
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

吉川　勝久 水戸市 水戸市塩崎町字坂下3753番 ほか 20筆

雨谷　克己 水戸市 水戸市加倉井町字豆田2111番

関根　薫 鉾田市 水戸市中河内町字椿本1122番 ほか 12筆

外岡　健寿 水戸市 水戸市杉崎町字表106番

加藤木　孝嘉 那珂郡東海村 水戸市中河内町字椿本1140番 ほか 4筆

柏　雅之 水戸市 水戸市飯富町字大井5079番4 ほか 1筆

會澤　修一 水戸市 水戸市飯富町字稲荷戸5244番1 ほか 3筆

園部　正夫 水戸市 水戸市藤井町字後屋2600番1 ほか 1筆

株式会社Ａｌｋｕ 水戸市 水戸市飯富町字稲荷戸5213番1 ほか 2筆

酒井　正治 土浦市 土浦市常名字土井456番1 ほか 6筆

萩原　巌 土浦市 土浦市藤沢字播磨下4090番1 ほか 16筆

大和田　一夫 土浦市 土浦市常名字谷原387番１ ほか 3筆

株式会社光ファーム 猿島郡境町 古河市葛生字萩山2389番 ほか 88筆

中山　一郎 古河市 古河市恩名字古屋2954番 ほか 2筆

柘植　昭 石岡市 石岡市大塚字大塚2594番 ほか 1筆

稲葉　雅一 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴馬町字一区3143番 ほか 5筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字上新割地2575番 ほか 1筆

大橋　清志 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字北河原4050番 ほか 6筆

鈴木　聡 常総市 常総市菅生町字大谷津1042番 ほか 2筆

篠原　昌盛 常陸太田市 常陸太田市谷河原町字四丁目1043番 ほか 6筆

中嶋　孝 常陸太田市 常陸太田市小菅町字福泉916番 ほか 6筆

大部　成次 北茨城市 北茨城市中郷町石岡字御子内2147番 ほか 1筆

矢萩　一也 笠間市 笠間市仁古田字冨士下1228番1 ほか 1筆

生駒　敏文 笠間市 笠間市上郷字大古沢4107番 ほか 1筆

小西　実 笠間市 笠間市大渕字宜命台1698番

稲野辺　茂生 笠間市 笠間市飯合字雨ケ谷94番 ほか 8筆

小林　明頼 笠間市 笠間市福原字椿5059番1 ほか 3筆

太田　光一 つくば市 つくば市沼崎字下田3743番 ほか 3筆

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市菅間字本田57番 ほか 1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2124番 ほか 2筆

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市小田字天神沖5466番 ほか 2筆

農事組合法人君島農場 つくば市 つくば市泉字下川1767番1 ほか 27筆

宮本　勝美 潮来市 潮来市延方字福島4097番1 ほか 7筆
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中島　伸一 守谷市 守谷市野木崎字八反田5449番 ほか 13筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市三美字清水634番 ほか 1筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字文殊院下7203番 ほか 3筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市南酒出字根本前3677番 ほか 7筆

海野　浩行 那珂市 那珂市福田字宮原東2302番 ほか 3筆

会沢　琢磨 那珂市 那珂市門部字座王河原5711番 ほか 1筆

和田農事組合法人 那珂市 那珂市古徳字善角2201番1

綿引　桂太 那珂市 那珂市門部字矢中4918番1 ほか 2筆

小圷　保男 那珂市 那珂市中里字前谷津407番1 ほか 3筆

大久保　薫 那珂市 那珂市後台字宿東688番

有限会社アグリクリエイト 稲敷市 稲敷市佐原組新田字釜井1008番 ほか 5筆

井坂　孝雄 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字船橋2788番35 ほか 2筆

坂本　和男 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字一の瀬404番

株式会社ヤッカ 桜川市 桜川市大国玉字六丁6342番1

新堀　勝俊 行方市 行方市石神字大谷2277番

金田　秀雄 行方市 行方市小高字切掛放山1131番26 ほか 1筆

清水　量 行方市 行方市内宿字東谷118番 ほか 1筆

岡田　晴雄 行方市 行方市沖洲字遠ケ崎1882番 ほか 3筆

金田　勝男 行方市 行方市四鹿字寺台743番2 ほか 3筆

郡司　正彦 行方市 行方市井上字西谷下2698番

飯島　浩二 鉾田市 鉾田市大戸字行方海道737番7

文藏　幸雄 つくばみらい市 つくばみらい市下小目字下小目2253番 ほか 3筆

山中　正市 つくばみらい市 つくばみらい市東楢戸字新田1999番 ほか 1筆

中島　一郎 つくばみらい市 つくばみらい市狸穴字上谷原1478番3 ほか 14筆

加藤　吉博 小美玉市 小美玉市堅倉字堅倉2088番

木村　孝正 鉾田市 小美玉市上合字天神1553番１ ほか 1筆

岩渕　勝彦 小美玉市 小美玉市寺崎字大山台633番2 ほか 4筆

宮澤　智浩 小美玉市 小美玉市鶴田字一貫山1225番1 ほか 4筆

中嶋　一弥 小美玉市 小美玉市栗又四ケ60番 ほか 6筆

平澤　協一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字坊原4306番 ほか 1筆

平本　英一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字南表5番16 ほか 1筆

塙　真端 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字堀ノ内940番

海老澤　隆志 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字台田4516番87

長洲　新也 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字上松724番3 ほか 1筆
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江幡　淳 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町字上入野字沼田5488番 ほか 3筆

株式会社光ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町塚崎字長井戸沼5078番1 ほか 141筆

倉持　清一郎 猿島郡境町 猿島郡境町若林字西新田4890番1

大野　覚 猿島郡境町 猿島郡境町伏木字宮下3276番1 ほか 3筆

石山　和幸 猿島郡境町 猿島郡境町伏木字東4380番

柿沼　隼人 猿島郡境町 猿島郡境町百戸字間ケ田1329番3 ほか 3筆

飯島　富雄 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字蓮河原2242番 ほか 12筆
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