
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

海老澤　悦夫 水戸市 水戸市塩崎町字西ノ前2460番1 ほか 12筆

吉川　勝久 水戸市 水戸市塩崎町字塙田3021番1 ほか 20筆

佐藤　晃一 水戸市 水戸市塩崎町字塙田3035番 ほか 1筆

永井　進 水戸市 水戸市下大野町字向長堀5456番30 ほか 2筆

一家　弘昌 水戸市 水戸市塩崎町字下沼756番1 ほか 8筆

宮﨑　稔 水戸市 水戸市塩崎町字新田原667番2 ほか 4筆

市毛　唯士 水戸市 水戸市塩崎町字上沼3079番 ほか 5筆

加藤木　孝嘉 東海村 水戸市中河内町字長割1833番1 ほか 3筆

今関　征一 水戸市 水戸市青柳町字一丁目3741番 ほか 1筆

江幡　孝 水戸市 水戸市青柳町字小井戸4072番 ほか 2筆

石川　真光 水戸市 水戸市青柳町字小井戸4112番 ほか 8筆

清水　三夫 水戸市 水戸市青柳町字後田4430番

加藤木　照子 水戸市 水戸市下国井町字浜田2146番2 ほか 3筆

髙安　幸一 水戸市 水戸市田谷町字平塚下3997番

栗林　功成 水戸市 水戸市成沢町字別玉1740番 ほか 3筆

有限会社照沼農園 水戸市 水戸市堀町字新堤2632番

株式会社ユタカファーム 水戸市 水戸市大塚町字堂前254番 ほか 5筆

河合　一宏 水戸市 水戸市河和田町字稲荷新田4335番

綿引　貴明 水戸市 水戸市河和田町字町田4844番

塚本　健寿 水戸市 水戸市鯉淵町字二ノ割1704番16 ほか 1筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字下4505番

菅生　英史 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区2743番1

株式会社梶内協業 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区2766番

中村　裕男 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区2734番1

菅生　健二 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区2741番1

大野　登男 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区2762番

椎名　忠行 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区2777番5

長塚　清吾 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字一区2779番1

杉山　恵一 下妻市 下妻市高道祖字飯島5702番 ほか 1筆

猪瀬　喜好 下妻市 下妻市加養字蓮田4168番1 ほか 3筆

稲川　隆 下妻市 下妻市古沢字沢畑1322番

吉原　正 下妻市 下妻市高道祖字桜塚4863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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野部　幸男 下妻市 下妻市数須字十二所874番

保田　恵司 下妻市 下妻市鯨字前田2916番 ほか 2筆

古谷　平 常総市 常総市大輪町字上ノ田2386番 ほか 15筆

戸張　恭隆 千葉県松戸市 常総市大輪町字長町2602番 ほか 4筆

篠崎　一彦 常総市 常総市羽生町字沖前1143番 ほか 24筆

篠崎　健夫 常総市 常総市大輪町字上ノ田2362番 ほか 16筆

秋森　専助 常総市 常総市花島町字雉子尾1997番2 ほか 2筆

小林　敏典 常総市 常総市大輪町字上ノ田2296番 ほか 1筆

沼尻　喜紘 常総市 常総市大輪町字鶴巻2391番 ほか 61筆

石塚　寛一 常総市 常総市大輪町字五反田2593番 ほか 7筆

草間　均 常総市 常総市花島町字下花島2644番 ほか 2筆

草間　宏之 常総市 常総市大輪町字五反田2581番 ほか 20筆

塚田　実 常総市 常総市大輪町字上ノ田2337番 ほか 6筆

程田　英雄 常総市 常総市大輪町字下田2677番 ほか 81筆

田村　武夫 常総市 常総市花島町字上花島2614番 ほか 2筆

渡辺　輝雄 常総市 常総市花島町字上花島2401番 ほか 9筆

渡辺　宏行 常総市 常総市花島町字下花島2653番 ほか 124筆

渡邉　秀雄 常総市 常総市花島町字上花島2675番 ほか 9筆

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市藤田町字五区1504番 ほか 5筆

鈴木　久雄 常陸太田市 常陸太田市大里町字圷町880番 ほか 7筆

篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市上河合町字渋気621番

清水　光男 常陸太田市 常陸太田市天神林町字天神谷3727番1 ほか 2筆

大部　正広 北茨城市 北茨城市中郷町粟野字橋ノ下1698番 ほか 5筆

寺門　誠 笠間市 笠間市大橋字大宝内3216番

農事組合法人てらさき 笠間市 笠間市箱田字間黒前4622番

渡辺　政夫 笠間市 笠間市本戸字相ノ内6373番

大和田　廣一 笠間市 笠間市平町字大沢2121番1 ほか 1筆

中里　竜也 笠間市 笠間市下郷字下田5303番 ほか 30筆

佐久間　栄一 笠間市 笠間市泉字山本747番1 ほか 4筆

あいきマロン株式会社 笠間市 笠間市土師字向原1273番5 ほか 4筆

小澤　俊郎 笠間市 笠間市土師字前ノ内前1307番 ほか 68筆

石川　三夫 笠間市 笠間市土師字沖田丸1734番 ほか 3筆

小沼　泰輔 笠間市 笠間市土師字沖田丸1805番
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高橋　利定 水戸市 笠間市池野辺字蛇口3248番

入江　保夫 笠間市 笠間市福原字新谷6388番 ほか 1筆

矢萩　一也 笠間市 笠間市安居字塚越799番1 ほか

藤田　雅一 牛久市 牛久市上太田町字細田297番

中島　栄子 牛久市 牛久市久野町4145番 ほか 4筆

櫻井　守 つくば市 つくば市泉字小関3078番1 ほか 3筆

加園　宏則 つくば市 つくば市安食字又丸2699番

小岩井　重信 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字崎ノ田1708番1 ほか 9筆

内野　正夫 鹿嶋市 鹿嶋市粟生字仲ノ町3324番 ほか 2筆

小原　健児 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字鎌田1574番 ほか 3筆

高田　文男 鹿嶋市 鹿嶋市鉢形字崎ノ田1690番 ほか 1筆

株式会社IMO 行方市 鹿嶋市角折字信2304番1

株式会社かいつかファーム かすみがうら市 鹿嶋市武井釜字南1155番

大川　悟 鹿嶋市 鹿嶋市明石字中751番

岡野　豊 潮来市 潮来市大生字大生原1258番2

仲田　孝 潮来市 潮来市永山字後緑2820番 ほか 2筆

武藤　武 守谷市 守谷市大木字利根割3404番

長塚　高広 取手市 守谷市本町字古城沼4909番 ほか 1筆

海野　浩行 那珂市 那珂市飯田字押敷6689番 ほか 3筆

株式会社芋助 那珂市 那珂市額田東郷字新地前376番1

関　富男 那珂市 那珂市本米崎字柿町3044番 ほか 4筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市額田南郷字向山2458番34 ほか 1筆

有限会社フェイス 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3044番 ほか 4筆

有限会社風見ファーム 坂東市 坂東市長須字松下9745番 ほか 7筆

間中　隆之 坂東市 坂東市長須字松下9612番 ほか 1筆

吉岡　正記 坂東市 坂東市長須字松下9624番 ほか 5筆

吉岡　敏晴 坂東市 坂東市長須字松下9663番 ほか 2筆

吉岡　廣司 坂東市 坂東市長須字松下9692番

吉澤　勲 坂東市 坂東市長須字松下9839番 ほか 2筆

吉澤　清 坂東市 坂東市長須字宿下10091番1 ほか 3筆

吉澤　富男 坂東市 坂東市長須字浅間下10163番 ほか 1筆

吉澤　富雄 坂東市 坂東市長須字宿下10105番 ほか 2筆

後藤　英明 坂東市 坂東市長須字松下9740番 ほか 1筆
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後藤　久 坂東市 坂東市長須字松下9906番 ほか 2筆

後藤　光雄 坂東市 坂東市長須字宿下10028番 ほか 3筆

後藤　秀男 坂東市 坂東市長須字松下9683番1 ほか 3筆

後藤　卓 坂東市 坂東市長須字宿下10103番 ほか 1筆

後藤　達也 坂東市 坂東市長須字松下9761番 ほか 1筆

後藤　直樹 坂東市 坂東市古布内字飛地の壱3158番1 ほか 3筆

後藤　茂 坂東市 坂東市長須字浅間下10362番 ほか 2筆

後藤　隆士 坂東市 坂東市長須字浅間下10266番1 ほか 2筆

荒井　信雄 坂東市 坂東市長須字浅間下10181番 ほか 4筆

荒井　真 坂東市 坂東市長須字浅間下10404番1 ほか 3筆

荒井　二三夫 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3126番

荒井　林 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3067番 ほか 6筆

小菅　寛之 坂東市 坂東市長須字浅間下10371番

小菅　文雄 坂東市 坂東市長須字松下9739番 ほか 1筆

小林　弘 坂東市 坂東市長須字松下9885番

神坂　政一 坂東市 坂東市長須字浅間下10364番 ほか 1筆

斉木　弘平 坂東市 坂東市長須字松下9831番 ほか 2筆

染谷　守利 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3061番 ほか 9筆

染谷　伸一 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3053番1 ほか 3筆

染谷　貞雄 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3115番 ほか 1筆

染谷　武夫 坂東市 坂東市長須字浅間下10253番 ほか 4筆

染谷　林 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3063番 ほか 8筆

倉持　邦男 坂東市 坂東市長須字松下9604番 ほか 1筆

相野谷　明義 坂東市 坂東市長須字松下9903番

藤井　和久 坂東市 坂東市古布内字飛地の壱3145番

内田　栄徳 坂東市 坂東市長須字松下9644番 ほか 1筆

内田　孝雄 坂東市 坂東市長須字松下9829番

内田　和幸 坂東市 坂東市長須字松下9671番 ほか 5筆

風見　文男 坂東市 坂東市長須字松下9953番 ほか 1筆

福田　義次 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3028番

福田　寿夫 坂東市 坂東市長須字浅間下10201番 ほか 1筆

福田　藤雄 坂東市 坂東市古布内字飛地の弐3050番1 ほか 5筆

福田　邦雄 坂東市 坂東市長須字浅間下9773番 ほか 2筆
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平田　弘美 坂東市 坂東市長須字浅間下10264番1 ほか 5筆

平田　春男 坂東市 坂東市長須字松下9904番 ほか 7筆

平田　誠 坂東市 坂東市長須字松下9901番 ほか 7筆

野口　幸一 坂東市 坂東市長須字松下9860番 ほか 1筆

野口　茂 坂東市 坂東市長須字松下9611番

野口　和男 坂東市 坂東市長須字松下9606番

鈴木　幸男 坂東市 坂東市長須字松下9724番 ほか 1筆

鈴木　俊男 坂東市 坂東市長須字松下9806番 ほか 2筆

鈴木　常雄 坂東市 坂東市長須字松下9757番

鈴木　信宏 坂東市 坂東市長須字松下9650番 ほか 1筆

鈴木　信之 坂東市 坂東市長須字松下9588番

鈴木　卓 坂東市 坂東市長須字浅間下10425番

鈴木　和美 坂東市 坂東市長須字松下9678番

廣瀬　学 坂東市 坂東市長須字松下9601番 ほか 1筆

坂本　安正 稲敷市 稲敷市結佐字流作3832番 ほか 3筆

田島　嘉人 稲敷市 稲敷市浮島字内妙岐87番11 ほか 1筆

株式会社ファームサンアイ 稲敷市 稲敷市佐原組新田字伊佐部1352番 ほか 3筆

本橋　輝雄 稲敷市 稲敷市上根本字南下787番 ほか 10筆

酒井農園合同会社 稲敷市 稲敷市羽賀浦字水神81番 ほか 2筆

甲賀　弘行 稲敷市 稲敷市東大沼字堂前945番 ほか 3筆

助川　功将 稲敷市 稲敷市下根本字中子7921番 ほか 36筆

海老原　健夫 稲敷市 稲敷市中山字曽根4185番

大貫　良道 稲敷市 稲敷市下根本字中子7878番 ほか 31筆

川村　勝美 稲敷市 稲敷市下根本字上谷原7608番 ほか 7筆

助川　廣 稲敷市 稲敷市中山字曽根4045番 ほか 38筆

宮内　敏雄 稲敷市 稲敷市下根本字上谷原7591番

橋本　新一 稲敷市 稲敷市下根本字上谷原７602番 ほか 10筆

柳町　久夫 稲敷市 稲敷市中山字曽根4127番

中田　佳幸 稲敷市 稲敷市下根本字中子7847番 ほか 1筆

金田　健一 稲敷市 稲敷市中山字曽根4101番 ほか 1筆

飯塚　正巳 稲敷市 稲敷市中山字曽根4111番 ほか 8筆

久保田　敦夫 稲敷市 稲敷市幸田字立波2938番

森田　康 稲敷市 稲敷市町田字前田1642番 ほか 1筆
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株式会社かいつかファーム かすみがうら市 かすみがうら市西成井字上宿尻47番2 ほか 7筆

菊地　公 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字中台5701番

岡部　雄二 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字大池6925番 ほか 2筆

萱橋　敏男 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷1040番 ほか 3筆

農事組合法人小貝の水 つくばみらい市 つくばみらい市長渡呂新田字新田969番 ほか 2筆

農事組合法人筑波みらい つくばみらい市 つくばみらい市中島字中島14番 ほか 15筆

稲見　富夫 つくばみらい市 つくばみらい市古川字古川1418番

有限会社真木みらいファーム つくばみらい市 つくばみらい市押砂字新田1142番 ほか 1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81番 ほか 1筆

藤井　勝治 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張4459番 ほか 2筆

三上　和己 つくばみらい市 つくばみらい市谷口字谷口574番

横田　勇 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地1564番

安達　裕光 桜川市 桜川市池亀字シモ955番1 ほか 3筆

磯　眞市 桜川市 桜川市池亀字マイ909番

株式会社ＡＧＲＯＧＩＡ ＨＯＬＤＥＲ 筑西市 桜川市犬田字北栗1289番3 ほか 1筆

小嶋　光意 桜川市 桜川市池亀字シモ960番 ほか 1筆

藤﨑　正和 行方市 行方市芹沢字沖田2174番 ほか 2筆

山口　幸男 行方市 行方市八木蒔字五司内888番 ほか 3筆

田宮　満 行方市 行方市手賀字舟津4864番

森作　浩 行方市 行方市玉造字石神乙1247番

小沼　博志 行方市 行方市若海字新林866番 ほか 1筆

藤枝　翔平 鉾田市 鉾田市烟田字六反町138番 ほか 3筆

高栁　雅章 小美玉市 小美玉市山野字頭ナシ1868番 ほか 2筆

水野　正則 小美玉市 小美玉市山野字荒牧田1493番3

木村　智明 小美玉市 小美玉市小岩戸字北原2024番56

有限会社藤枝農園 茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字大山593番33

安島　栄一 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字塚田157番1 ほか 3筆

高根澤　和義 茨城町 東茨城郡茨城町網掛字堂山555番 ほか 1筆

沼尻　宏文 茨城町 東茨城郡茨城町駒渡字栄町1476番

川島　英行 茨城町 東茨城郡茨城町飯沼字篠崎283番 ほか 7筆

藤田　雅祐 鉾田市 東茨城郡茨城町宮ケ崎字横道1961番4

根本　誠二 茨城町 東茨城郡茨城町下土師字樋ノ口361番 ほか 10筆

奥谷　長寿 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字釜長282番 ほか 7筆



氏名又は名称 住所

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

田口　清夫 茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字石田297番1 ほか 2筆

横山　昇 城里町 東茨城郡城里町増井字広町2494番 ほか 13筆

三ヶ尻　智也 城里町 東茨城郡城里町北方字押久保2445番1

飯村　光伸 城里町 東茨城郡城里町増井字山ノ神1836番

小菅　乾一 八千代町 結城郡八千代町成田字中茎284番

飯島　正明 五霞町 猿島郡五霞町江川字桜井前3806番1 ほか 13筆

認可年月日

令和2年2月21日


