郡南越前町 南条郡南越前町上野41字8番　ほか1筆

桂川静雄 南条郡南越前町 南条郡南越前町鋳物師12字10番1

高木正義 南条郡南越前町 南条郡南越前町清水22字12番

山田康二 南条郡南越前町 南条郡南越前町杣山8字2番2　ほか3筆

有限会社リトリート田倉 南条郡南越前町 南条郡南越前町上温谷5字63番　ほか1筆

小不動勝史 南条郡南越前町 南条郡南越前町大門25字103番1

野村浩治 南条郡南越前町 南条郡南越前町大門12字105番3　ほか1筆

株式会社南越前総合ファーム 南条郡南越前町 南条郡南越前町八飯24字5番1　ほか1筆

株式会社南越前総合ファーム 南条郡南越前町 南条郡南越前町孫谷4字101番　ほか27筆

合同会社天狗山農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町田上31字63番

中村誉央 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町相田13字36番　ほか2筆

清水俊博 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町大鳥羽19字76番

清水俊博 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町南22字59番　ほか1筆

有限会社かみなか農楽舎 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町末野51字2番　ほか1筆

清水俊博 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町有田35字7番

農事組合法人名水うりわり農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町井ノ口12字12番1　ほか2筆

山本謙 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町日笠53字1番　ほか3筆

合同会社たごころ農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町下野木5字61番　ほか1筆
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