
１ 農用地利用配分計画の概要 

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 

氏名又は名称 住所 

高橋 英一 水戸市 水戸市平須町字道向 2479番 

株式会社いまつばら食品工

業 
水戸市 水戸市中河内町字八反 1184 番 ほか 6筆 

株式会社ベストフーズ ひたちなか市 水戸市中河内町字下新工 1759 番 ほか 5筆 

高橋 基 水戸市 水戸市塩崎町字飯島前 3613 番 ほか 6筆 

吉川 勝久 水戸市 水戸市塩崎町字新田原 687 番 2 ほか 91筆 

栗原 茂之 水戸市 水戸市塩崎町字上沼 3087番 ほか 5筆 

佐藤 晃一 水戸市 水戸市塩崎町字次郎五前 2919 番 ほか 11筆 

吉川 忠義 水戸市 水戸市塩崎町字新田原 3515 番 ほか 7筆 

市毛 行基 水戸市 水戸市塩崎町字新田原 3498 番 ほか 5筆 

櫻井 宏司 水戸市 水戸市平戸町字東 2355番 

栢内 孝允 水戸市 水戸市平戸町字東ノ越 1855 番 

田中 智之 水戸市 水戸市平戸町字下反田 410 番 1 ほか 7筆 

株式会社荒川アグリ 古河市 古河市東山田字小立野東 2781 番 ほか 147筆 

有限会社アグリファクトリー 古河市 古河市東山田字小立野東 2769 番 ほか 7筆 

吉葉 智幸 古河市 古河市東山田字小立野前 3167 番 ほか 3筆 

神山 晃一 古河市 古河市東山田字小立野東 2763 番 ほか 10筆 

川上 悦弘 古河市 古河市東山田字小立野 2946 番 4 ほか 10筆 

農事組合法人宮崎協業 結城市 結城市鹿窪字香取下 1794番 1 ほか 339筆 

野村 孟 結城市 結城市小森字大桑 2099番 ほか 164筆 

塚原 勝弘 結城市 結城市林字林 839番 ほか 60 筆 

大木 作次 結城市 結城市小森字大桑 2172番 1 ほか 3筆 

中山 米子 結城市 結城市小森字大桑 2171番 

吉田 和朗 結城市 結城市中字中田 1712番 ほか 4筆 

稲葉 茂 結城市 結城市小田林字水深 23番 ほか 18筆 

農事組合法人にいぼり 下妻市 下妻市新堀字前 606番 ほか 217筆 

山中 宗治 下妻市 下妻市新堀字前 688番 ほか 1筆 

猪瀬 喜好 下妻市 下妻市新堀字前 656番 ほか 1筆 

渡辺 国郎 下妻市 下妻市新堀字前 761番 ほか 2筆 

篠原 徹 常陸太田市 常陸太田市上河合町字一丁目 100番 ほか 4筆 

川又 康雄 常陸太田市 常陸太田市中利員町字篭田 2183番 1 ほか 4筆 



川﨑 康雄 常陸太田市 常陸太田市薬谷町字壱丁目 1056番 

成井 一男 常陸太田市 常陸太田市西宮町字天王 1773 番 ほか 2筆 

大平 一臣 北茨城市 北茨城市磯原町上相田字裏木戸 1002番 ほか 2筆 

内桶 静 笠間市 笠間市小原字小原 5084番 

塙 恵一 笠間市 笠間市小原字小原 5416番 ほか 1筆 

萩原 富男 笠間市 笠間市小原字滝川 4793番 ほか 30筆 

藤枝 隆一 笠間市 笠間市小原字滝川 4811番 ほか 17筆 

吹野 健司 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 894番 1 ほか 8筆 

萩野谷 建夫 笠間市 笠間市南友部字南友部 2278 番 1 ほか 32筆 

冨田 基夫 笠間市 笠間市南友部字南友部 2182 番 ほか 11筆 

須藤 雄一郎 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 686番 1 ほか 23筆 

小松﨑 朝行 笠間市 笠間市五平字五平 203番 ほか 1筆 

小薗江 昭 笠間市 笠間市南友部字南友部 2169 番 ほか 24筆 

来栖 茂 笠間市 笠間市小原字小原 5478番 ほか 2筆 

高安 行男 笠間市 笠間市小原字小原 5373番 1 ほか 2筆 

小薗江 一三 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 805番 ほか 42筆 

須藤 昭壽 笠間市 笠間市小原字滝川 4721番 ほか 36筆 

須藤 正英 笠間市 笠間市小原字滝川 4690番 ほか 27筆 

内桶 昇 笠間市 笠間市南友部字南友部 2314 番 ほか 15筆 

大槻 順一 鹿嶋市 鹿嶋市和字塙三 2607番 

大川 悟 鹿嶋市 鹿嶋市清水字日の出 1739番 ほか 3筆 

井坂 英樹 鉾田市 鹿嶋市武井釜字後 447番 6 ほか 1筆 

有限会社イワセアグリセンタ

ー 
桜川市 桜川市富岡字北 89番 1 ほか 8筆 

ＪＡ北つくばアグリファーム株

式会社 
筑西市 桜川市真壁町上小幡字大の川 1549番 1 ほか 9筆 

農事組合法人アグリピア松田 桜川市 桜川市松田字西田 615番 ほか 70筆 

境堀 登美雄 鉾田市 鉾田市大竹字磯辺 1821番 2 ほか 4筆 

平沼 忠一 鉾田市 鉾田市大竹字磯辺 1906番 ほか 1筆 

戸倉 初江 鉾田市 鉾田市大竹字磯辺 1796番 ほか 3筆 

小松崎 正彦 鉾田市 鉾田市大竹字磯辺 1888番 ほか 11筆 

小野瀬 治男 鉾田市 鉾田市大竹字磯辺 1872番 1 ほか 2筆 

菅谷 卓司 鉾田市 鉾田市上幡木字みどり野 134 番 ほか 15筆 

人見 孝之 鉾田市 鉾田市上幡木字小谷原 104 番 ほか 3筆 



小見 健一 鉾田市 鉾田市江川字文栄 110番 ほか 1筆 

小沼 忠衛 鉾田市 鉾田市上幡木字紫野 314番 

飯島 俊雄 鉾田市 鉾田市上幡木字紫野 297番 1 ほか 1筆 

鈴木 誠一 鉾田市 鉾田市上幡木字小谷原 107 番 ほか 4筆 

菅谷 昭司 鉾田市 鉾田市上幡木字白鳥西 172 番 ほか 4筆 

人見 邦弥 鉾田市 鉾田市江川字袖町 122番 

日向寺 和男 鉾田市 鉾田市上幡木字清水 867番 2 ほか 3筆 

北山 一男 鉾田市 鉾田市上幡木字白鳥西 175 番 ほか 2筆 

東峯 一二 鉾田市 鉾田市上幡木字白鳥西 173 番 ほか 1筆 

日向寺 衛 鉾田市 鉾田市上幡木字紫野 316番 ほか 2筆 

中根 貢貴 鉾田市 鉾田市江川字袖町 136番 ほか 13筆 

川島 康一 鉾田市 鉾田市江川字泉 88番 

山口 美一 鉾田市 鉾田市上幡木字瑞穂 255番 ほか 1筆 

菅谷 藤右衛門 鉾田市 鉾田市上幡木字白鷺 63番 

菅谷 正之 鉾田市 鉾田市上幡木字みどり野 151 番 ほか 30筆 

菅谷 教通 鉾田市 鉾田市上幡木字美穂 202番 ほか 6筆 

村岡 かおり 鉾田市 鉾田市札字弘法 1513番 ほか 1筆 

小見 智郎 鉾田市 鉾田市上幡木字金井作 862 番 6 ほか 11筆 

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太田 1035 番 ほか 14筆 

有限会社本多農園 つくばみらい市 つくばみらい市樛木字樛木 703 番 ほか 18筆 

中山 和彦 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 96 番 ほか 2筆 

古橋 健光 つくばみらい市 つくばみらい市成瀬字成瀬 903 番 1 ほか 6筆 

農事組合法人やわら生産組

合 
つくばみらい市 つくばみらい市上長沼字西 1509 番 ほか 2筆 

農事組合法人筑波みらい つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字南耕地 1099番 ほか 23筆 

髙野 智光 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地 1439番 1 ほか 13筆 

石野 正美 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷 965 番 ほか 8筆 

有限会社 PIONEER FARM 小美玉市 小美玉市中野谷字鶴田道 549 番 3 

横田 一徳 
東茨城郡大洗

町 
東茨城郡大洗町字瓜畑 4899 番 ほか 10筆 

有限会社ながさお農産 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字古流作 5084番 ほか 69筆 

高保村農事組合法人 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町田川字高江間 1062番 ほか 21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大浦 1623番 ほか 2筆 



有限会社横田農場 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字内野 8157 番 ほか 1筆 

織原 敏明 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町布鎌字布鎌 66 番 ほか 7筆 

川村 勝美 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字流作 10060 番 ほか 3筆 

木内 章 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字新流作 4999番 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年１月 28日 


