
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 水戸市五平町字沖田 2109番 ほか 4筆 

雨谷 克己 水戸市 水戸市大塚町字戸崎 754番 ほか 58筆 

七字 倫範 水戸市 水戸市飯島町字薬師原 1625番 ほか 2筆 

近藤 尚揚 水戸市 水戸市酒門町字道南 3710番 1 ほか 1筆 

八木岡 努 水戸市 水戸市中河内町字堀田尻 1489番 1 

市毛 昭一 水戸市 水戸市塩崎町字新田原 3530番 ほか 3筆 

大和田 一夫 土浦市 土浦市常名字亀下 686番 1 ほか 1筆 

栗原 正司 土浦市 土浦市上坂田字立野 790番 1 

宮下 茂司 土浦市 土浦市菅谷町字タカノス 1948番 ほか 23筆 

萩原 巌 土浦市 土浦市藤沢字堂前 3962番 ほか 2筆 

酒井 茂幸 土浦市 土浦市大畑字谷津 1830番 

宮本 英男 土浦市 土浦市田土部字中川 2301番 ほか 3筆 

酒井 正治 土浦市 土浦市常名字高野堤 527番 2 ほか 8筆 

野澤 正弘 古河市 古河市東諸川字細田 220番 1 ほか 5筆 

株式会社エス・ファーム 常陸太田市 常陸太田市小島町字竹越 11番 1 ほか 6筆 

高星 健次 常陸太田市 常陸太田市小中町字野神田 2450番 

栗原 昭夫 常陸太田市 常陸太田市大里町字東町 170番 1 ほか 3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宮下 2502番 

木越 日出近 北茨城市 北茨城市磯原町木皿字下谷地 1029番 

石井 信行 笠間市 笠間市中市原字中市原 1989番 ほか 1筆 

大貫 規雄 笠間市 笠間市仁古田字冨士下 1259番 1 

佐藤 正 笠間市 笠間市本戸字清水前 3364番 ほか 9筆 



萩野谷 建夫 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 832番 ほか 4筆 

塙 博光 笠間市 笠間市大渕字宮前 1633番 ほか 1筆 

松田 健一 笠間市 笠間市下郷字上長町 5986番 ほか 1筆 

駒林 新一 笠間市 笠間市住吉字寺前 1875番 ほか 1筆 

富田 文訓 笠間市 笠間市小原字中道 1892番 2 ほか 2筆 

株式会社新しい風さとやま 牛久市 牛久市遠山町字丹北 1082番 ほか 3筆 

特定非営利活動法人つくば

アグリチャレンジ 
つくば市 牛久市新地町字新地下 1141番 ほか 4筆 

うしくグリーンファーム株式

会社 
牛久市 牛久市久野町 1729番 ほか 7筆 

井堀 実香 龍ケ崎市 牛久市女化町 800番 1 ほか 1筆 

小竹 美恵子 つくば市 つくば市磯部字磯部 1032番 ほか 17筆 

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市若栗字若栗西 1192番１ ほか 2筆 

大串 浩治 つくば市 つくば市吉沼字又丸 6219番 ほか 13筆 

有限会社根本農場 つくば市 つくば市上境字前田 1862番 1 ほか 4筆 

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市君島字東田 1466番 

株式会社住化ファーム茨城 東京都中央区 守谷市野木崎字中割 5181番 ほか 2筆 

寺門 常男 常陸大宮市 常陸大宮市三美字塩塙 724番 

小森 勝一 常陸大宮市 常陸大宮市三美字中道 543番 1 ほか 1筆 

圷 忠雄 常陸大宮市 常陸大宮市上檜沢字高岡 2214番 3 

大賀 伸幸 常陸大宮市 常陸大宮市高渡町 2270番 ほか 6筆 

株式会社 JA常陸アグリサポ

ート 
常陸大宮市 常陸大宮市下村田字関場 2676番 ほか 1筆 

常陸乃アグリ農事組合法人 東茨城郡城里町 常陸大宮市下伊勢畑字葛野下 3050番 

有限会社瑞穂農場 常陸大宮市 常陸大宮市下伊勢畑字圷 3142番 1 ほか 1筆 

藤田 宏哉 筑西市 筑西市小栗字上町西 7577番 ほか 14筆 

篠原 和弘 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字南野原 6194番 31 ほか 4筆 



米山 繁 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字南野原 6194番 37 ほか 4筆 

廣瀬 明 桜川市 桜川市大国玉字中芝田 937番 ほか 2筆 

藤﨑 祐一 行方市 行方市捻木字寺崎 1180番 ほか 2筆 

藤﨑 千明 行方市 行方市手賀字竹之塙 4950番 ほか 2筆 

杉山 崇 行方市 行方市玉造字石神乙 1245番 

郡司 光一 行方市 行方市玉造字三百峰甲 3452番 4 ほか 2筆 

株式会社レイクフォー 行方市 行方市手賀字末ナシ 1279番 1 

山口 幸男 行方市 行方市羽生字金久保 2008番 2 

渡辺 洋一 行方市 行方市玉造字富士下甲 607番 

岡田 晴雄 行方市 行方市沖洲字高根 1893番 

眞家 務 行方市 行方市芹沢字上野 890番 5 ほか 1筆 

横瀬 忠美 行方市 行方市山田字猿硲 1844番 ほか 8筆 

農事組合法人みらいの光 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 170番 ほか 2筆 

大塚 悠 小美玉市 小美玉市山野字勘兵衛山 1164番 1 

小松崎 秀昭 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町阿見字阿見原 4666番 807 ほか 1筆 

有限会社横田農場 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字内野 8190番 

藤井 正一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町十三間戸字本田 67番１ ほか 9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長竿 5540番 

上原 正 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字申渡 3139番 

 

２ 認可年月日 

  平成 29年７月 27日 


