
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

綿引　貴明 水戸市 水戸市大塚町字谷田2473番 ほか 4筆

石川　圭一 水戸市 水戸市青柳町字小井戸4136番

高野　隆文 水戸市 水戸市六反田町字広町1394番 ほか 2筆

藤田　芳信 水戸市 水戸市栗崎町字東3623番 ほか 1筆

株式会社フレッシュ水戸 水戸市 水戸市中河内町字山下1523番 0筆

株式会社HATAKEカンパニー つくば市 水戸市中河内町字中河原1343番 ほか 12筆

外岡　健寿 水戸市 水戸市有賀町字南2332番1 ほか 4筆

加藤木　孝嘉 那珂郡東海村 水戸市中河内町字中河原1348番 ほか 5筆

森田　一彦 水戸市 水戸市筑地町字高水江1543番

海老澤　充夫 水戸市 水戸市中河内町字長町1425番 ほか 3筆

塚本　健寿 水戸市 水戸市鯉淵町字一ノ割7783番1 ほか 1筆

岡田　幸一 水戸市 水戸市鯉淵町字ニノ割1706番4 ほか 2筆

井沢　清 土浦市 土浦市常名字西松島144番2 ほか 8筆

田中　孝明 土浦市 土浦市常名字前田412番2 ほか 35筆

酒井　正治 土浦市 土浦市常名字町田507番1

萩原　巌 土浦市 土浦市高岡字島2566番

宮本　英男 土浦市 土浦市高岡字八斗内2641番1

富田　清造 土浦市 土浦市藤沢字大窪717番1

岡田　彬成 龍ケ崎市 龍ケ崎市長沖町字落32番1 ほか 16筆

髙島　力 龍ケ崎市 龍ケ崎市豊田町字豊田2049番 ほか 7筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字桜田1417番 ほか 8筆

木村　裕一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字一区1277番 ほか 9筆

鈴木　久雄 常陸太田市 常陸太田市大里町字圷町875番1 ほか 12筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸太田市谷河原町字六丁目1158番 ほか 6筆

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市粟原町字中柳原24番 ほか 3筆

金田　則雄 常陸太田市 常陸太田市竹合町字二丁目1054番 ほか 2筆

鯉渕　功 常陸太田市 常陸太田市箕町字滝下1354番 ほか 4筆

大部　正広 北茨城市 北茨城市中郷町小野矢指字六ツ長572番1

友部　泰一 笠間市 笠間市南友部字南友部2244番 ほか 4筆

南友部農事組合法人 笠間市 笠間市南友部字南友部2012番 ほか 1筆

株式会社いわまの栗 笠間市 笠間市上郷字町田4397番

須藤　昭寿 笠間市 笠間市小原字滝川5875番

川崎　昇 笠間市 笠間市片庭字大立507番1 ほか 6筆

稲野辺　茂生 笠間市 笠間市大郷戸字宮前640番 ほか 10筆

小林　明頼 笠間市 笠間市福原字兵道内4148番 ほか 1筆

株式会社茨城生科研 笠間市 笠間市上郷字堀ノ内4202番

吹野　健司 笠間市 笠間市小原字塙谷6078番

大月　修 笠間市 笠間市箱田字下河原4907番1 ほか 2筆

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



宮下　祐生 牛久市 牛久市久野町1788番

佐藤　尚徳 牛久市 牛久市小坂町字大久保2143番 ほか 5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1123番1

有限会社ファーマーズつくば つくば市 つくば市酒丸元西酒丸字酒田1145番 ほか 12筆

大川　智之 つくば市 つくば市沼崎字白唐3677番1 ほか 4筆

中村　辰夫 つくば市 つくば市大形字神宮田414番1 ほか 4筆

株式会社アグリ日辻 つくば市 つくば市大形字谷原2566番 ほか 15筆

有限会社つくば緑地建設 つくば市 つくば市北中妻字塚122番1 ほか 14筆

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市高崎字上ノ房1651番 ほか 2筆

伏田　直弘 つくば市 つくば市手子生字海道東2112番

有限会社武平ファーム つくば市 つくば市小田字松並木5666番

株式会社HATAKEカンパニー つくば市 つくば市栗原字大山2808番 ほか 3筆

草間　宏 つくば市 つくば市上郷字金村西8515番 ほか 1筆

宮本　勝美 潮来市 潮来市延方字福島4161番1 ほか 1筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字下河原7306番 ほか 17筆

石﨑　甲一 那珂市 那珂市豊喰字中内1397番 ほか 1筆

坂本　克則 那珂市 那珂市豊喰字久保山下1428番 ほか 9筆

海野　浩行 那珂市 那珂市戸崎字霜田3570番 ほか 15筆

株式会社神崎グレイン 那珂市 那珂市本米崎字籠内3325番 ほか 15筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市向山字澤頭153番1 ほか 17筆

和田農事組合法人 那珂市 那珂市瓜連字吉間町4173番 ほか 2筆

赤井　太一 那珂市 那珂市戸崎字洞前3412番

渡辺　正和 稲敷市 稲敷市脇川字本田11番 ほか 12筆

甲賀　弘行 稲敷市 稲敷市市崎字和田前2590番 ほか 2筆

押田　弘巳 稲敷市 稲敷市古渡字内浦2886番 ほか 2筆

油原　朗 稲敷市 稲敷市下根本字三ツ家7721番 ほか 1筆

風間　修 稲敷市 稲敷市四ツ谷字上割150番 ほか 11筆

内藤　勇 稲敷市 稲敷市柴崎字寄居下1007番1 ほか 7筆

矢﨑　茂光 稲敷市 稲敷市上之島字上之島223番 ほか 5筆

野村　春夫 稲敷市 稲敷市柴崎字下𠮷山8499番

井坂　孝雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字一の瀬205番 ほか 1筆

潮田　新正 桜川市 桜川市真壁町白井字峰前1237番 ほか 1筆

小松崎　弘光 桜川市 桜川市池亀字シモ990番 ほか 3筆

鈴木　克彦 桜川市 桜川市真壁町椎尾字新田前3966番

額賀　成一 神栖市 神栖市鰐川字鰐川606番 ほか 4筆



藤﨑　正和 行方市 行方市捻木字大清水1105番1 ほか 4筆

根﨑　良典 行方市 行方市若海字藤南1048番

千ヶ﨑　敏男 行方市 行方市八木蒔字千代塚1381番

二重作　和男 鉾田市 鉾田市舟木字土井林183番2

藤井　勝治 つくばみらい市 つくばみらい市谷口字台谷口552番 ほか 4筆

中山　雅史 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張170番 ほか 43筆

岡田　晴雄 行方市 小美玉市山野字溝内1997番1 ほか 1筆

菊地　喜彦 小美玉市 小美玉市小塙字稲子田769番

保田　正榮 小美玉市 小美玉市堅倉字堅倉2142番

株式会社おみたま農園 小美玉市 小美玉市橋場美字西花藏440番

川﨑　紀明 小美玉市 小美玉市上吉影字南原755番4

木村　孝正 鉾田市 小美玉市上合字新道東1541番 ほか 2筆

立原　友明 小美玉市 小美玉市小岩戸字小岩戸2395番1 ほか 14筆

有限会社ユニオンファーム 小美玉市 小美玉市三箇字柿木下1267番

株式会社木名瀬金重商店 小美玉市 小美玉市三箇字上谷平15番2 ほか 4筆

森　学 石岡市 小美玉市上玉里字上玉里2796番

宮澤　智浩 小美玉市 小美玉市鶴田字堂メキ平667番 ほか 4筆

藤田　和宜 小美玉市 小美玉市川戸字梨木1512番 ほか 6筆

池野上　学 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上飯沼字中野場1420番 ほか 1筆

横山　忠生 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字西峰68番124 ほか 1筆

栗原　喜視 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字城下3383番 ほか 7筆

清水　裕一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町馬渡字東畑205番 ほか 3筆

村田　鉄平 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字前新堀1821番9 ほか 1筆

江幡　甚一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町前田字下前1794番 ほか 1筆

川島　正美 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下土師字島ノ下649番 ほか 4筆

本田　武士 水戸市 東茨城郡茨城町常井字中台原1163番1 ほか 2筆

有限会社河内営農 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町竜ケ崎町歩字竜町歩1031番 ほか 2筆

川村　敬司 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町竜ケ崎町歩字竜町歩1085番 ほか 3筆

駒塚　薫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字新々田1725番1 ほか 5筆

大野　俊一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字北本田10515番 ほか 2筆

安田　正男 結城郡八千代町 結城郡八千代町塩本字北浦594番

柿沼　隼人 猿島郡境町 猿島郡境町百戸字間ヶ田1350番2 ほか 6筆

柿沼　勉 猿島郡境町 猿島郡境町百戸字間ヶ田1655番

大野　勝一 猿島郡境町 猿島郡境町百戸字間ヶ田1648番

稲垣　征利 猿島郡境町 猿島郡境町新田戸字砂山1269番1

倉持　清一郎 猿島郡境町 猿島郡境町若林字西新田4887番 ほか 2筆

石山　和幸 猿島郡境町 猿島郡境町西泉田字下地下1722番 ほか 2筆

大野　秀一 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町大房字川迎624番 ほか 5筆

岡田　彬成 龍ケ崎市 北相馬郡利根町押戸字曽根上9862番
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