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農用地利用配分計画の認可公告

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第 1項の規定により、農用地利用配分計画

を次のとおり認可した。

平成28年4月28日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 農用地利用配分計画の概要

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

氏名又は名称 イ主 所

中川功市 能美市下清水町イ 8 能美市下清水町22ほか 3筆

石浦義守 能美市牛島町ロ261 能美市牛島町ロ 16-1ほか19筆

村野昭二 白山市荒屋柏野町33-1 白山市荒屋柏野町1190ほか 2筆

有限会社北井農産 白山市上柏野町 7 白山市荒屋柏野町1246ほか4筆

紺多英夫 白山市末正町エ10 白山市水島町1299

株式会社あぐり 一石 白山市福新町121 白山市水島町1413-1ほか 2筆

矢木又二 白山市北安田町5200 白山市北安田町68ほか 9筆

有限会社安井ファーム 白山市七郎町15 白山市北安田町953-1ほか 5筆

農事組合法人大浦豊栄農園 金沢市大浦町ホ53 金沢市松寺町子49ほか45筆

農事組合法人 ファーム東蚊爪 金沢市東蚊爪チ174-2 金沢市東蚊爪ハ28ほか19筆

有限会社美園川ライス 金沢市才田町は118 金沢市才田町西33ほか 1筆

小林 正治 金沢市八田町東324 金沢市大場町東1661ほか3筆

奥村 明 義 金沢市疋田 1-175 金沢市福久町ワ18-1ほか11筆

農事組合法人湖南ファーム 金沢市八田町東40 金沢市八田町中222ほか17筆

橋本 一吉 金沢市打木町西108 金沢市打木町西332

南 幸雄 金沢市大浦町へ230 金沢市大浦町へ272-2ほか 7筆

南省造 金沢市大浦町へ26 金沢市千田町イ32-1ほか13筆

林 義行 金沢市神谷内町ト 14-1 金沢市北森本町イ125ほか8筆

下野潔 金沢市大浦町へ209-1 金沢市大浦町リ7-1ほか6筆

岡本 大 作 金沢市田上町レ57 金沢市中山町ハ186-1ほか6筆

米崎吉久 金沢市東蚊爪チ86-2 金沢市東蚊爪300ほか 1筆

荒木田利信 金沢市八田町東348 金沢市八田町東3054ほか6筆

舘田光一 金沢市大浦町へ196 金沢市大浦町ニ26-1ほか4筆

砂山和明 金沢市東蚊爪チ63 金沢市東蚊爪へ204ほか9筆
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宮本 一雄 金沢市大河端町東113 金沢市大河端町西255ほか 1筆

岡山 哲章 金沢市八田町巾425 金沢市百坂町イ69-1ほか 1筆

中村英雄 金沢市正部町ネ37-1 金沢市下涌波町新60ほか2筆

柏木哲也 金沢市大場町東908 金沢市忠縄町134ほか6筆

宮川 美智夫 金沢市蚊爪町ロ6 金沢市蚊爪町は34ほか11筆

株式会社北ファーム 金沢市宮保町イ 4 金沢市両柳町10の24ほか62筆

北野良夫 金沢市千木町ヲ91 金沢市千木町ロ36-1ほか1筆

中 田 豊 金沢市千木町ヲ40 金沢市千木町ホ20ほか 1筆

吉村忍 金沢市千木町ル3-1 金沢市千木町へ70-1 

有限会社かわに 金沢市粟崎町 5-32-2 金沢市五郎島町ハ21-2ほか8筆

安原誠 金沢市打木町西89 金沢市打木町東1551

有限会社あさひ 白山市宮永町73 金沢市打木町東1631ほか4筆

農事組合法人末慶農産 かほく 市上山田ソ75 かほく 市内 日角12-6 

高田 弘之 かほく 市森ノレ35-1 かほく 市森カ91ほか 1筆

寺井昭夫 かほく市若緑タ 8 かほく市若緑新5ほか2筆

前多 義 晴 かほく市長柄町ム18 かほく市長柄町21ほか4筆

瀬戸 外昭 かほく市若緑250 かほく市高松36

渡辺恒一 かほく市狩鹿野ト49-1 かほく市狩鹿野弐90

米国 弘三 かほく市狩鹿野ニ11 かほく市狩鹿野参24

松本吉雄 かほく市狩鹿野ニ31 かほく市狩鹿野参35

荒木 二郎 かほく市狩鹿野ト95-1 かほく市狩鹿野ト30-2ほか3筆

村松稔 かほく 市箕打ニ30-1 かほく 市箕打新19

農事組合法人鉢伏営農組合 かほく 市鉢伏ト70 かほく 市谷と59-1ほか2筆

上島農園 株式会社 羽咋郡宝達志水町今浜タ76 羽咋郡宝達志水町今浜地100ほか79筆

中村辰生 羽咋郡宝達志水町小)11ハ43 羽咋郡宝達志水町今浜ム11ほか81筆

山崎栄治 羽咋郡宝達志水町小)11ハ17 羽咋郡宝達志水町今浜ム49ほか21筆

越後憲明 羽咋郡宝達志水町今浜ヲ53 羽咋郡宝達志水町今浜ム55ほか93筆

合同会社菜夢来 羽咋郡志賀町米町タ28-1 羽咋郡志賀町倉垣西山開46-1ほか72筆

農事組合法人 とくだ 羽咋郡志賀町徳田乙31 羽咋郡志賀町徳田新168ほか18筆

問団 幹 雄 羽咋郡志賀町尊保 2-7 羽咋郡志賀町尊保サ4ほか5筆

谷口 和喜夫 羽咋郡志賀町尊保8-116 羽咋郡志賀町尊保サ85ほか3筆

三田 俊 雄 羽咋郡志賀町尊保 2-35 羽咋郡志賀町尊保サ44ほか2筆

山 弘 明 羽咋郡志賀町尊保 2-119 羽咋郡志賀町尊保サ89

多 寿克己 羽咋郡志賀町尊保 2-36 羽咋郡志賀町尊保サ17-1ほか 1筆

戸野秀信 羽咋郡志賀町尊保 3-228 羽咋郡志賀町尊保サ67ほか4筆

喜佐 俊 信 羽咋郡志賀町尊保 2-146 羽咋郡志賀町尊保サ19ほか2筆

樋谷保 羽咋郡志賀町尊保 9-72 羽咋郡志賀町尊保ヒ 13ほか9筆

高 利充 七尾市能登島百万石町27-3 七尾市能登島南町8

聖子田 良蔵 七尾市中島町奥吉田 リ23 七尾市中島町奥吉田12-56

松中功裕 七尾市中島町奥吉田リ 23・28-50 七尾市中島町河崎 1-35 

岡崎康 七尾市中島町河崎ト 9-2 七尾市中島町河崎 1-40ほか3筆

粟蔵水稲 株式会社 輪島市町野町粟蔵白山田32 輪島市町野町大川 3番ほか10筆

前野昇 輪島市町野町徳成ト部80番地 輪島市町野町広江3字25番 1ほか6筆

農事組合法人 日向浦ファーム 輪島市門目IJ町黒岩ハの39番地 輪島市門目IJ町馬場え12番ほか4筆

万年数男 鳳珠郡穴水町字曽山ラの56 鳳珠郡穴水町字中居い32番ほか6筆

井田裕二 珠洲市三崎町粟津タ部65 珠洲市三崎町粟津12部 3番

皆口 英樹 珠洲市正院町岡田10-1 -1 珠洲市正院町飯塚19部29番ほか10筆
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浦野 孝 光 珠洲市若山町吉ヶ池10部50番地 5 珠洲市若山町吉ヶ池10字58番ほか4筆

田畠信男 珠洲市若山町吉ヶ池13部31番 1地 珠洲市若山町吉ヶ池9字13番ほか5筆

田畑稔 珠洲市若山町吉ヶ池15の12 珠洲市若山町吉ヶ池13字22番ほか22筆

農事組合法人 きずな 珠洲市野々江町テの部33番地 珠洲市野々江町の部115番 1ほか159筆

2 認可年月日

平成28年4月28日
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