
農用地利用配分計画一覧

氏名又は名称 住所

岩﨑　征男 水戸市 水戸市柳河町字上四反田1540番 ほか 1筆

沼本　邦宏 稲敷郡美浦村 土浦市菅谷町字下モ田1880番

櫻井　操 土浦市 土浦市田土部字北田2350番

株式会社オカダファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字皿沼6020番 ほか 22筆

菅生　健二 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区823番

木村　裕一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区1432番

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字中郷921番

栗山　修一 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字谷津2600番 ほか 15筆

株式会社北龍ファーム 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字一区1363番1 ほか 3筆

中條　翔二 龍ケ崎市 龍ケ崎市貝原塚町字中島3005番3 ほか 1筆

農事組合法人宮本農産 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区1553番

石塚　幸一 常総市 常総市大輪町字五反田2538番 ほか 6筆

株式会社アグリード 常総市 常総市大生郷町字古新田422番2 ほか 6筆

草間　宏之 常総市 常総市大輪町字五反田2487番

沼尻　喜紘 常総市 常総市大輪町字明神166番 ほか 6筆

寺田　武夫 常総市 常総市菅生町字黄金7997番

中茎　芳幸 常総市 常総市菅生町字古谷8761番 ほか 2筆

寺﨑　雄治 常総市 常総市川崎町字屋敷前乙79番1 ほか 2筆

染谷　清 常総市 常総市坂手町字小谷沼8244番 ほか 4筆

有限会社鴻新 常総市 常総市岡田字保待山83番1 ほか 2筆

渡辺　宏行 常総市 常総市花島町字下花島2801番

荒川　豊 常総市 常総市舘方字門ノ宮1041番 ほか 12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8141番

大野　和德 常総市 常総市大生郷新田町字十八丁2176番1

古谷　千絵 常総市 常総市豊岡町字細野丁1780番 ほか 3筆

瀬﨑　修一 常総市 常総市坂手町字小谷沼8216番 ほか 1筆

有限会社益子米穀 常陸太田市 常陸太田市岡田町字草創1592番

鈴木　一成 常陸太田市 常陸太田市松栄町字下圷1462番 ほか 5筆

大曽根　哲也 常陸太田市 常陸太田市栗原町字木敷町1133番

岡﨑　一美 常陸太田市 常陸太田市馬場町字小野下1221番

篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市谷河原町字五丁目1073番1 ほか 3筆

清水　光男 常陸太田市 常陸太田市藤田町字三区1348番 ほか 3筆
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賃借権の設定等を受ける土地
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株式会社エス・ファーム 常陸太田市 常陸太田市粟原町字下鞠子982番1 ほか 2筆

関　俊夫 高萩市 高萩市赤浜字大子山2292番

渡邉　洋一 高萩市 高萩市赤浜字チウシ田2515番 ほか 4筆

井坂　守 笠間市 笠間市福原字五反田6380番 ほか 2筆

萩原　一夫 笠間市 笠間市中市原字沖ノ内1619番1 ほか 7筆

宮本　直樹 牛久市 牛久市井ノ岡町字井ノ岡100番1

株式会社新しい風さとやま 牛久市 牛久市城中町字稲荷下2805番 ほか 2筆

石塚　正之 稲敷郡阿見町 牛久市岡見町字学校下38番2

矢口　仁崇 牛久市 牛久市下根町字中央759番

山本　誠司 牛久市 牛久市小坂町字小坂146番 ほか 8筆

中島　信夫 つくば市 つくば市百家字大境881番3 ほか 6筆

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市若栗字上塚807番

小林　稔 下妻市 つくば市安食字南2918番 ほか 3筆

坂本　宏 つくば市 つくば市中山字地蔵山1073番2

渡辺　智剛 下妻市 つくば市泉字前畑182番

株式会社石濱シーディング つくば市 つくば市上郷字山下5439番

山口　通元 鹿嶋市 鹿嶋市武井字日光下2103番１

飯田　邦夫 守谷市 守谷市大木字蒲立3702番 ほか 6筆

彦田　真吾 常陸大宮市 常陸大宮市三美八幡2770 ほか 1筆

吉原　勇 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5721番 ほか 27筆

津田　重紀 那珂市 那珂市鴻巣字薬山3740番1 ほか 67筆

宮本　紀男 那珂市 那珂市鴻巣字又三5968番 ほか 27筆

海野　敦之 那珂市 那珂市鴻巣字宮田5825番 ほか 26筆

大内　一弘 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5775番

大内　裕幸 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5728番 ほか 1筆

高畠　正美 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5698番

津田　昭榮 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5683番

檜山　典男 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5719番

細谷　庄二 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5715番

細谷　行也 那珂市 那珂市鴻巣字薬山3749番 ほか 1筆

山田　夏江 那珂市 那珂市西木倉字塙下1635番1

株式会社FIELD-LIFE. 那珂郡東海村 那珂市本米崎字南籠内1459番1 ほか 2筆
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株式会社神崎グレイン 那珂市 那珂市本米崎字下町田3285番 ほか 2筆

株式会社綿引農園 那珂市 那珂市門部字矢中4918番1 ほか 2筆

株式会社農業生産法人田仲農場 稲敷市 稲敷市中島字講谷津843番 ほか 41筆

金塚　敏之 稲敷市 稲敷市境島字川脇438番1

酒井農園合同会社 稲敷市 稲敷市荒沼字荒沼36番

押田　弘巳 稲敷市 稲敷市高田字須賀4043番1 ほか 4筆

篠﨑　惣壽 稲敷市 稲敷市高田字須賀3938番

黒田　裕一 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部2286番 ほか 8筆

株式会社エヌエスファーム 稲敷市 稲敷市中山字後畑4410番 ほか 114筆

塚本　二郎 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字大池6851番 ほか 1筆

松原　栄二 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字石田6018番 ほか 3筆

有限会社木植営農センター 桜川市 桜川市今泉字泉948番1 ほか 5筆

小島　直由 筑西市 桜川市真壁町下小幡字丑の町951番

株式会社ヤッカ 桜川市 桜川市真壁町下谷貝字岡の台2688番 ほか 3筆

菅谷　正之 鉾田市 鉾田市梶山字梶山2455番 ほか 1筆

佐野　陽和 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷1103番

堀越　薫 つくばみらい市 つくばみらい市青古新田字古新田73番

株式会社庄七農園 つくばみらい市 つくばみらい市北袋字東1274番 ほか 1筆

文藏　幸雄 つくばみらい市 つくばみらい市北袋字北袋623番 ほか 3筆

坂本　清次 つくばみらい市 つくばみらい市新戸字新戸234番1

岡田　祐樹 行方市 小美玉市山野字溝内1999番 ほか 5筆

株式会社チェスナットファーム 小美玉市 小美玉市羽鳥字出先3389番

本田　浩一 小美玉市 小美玉市部室字薄広1152番23

室町　恭司 小美玉市 小美玉市下玉里字下玉里285番1

岩渕　勝彦 小美玉市 小美玉市寺崎字皿久保道768番1 ほか 7筆

多多納　勝行 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字台田4516番53

諸川　雅一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町駒場字高田3780番 ほか 2筆

川崎　忍 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町宮ケ崎字塚越1069番

高根澤　和義 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町宮ケ崎字涸沼2125番 ほか 2筆

藤井　優 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町前田字スガキ田771番

清水　裕一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町馬渡字シタ504番1 ほか 2筆

株式会社農業生産法人田仲農場 稲敷市 稲敷郡河内町十三間戸字向浦1296番1 ほか 23筆
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株式会社ＫファームＮＡＩＴＯ 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字萱場5506番 ほか 8筆

小松﨑　崇司 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字柳渕158番

境　輝男 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字沼尻3928番

福田　好祐 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字永楽2647番

酒井　由雄 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字広島9535番

山倉　仁夫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字木苅道458番 ほか 1筆

藤ケ﨑　一郎 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字赤部9758番

株式会社オカダファーム 龍ケ崎市 稲敷郡河内町長竿字長竿6444番 ほか 5筆

嶋田　正紀 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町手栗字上坪1738番 ほか 5筆

栗山　修一 龍ケ崎市 稲敷郡河内町源清田字新橋6069番

株式会社アグテック飯島 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町山王山字西新畑942番 ほか 11筆

本谷　和幸 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字長町11557番 ほか 20筆

株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字立木新田前4376番 ほか 5筆

株式会社わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字前1784番1 ほか 3筆
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