
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 

農事組合法人アグリ平戸 水戸市 水戸市平戸町字沼田 163番 ほか 68筆 

市毛 実 水戸市 水戸市平戸町字舟渡 220番 1 ほか 22筆 

櫻井 宏司 水戸市 水戸市平戸町字西 2422番 

櫻井 宏久 水戸市 水戸市平戸町字仲瀬前 253番 ほか 9筆 

栢内 忠孝 水戸市 水戸市平戸町字舟渡 216番 ほか 9筆 

青木 良彰 水戸市 水戸市飯富町字塙前 5648番 ほか 21筆 

中村 忠昭 水戸市 水戸市中河内町字椿本 1122番 ほか 7筆 

有限会社武平ファーム つくば市 土浦市藤沢字傾城窪 835番 1 ほか 6筆 

酒井 茂幸 土浦市 土浦市大畑字谷津 1859番 1 ほか 1筆 

吉田 藤樹 土浦市 土浦市常名字前田 316番 1 ほか 4筆 

来田 雅彦 土浦市 土浦市高岡字田島 2555番 

栗原 健 土浦市 土浦市上坂田字原ノ門 1799番 1 ほか 2筆 

滝田 勝源 土浦市 土浦市藤沢字野岸 3267番 ほか 5筆 

有限会社ワールドファーム つくば市 常陸太田市東連地町字繁原 150番 ほか 13筆 

有限会社みずほ農援 常陸太田市 常陸太田市上河合町字四丁目 394番 1 ほか 20筆 

綿引 克友 常陸太田市 常陸太田市中野町字一丁目 61番 ほか 2筆 

岡﨑 武 常陸太田市 常陸太田市久米町字蟹合 806番 1 ほか 2筆 

永田 親一 常陸太田市 常陸太田市薬谷町字新田 592番 

大友 忠正 北茨城市 北茨城市関本町関本中字町田 3306番 ほか 1筆 

木越 日出近 北茨城市 北茨城市磯原町大塚字石田 963番 1 ほか 2筆 

沼﨑 英機 龍ケ崎市 牛久市結束町字結束 141番 ほか 1筆 

株式会社ニチノウ飛田 ひたちなか市 ひたちなか市馬渡字大沼 3007番 9 

高柳 弘 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部 2268番 

株式会社ファームサンアイ 稲敷市 稲敷市八千石字八千石 366番 

山口 貴広 稲敷市 稲敷市本新 400番 ほか 20 筆 

木内 勇悟 稲敷市 稲敷市浮島字内妙岐 87番 40 ほか 2筆 

荒井 栄 稲敷市 稲敷市太田字大辺田 101番 

有限会社アグリクリエイト 稲敷市 稲敷市橋向字橋向 1080番 ほか 9筆 

木内 征一 稲敷市 稲敷市橋向字橋向 1098番 

坂本 安正 稲敷市 稲敷市結佐字流作 3890番 ほか 19筆 

木内 義延 稲敷市 稲敷市手賀組新田字秋塚 1057番 ほか 5筆 



有限会社高柳農場 稲敷市 稲敷市結佐字流作 4134番 ほか 1筆 

平山 一男 稲敷市 稲敷市中島字小中島 559番 ほか 14筆 

鳥羽 良一 稲敷市 稲敷市西代字北田 219番 1 ほか 8筆 

柳原 俊夫 稲敷市 稲敷市押砂字中野 1806番 1 ほか 20筆 

本橋 秀夫 稲敷市 稲敷市下根本字三ツ家 7764番 

栗山 栄 稲敷市 稲敷市柴崎字下吉山 8499番 

大貫 良道 稲敷市 稲敷市角崎字角崎 1255番 ほか 1筆 

飯島 栄一 稲敷市 稲敷市橋向字橋向 1438番 1 ほか 5筆 

幕内 英行 かすみがうら市 かすみがうら市西野寺字根田 917番 ほか 2筆 

有限会社イワセアグリセン

ター 
桜川市 桜川市西飯岡字神田 1536番 

大関 哲男 桜川市 桜川市真壁町椎尾字宮西 3697番 ほか 1筆 

長谷川 清史 神栖市 神栖市矢田部字清水 935番 ほか 3筆 

農事組合法人ミレーレシ

モジマ 
つくばみらい市 

つくばみらい市山王新田字山王新田耕地 1394 番 ほ

か 11筆 

有限会社真木みらいファ

ーム 
つくばみらい市 つくばみらい市北袋字北袋 702番 ほか 1筆 

額賀 賢治 小美玉市 小美玉市小川字野中 404番 1 

小沼 正男 東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町神山町字岡﨑 5652番 ほか 3筆 

飯島 正明 猿島郡五霞町 猿島郡五霞町山王字田向 1579番 ほか 4筆 

大越 信也 猿島郡境町 猿島郡境町浦向字大川台上 398番１ 

武藤 重徳 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町上曽根字二の耕地 596 番１ ほか 21

筆 

菊地 一郎 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字上大座 11170番 ほか 13筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年４月 21日 


