
農用地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

株式会社オカダファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市佐貫町字台ノ下889番 ほか 49筆

山口　嘉之 稲敷郡河内町 龍ケ崎市長峰町字四ツ長1856番 ほか 22筆

株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 龍ケ崎市宮渕町字千秋4155番1

株式会社翔栄クリエイト 東京都新宿区 龍ケ崎市若柴町字児塚134番 ほか 2筆

清水　光男 常陸太田市 常陸太田市天神林町字十七丁目477番

永田　正義 常陸太田市 常陸太田市松栄町字二丁目156番

根本　加津也 常陸太田市 常陸太田市町屋町字大名添2931番 ほか 2筆

萩谷　嘉道 常陸太田市 常陸太田市下河合町字下河原1573番1 ほか 1筆

増子　信一 常陸太田市 常陸太田市磯部町字深田1202番 ほか 4筆

篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市塙町字圷前4528番

渡辺　政夫 笠間市 笠間市下市毛字八反田1717番 ほか 2筆

寺門　誠 笠間市 笠間市大橋字大道下2756番 ほか 3筆

高橋　利定 水戸市 笠間市池野辺字蛇口3243番

鈴木　明 笠間市 笠間市箱田字表4891番1 ほか 1筆

佐藤　正 笠間市 笠間市本戸字古屋敷下3826番 ほか 2筆

稲田　栄 笠間市 笠間市本戸字戸室6766番 ほか 1筆

稲野辺　茂生 笠間市 笠間市飯合字後谷原308番 ほか 4筆

養田　幸司 笠間市 笠間市福原字在家6681番

東日本アグリファーマーズ株式会社 笠間市 笠間市南友部字前ノ内15番1 ほか 4筆

南友部農事組合法人 笠間市 笠間市南友部字南友部2079番 ほか 1筆

藤吉　智司 笠間市 笠間市南友部字久保台783番

赤津　要次 笠間市 笠間市湯崎字米田1466番 ほか 2筆

大貫　規雄 笠間市 笠間市湯崎字石沢前1500番1 ほか 1筆

石川　三夫 笠間市 笠間市随分附字上田1256番1 ほか 1筆

川井　晃雄 笠間市 笠間市随分附字堂ノ下1621番1 ほか 4筆

久地岡　進 笠間市 笠間市下市原字下市原1685番

須藤　富夫 笠間市 笠間市小原字島前897番 ほか 13筆

須藤　昭寿 笠間市 笠間市小原字滝川5746番 ほか 1筆

藤枝　英明 笠間市 笠間市下郷字下畑4927番1

中里　竜也 笠間市 笠間市下郷字堂西6229番1 ほか 2筆

穂垂ル里山農場株式会社 笠間市 笠間市上郷字日向前3687番 ほか 9筆

佐久間　栄一 笠間市 笠間市泉字池下2986番

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
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野村　貞行 笠間市 笠間市市野谷字市野谷1810番

有限会社武平ファーム つくば市 笠間市押辺字半貫2773番 ほか 3筆

岩渕　勝彦 小美玉市 笠間市押辺字椚山2756番4

松田　健一 笠間市 笠間市下郷字堂西6206番 ほか 1筆

株式会社いわまの栗 笠間市 笠間市上郷字大古沢4083番 ほか 3筆

下山　和樹 取手市 取手市上萱場字上1600番 ほか 6筆

中島　昭夫 つくば市 つくば市高崎字高見谷2360番 ほか 7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3723番 ほか 5筆

有限会社ＪＡ谷田部アグリサービス つくば市 つくば市上原字上原14番 ほか 3筆

渡辺　智剛 下妻市 つくば市泉字ノキサ175番 ほか 2筆

櫻井　敏雄 つくば市 つくば市東平塚字中田1319番 ほか 2筆

沖山　訓彦 つくば市 つくば市西平塚字川西646番 ほか 1筆

仲田　孝 潮来市 潮来市永山字後緑2822番 ほか 2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5178番

川﨑　洋 那珂市 那珂市鴻巣字木戸2088番13

海野　浩行 那珂市 那珂市鴻巣字札山1947番5 ほか 1筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市額田南郷字向山2458番512 ほか 2筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市額田北郷字森戸前974番1 ほか 6筆

YAMAGUCHIfarm株式会社 稲敷市 稲敷市八千石字八千石674番 ほか 9筆

押田　弘巳 稲敷市 稲敷市古渡字古渡2988番 ほか 5筆

関口　清衛 稲敷市 稲敷市浮島字内妙岐87番60 ほか 2筆

橋本　正美 稲敷郡河内町 稲敷市南太田字南126番

甲賀　弘行 稲敷市 稲敷市阿波崎字和田613番 ほか 1筆

高田　久仁夫 稲敷市 稲敷市鳩崎字余郷入1988番

坂本　安正 稲敷市 稲敷市結佐字流作3842番 ほか 2筆

酒井農園合同会社 稲敷市 稲敷市上君山字山口235番 ほか 7筆

助川　功将 稲敷市 稲敷市柴崎字丹通1579番 ほか 2筆

石田　隆 稲敷市 稲敷市八筋川字八郎田688番3 ほか 2筆

農事組合法人東町自然有機農法 稲敷市 稲敷市清久島字清久島742番

播磨　力 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐3388番1 ほか 1筆

木内　貫太郎 稲敷市 稲敷市押砂字下野1583番 ほか 3筆

有限会社高柳農場 稲敷市 稲敷市橋向字細代1648番 ほか 26筆
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江後田　実 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬133番 ほか 1筆

藤井　圭子 かすみがうら市 かすみがうら市牛渡字牛渡7178番

小松崎　諭 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬449番 ほか 1筆

株式会社ヤッカ 桜川市 桜川市真壁町下谷貝字岡の台2717番

株式会社ミゾグチファ－ム 神栖市 神栖市柳川字浜松1672番 ほか 5筆

米川　由幸 鉾田市 鉾田市徳宿字塚前1853番2

中根　一夫 鉾田市 鉾田市鳥栖字稔﨑401番

農事組合法人やなぎの郷 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地1475番

株式会社張替農産 つくばみらい市 つくばみらい市東楢戸字新田1859番 ほか 1筆

農事組合法人やわら生産組合 つくばみらい市 つくばみらい市下長沼字西871番 ほか 4筆

株式会社美野里ファーム 小美玉市 小美玉市鶴田字大松245番1 ほか 2筆

株式会社TONOUCHI 小美玉市 小美玉市中野谷字西原501番111 ほか 2筆

赤塚　義徳 小美玉市 小美玉市竹原中郷字十三1529番1 ほか 6筆

保田　寿 小美玉市 小美玉市小岩戸字源道地2578番 ほか 3筆

株式会社SUN－FARM野村牧場 小美玉市 小美玉市柴高字中峯664番2 ほか 6筆

有限会社PIONEER　FARM 小美玉市 小美玉市鶴田字平223番1 ほか 4筆

小森　弘一 小美玉市 小美玉市柴高字宮前1062番1 ほか 3筆

宮澤　智浩 小美玉市 小美玉市鶴田字堂メキ平642番 ほか 3筆

菊地　喜彦 小美玉市 小美玉市幡谷字高根475番

木名瀬　裕一 小美玉市 小美玉市鶴田字新山1401番 ほか 8筆

山口　一樹 かすみがうら市 小美玉市中延字中根2503番 ほか 1筆

石川　綾人 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町長岡字剣尺4070番210 ほか 1筆

塙　真瑞 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小堤字西新地363番2

清水　正人 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町常井字常井1270番

根本　誠二 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下土師字柳町237番

三ヶ尻　智也 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町北方字押久保2495番1

大竹　光博 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町追原字栗内前1196番 ほか 12筆

布佐アグリ株式会社 稲敷郡美浦村 稲敷郡阿見町追原字栗内前1257番1

小松澤　芳行 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町追原字柳ノ下2171番1

宮越　等 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字水神1622番

山田　浩之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字後開地5977番1

石田　晶城 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町下加納字中組2569番
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株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 稲敷郡河内町生板字横間8803番

桜井　初美 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町小福田字同所新田753番1 ほか 9筆
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