
（別紙）

１　認可に係る農用地利用配分計画の概要（令和２年３月１９日認可）

氏名または名称 住所

島﨑恒守 福井市 福井市田中町2字21番　ほか4筆

島﨑恒守 福井市 福井市東大味町3字5番　ほか2筆

農事組合法人わしづか 福井市 福井市川合鷲塚町37字10番　ほか1筆

野路益伸 福井市 福井市下細江町2字7番　ほか10筆

株式会社本原農園 坂井市 福井市池尻町1字31番　ほか3筆

農事組合法人わしづか 福井市 福井市中角町11字46番　ほか9筆

藤井藤一 福井市 福井市新開町1字7番1　ほか2筆

松川鉄男 福井市 福井市新開町2字2番　ほか4筆

農事組合法人毘沙門 福井市 福井市上毘沙門町2字10番

農事組合法人コスモスファーム 福井市 福井市江上町2字16番　ほか168筆

株式会社スゴイファーム 福井市 福井市大谷町37字10番1　ほか66筆

農事組合法人上味見みらいファーム 福井市 福井市神当部町8字22番　ほか160筆

農事組合法人上味見みらいファーム 福井市 福井市中手町4字30番　ほか32筆

農事組合法人千石の郷 小浜市 小浜市堅海6字24番　ほか184筆

田中秀明 小浜市 小浜市和久里26字6番1　ほか5筆

柳瀬正美 大野市 大野市菖蒲池18字7番　ほか2筆

合同会社上田農園 大野市 大野市森政領家3字21番　ほか12筆

合同会社上田農園 大野市 大野市猪島43字5番　ほか51筆

橋本恒夫 大野市 大野市下据1字21番　ほか5筆

農事組合法人アグリ友兼 大野市 大野市友兼9字10番　ほか134筆

合同会社上田農園 大野市 大野市友兼7字32番　ほか11筆

田口一光 大野市 大野市友兼8字39番2　ほか9筆

有限会社アロサール菖蒲池 大野市 大野市友兼5字20番1　ほか10筆

齊藤久 大野市 大野市野中17字30番　ほか4筆

水元啓之 大野市 大野市野中7字1番1　ほか6筆

建石正治 大野市 大野市五条方13字45番　ほか5筆

建石正治 大野市 大野市五条方13字47番1　ほか40筆

齊藤久 大野市 大野市今井11字20番　ほか3筆

合同会社上田農園 大野市 大野市今井7字27番　ほか6筆

有限会社ガーデンファーム 大野市 大野市木本97字12番　ほか4筆

農事組合法人大野市総合農場 大野市 大野市木本119字54番　ほか4筆

麥田大輔 大野市 大野市木本39字28番1　ほか2筆

合同会社このもと農園 大野市 大野市木本90字106番　ほか3筆

棟朝利明 大野市 大野市富嶋4字59番　ほか6筆

株式会社ゆいファーム 大野市 大野市七板1字26番　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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農事組合法人松丸生産組合 大野市 大野市松丸17字10番　ほか11筆

株式会社かつやまアグリ倶楽部 勝山市 勝山市若猪野17字4番1　ほか15筆

中村栄治 勝山市 勝山市北郷町西妙金島5字40番1　ほか8筆

石川義仁 勝山市 勝山市北郷町西妙金島1字22番　ほか2筆

大谷健一 勝山市 勝山市北郷町伊知地35字7番　ほか36筆

笠羽久視 勝山市 勝山市北郷町伊知地59字36番

斎藤彰 勝山市 勝山市遅羽町蓬生43字14番1　ほか12筆

株式会社アグリプラント越前 勝山市 勝山市鹿谷町東遅羽口26字8番　ほか1筆

中村栄治 勝山市 勝山市荒土町伊波12字30番　ほか3筆

皿澤利彦 勝山市 勝山市荒土町伊波19字39番　ほか2筆

石川健治 勝山市 勝山市荒土町伊波13字30番　ほか4筆

農事組合法人松田ファーム 勝山市 勝山市荒土町伊波19字38番　ほか5筆

本多範行 勝山市 勝山市荒土町伊波6字1番1　ほか10筆

木下嘉隆 勝山市 勝山市荒土町伊波13字35番1　ほか1筆

石塚康雄 勝山市 勝山市野向町薬師神谷44字17番　ほか1筆

谷一夫 勝山市 勝山市平泉寺町平泉寺107字12番　ほか11筆

牧野雅夫 勝山市 勝山市平泉寺町平泉寺173字13番　ほか4筆

有限会社竹内農園 あわら市 あわら市国影11字17番

農事組合法人剱岳ファーム あわら市 あわら市東山65字41番　ほか23筆

農事組合法人剱岳ファーム あわら市 あわら市椚1字9番　ほか6筆

農事組合法人滝ひかり農産 あわら市 あわら市滝16字103番　ほか5筆

株式会社タクファーム あわら市 あわら市古屋石塚13字79番　ほか6筆

齋藤壽三雄 あわら市 あわら市公文5字3番1　ほか2筆

有限会社あわら農楽ファーム あわら市 あわら市畝市野々37字15番　ほか93筆

有限会社あわら農楽ファーム あわら市 あわら市桑原25字1番　ほか6筆

長谷川農園株式会社 あわら市 あわら市赤尾28字5番　ほか6筆

長谷川農園株式会社 あわら市 あわら市北潟143字166番1　ほか15筆

赤羽範恭 あわら市 あわら市北潟142字8番

永木良和 越前市 越前市粟田部町87字19番　ほか1筆

永木良和 越前市 越前市西樫尾町16字37番

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市 越前市野岡町16字35番1　ほか4筆

農事組合法人みのり会 坂井市 坂井市三国町楽円35字16番1　ほか11筆

小林繁雄 坂井市 坂井市春江町石仏1字29番　ほか5筆

株式会社片岡農園 坂井市 坂井市春江町西太郎丸16字1番3　ほか14筆

岡崎祐治 坂井市 坂井市春江町木部西方寺15字1番1　ほか1筆

前川龍雄 坂井市 坂井市春江町定重2字6番　ほか2筆

林数幸 坂井市 坂井市春江町井向41字2番1　ほか1筆
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林数幸 坂井市 坂井市春江町大牧20字3番1　ほか17筆

小林重信 坂井市 坂井市春江町西長田37字5番1　ほか5筆

林哲夫 坂井市 坂井市丸岡町八ケ郷19字22番　ほか3筆

株式会社ファーム本田 坂井市 坂井市坂井町長畑1字5番2　ほか150筆

佐藤善男 坂井市 坂井市坂井町上新庄13字22番　ほか6筆

今出邦夫 坂井市 坂井市坂井町上新庄24字28番　ほか3筆

加藤邦彦 坂井市 坂井市春江町針原8字4番

株式会社片岡農園 坂井市 坂井市春江町千歩寺7字13番1　ほか42筆

山田農産株式会社 坂井市 坂井市丸岡町一本田18字8番3　ほか3筆

山田農産株式会社 坂井市 坂井市丸岡町舟寄14字8番　ほか20筆

農事組合法人舟寄五区営農組合 坂井市 坂井市丸岡町舟寄41字43番1　ほか4筆

中瀬農産株式会社 坂井市 坂井市丸岡町末政8字38番　ほか7筆

中瀬農産株式会社 坂井市 坂井市丸岡町板倉3字21番　ほか11筆

中瀬農産株式会社 坂井市 坂井市丸岡町野中山王19字3番　ほか1筆

末廣秀夫 坂井市 坂井市丸岡町友末4字7番　ほか1筆

松村寛治 坂井市 坂井市丸岡町吉政1字7番　ほか8筆

五十嵐一志 坂井市 坂井市坂井町下新庄6字24番　ほか6筆

五十嵐憲男 坂井市 坂井市坂井町下新庄2字25番　ほか7筆

五十嵐誠一 坂井市 坂井市坂井町下新庄8字1番1　ほか11筆

達川一義 坂井市 坂井市坂井町下新庄6字18番2　ほか14筆

達川秀樹 坂井市 坂井市坂井町下新庄8字6番　ほか8筆

南後和宏 坂井市 坂井市坂井町下新庄17字24番　ほか3筆

澤崎一三 坂井市 坂井市坂井町下新庄13字14番1　ほか11筆

萩原一 坂井市 坂井市坂井町下新庄14字26番　ほか21筆

坂井市 坂井市坂井町下新庄6字1番1　ほか26筆

長谷川喜道 坂井市 坂井市坂井町下新庄11字1番2　ほか51筆

佐川勝行 坂井市 坂井市坂井町下新庄2字21番1　ほか20筆

坪田彦兵衛 坂井市 坂井市坂井町長屋9字58番1　ほか7筆

藤田晴夫 坂井市 坂井市坂井町今井2字14番　ほか9筆

農事組合法人徳分田農園 坂井市 坂井市坂井町徳分田1字6番　ほか178筆

佐川勝行 坂井市 坂井市坂井町徳分田14字23番　ほか38筆

佐藤善男 坂井市 坂井市坂井町徳分田36字23番　ほか61筆

笈田和幸 福井市 坂井市坂井町徳分田43字9番　ほか1筆

株式会社FarmDaishin 福井市 吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿15字9番1

一般財団法人池田町農業公社 今立郡池田町 今立郡池田町菅生30字13番　ほか10筆

一般財団法人池田町農業公社 今立郡池田町 今立郡池田町新保10字10番1　ほか5筆

宮本保夫 今立郡池田町 今立郡池田町寺島16字19番　ほか1筆
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一般財団法人池田町農業公社 今立郡池田町 今立郡池田町寺島23字4番1　ほか1筆

宮本保夫 今立郡池田町 今立郡池田町市8字15番　ほか3筆

一般財団法人池田町農業公社 今立郡池田町 今立郡池田町薮田4字17番　ほか3筆

一般財団法人池田町農業公社 今立郡池田町 今立郡池田町板垣64字11番　ほか1筆

株式会社田んぼの天使 丹生郡越前町 丹生郡越前町小曽原87字31番　ほか7筆

農事組合法人松原生産組合 三方郡美浜町 三方郡美浜町松原18字4番　ほか1筆

株式会社無限大 三方郡美浜町 三方郡美浜町興道寺5字12番1　ほか5筆

松井宣文 三方郡美浜町 三方郡美浜町興道寺9字3番1

有限会社長谷川農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町麻生27字7番　ほか30筆

有限会社長谷川農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町佐柿46字1番1　ほか4筆

株式会社大野農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町佐柿6字37番1　ほか6筆

有限会社長谷川農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町宮代14字2番2　ほか2筆

有限会社長谷川農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町安江4字6番1　ほか1筆

有限会社長谷川農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町中寺6字3番　ほか6筆

株式会社大野農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町河原市4字4番1　ほか6筆

株式会社大野農園 三方郡美浜町 三方郡美浜町木野16字6番　ほか2筆

農事組合法人大黒ファーム 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町倉見3字30番　ほか3筆

有限会社藤庄 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町南前川73字2番　ほか1筆

保志公平 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町海士坂21字77番

有限会社かみなか農楽舎 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町下タ中47字5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 三方上中郡若狭町下吉田4字22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 三方上中郡若狭町井ノ口12字11番1

山本謙 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町武生21字4番

農事組合法人玉置営農組合 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町玉置50字7番1　ほか1筆
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