
農用地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

佐藤　晃一 水戸市 水戸市島田町字松並4176番1 ほか 6筆

髙野　隆文 水戸市 水戸市栗崎町字宮前3427番 ほか 3筆

宮本　一広 水戸市 水戸市下大野町字荒や785番1 ほか 4筆

横須賀　雅実 水戸市 水戸市西大野字後田117番 ほか 2筆

園部　正夫 水戸市 水戸市藤井町字下夕田2731番 ほか 2筆

横須賀　昭俊 水戸市 水戸市西大野字竹ノ下2217番1 ほか 5筆

鈴木　將一 水戸市 水戸市下大野町字荒や6717番1 ほか 5筆

住谷　正子 水戸市 水戸市大塚町字町田2352番1 ほか 4筆

立原　佳典 水戸市 水戸市中大野字反町2174番1 ほか 1筆

雨貝　裕 水戸市 水戸市下大野町字蔵方内2684番 ほか 5筆

日東グリーンファーム株式会社 土浦市 土浦市中都町4丁目997番 ほか 2筆

萩原　巌 土浦市 土浦市藤沢字神山4119番

池田　洋一 結城市 結城市田間字峯の前392番 ほか 3筆

池田　良一 結城市 結城市結城字新堤9021番

嶋田　正博 結城市 結城市田間字香取東1025番 ほか 2筆

滝澤　清 結城市 結城市上山川字埋田4533番

館野　忍 結城市 結城市小田林字西浦1784番

中田　松雄 結城市 結城市結城字新堤9034番1 ほか 2筆

塚原　勝弘 結城市 結城市久保田字天神1294番

農事組合法人宮崎協業 結城市 結城市久保田字天神1307番 ほか 5筆

野村　孟 結城市 結城市結城字八幡13113番 ほか 4筆

濵野　公男 結城市 結城市結城字新堤9019番 ほか 1筆

山口　猛 結城市 結城市結城字健田13037番

有限会社稲葉園芸 結城市 結城市東茂呂字角堀1364番2 ほか 23筆

関口　眞一 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区1055番 ほか 6筆

上神谷　英典 北茨城市 北茨城市中郷町上桜井字川根1827番 ほか 1筆

吹野　健司 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣810番 ほか 20筆

萩野谷　建夫 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣819番 ほか 6筆

冨田　基夫 笠間市 笠間市南友部字南友部2164番 ほか 4筆

大貫　忍 笠間市 笠間市仁古田字冨士下1230番 ほか 1筆

野村　貞行 笠間市 笠間市泉字仲村3406番1 ほか 18筆

小沼　祐 笠間市 笠間市泉字巴川3061番 ほか 70筆

篠崎　真一郎 笠間市 笠間市安居字吉沼3815番1 ほか 1筆

橋本　大敬 笠間市 笠間市南友部字南友部1997番 ほか 5筆
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賃借権の設定等を受ける者
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鶴田　浩義 笠間市 笠間市随分附字上田1276番 ほか 2筆

友部　要一 笠間市 笠間市泉字仲村988番 ほか 4筆

笹嶋　農武夫 笠間市 笠間市来栖字三水川3249番1 ほか 2筆

中里　竜也 笠間市 笠間市下郷字下田5282番1 ほか 12筆

渡辺　政夫 笠間市 笠間市来栖字三水川3253番 ほか 10筆

農事組合法人てらさき 笠間市 笠間市日沢字下田912番 ほか 5筆

菊地　康規 笠間市 笠間市随分附字上田1282番1

上野　和通 笠間市 笠間市仁古田字境町8番4 ほか 11筆

小西　実 笠間市 笠間市飯田字鳥居戸2410番 ほか 197筆

松田　健一 笠間市 笠間市上郷字長堤4298番

一般財団法人笠間市農業公社 笠間市 笠間市稲田字大木田1975番

菅井　亘 笠間市 笠間市大橋字小松沢2410番 ほか 6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2286番1 ほか 8筆

渡邊　尚樹 笠間市 笠間市南吉原字原1421番 ほか 5筆

友部　安一 笠間市 笠間市大橋字橋ケ入2722番 ほか 5筆

寺門　誠 笠間市 笠間市大橋字大宝内2630番 ほか 18筆

川口　儀男 笠間市 笠間市池野辺字三反田3196番 ほか 1筆

萩谷　茂 笠間市 笠間市池野辺字釜ケ沢3281番

高橋　利定 水戸市 笠間市池野辺字八田3000番 ほか 3筆

鉾田　恭夫 笠間市 笠間市稲田字大木田1596番1 ほか 6筆

入江　道好 笠間市 笠間市福原字本田上6441番 ほか 2筆

鈴木　義雄 笠間市 笠間市福原字枕6539番1 ほか 13筆

長谷川　武 笠間市 笠間市大橋字岡の宿2811番 ほか 8筆

石井　一洋 笠間市 笠間市大橋字羽衣3010番 ほか 21筆

小沼　喜美 笠間市 笠間市池野辺字仁天屋2384番1 ほか 26筆

塙　惠喜 笠間市 笠間市大渕字宮下2229番1 ほか 1筆

増渕　佑也 笠間市 笠間市本戸字清水前3378番 ほか 4筆

入江　保夫 笠間市 笠間市稲田字前田4715番 ほか 31筆

深澤　好 笠間市 笠間市南友部字南友部2052番 ほか 6筆

箱田　寿一 笠間市 笠間市下郷字川中子5190番1 ほか 6筆

矢口　孝男 笠間市 笠間市泉字神根1788番 ほか 1筆

菅谷　均 笠間市 笠間市泉字山根2935番1 ほか 6筆

小沼　泰輔 笠間市 笠間市泉字池下2963番1 ほか 45筆

佐藤　清一 笠間市 笠間市泉字池下3012番 ほか 25筆

持丸　秀樹 笠間市 笠間市市野谷字二子塚2138番 ほか 10筆
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込山　祐一 笠間市 笠間市福島字福島888番 ほか 1筆

永田　良夫 笠間市 笠間市福島字谷原1028番 ほか 1筆

田口　孝 笠間市 笠間市安居字昭和3230番 ほか 33筆

持丸　徳夫 笠間市 笠間市安居字堂下3461番 ほか 11筆

柴沼　博 笠間市 笠間市池野辺字八田3008番 ほか 4筆

小林　登 笠間市 笠間市稲田字弥六内30番1 ほか 29筆

賀川　次雄 笠間市 笠間市随分附字上田1286番

鶴田　茂美 笠間市 笠間市随分附字高橋1347番 ほか 2筆

加藤　昌宏 笠間市 笠間市随分附字仲田1413番 ほか 3筆

鶴田　輝夫 笠間市 笠間市随分附字下田1479番 ほか 2筆

奥津　秀 笠間市 笠間市下郷字三反田5250番 ほか 7筆

齋藤　卓 笠間市 笠間市安居字昭和3298番 ほか 5筆

岡野　祐一 笠間市 笠間市箱田字河原4849番

柳橋　昭 笠間市 笠間市箱田字下田4551番

高安　行男 笠間市 笠間市小原字柳沢710番2 ほか 1筆

青柳　義弘 笠間市 笠間市随分附字上田1283番1 ほか 1筆

太田　一郎 笠間市 笠間市片庭字水巻3076番 ほか 1筆

須藤　昭壽 笠間市 笠間市小原字滝川5871番 ほか 1筆

田山　昌男 笠間市 笠間市市野谷字市野谷1796番 ほか 1筆

滝田　光一 笠間市 笠間市押辺字杉山3455番 ほか 1筆

髙野　栄市 笠間市 笠間市飯田字前谷原2328番1 ほか 2筆

仲田　一雄 笠間市 笠間市飯田字町田2489番 ほか 3筆

植木　市太郎 笠間市 笠間市飯田字鳥居戸2424番 ほか 1筆

青木　英一 笠間市 笠間市来栖字中郷2911番

大峰　賢三 笠間市 笠間市下郷字三反田5269番1 ほか 1筆

菅谷　孝之 笠間市 笠間市押辺字仁田沢3235番1 ほか 5筆

生駒　敏文 笠間市 笠間市上郷字高野川3952番 ほか 3筆

石井　信行 笠間市 笠間市南友部字南友部2044番 ほか 4筆

石川　馨 笠間市 笠間市下郷字家前5174番1

株式会社テクモア 笠間市 笠間市大田町字芝ケ入1119番3 ほか 1筆

川松　義幸 笠間市 笠間市池野辺字原峯3041番

田口　蕃 笠間市 笠間市泉字古市2163番1 ほか 29筆

畑岡　英世 笠間市 笠間市福田字東田3074番 ほか 18筆

塙　保貞 笠間市 笠間市福田字福田3626番 ほか 3筆

藤枝　龍一郎 笠間市 笠間市小原字小原5171番
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有限会社武平ファーム つくば市 笠間市福島字谷原1116番 ほか 13筆

潮田　正晴 笠間市 笠間市稲田字大木田2015番

萩原　富男 笠間市 笠間市小原字滝川5724番

野口　尚哉 阿見町 牛久市久野町字久野44番 ほか 6筆

宮本　直樹 牛久市 牛久市久野町字久野52番 ほか 43筆

木村　克良 牛久市 牛久市久野町字久野97番 ほか 11筆

宮下　祐生 牛久市 牛久市久野町字久野86番 ほか 8筆

有限会社ファーマーズつくば つくば市 つくば市沼崎字東原3861番 ほか 3筆

株式会社HATAKEカンパニー つくば市 つくば市栗原字大山2816番 ほか 3筆

中村　辰夫 つくば市 つくば市大形字宮西2352番

小竹　美恵子 つくば市 つくば市田水山字五耕地1077番 ほか 9筆

有限会社つくば緑地建設 つくば市 つくば市北中妻字中道159番 ほか 7筆

農事組合法人君島農場 つくば市 つくば市北条字山ノ神5814番 ほか 1筆

稲葉　栄司 つくば市 つくば市泉字馬橋320番1 ほか 2筆

櫻井　守 つくば市 つくば市泉字馬橋318番1 ほか 13筆

小原　健児 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字鎌田1595番3

橋本　賢司 潮来市 潮来市大洲字大洲1397番 ほか 3筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市小貫字岩上2664番 ほか 3筆

蓮田　和美 常陸大宮市 常陸大宮市下伊勢畑字上川原3018番１ ほか 2筆

常陸乃アグリ農事組合法人 城里町 常陸大宮市下伊勢畑字中島3179番1

山﨑　和司 常陸大宮市 常陸大宮市下村田字宮下2947番 ほか 1筆

島田　一市 坂東市 坂東市大馬新田字大馬89番1 ほか

飯田　好二 坂東市 坂東市鵠戸字鵠戸沼1702番 ほか 28筆

渡辺　祐一 坂東市 坂東市長谷字台島5123番 ほか 22筆

藤井　博之 坂東市 坂東市鵠戸字鵠戸沼1782番 ほか 1筆

染谷　和志 坂東市 坂東市鵠戸字鵠戸沼1743番 ほか 2筆

後藤　達也 坂東市 坂東市鵠戸字鵠戸沼1763番 ほか 3筆

風見　隆司 坂東市 坂東市鵠戸字鵠戸沼1795番

野仲　正巳 坂東市 坂東市逆井字下新田6442番

猪瀬　竹久 坂東市 坂東市冨田字三日月前1096番 ほか 2筆

飯田　高志 坂東市 坂東市冨田字三日月前1121番 ほか 1筆

木村　克彦 坂東市 坂東市冨田字仁右エ門下1038番 ほか 10筆

飯田　和美 坂東市 坂東市冨田字長丁1149番 ほか 4筆

飯田　寿士 坂東市 坂東市冨田字離山下465番

入江　豊 坂東市 坂東市冨田字甚平下500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

黒田　武 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎3820番 ほか 1筆

水飼　俊夫 稲敷市 稲敷市高田字岡3747番 ほか 1筆

村崎　清美 稲敷市 稲敷市鳩崎字余郷入2055番 ほか 6筆

工藤　修 稲敷市 稲敷市佐原組新田字高丸583番 ほか 6筆

株式会社農業生産法人田仲農場 稲敷市 稲敷市堀川字丑新田3027番

山口　貴広 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐3035番1 ほか 40筆

藤﨑　正和 行方市 行方市芹沢字大坪2330番1 ほか 1筆

松兼　範行 行方市 行方市南字南886番 ほか 1筆

宮下　康徳 行方市 行方市南高岡字サカイ91番1

木名瀬　勝美 東海村 那珂郡東海村白方字前野63番1

塙　一美 東海村 那珂郡東海村村松字野上2486番 ほか 2筆

塚本　邦一 美浦村 稲敷郡美浦村大山字一斗内3219番 ほか 7筆

大塚　嘉己 阿見町 稲敷郡阿見町追原字大畔3317番 ほか 3筆

株式会社きはらファーム 美浦村 稲敷郡阿見町追原字表谷津3353番

小松澤　大 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3267番1 ほか 2筆

小松澤　茂雄 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3368番 ほか 6筆

有限会社農援あみ 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3342番 ほか 8筆

渡邉　通 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3287番

坂本　眞一 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3278番

小松澤　保江 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3281番 ほか 3筆

細田　達徳 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3270番 ほか 1筆

小松澤　敏 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3288番 ほか 11筆

菅原　栄一 阿見町 稲敷郡阿見町追原字田部後3329番1 ほか 3筆

臼田　太一 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3398番 ほか 6筆

高崎　正夫 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3343番1 ほか 1筆

栗山　秀男 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3266番1

大久保　幸男 阿見町 稲敷郡阿見町追原字表谷津3391番 ほか 4筆

小林　功樹 阿見町 稲敷郡阿見町上条字後田2131番 ほか 3筆

布佐アグリ株式会社 美浦村 稲敷郡阿見町追原字道地台1985番1

矢口　忠朗 土浦市 稲敷郡阿見町追原字栗内前1196番 ほか 15筆

下山　英利 阿見町 稲敷郡阿見町荒川本郷字中根2536番 ほか 7筆

柴原　成一 阿見町 稲敷郡阿見町荒川本郷字大六天2685番1 ほか 23筆

小松澤　芳行 阿見町 稲敷郡阿見町追原字柳ノ下2153番1
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岡田　彬成 龍ケ崎市 稲敷郡河内町手栗字上坪1771番 ほか 8筆

株式会社農業生産法人田仲農場 稲敷市 稲敷郡河内町金江津字新々田694番 ほか 7筆

川村　勝美 河内町 稲敷郡河内町田川字長畑823番 ほか 5筆

萩原　明 河内町 稲敷郡河内町庄布川字下坪763番 ほか 1筆

飯塚　哲男 利根町 北相馬郡利根町福木字北裏947番 ほか 6筆

二重作　和男 鉾田市 鉾田市借宿字馬立場1695番2

認可年月日

平成30年12月20日


