
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 

清水 俊行 水戸市 水戸市下大野町字羽黒 2068番 ほか７筆 

栗原 茂之 水戸市 水戸市下大野町字町田 6373番 ほか 24筆 

有限会社常澄農作業支援

センター 
水戸市 水戸市大串町字関ノ上 3465番 ほか 8筆 

栗田 明 水戸市 水戸市東前町字塙返し 1938番 ほか 1筆 

宮本 一広 水戸市 水戸市下大野町字羽黒 2070番 1 ほか 3筆 

横山 和也 水戸市 水戸市下大野町字西の内 5743番 1 ほか 2筆 

吉川 勝久 水戸市 水戸市大串町字下畑ケ 4036番 2 ほか 5筆 

綿引 貴明 水戸市 水戸市大塚町字町田 2332番 

久家 勇 土浦市 土浦市下坂田字中台 2484番 

有限会社ワールドファーム つくば市 石岡市吉生字瓜谷前 106番 1 ほか 7筆 

水野 善三 常総市 常総市岡田字馬場堤下 753番 ほか 2筆 

有限会社鴻新 常総市 常総市岡田字保待山 66番 2 ほか 3筆 

沼尻 隆志 常総市 常総市本石下字西原 5132番 ほか 3筆 

飯田 光良 常総市 常総市三坂町字五反田 2796番 ほか 6筆 

瀧本 進 常総市 常総市三坂新田町字前田 2177番 ほか 1筆 

小堀 淑守 つくば市 常総市水海道山田町字八間西 1299番 1 ほか 5筆 

永瀬 知行 常総市 常総市平町字東通 712番 ほか 11筆 

結束 隆司 常総市 常総市長助町字西通 671番 ほか 5筆 

沼尻 吉糾 常総市 常総市中妻町字東長張 6484番 1 ほか 2筆 

永瀬 仁一 常総市 常総市平町字東通 218番 ほか 10筆 

荒川 豊 常総市 常総市豊田字観音西 2847番 ほか 5筆 

小林 一夫 常総市 常総市豊岡町字野中乙 3782番 ほか 9筆 

浅野 久雄 常総市 常総市本石下字吾妻 3722番 ほか 24筆 

石嶋 照夫 常総市 常総市篠山字寺野 1392番 ほか 15筆 

和田 勇 常総市 常総市相野谷町字海道東 4155番 

菊地 均 常総市 常総市中妻町字東長張 6403番 1 ほか 6筆 

松﨑 誠 常総市 常総市豊岡町字谷原丙 703番 6 ほか 8筆 

有限会社ワールドファーム つくば市 常陸太田市東連地町字下山前 297番 ほか 3筆 

有限会社みずほ農援 常陸太田市 常陸太田市大方町字一丁目 1501番 ほか 82筆 

上神谷 英典 北茨城市 北茨城市中郷町上桜井字宮田 1748番 ほか 3筆 



大部 正広 北茨城市 北茨城市中郷町足洗字牛沼 918番 ほか 3筆 

藤田 雅一 牛久市 牛久市久野町 3989番 ほか 3筆 

沼﨑 英機 龍ケ崎市 牛久市結束町字結束 196番 ほか 21筆 

有限会社ＪＡ谷田部アグリサ

ービス 
つくば市 つくば市松野木字松野木 70番 ほか 27筆 

黒澤 佐登志 ひたちなか市 ひたちなか市阿字ヶ浦町字原 1488番 2 ほか 4筆 

岡部 洋治 ひたちなか市 ひたちなか市阿字ヶ浦町字原 1489番 4 ほか 1筆 

兼平 次雄 潮来市 潮来市須賀南 3133番 

有限会社みどりサポ－ト 常陸大宮市 常陸大宮市小貫字岩上 2631番 1 ほか 13筆 

株式会社倉持商会 常陸大宮市 常陸大宮市下村田字一騎山 1662番 ほか 6筆 

鈴木 正一 那珂市 那珂市門部字エナカゴ 5164番 

藻垣 彰人 ひたちなか市 那珂市後台字下新地 3264番 ほか 2筆 

鈴木 洋 那珂市 那珂市飯田字沖田 6237番 ほか 4筆 

川﨑 洋 那珂市 那珂市鴻巣字根城内 2466番 1 

塚原 鉄雄 筑西市 筑西市辻字橋本 989番 1 ほか 6筆 

有限会社木植営農センター 桜川市 桜川市今泉字泉 881番 ほか 70筆 

藤﨑 千明 行方市 行方市手賀字新宿谷 5370番 ほか 1筆 

小松﨑 博 行方市 行方市芹沢字宮下 2229番 1 ほか 1筆 

千ヶ﨑 敏男 行方市 行方市羽生字宿下 2272番 ほか 1筆 

中根 秀雄 鉾田市 鉾田市札字長町 1959番 ほか 1筆 

米川 浩也 鉾田市 鉾田市玉田字亀下 449番 ほか 1筆 

有限会社真木みらいファー

ム 
つくばみらい市 つくばみらい市真木字真木 741番 ほか 3筆 

根本 誠一 つくばみらい市 つくばみらい市東栗山字宮下 1657番 ほか 3筆 

農事組合法人筑波みらい つくばみらい市 つくばみらい市戸崎字戸崎 13番 ほか 5筆 

有限会社本多農園 つくばみらい市 つくばみらい市加藤字加藤 522番 ほか 2筆 

特定非営利活動法人ルー

ツ・ユアセルフ 
東京都八王子市 つくばみらい市下長沼字東屋敷付 67番 ほか 6筆 

鈴木 優 つくばみらい市 つくばみらい市青木字新道下 312番 ほか 8筆 

萱橋 敏男 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷 1034番 ほか 4筆 

菊池 隆 小美玉市 小美玉市飯前字内新田 826番 ほか 1筆 

小林 弘嗣 小美玉市 小美玉市堅倉字笄崎 1591番 18 ほか 3筆 

藤枝 恒 小美玉市 小美玉市大笹字大笹 487番 1 ほか 1筆 

奥谷 尚明 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町長岡字矢頭 3557番 1 



川島 正美 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町蕎麦原字東下 759番 1 ほか 5筆 

木村 辰徳 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町神谷字平成 860番 ほか 5筆 

関 雄一郎 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字入間 1345番 24 ほか 3筆 

有限会社アクト農場 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字諏訪山 2332番 9 ほか 2筆 

小野瀬 和典 東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町大貫町字瓜畑 5015番 ほか 17筆 

倉持 清一郎 猿島郡境町 猿島郡境町若林字西新田 4893番 ほか 2筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年５月 26日 

 


