
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

髙橋　基 水戸市 水戸市塩崎町字上沼3082番 ほか 1筆

吉川　忠義 水戸市 水戸市塩崎町字上沼3091番 ほか 7筆

髙野　隆文 水戸市 水戸市栗崎町字猿子田1182番3 ほか 4筆

農事組合法人いいとみ 水戸市 水戸市飯富町字下河原5444番1 ほか 1筆

株式会社A Farm Agent 水戸市 水戸市田野町字古矢場517番 ほか 1筆

栗原　祐一 水戸市 水戸市酒門町字千束4401番3 ほか 2筆

株式会社クリエイティブ 東京都八王子市 日立市十王町伊師字タラメキ谷地2137番 ほか 11筆

大和田　一夫 土浦市 土浦市常名字亀下708番2 ほか 10筆

宮本　英男 土浦市 土浦市田土部字舞台1859番1

秋庭　　覚 古河市 古河市大山字新田山631番2 ほか 55筆

秋庭　利雄 古河市 古河市大山字水神下2450番 ほか 44筆

秋庭　仁志 古河市 古河市大山字水神下2085番 ほか 18筆

秋庭　陽介 古河市 古河市大山字台ノ坊1003番 ほか 48筆

秋庭　由行 古河市 古河市大山字台ノ坊995番 ほか 25筆

岡安　一榮 古河市 古河市前林字小台山389番1 ほか 5筆

小倉　文治 古河市 古河市大山字水神下2442番 ほか 17筆

粕川　　晃 古河市 古河市前林字磯ノ井999番1 ほか 16筆

粕川　正次 古河市 古河市前林字小台山380番9 ほか 16筆

北島　賢司 古河市 古河市大山字水神下2342番1 ほか 2筆

高塚　　克 古河市 古河市上砂井字竹ノ下219番5 ほか 7筆

小島　銀也 古河市 古河市上砂井字竹ノ下219番7 ほか 6筆

小島　洋一 古河市 古河市上砂井字竹ノ下219番2 ほか 10筆

関口　正一 古河市 古河市上砂井字竹ノ下216番1 ほか 7筆

園部　　豊 古河市 古河市大堤字山下536番1 ほか 4筆

中里　智宏 古河市 古河市山田字香取西1350番 ほか 6筆

針谷　清貴 古河市 古河市前林字西沼縁り2528番10 ほか 21筆

針谷　真治 古河市 古河市上砂井字竹ノ下220番7 ほか 5筆

船橋　　均 古河市 古河市大山字小堤76番 ほか 7筆

前島　慎也 石岡市 石岡市東成井字上2902番 ほか 8筆

仲野谷　正信 石岡市 石岡市東成井字上2939番 ほか 10筆

真家　幸雄 石岡市 石岡市東成井字西久保2967番1 ほか 15筆

椎名　忠行 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区570番 ほか 5筆

株式会社北龍ファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区2367番1 ほか 12筆

農事組合法人宮本農産 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字北河原7914番 ほか 2筆

大橋　清志 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字北河原7917番 ほか 1筆

中村　裕男 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字北河原4074番 ほか 3筆
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賃借権の設定等を受ける者
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桜井　孝一 龍ケ崎市 龍ケ崎市佐沼町字一区311番 ほか 5筆

杉田　和義 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区2669番 ほか 7筆

稲葉　雅一 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴馬町字一区2821番1 ほか 1筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市長峰町字中橋1702番 ほか 2筆

飯塚　豊 下妻市 下妻市古沢字五木内424番

飯村　光一 下妻市 下妻市堀篭字原内922番 ほか 1筆

石﨑　友一 下妻市 下妻市若柳字宗蓮下869番

稲川　隆 下妻市 下妻市古沢字梨ノ木259番2 ほか 4筆

笠島　修 下妻市 下妻市高道祖字飯島5813番 ほか 2筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 下妻市福田字西賀美田1063番1 ほか 35筆

島田　光善 下妻市 下妻市黒駒字東方1087番1

関　純生 下妻市 下妻市大宝字北天神田1217番

田崎　幸子 下妻市 下妻市袋畑字浜田477番1 ほか 10筆

塚田　敬之 下妻市 下妻市大宝字八幡1096番 ほか 5筆

中山　良平 下妻市 下妻市今泉字白鳥1869番

山口　荘治 下妻市 下妻市小島字谷原田361番2

株式会社國府田農場 下妻市 下妻市加養字寺島415番 ほか 4筆

小林　稔 下妻市 下妻市高道祖字塚田5928番 ほか 7筆

増田　智之 下妻市 下妻市樋橋字東浦1574番 ほか 10筆

渡辺　国郎 下妻市 下妻市下栗字十二天1146番1

株式会社小林ファーム 下妻市 下妻市平方字町田1407番 ほか 12筆

野口　利男 常総市 常総市鴻野山字五輪西558番 ほか 1筆

渡辺　宏行 常総市 常総市大生郷町字坪ノ内2588番 ほか 6筆

株式会社菅原農園 常総市 常総市大生郷町字金戸5883番 ほか 6筆

沼尻 隆志 常総市 常総市大房字大街道840番 ほか 6筆

倉持 信雄 常総市 常総市本豊田字流新田2034番

田村 武夫 常総市 常総市大生郷新田町字金戸沖1123番2 ほか 7筆

有限会社ソメノグリーンファーム 坂東市 常総市孫兵ヱ新田字深井下1847番1 ほか 1筆

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市小島町字二区299番 ほか 10筆

西野　信一 常陸太田市 常陸太田市亀作町字塩田2710番 ほか 2筆

小川　剛 常陸太田市 常陸太田市亀作町字西塩田2661番1 ほか 8筆

成井　一男 常陸太田市 常陸太田市大里町字宮町101番1 ほか 11筆

堀江　正 常陸太田市 常陸太田市大里町字宮町104番1 ほか 11筆

黒澤　健一 常陸太田市 常陸太田市亀作町字西塩田2681番 ほか 16筆

根本　章 常陸太田市 常陸太田市大里町字中圷449番 ほか 1筆

栗原　昭夫 常陸太田市 常陸太田市大里町字圷町895番

友部　安一 笠間市 笠間市大橋字八田入1484番 ほか 11筆
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寺門　誠 笠間市 笠間市大橋字大宝内3240番 ほか 91筆

菅井　亘 笠間市 笠間市大橋字岡の宿2989番

川口　儀男 笠間市 笠間市池野辺字一丁田2962番 ほか 3筆

大平　子之松 笠間市 笠間市池野辺字向田515番 ほか 3筆

萩谷　茂 笠間市 笠間市池野辺字一丁田2986番 ほか 8筆

高橋　利定 水戸市 笠間市池野辺字八田2998番 ほか 1筆

川松　義幸 笠間市 笠間市池野辺字老ノ作2885番 ほか 3筆

高野　栄市 笠間市 笠間市飯田字鳥居戸2422番 ほか 3筆

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字天神下2291番

青木　英一 笠間市 笠間市来栖字中郷2909番 ほか 9筆

鉾田　恭夫 笠間市 笠間市稲田字大木田4615番 ほか 7筆

潮田　正晴 笠間市 笠間市稲田字大木田4577番 ほか 34筆

入江　道好 笠間市 笠間市福原字田上3915番 ほか 21筆

中根　啓一 笠間市 笠間市福原字大峯6291番 ほか 4筆

鈴木　義雄 笠間市 笠間市福原字新谷6399番 ほか 12筆

藤吉　智司 笠間市 笠間市南友部字本郷地205番2

菅谷　巧 笠間市 笠間市仁古田字辺田下1336番 ほか 2筆

矢萩　一也 笠間市 笠間市仁古田字冨士下1217番 ほか 14筆

友部　泰一 笠間市 笠間市小原字島前1388番

内桶　静 笠間市 笠間市小原字小原5293番１ ほか 1筆

友部　靖雄 笠間市 笠間市泉字巴川3109番1 ほか 4筆

野村　貞行 笠間市 笠間市泉字巴川3257番 ほか 19筆

田山　政則 笠間市 笠間市市野谷字小島1622番 ほか 1筆

滝田　光一 笠間市 笠間市押辺字稲荷下2978番 ほか 9筆

杉浦　登 牛久市 牛久市新地町字新地下1030番

中泉　仁志 牛久市 牛久市小坂町字小坂21番

溝渕　孝夫 牛久市 牛久市下根町字公園下1772番 ほか 1筆

大竹  清 牛久市 牛久市正直町字上田357番 ほか 5筆

花島　常雄 牛久市 牛久市下根町字公園下1749番 ほか 8筆

唯根　功務 牛久市 牛久市正直町字上田239番 ほか 3筆

野口　勝男 牛久市 牛久市小坂町字小坂22番 ほか 6筆

長沼　竹夫 牛久市 牛久市井ノ岡町字井ノ岡145番 ほか 9筆

石嶋　隆男 牛久市 牛久市岡見町字遠宿2631番 ほか 11筆

山本　誠幸 龍ケ崎市 牛久市正直町字下田106番 ほか 102筆

宮本　直樹 牛久市 牛久市井ノ岡町字井ノ岡535番 ほか 171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120番1 ほか 1筆

鳶　正良 神栖市 鹿嶋市鰐川字鰐川66番 ほか 2筆
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大川　悟 鹿嶋市 鹿嶋市小宮作字川坪1425番 ほか 3筆

大川　弥右衛門 鹿嶋市 鹿嶋市小宮作字川坪1468番

石上　馨 鹿嶋市 鹿嶋市中字扇田46番 ほか 3筆

小堤　一孝 鹿嶋市 鹿嶋市中字上町3256番 ほか 11筆

高野　健 鹿嶋市 鹿嶋市中字樋口1680番1 ほか 1筆

出頭　長栄 鹿嶋市 鹿嶋市中字中町3116番 ほか 2筆

小原　康孝 鹿嶋市 鹿嶋市中字南町2901番1 ほか 2筆

加瀬　均 神栖市 鹿嶋市猿田字十九594番1 ほか 3筆

飯島　初夫 守谷市 守谷市本町字古城沼4909番 ほか 1筆

小森　勝一 常陸大宮市 常陸大宮市三美字八幡302番 ほか 5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2661番 ほか 1筆

蓮田　和美 常陸大宮市 常陸大宮市下伊勢畑字上川原2991番1 ほか 18筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字下河原7385番 ほか 5筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市後台字上新地2696番1 ほか 1筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市額田東郷字有ヶ池3425番2 ほか 1筆

安達　伸吾 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8360番 ほか 5筆

臼井　俊 筑西市 筑西市栗島字栗島433番 ほか 5筆

岡田　栄 筑西市 筑西市小栗字稲荷宿西7376番 ほか 5筆

株式会社舘野農産 筑西市 筑西市門井字龍尾1769番1 ほか 2筆

株式会社筑西農事産業 筑西市 筑西市下中山字下中山920番 ほか 9筆

木村　亨 筑西市 筑西市掉ケ島字掉ケ島651番 ほか 2筆

舘野　克宏 筑西市 筑西市小栗字加草7757番 ほか 23筆

野沢　信明 筑西市 筑西市下高田字草刈橋136番 ほか 1筆

日向野　真一 筑西市 筑西市塚原字塚原144番 ほか 1筆

有限会社荒山農産 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8272番 ほか 235筆

有限会社枝興業 筑西市 筑西市小栗字御殿8531番 ほか 4筆

有限会社関口総業 筑西市 筑西市西方字向田815番 ほか 20筆

高橋　勝美 筑西市 筑西市大関字東843番

山中　嘉治 栃木県真岡市 筑西市下江連字十三塚1560番 ほか 3筆

前田　直人 筑西市 筑西市玉戸字山ヶ島1752番1 ほか 29筆

野寺　友行 筑西市 筑西市羽方字前原350番4 ほか 10筆

中島　誠一 筑西市 筑西市小栗字上町西7551番1 ほか 10筆

島村　善夫 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8311番2 ほか 6筆

藤田　宏哉 筑西市 筑西市小栗字加草7494番1 ほか 46筆

藤澤　悦史 筑西市 筑西市小栗字稲荷宿西7460番 ほか 14筆

薄　純孝 筑西市 筑西市小栗字上町西7563番1 ほか 10筆

飯島　一成 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8184番 ほか 10筆
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有限会社小林農産 筑西市 筑西市小栗字御殿8401番 ほか 116筆

鈴木　敬司 筑西市 筑西市小栗字上町西7596番1 ほか 14筆

飯田　好二 坂東市 坂東市鵠戸字鵠戸沼1684番 ほか 78筆

片倉　博幸 坂東市 坂東市生子字廣畑4932番（一部分耕）

木村　きよ子 坂東市 坂東市生子字東坪4739番 ほか 1筆

染谷　春男 坂東市 坂東市生子字廣畑4775番 ほか 1筆

染谷　光尋 坂東市 坂東市生子字荒久4860番

田村　武夫 常総市 坂東市神田山新田字八幡下1145番 ほか 1筆

有限会社ソメノグリーンファーム 坂東市 坂東市平八新田字平八767番1 ほか 17筆

渡辺　祐一 坂東市 坂東市長谷字上神場5471番 ほか 18筆

有限会社アグリ山﨑 坂東市 坂東市弓田字市場4552番

松本　重規 稲敷郡河内町 稲敷市中山字後畑4440番 ほか 3筆

小島　正雄 稲敷市 稲敷市四ツ谷字中割161番 ほか 4筆

櫻井　清一 稲敷市 稲敷市四ツ谷字上割3番 ほか 11筆

坂本　良弘 稲敷市 稲敷市上之島字上ノ島184番 ほか 5筆

浅野　清 稲敷市 稲敷市上之島字上ノ島358番 ほか 9筆

根本　雅 稲敷市 稲敷市結佐字逆川2584番 ほか 6筆

角田　大輔 稲敷市 稲敷市椎塚字中塙961番 ほか 6筆

角田　佑子 稲敷市 稲敷市椎塚字中塙965番 ほか 5筆

平野　修 稲敷市 稲敷市甘田字西305番 ほか 2筆

石井　昭好 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬176番

田村　昌敏 稲敷郡阿見町 かすみがうら市坂字広町3336番 ほか 17筆

横田　穣 かすみがうら市 かすみがうら市中志筑字鳥羽海3327番1 ほか 63筆

飯塚　俊一 つくば市 かすみがうら市宍倉字南野原6192番1 ほか 3筆

株式会社なめがたしろはとファーム 行方市 行方市白浜字長町1787番 ほか 2筆

髙須　昭治 行方市 行方市白浜字峰ノ下1727番 ほか 10筆

邉田　良治 行方市 行方市白浜字池下1669番 ほか 3筆

中川　治美 行方市 行方市白浜字於山下1771番

川島　克宏 鉾田市 鉾田市下冨田字扇田246番 ほか 36筆

直井　良一 つくばみらい市 つくばみらい市弥柳字弥柳756番 ほか 73筆

川野　正治 小美玉市 小美玉市上馬場字新田793番

伊藤　貴之 小美玉市 小美玉市佐才字菜洗114番4 ほか 6筆

有限会社アクト農場 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町城之内字内子417番4 ほか 3筆

小幡　利克 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字久保下2914番1 ほか 2筆

有限会社桂農産 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町高根字門前409番3 ほか 4筆

清水　誠 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町石塚字宗田前1039番2 ほか 2筆

中山　祐美加 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上入野字仲坪2007番



氏名又は名称 住所

賃借権の設定等を受ける土地

賃借権の設定等を受ける者

木名瀬　勝美 那珂郡東海村 那珂郡東海村白方字城前1832番

岡部　照男 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字内堀句279番1

川野　正高 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字外手171番1 ほか 23筆

岡部　克幸 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字東田140番

川上　一良 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字内堀句282番

蔀　久以 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字内堀句275番 ほか 2筆

川上　弘美 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字天神山289番

川上　富夫 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字東田143番

ほしいも株式会社 那珂郡東海村 那珂郡東海村須和間字前原632番1 ほか 4筆

川上　康典 日立市 那珂郡東海村豊岡字内堀句281番

川野　雅弘 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字内堀句276番 ほか 2筆

橋本　久夫 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字内堀句288番 ほか 1筆

川野　義廣 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字天神山304番

住谷　英明 ひたちなか市 那珂郡東海村村松字大山下5000番 ほか 3筆

石田　進吾 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字内堀句272番

橋本　一節 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字東田135番

倉田　喜代司 那珂郡東海村 那珂郡東海村須和間字真崎浦5287番

農事組合法人東海あくつ 那珂郡東海村 那珂郡東海村亀下字場地内西1788番

塙　修身 那珂郡東海村 那珂郡東海村須和間字久米田1604番 ほか 2筆

村上　孝 那珂郡東海村 那珂郡東海村竹瓦字西川518番１

清水　直志 那珂郡東海村 那珂郡東海村須和間字小松原1255番4

小泉　行広 那珂郡東海村 那珂郡東海村船場字西田115番1

小林　功樹 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町若栗字若栗3734番 ほか 2筆

飯島　正明 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町山王字田向1578番1 ほか 10筆

白戸　快明 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字川向新田4471番

認可年月日

平成30年11月29日


