
農用地利用配分計画の概要

氏名 住所

鈴木　忠信 水戸市 水戸市飯富町字塙前5648番 ほか 2筆

西村　美果絵 水戸市 水戸市中河内町字漆畑1704番1 ほか 4筆

田中　誠司 水戸市 水戸市小林町字達中前672番1(1) ほか 5筆

合同会社あぐりサポートおぎや 水戸市 水戸市元石川町字谷津前2839番 ほか 17筆

久保田　泰朗 つくば市 土浦市矢作字的張面2070番1 ほか 4筆

日東グリーンファーム株式会社 土浦市 土浦市中都町字四丁目1012番 ほか 7筆

秋庭　陽介 古河市 古河市大山字水神下2180番1 ほか 1筆

株式会社清水農園 古河市 古河市尾崎字宮ノ下1291番4 ほか 2筆

吉川　英樹 結城市 結城市大木字星の宮1725番1 ほか 1筆

椎名　忠行 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字新田573番 ほか 42筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字谷津2571番 ほか 9筆

木村　裕一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区1873番 ほか 10筆

株式会社北龍ファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字一区286番 ほか 2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3644番 ほか 1筆

長町　薫 龍ケ崎市 龍ケ崎市長沖町字新堀622番 ほか 1筆

株式会社オカダファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市豊田町字裏7番 ほか 5筆

木村　栄 龍ケ崎市 龍ケ崎市貝塚原町字宮下2561番2 ほか 1筆

横瀬　勝久 下妻市 下妻市若柳字押越乙277番 ほか 8筆

笠島　修 下妻市 下妻市高道祖字水深5855番 ほか 2筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 下妻市原字中谷原2695番 ほか 3筆

株式会社ライス＆グリーン石島 下妻市 下妻市二本紀字東840番1 ほか 47筆

関　純生 下妻市 下妻市大串字美田原1295番 ほか 8筆

山口　浩 下妻市 下妻市中郷字寺野1172番 ほか 3筆

篠﨑　宏之 下妻市 下妻市北大宝字観音下1443番 ほか 12筆

小林　稔 下妻市 下妻市加養字寺中555番

杉山　勝志 下妻市 下妻市高道祖字飯島5707番

杉田　恒夫 下妻市 下妻市宗道字出口3010番

増田　悦夫 下妻市 下妻市古沢字沢畑1291番

増田　智之 下妻市 下妻市宗道字明地2216番1 ほか 3筆

中村　和行 結城郡八千代町 下妻市今泉字白鳥1010番 ほか 7筆

塚田　敏夫 下妻市 下妻市樋橋字東浦1564番 ほか 1筆

島田　智史 下妻市 下妻市前河原字大塚475番1 ほか 12筆

塙　安之 下妻市 下妻市若柳字槐戸798番 ほか 5筆

飯泉　弘 下妻市 下妻市見田字鹿島1187番 ほか 4筆

飯塚　隆光 下妻市 下妻市二本紀字大道587番2 ほか 15筆

保田　恵司 下妻市 下妻市鯨字前田2829番1 ほか 1筆

本橋　桂一 下妻市 下妻市桐ケ瀬字八反田1198番1 ほか 1筆

木村　新寿 下妻市 下妻市樋橋字新田前1367番5 ほか 8筆

有限会社斉藤農産 筑西市 下妻市福田字西賀美田973番

鈴木　秀史 下妻市 下妻市堀篭字大日前1604番1 ほか 5筆

齊藤　進 下妻市 下妻市高道祖字柳山5492番 ほか 1筆

稲川　隆 下妻市 下妻市古沢字五木内424番

岩田　菊夫 下妻市 下妻市二本紀字二本紀前497番 ほか 1筆

岩田　章 下妻市 下妻市二本紀字台畑142番 ほか 1筆

栗田　富夫 下妻市 下妻市二本紀字前田322番2 ほか 8筆

　　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地



氏名 住所

　　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

黒川　貫市 下妻市 下妻市二本紀字辻87番 ほか 4筆

黒川　正夫 下妻市 下妻市二本紀字三丈446番 ほか 5筆

重松　太地 常総市 下妻市今泉字広岡293番 ほか 15筆

草間　誠 下妻市 下妻市二本紀字台畑97番1 ほか 5筆

飯塚　洋司 下妻市 下妻市二本紀字辻84番 ほか 1筆

野村　操 下妻市 下妻市中居指字山王1341番 ほか 7筆

安田　和伸 常総市 常総市新石下字妙見4449番 ほか 2筆

岡野　政雄 常総市 常総市中妻町字北浦3968番1 ほか 8筆

株式会社アグリード 常総市 常総市豊岡町字満倉乙3456番1 ほか 15筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 常総市水海道川又町字新田前605番2 ほか 24筆

株式会社結ファームクラモチ 常総市 常総市菅生町字黄金8198番

結束　隆司 常総市 常総市上蛇町字大堀通3535番

古谷　せつ子 常総市 常総市豊岡町字細野丁1780番 ほか 3筆

荒川  豊 常総市 常総市曲田字一丁畑3704番 ほか 1筆

三太商事株式会社 常総市 常総市鴻野山新田字仁連川堤下87番 ほか 4筆

寺田　巧 常総市 常総市大生郷町字金戸5949番 ほか 6筆

小林　一夫 常総市 常総市豊岡町字野中乙3745番

松崎　誠 常総市 常総市豊岡町字谷原丙862番 ほか 6筆

沼尻　隆志 常総市 常総市本石下字植竹4173番

瀬﨑　二三男 常総市 常総市坂手町字日王神下627番1 ほか 10筆

石塚　良教 常総市 常総市豊岡町字谷原丙688番1 ほか 6筆

石嶋　照夫 常総市 常総市篠山字峯下1489番 ほか 9筆

倉持　信雄 常総市 常総市若宮戸字井戸田2105番1 ほか 4筆

倉持　政美 常総市 常総市内守谷町字新堤6839番 ほか 4筆

草間　宏之 常総市 常総市羽生町字高畑520番 ほか 6筆

中山　隆 常総市 常総市豊岡町字谷原丙617番1 ほか 8筆

中島　廣樹 常総市 常総市豊岡町字細野丁1976番 ほか 1筆

長塚　幹男 常総市 常総市杉山字柳戸438番1 ほか 1筆

塚田　忠男 常総市 常総市上蛇町字前吹通1226番1 ほか 1筆

渡辺　宏行 常総市 常総市大輪町字上ノ田2369番 ほか 1筆

茂呂　貴志 常総市 常総市菅生町字黄金7921番1 ほか 1筆

沼尻　喜紘 常総市 常総市大輪町字五反田2476番 ほか 2筆

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市中野町字一丁目172番 ほか 1筆

常陸乃アグリ農事組合法人 常陸太田市 常陸太田市磯部町字鈴振免828番1 ほか 2筆

株式会社ＪＡ常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸太田市花房町字青木2175番

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字下ノ尻747番1 6筆

株式会社新しい風さとやま 牛久市 牛久市島田町字原谷2767番 ほか 7筆

有限会社JA谷田部アグリサービス つくば市 つくば市松野木字松野木32番 ほか 10筆

中島　信夫 つくば市 つくば市百家字大境905番 ほか 8筆

有限会社ファーマーズつくば つくば市 つくば市沼崎字栗山3735番1 ほか 10筆

加園　宏則 つくば市 つくば市作谷字五十三耕地3949番 ほか 3筆

渡辺　智剛 下妻市 つくば市泉字塚ノ前69番1 ほか 2筆

宮本　勝美 潮来市 潮来市延方字徳島5434番 ほか 2筆

遠峰　政幸 潮来市 潮来市大生字切臼1588番

内野　幸夫 潮来市 潮来市上戸字十二崎2939番

有限会社ソメノグリーンファーム 坂東市 守谷市野木崎字大日下沖5570番 ほか 25筆



氏名 住所

　　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

浅川　利夫 守谷市 守谷市野木崎字薬師前5411番 ほか 3筆

株式会社住化ファーム茨城 東京都中央区 守谷市野木崎字中割5179番 ほか 2筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市横堀字西原1057番2 ほか 12筆

海野　浩行 那珂市 那珂市福田字稲荷宮2101番 ほか 1筆

岡　雅晴 那珂市 那珂市中里字田島1698番 ほか 3筆

株式会社神崎グレイン 那珂市 那珂市本米崎字天神下3202番 ほか 12筆

株式会社ＪＡ常陸アグリサポート 常陸大宮市 那珂市下大賀字扇田57番 ほか 5筆

会沢　琢磨 那珂市 那珂市門部字ハサマ下河原5770番 ほか 4筆

平野　芳徳 那珂市 那珂市菅谷字堀の内後5669番

安達　伸吾 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8348番 ほか 2筆

塩沢　崇 筑西市 筑西市菅谷字上菅谷1114番 ほか 1筆

株式会社舘野農産 筑西市 筑西市井出蛯沢字北の東74番1 ほか 16筆

江田　治男 筑西市 筑西市石原田字上436番 ほか 4筆

江連　信行 筑西市 筑西市玉戸字谷島2399番 ほか 5筆

小島　太 筑西市 筑西市細田字細田前915番1 ほか 23筆

藤田　宏哉 筑西市 筑西市小栗字堀込8569番

日向野　真一 筑西市 筑西市大塚字北田431番2 ほか 4筆

飯山　陽介 筑西市 筑西市伊讃美字鬼ケ久保1722番 ほか 20筆

風見　芳男　 筑西市 筑西市小川字柳内698番 ほか 2筆

野寺　友行 筑西市 筑西市山崎字清水前2197番 ほか 3筆

有限会社あかぎ産業 筑西市 筑西市宮後字大日569番1 ほか 12筆

有限会社荒山農産 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8128番 ほか 2筆

小幡　健一 筑西市 筑西市小栗字太郎丸6208番1 ほか 1筆

相沢　肇 筑西市 筑西市舟生字上木有戸1142番 ほか 1筆

鈴木　益生 筑西市 筑西市大谷字清太郎816番1 ほか 4筆

加納　昭 稲敷市 稲敷市手賀組新田字大重801番 ほか 1筆

藤井　圭子 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬853番 ほか 1筆

藤井　雅敏 かすみがうら市 かすみがうら市坂字坂4669番

株式会社なめがたしろはとファーム 行方市 行方市白浜字台1398番1

箕輪　正雄 鉾田市 鉾田市野友字権現峰1213番12

農事組合法人やなぎの郷 つくばみらい市 つくばみらい市長渡呂新田字新田955番2 ほか 33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182番1 ほか 5筆

農事組合法人筑波みらい つくばみらい市 つくばみらい市下平柳字下平耕地1122番 ほか 1筆

坂本　麻帆 つくばみらい市 つくばみらい市南太田字宅地前1310番1

髙山　敏夫 小美玉市 小美玉市竹原中郷字十三1594番

石井　富男 小美玉市 小美玉市佐才字新地124番2

宮澤　智浩 小美玉市 小美玉市堅倉字小川道1736番5 ほか 2筆

皆藤　純一 小美玉市 小美玉市西郷地字二本松1505番

株式会社木名瀬金重商店 小美玉市 小美玉市鶴田字新山1403番

関　直人 小美玉市 小美玉市張星字鳴神870番2 ほか 11筆

山口　幸男 行方市 小美玉市野田字小川山1475番741 ほか 2筆

株式会社チェスナットファーム 小美玉市 小美玉市羽鳥字六拾間1689番3 ほか 1筆

奥谷　喜久男 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字涸沼台5850番 ほか 5筆

藤田　雅祐 鉾田市 東茨城郡茨城町宮ケ崎字横道1961番5 ほか 2筆

平澤　協一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字坂東272番23 ほか 2筆

塙　真瑞 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小堤字雷神後2番1 ほか 2筆



氏名 住所

　　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

栗原　喜視 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下座字平塚新田958番 ほか 3筆

小貫　恒 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字南表4番3（2）

江幡　淳 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上入野字沼田5424番 ほか 1筆

株式会社寿屋 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上青山字吉田内376番1 ほか 38筆

福田　久一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町若栗字若栗3707番

秋葉　政男 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町若栗字若栗3731番 ほか 5筆

山口　嘉之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町竜ケ崎町歩字竜町歩1048番 ほか 2筆

山田　浩之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町布鎌字布鎌101番

後藤　榮之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町布鎌字布鎌76番

岡野　竜也 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町上曽根字三の耕地769番 ほか 9筆

大谷　勉 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押付新田字一の耕地122番4 ほか 1筆

六本木　孝 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押付新田字二の耕地321番 ほか 1筆

株式会社わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押付新田字二の耕地365番

認可年月日

令和2年5月29日


