
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

鈴木　健二 古河市 古河市東山田字権現194番1 ほか 1筆

中里　智宏 古河市 古河市山田字諏訪浦939番

磯山　明宏 石岡市 石岡市柿岡字毛無3951番3

谷田部　淑子 石岡市 石岡市柿岡字反り町5711番 ほか 25筆

谷田部　貞雄 石岡市 石岡市柿岡字和尚塚5694番 ほか 8筆

滝田　誠次 石岡市 石岡市柿岡字中根5536番 ほか 2筆

小松崎　淳一 石岡市 石岡市柿岡字神殿下5648番

大部　良雅 北茨城市 北茨城市中郷町松井字水押2195番 ほか 1筆

小西　実 笠間市 笠間市石井字枝垂川679番1 ほか 2筆

寺門　誠 笠間市 笠間市大橋字大道下2752番 ほか 1筆

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字榎本1405番 ほか 1筆

塙　宏 笠間市 笠間市下市原字下市原1635番

株式会社いわまの栗 笠間市 笠間市上郷字大古沢4082番 ほか 1筆

谷中　精一 笠間市 笠間市片庭字鍛冶山3020番 ほか 1筆

須藤　昭壽 笠間市 笠間市小原字滝川5771番

大月　修 笠間市 笠間市箱田字下中地原4277番 ほか 1筆

高野　史郎 笠間市 笠間市片庭字鍛冶山2994番 ほか 2筆

花島　常雄 牛久市 牛久市岡見町字新川岸849番

石嶋　隆男 牛久市 牛久市岡見町字黒引2615番1 ほか 4筆

小林　稔 下妻市 つくば市安食字北山2645番

櫻井　守 つくば市 つくば市泉字かど田3273番地 ほか 3筆

遠藤　道夫 つくば市 つくば市田水山字四耕地1051番

有限会社ＪＡ谷田部アグリサービス つくば市 つくば市境田字境田57番 ほか 1筆

髙橋　甚一郎 守谷市 守谷市野木崎字坂下堤外5101番

石川　白 常陸大宮市 常陸大宮市那賀字宝塔700番 ほか 2筆

勝山　秀世 那珂市 那珂市北酒出字座王2229番 ほか 1筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市北酒出字樋渡2376番 ほか 3筆

株式会社芋助 那珂市 那珂市額田東郷字仲ノ町3119番 ほか 20筆

株式会社舘野農産 筑西市 筑西市向川澄字村東32番

株式会社大嶋農場 筑西市 筑西市桑山字拾参番耕地2591番15 ほか 3筆

栗島　菊雄 筑西市 筑西市関本中字藤株1391番

栗島　健司 筑西市 筑西市関本上字十二天1095番 ほか 5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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小島　太 筑西市 筑西市蓮沼字天神裏824番 ほか 1筆

松本　幸哲 筑西市 筑西市中上野字西田2372番1 ほか 5筆

須藤　安清 結城市 筑西市関本中字藤株1364番 ほか 1筆

前田　直人 筑西市 筑西市玉戸字山ヶ島1321番7 ほか 6筆

池羽　衛 筑西市 筑西市玉戸字山ヶ島1770番 ほか 6筆

長須　衛 筑西市 筑西市上川中子字高田690番 ほか 1筆

藤田　宏哉 筑西市 筑西市小栗字次郎丸5792番1 ほか 1筆

有限会社関口総業 筑西市 筑西市野殿字野殿2149番 ほか 3筆

有限会社小林農産 筑西市 筑西市小栗字宮本前7217番 ほか 2筆

有限会社染谷農産 筑西市 筑西市関本中字芦添526番

安達　伸吾 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8344番 ほか 2筆

江連　伸行 筑西市 筑西市玉戸字山ヶ島1915番 ほか 9筆

飯島　一成 筑西市 筑西市小栗字宮本前7164番

岩渕　邦夫 筑西市 筑西市蓮沼字稲荷内708番 ほか 1筆

荒井　栄 稲敷市 稲敷市堀川字舟戸648番 ほか 8筆

小野　清志 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字沖ノ内6371番1 ほか 10筆

藤井　正義 かすみがうら市 かすみがうら市牛渡字岩ノ花汐入353番1

土子　光一 行方市 行方市矢幡字笄﨑2469番 ほか 2筆

藤﨑　千明 行方市 行方市手賀字新宿谷5379番 ほか 1筆

大原　浩司 鉾田市 鉾田市串挽字十三仏1366番1

出沼　丈夫 鉾田市 鉾田市烟田字ソリ町248番

口町　祐介 鉾田市 鉾田市青柳字大上1417番8 ほか 9筆

白井　勇 鉾田市 鉾田市大和田字虻沢1472番1 ほか 2筆

水登　健一 つくばみらい市 つくばみらい市南太田字広地40番1

株式会社フジタファーム 小美玉市 小美玉市山野字古火ノ番1760番 ほか 1筆

岩渕　勝彦 小美玉市 小美玉市大笹字中田島160番

高山　敏夫 小美玉市 小美玉市三箇字中道987番1 ほか 2筆

篠原　光雄 小美玉市 小美玉市寺崎字権現山641番

渡辺　富士男 小美玉市 小美玉市川戸字伏沼前1451番14 ほか 2筆

堀内　信人 小美玉市 茨城町鳥羽田字坂東307番25

塙　真瑞 東茨城郡茨城町 茨城町小幡字北山2736番12

株式会社寿屋 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町石塚字宗田前1056番1 ほか 1筆

宮本　晴一 那珂郡東海村 那珂郡東海村村松字真崎浦5159番

農事組合法人福田センター 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町福田字東の中2490番 ほか 1筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 稲敷郡河内町羽子騎字上1490番 ほか 7筆

大久保　辰夫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字堤内261番1 ほか 3筆

野澤　拓哉 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字堤内9320番1 ほか 1筆
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