
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

綿引　伸夫 水戸市 水戸市田谷町字平塚下3997番 ほか 14筆

清水　俊行 水戸市 水戸市下大野町字白鳥沼6880番1 ほか 1筆

園部　正夫 水戸市 水戸市成沢町字別玉1754番

横須賀　浩行 水戸市 水戸市六反田町字広町1348番

髙野　隆文 水戸市 水戸市栗崎町字中3578番1 ほか 10筆

安藏　慎二 水戸市 水戸市堀町字野田橋2582番1 ほか 2筆

佐藤　晃一 水戸市 水戸市下大野町字町田6389番 ほか 12筆

木村　好美 水戸市 水戸市島田町字亀田4386番 ほか 2筆

吉川　勝久 水戸市 水戸市塩崎町字沼田3256番 ほか 29筆

入野　隆 水戸市 水戸市下入野町字宮下4318番 ほか 4筆

雨谷　克己 水戸市 水戸市加倉井町字沖田2122番 ほか 3筆

七字　倫範 水戸市 水戸市飯島町字竹の下1826番1 ほか 5筆

綿引　貴明 水戸市 水戸市飯島町字池下1884番1 ほか 2筆

髙安　幸一 水戸市 水戸市上国井町字南原3285番19番 ほか 2筆

市村　正司 水戸市 水戸市栗崎町字中3513番 ほか 1筆

藤田　芳信 水戸市 水戸市栗崎町字宮前3422番

矢﨑　雅昭 水戸市 水戸市元石川町字谷津台987番 ほか 2筆

横須賀　尋史 水戸市 水戸市六反田町字三田町1309番 ほか 3筆

吉川　康範 水戸市 水戸市塩崎町字壱町田3832番

宮本　浩一 水戸市 水戸市下大野町字荒や785番1 ほか 4筆

菊池　一記 日立市 日立市十王町伊師字東浜谷地1643番1 ほか 3筆

中村　信之 石岡市 石岡市小幡字御廟1106番 ほか 6筆

嶋田　博正 石岡市 石岡市中津川字砂田1836番

大塚　力 石岡市 石岡市北根本字東田966番 ほか 8筆

杉田　和義 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区1710番 ほか 8筆

農事組合法人宮本農産 龍ケ崎市 龍ケ崎市別所町字沖田631番 ほか 2筆

市田　和義 龍ケ崎市 龍ケ崎市豊田町字豊田2108番 ほか 2筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字須賀1577番 ほか 34筆

田所　信昭 常陸太田市 常陸太田市高貫町字七反田2048番 ほか 2筆

黒澤　健一 常陸太田市 常陸太田市高貫町字小屋下2346番1 ほか 1筆

清水　光男 常陸太田市 常陸太田市天神林町字鶴ケ池3462番 ほか 1筆

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市藤田町字五区1501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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鯉渕　功 常陸太田市 常陸太田市箕町字手取1018番3

篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市上河合町字五丁目434番

有限会社水府愛農会 常陸太田市 常陸太田市天下野町字並木平6399番 ほか 6筆

小西　実 笠間市 笠間市飯田字豆田2603番 ほか 4筆

稲野辺　茂生 笠間市 笠間市飯合字後谷原200番 ほか 4筆

南友部農事組合法人 笠間市 笠間市平町字横枕1420番

柴田　良一 笠間市 笠間市湯崎字共同1326番

駒林　新一 笠間市 笠間市住吉字沢頭1196番2

石川　馨 笠間市 笠間市住吉字大澤1564番51

須藤　昭寿 笠間市 笠間市小原字滝川5752番 ほか 1筆

道川　英二 笠間市 笠間市上郷字堂崎4314番1

株式会社いわまの栗 笠間市 笠間市上郷字町田4386番 ほか 1筆

長谷川　隆 笠間市 笠間市上郷字八石4445番

株式会社茨城生科研 笠間市 笠間市上郷字郷中4498番1

花島　常雄 牛久市 牛久市柏田町字中柏田694番1 ほか 1筆

矢口　仁崇 牛久市 牛久市下根町字中央760番 ほか 3筆

宇都野　理市 つくば市 つくば市西高野字西高野2502番

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市中山字細田36番 ほか 1筆

有限会社ファーマーズつくば つくば市 つくば市上郷字角内8803番1 ほか 24筆

有限会社根本農場 つくば市 つくば市大曽根字堰下1493番

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市小田字八幡前5332番

有限会社関農産 つくば市 つくば市大形字池下2470番 ほか 5筆

遠藤　道夫 つくば市 つくば市田中字東田2773番 ほか 21筆

菅谷　教通 鉾田市 鹿嶋市武井字横田2724番

株式会社ＪＡ常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市辰ノ口字小坂下981番 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3254番

鈴木　正一 那珂市 那珂市北酒出字木崎内2574番

小田倉　成良 那珂市 那珂市額田南郷字田那辺原2424番4 ほか 6筆

常陸乃アグリ農事組合法人 東茨城郡城里町 那珂市門部字座王河原5710番

株式会社神崎グレイン 那珂市 那珂市本米崎字宮下3368番

後藤　利秋 稲敷市 稲敷市六角字壱番割485番 ほか 1筆

株式会社きうち農産 稲敷市 稲敷市八千石字八千石267番 ほか 2筆

助川　功将 稲敷市 稲敷市柴崎字丹通1726番1 ほか 4筆
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酒井　勲 稲敷市 稲敷市稲波字西区337番 ほか 3筆

農事組合法人東町自然有機農法 稲敷市 稲敷市橋向字細代1656番1 ほか 19筆

元木　智夫 かすみがうら市 かすみがうら市東野寺字二号1650番 ほか 6筆

久保庭　正雄 かすみがうら市 かすみがうら市牛渡字三反田3848番1 ほか 4筆

有限会社イワセアグリセンター 桜川市 桜川市入野字広戸1120番 ほか 9筆

安達　啓一 桜川市 桜川市友部字十二町1257番2 ほか 2筆

松下　誠 行方市 行方市小貫2542番 ほか 1筆

村松　佑紀 行方市 行方市手賀字堀ノ内1761番1 ほか 2筆

山野　広 行方市 行方市石神字沖田1919番 ほか 2筆

山口　幸男 行方市 行方市玉造字緑ケ丘甲6362番1 ほか 2筆

久野　雄大 鉾田市 鉾田市菅野谷字沼山937番4

大川　友一 鉾田市 鉾田市造谷字町田原328番8

木村　孝正 鉾田市 鉾田市紅葉字広町1586番 ほか 1筆

重藤　正則 鉾田市 鉾田市紅葉字新田後1625番

岡野　圭祐 小美玉市 小美玉市中台字原山154番1

菊池　喜彦 小美玉市 小美玉市幡谷字後谷津580番 ほか 1筆

木村　智明 小美玉市 小美玉市堅倉字西明地614番1 ほか 1筆

木名瀬　幸吉 小美玉市 小美玉市柴高字大山733番6 ほか 2筆

有限会社 ユニオンファーム 小美玉市 小美玉市野田字北山1079番1

白圡　和彦 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小鶴字倉作1956番 ほか 2筆

本田　武士 水戸市 東茨城郡茨城町前田字糀塚1626番

江幡　淳 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上入野字巣ノ子田5280番 ほか 4筆

株式会社寿屋 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町石塚字塚本1708番 ほか 4筆

加藤木　直之 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町高久字後坪1201番1 ほか 4筆

農事組合法人アグリプロいばらき 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上入野字表前880番1 ほか 20筆

株式会社島津梅林 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字稲荷峰3531番 ほか 15筆

株式会社茂右衛門 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字片岸5409番 ほか 1筆

山田　浩之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板鍋子新田字生鍋2199番 ほか 9筆

岡田　彬成 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字内野8219番 ほか 1筆

小菅　乾一 結城郡八千代町 結城郡八千代町佐野字大島1430番 ほか 2筆

株式会社わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町惣新田字上1890番 ほか 1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中野原2873番
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