
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

酒井　正治 土浦市 土浦市常名字谷原282番 ほか 1筆

倉田　文夫 石岡市 石岡市東成井字シツケ526番 ほか 16筆

谷田部　貞雄 石岡市 石岡市柿岡字権水5578番

濵野　公男 結城市 結城市結城字作野谷9299番1 ほか 39筆

宮田　昌英 結城市 結城市結城字八幡13106番 ほか 1筆

山口　猛 結城市 結城市結城字健田12818番2 ほか 1筆

松本　良之 結城市 結城市武井字南山下935番 ほか 3筆

池田　英樹 結城市 結城市大木字上成境2444番2 ほか 8筆

野村　孟 結城市 結城市小森字神明1310番2

株式会社オカダファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市豊田町字堤下144番1 ほか 5筆

塚本　正美 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町字宮下3602番

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字岡田4700番 ほか 5筆

農事組合法人長戸北部営農組合 龍ケ崎市 龍ケ崎市板橋町字下の前3665番 ほか 4筆

株式会社ライス＆グリーン石島 下妻市 下妻市二本紀字中川原248番 ほか 3筆

苅部　優太 下妻市 下妻市今泉字広岡311番1 ほか 83筆

吉原　正 下妻市 下妻市高道祖字柳山5518番 ほか 2筆

小林　稔 下妻市 下妻市加養字松屋敷165番1 ほか 19筆

杉山　恵一 下妻市 下妻市高道祖字塔ノ下1006番 ほか 8筆

人見　勝美 下妻市 下妻市田下字大道西874番

諏訪　勝 八千代町 下妻市今泉字広岡358番1 ほか 15筆

杉田　真一郎 下妻市 下妻市宗道字明地2106番 ほか 5筆

浅野　久雄 常総市 下妻市原字柳町2370番 ほか 3筆

猪瀬　喜好 下妻市 下妻市加養字浮馬4384番

田崎　幸子 下妻市 下妻市田下字大道西897番1 ほか 2筆

島田　智史 下妻市 下妻市渋井字戸崎307番 ほか 2筆

木村　義男 下妻市 下妻市加養字下栗町837番1 ほか 1筆

木村　新寿 下妻市 下妻市加養字長町3668番 ほか 2筆

倉持　昌司 下妻市 下妻市大園木字本田浦2205番 ほか 30筆

猪瀨　秀雄 下妻市 下妻市今泉字屋志田2090番 ほか 1筆

鈴木　正夫 下妻市 下妻市二本紀字三丈419番1 ほか 2筆

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市上河合町字三丁目305番1 ほか 4筆

岡﨑　一美 常陸太田市 常陸太田市田渡町字堰向961番 ほか 8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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大部　正広 北茨城市 北茨城市中郷町粟野字万作1281番 ほか 3筆

相良　敏廣 北茨城市 北茨城市中郷町日棚字堅町154番

南友部農事組合法人 笠間市 笠間市南友部字田那場2369番地 ほか 38筆

藤吉　智司 笠間市 笠間市南友部字本郷地220番 ほか 1筆

菅井　亘 笠間市 笠間市大橋字岡の宿2887番 ほか 1筆

大久保　英樹 笠間市 笠間市小原字浮堤5656番 ほか 1筆

渡辺　智剛 下妻市 つくば市作谷字23耕地3149番1

荒川　豊 常総市 つくば市吉沼五人受字中島123番1

安蔵　忠則 ひたちなか市 那珂市戸字岡宿4467番 ほか 2筆

赤井　太一 那珂市 那珂市戸字桑山向7004番

髙濱　繁 筑西市 筑西市八幡字地蔵前149番 ほか 22筆

神原　明 筑西市 筑西市国府田字神谷1055番 ほか 6筆

中野　昭 筑西市 筑西市蓮沼字北原1100番2 ほか 1筆

飯山　陽介 筑西市 筑西市伊讃美字鬼ヶ久保1739番 ほか 10筆

廣瀬　亮之 筑西市 筑西市川澄字本田1703番

株式会社中田農園 坂東市 坂東市猫実新田字宮前829番1 ほか 9筆

有限会社ソメノグリーンファーム 坂東市 坂東市内野山字塚越下1813番

株式会社みらいファーム 坂東市 坂東市長須字鵠戸沼10789番 ほか 1筆

青木　達也 坂東市 坂東市生子字東ノ下5036番 ほか 2筆

株式会社アグリイナシキ 稲敷市 稲敷市椎塚字中郷2211番 ほか 7筆

黒田　裕次 稲敷市 稲敷市上須田字上須田256番 ほか 4筆

黒田　正一 稲敷市 稲敷市上須田字上須田709番 ほか 1筆

YAMAGUCHIfarm株式会社 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐2857番 ほか 18筆

菅谷　嘉晃 かすみがうら市 かすみがうら市安食字大島2557番 ほか 3筆

小松﨑　諭 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬64番

安達　啓一 桜川市 桜川市友部字田所1198番 ほか 8筆

田山　茂信 桜川市 桜川市友部字田所1196番 ほか 4筆

杉山　崇 行方市 行方市浜字板橋2062番 ほか 1筆

塙　真人 行方市 行方市次木字水久保1245番 ほか 2筆

千ケ﨑　敏男 行方市 行方市八木蒔字宇津木崎1391番

新堀　英巳 鉾田市 鉾田市大和田字向藤沼1375番16 ほか 4筆

平沼　淳一 鉾田市 鉾田市柏熊字中道東736番4

海東　正志 鉾田市 鉾田市青柳字髙野前1595番 ほか 3筆
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有限会社本多農園 つくばみらい市 つくばみらい市鬼長字鬼長1270番 ほか 6筆

農事組合法人みらいの光 つくばみらい市 つくばみらい市板橋字関場397番

東郷　直樹 つくばみらい市 つくばみらい市板橋字板橋112番1

株式会社SUN-FARM野村牧場 小美玉市 小美玉市西郷地字中根158番 ほか 5筆

株式会社フジタファーム 小美玉市 小美玉市川戸字麻生1498番39 ほか 1筆

吉井　一晴 小美玉市 小美玉市羽鳥字五万堀2983番1 ほか 4筆

中村　博親 茨城町 東茨城郡茨城町谷田部字山枡1518番 ほか 8筆

長洲　常男 茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字平本3568番1 ほか 4筆

長洲　保彦 茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字海東3209番1 ほか 3筆

稲川　義一 城里町 東茨城郡城里町粟字下河原2762番1

廣木　一久 城里町 東茨城郡城里町粟字カジヤ畑1003番1 ほか 3筆

鈴木　行雄 河内町 稲敷郡河内町長竿字大境3206番 ほか 3筆

株式会社オカダファーム 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字小川4751番 ほか 50筆

倉持　清一郎 境町 猿島郡境町若林字西新田5257番 ほか 2筆
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