
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 

青木 良彰 水戸市 水戸市成沢町字大塚 456番 2 ほか 13筆 

有限会社 常澄農作業支援

センター 
水戸市 水戸市田野町字野崎 742番 1 ほか 28筆 

木村 好美 水戸市 水戸市島田町字越堀 4215番 ほか 1筆 

滝田 勝源 土浦市 土浦市沢辺字山王前 1710番 ほか 20筆 

井沢 清 土浦市 土浦市常名字町田 578番 2 ほか 15筆 

農事組合法人 長戸北部営

農組合 
龍ケ崎市 龍ケ崎市板橋町字下の前 3644 番 ほか 1筆 

黒須 洋一 龍ケ崎市 龍ケ崎市豊田町字仁東 544 番 ほか 39筆 

木村 裕一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1490 番 ほか 2筆 

有限会社 横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字川向 1686 番 ほか 5筆 

酒井 敏雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字岡田 4754 番 ほか 1筆 

関口 道雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字八枚 4853 番 1 ほか 4筆 

岡野 学 龍ケ崎市 龍ケ崎市字谷道 5405番 ほか 8筆 

岡﨑 武 常陸太田市 常陸太田市赤土町字冨山 22 番 4 ほか 5筆 

小川 剛 常陸太田市 常陸太田市大森町字日渡 1108 番 ほか 1筆 

丹 宗也 北茨城市 北茨城市華川町下小津田字田中田 1290番 ほか 2筆 

鬼沢 茂 潮来市 潮来市島須字先光 3383番 ほか 2筆 

兼平 次雄 潮来市 潮来市大洲字大洲 1663番 ほか 2筆 

松金 秀徳 潮来市 潮来市延方字米島 4714番 ほか 2筆 

内野 光 稲敷市 稲敷市上之島字上ノ島 223番 ほか 5筆 

浅野 利夫 稲敷郡河内町 稲敷市南太田字南 122番 

山田 浩之 稲敷郡河内町 稲敷市中山字丑新田 3851番 ほか 3筆 

根本 脩 稲敷市 稲敷市甘田字東 24番 ほか 12筆 

塚本 憲男 稲敷市 稲敷市清久島字大浦 1081番 ほか 15筆 

横田 悌次 稲敷市 稲敷市江戸崎字荒沼乙 1413 番 ほか 2筆 

坂本 正之 稲敷市 稲敷市上之島字上ノ島 352番 ほか 1筆 

株式会社 亀岡ファーム 桜川市 桜川市磯部字前 35番１ ほか 2筆 

小松﨑 弘光 桜川市 桜川市磯部字宮脇 554番 1 

市村 元利 桜川市 桜川市上城字石橋 1227番 1 ほか 6筆 

藤﨑 正和 行方市 行方市捻木字飯塚 1131番 ほか 3筆 



新堀 勝俊 行方市 行方市井上字石根 2791番 ほか 2筆 

井川 英雄 行方市 行方市成田字浦前 1186番 ほか 3筆 

田宮 満 行方市 行方市手賀字下ノ池 5110番 

藤﨑 千明 行方市 行方市手賀字新宿谷 5312番 

藤﨑 祐一 行方市 行方市若海字藤南 1038番 ほか 1筆 

中山 和彦 つくばみらい市 つくばみらい市板橋字板橋 117 番 ほか 3筆 

文隨 靖 つくばみらい市 つくばみらい市伊丹字町屋敷 372番 

宮本 勝行 つくばみらい市 つくばみらい市豊体字豊体 275 番 ほか 7筆 

鈴木 優 つくばみらい市 つくばみらい市長渡呂字長渡呂 637番 ほか 1筆 

農事組合法人 筑波みらい つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 203 番 ほか 7筆 

有限会社 本多農園 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 4456 番 ほか 11筆 

本木 茂重 小美玉市 小美玉市部室字部室 1283番 

株式会社 おみたま農園 小美玉市 小美玉市羽鳥字西表 1472番 

長谷川 敏夫 小美玉市 小美玉市栗又四ケ字栗又四ケ 594番 ほか 4筆 

伊東 寿之 小美玉市 小美玉市先後字西前 159番 1 ほか 2筆 

川崎 洋治 小美玉市 小美玉市飯前字原山 1230番 2 

市村 文男 小美玉市 小美玉市竹原下郷字高野 763 番 1 ほか 6筆 

横田 一徳 東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町大貫町字中区 8921番 ほか 2筆 

井上 明彦 東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町大貫町字北区 8578番 ほか 11筆 

山田 浩之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町羽子騎字下 1630 番 ほか 27筆 

菅生 健二 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字酉渡 7881 番 ほか 5筆 

鴻野 光男 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字東ノ町 5737番 

田沼 誠 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字荒地 5961 番 ほか 1筆 

木内 章 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字冨田 6281 番 ほか 9筆 

斎藤 克也 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字長竿 5573 番 ほか 1筆 

中山 貴宏 結城郡八千代町 結城郡八千代町仁江戸字御所宮 40番 ほか 3筆 

秋田 均 猿島郡境町 猿島郡境町西泉田字うるしぼう 1103番 ほか 5筆 

株式会社 わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町中谷字切戸 1868番 ほか 21筆 

株式会社 東部営農社 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町中谷字平中 1792番 ほか 21筆 

片岡 秀男 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町中谷字切戸 1924番 ほか 5筆 

佐藤 賢一 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字曽根上 9860番 ほか 8筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 27年６月 25日 


