
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

木村　好美 水戸市 水戸市島田町字ケンソウ1942番1 ほか 62筆

綿引　貴明 水戸市 水戸市大塚町字古谷2440番 ほか 10筆

吉川　勝久 水戸市 水戸市塩崎町字下沼761番1 ほか 24筆

雨谷　克己 水戸市 水戸市大塚町字高崎2292番 ほか 15筆

田中　雅勝 水戸市 水戸市島田町字境275番1 ほか 2筆

飛田　芳徳 水戸市 水戸市大串町字下反田861番 ほか 6筆

髙安　幸一 水戸市 水戸市田谷町字大道4935番1 ほか 1筆

市毛　実 水戸市 水戸市平戸町字2094番1 ほか 1筆

横倉　睦郎 水戸市 水戸市中河内町字椿本1149番2 ほか 2筆

関根　薫 鉾田市 水戸市中河内町字漆畑1666番 ほか 8筆

雨谷　卓美 水戸市 水戸市飯島町字三石879番 ほか 16筆

八木岡　努 水戸市 水戸市中河内町字前田2662番 ほか 8筆

金野　乃子嗣 那珂市 水戸市中河内町字八反1239番1 ほか 5筆

七字　倫範 水戸市 水戸市大塚町字仲田2360番1 ほか 45筆

株式会社Ａ Ｆａｒｍ Ａｇｅｎｔ 水戸市 水戸市田野町字小山1100番 ほか 1筆

市毛　唯士 水戸市 水戸市塩崎町字上沼3080番1 ほか 3筆

加藤木　孝嘉 那珂郡東海村 水戸井中河内町字田嶋下1042番1 ほか 23筆

中川　智幸 水戸市 水戸市中河内町字前田2632番 ほか 1筆

海老根　正夫 水戸市 水戸市大塚町字西谷2230番1 ほか 12筆

横須賀　尋史 水戸市 水戸市圷大野字立だし303番1 ほか 12筆

松葉　清一 水戸市 水戸市塩崎町字島前3369番 ほか 19筆

木村　善清 水戸市 水戸市島田町字勝見田205番1 ほか 16筆

木村　進 水戸市 水戸市島田町字松戸2019番1 ほか 7筆

木村　又一 水戸市 水戸市島田町字松戸2024番1 ほか 3筆

小沼　利廣 水戸市 水戸市平戸町字沼田2115番 ほか 5筆

木村　城治 水戸市 水戸市島田町字松戸2095番1 ほか 8筆

木村　勝市 水戸市 水戸市島田町字前田3560番 ほか 12筆

髙松　健二 水戸市 水戸市島田町字越堀1878番 ほか 11筆

加藤　武雄 水戸市 水戸市島田町字向横1832番1 ほか 21筆

仁平　順市郎 水戸市 水戸市島田町字木下シ4100番 ほか 5筆

住谷　正子 水戸市 水戸市大塚町字戸崎775番 ほか 16筆

藤澤　力男 水戸市 水戸市大塚町字川向2284番 ほか 2筆

木村　久文 水戸市 水戸市平戸町字沼田2121番 ほか 18筆

江橋　健男 水戸市 水戸市平戸町字沼田116番2 ほか 8筆

中野　司 水戸市 水戸市大塚町字町田2318番 ほか 5筆

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
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大貫　隆久 水戸市 水戸市大塚町字西谷2208番 ほか 5筆

大内　康一 水戸市 水戸市大塚町字町田2341番1 ほか 8筆

小沼　幸悦 水戸市 水戸市島田町字松並4201番1

仲野谷　正信 石岡市 石岡市東成井字上2955番2 ほか 9筆

布施　公章 石岡市 石岡市東成井字山王前551番1 ほか 6筆

菊地　康等 常総市 常総市大塚戸町字向山608番1 ほか 11筆

島田　一市 坂東市 常総市蔵持字弁天前1083番 ほか 4筆

池田　和実 坂東市 常総市五郎兵衛新田町字大田654番 ほか 1筆

渡辺　宏行 常総市 常総市大輪町字上ノ田2283番 ほか 3筆

松村　欣幸 常総市 常総市羽生町字南山182番1 ほか 3筆

石嶋　照夫 常総市 常総市篠山字峯下1524番 ほか 7筆

沼尻　隆志 常総市 常総市新石下字北浦3518番 ほか 3筆

倉持　信雄 常総市 常総市山口字東田850番

永瀬　知行 常総市 常総市兵町字中通582番 ほか 8筆

㈱結ファームクラモチ 常総市 常総市菅生町字黄金8144番1 ほか 2筆

河津　史男 常総市 常総市上蛇町字中通3753番

有限会社アグリ山崎 坂東市 常総市伊左衛門 新田町字前和田699番

大澤 　克已 常総市 常総市東町字二区2756番 ほか 2筆

大山　茂 常総市 常総市東町字一区2988番 ほか 2筆

大山　幸治 常総市 常総市東町字一区2934番 ほか 5筆

尾故島　彰一 常総市 常総市東町字一区2950番 ほか 11筆

小故島　敏枝 常総市 常総市東町字三区2646番 ほか 5筆

高野　幹雄 常総市 常総市東町字一区2931番 ほか 4筆

高野　博行 常総市 常総市東町字一区2972番 ほか 3筆

田口　克己 常総市 常総市東町字二区2840番 ほか 21筆

沼尻　勝美 常総市 常総市東町字一区2969番 ほか 20筆

吉江　四郎 常総市 常総市東町字一区2951番 ほか 5筆

青木　はつ子 常総市 常総市鴻野山字五輪西550番 ほか 1筆

青木　浩之 常総市 常総市鴻野山字山崎419番 ほか 3筆

有限会社鴻新 常総市 常総市鴻野山字大舟戸390番1 ほか 5筆

渡辺　勝男 常総市 常総市鴻野山字大舟戸脇404番 ほか 7筆

五月女　安彦 常総市 常総市鴻野山字ウツキ合500番 ほか 4筆

青木　清市 常総市 常総市鴻野山字山崎428番1 ほか 3筆

井上　章 常総市 常総市鴻野山字ウツキ合489番1 ほか 11筆

関根　和則 常総市 常総市鴻野山字ウツキ合477番 ほか 6筆

檜山　邦男 常陸太田市 常陸太田市西宮町字天王1774番 ほか 1筆
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矢代　文之 常陸太田市 常陸太田市里野宮町字圷633番 ほか 1筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸太田市 常陸太田市花房町字青木2187番 ほか 3筆

黒澤　健一 常陸太田市 常陸太田市亀作町字塩田2702番

藤咲　昌一 常陸太田市 常陸太田市小島町字二区357番 ほか 1筆

藤咲　弘明 常陸太田市 常陸太田市小島町字二区378番

清水　光男 常陸太田市 常陸太田市天神林町字鶴ヶ池3554番1

篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市上河合町字二丁目224番 ほか 4筆

萩谷　嘉道 常陸太田市 常陸太田市下河合町字下河原1360番

小川　剛 常陸太田市 常陸太田市亀作町字西塩田2669番

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市上河合町字一丁目42番 ほか 2筆

堀江　正 常陸太田市 常陸太田市大里町字宮町137番 ほか 1筆

上神谷　英典 北茨城市 北茨城市中郷町上桜井字宮田1788番 ほか 2筆

海老原　史明 取手市 取手市下高井字下高井2477番 ほか 1筆

海老原　幸一 取手市 取手市下高井字下高井2502番

宮本　俊夫 取手市 取手市下高井字下高井2504番

赤井　祐治 那珂市 那珂市戸字若宮下7226番 ほか 5筆

南波留　一志 鉾田市 鉾田市紅葉字新川添1130番1 ほか 2筆

鎌田　直樹 鉾田市 鉾田市徳宿字芝山2487番5 ほか 2筆

菅谷　教通 鉾田市 鉾田市上幡木字ヌタ1280番1

伊藤　貴之 小美玉市 小美玉市世楽字西礼野1050番6 ほか 1筆

石井　富男 小美玉市 小美玉市佐才字明法寺20番5 ほか 2筆

高山　敏夫 小美玉市 小美玉市堅倉字小川道1733番14 ほか 4筆

平澤　克明 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字東裏2846番2 ほか 1筆

奥谷　喜久男 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字涸沼台5856番 ほか 5筆

小山　猛 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町那珂西字西原2209番1 ほか 30筆

飯島　正明 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町川妻字大崎767番1 ほか 11筆

飯田　耕作 猿島郡境町 猿島郡境町若林字新田5405番 ほか 29筆

倉持　清一郎 猿島郡境町 猿島郡境町若林字中之堂下5303番 ほか 16筆

飯田　好二 坂東市 猿島郡境町伏木字南4426番 ほか 4筆

渡邉　俊一 猿島郡境町 猿島郡境町若林字長島5453番 ほか 1筆

株式会社光ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町塚崎字合ノ谷189番

高橋　覚 猿島郡境町 猿島郡境町伏木字天神前4217番 ほか 3筆

石山　和幸 猿島郡境町 猿島郡境町西泉田字勝善前1156番2 ほか 4筆
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