
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 住所 

有限会社照沼農園 水戸市 水戸市吉沼町字下谷 2242番 

吉川 勝久 水戸市 水戸市下大野町字町田 6365番地 ほか 39筆 

荻谷 政明 水戸市 水戸市元石川町字乗越沢 643番地 2 ほか 2筆 

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市長峰町字大橋向 1645番 ほか 6筆 

岡田 彬成 龍ケ崎市 龍ケ崎市字大座 9598番 1 ほか 15筆 

櫻井 実 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字一区 119番１ ほか 2筆 

小西 賢司 河内町 龍ケ崎市字大座 9781番地１ ほか 15筆 

石﨑 友一 下妻市 下妻市若柳字宗蓮下 889番 ほか 1筆 

寺田 勇 下妻市 下妻市今泉字広岡 323番 2 ほか 13筆 

稲葉 豊 下妻市 下妻市加養字松屋敷 196番 ほか 12筆 

斉藤 繁夫 下妻市 下妻市宗道字上田 2654番 ほか 2筆 

市川 孝男 下妻市 下妻市見田字鹿島 1205番 ほか 1筆 

飯泉 弘 下妻市 下妻市見田字鹿島 1123番 ほか 2筆 

渡辺 国郎 下妻市 下妻市原字柳町 2311番 ほか 18筆 

廣瀬 文夫 下妻市 下妻市鯨字中押 2492番 ほか 15筆 

杉田 恒夫 下妻市 下妻市長萱字前田 325番地 1 ほか 13筆 

植野 日出夫 下妻市 下妻市平方字上蛭田 324番 ほか 8筆 

栗島 健司 筑西市 下妻市若柳字片瀬 856番 

増田 智之 下妻市 下妻市宗道字明地 2310番 1 ほか 4筆 

杉田 真一郎 下妻市 下妻市宗道字上田 2591番 ほか 20筆 

島田 光善 下妻市 下妻市江字鹿島 273番 1 ほか 17筆 

坂入 隆 八千代町 下妻市江字宿 407番 ほか 4筆 



小林 俊郎 下妻市 下妻市平方字株木 157番 ほか 2筆 

幸田 次男 下妻市 下妻市黒駒字南前 250番 4 

倉持 治 下妻市 下妻市大園木字新田浦 2638番 1 ほか 16筆 

粟野 寿広 下妻市 下妻市若柳字宗蓮下 870番 ほか 1筆 

中島 春男 下妻市 下妻市田下字折戸 725番 2 ほか 4筆 

人見 精一 下妻市 下妻市鬼怒 340番 ほか 2筆 

古橋 亨 八千代町 下妻市村岡字六反田 99番 1 ほか 4筆 

鈴木 芳男 下妻市 下妻市平方字八幡 498番 1 ほか 6筆 

横瀬 勝久 下妻市 下妻市下田字内谷 959番 ほか 2筆 

株式会社ライス＆グ

リーン石島 
下妻市 下妻市二本紀字中川原 183番 ほか 23筆 

山口 浩 下妻市 下妻市数須字柳株 948番 ほか 1筆 

野部 幸男 下妻市 下妻市下田字中通 1064番 

苅部 好美 下妻市 下妻市原字柳町 2385番 ほか 1筆 

渡辺 茂良 下妻市 下妻市鎌庭字谷原 2857番 ほか 1筆 

中島 喜美夫 下妻市 下妻市皆葉字山王 647番 1 

木下 誠 下妻市 下妻市長萱字加道田 1085番 ほか 4筆 

山中 忠男 下妻市 下妻市鯨字伊古田 66番 

苅部 優太 下妻市 下妻市宗道字前原 166番 6 ほか 2筆 

荒川 豊 常総市 常総市豊田字観音西 2878番 ほか 11筆 

石嶋 照夫 常総市 常総市篠山字神子女 1718番 ほか 2筆 

和田 勇 常総市 常総市相野谷町字海道東 4139番 ほか 20筆 

増田 智之 下妻市 常総市小保川字庚塚 1598番 ほか 9筆 

浅野 久雄 常総市 常総市小保川字薬師 1768番 1 ほか 8筆 

茂呂 勝美 常総市 常総市菅生町字黄金 8034番 ほか 1筆 

作山 孝一 北茨城市 北茨城市磯原町内野字大田 1087番 ほか 4筆 



鈴木 秀雄 つくばみらい市 守谷市同地字金ヶ崎 647番地 ほか 3筆 

石毛 守 稲敷市 稲敷市新橋字大沼 536番地 1 ほか 3筆 

黒田 正一 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 339番地 1 ほか 10筆 

坂本 一雄 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 532 

株式会社ファームサ

ンアイ 
稲敷市 稲敷市佐原組新田字伊佐部 1284番地 2 ほか 18筆 

根本 三雄 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3233番地 ほか 15筆 

足立 光威 稲敷市 稲敷市上根本字南下 1019番地 ほか 7筆 

橋本 正美 河内町 稲敷市南太田字下 301番地 

篠崎 惣壽 稲敷市 稲敷市高田字須賀 3925番地 ほか 2筆 

黒田 仁 稲敷市 稲敷市下須田字古新田 23番地 

岡野 由典 稲敷市 稲敷市八千石字八千石 74番地 1 ほか 6筆 

村崎 清美 稲敷市 稲敷市鳩崎字余郷入 2001番地 ほか 5筆 

高須 利明 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス 359番地 ほか 9筆 

黒田 真人 稲敷市 稲敷市八千石字八千石 470番地 2 ほか 8筆 

栗山 隆 稲敷市 稲敷市須賀津字須賀津 17番地 ほか 2筆 

土肥 徳良 稲敷市 稲敷市太田字中曽根 1031番地 ほか 3筆 

甲賀 弘行 稲敷市 稲敷市市崎字沼田 2691番地 ほか 5筆 

平野 修 稲敷市 稲敷市甘田字西 117番地 ほか 6筆 

増渕 茂 桜川市 桜川市高久字高久 393番 1 ほか 11筆 

菅谷 正之 鉾田市 鉾田市上幡木字紫野 318番 ほか 3筆 

藤枝 艶範 茨城町 茨城町上石崎字東永寺 5407番 ほか 5筆 

小室 俊明 茨城町 茨城町谷田部字宮下 1389番 ほか 9筆 

小川 優 河内町 河内町下加納字新道 2768番地 2 ほか 2筆 

橋本 正美 河内町 河内町下加納字下組 2705番地 

蓮見 章 河内町 河内町角崎町歩字角崎 272番地 ほか 5筆 



古橋 亨 八千代町 八千代町仁江戸字峯山 63番 1 ほか 5筆 

有限会社シャリー 五霞町 五霞町冬木字天久保 14番 ほか 1筆 

中山 茂生 五霞町 五霞町山王山字東新畑 1063番 1 

倉持 正 境町 境町百戸字松山 1845番 

大越 信也 境町 境町浦向字大川台上 395番 

飯田 耕作 境町 境町百戸字前新田 2109番 

有限会社瑞穂農場 常陸大宮市 常陸太田市松平町字大芝原 2215番 

大部 正広 北茨城市 北茨城市中郷町小野矢指字堤下 1612番 ほか 4筆 

大友 忠正 北茨城市 北茨城市関本町関本中字高侭 3254番 

木村 早苗 北茨城市 北茨城市磯原町木皿字上谷地 1001番 ほか 4筆 

粉名内 猛 潮来市 潮来市前川字前川 309番 ほか 15筆 

兼原 昭一 潮来市 潮来市潮来字十番 6465番 ほか 5筆 

大川 累男 潮来市 潮来市須賀南字須賀南 3151番 ほか 2筆 

松金 秀徳 潮来市 潮来市新宮 1227番 ほか 5筆 

高品 勝一 潮来市 潮来市潮来字十番 6602番 ほか 2筆 

小松 健一 潮来市 潮来市前川字前川 1278番 1 ほか 8筆 

小田倉 善治 潮来市 潮来市前川字前川 1535番 ほか 2筆 

鬼沢 茂 潮来市 潮来市島須字四石谷原 3742番 ほか 1筆 

髙野内 利雄 潮来市 潮来市古高字古高 4422番 

兼平 次雄 潮来市 潮来市前川字前川 1250番 ほか 1筆 

石津 四郎 神栖市 神栖市下幡木字前之内 4372番 

横田 昭裕 神栖市 神栖市下幡木字前之内 4386番 ほか 2筆 

井川 英雄 行方市 行方市吉川字上宿下 389番 1 ほか 15筆 

河野 眞治 行方市 行方市三和字穴瀬下 2303番 ほか 1筆 

小島 清隆 つくば市 つくば市北条字大塚 5885番 ほか 2筆 



有限会社夢田ファー

ム 
つくば市 つくば市上大島字天神 2975番 1 ほか 10筆 

鈴木 秀雄 つくばみらい市 つくばみらい市平沼字平沼 522番 

文隨 靖 つくばみらい市 つくばみらい市戸崎字戸崎 284番 ほか 3筆 

有限会社真木みらい

ファーム 
つくばみらい市 つくばみらい市西丸山字丸山 436番 ほか 16筆 

中山 和彦 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 71番 ほか 4筆 

羽田 暁 つくばみらい市 つくばみらい市上長沼字西 1704番 ほか 4筆 

中山 雅史 つくばみらい市 つくばみらい市板橋字板橋 122番 ほか 5筆 

宮本 勝行 つくばみらい市 つくばみらい市青古新田字古新田 133番 

飯塚 武 つくばみらい市 つくばみらい市東楢戸字東楢戸 2054番 ほか 13筆 

有限会社本多農園 つくばみらい市 つくばみらい市豊体字豊体 1421番 ほか 35筆 

張替 文夫 つくばみらい市 つくばみらい市新戸字芦戸 1552番 1 ほか 9筆 

土田 稔 つくばみらい市 つくばみらい市新戸字芦戸 1556番 1 ほか 3筆 

永田 栄 つくばみらい市 つくばみらい市下島字上耕地 665番 ほか 6筆 

中川 修 つくばみらい市 つくばみらい市足高字道下 628番 ほか 7筆 

合同会社フロンティ

アファーム 
利根町 つくばみらい市南字須賀 1836番 ほか 13筆 

寺田 紀 つくばみらい市 つくばみらい市細代字船戸前 358番 2 ほか 12筆 

小林 稔 下妻市 下妻市堀篭字大日前 1643番 1 ほか 14筆 

磯山 脩 下妻市 下妻市福田字西賀美田 579番 ほか 6筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 27年３月５日 


