
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 

宮本 英男 土浦市 土浦市田土部字三丁目 1870番 ほか 3筆 

柳田 操 土浦市 土浦市下坂田字荒句 2540番 ほか 9筆 

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区 501番 1 ほか 11筆 

農事組合法人宮本農産 龍ケ崎市 龍ケ崎市羽原町後田 2374番 ほか 2筆 

長塚 清吾 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字二区 5296番 ほか 4筆 

杉山 きよみ 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字宮下前 425番 ほか 1筆 

宇田 貴由 龍ケ崎市 龍ケ崎市字大座 9756番 ほか 12筆 

石嶋 祐介 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町字下ノ久保 3417番 1 ほか 3筆 

鴻巣 文雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区 478番 1 ほか 8筆 

木村 裕一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区 2659番 ほか 5筆 

塚本 恭央 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字中郷 847番 ほか 4筆 

岡田 彬成 龍ケ崎市 龍ケ崎市大徳町字皿沼 5954番 1 ほか 2筆 

綿引 克友 常陸太田市 常陸太田市松栄町字宮畑 2529番 

枝川 裕実 笠間市 笠間市平町字持沢 806番 59 ほか 3筆 

株式会社テクモアファー

ム 
笠間市 笠間市南友部字本郷地 242番 ほか 5筆 

須藤 雄一郎 笠間市 笠間市鯉渕字十一ノ割 6648番 1 ほか 7筆 

小澤 健 笠間市 笠間市湯崎字堂下 1382番 1 ほか 1筆 

友部 義正 笠間市 笠間市小原字柳沢 683番 ほか 2筆 

友部 泰一 笠間市 笠間市小原字島前 959番 ほか 4筆 

藤枝 龍一郎 笠間市 笠間市小原字島前 139７番 ほか 3筆 

高安 丈夫 笠間市 笠間市小原字島前 1400番 ほか 1筆 

松田 健一 笠間市 笠間市上郷字八石 4439番 

生駒 敏文 笠間市 笠間市上郷字新田 4605番 2 

小沼 祐 笠間市 笠間市泉字北浦 2811番 

野村 貞行 笠間市 笠間市福島字谷原 1046番 ほか 1筆 

坂巻 正晴 守谷市 守谷市野木崎字桑下 5711番 ほか 3筆 

山﨑 健一 那珂市 那珂市戸崎字井尻 38番 1 ほか 6筆 

常陸乃アグリ農事組合

法人 
東茨城郡城里町 那珂市門部字白河内 5505番 1 

鈴木 正一 那珂市 那珂市中里字高後 80番 1 ほか 2筆 



永井 喜平 ひたちなか市 那珂市北酒出字宮の原 1452番 ほか 2筆 

松原 栄二 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字沼王 3802番 5 ほか 10筆 

酒井 保 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字沼王 3802番 1 ほか 7筆 

岡田 剛久 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字鶴沼 6161番 21 ほか 5筆 

土屋 耕一郎 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字南野原 6200番 28 ほか 10筆 

久松 弘叔 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字南野原 6194番 58 ほか 3筆 

篠原 和弘 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字南野原 6194番 17 ほか 9筆 

米山 繁 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉庚申塚原口 5180番 2 ほか 1筆 

薬師寺 和代 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 772番 

斎藤 祐一 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 295番 ほか 3筆 

髙槇 恒 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 333番 ほか 15筆 

塚本 愛子 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 362番 ほか 1筆 

坂本 和男 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 427番 ほか 15筆 

久保庭 正雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 364番 ほか 10筆 

齋藤 輝 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 615番 ほか 2筆 

堀越 平 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 24番 ほか 3筆 

小松﨑 喜一 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 539番 

塚本 二郎 かすみがうら市 かすみがうら市坂字広町 3341番 1 ほか 14筆 

福田 一也 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 726番 ほか 3筆 

岡部 栄一 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 449番 ほか 1筆 

藤井 文夫 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 216番 ほか 21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 89番 1 ほか 6筆 

鈴木 勝士 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 100番 1 ほか 8筆 

久保庭 誠一 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 829番 ほか 8筆 

井坂 孝雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 436番 ほか 14筆 

福田 喜春 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 570番 ほか 5筆 

山口 賢一 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 579番 1 ほか 10筆 

藤井 圭子 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 837番 

坂本 榮雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 647番 ほか 2筆 

石井 幸雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 57番 ほか 3筆 

伊勢山 守 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 211番 1 

武田 芳樹 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 156番 ほか 1筆 

江後田 実 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 134番 1 ほか 7筆 

山口 行雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字木の川 1055番 



根本 修 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 746番 ほか 6筆 

岩瀬 良光 土浦市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 563番 

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 1562番地 1 ほか 12筆 

有限会社谷島農園 桜川市 桜川市真壁町亀熊字南新堀 1675番 

稲葉 則夫 桜川市 桜川市真壁町亀熊字星の宮 1212番 5 ほか 3筆 

臼井 昂之助 桜川市 桜川市真壁町亀熊字南新堀 1632番 

市根井 克年 小美玉市 小美玉市世楽字原山 851番 3 ほか 1筆 

清水 弘一 小美玉市 小美玉市栗又四ケ字栗又四ケ 237番 1 ほか 4筆 

木名瀬 幸吉 小美玉市 小美玉市小岩戸字新田後 1842番 ほか 5筆 

横田 一徳 東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町大貫町字中区 8901番 

松本 健市 東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町大貫町字北区 8457番 ほか 9筆 

小野瀬 三雄 東茨城郡大洗町 東茨城郡大洗町大貫町字北区 8576番 ほか 7筆 

大津 英幸 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内 1378番 ほか 1筆 

大野 俊一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字北本田 10403 番 ほか 25筆 

荒井 繁 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 190番 ほか 5筆 

田口 文男 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 220番 ほか 3筆 

鈴木 香留 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 231番 ほか 1筆 

富山 和夫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 191番 

神谷 修一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 248番 ほか 1筆 

大塚 猛志 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 276番 

町田 浩 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 247番 

茂手木 好房 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町猿島字猿島 170番 ほか 3筆 

飯塚 良継 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町古河林字上 1262番 

岡田 彬成 龍ケ崎市 稲敷郡河内町源清田字遠下 6338番 ほか 43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西ノ町 6502番 ほか 36筆 

野中 潤一 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字西ノ町 6502番 ほか 3筆 

長濱 保行 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字高 5677番 ほか 2筆 

秋山 好夫 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字新橋 6158番 ほか 3筆 

柿沼 和城 猿島郡境町 猿島郡境町百戸字間ケ田 1669番 1 

株式会社わかばファー

ム 
北相馬郡利根町 北相馬郡利根町大房字新野原 829番 ほか 12筆 

岡野 竜也 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押付新田字三の耕地 709番 ほか 5筆 

株式会社東部営農社 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立﨑字中野原 1579番 ほか 1筆 



本谷 和夫 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字立羽 11344 番 1 ほか 62筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年 10月 27日 


