
農用地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

浅野　芳栄 水戸市 水戸市大足町字中の割1726番1 ほか 1筆

萩野谷　建夫 笠間市 水戸市小林町字五反田1630番

谷中　清彰 水戸市 水戸市筑地町字高水江1533番

岡田　彬成 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字二区4368番 ほか 29筆

株式会社北龍ファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市豊田町字豊田2026番 ほか 5筆

株式会社翔栄クリエイト 東京都新宿区 龍ケ崎市若柴町字宮後655番 ほか 16筆

島田　光善 下妻市 下妻市前河原字大塚496番1 ほか 2筆

稲川　正則 下妻市 下妻市小島字上浜822番

株式会社ひかりファーム常総 常総市 下妻市下宮字壱村1156番 ほか 1筆

関川　幸一 下妻市 下妻市今泉字白鳥1943番 ほか 1筆

塚越　元治 下妻市 下妻市原字中谷原2769番1

本橋　桂一 下妻市 下妻市桐ケ瀬字八反田1172番 ほか 3筆

粟野　寿広 下妻市 下妻市下宮字菅谷原1244番2 ほか 13筆

小林　稔 下妻市 下妻市加養字松屋敷182番 ほか 140筆

中山　良平 下妻市 下妻市今泉字屋志田2046番

飯塚　洋司 下妻市 ほか 1筆

佐藤　大 下妻市 下妻市神明字中谷津15番 ほか 2筆

成井　一男 常陸太田市 常陸太田市花房町字下花房1593番 ほか 1筆

有限会社栗原農園 常陸太田市 常陸太田市芦間町字沢目311番1 ほか 6筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸太田市花房町字青木2149番 ほか 3筆

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市上河合町字七丁目731番1

黒澤　敦史 日立市 常陸太田市落合町字篠崎前1166番1 ほか 3筆

生駒　敏文 笠間市 笠間市上郷字大古沢4063番

小沼　祐 笠間市 笠間市押辺字野口3518番

長谷川　武 笠間市 笠間市福田字中町3140番 ほか 1筆

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字天神台3265番1

稲田　栄 笠間市 笠間市本戸字戸室6764番 ほか 1筆

大月　修 笠間市 笠間市箱田字四本松4359番

小西　実 笠間市 笠間市大渕字住ノ内231番1 ほか 1筆

貝塚　千博 笠間市 笠間市小原字柳沢630番 ほか 55筆

山本　正義 取手市 牛久市岡見町字遠宿2642番1

宮本　敏昭 稲敷市 牛久市井ノ岡町字猪子新地3431番7 ほか 2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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山越　隼人 牛久市 牛久市下根町字コウノス1365番7 ほか 1筆

湯谷　治彦 牛久市 牛久市井ノ岡町字十三塚1766番3 ほか 3筆

宮本　直樹 牛久市 牛久市井ノ岡町字井ノ岡72番1 ほか 5筆

沼﨑　英機 龍ケ崎市 牛久市結束町字結束100番1 ほか 1筆

吉田　和嗣 稲敷郡阿見町 牛久市久野町4122番 ほか 3筆

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市九万坪字新作50番27

坂本　孝史 潮来市 潮来市潮来字潮来前6156番 ほか 1筆

渋谷　公夫 行方市 潮来市清水字原山284番119 ほか 2筆

蓮田　和美 常陸大宮市 常陸大宮市下伊勢畑字上川原2990番

常陸乃アグリ農事組合法人 東茨城郡城里町 常陸大宮市下伊勢畑字中島3178番

野上　久雄 常陸大宮市 常陸大宮市八田字橋場2624番 ほか 8筆

清水　俊彰 水戸市 常陸大宮市小貫字君俵前2935番 ほか 1筆

萩谷　龍司 常陸大宮市 常陸大宮市上岩瀬字下塚田593番

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市上岩瀬字芦黒1400番1 ほか 15筆

塩澤　浩行 常陸大宮市 常陸大宮市那賀字観音堂633番 ほか 9筆

鈴木　忠 常陸大宮市 常陸大宮市那賀字八所宮742番1 ほか 1筆

柳田　雄介 常陸大宮市 常陸大宮市那賀字根岸881番1 ほか 4筆

長山　賢 常陸大宮市 常陸大宮市那賀字宝塔701番

石﨑　甲一 那珂市 那珂市戸字上新田6865番 ほか 5筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市北酒出字川越石2447番 ほか 1筆

関　富男 那珂市 那珂市本米崎字下町田3270番 ほか 2筆

平野　芳徳 那珂市 那珂市西木倉字石神1494番 ほか 3筆

内田　栄徳 坂東市 坂東市長須字松下9939番 ほか 1筆

飯田　好二 坂東市 坂東市みむら字鵠戸沼2695番

酒井　勲 稲敷市 稲敷市小野字小野133番1 ほか 1筆

山口　一元 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎3933番 ほか 6筆

農事組合法人東町自然有機農法 稲敷市 稲敷市清久島字清久島467番 ほか 7筆

岡部　雄二 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字大池6886番

株式会社ヤッカ 桜川市 桜川市真壁町下谷貝字岡の台2688番 ほか 4筆
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鈴木　晃一 鉾田市 鉾田市汲上字宿上3812番 ほか 1筆

二重作　和美 鉾田市 鉾田市借宿字助三郎山1488番5

沖田　敏昭 つくばみらい市 つくばみらい市戸崎字戸崎237番

井土　正義 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷1024番 ほか 1筆

加藤　豊 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地1950番 ほか 1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1841番 ほか 2筆

藤枝　恒 小美玉市 小美玉市張星字東谷津945番

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5866番1 ほか 16筆

市毛　祐司 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町大戸字門口3333番262 ほか 1筆

横山　昇 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町増井字赤坂2243番

小幡　利克 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字カジャ畑1008番 ほか 1筆

広木　功 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字中道端2881番

江幡　淳 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上入野字沼田5484番

飯村　孝行 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町磯野字中宮戸139番 ほか 4筆

株式会社テルズ 那珂郡東海村 那珂郡東海村白方字西光1616番1 ほか 2筆

有限会社ながさお農産 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字東ノ町5738番 ほか 1筆

生井　一郎 結城郡八千代町 結城郡八千代町西大山字大谷原1030番

小菅　乾一 結城郡八千代町 結城郡八千代町下山川字周助新田551番 ほか 1筆

飯島　正明 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町冬木字相郷2789番 ほか 14筆

株式会社光ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町塚崎字口明4967番 ほか 1筆

飯田　耕作 猿島郡境町 猿島郡境町若林字西新田4934番

石山　和幸 猿島郡境町 猿島郡境町西泉田字勝善前1157番

株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町惣新田字下2025番 ほか 1筆

吉田　文康 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町奥山字沼前169番 ほか 9筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字下河原7382番

石﨑　甲一 那珂市 那珂市戸字上河原6835番

鈴木　正一 那珂市 那珂市中里字前原125番1 ほか 11筆

関　富男 那珂市 那珂市本米崎字下町田3271番1 ほか 1筆

堀部　宏伸 ひたちなか市 那珂市後台下新地754番1

高瀬　龍寿 那珂市 那珂市鹿島字新屋前2664番

市橋　陽平 那珂市 那珂市静字西鳥羽779番2 ほか 3筆
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