
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 

関根 薫 鉾田市 水戸市中河内町字漆畑 1718番 1 ほか 21筆 

江幡 明男 水戸市 水戸市青柳町字大森 3968番 

有限会社照沼農園 水戸市 水戸市堀町字新堤 2605番 1 ほか 3筆 

小川 剛 常陸太田市 日立市神田町字雨田 736番 ほか 3筆 

相田 隆司 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴馬町字一区 3282番 ほか 3筆 

池田 克之 龍ケ崎市 龍ケ崎市長峰町字須賀前 1275番 ほか 9筆 

池田 富美子 龍ケ崎市 龍ケ崎市長峰町字東前 860番 ほか 16筆 

市田 和義 龍ケ崎市 龍ケ崎市豊田町字水道 687番 ほか 5筆 

稲葉 雅一 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字二区 508番 ほか 21筆 

岩田 利夫 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字二区 452番 1 ほか 38筆 

大内 俊郎 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町字中台 38番 ほか 20筆 

大越 泰一 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区 545番 2 ほか 33筆 

大野 栄 稲敷郡河内町 龍ケ崎市八代町字篭田 1432番 ほか 13筆 

大野 誠一郎 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区 744番 ほか 23筆 

岡澤 正美 龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字上川向 2520番 ほか 13筆 

岡野 孝 龍ケ崎市 龍ケ崎市板橋町字北ノ下 3582番 

川村 勝美 稲敷郡河内町 龍ケ崎市宮渕町字一区 1310番 ほか 24筆 

北澤 琴江 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字須賀前 1655番 ほか 55筆 

木村 一夫 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1554番 

木村 孝男 龍ケ崎市 龍ケ崎市板橋町字境下 3499番 

木村 裕一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1387番 ほか 88筆 

國松 俊幸 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴馬町字二区 3355番 1 ほか 12筆 

倉井 政子 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴馬町字二区 3478番 2 ほか 4筆 

黒須 洋一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1697番 ほか 166筆 

鴻巣 文雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区 576番 ほか 11筆 

鴻巣 充克 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴馬町字一区 3315番 ほか 1筆 

酒井 敏雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市高作町字高作下 270番 ほか 11筆 

椎名 忠行 龍ケ崎市 龍ケ崎市羽原町字城ノ下 178番 ほか 73筆 

菅生 英史 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴馬町字二区 3346番 1 ほか 30筆 

菅生 健二 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1710番 ほか 80筆 

関口 逸郎 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町字中台 128番 ほか 18筆 



関野 勉 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1328番 ほか 1筆 

塚崎 三男 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町字三斗蒔 265番 ほか 84筆 

塚本 正美 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町字中台 94番 1 ほか 14筆 

中澤 清 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1472番 

中山 務 龍ケ崎市 龍ケ崎市長峰町字東前 868番 ほか 26筆 

農事組合法人長戸北部

営農組合 
龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字下 4634番 ほか 11筆 

長町 薫 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区 1848番 ほか 4筆 

農事組合法人宮本農産 龍ケ崎市 龍ケ崎市羽原町字橋ノ下 2173番 ほか 344筆 

村野 誠 稲敷郡河内町 龍ケ崎市宮渕町字一区 1074番 1 ほか 12筆 

八代 治男 龍ケ崎市 龍ケ崎市長峰町字沖前 1350番 ほか 1筆 

横田 忠雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字桜田 1375番 ほか 28筆 

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字新田 1843番 1 ほか 599筆 

株式会社ライス＆グリーン

石島 
下妻市 下妻市今泉字広岡 189番 1 ほか 615筆 

飯島 昇 下妻市 下妻市二本紀字辻 63番 ほか 10筆 

飯塚 隆光 下妻市 下妻市二本紀字辻 47番 ほか 13筆 

飯塚 洋司 下妻市 下妻市二本紀字行田 569番 ほか 12筆 

猪瀨 秀雄 下妻市 下妻市今泉字広岡 350番 1 ほか 5筆 

岩田 章 下妻市 下妻市二本紀字台畑 134番 ほか 7筆 

岩田 菊夫 下妻市 下妻市二本紀字台畑 115番 2 ほか 41筆 

岩田 武男 下妻市 下妻市二本紀字辻 58番 ほか 3筆 

岩本 明久 下妻市 下妻市今泉字広岡 270番 4 ほか 3筆 

草間 達也 下妻市 下妻市二本紀字二本紀前 467番 1 ほか 59筆 

草間 誠 下妻市 下妻市二本紀字前田 389番 1 ほか 36筆 

栗田 富夫 下妻市 下妻市二本紀字二本紀前 477番 1 ほか 36筆 

黒川 綾子 下妻市 下妻市二本紀字三丈 420番 5 ほか 11筆 

黒川 貫市 下妻市 下妻市二本紀字台畑 112番 1 ほか 15筆 

黒川 正夫 下妻市 下妻市二本紀字三丈 412番 1 ほか 7筆 

小口 賢治 下妻市 下妻市二本紀字辻 14番 ほか 3筆 

鈴木 榮 下妻市 下妻市二本紀字東 845番 1 ほか 5筆 

関川 幸一 下妻市 下妻市今泉字広岡 287番 1 ほか 13筆 

舘野 則夫 下妻市 下妻市今泉字屋志田 2045番 ほか 1筆 

舘野 正男 下妻市 下妻市今泉字屋志田 1990番 ほか 3筆 



寺田 利夫 下妻市 下妻市二本紀字辻 69番 1 ほか 13筆 

寺田 光浩 下妻市 下妻市二本紀字三丈 451番 2 ほか 8筆 

寺田 武夫 下妻市 下妻市二本紀字二本紀前 505番 ほか 4筆 

野口 健一 下妻市 下妻市二本紀字辻 45番 ほか 9筆 

野口 清一 下妻市 下妻市二本紀字辻 9番 1 ほか 11筆 

野口 正美 下妻市 下妻市二本紀字行田 540番 2 

中山 良平 下妻市 下妻市今泉字屋志田 2064番 ほか 24筆 

野村 正雄 下妻市 下妻市中居指字山王 1379番 ほか 3筆 

野村 操 下妻市 下妻市二本紀字東 919番 ほか 12筆 

小林 稔 下妻市 下妻市高道祖字長島 5357番 1 ほか 2筆 

野中 洋一 結城郡八千代町 下妻市今泉字堤外 1757番 

増田 智之 下妻市 下妻市今泉字広岡 270番 1 ほか 4筆 

山口 荘治 下妻市 下妻市小島字東鍵田 400番 ほか 10筆 

杉田 真一郎 下妻市 下妻市宗道字明地 2279番 1 ほか 2筆 

磯山 栄一 下妻市 下妻市半谷字兎田 1232番 1 ほか 5筆 

鈴木 芳男 下妻市 下妻市尻手字谷田 267番 1 ほか 2筆 

島田 光善 下妻市 下妻市江字勝水田 2780番 ほか 1筆 

渡辺 国郎 下妻市 下妻市原字新田前 1046番 1 ほか 18筆 

木村 義男 下妻市 下妻市平川戸字高田原 919番 1 ほか 7筆 

田村 光正 守谷市 下妻市大串字平沼 458番 1 ほか 1筆 

飯泉 弘 下妻市 下妻市伊古立字前田 577番 ほか 7筆 

粟野 寿広 下妻市 下妻市下宮字二丁歩 1094番 ほか 3筆 

篠﨑 宏之 下妻市 下妻市福田字前原 2131番 7 ほか 2筆 

廣瀬 文夫 下妻市 下妻市鯨字俗間 3068番 ほか 5筆 

杉田 恒夫 下妻市 下妻市長萱字塩ノ宮 945番 ほか 3筆 

植野 日出夫 下妻市 下妻市江字鹿島 315番 ほか 15筆 

山中 宗治 下妻市 下妻市加養字蓮田 4280番 ほか 13筆 

斉藤 繁夫 下妻市 下妻市唐崎字東脇 1121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 4309番 

島田 光枝 下妻市 下妻市江字下沼 2464番 ほか 2筆 

栗島 市郎 下妻市 下妻市福田字西賀美田 1059番 1 ほか 5筆 

中島 勝美 下妻市 下妻市見田字見田西 1020番 ほか 1筆 

木村 新寿 下妻市 下妻市加養字合沼 986番 ほか 20筆 

稲川 隆 下妻市 下妻市古沢字川入 75番 ほか 34筆 



坂入 隆 結城郡八千代町 下妻市平方字稲荷西 868番 1 ほか 9筆 

小林 俊郎 下妻市 下妻市平方字町田 1219番 ほか 11筆 

人見 精一 下妻市 下妻市鎌庭字舘野 2608番 

増山 保 下妻市 下妻市樋橋字勝負田 1270番 ほか 7筆 

中山 俊一 下妻市 下妻市横根字白金 542番 ほか 7筆 

稲川 正則 下妻市 下妻市袋畑字浜田 450番 ほか 15筆 

関 純生 下妻市 下妻市北大宝字釜ヶ圦 670番 1 ほか 10筆 

松﨑 茂 下妻市 下妻市高道祖字桜塚 4897番 ほか 8筆 

笠島 修 下妻市 下妻市高道祖字長島 5336番 

外山 清 下妻市 下妻市半谷字堀中 969番 ほか 1筆 

谷田部 恒夫 下妻市 下妻市加養字浜 287番 

農事組合法人にいぼり 下妻市 下妻市加養字浮馬 4475番 

塚田 登 下妻市 下妻市半谷字地蔵橋 71番 1 ほか 1筆 

猪瀬 喜好 下妻市 下妻市加養字松屋敷 173番 ほか 5筆 

大塚 修一 下妻市 下妻市北大宝字神敷 1470番 ほか 2筆 

杉山 榮 下妻市 下妻市高道祖字鏡ケ池 1586番 ほか 1筆 

板橋 節子 結城郡八千代町 下妻市下栗字野方 201番 2 

磯山 喜一郎 下妻市 下妻市北大宝字根ノ下 1489番 ほか 4筆 

塚田 雄二 下妻市 下妻市大木字前原 2134番 8 ほか 5筆 

安達 令一 下妻市 下妻市江字鹿島 307番 1 ほか 1筆 

小田部 恒雄 下妻市 下妻市福田字西賀美田 1097番 ほか 14筆 

佐藤 久一 下妻市 下妻市神明字北山 57番 1 ほか 2筆 

千勝 英勇 下妻市 下妻市大串字富士 615番 1 ほか 8筆 

横瀬 勝久 下妻市 下妻市下田字中通 1055番 ほか 1筆 

役野 明良 筑西市 下妻市平方字七反畑 520番 ほか 3筆 

野部 幸男 下妻市 下妻市数須字高田 927番 ほか 7筆 

内田 茂雄 下妻市 下妻市宗道字明地 2103番 ほか 1筆 

和田 勇 常総市 常総市中山町字荒田 1205番 ほか 36筆 

永瀬 仁一 常総市 常総市中山町字根田 1125番 ほか 15筆 

結束 隆司 常総市 常総市中山町字根田 1140番 ほか 31筆 

川田 長夫 常総市 常総市中山町字荒田 1198番 ほか 4筆 

有限会社ワールドファーム つくば市 常陸太田市常福地町字樫村内 403番 ほか 16筆 

有限会社みずほ農援 常陸太田市 常陸太田市薬谷町字一丁目 992番 ほか 25筆 

綿引 翔一 常陸太田市 常陸太田市小島町字一区 258番 ほか 1筆 



成井 一男 常陸太田市 常陸太田市大里町字中町 665番 1 ほか 2筆 

鈴木 定夫 常陸太田市 常陸太田市大里町字宮町 113番 1 ほか 6筆 

川﨑 康雄 常陸太田市 常陸太田市薬谷町字一丁目 1125番 ほか 9筆 

栗原 玄樹 常陸太田市 常陸太田市東連地町字宮下 2441番 

永田 親一 常陸太田市 常陸太田市薬谷町字一丁目 986番 ほか 9筆 

大平 一臣 北茨城市 北茨城市磯原町上相田字田ノ神 1330番 ほか 3筆 

大部 正広 北茨城市 北茨城市中郷町小野矢指字細田 523番 ほか 159筆 

鈴木 三生 北茨城市 北茨城市磯原町豊田字稲干場 1286番 

上神谷 英典 北茨城市 北茨城市中郷町足洗字ミサコ前 1015番 ほか 25筆 

友部 義正 笠間市 笠間市小原字後田 613番 1 ほか 60筆 

大和田 廣一 笠間市 笠間市金井字金井前 801番 ほか 56筆 

有限会社瑞穂農場 常陸大宮市 笠間市小原字塙谷 321番 ほか 61筆 

萩野谷 建夫 笠間市 笠間市小原字小原 5367番 ほか 128筆 

冨田 基夫 笠間市 笠間市南友部字南友部 2173番 

吹野 健司 笠間市 笠間市小原字小原 5452番 ほか 59筆 

駒林 新一 笠間市 笠間市住吉字寺前 1897番 ほか 22筆 

渡辺 洋志 笠間市 笠間市旭町字西原 492番 2 ほか 1筆 

臼井 幸則 笠間市 笠間市下郷字古薬師 3793番 1 ほか 4筆 

生駒 敏文 笠間市 笠間市上郷字新田 4623番 ほか 117筆 

小薗江 昭 笠間市 笠間市小原字中道 1236番 ほか 12筆 

須藤 雄一郎 笠間市 笠間市小原字小原 5113番 ほか 42筆 

内桶 昇 笠間市 笠間市小原字小原 5169番 2 ほか 6筆 

小薗江 一三 笠間市 笠間市小原字中道 1884番 ほか 4筆 

須藤 昭壽 笠間市 笠間市小原字明理沢 5021番 ほか 5筆 

藤枝 龍一郎 笠間市 笠間市五平字五平 305番 ほか 7筆 

藤枝 隆一 笠間市 笠間市小原字柏原 4775番 ほか 2筆 

片見 功 笠間市 笠間市小原字中道 1892番 2 ほか 3筆 

友部 巧造 笠間市 笠間市小原字後田 456番 ほか 5筆 

富田 文訓 笠間市 笠間市小原字諏訪 378番 1 ほか 15筆 

柴田 隆吉 笠間市 笠間市湯崎字石沢前 1486番 ほか 3筆 

小沢 健 笠間市 笠間市湯崎字堂下 1362番 ほか 8筆 

大貫 忍 笠間市 笠間市仁古田字冨士下 1232番 ほか 7筆 

矢萩 一也 笠間市 笠間市湯崎字石沢前 1517番 ほか 65筆 

柴田 正司 笠間市 笠間市長兎路字根崎 1175番 ほか 5筆 



大貫 規雄 笠間市 笠間市仁古田字辺田下 1302番 ほか 3筆 

内桶 静 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 678番 

上野 順一 笠間市 笠間市住吉字寺前 1834番 ほか 47筆 

菅谷 康男 笠間市 笠間市湯崎字石沢前 1533番 ほか 1筆 

赤津 実 笠間市 笠間市住吉字堂下 1731番 ほか 39筆 

佐久間 衛 笠間市 笠間市住吉字堂下 1772番 ほか 1筆 

上野 清彦 笠間市 笠間市長兎路字三夜下 1202番 ほか 2筆 

長谷川 隆 笠間市 笠間市上郷字町田 4421番 1 ほか 15筆 

松田 健一 笠間市 笠間市上郷字町田 4413番 ほか 60筆 

髙橋 昭 笠間市 笠間市小原字山王 1093番 ほか 40筆 

奥津 忍 笠間市 笠間市下郷字堂山池下 6278番 ほか 4筆 

高安 行男 笠間市 笠間市小原字諏訪 389番 2 ほか 34筆 

長沼 竹夫 牛久市 牛久市島田町字島田 280番 ほか 72筆 

栗山 壮史 牛久市 牛久市遠山町字勘定 967番 

齊藤 征一 龍ケ崎市 牛久市島田町字島田 320番 ほか 7筆 

中根 成七 牛久市 牛久市島田町字島田 113番 ほか 3筆 

酒井 勇 牛久市 牛久市島田町字島田 34番 1 ほか 11筆 

中根 市左衛門 牛久市 牛久市島田町字島田 41番 1 ほか 34筆 

沢辺 康雄 つくば市 つくば市小田字松並木 5597番 ほか 2筆 

米嶋 明男 つくば市 つくば市池田字池田裏 1463番 ほか 1筆 

渡辺 哲雄 つくば市 つくば市池田字榎町 1443番 

宮本 英男 土浦市 つくば市下大島字宮崎 2019番 

加園 宏則 つくば市 つくば市安食字又丸 2694番 ほか 4筆 

小島 博 つくば市 つくば市北条字柊 6153番 ほか 2筆 

髙野 喜仁 つくば市 つくば市上岩崎字八反田 2331番 ほか 1筆 

中島 恒太郎 つくば市 つくば市北条字柊 6168番 ほか 2筆 

土田 昇 つくば市 つくば市上郷字山下 5436番 ほか 4筆 

新関 恵一 つくば市 つくば市境松字境松 4番 2 ほか 1筆 

沼尻 薫 つくば市 つくば市松塚字松塚 1333番 ほか 3筆 

日辻 文雄 つくば市 つくば市小田字砂田 5911番 ほか 5筆 

山中 光雄 つくば市 つくば市上岩崎字駒込西 2263番 ほか 6筆 

飯島 隆夫 つくば市 つくば市上郷字海道東 7711番 ほか 1筆 

片岡 一男 つくば市 つくば市池田字榎町 1444番 ほか 1筆 

櫻井 康幸 つくば市 つくば市池田字下川 1574番 ほか 7筆 



宇都野 理市 つくば市 つくば市吉沼字新前原 6056番 ほか 54筆 

有限会社ＪＡ谷田部アグリ

サービス 
つくば市 つくば市東平塚字南田 1258番 ほか 91筆 

横田 渡 つくば市 つくば市水堀字横田 702番 ほか 37筆 

斉藤 芳夫 つくば市 つくば市中別府字中別府 718番 ほか 24筆 

横田 章一 つくば市 つくば市水堀字鎗ケ崎 609番 ほか 55筆 

助川 俊郎 つくば市 つくば市池田字屋敷前 1530番 ほか 68筆 

有限会社関農産 つくば市 つくば市北太田字田向 1072番 ほか 178筆 

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市小田字八幡前 5327番 ほか 103筆 

有限会社根本農場 つくば市 つくば市大曽根字大町 907番 ほか 85筆 

有限会社ファーマーズつ

くば 
つくば市 つくば市沼崎字東原 3845番 ほか 225筆 

仲田 孝 潮来市 潮来市上戸字水喰 2901番 ほか 3筆 

株式会社住化ファーム茨

城 
東京都中央区 守谷市大木字中押 3747番 ほか 142筆 

有限会社ソメノグリーンフ

ァーム 
坂東市 守谷市野木崎字中道下 5364番 ほか 20筆 

寺田 武夫 常総市 守谷市板戸井字南割 3874番 1 ほか 2筆 

鮎川 喜人 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3552番 ほか 23筆 

武藤 三代子 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3545番 1 ほか 62筆 

寺田 忠夫 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3536番 ほか 14筆 

寺田 孝男 守谷市 守谷市板戸井字滝下 3922番 ほか 9筆 

遠藤 正道 守谷市 守谷市大木字利根割 3379番 ほか 4筆 

津藤 豊 守谷市 守谷市大木字利根割 3376番 ほか 9筆 

坂巻 正晴 守谷市 守谷市野木崎字桑下 5705番 ほか 36筆 

髙橋 真一 守谷市 守谷市大木字利根割 3346番 ほか 3筆 

高橋 仁 守谷市 守谷市大柏字大柏 2217番 ほか 1筆 

出野 敏 守谷市 守谷市板戸井字南割 4250番 ほか 76筆 

岡田 晃一 守谷市 守谷市野木崎字中道上 5297番 ほか 21筆 

鈴木 宏幸 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3588番 ほか 5筆 

鈴木 秀雄 つくばみらい市 守谷市松並字沼崎 5181番 1 

飯田 長男 守谷市 守谷市野木崎字外丸山下 5397番 ほか 28筆 

寺田 敏男 守谷市 守谷市板戸井字南割 4206番 ほか 2筆 

戸張 実 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3531番 ほか 12筆 



新島 剛 守谷市 守谷市大木字利根割 3393番 ほか 23筆 

安田 勝 守谷市 守谷市大木字前田 3640番 ほか 1筆 

山崎 信市 守谷市 守谷市野木崎字沼田沖道上 5623番 ほか 20筆 

寺田 良一 守谷市 守谷市板戸井字南割 4256番 ほか 4筆 

浅川 利夫 守谷市 守谷市野木崎字堤外 5478番 

飯田 文一 守谷市 守谷市板戸井字南割 4268番 ほか 22筆 

出野 保造 守谷市 守谷市板戸井字滝下 3970番 ほか 3筆 

安孫子 茂 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3566番 ほか 6筆 

伊藤 隆之 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3544番 ほか 5筆 

伊藤 代志美 守谷市 守谷市大木字利根割 3362番 1 ほか 4筆 

貝塚 勝美 守谷市 守谷市野木崎字中道上 5293番 ほか 39筆 

工藤 正弘 守谷市 守谷市大木字利根割 3355番 3 ほか 6筆 

坂 真一 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3499番 ほか 5筆 

坂 偉夫 守谷市 守谷市板戸井字滝下 4121番 ほか 5筆 

椎名 章 守谷市 守谷市野木崎字中道下 5369番 ほか 43筆 

椎名 崇 守谷市 守谷市野木崎字国割 5218番 1 ほか 4筆 

椎名 洋三 守谷市 守谷市野木崎字国割 5235番 ほか 19筆 

庄司 操 守谷市 守谷市板戸井字滝下 3918番 1 ほか 2筆 

鈴木 仁 守谷市 守谷市野木崎字堤外 5492番 ほか 1筆 

髙島 孝司 守谷市 守谷市大柏字大柏 2165番 ほか 5筆 

髙橋 甚一郎 守谷市 守谷市野木崎字上島 5075番 ほか 14筆 

田中 憲男 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3555番 ほか 4筆 

大徳 芳憲 守谷市 守谷市大柏字大柏 2163番 ほか 40筆 

長塚 高広 取手市 守谷市同地字金ヶ崎 814番 

橋本 勝 守谷市 守谷市板戸井字滝下 4137番 ほか 1筆 

長谷川 昇 守谷市 守谷市大柏字大柏 2186番 ほか 3筆 

長谷川 正夫 守谷市 守谷市野木崎字大日下沖 5553番 ほか 1筆 

中島 喜一 守谷市 守谷市野木崎字八反田 5449番 ほか 12筆 

武藤 一雄 守谷市 守谷市大木字中押 3777番 ほか 12筆 

結城 昇一 守谷市 守谷市大木字鬼怒割 3559番 1 ほか 8筆 

横瀬 光好 守谷市 守谷市野木崎字坂下堤外 5100番 ほか 4筆 

吉田 覚 守谷市 守谷市大木字利根割 3352番 ほか 3筆 

浅川 裕二 守谷市 守谷市大木字蒲立 3697番 ほか 3筆 

横瀬 稔 守谷市 守谷市野木崎字坂下堤外 5092番 ほか 21筆 



坂 勇 守谷市 守谷市板戸井字南割 4207番 ほか 31筆 

久保宮 重久 守谷市 守谷市野木崎字上島 5046番 ほか 11筆 

山口 貴広 稲敷市 稲敷市新橋字市崎 629番 ほか 23筆 

永長 秀敏 稲敷市 稲敷市佐原組新田字高丸 660番 ほか 120筆 

木内 義延 稲敷市 稲敷市押砂字上野 1919番 ほか 60筆 

山口 和彦 稲敷市 稲敷市新橋字市崎 654番 ほか 44筆 

甲賀 弘行 稲敷市 稲敷市東大沼字堂前 1924番 ほか 6筆 

株式会社ファームサンアイ 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2852番 ほか 383筆 

有限会社アグリクリエイト 稲敷市 稲敷市佐原組新田字高丸 629番 ほか 203筆 

坂本 一雄 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 199番 1 ほか 10筆 

黒田 忠男 稲敷市 稲敷市下須田字東 601番 ほか 26筆 

黒田 正夫 稲敷市 稲敷市結佐字上結佐 3111番 

黒田 正一 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 460番 1 ほか 6筆 

木内 勇悟 稲敷市 稲敷市福田字福田 3208番 ほか 8筆 

矢﨑 義光 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2873番 ほか 2筆 

石毛 守 稲敷市 稲敷市新橋字市崎 613番 ほか 1筆 

木内 昌秀 稲敷市 稲敷市曲渕字居下 424番 ほか 21筆 

坂本 正之 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 3418番 5 

岡野 由典 稲敷市 稲敷市曲渕字居下 323番 ほか 14筆 

森田 康 稲敷市 稲敷市町田字新利根添 1850番 ほか 57筆 

黒田 政明 稲敷市 稲敷市阿波崎字和田 677番 ほか 11筆 

小貫 伸夫 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 8862番 ほか 26筆 

根本 脩 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3774番 

郡 正巳 稲敷市 稲敷市結佐字逆川 2618番 ほか 7筆 

飯塚 幸一 稲敷市 稲敷市阿波崎字北須賀 954番 ほか 3筆 

根本 三雄 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2171番 ほか 85筆 

荒井 栄 稲敷市 稲敷市字戌渡字南 1446番 

宮本 和昭 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 8746番 ほか 112筆 

船串 栄 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 8702番 ほか 35筆 

助川 功将 稲敷市 稲敷市中山字後畑 4410番 ほか 10筆 

渋谷 肇 稲敷市 稲敷市結佐字上結佐 3225番 1 ほか 17筆 

渡辺 光造 稲敷市 稲敷市福田字福田 3075番 ほか 39筆 

小貫 康男 稲敷市 稲敷市浮島字西洲 8596番 ほか 1筆 

加納 昭 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2811番 ほか 31筆 



有限会社南太田営農組

合 
稲敷市 稲敷市南太田字南 70番 ほか 54筆 

根本 一也 稲敷市 稲敷市阿波崎字行谷前 3034番 ほか 42筆 

坂本 安正 稲敷市 稲敷市結佐字上結佐 3623番 ほか 6筆 

有限会社高栁農場 稲敷市 稲敷市佐原組新田字佐原組 93番 ほか 64筆 

高柳 浩 稲敷市 稲敷市手賀組新田字秋塚 1093番 ほか 50筆 

高須 利明 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス 358番 ほか 95筆 

工藤 正義 稲敷市 稲敷市佐原組新田字佐原組 33番 ほか 67筆 

黒澤 克巳 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 8672番 ほか 25筆 

黒田 和也 稲敷市 稲敷市下須田字新屋敷 543番 ほか 4筆 

髙城 篤明 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 45番 1 ほか 35筆 

高城 博志 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 3番 1 ほか 17筆 

大堀 清吉 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 284番 ほか 36筆 

山口 一元 稲敷市 稲敷市福田字福田 3426番 ほか 97筆 

高柳 弘 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 462番 ほか 6筆 

黒田 秀夫 稲敷市 稲敷市阿波崎字地蔵前 2148番 1 ほか 9筆 

山口 輝雄 稲敷市 稲敷市市崎字籠田 2951番 ほか 37筆 

根本 光男 稲敷市 稲敷市阿波崎字和田 625番 ほか 2筆 

長谷川 正 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3765番 ほか 2筆 

根本 明 稲敷市 稲敷市阿波崎字須口 508番 ほか 8筆 

根本 守 稲敷市 稲敷市阿波崎字田中前 3372番 ほか 3筆 

水飼 勝 稲敷市 稲敷市阿波崎字白旗 3419番 ほか 8筆 

根本 哲男 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3911番 ほか 2筆 

板橋 正典 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 55番 1 ほか 7筆 

岡澤 直 稲敷市 稲敷市阿波崎字逆塩 843番 ほか 6筆 

大崎 栄 稲敷市 稲敷市町田字前田 1629番 ほか 45筆 

黒田 興治 稲敷市 稲敷市下須田字東 641番 ほか 29筆 

高城 治敏 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 385番 1 ほか 35筆 

栗山 康 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2843番 ほか 12筆 

黒田 直人 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 490番 ほか 6筆 

黒田 武 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3870番 ほか 12筆 

髙木 正 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 116番 1 ほか 17筆 

鳥羽 高義 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2048番 ほか 5筆 

黒田 武 稲敷市 稲敷市阿波崎字北須賀 913番 ほか 10筆 



根本 猪一郎 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3748番 1 ほか 2筆 

黒田 守 稲敷市 稲敷市阿波崎字孫八 3135番 

黒田 博幸 稲敷市 稲敷市下須田字小島 363番 ほか 15筆 

黒田 宗治 稲敷市 稲敷市下須田字新屋敷 514番 ほか 8筆 

村山 功 稲敷市 稲敷市阿波崎字逆塩 810番 ほか 3筆 

坂本 茂 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2810番 ほか 1筆 

青木 志博 稲敷市 稲敷市下須田字六反 149番 1 ほか 16筆 

根本 武夫 稲敷市 稲敷市阿波崎字逆塩 797番 ほか 5筆 

梶野 泰弘 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3742番 ほか 6筆 

根﨑 一雄 稲敷市 稲敷市福田字平須 3315番 1 ほか 10筆 

黒田 久夫 稲敷市 稲敷市下須田字與後 1164番 ほか 36筆 

根本 学 稲敷市 稲敷市市崎字和田前 2760番 ほか 67筆 

黒田 幸二 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2184番 ほか 12筆 

黒田 泰治 稲敷市 稲敷市下須田字東 733番 1 ほか 16筆 

黒田 芳春 稲敷市 稲敷市下須田字古新田 80番 1 ほか 6筆 

黒田 隆主 稲敷市 稲敷市下須田字新屋敷 509番 ほか 9筆 

黒田 久良之進 稲敷市 稲敷市下須田字東 639番 1 ほか 2筆 

黒田 敏男 稲敷市 稲敷市下須田字東 739番 ほか 11筆 

中里 利一 稲敷市 稲敷市下須田字小島 362番 ほか 7筆 

黒田 実 稲敷市 稲敷市下須田字神田 817番 ほか 5筆 

黒田 四郎 稲敷市 稲敷市下須田字神田 773番 ほか 1筆 

森田 雅之 稲敷市 稲敷市福田字平須 3413番 ほか 61筆 

工藤 修 稲敷市 稲敷市佐原組新田字佐原組 6番 ほか 163筆 

水飼 稔 稲敷市 稲敷市新橋字福田 663番 ほか 5筆 

黒田 興惣兵衛 稲敷市 稲敷市下須田字五反田 463番 ほか 3筆 

大和田 一夫 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 174番 ほか 23筆 

糸賀 仁 稲敷市 稲敷市福田字平須 3424番 ほか 2筆 

根本 太 稲敷市 稲敷市市崎字上荒田 2888番 ほか 6筆 

農事組合法人大地 稲敷市 稲敷市福田字福田 3085番 ほか 33筆 

黒田 定吉 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3194番 ほか 2筆 

長谷川 精一 稲敷市 稲敷市阿波崎字町前 1738番 1 ほか 16筆 

山口 貴司 稲敷市 稲敷市市崎字新田 3028番 ほか 5筆 

黒田 昌一 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2128番 1 ほか 3筆 

蛯原 賢一 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 1923番 ほか 9筆 



根本 吉春 稲敷市 稲敷市市崎字籠田 2976番 ほか 20筆 

水飼 敏治 稲敷市 稲敷市福田字福田 3222番 

蛯原 賢夫 稲敷市 稲敷市伊佐部字宿池 1525番 ほか 29筆 

浅野 和広 稲敷市 稲敷市結佐字逆川 89番 1 ほか 19筆 

齊藤 東敏 稲敷市 稲敷市釜井字後田 311番 1 ほか 7筆 

渡辺 良一 稲敷市 稲敷市福田字大野 3507番 ほか 8筆 

黒田 泰輔 稲敷市 稲敷市結佐字上結佐 3142番 ほか 7筆 

山中 治 稲敷市 稲敷市阿波崎字逆塩 829番 

根本 稔 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2191番 ほか 1筆 

森川 良男 稲敷市 稲敷市福田字平須 3381番 ほか 6筆 

大竹 茂 稲敷市 稲敷市角崎字池の下 524番 ほか 8筆 

中澤 喜孝 稲敷市 稲敷市市崎字大野 3445番 

諸岡 實 稲敷市 稲敷市結佐字逆川 2572番 1 ほか 12筆 

増田 義一 稲敷市 稲敷市結佐字上結佐 2732番 ほか 13筆 

栗山 勲 稲敷市 稲敷市佐原組新田字高丸 837番 ほか 8筆 

鳥羽 昌紀 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 859番 1 ほか 28筆 

農事組合法人石納ファー

ム 
千葉県香取市 稲敷市結佐字下結佐 2818番 ほか 6筆 

村田 省司 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 2910番 ほか 2筆 

鈴木 久夫 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 3086番 ほか 2筆 

椎塚 藤雄 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 3380番 ほか 4筆 

椎塚 精一 稲敷市 稲敷市阿波崎字大割 3328番 1 ほか 11筆 

鳥羽 常右エ門 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 80番 ほか 18筆 

小貫 弘 稲敷市 稲敷市阿波崎字居待堂 714番 ほか 14筆 

岡澤 一夫 稲敷市 稲敷市阿波崎字阿波崎 3766番 ほか 1筆 

人見 祐二 稲敷市 稲敷市脇川字新田 253番 ほか 22筆 

髙嶋 和秀 稲敷市 稲敷市結佐字上結佐 2651番 ほか 4筆 

鈴木 政良 稲敷郡河内町 稲敷市脇川字本田 16番 ほか 6筆 

大録 自郎 稲敷市 稲敷市結佐字下結佐 3398番 1 ほか 2筆 

柳田 善一 稲敷市 稲敷市結佐字上結佐 3205番 1 ほか 6筆 

木内 貫太郎 稲敷市 稲敷市押砂字下野 1603番 ほか 12筆 

高柳 剛 稲敷市 稲敷市曲渕字中割 621番 ほか 4筆 

松本 義一 稲敷市 稲敷市曲渕字居下 378番 ほか 4筆 

根本 政佳 稲敷市 稲敷市押砂字下野 1594番 ほか 10筆 



椿 吉蔵 稲敷市 稲敷市押砂字中野 1774番 ほか 9筆 

小貫 真也 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 8659番 ほか 12筆 

黒田 茂雄 稲敷市 稲敷市脇川字本田 135番 ほか 6筆 

黒田 久彦 稲敷市 稲敷市阿波崎字白旗 3410番 

萩原 孝雄 稲敷市 稲敷市押砂字中野 1866番 1 ほか 4筆 

久保田 敦夫 稲敷市 稲敷市曲渕字外野 774番 ほか 22筆 

高城 宏之 稲敷市 稲敷市幸田字立波 2922番 ほか 19筆 

郡 政弘 稲敷市 稲敷市結佐字逆川 2552番 ほか 10筆 

飯塚 文夫 稲敷市 稲敷市脇川字本田 9番 ほか 6筆 

深沢 廣 稲敷市 稲敷市曲渕字居下 436番 ほか 10筆 

木内 昌弘 稲敷市 稲敷市押砂字中野 1882番 ほか 13筆 

塚本 達男 稲敷市 稲敷市曲渕字居下 407番 ほか 13筆 

吉田 勝 稲敷市 稲敷市佐原組新田字釜井 1008番 ほか 23筆 

沖野谷 栄一 稲敷市 稲敷市脇川字本田 181番 1 ほか 11筆 

山口 忠博 稲敷市 稲敷市佐原組新田字高丸 721番 ほか 1筆 

吉田 育生 稲敷市 稲敷市脇川字新田 263番 1 ほか 5筆 

稲葉 久男 稲敷市 稲敷市佐原組新田字高丸 694番 ほか 9筆 

大島 一夫 稲敷市 稲敷市脇川字新田 316番 ほか 6筆 

黒田 和夫 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 8736番 ほか 8筆 

鈴木 正男 稲敷市 稲敷市幸田字立波 2938番 

黒田 正弘 稲敷市 稲敷市下須田字六反 266番 1 ほか 5筆 

飯塚 孝 稲敷市 稲敷市佐原組新田字佐原組 347番 ほか 3筆 

田谷 重雄 稲敷市 稲敷市幸田字立波 3028番 

板橋 恭介 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 343番 ほか 61筆 

木内 征一 稲敷市 稲敷市押砂字中野 1879番 ほか 6筆 

佐藤 均 稲敷市 稲敷市曲渕字北割 603番 ほか 40筆 

高須 正博 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス 355番 ほか 8筆 

石田 充春 行方市 行方市芹沢字南川 2286番 1 

杉山 政信 行方市 行方市捻木字五反田 1048番 ほか 8筆 

森作 浩 行方市 行方市谷島字宮下 933番 ほか 7筆 

小松﨑 博 行方市 行方市芹沢字南川 2268番 ほか 9筆 

額賀 輝雄 行方市 行方市玉造字石神乙 1253番 2 ほか 7筆 

久保田 雅尚 行方市 行方市谷島字山下 995番 1 ほか 1筆 

小松﨑 伸 行方市 行方市芹沢字宮下 2228番 1 ほか 3筆 



小島 留治 行方市 行方市谷島字山下 981番 1 ほか 7筆 

沼田 弘徳 行方市 行方市谷島字高田 972番 ほか 5筆 

根﨑 俊男 行方市 行方市若海字藤南 1046番 ほか 61筆 

藤﨑 正和 行方市 行方市玉造字清水下乙 1233番 ほか 54筆 

箱根 勝巳 行方市 行方市玉造字八発句甲 7182番 ほか 20筆 

藤﨑 祐一 行方市 行方市玉造字八発句甲 7181番 ほか 7筆 

杉山 崇 行方市 行方市玉造字石神乙 1256番 ほか 6筆 

原田 久子 行方市 行方市若海字藤南 1057番 ほか 1筆 

鈴木 誠一 鉾田市 鉾田市中居字一本松 1581番 

菅谷 卓司 鉾田市 鉾田市江川字袖町 146番 ほか 1筆 

小松崎 正彦 鉾田市 鉾田市大竹字四ツ塚 1693番 ほか 4筆 

境堀 登美雄 鉾田市 鉾田市大竹字磯辺 1758番 1 ほか 3筆 

村岡 かおり 鉾田市 鉾田市上幡木字紫野 302番 

菅谷 昭司 鉾田市 鉾田市上幡木字みどり野 146番 1 ほか 1筆 

飯岡 義信 鉾田市 鉾田市上幡木字みどり野 145番 

角井 一雄 鉾田市 鉾田市上沢字葉柄山 306番 1 ほか 4筆 

石﨑 正道 鉾田市 鉾田市荒地字中島 565番 3 ほか 3筆 

宇津木 貴夫 鉾田市 鉾田市高田字東田 1260番 ほか 19筆 

有限会社新舘青果 鉾田市 鉾田市中居字北山 1464番 6 ほか 1筆 

農事組合法人小絹生産

組合 
つくばみらい市 つくばみらい市筒戸字早井 3772番 

鈴木 秀雄 つくばみらい市 つくばみらい市筒戸字早井 3832番 

中島 義夫 つくばみらい市 つくばみらい市狸穴字東境前 154番 ほか 2筆 

大久保 重男 つくばみらい市 つくばみらい市上島字上島 12番 

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 1692番 ほか 6筆 

加藤 豊 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地 1904番 ほか 3筆 

倉持 昌功 つくばみらい市 つくばみらい市中平柳字中平耕地 1065番 ほか 2筆 

海老原 寛孝 つくばみらい市 つくばみらい市中平柳字南 1265番 ほか 1筆 

有限会社真木みらいファ

ーム 
つくばみらい市 つくばみらい市日川字日川 1568番 ほか 3筆 

有限会社本多農園 つくばみらい市 つくばみらい市下小目字下小目 2229番 2 ほか 8筆 

酒井 一男 つくばみらい市 つくばみらい市足高字竹下 2180番 ほか 2筆 

農事組合法人ミレーレシ つくばみらい市 つくばみらい市伊丹字伊丹 1024番 2 ほか 165筆 



モジマ 

沖田 敏昭 つくばみらい市 つくばみらい市下島字下耕地 770番 

藤井 勝治 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 4428番 

谷口 一弘 つくばみらい市 つくばみらい市下小目字下小目 2522番 ほか 113筆 

雨谷 千鶴 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町常井字西遠原 651番 ほか 2筆 

清水 正人 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下土師字樋ノ口 361番 ほか 10筆 

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西山 1045番 1 

雨谷 秀司 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町大戸字大山原 4188番 

益子 久男 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町大戸字大山原 4337番 ほか 1筆 

藤枝 艶範 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字東永寺 5808番 ほか 3筆 

和家 孝之 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下雨ケ谷字観音下 704番 ほか 14筆 

和家 文雄 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下雨ケ谷字新田前 743番 ほか 7筆 

久家 広行 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下雨ケ谷字新田前 748番 ほか 7筆 

荻谷 光一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下雨ケ谷字扇田 777番 ほか 7筆 

上田 千代子 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字五枚割 4556番 37 ほか 1筆 

荻津 佳宣 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町南栗崎字東田 1337番 ほか 22筆 

杉浦 一雄 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町谷田部字遠原 1046番 1 

露久保 進 久慈郡大子町 久慈郡大子町相川字下郷 2292番 ほか 7筆 

株式会社きはらファーム 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村牛込字下の内 1305番 1 ほか 73筆 

竹内 伊佐雄 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字横須賀 3363番 

宇津木 秀光 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字二本松 3451番 

羽成 昭彦 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字二本松 3380番 

羽成 和雄 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字渡戸 3216番 ほか 11筆 

貝塚 秋夫 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字一斗内 1410番 1 ほか 2筆 

株式会社本橋農園 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字塚田 3274番 

宮本 浩夫 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字二本松 3393番 

宮本 俊 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字横須賀 3417番 ほか 2筆 

坂部 正樹 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村土浦字蔵後 2568番 87 ほか 12筆 

坂本 晴雄 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内 1369番 ほか 1筆 

糸賀 尚紀 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村大山字一斗内 3210番 

糸賀 正夫 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬見山字一斗内 764番 

糸賀 和彦 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内 1391番 ほか 2筆 

松本 慎也 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村牛込字下の内 1313番 ほか 1筆 

菅谷 源 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村牛込字下の内 1314番 ほか 2筆 



石井 照夫 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字一斗内 1434番 

村﨑 芳司 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村大山字一斗内 3221番 ほか 1筆 

大津 英幸 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内 1388番 ほか 2筆 

大野 重男 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字渡戸 3193番 ほか 13筆 

中澤 ますみ 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内 1400番 1 ほか 6筆 

塚本 秋廣 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字二本松 3456番 ほか 1筆 

塚本 長久 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字二本松 3460番 

坪井 英治 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬見山字一斗内 783番 

飯田 和夫 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字一斗内 1446番 ほか 1筆 

富田 英男 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字一斗内 1442番 ほか 18筆 

富田 正寿 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内 1394番 

武田 哲夫 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村牛込字下の内 1296番 ほか 2筆 

武田 誠一 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村牛込字下の内 1288番 ほか 6筆 

福田 克巳 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬見山字一斗内 766番 ほか 7筆 

堀越 英樹 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内 1380番 

木村 隆 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村大山字一斗内 3208番 ほか 1筆 

葉梨 一美 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字塚田 3260番 ほか 8筆 

林 勉 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村木原字渡戸 3177番 ほか 14筆 

野口 洋一 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村大山字一斗内 3217番 

株式会社ヤマシン商事 東京都江戸川区 稲敷郡阿見町島津字小堤 5556番 ほか 9筆 

農事組合法人福田センタ

ー 
稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町福田字西の下 2567番 ほか 52筆 

株式会社茂右衛門 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字片岸 5419番 ほか 17筆 

小澤 始 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町掛馬字東町 2224番 ほか 123筆 

柳生 忠男 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町掛馬字西町 2252番 ほか 53筆 

鈴木 菊次 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字長浜 5347番 1 ほか 22筆 

吉田 和嗣 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町福田字西の中 2673番 ほか 11筆 

坂本 真一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字井戸道 1766番 ほか 4筆 

青山 和泉 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町吉原字我入 2994番 1 ほか 26筆 

平岡 博 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字宿下 5462番 ほか 43筆 

小見川 清 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町小池字上小池 2743番 1 ほか 39筆 

臼田 太一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字志込 5782番 ほか 13筆 

柳生 波子 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町掛馬字西町 2311番 ほか 3筆 

高野 透 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町吉原字昭和 4056番 



柴原 成一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町福田字東の下 2512番 ほか 2筆 

篠崎 博 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町吉原字南田 4105番 

宮本 俊 稲敷郡美浦村 稲敷郡阿見町島津字池田 5685番 ほか 2筆 

渡辺 幸夫 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字井戸道 1789番 

大塚 康夫 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字粒田 1741番 

掛馬 忠 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町掛馬字西町 2269番 ほか 3筆 

渡辺 重治 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字井戸道 1790番 

浅野 敬司 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字井戸道 1761番 ほか 2筆 

諏訪原 栄 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字長浜 5346番 ほか 2筆 

大徳 勝 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町福田字東の上 2437番 1 

芦田 英雄 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町掛馬字西町 2333番 ほか 23筆 

山崎 明 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字粒田 1734番 ほか 2筆 

永岡 勇夫 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字小堤 5566番 ほか 9筆 

横田 収一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町小池字上小池 2737番 1 ほか 1筆 

中島 凡夫 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町島津字片岸 5433番 ほか 5筆 

渡辺 通 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町大形字粒田 1736番 ほか 9筆 

株式会社農業生産法人

田仲農場 
稲敷市 稲敷郡河内町金江津字新々田 762番 1 ほか 30筆 

青野 正 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字新々田 1663番 ほか 3筆 

大竹 清 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字長竿 6407番 

後藤 栄之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字長竿 6434番 ほか 2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一区 5309番 ほか 199筆 

荒井 栄 稲敷市 稲敷郡河内町長竿字冨田 6332番 ほか 6筆 

内藤 貴通 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町下加納字中組 2573番 

山田 浩之 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字堤内 9268番 1 ほか 38筆 

沼崎 進 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字東ノ町 5738番 ほか 1筆 

大塚 猛志 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町古河林字下 1383番 ほか 19筆 

岡野 進 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字中曽根 6128番 ほか 1筆 

長浜 善夫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町田川字水神下 838番 ほか 3筆 

川村 勝美 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町金江津字葭沼 10083番 ほか 2筆 

髙橋 新治 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字古流作 5085番 ほか 3筆 

木内 章 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町田川字高江間 1091番 

有限会社河内営農 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字広田 1057番 ほか 1筆 

株式会社東部営農社 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町加納新田字上野原 2672 番 ほか 45



筆 

株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町加納新田字下野原 3018 番 ほか 83

筆 

株式会社わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町中谷字切戸 1882番 ほか 134筆 

小倉 達 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町羽中字東 1571番 ほか 5筆 

関口 利夫 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町布川字馬観音 5066番 ほか 1筆 

松永 茂 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字蓮河原 2244番 2 ほか 7筆 

吉野 暢人 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町布川字馬観音 5234番 ほか 5筆 

齋藤 博道 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町布川字神出 4467番 ほか 3筆 

片岡 秀男 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町福木字福木前 1178番 ほか 5筆 

小能 保男 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町布川字神出 4326番 ほか 2筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年２月 25日 


