
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 

酒井 正治 土浦市 土浦市常名字川原 156番 28 ほか 11筆 

宮本 英男 土浦市 土浦市藤沢新田字桐木 621番 

来田 雅彦 土浦市 土浦市藤沢新田字前田 649番 2 ほか 4筆 

萩原 巌 土浦市 土浦市藤沢新田字内戸 61番 ほか 39筆 

柘植 昭 石岡市 石岡市大塚字大塚 2997番 ほか 114筆 

高野 美男 石岡市 石岡市大塚字大塚 3011番 ほか 41筆 

石田 政夫 石岡市 石岡市大塚字大塚 3025番 1 ほか 23筆 

柘植 教一 石岡市 石岡市大塚字大塚 2758番 ほか 20筆 

岡野 威 石岡市 石岡市大塚字大塚 2575番 ほか 2筆 

髙野 惣一 石岡市 石岡市大塚字大塚 2807番 ほか 2筆 

吉田 勝治 石岡市 石岡市大塚字大塚 2743番 1 ほか 6筆 

前沢 栄一 石岡市 石岡市大塚字大塚 2574番 ほか 3筆 

富田 武雄 石岡市 石岡市大塚字大塚 2534番 

大和田 進 石岡市 石岡市東成井字宮ノ後 635番 2 ほか 16筆 

やさと菜苑株式会社 石岡市 石岡市東成井字木ノ下 285番 ほか 106筆 

細金 秀隆 高萩市 高萩市赤浜字定田 1042番 ほか 1筆 

坂本 喜久男 高萩市 高萩市秋山字舟間 3842番 ほか 1筆 

有限会社コスモアグ

リサービス 
高萩市 高萩市秋山字河原 3808番 ほか 3筆 

株式会社シモタ農芸 取手市 取手市貝塚字貝塚 535番 ほか 25筆 

野口 善久 取手市 取手市貝塚字貝塚 704番 ほか 7筆 

猪瀬 利夫 取手市 取手市貝塚字貝塚 616番 ほか 10筆 

塙 誠雄 ひたちなか市 ひたちなか市中根字荒谷 4411番 ほか 2筆 

安 富生 ひたちなか市 ひたちなか市中根字荒谷 4426番 1 ほか 4筆 

安 勝徳 ひたちなか市 ひたちなか市中根字荒谷 4371番 ほか 1筆 

永井 彰一 ひたちなか市 ひたちなか市中根字舘野 3436番 2 ほか 4筆 

安 良訓 ひたちなか市 ひたちなか市中根字荒谷 4383番 2 ほか 4筆 

西野 肇 ひたちなか市 ひたちなか市中根字中内 6196番 ほか 1筆 

安 賢二 ひたちなか市 ひたちなか市中根字荒谷 4383番 1 ほか 3筆 

西野 美和子 ひたちなか市 ひたちなか市中根字荒谷 4473番 ほか 11筆 

塙 良雄 ひたちなか市 ひたちなか市中根字荒谷 4447番 ほか 8筆 



打越 公 ひたちなか市 ひたちなか市中根字大和田 6381番 ほか 8筆 

大川 悟 鹿嶋市 鹿嶋市清水字共進 1878番 ほか 50筆 

長岡 隆好 鹿嶋市 鹿嶋市角折字信 2370番 ほか 84筆 

鬼沢 健一 鉾田市 鹿嶋市浜津賀字本山 824番 10 

箕輪 秋雄 行方市 鹿嶋市浜津賀字中 1189番 ほか 2筆 

浅野 昭夫 鹿嶋市 鹿嶋市志崎字三区 1288番 ほか 1筆 

農事組合法人塩田 常陸大宮市 常陸大宮市西塩子字塚田 1954番 ほか 40筆 

大貫 寛一 常陸大宮市 常陸大宮市西塩子字牛久保 1907番 ほか 5筆 

内田 寛 常陸大宮市 常陸大宮市上檜沢字高岡 2164番 ほか 2筆 

小泉 重信 常陸大宮市 常陸大宮市岩崎字入ノ内下 1221番 1 ほか 2筆 

広木 保 常陸大宮市 常陸大宮市岩崎字入ノ内下 1171番 1 ほか 2筆 

天海 眞 常陸大宮市 常陸大宮市岩崎字泉前 1255番 1 ほか 5筆 

古東 篤 常陸大宮市 常陸大宮市国長字原 470番 1 ほか 1筆 

引場 昭仁 常陸大宮市 常陸大宮市下小瀬字大根田 493番 1 

岡﨑 守 常陸大宮 常陸大宮市下小瀬字大根田 2094番 ほか 1筆 

有限会社関口総業 筑西市 筑西市直井字直井 835番 1 ほか 24筆 

株式会社筑西農事

産業 
筑西市 筑西市成田字北成田 732番 1 ほか 15筆 

比氣 一刀 筑西市 筑西市川連字本須 354番 ほか 7筆 

稲葉 祐一 筑西市 筑西市茂田字前田 2073番 

塩澤 和久 筑西市 筑西市上平塚字大道北 932番 ほか 12筆 

臼井 信男 筑西市 筑西市上平塚字大道北 890番 1 

石塚 正実 筑西市 筑西市石塔字石塔 539番 ほか 9筆 

松本 一雄 筑西市 筑西市羽方字萩島前 469番 ほか 6筆 

薄井 正一 筑西市 筑西市下高田字草刈橋 199番 2 ほか 1筆 

早瀬 英昭 筑西市 筑西市落合字宮田 671番 ほか 3筆 

株式会社舘野農産 筑西市 筑西市野字前田 30番 1 ほか 34筆 

相沢 肇 筑西市 筑西市関本分中字本郷下 564番 1 ほか 2筆 

小波 次男 筑西市 筑西市藤ケ谷字谷中 1729番 1 

飯島 一成 筑西市 筑西市小栗字稲荷 9646番 ほか 13筆 

古谷野 儀市 筑西市 筑西市大関字鎌堀 1572番 ほか 3筆 

農事組合法人谷中

協業 
筑西市 筑西市五所宮字宮東 1368番 ほか 2筆 

関 勝 筑西市 筑西市藤ケ谷字島崎 569番 1 ほか 5筆 



川田 誠一 筑西市 筑西市西方字西方 1996番 1 ほか 1筆 

中野 昭 筑西市 筑西市蓮沼字天神 263番 ほか 14筆 

菊池 良信 筑西市 筑西市布川字東原 503番 

有限会社ワールドフ

ァーム 
つくば市 筑西市布川字本宿 692番 ほか 5筆 

前田 直人 筑西市 筑西市布川字本宿 684番 2 ほか 4筆 

江連 信行 筑西市 筑西市布川字十二天原 308番 33 

坂入 邦雄 筑西市 筑西市子思儀字子思儀 769番 ほか 5筆 

國府田 利夫 筑西市 筑西市関本肥土字本郷 193番 2 ほか 8筆 

栗島 健司 筑西市 筑西市関本上字深町 2642番 

小島 直由 筑西市 筑西市田宿字中島 1380番 ほか 9筆 

廣瀨 達男 筑西市 筑西市西榎生字西榎生 1024番 ほか 5筆 

谷中 英男 筑西市 筑西市落合字谷中 109番 1 ほか 1筆 

大塚 比古司  筑西市 筑西市細田字沼田 702番 ほか 8筆 

栗島 市郎 下妻市 筑西市中村新田字大宝溜井 115番 

有限会社枝興業 筑西市 筑西市門井字祇園 2321番 ほか 11筆 

小林 昇 筑西市 筑西市辻字橋本 913番 ほか 15筆 

江田 治男 筑西市 筑西市笹塚字笹塚 861番 1 ほか 8筆 

臼井 俊 筑西市 筑西市掉ケ島字掉ケ島 506番 ほか 8筆 

渡辺 芳治 筑西市 筑西市深見字宮西 1283番 ほか 5筆 

青木 茂行 筑西市 筑西市下野殿字下野殿 1356番 1 ほか 3筆 

渡辺 和弘 筑西市 筑西市飯田字一丁田 622番 ほか 3筆 

長須 衛 筑西市 筑西市川連字本須 295番 1 ほか 4筆 

有限会社小林農産 筑西市 筑西市小栗字御殿 8448番 ほか 114筆 

舘野 煇 筑西市 筑西市小栗字下小栗西 8228番 ほか 23筆 

飯島 優 筑西市 筑西市小栗字下小栗東 9381番 

安達 三郎 筑西市 筑西市小栗字御殿 8476番 ほか 4筆 

有限会社荒山農産 筑西市 筑西市小栗字下小栗西 8118番 ほか 228筆 

鈴木 敬司 筑西市 筑西市小栗字加草 7494番１ ほか 9筆 

藤田 富男 筑西市 筑西市小栗字稲荷宿西 7411番 ほか 50筆 

岡田 栄 筑西市 筑西市小栗字稲荷宿西 7379番 ほか 5筆 

中島 誠一 筑西市 筑西市小栗字宮本前 7132番 ほか 8筆 

藤澤 修 筑西市 筑西市小栗字加草 7890番 ほか 7筆 

小幡 健一 筑西市 筑西市小栗字御殿 8495番 



島村 善夫 筑西市 筑西市小栗字下小栗西 8311番１ ほか 5筆 

薄 純孝 筑西市 筑西市小栗字上町西 7563番 ほか 10筆 

中茎 稔 筑西市 筑西市小栗字仲町西 7692番 

島田 孝一 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字一の瀬 517番 ほか 1筆 

宮本 剛 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 51番 ほか 2筆 

仲島 清 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字木ノ川 923番地１ 

小島 忠夫 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字木ノ川 950番 1 ほか 2筆 

元木 智夫 かすみがうら市 かすみがうら市市川字根田 845番 ほか 1筆 

鈴木 昇 桜川市 桜川市大曽根字鏡 1792番 1 ほか 1筆 

萩原 裕一 桜川市 桜川市阿部田字立野 2139番１ ほか 18筆 

有限会社イワセアグ

リセンター 
桜川市 桜川市富岡字鍬田堰 783番 ほか 1筆 

立花 健次 神栖市 神栖市鰐川字鰐川 445番 ほか 2筆 

廣木 功 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字久保下 2931番 ほか 12筆 

小幡 利克 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字中道端 2902番 ほか 4筆 

鯉渕 榮一 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字中道端 2896番 1 ほか 6筆 

稲川 義一 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字中道端 2905番 ほか 1筆 

農事組合法人東海

あくつ 
那珂郡東海村 那珂郡東海村白方字洞下 1926番 1 ほか 1筆 

坂野 義信 結城郡八千代町 結城郡八千代町本郷字広田 44番 ほか 15筆 

小竹 敏男 結城郡八千代町 結城郡八千代町本郷字内川原 434番 1 ほか 1筆 

生井 一郎 結城郡八千代町 結城郡八千代町成田字中茎 263番地 1 

安田 正男 結城郡八千代町 結城郡八千代町西大山字大谷原 985番 

猪瀬 義明 結城郡八千代町 結城郡八千代町佐野字大島 1412番 ほか 3筆 

古橋 亨 結城郡八千代町 結城郡八千代町仁江戸字大境 2514番 ほか 8筆 

飯ケ谷 俊弘 結城郡八千代町 結城郡八千代町袋字惣田 420番 ほか 16筆 

小菅 乾一 結城郡八千代町 結城郡八千代町若字新堤 1915番１ ほか 2筆 

中山 貴宏 結城郡八千代町 結城郡八千代町仁江戸字大境 2496番 ほか 1筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年２月 12日 


