
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 

井上 明彦 東茨城郡大洗町 水戸市圷大野字介ノ下 176番 ほか 12筆 

青木 良彰 水戸市 水戸市鯉淵町字二ノ割 1705番 23 ほか 13筆 

有限会社照沼農園 水戸市 水戸市河和田町字丹下二ノ牧 3891番 118 ほか 7筆 

綿引 貴明 水戸市 水戸市河和田町字町田 4826番 ほか 3筆 

中村 はつい 水戸市 水戸市中河内町字八反 1194番 ほか 3筆 

八木岡 曻 水戸市 水戸市中河内町字田嶋下 1096番 ほか 16筆 

加藤木 隆 水戸市 水戸市中河内町字長町 1403番 ほか 3筆 

関根 薫 鉾田市 水戸市中河内町字中河原 1368番 ほか 19筆 

幸田 昇 水戸市 水戸市塩崎町字新田原 667番 8 ほか 1筆 

吉川 勝久 水戸市 水戸市塩崎町字沼田 3265番 ほか 11筆 

櫻井 宏久 水戸市 水戸市平戸町字仲瀬前 256番 1 ほか 2筆 

農事組合法人アグリ平

戸 
水戸市 水戸市平戸町字沼田 147番 1 ほか 2７筆 

木村 好美 水戸市 水戸市平戸町字沼田 2114番 ほか 1筆 

田中 雅勝 水戸市 水戸市中河内町字宮田 2443番 ほか 20筆 

上田 豊 水戸市 水戸市大場町字六ツ沼 5605番 1 ほか 10筆 

飛田 信広 水戸市 水戸市大場町字山崎 6021番 ほか 5筆 

入野 隆 水戸市 水戸市大場町字内田 2428番 1 ほか 30筆 

飛田 実 水戸市 水戸市栗崎町字東 3664番 ほか 6筆 

飛田 芳徳 水戸市 水戸市小泉町字寺前 11番 1 ほか 49筆 

飛田 堯司 水戸市 水戸市小泉町字圷上ノ下 335番 ほか 3４筆 

大和田 範行 水戸市 水戸市小泉町字圷上ノ下 321番 1 ほか 9筆 

大和田 保 水戸市 水戸市小泉町字芝原 707番 

大和田 昌孝 水戸市 水戸市小泉町字深町 133番 1 ほか 45筆 

佐藤 晃一 水戸市 水戸市小泉町字深町 126番 ほか 73筆 

佐藤 和雄 水戸市 水戸市小泉町字宮尻 239番 1 ほか 2筆 

飛田 克己 水戸市 水戸市小泉町字堀ノ内 31番 1 ほか 33筆 

高野 洋一 水戸市 水戸市栗崎町字東 3677番 ほか 3筆 

鴨志田 隆 水戸市 水戸市栗崎町字西 3471番 ほか 2筆 

大髙 隆 水戸市 水戸市栗崎町字猿子田 1193番 ほか 3筆 

飛田 隆徳 水戸市 水戸市栗崎町字橋川 3441番 ほか 2筆 



吉川 勇治 水戸市 水戸市栗崎町字関ノ上 3389番 ほか 4筆 

飛田 一州 水戸市 水戸市栗崎町字夕貝 1538番 2 ほか 10筆 

大高 賢次 水戸市 水戸市栗崎町字中 3551番 ほか 3筆 

塚本 泰行 水戸市 水戸市栗崎町字打越 2400番 1 ほか 2筆 

市村 正司 水戸市 水戸市栗崎町字上平 2113番 1 ほか 11筆 

藤田 芳信 水戸市 水戸市栗崎町字上野 1881番 3 ほか 11筆 

高野 隆文 水戸市 水戸市下大野町字下圷 1828番 1 ほか 21筆 

野口 信一 土浦市 土浦市藤沢字三ケ尻 3894番 ほか 1筆 

飯塚 利之 土浦市 土浦市藤沢字同勢久保 601番 

滝田 勝源 土浦市 土浦市藤沢字馬喰 3947番 1 ほか 38筆 

有限会社武平ファーム つくば市 土浦市藤沢字平作 3830番 1 ほか 1筆 

富田 清造 土浦市 土浦市田宮字東 766番 1 ほか 5筆 

株式会社アグリ日辻 つくば市 土浦市田宮字高崎 1174番 ほか 3筆 

萩原 巌 土浦市 土浦市藤沢字堂前 3966番 ほか 71筆 

来田 雅彦 土浦市 土浦市藤沢字油田 3884番 1 ほか 14筆 

宮本 英男 土浦市 土浦市藤沢字馬喰 3912番 ほか 1筆 

井沢 清 土浦市 土浦市常名字川原 84番 2 ほか 27筆 

柳田 操 土浦市 土浦市藤沢字栗田 3799番 ほか 8筆 

宮内 栄蔵 土浦市 土浦市常名字新田後 189番 3 ほか 1筆 

小野 久 土浦市 土浦市藤沢字播磨下 4094番 1 ほか 27筆 

矢口 政夫 土浦市 土浦市田宮字笄崎 1297番 1 ほか 19筆 

伊藤 和男 土浦市 土浦市田宮字二本松 511番 1 ほか 2筆 

片岡 市郎 土浦市 土浦市田宮字笄崎 1300番 1 

大関 忠 土浦市 土浦市今泉字杉並 2220番 

矢口 友章 土浦市 土浦市今泉字大六 2083番 

坪井 潤一 かすみがうら市 土浦市菅谷字辰巳ノ砂 1327番 2 ほか 2筆 

久家 通男 土浦市 土浦市藤沢字中原 537番 1 ほか 2筆 

株式会社サン ラ イ ズ

HATAKE ﾌｧｰﾑ 
つくば市 石岡市吉生字瓜谷 3149番 1 ほか 44筆 

池田 和浩 結城市 結城市武井字仲割 1150番 ほか 24筆 

池田 稔 結城市 結城市武井字香取前 863番 ほか 40筆 

飯沼 利之 結城市 結城市武井字西浦 1330番 ほか 22筆 

塩森 茂男 結城市 結城市武井字西浦 345番 ほか 21筆 

井上 俊男 結城市 結城市武井字水干田 1079番 ほか 14筆 



嶋田 次男 結城市 結城市武井字西浦 1368番 ほか 10筆 

遠井 敏智 結城市 結城市武井字星の宮 36番 1 ほか 20筆 

齋藤 一郎 結城市 結城市武井字西浦 339番 1 ほか 26筆 

齊藤 實 結城市 結城市武井字海道割 1318番 3 ほか 11筆 

池田 英樹 結城市 結城市武井字海道割 1270番 3 ほか 7筆 

池田 仲二 結城市 結城市武井字星の宮 59番 1 ほか 22筆 

齋藤 卓 結城市 結城市武井字西浦 440番 ほか 23筆 

石嶋 一男 結城市 結城市武井字西浦 277番 ほか 1筆 

遠井 修司 結城市 結城市武井字香取前 856番 ほか 10筆 

武井 均 結城市 結城市武井字南山下 960番 2 ほか 22筆 

松本 良之 結城市 結城市武井字香取前 776番 ほか 28筆 

簗瀬 明 結城市 結城市武井字香取前 801番 ほか 13筆 

染谷 孝 結城市 結城市武井字西浦 443番 ほか 4筆 

簗瀬 義美 結城市 結城市武井字北山下 1006番 ほか 2筆 

北島 嘉典 結城市 結城市武井字南山下 989番 2 ほか 1筆 

池田 三代治 結城市 結城市武井字吉三郎 110番 2 ほか 5筆 

農事組合法人宮崎協業 結城市 結城市鹿窪字香取下 1970番 1 ほか 14筆 

野村 孟 結城市 結城市小森字大桑 2092番 ほか 3筆 

岡野 学 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区 1123番 ほか 7筆 

宇田 貴由 龍ケ崎市 龍ケ崎市字大座 7150番 ほか 11筆 

磯貝 光市 龍ケ崎市 龍ケ崎市字大座 9685番 

塚本 恭央 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字稲塚前 245番 ほか 13筆 

菅生 英史 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字中郷 768番 ほか 2筆 

農事組合法人宮本農産 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字宮下前 420番 ほか 64筆 

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字下畑下 4602番 ほか 1筆 

菅生 健二 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字一区 89 番 1 ほか 6筆 

黒須 洋一 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字一区 255番 ほか 4筆 

本谷 和夫 北相馬郡利根町 龍ケ崎市字大座 11743番 3 

菊地 一郎 北相馬郡利根町 龍ケ崎市須藤堀町字戌新田 1836番 ほか 2筆 

倉井 政子 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字一区 104番 1 ほか 17筆 

岡田 彬成 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字一区 4番 1 ほか 1筆 

永瀬 仁一 常総市 常総市相野谷町字角井裏 4319番 ほか 11筆 

和田 勇 常総市 常総市相野谷町字海道東 4164番 ほか 28筆 

結束 隆司 常総市 常総市相野谷町字海道東 4096番 ほか 31筆 



笠原 信夫 常総市 常総市相野谷町字海道東 4154番 ほか 12筆 

荒川 豊 常総市 常総市豊田字観音西 1141番 1 ほか 7筆 

横田 悦男 常総市 常総市相野谷町字角井裏 4331番 ほか 6筆 

小嶋 剛 常総市 常総市相野谷町字海道東 4121番 ほか 33筆 

石塚 幸一 常総市 常総市相野谷町字四ツ谷東 4193番 ほか 5筆 

川﨑 康雄 常陸太田市 常陸太田市薬谷町字一丁目 1110番 ほか 1筆 

鈴木 定夫 常陸太田市 常陸太田市大里町字中町 644番 ほか 9筆 

圷 博之 常陸太田市 常陸太田市薬谷町字一丁目 1146番 ほか 7筆 

茅根 聰 常陸太田市 常陸太田市芦間町字八反田 14番 ほか 2筆 

関 良一 常陸太田市 常陸太田市大里町字向和久 4570番 ほか 14筆 

黒澤 敦史 日立市 常陸太田市小沢町字論田 2051番 1 ほか 13筆 

堀江 茂邦 常陸太田市 常陸太田市大方町字一丁目 1451番 ほか 4筆 

株式会社 JA 常陸アグリ

サポート 
常陸太田市 常陸太田市大方町字二丁目 1601番 ほか 2筆 

岩間 孝司 常陸太田市 常陸太田市下利員町字綾町 2401番 ほか 3筆 

成井 一男 常陸太田市 常陸太田市大方町字二丁目 1600番 

大友 忠正 北茨城市 北茨城市関本町関本中字六反田 3216番 ほか 1筆 

塙 昌子 笠間市 笠間市大渕字水深 1210番 ほか 6筆 

農事組合法人かなや 笠間市 笠間市本戸字金谷 6336番 ほか 7筆 

潮田 正明 笠間市 笠間市稲田字前田 4689番 

石川 馨 笠間市 笠間市平町字大沢 2252番 1 ほか 2筆 

矢作 孝一 笠間市 笠間市南小泉字小泉 1844番 ほか 1筆 

南友部農事組合法人 笠間市 笠間市南友部字田迎 886番 1 ほか 4筆 

冨田 基夫 笠間市 笠間市南友部字南友部 2188番 

高橋 昭 笠間市 笠間市南友部字田那場 1258番 

萩野谷 建夫 笠間市 笠間市南友部字南友部 2092番 ほか 2筆 

内桶 昇 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 781番 

藤枝 正彦 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 754番 ほか 4筆 

有限会社ユニオンファー

ム 
小美玉市 笠間市鴻巣字鴻巣 855番 

小澤 健 笠間市 笠間市湯崎字堂下 1361番 ほか 1筆 

柴田 正司 笠間市 笠間市湯崎字石沢前 1530番 ほか 1筆 

上野 順一 笠間市 笠間市住吉字寺前 1893番 ほか 3筆 

小澤 信一 笠間市 笠間市住吉字鳥居下 593番 



駒林 新一 笠間市 笠間市住吉字寺前 1870番 ほか 1筆 

柴田 隆吉 笠間市 笠間市長兎路字根崎 1179番 ほか 1筆 

塙 宏 笠間市 笠間市下市原字市原 1627番 1 ほか 5筆 

小幡 耕一 笠間市 笠間市中市原字中市原 1885番 ほか 5筆 

石井 信行 笠間市 笠間市中市原字中市原 1962番 1 

友部 義正 笠間市 笠間市小原字柳沢 626番 ほか 1筆 

須藤 正英 笠間市 笠間市小原字滝川 5739番 

生駒 敏文 笠間市 笠間市上郷字町田 4411番 1 ほか 8筆 

友部 要一 笠間市 笠間市泉字巴川 3072番 ほか 3筆 

小沼 敬一 笠間市 笠間市泉字池下 3039番 

小沼 祐 笠間市 笠間市泉字巴川 3152番 

篠原 忠正 小美玉市 笠間市安居字爼倉 3925番 

篠﨑 真一郎 笠間市 笠間市安居字爼倉 3977番 

小松崎 徹 東茨城郡茨城町 笠間市安居字爼倉 3870番 ほか 2筆 

株式会社テクモアファー

ム 
笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 701番 ほか 20筆 

有限会社根本農場 つくば市 つくば市上野字上野 1363番 1 ほか 72筆 

米嶋 明男 つくば市 つくば市中菅間字西田 2078番 ほか 73筆 

有限会社ファーマーズ

つくば 
つくば市 つくば市上郷字川口 3025番 ほか 6筆 

土田 昇 つくば市 つくば市上郷字山下 5437番 1 ほか４筆 

有限会社ＪＡ谷田部アグ

リサービス 
つくば市 つくば市東平塚字北田 1354番 ほか 3筆 

中山 博 つくば市 つくば市杉木字大貫前 5660番 ほか 3筆 

和泉 はる子 鹿嶋市 鹿嶋市武井字横田 461番 ほか 8筆 

大川 悟 鹿嶋市 鹿嶋市神向寺字仲作 757番 ほか 1筆 

大槻 順一 鹿嶋市 鹿嶋市武井字前谷津 2247番 ほか 5筆 

小原 康孝 鹿嶋市 鹿嶋市志崎字三区 1243番 ほか 14筆 

久保 努 鉾田市 鹿嶋市武井字南 1154番 ほか 1筆 

鈴木 伸吾 鹿嶋市 鹿嶋市武井字中 2307番 1 ほか 30筆 

山口 通元 鹿嶋市 鹿嶋市武井字前 2290番 ほか 3筆 

鬼沢 茂 潮来市 潮来市島須字四石谷原 3746番 ほか 7筆 

出野 敏 守谷市 守谷市板戸井字南割 3903番 ほか 2筆 

坂 勇 守谷市 守谷市板戸井字南割 3876番 ほか 2筆 



寺門 常男 常陸大宮市 常陸大宮市三美字中道 521番 1 ほか 31筆 

有限会社齊藤農産 筑西市 筑西市稲荷字西谷 432番 ほか 402筆 

大畑 邦雄 筑西市 筑西市稲荷字庚申塚 1056番 ほか 177筆 

松本 信一 筑西市 筑西市辻字バッカ 309番 1 ほか 247筆 

長澤 忠 筑西市 筑西市木戸字堀込 891番 ほか 115筆 

大畑 義雄 筑西市 筑西市木戸字堀込 786番 1 ほか 64筆 

竹澤 清 筑西市 筑西市木戸字根下 613番 ほか 29筆 

松本 惇 筑西市 筑西市辻字滝ノ下 1111番 1 ほか 83筆 

塚原 鉄雄 筑西市 筑西市辻字橋本 1004番 3 ほか 127筆 

渡邉 榮 筑西市 筑西市稲荷字駒ノ口 122番 ほか 110筆 

小林 昇 筑西市 筑西市木戸字西谷 1499番 ほか 60筆 

坂入 時彦 筑西市 筑西市梶内字舘野 379番 1 ほか 25筆 

堤 安支 筑西市 筑西市稲荷字駒ノ口 228番 1 ほか 61筆 

大畑 勇 筑西市 筑西市西保末字水久保 314番 2 ほか 5筆 

大畑 憲男 筑西市 筑西市西保末字長登呂 484番 ほか 122筆 

塙 安之 下妻市 筑西市稲荷字西谷 442番 1 ほか 13筆 

渡邉 義明 筑西市 筑西市稲荷字入会 322番 2 ほか 2筆 

須藤 栄 筑西市 筑西市稲荷字西谷 589番 1 ほか 21筆 

池田 洋詞 筑西市 筑西市辻字仁王嶋 664番 ほか 25筆 

渡邉 道記 筑西市 筑西市稲荷字駒ノ口 249番 ほか 28筆 

竹澤 廣 筑西市 筑西市木戸字根下 381番 ほか 19筆 

大畑 正 筑西市 筑西市木戸字向田 1124番 ほか 38筆 

臼井 俊 筑西市 筑西市山崎字新堤 1833番 1 ほか 10筆 

古澤 諭 筑西市 筑西市嘉家佐和字母子島 2798番 ほか 2筆 

渡辺 和弘 筑西市 筑西市西石田字上石田 1244番 ほか 4筆 

百木田 隆雄 筑西市 筑西市野字前田 16番 1 ほか 1筆 

谷中 英男 筑西市 筑西市落合字富士 163番 ほか 9筆 

松本 弘司 筑西市 筑西市山崎字西山浦 1115番 5 ほか 4筆 

池羽 衛 筑西市 筑西市山崎字辰ノ尾 1993番 ほか 2筆 

木村 善夫 筑西市 筑西市東榎生字東榎生 1112番 

稲葉 祐一 筑西市 筑西市茂田字宮下 1980番 ほか 14筆 

早瀬 英昭 筑西市 筑西市羽方字本田東 1202番 ほか 5筆 

有限会社山善農園 筑西市 筑西市西榎生字新谷 884番 ほか 9筆 

株式会社筑西農事産業 筑西市 筑西市島字島 415番 ほか 2筆 



有限会社グリオン 筑西市 筑西市下野殿字新山 1160番 ほか 2筆 

川田 誠一 筑西市 筑西市一本松字一本松 1814番 ほか 1筆 

直井 政勝 筑西市 筑西市一本松字一本松 693番 ほか 3筆 

坂入 邦雄 筑西市 筑西市子思儀字子思儀 716番 ほか 4筆 

間々田 則夫 筑西市 筑西市子思儀字子思儀 730番 

櫻井 美博 筑西市 筑西市樋口字本田 2053番 1 ほか 11筆 

鈴木 益生 筑西市 筑西市上平塚字村西 819番 2 ほか 8筆 

青木 茂行 筑西市 筑西市下野殿字下野殿 1314番 ほか 5筆 

上野 達男 筑西市 筑西市字深見字松葉塚 347番 ほか 5筆 

谷部 明雄 筑西市 筑西市筑瀬字筑瀬 173番 ほか 2筆 

長須 衛 筑西市 筑西市直井字下荒句 117番 1 ほか 10筆 

廣瀬 達男 筑西市 筑西市西石田字上石田 1197番 ほか 6筆 

柴 善徳 筑西市 筑西市国府田字長瀞 117番 1 ほか 6筆 

株式会社舘野農産 筑西市 筑西市上中山字本田前 11番 ほか 39筆 

塩澤 和久 筑西市 筑西市森添島字西宿 1869番 ほか 3筆 

谷貝 光夫 筑西市 筑西市五所宮 1165番 ほか 1筆 

須藤 忠司 筑西市 筑西市岡芹 2142番 1 

有限会社関口総業 筑西市 筑西市川澄字竹の町 949番 ほか 28筆 

杉山 芳正 筑西市 筑西市下野殿字西原 1009番 

江田 治男 筑西市 筑西市山崎字吉原 2316番 ほか 30筆 

塚越 清記 筑西市 筑西市国府田字北 363番 1 ほか 56筆 

柴 保 筑西市 筑西市国府田 498番 ほか 3筆 

野口 剛 筑西市 筑西市柴山字柴山 327番 ほか 1筆 

小林 俊郎 下妻市 筑西市布川字天神 846番 23 ほか 3筆 

國府田 利夫 筑西市 筑西市関本分中字本郷下 263番 ほか 10筆 

栗島 健司 筑西市 筑西市関本上字藤株 2114番 

栗島 菊雄 筑西市 筑西市関本肥土字西勝 222番 4 

有限会社染谷農産 筑西市 筑西市関本上字本郷 1322番 1 ほか 12筆 

前田 直人 筑西市 筑西市舟生字上木有戸 215番 4 

古谷田 勝夫 筑西市 筑西市藤ケ谷字小池 3037番 

渡辺 重成 筑西市 筑西市関本上字三道 2459番 

谷口 和弘 筑西市 筑西市辻字西原 1880番 14 

役野 明良 筑西市 筑西市藤ケ谷字丸山 879番 2 

有限会社あかぎ産業 筑西市 筑西市向上野字秋葉 2225番 ほか 2５筆 



佐藤 長雄 筑西市 筑西市松原字篠之内 3566番 1 ほか 4筆 

株式会社 HATAKE カン

パニー 
つくば市 筑西市寺上野字長町 1225番 3 ほか 5筆 

猪瀬 史夫 筑西市 筑西市中上野字篠葉 2126番 ほか 3筆 

小島 新介 筑西市 筑西市桑山字拾参番耕地 2610番 2 ほか 8筆 

小久保 一夫 筑西市 筑西市細田字城ノ内 307番 1 ほか 4筆 

有限会社おおしま 筑西市 筑西市谷永島字中島 618番 

有限会社枝興業 筑西市 筑西市井出蛯沢字古館 1368番 1 ほか 5筆 

飯島 一成 筑西市 筑西市小栗字鎌倉 8868番 ほか 5筆 

藤田 富男 筑西市 筑西市小栗字上町西 7562番 ほか 1筆 

岩渕 功 筑西市 筑西市蓮沼字クミスキ島 1622番 4 ほか 83筆 

小島 太 筑西市 筑西市上星谷字伏木 236番 ほか 74筆 

有限会社小林農産 筑西市 筑西市小栗字堀込 8586番 1 ほか 3筆 

鈴木 敬司 筑西市 筑西市小栗字上町西 7561番 2 ほか 1筆 

有限会社荒山農産 筑西市 筑西市小栗字下町西 7972番 1 ほか 3筆 

舘野 煇 筑西市 筑西市小栗字太郎丸 6214番 1 ほか 1筆 

柳田 政男 筑西市 筑西市蓮沼字稲荷内 848番 ほか 2筆 

岩渕 文典 筑西市 筑西市蓮沼字香取 108番 1 ほか 41筆 

中野 昭 筑西市 筑西市蓮沼字反町 1064番 ほか 39筆 

岩渕 進 筑西市 筑西市細田字細田前 749番 ほか 6筆 

小島 和夫 筑西市 筑西市細田字細田前 747番 

谷島 孝男 筑西市 筑西市蓮沼字堂山 377番 1 ほか 1筆 

大塚 比古司 筑西市 筑西市細田細田前 719番 ほか 37筆 

岩渕 伊市 筑西市 筑西市蓮沼字反町 993番 ほか 5筆 

谷島 勝巳 筑西市 筑西市蓮沼字反町 994番 ほか 3筆 

袖山 高展 筑西市 筑西市蓮沼字前原 1597番 ほか 15筆 

小島 貞男 筑西市 筑西市細田字上細田 812番 ほか 1筆 

鈴木 英樹 筑西市 筑西市谷永島字宮後 574番 ほか 5筆 

戸頃 正男 筑西市 筑西市知行字八幡山 473番 2 

木城 成胤 筑西市 筑西市細田字沼田 642番 1 ほか 7筆 

中田 伸一 坂東市 坂東市神田山字大日 1302番 7 ほか 11筆 

坂本 和夫 稲敷市 稲敷市西代字北田 396番 ほか 21筆 

有限会社南太田営農組

合 
稲敷市 稲敷市伊崎字伊崎 834番 ほか 3筆 



蛯原 賢一 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2188番 ほか 4筆 

鳥羽 昌紀 稲敷市 稲敷市佐原組新田字伊佐部 1275番 

山口 貴広 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 8655番 1 ほか 1筆 

山本 秀光 稲敷市 稲敷市戌渡字中 1396番 ほか 5筆 

郡 正巳 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2788番 ほか 2筆 

飯嶋 省悟 稲敷市 稲敷市稲波字中区 251番 ほか 2筆 

船串 栄 稲敷市 稲敷市浮島字真崎 6127番 1 ほか 8筆 

石井 利明 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2325番 

関口 清衛 稲敷市 稲敷市本新 589番 1 ほか 3筆 

森田 康 稲敷市 稲敷市清久島字清久島 472番 ほか 13筆 

鬼澤 茂 潮来市 稲敷市本新 298番 ほか 2 筆 

株式会社ファームサンア

イ 
稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2855番 ほか 16筆 

播磨 力 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 3407番 ほか 2筆 

髙栁 一雄 稲敷市 稲敷市手賀組新田字伊佐部 71番 ほか 5筆 

株式会社本新草地 稲敷市 稲敷市本新 56番 1 ほか 1 筆 

田島 嘉人 稲敷市 稲敷市本新 378番 1 ほか 2筆 

髙城 治敏 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3244番 1 ほか 14筆 

貝塚 盛太 行方市 行方市玉造字宮平沼甲 755番 

金塚 博 行方市 行方市玉造字曲松甲 810番 

川井 栄二 行方市 行方市玉造字深溝甲 861番 ほか 3筆 

田宮 満 行方市 行方市玉造字宮平沼甲 742番 1 ほか 3筆 

新堀 成人 行方市 行方市玉造字富士下甲 601番 

額賀 輝雄 行方市 行方市玉造字宮平沼甲 754番 ほか 3筆 

沼田 弘徳 行方市 行方市玉造字大町甲 681番 1 ほか 5筆 

根﨑 俊男 行方市 行方市玉造字大町甲 685番 1 ほか 5筆 

根﨑 良典 行方市 行方市玉造字石神乙 1273番 ほか 1筆 

根崎 浩治 行方市 行方市西蓮寺字一ノ町 1636番 

野原 浩 行方市 行方市小貫字切境 108番 1 ほか 4筆 

箱根 勝巳 行方市 行方市玉造字又苅甲 796番 1 ほか 4筆 

橋本 秀 行方市 行方市玉造字曲し田甲 883番 1 ほか 7筆 

藤﨑 正和 行方市 行方市捻木字捻木谷 826番 ほか 3筆 

松下 誠 行方市 行方市小貫 2537番 3 

森作 敏彦 行方市 行方市玉造字堂ノ前甲 541番 1 ほか 11筆 



株式会社レイクフォー 行方市 行方市玉造字境甲 2105番 ほか 11筆 

渡辺 洋一 行方市 行方市玉造字宮平沼甲 761番 

樽見 保雄 鉾田市 鉾田市安塚字新宮 852番 7 ほか 1筆 

小室 賢一 鉾田市 鉾田市安塚字安塚 1881番 ほか 1筆 

農業法人佐伯農園株式

会社 
鉾田市 鉾田市大戸字つるかい 226番 1 ほか 10筆 

平沼 和也 鉾田市 鉾田市安房字要地 1166番 1 ほか 9筆 

南波留 一志 鉾田市 鉾田市紅葉字新川添 1171番 ほか 14筆 

田﨑 雅彦 鉾田市 鉾田市鹿田字西大砂 904番 7 ほか 31筆 

竹内 與敬 鉾田市 鉾田市田崎字権現崎 3833番 

三代田 保 鉾田市 鉾田市徳宿字大作 2322番 1 

國井 政和 鉾田市 鉾田市上太田字墨房 301番 ほか 12筆 

浅野 重治 鉾田市 鉾田市半原字沼平 824番 3 ほか 2筆 

高根澤 好克 鉾田市 鉾田市滝浜字荒句 321番 9 

小沼 宏行 小美玉市 小美玉市竹原中郷字仮又 1067番 ほか 5筆 

岡野 雄一 小美玉市 小美玉市竹原中郷字木戸橋 1699番 

株式会社おみたま農園 小美玉市 東茨城郡茨城町小幡字南表 21番 7 

有限会社アクト農場 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田入間 1340番 

井坂 芳行 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上雨ヶ谷字五反田 1041番 1 ほか 6筆 

鮎澤 貢 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上雨ヶ谷字表 1029番 ほか 1筆 

岩瀨 初男 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上雨ヶ谷字池下 993番 1 ほか 23筆 

鳥羽田 一彦 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上雨ヶ谷字表 1056番 ほか 5筆 

栗山 實 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1613番 ほか 2筆 

栗山 秀男 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1556番 ほか 5筆 

中山 文男 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1488番 ほか 5筆 

浅野 敬司 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1542番 ほか 1筆 

飯岡 邦夫 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1557番 

臼田 太一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1503番 1 ほか 6筆 

坂本 眞一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1489番 ほか 2筆 

高崎 正夫 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1486番 ほか 3筆 

栗山 久 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1485番 ほか 3筆 

渡邉 通 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1621番 

有限会社農援あみ 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町塙字塙 1559番 ほか 1筆 

大塚 康夫 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町吉原字大砂 3597番 21 ほか 4筆 



山田 浩之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字西渡 7940番 ほか 10筆 

株式会社農業生産法人

田仲農場 
稲敷市 稲敷郡河内町十三間戸字下荒句 124番１ ほか 64筆 

萩原 明 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町庄布川字上坪 86番 ほか 81筆 

大野 栄 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字砂場 9255番 ほか 10筆 

有限会社ながさお農産 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字東ノ町 5784番 ほか 13筆 

大野 俊一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字古新田 4211番 1 

蓮見 章 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町平三郎字平三郎 12番 ほか 5筆 

神谷 修一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町平三郎字平三郎 62番 

江口 弥男 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字保村 5361番 ほか 2筆 

鈴木 勝 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町平三郎字平三郎 79番 

野中 潤一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町平三郎字平ノ割 46番 5 ほか 2筆 

織原 敏明 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町平三郎字平三郎 10番 

荒井 聰夫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字保村 5365番 ほか 2筆 

サンライズファーム合同

会社 
稲敷郡河内町 稲敷郡河内町平三郎字平三郎 65番 

飯島 正明 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町山王字勘座下 1780番 ほか 27筆 

有限会社シャリー 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町山王字勘座下 1763番 ほか 19筆 

杉田 忠衛 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町川妻字寺山 492番 1 ほか 3筆 

株式会社五霞グレインフ

ァーム 
猿島郡五霞町 猿島郡五霞町大福田字榎戸 2077番 3 ほか 3筆 

青木 隆夫 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町山王山字西新畑 933番 1 ほか 1筆 

大越 信也 猿島郡境町 猿島郡境町浦向字沼台下 690番 ほか 8筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年 12月 22日 


