
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

安藏　慎二 水戸市 水戸市中丸町字太田701番

永井　進 水戸市 水戸市塩崎町字西ノ前2547番1 ほか 10筆

江幡　孝 水戸市 水戸市青柳町字大森3982番

清水　俊行 水戸市 水戸市下大野町字白鳥沼6882番

荘司　松太郎 水戸市 水戸市栗崎町字町田1024番3 ほか 4筆

中川　智幸 水戸市 水戸市青柳町字大森3968番 ほか 1筆

飛田　捷男 水戸市 水戸市栗崎町字道下1380番 ほか 4筆

飛田　信久 水戸市 水戸市栗崎町字夕貝1356番 ほか 7筆

飛田　力也 水戸市 水戸市青柳町字拝神4350番

有限会社常澄農作業支援センター 水戸市 水戸市塩崎町字島前3327番 ほか 8筆

株式会社清水農園 古河市 古河市尾崎字大谷橋5426番 ほか 52筆

吉田　秀信 古河市 古河市尾崎字星ノ宮576番 ほか 20筆

久保　　勝 古河市 古河市尾崎字久保1875番 ほか 20筆

久保　正夫 古河市 古河市尾崎字久保1835番1 ほか 17筆

久保　直樹 古河市 古河市尾崎字尻内1752番1 ほか 7筆

清水　　衛 古河市 古河市尾崎字中内1691番 ほか 7筆

清水　幹男 古河市 古河市尾崎字久保1816番1 ほか 12筆

清水　澄男 古河市 古河市尾崎字本田2147番2 ほか 3筆

中村　　守 古河市 古河市尾崎字三島511番1 ほか 3筆

中村　尚行 古河市 古河市尾崎字本田2163番1

有限会社サンライズファーム 古河市 古河市尾崎字中内1550番1 ほか 11筆

秋庭　陽介 古河市 古河市上砂井字竹ノ下220番7 ほか 5筆

前島　慎也 石岡市 石岡市石岡字館下14958番 ほか 1筆

山口　猛 結城市 結城市結城字健田12955番1 ほか 1筆

山中　文徳 結城市 結城市結城字健田12962番1

農事組合法人宮崎協業 結城市 結城市鹿窪字香取下1979番 ほか 28筆

関口　眞一 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市大徳町字二区3985番 ほか 3筆

椎名　忠行 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市八代町字宮下前433番

農事組合法人宮本農産 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市馴馬町字１区3267番1

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸太田市上河合町字四丁目417番 ほか 1筆

大部　正広 北茨城市 北茨城市中郷町足洗字沢尻川1200番 ほか 4筆

安西　一浩 北茨城市 北茨城市磯原町上相田字高田861番1
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賀川　次雄 笠間市 笠間市随分附字上田1299番1 1筆

貝塚　千博 笠間市 笠間市小原字柳沢902番

株式会社茨城生科研 笠間市 笠間市上郷字郷中4528番

小西　実 笠間市 笠間市福田字上福田3777番 1筆

川井　晃雄 笠間市 笠間市随分附字大日1647番

渡辺　政夫 笠間市 笠間市下市毛字八反田1708番 2筆

藤枝　英明 笠間市 笠間市押辺字野口3606番 2筆

佐久間　栄一 笠間市 笠間市泉字神根1788番 ほか 1筆

佃　文夫 千葉県我孫子市 取手市小堀字上野3940番 ほか 4筆

宮下　祐生 牛久市 牛久市久野町字久野201番1 ほか 1筆

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市小田字桶ノ口5938番

小岩井　重信 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字町田1650番1 ほか 14筆

小原　健児 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字鎌田1597番 ほか 2筆

内野　正夫 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字喜金前1544番 ほか 1筆

株式会社かいつかファーム かすみがうら市 鹿嶋市武井字坂ノ内1739番 ほか 4筆

菅谷　教通 鉾田市 鹿嶋市志崎字三区1243番 ほか 6筆

薄井　征記 潮来市 潮来市永山字猿内3008番 ほか 4筆

清水　俊彰 水戸市 常陸大宮市小貫字宿2924番

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市富岡字反田2461番1 ほか 21筆

萩谷　龍司 常陸大宮市 常陸大宮市下岩瀬字桑木合42番 ほか 3筆

柏　一夫 常陸大宮市 常陸大宮市長田字道丁田2494番

野上　久雄 常陸大宮市 常陸大宮市八田字白谷2419番 ほか 5筆

山﨑　和司 常陸大宮市 常陸大宮市上村田字矢口2845番 ほか 4筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市額田南郷字田那辺原2386番77

赤井　太一 那珂市 那珂市戸字若宮下7259番

川﨑　洋 那珂市 那珂市飯田字赤堀3778番1 ほか 6筆

有限会社桂農産 城里町 那珂市田崎字日照田1472番

有限会社瑞穂農場 常陸大宮市 那珂市戸字天神前7056番

鈴木　正一 那珂市 那珂市鹿島字観音前1813番 ほか 3筆

成毛　　陽一 稲敷市 稲敷市四ツ谷字上割92番1 ほか 13筆

石毛　守 稲敷市 稲敷市新橋字町田415番

成毛　伸行 稲敷市 稲敷市橋向字橋向1044番 ほか 2筆

YAMAGUCHI farm株式会社 稲敷市 稲敷市下馬渡字浜田282番 ほか 4筆
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森田　康 稲敷市 稲敷市佐原組新田字佐原組345番 ほか 27筆

久保田　敦夫 稲敷市 稲敷市幸田字立波2955番1

助川　廣 稲敷市 稲敷市中山字後畑4228番 ほか 3筆

仲田　和雄 稲敷市 稲敷市八筋川字卜杭316番 ほか 1筆

大貫　良道 稲敷市 稲敷市下根本字上谷原7564番 ほか 2筆

助川　功将 稲敷市 稲敷市中山字曽根4174番 ほか 54筆

池田　茂 稲敷市 稲敷市下根本字上谷原7489番 ほか 8筆

塚本　二郎 かすみがうら市 かすみがうら市坂市字寺谷2944番1 ほか 8筆

塙　真人 行方市 行方市次木字八幡入1286番

大久保　好一 行方市 行方市富田字霞下445番 ほか 2筆

株式会社宮本農場 つくばみらい市 つくばみらい市青古新田字古新田118番 ほか 23筆

農事組合法人みらいの光 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張80番 ほか 7筆

農事組合法人ミレーレシモジマ つくばみらい市 つくばみらい市下島字南耕地392番1 ほか 13筆

張替　文夫 つくばみらい市 つくばみらい市東楢戸字新田1859番 ほか 1筆

長塚　義範 取手市 つくばみらい市弥柳字弥柳888番1 ほか 9筆

直井　秀夫 つくばみらい市 つくばみらい市青古新田字古新田451番

高山　敏夫 小美玉市 小美玉市竹原字八躰346番1 ほか 1筆

高栁　雅章 小美玉市 小美玉市小川字田中前886番

有限会社アクト農場 茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字東皿沼1398番4

安島　栄 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字仲田2075番 ほか 1筆

安島　栄一 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字石田321番 ほか 5筆

安島　康臣 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字石田2013番 ほか 3筆

安嶋  　浩 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字川面2055番 ほか 2筆

安島　正昭 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字仲田2060番 ほか 3筆

安島　節子 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字川面2056番 ほか 2筆

奥谷　城己 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字石田334番 ほか 5筆

奥谷　長寿 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字山下223番 ほか 9筆

奥谷　博行 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字釜長287番 ほか 3筆

海老沢　弥之 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字川面2053番 ほか 4筆

鬼澤　久男 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字山下233番 ほか 2筆

菊地　茂光 茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字涸沼台6526番 ほか 4筆

久保田　新造 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字柳町237番

高安　能久 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字仲田2062番
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佐藤　正明 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字石田2011番 ほか 9筆

杉山　孝壽 城里町 東茨城郡茨城町奥谷字仲田2063番

菅谷　良子 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字柳町236番

大川　友一 鉾田市 東茨城郡茨城町木部字小川道1867番10 ほか 2筆

田口　きよ子 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字山下227番1 ほか 4筆

田口　幸一 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字仲田2083番 ほか 4筆

田口　克己 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字石田2026番 ほか 1筆

田口　市雄 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字山下206番 ほか 2筆

田口　勝男 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字赤坂下2146番 ほか 1筆

米川　作保 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字石田324番 ほか 8筆

米川　秋美 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字川面2032番1 ほか 2筆

宮本　俊 美浦村 稲敷郡阿見町島津字長浜5360番 ほか 1筆

鴻巣　文雄 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字北本田10387番

野澤　拓哉 河内町 稲敷郡河内町生板字北河原9741番

古橋　享 八千代町 結城郡八千代町仁江戸字御所宮40番 ほか 1筆

柿沼　隼人 境町 猿島郡境町伏木字八反田4389番

株式会社光ファーム 境町 猿島郡境町塚崎字口明4873番 ほか 2筆

大野　秀一 利根町 北相馬郡利根町押戸字曽根上9840番 ほか 5筆
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