
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  

農事組合法人いいとみ 水戸市 水戸市飯富町字中割 5292番 1 ほか 1筆 

吉川 勝久 水戸市 水戸市下大野町字さんや 6352番 ほか 12筆 

加藤木 照子 水戸市 水戸市成沢町字小屋下 1720番 1 ほか 3筆 

佐藤 正男 水戸市 水戸市柳河町字宮下 1933番  

栗原 祐一 水戸市 水戸市酒門町字東割 3980番 21 ほか 5筆 

矢﨑 雅昭 水戸市 水戸市酒門町字中台 1209番 ほか 11筆 

市毛 実 水戸市 水戸市平戸町字下反田 2273番 

木村 好美 水戸市 水戸市島田町字大道端 4034番 ほか 1筆 

髙野 隆文 水戸市 水戸市栗崎町字打越 2432番 1  

田中 雅勝 水戸市 水戸市元石川町字橋本 2902番 ほか 11筆 

栢内 忠孝 水戸市 水戸市塩崎町字芳向 3776番 ほか 1筆 

農事組合法人島営農

生産組合 
水戸市 水戸市大場町字島 6295番 ほか 1筆 

大和田 昌孝 水戸市 水戸市小泉町字免古成 203番 ほか 17筆 

加藤木 孝嘉 那珂郡東海村 水戸市中河内町字椿本 1137番 ほか 4筆 

岩﨑 征男 水戸市 水戸市中河内町字前田 2635番 1 ほか 19筆 

江幡 孝 水戸市 水戸市中河内町字上新工 1311番 1 ほか 3筆 

横倉 陸郎 水戸市 水戸市中河内町字田嶋下 1075番 ほか 1筆 

鈴木 正明 水戸市 水戸市中河内町字中畑 1457番 ほか 10筆 

関根 薫 鉾田市 水戸市中河内町字下河原 2037番 ほか 4筆 

𠮷原 孝則 水戸市 水戸市鯉淵町字一ノ割 7978番 ほか 3筆 

綿引 貴明 水戸市 水戸市開江町字長田 2401番  

木村 裕一 龍ヶ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1383番 ほか 11筆 

土井 一雄 龍ヶ崎市 龍ケ崎市八代町字八反田 1330番  

長町 薫 龍ヶ崎市 
龍ケ崎市長沖町字后安田 446番 2 ほか 10

筆 

野澤 良治 稲敷郡河内町 龍ケ崎市宮渕町字北河原 4052番 ほか 5筆 

岡田 彬成 龍ヶ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区 786番 ほか 53筆 

農事組合法人宮本農 龍ヶ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区 889番 1 ほか 4筆 



産 

荒川 豊 常総市 常総市豊田字三本杉 3005番 1 ほか 4筆 

石嶋 照夫 常総市 常総市篠山字土橋 1614番 ほか 6筆 

片庭 高光 常総市 常総市坂手町字小谷沼 8094番 ほか 1筆 

倉持 信雄 常総市 常総市本石下字五反田 4877番 ほか 11筆 

小林 敏典 常総市 常総市馬場字土浮 2828番  

鈴木 聡 常総市 常総市坂手町字小谷沼 8084番  

長塚 幹男 常総市 常総市国生字悪戸 1656番  

沼尻 隆志 常総市 常総市新石下字横堤前 1479番 1 ほか 9筆 

増田 智之 下妻市 常総市小保川字薬師 1772番 1 ほか 1筆 

村松 欣幸 常総市 常総市大輪町字押切 1571番 1 ほか 2筆 

村関 正美 常総市 常総市東野原字二本木 871番 1 ほか 2筆 

株式会社ひかりファー

ム常総 
常総市 常総市本石下字植竹 4152番 ほか 3筆 

和田 勇 常総市 常総市水海道橋本町字新堀北 3692番 2 ほか 1筆 

株式会社 JA常陸アグ

リサポート 
常陸大宮市 常陸太田市磯部町字天神下 798番 ほか 10筆 

川又 和男 常陸太田市 常陸太田市中利員町字山神 3141番 ほか 2筆 

岡﨑 一美 常陸太田市 常陸太田市三才町字西沢目 1651番 2  

田所 信昭 常陸太田市 常陸太田市三才町字茨町 1474番 ほか 17筆 

篠原 徹 常陸太田市 常陸太田市馬場町字樋渡 1089番  

鈴木 久雄 常陸太田市 常陸太田市大里町字圷町 858番  

上神谷 里志 北茨城市 
北茨城市中郷町上桜井字道ノ下 2261番 1 ほか 3

筆 

上神谷 旭希 北茨城市 北茨城市中郷町上桜井字殿内 2286番  

矢萩 一也 笠間市 笠間市安居字昭和 3292番 ほか 1筆 

農事組合法人てらさき 笠間市 笠間市日沢字上田 822番 ほか 1筆 

渡辺 政夫 笠間市 笠間市本戸字中島 4441番 1 ほか 12筆 

青木 英一 笠間市 笠間市来栖字榎下 3101番 ほか 3筆 

荻津 修一郎 笠間市 笠間市橋爪字長町 1054番 ほか 1筆 

菊地 康規 笠間市 笠間市鯉淵字十ノ割 6793番  

藤枝 龍一郎 笠間市 笠間市五平字五平 279番  



大貫 保秀 笠間市 笠間市仁古田字辺田下 1314番 ほか 2筆 

国谷 博隆 笠間市 笠間市下市原字下市原 1733番  

生駒 敏文 笠間市 笠間市上郷字駒場 3869番 ほか 5筆 

野村貞行 笠間市 笠間市泉字巴川 3084番  

あいきマロン株式会社 笠間市 笠間市吉岡字大谷原 70番   

冨田 基夫 笠間市 笠間市南友部字南友部 2184番  

瀧田 榮 笠間市 笠間市大渕字金沢 564番 1 ほか 3筆 

鈴木 優子 水戸市 笠間市日草場字肥前塚 4番 ほか 8筆 

吹野 健司 笠間市 笠間市小原字長峯 6027番  

萩野谷 健夫 笠間市 笠間市小原字並松 6195番  

イオンアグリ創造株式

会社 
千葉県千葉市 牛久市井ノ岡町字稲荷原 4274番 1 ほか 1筆 

飯島 孝一 つくば市 つくば市玉取字谷原 325番 2 ほか 20筆 

有限会社 JA谷田部ア

グリサービス 
つくば市 つくば市小野崎字小野崎 1677番  

有限会社つくば緑地建

設 
つくば市 つくば市南中妻字梅ノ木 789番 1 ほか 6筆 

株式会社おいしい農

園 
つくば市 つくば市金田字観音下 2104番 ほか 6筆 

株式会社 HATAKEカ

ンパニー 
つくば市 つくば市栗原字大山 2777番 ほか 34筆 

打越 公 ひたちなか市 ひたちなか市市毛字滝下 1447番 1  

根本 正大 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川 327番 ほか 5筆 

坂巻 正晴 守谷市 守谷市野木崎字坂下堤外 5085番 1 ほか 1筆 

横瀬 稔 守谷市 守谷市野木崎字国割 5207番  

平澤 宏修 取手市 守谷市本町字古城沼 4882番  

飯島 一嘉 守谷市 守谷市赤法花字堤下 601番 ほか 1筆 

大徳 芳憲 守谷市 守谷市高野字羽中 3995番  

だいこくアグリサポート

株式会社 
常陸大宮市 常陸大宮市山方字下小池 888番 1 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塙下 3127番  



鈴木 正一 那珂市 那珂市北酒出字大内町 2433番 1 ほか 2筆 

赤井 裕治 那珂市 那珂市戸字若宮下 7274番 ほか 4筆 

峯島 勝則 那珂市 那珂市飯田字戸先 167番 ほか 2筆 

川﨑 洋 那珂市 那珂市飯田字戸先 182番  

横田 隆 那珂市 那珂市戸字冨士山下 7551番 ほか 5筆 

関 富男 那珂市 那珂市本米崎字下町田 3242番 ほか 6筆 

山口 輝雄 稲敷市 稲敷市市崎字和田前 2573番 1 ほか 7筆 

篠﨑 惣壽 稲敷市 稲敷市高田字岡 3800番 1  

押田 弘巳 稲敷市 稲敷市鳩崎字余郷入 1902番 ほか 2筆 

有限会社高柳農場 稲敷市 稲敷市橋向字橋向 1001番 1 ほか 9筆 

木内 昌弘 稲敷市 稲敷市押砂字上野 1964番  

酒井 勲 稲敷市 稲敷市江戸崎字古橋乙 1520番 ほか 1筆 

黒田 忠男 稲敷市 稲敷市下須田字東 647番 ほか 5筆 

飯嶋 省悟 稲敷市 稲敷市稲波字中区 215番 1 ほか 2筆 

助川 功将 稲敷市 稲敷市下根本字中子 7835番 ほか 1筆 

高栁 浩 稲敷市 稲敷市曲渕字居下 348番 ほか 3筆 

大貫 良道 稲敷市 稲敷市下根本字中子 7879番  

元木 智夫 かすみがうら市 かすみがうら市中佐谷字中佐谷 1537番 ほか 3筆 

株式会社亀岡ファーム 桜川市 桜川市磯部字木所 951番 1 ほか 9筆 

有限会社木植営農セ

ンター 
桜川市 桜川市猿田字猿田 675番 1 ほか 8筆 

新堀 勝俊 行方市 行方市宇崎字駒形 1936番 ほか 8筆 

藤﨑 祐一 行方市 行方市手賀字新宿谷 5463番 1 ほか 4筆 

藤﨑 千明 行方市 行方市手賀字南田 5512番  

杉山 崇 行方市 行方市手賀字新宿谷 5456番 1 ほか 1筆 

梶間 章 鉾田市 鉾田市上沢字組塚上 1443番 ほか 5筆 

小林 浩治 鉾田市 鉾田市徳宿字小竹 1388番 1 ほか 2筆 

小沼 藤雄 鉾田市 鉾田市鹿田字馬洗戸 1122番 1  

二重作 和男 鉾田市 鉾田市当間字浜井場 2277番 1 ほか 3筆 

粕尾 賢一 鉾田市 鉾田市借宿字蟹内前 19番 ほか 24筆 

文隨 靖 つくばみらい市 つくばみらい市戸茂字戸茂 32番  

直井 秀夫 つくばみらい市 つくばみらい市川崎字新田 1725番 ほか 5筆 



文藏 幸雄 つくばみらい市 つくばみらい市川崎字新田 1753番 1 ほか 1筆 

農事組合法人やわら

生産組合 
つくばみらい市 つくばみらい市下長沼字西 711番  

農事組合法人ミレーレ

シモジマ 
つくばみらい市 つくばみらい市下島字南耕地 219番 1 ほか 9筆 

赤羽根 功男 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 254番 ほか 1筆 

加藤 吉博 小美玉 小美玉市堅倉字堅倉 1985番 ほか 6筆 

山口 幸男 行方市 小美玉市山野字勘兵衛山 1184番  

藤田 和宣 小美玉市 小美玉市川戸字麻生 1498番 37 ほか 1筆 

貝塚 博美 小美玉市 小美玉市中延字十一平 2126番 1 ほか 1筆 

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字大山 594番 8 ほか 4筆 

平本 英一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字南表 1番 8  

栗原 喜視 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上飯沼字中野場 1385番  

丑尾田 俊一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字西峰 68番 37  

有限会社コメヤグリー

ンファーム 
東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町神山町字岡﨑 5554番 ほか 9筆 

松﨑 栄一 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町増井字戸崎下 2526番 ほか 10筆 

近澤 行洋 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町磯野字山ノ神 291番 ほか 4筆 

加藤木 直之 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町阿波山字一丁田 2902番 ほか 2筆 

小幡 利克 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字杉原 2584番  

稲川 義一 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字カジヤ畑 992番 1 ほか 1筆 

株式会社神崎グレイン 那珂市 
那珂郡東海村石神外宿字西中宿 1602番 1 ほか 12

筆 

株式会社テルズ 那珂郡東海村 那珂郡東海村白方字六反町 222番 1  

株式会社益子農林 久慈郡大子町 久慈郡大子町塙字中道 177番 ほか 17筆 

村野 誠 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字堤外 9427番 2 ほか 2筆 

株式会社東部営農社 北相馬郡利根町 稲敷郡河内町生板字横間 8802番  

鈴木 英男 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字堤内 9331番 ほか 9筆 

株式会社光ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町長井戸字立谷 3088番 ほか 55筆 

高橋 唯雄 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町横須賀字一の耕地 930番 ほか 7

筆 

飯田 勲 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字長町 10876番 ほか 3筆 



石橋 謙一 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町押付新田字一の耕地 184番 ほか

1筆 

大谷 勉 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町押付新田字一の耕地 192番 ほか

1筆 

六本木 孝 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町押付新田字二の耕地 487番 2 ほ

か 4筆 

株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町加納新田字中野原 2892番 ほか 3

筆 

株式会社東部営農社 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町惣新田字下 1909番 ほか 3筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 30年４月 27日 

 


