
農用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 水戸市塩崎町字滑川803番1 ほか 15筆

青木　良彰 水戸市 水戸市成沢町字前峰下705番1 ほか 3筆

鈴木　正美 水戸市 水戸市中河内町字下山下1647番 ほか 7筆

園部　正夫 水戸市 水戸市藤井町字豊田2391番 ほか 14筆

関　成一 水戸市 水戸市河和田町字町田4842番 ほか 2筆

中川　智幸 水戸市 水戸市青柳町字大森3902番 ほか 1筆

皆川　友則 水戸市 水戸市酒門町字千束4332番2 ほか 1筆

石嶋 照夫 常総市 常総市向石下字船戸下326番2 ほか 3筆

香山　行德 常総市 常総市横曽根新田町字安戸下1176番

菊地　康等 常総市 常総市崎房字南2654番1 ほか 2筆

結束 隆司 常総市 常総市中妻町字押出前2365番 ほか 7筆

永瀬 知行 常総市 常総市福二町字根田653番 ほか 2筆

長塚　幹男 常総市 常総市杉山字東1542番 ほか 26筆

沼尻 隆志 常総市 常総市大房字大街道819番 ほか 26筆

渡辺　輝雄 常総市 常総市花島町字白山2139番1 ほか 4筆

渡邉　秀雄 常総市 常総市花島町字香取前2094番1 ほか 2筆

渡辺　宏行 常総市 常総市大輪町字築地743番1 ほか 11筆

和田 勇 常総市 常総市中妻町字中堀西6618番 ほか 1筆

株式会社結ファームクラモチ 常総市 常総市菅生町字黄金8128番

三太商事株式会社 常総市 常総市本石下字古谷4462番1 ほか 1筆

株式会社エス・ファーム 常陸太田市 常陸太田市粟原町字中柳原28番1 ほか 4筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸太田市小中町字原ノ前2643番 ほか 18筆

古目谷　幸男 常陸太田市 常陸太田市大里町字宮町131番1

高星　健次 常陸太田市 常陸太田市大中町字又兵エ内3399番1 ほか 1筆

成井　一男 常陸太田市 常陸太田市玉造町字堰ノ上76番 ほか 15筆

清水　光男 常陸太田市 常陸太田市天神林町字鶴ケ池3436番1 ほか 2筆

沢畠　均 常陸太田市 常陸太田市上土木内町字深町224番1 ほか 5筆

萩谷　嘉道 常陸太田市 常陸太田市下河合町字柳山2602番 ほか 1筆

茅根　光一 常陸太田市 常陸太田市中利員町字山神3141番 ほか 1筆

須藤　厚 常陸太田市 常陸太田市中利員町字雑町3260番

大部  正広 北茨城市 北茨城市中郷町粟野字牛引田1380番 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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友部　泰一 笠間市 笠間市小原字島前919番

小沼　祐 笠間市 笠間市泉字巴川3136番1 ほか 3筆

石川　馨 笠間市 笠間市下郷字川北5572番

特定非営利活動法人あしたを拓く有機農業塾 笠間市 笠間市南友部字本郷地246番 ほか 2筆

あいきマロン株式会社 笠間市 笠間市土師字向原1273番4

増渕　佑也 笠間市 笠間市本戸字清水前3367番 ほか 1筆

大川　悟 鹿嶋市 鹿嶋市明石字南716番 ほか 1筆

小原　健児 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字鎌田1595番2

石﨑　甲一 那珂市 那珂市戸字柈ノ木山6713番 ほか 17筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市北酒出字宮ノ脇2533番 ほか 10筆

川﨑　洋 那珂市 那珂市鴻巣字木戸2089番1 ほか 5筆

株式会社農業生産法人田仲農場 稲敷市 稲敷市新橋字清水92番 ほか 5筆

黒田　実 稲敷市 稲敷市下須田字五反田482番 ほか 3筆

宮本　和昭 稲敷市 稲敷市浮島字上大須733番9

杉山　崇 行方市 行方市手賀字舟津4709番 ほか 3筆

飯田　義彦 行方市 行方市手賀字竹之塙4971番 ほか 2筆

坂　公子 小美玉市 行方市浜字小屋原2945番 ほか 1筆

田口　吉文 鉾田市 鉾田市当間字四五良久保2484番12

飯島　浩二 鉾田市 鉾田市大戸字行方海道737番1

鈴木　直樹 鉾田市 鉾田市徳宿字小竹1394番2 ほか 2筆

岡田　晴雄 行方市 小美玉市山野字溝内2026番

岩渕　勝彦 小美玉市 小美玉市小岩戸字北原2024番56

高山　敏夫 小美玉市 小美玉市堅倉字向地1174番

宮澤　竜也 小美玉市 小美玉市百里字百里375番2

冨永　幸男 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町磯野字熊ノ久保84番 ほか 3筆

有限会社桂農産 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町阿波山字原604番1 ほか 5筆

村上　孝 那珂郡東海村 那珂郡東海村石神内宿字山下2704番 ほか 35筆

小澤　一利 那珂郡東海村 那珂郡東海村船場字栄畑831番1 ほか 3筆

川野　正高 那珂郡東海村 那珂郡東海村豊岡字入海2168番1

河野　勝彦 那珂郡東海村 那珂郡東海村石神外宿字中道前1177番1 ほか 3筆

岩﨑　裕二郎 那珂郡東海村 那珂郡東海村白方字篠の上521番1 ほか 1筆

清水　直志 那珂郡東海村 那珂郡東海村須和間字人羽1628番 ほか 1筆
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木名瀬　勝美 那珂郡東海村 那珂郡東海村村松字細浦5780番 ほか 11筆

内藤　悟 那珂郡東海村 那珂郡東海村石神外宿字銭袋1819番1 ほか 32筆

古手　秀紀 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字古新田4211番1 ほか 2筆

株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町加納新田字下野原3033番

株式会社わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字申渡2907番 ほか 11筆
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