
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 

鈴木 將一 水戸市 水戸市下大野町字下河原 2754番 1 ほか 2筆 

小川 力 水戸市 水戸市下大野町字野中水江ヨリ南 3728番 ほか 2筆 

坂本 克則 那珂市 水戸市柳河町字上中 897番 ほか 9筆 

鈴木 旭 水戸市 水戸市中河内町字長割 1845番 1 

加倉井 幸夫 水戸市 水戸市藤井町字細田 2723番 1 ほか１筆 

農事組合法人島営農生産

組合 
水戸市 水戸市大場町字島 6220番 ほか 10筆 

米川 和一 鉾田市 水戸市上国井町字滝ノ上 3551 番１ ほか 5筆 

園部 優 水戸市 水戸市藤井町字南光明地 198番 ほか 1筆 

吉川 洋栄 水戸市 水戸市元石川町字橋本 2926番 

青木 良彰 水戸市 水戸市鯉淵町字二ノ割 1712番 ほか 4筆 

河合 節夫 水戸市 水戸市中河内町字漆畑 1682番 3 

小野﨑 福江 水戸市 水戸市中河内町字長町 1396番 ほか 3筆 

海老澤 政一 水戸市 水戸市中河内町字長町 1396番 ほか 3筆 

岩﨑 與一 水戸市 水戸市中河内町字下河原 2054番 1 ほか 5筆 

柳田 操 土浦市 土浦市藤沢字馬喰 3914番 

草間 達也 下妻市 下妻市下妻字道成下丁 504番 3 ほか 1筆 

渡辺 国郎 下妻市 下妻市田下字大道西 898番 ほか 4筆 

稲川 隆 下妻市 下妻市鬼怒 110番 1 ほか 1筆 

農事組合法人にいぼり 下妻市 下妻市田下字大道西 874番 

野部 幸男 下妻市 下妻市筑波島字南蛭田 1242番 ほか 3筆 

鉄羅 稔 下妻市 下妻市下妻字長峰下戊 509番 ほか 2筆 

赤城 都羽沙 筑西市 下妻市高道祖字五斗蒔 4809番 ほか１筆 

倉持 治 下妻市 下妻市鯨字俗間 3040番 ほか 13筆 

田崎 幸子 下妻市 下妻市小島字下浜 628番 

市村 和夫 下妻市 下妻市古沢字下ノ宮 328番 ほか 4筆 

野澤 進 下妻市 下妻市古沢字沢畑 1266番 

保田 恵司 下妻市 下妻市原字中谷原 2736番 ほか 1筆 

笠島 修 下妻市 下妻市高道祖字東町田 5140番 

木村 功 下妻市 下妻市柳原字後川戸 60番 1 ほか 6筆 

木村 義男 下妻市 下妻市柳原字葭立 521番 1 



杉田 真一郎 下妻市 下妻市見田字鹿島 1191番 

大里 秀雄 下妻市 下妻市黒駒字上流 1536番 1 ほか 9筆 

磯山 明男 下妻市 下妻市福田字西賀美田 1059番 1 ほか 5筆 

斉藤 繁夫 下妻市 下妻市見田字鹿島 1205番 ほか 1筆 

株式会社國府田農場 下妻市 下妻市新堀字前 748番 

有限会社ソメノグリーンファ

ーム 
坂東市 常総市古間木新田字刈下 4505番 ほか 1筆 

成井 一男 常陸太田市 常陸太田市新地町字三丁目 174番 ほか 8筆 

鈴木 久雄 常陸太田市 常陸太田市小島町字一区 148番 ほか 1筆 

堀江 茂邦 常陸太田市 常陸太田市大方町字田通し 2651番 

下山 満男 取手市 取手市下萱場字下萱場 1367番 1 ほか 4筆 

酒井 一男 つくばみらい市 取手市浜田字浜田 2157番 ほか 2筆 

株式会社新しい風さとやま 牛久市 牛久市遠山町字勘定 860番 ほか 4筆 

有限会社ＪＡ谷田部アグリサ

ービス 
つくば市 つくば市小野崎字小野崎 1632番 ほか 5筆 

宇都野 理市 つくば市 つくば市西高野字西高野 2264番 ほか 4筆 

加園 宏則 つくば市 つくば市作谷字四十八耕地 3703番 1 ほか 2筆 

中村 辰夫 つくば市 つくば市大形字宮西 2277番 ほか 1筆 

沼尻 薫 つくば市 つくば市栄字栄 654番 1 ほか 2筆 

有限会社武平ファーム つくば市 つくば市小田字八幡前 5233番 ほか 12筆 

有限会社ファーマーズつく

ば 
つくば市 つくば市上郷字海道東 7570番 1 ほか 37筆 

株式会社神崎グレイン 那珂市 那珂市本米崎字篭内 3309番 ほか 8筆 

海野 浩行 那珂市 那珂市鴻巣字東風谷 5997番 ほか 1筆 

池島 浩一 那珂市 那珂市北酒出字樋渡 2398番 ほか 1筆 

関 富男 那珂市 那珂市額田東郷字深町 3152番 1 ほか 2筆 

鈴木 洋 那珂市 那珂市飯田字中谷原 6664番 1 ほか 1筆 

磯山 明男 下妻市 筑西市中村新田字大宝溜井 115番 

荒井 栄 稲敷市 稲敷市駒塚字境田 6番 ほか 12筆 

武田 明 稲敷市 稲敷市堀川字丑新田 3093番 ほか 1筆 

坂本 正之 稲敷市 稲敷市八千石字八千石 355番 1 ほか 10筆 

内田 直人 稲敷市 稲敷市桑山字浦向 1737番 1 ほか 3筆 

愛川 隆夫 稲敷市 稲敷市高田字須賀 3902番 ほか 2筆 

浅野 寛 稲敷市 稲敷市上須田字上須田 722番 1 ほか 3筆 



遠藤 修 稲敷市 稲敷市字本新 446番 ほか 1筆 

小倉 和也 稲敷市 稲敷市柴崎字寄居下 979番 1 ほか 4筆 

内藤 勇 稲敷市 稲敷市柴崎字寄居下 1176番 

押田 弘巳 稲敷市 稲敷市稲波字東区 572番 ほか 1筆 

高橋 偉一 桜川市 桜川市犬田字下田 2149番 1 ほか 11筆 

鈴木 弘志 桜川市 桜川市真壁町下谷貝字瀬上 573番 ほか 4筆 

菅谷 卓司 鉾田市 鉾田市札字弘法 1524番 ほか 1筆 

根本 利雄 つくばみらい市 つくばみらい市神生字官正田道上 599番 ほか 4筆 

有限会社ユニオンファーム 小美玉市 小美玉市野田字中丸 1475番 332 ほか 1筆 

有限会社ＰＩＯＮＥＥＲＦＡＲ

Ｍ 
小美玉市 小美玉市中野谷字南田 13番 1 ほか 2筆 

岩渕 勝彦 小美玉市 小美玉市羽刈字北浦 207番 ほか 1筆 

川野 正治 小美玉市 小美玉市上馬場字亀ノ子平 630番 2 ほか 1筆 

坂場 和則 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字二番山 2847番 2 

児玉 正輝 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字椎木 1879番 

関 雄一郎 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字入間 1345番 29 ほか 1筆 

清水 和雄 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町長岡字矢頭 3736番 1 ほか 5筆 

川崎 忍 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町宮ケ崎字垂川 1095番 1 ほか 4筆 

安島 栄一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町谷田部字宮下 1389番 ほか 3筆 

斉藤 正 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町若宮字大ワシ 1017番 1 ほか 1筆 

栗原 芳子 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下座字平塚新田 958番 ほか 3筆 

生井 一郎 結城郡八千代町 結城郡八千代町西大山字大谷原 985番 

小林 勝憲 結城郡八千代町 結城郡八千代町兵庫字青木田 58番 2 ほか 6筆 

塚原 弘 猿島郡境町 猿島郡境町染谷字東原 1532番 ほか 3筆 

渡辺 俊一 猿島郡境町 猿島郡境町伏木字久保下 4102番 ほか 4筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年６月 30日 


