
農用地利用配分計画一覧

氏名又は名称 住所

株式会社光ファーム 猿島郡境町 古河市水海字蔵屋敷5046番 ほか 1筆

株式会社おひさま 古河市 古河市前林字日下部2931番 ほか 6筆

株式会社ブライトファーム大久保 古河市 古河市東山田字間野谷6403番

清水　幹男 古河市 古河市尾崎字前野453-3 ほか 2筆

菅生　健二 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字二区229番2

椎名　忠行 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字篭田1436番1

山崎　智也 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区2119番

小林　稔 下妻市 下妻市高道祖字塚田5932番 ほか 59筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 下妻市鬼怒87番 ほか 9筆

塚田　敬之 下妻市 下妻市下木戸字十二天前281番1 ほか 7筆

田﨑　節 下妻市 下妻市福田字西賀美田519番 ほか 2筆

株式会社RICE FACTORY MASUDA 下妻市 下妻市樋橋字前田1711番 ほか 4筆

栗原　幸次 下妻市 下妻市福田字賀美田2205番 ほか 3筆

倉持　昌司 下妻市 下妻市山尻字柴原1256番 ほか 6筆

木村　新寿 下妻市 下妻市樋橋字宮東1444番 ほか 13筆

杉田　恒夫 下妻市 下妻市宗道字明地2140番

関　純生 下妻市 下妻市大宝字向田1281番

横島　忠男 下妻市 下妻市亀崎字正木田3911番

中島　勝美 下妻市 下妻市宗道字明地2261番1 ほか 5筆

稲川　隆 下妻市 下妻市鬼怒108番1 ほか 2筆

株式会社新光製作所 千葉県野田市 下妻市大木字上原1217番 ほか 2筆

株式会社小林ファーム 下妻市 下妻市半谷字六藏窪420番8 ほか 9筆

猪瀬　喜好 下妻市 下妻市加養字駒形1125番

齊藤　栄久 下妻市 下妻市鎌庭字根岸415番

姜　燕　秋 結城郡八千代町 下妻市石の宮字石の宮1番1 ほか 3筆

有限会社斉藤農産 筑西市 下妻市若柳字縄形甲418番 ほか 1筆

磯山　明男 下妻市 下妻市北大宝字前谷津1240番 ほか 7筆

坂入　隆 結城郡八千代町 下妻市黒駒字足り下349番1

篠﨑　宏之 下妻市 下妻市大木字長丁2272番 ほか 6筆

人見　一成 下妻市 下妻市今泉字内河原2153番 ほか 2筆

石﨑　邦彦 下妻市 下妻市若柳字片瀬819番1 ほか 3筆

増田　正男 下妻市 下妻市半谷字地蔵橋876番1 ほか 70筆

中山　康弘 結城郡八千代町 下妻市今泉字堤外1765番 ほか 30筆

倉持　信也 下妻市 下妻市柳原字観音前776番1 ほか 54筆

中山　崇 下妻市 下妻市柳原字小渕819番1 ほか 7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
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鈴木　秀史 下妻市 下妻市古沢字一丁畑1257番 ほか 7筆

株式会社國府田農場 下妻市 下妻市加養字蓮田4322番 ほか 2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262番 ほか 1筆

木村　義男 下妻市 下妻市柳原字西田1424番 ほか 5筆

横瀬　勝久 下妻市 下妻市下田字内谷119番1 ほか 4筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 常総市上蛇町字大堀通3598番 ほか 7筆

瀬﨑　修一 常総市 常総市坂手町字小谷沼8276番 ほか 51筆

石塚　良教 常総市 常総市坂手町字篠山2476番1

塚原　照市 常総市 常総市水海道高野町字検見1991番 ほか 9筆

渡辺　宏行 常総市 常総市花島町字成木前4番1 ほか 6筆

倉持　信雄 常総市 常総市豊田字塚ノ沖3145番 ほか 1筆

株式会社結ファームクラモチ 常総市 常総市菅生町字平松8529番1 ほか 1筆

結束　隆司 常総市 常総市平町字東通684番 ほか 12筆

郡司　貴大 笠間市 笠間市安居字寺ノ岱2542番1 ほか 12筆

篠崎　真一郎 笠間市 笠間市安居字爼倉3891番1

石川　三夫 笠間市 笠間市平町字大沢2230番 ほか 8筆

金子　祥一 笠間市 笠間市平町字大沢2147番1

大和田　廣一 笠間市 笠間市平町字大沢2117番1

上野　勝雄 笠間市 笠間市泉字池下3039番

小沼　祐 笠間市 笠間市押辺字吉添3007番1 ほか 31筆

園部　勇一 笠間市 笠間市土師字沖田丸1805番

瀧田　光一 笠間市 笠間市押辺字稲荷下2979番

長谷川　和志 笠間市 笠間市下郷字川北5619番

石川　馨 笠間市 笠間市下郷字三反田5266番 ほか 1筆

田口　孝 笠間市 笠間市安居字前口3601番

持丸　秀樹 笠間市 笠間市安居字東平3442番

真家　崇弥 石岡市 笠間市泉字池下489番 ほか 3筆

花島　常雄 牛久市 牛久市東猯穴町字猯穴1498番 ほか 2筆

中條　翔二 龍ケ崎市 牛久市女化町301番1 ほか 1筆

矢口　仁崇 牛久市 牛久市下根町字向地926番1 ほか 1筆

栗山　修一 龍ケ崎市 牛久市城中町字稲荷下2823番 ほか 7筆

對崎　徳男 つくば市 つくば市今鹿島字今鹿島5259番1 ほか 1筆

株式会社ふしちゃん つくば市 つくば市手子生字海道西2206番1 ほか 1筆

有限会社ファーマーズつくば つくば市 つくば市上郷字角内8684番 ほか 10筆

農事組合法人川口営農組合 つくば市 つくば市田倉字大境5106番 ほか 1筆
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有限会社JA谷田部アグリサービス つくば市 つくば市榎戸字本郷地710番6 ほか 2筆

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市小田字天神沖5455番 ほか 7筆

井上　俊男 つくば市 つくば市高須賀字十三石2728番

森口　雅也 つくば市 つくば市上郷字角内7888番 ほか 11筆

松田　聖史 つくば市 つくば市高野字新山1257番2 ほか 11筆

株式会社松稲園 潮来市 潮来市前川字前川310番

株式会社宮本工産 潮来市 潮来市潮来字十番6412番 ほか 56筆

赤井　太一 那珂市 那珂市戸字文殊院下7205番 ほか 1筆

常陸乃アグリ農事組合法人 東茨城郡城里町 那珂市門部字ハサマ下河原5767番 ほか 4筆

株式会社神崎グレイン 那珂市 那珂市本米崎字天神下3152番 ほか 1筆

川﨑　洋 那珂市 那珂市戸崎字霜田3542番 ほか 4筆

株式会社ユタカファーム 水戸市 那珂市堤字田向33番 ほか 1筆

株式会社フクダ ひたちなか市 那珂市瓜連字木ノ地1548番1

鈴木　正一 那珂市 那珂市北酒出字宮ノ脇2533（2）番

津田　重紀 那珂市 那珂市鴻巣字文洞5741番 ほか 3筆

株式会社みねしまふぁーむ 那珂市 那珂市後台字東崎2979番1 ほか 22筆

海野　浩行 那珂市 那珂市飯田字蟹内東2621番2

株式会社舘野農産 筑西市 筑西市井出蛯沢字南原1014番 ほか 7筆

三井不動産ワールドファーム株式会社 東京都中央区 筑西市中舘字曲松837番 ほか 1筆

篠崎　貞夫 筑西市 筑西市深見字宮端72番1 ほか 2筆

小林　良治 筑西市 筑西市深見字舘野112番 ほか 1筆

大塚　比古司 筑西市 筑西市柳字親田前116番

古澤　究 筑西市 筑西市飯田字飯田688番 ほか 2筆

堤　浩史 筑西市 筑西市向上野字白畑1641番

比氣　一刀 筑西市 筑西市成田字成田935番 ほか 17筆

有限会社荒山農産 筑西市 筑西市井出蛯沢字堀向7193番 ほか 15筆

田村　英博 筑西市 筑西市海老ヶ島字服引1166番 ほか 3筆

山口　貢 筑西市 筑西市海老江字八反田2501番 ほか 14筆

小林　和男 筑西市 筑西市深見字一三塚418番 ほか 1筆

島村　善夫 筑西市 筑西市門井字富士山2301番

北島　松雄 筑西市 筑西市中根字道保2番1 ほか 5筆

安達　伸吾 筑西市 筑西市小栗字下小栗東9381番

川澄　靖弘 筑西市 筑西市横塚字塚南364番 ほか 6筆

有限会社枝興業 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8353番

有限会社山善農園 筑西市 筑西市東榎生字東榎生1031番 ほか 1筆
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早瀬　晋 筑西市 筑西市落合字西田703番1

岡澤　隆太 稲敷市 稲敷市西代字東田980番1 ほか 11筆

金塚　敏之 稲敷市 稲敷市八筋川字八郎田733番 ほか 1筆

工藤　修央 稲敷市 稲敷市佐原組新田字佐原組226番 ほか 71筆

株式会社ファームサンアイ 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部699番1 ほか 2筆

工藤　修 稲敷市 稲敷市手賀組新田字伊佐部71番 ほか 5筆

塚本　二郎 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字石田6055番 ほか 3筆

額賀　實 行方市 行方市橋門字髙田716番 ほか 5筆

平野　敏 行方市 行方市於下字城口542番9 ほか 11筆

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1489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1831番 ほか 1筆

株式会社王愛農園 小美玉市 小美玉市野田字サノサワ1985番1 ほか 7筆

岡田　祐樹 行方市 小美玉市山野字溝内2024番 ほか 1筆

齋藤　温 鉾田市 小美玉市山野字犬塚前900番 ほか 3筆

櫻井　明美 小美玉市 小美玉市竹原中郷字十三1590番1 ほか 2筆

深作　政市 小美玉市 小美玉市先後字西前178番1

保田　寿 小美玉市 小美玉市部室字札塚17番

山口　幸男 行方市 小美玉市与沢字小境704番5

関　直人 小美玉市 小美玉市小岩戸字北原2022番6 ほか 9筆

株式会社ふぁーむあかね 小美玉市 小美玉市小川字大黒84番1 ほか 6筆

鶴田　信 小美玉市 小美玉市小岩戸字源道地795番 ほか 2筆

島田　正二 小美玉市 小美玉市花野井字東内936番1

有限会社アクト農場 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字坂東305番19 ほか 1筆

清水　裕一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町越安字西山1713番

高橋　英樹 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字猫田1828番 ほか 1筆

斉藤　卓也 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町若宮字金沢984番1

株式会社ベストファーム 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町福田字西の中2630番1 ほか 1筆

細田　達徳 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字井戸道1730番 ほか 2筆

株式会社ゆうゆう農園 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町田川字水神下893番 ほか 39筆

佐川　洋司 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町古河林字上1357番 ほか 9筆

山倉　仁夫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字古新田638番2 ほか 17筆

株式会社アグテック飯島 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町元栗橋字古樋619番1 ほか 20筆

株式会社光ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町塚崎字長井戸沼5191番 ほか 11筆

株式会社クローバー・ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町稲尾字宮戸川1388番

倉持　清一郎 猿島郡境町 猿島郡境町若林字鵠戸沼5609番 ほか 1筆
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株式会社おひさま 古河市 猿島郡境町塚崎字長井戸沼5122番

本谷　和幸 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町大房字川迎529番1

認可年月日

令和4年5月17日


