
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 

入野 隆 水戸市 水戸市元石川町字原山 2320番 2 ほか 84筆 

入野 善保 水戸市 水戸市大場町字根崎前 5626番 ほか 6筆 

入野 耕寿 水戸市 水戸市大場町字前大場 5888番 1 ほか 5筆 

飛田 幸男 水戸市 水戸市大場町字内田 2410番 1 ほか 18筆 

山本 貞浩 水戸市 水戸市大場町字和田 1727番 ほか 19筆 

青木 良彰 水戸市 水戸市成沢町字寺下 815番 1 ほか 10筆 

木村 早苗 北茨城市 北茨城市中郷町上桜井字南原田 2695番 ほか 5筆 

藤田 雅一 牛久市 牛久市上太田町字宮ノ下 106番 ほか 29筆 

藤田 静男 牛久市 牛久市上太田町字細田 310番 ほか 18筆 

藤田 文男 牛久市 牛久市上太田町字細田 314番 ほか 7筆 

平石 廣 牛久市 牛久市上太田町字辺田前 37番 ほか 1筆 

ＮＰＯ法人アサザ基金 牛久市 牛久市上太田町字辺田前 56番 ほか 1筆 

内田 寛 常陸大宮市 常陸大宮市上檜沢字高岡 2153 番 ほか 7筆 

有限会社イワセアグリ

センター 
桜川市 桜川市富谷字関戸 702番 2 ほか 47筆 

株式会社亀岡ファーム 桜川市 桜川市亀岡字南田 1137番 

古山 浩史 桜川市 桜川市上城字六反田 727番１ ほか 5筆 

高橋 偉一 桜川市 桜川市犬田字粕内 707番 6 ほか 1筆 

鈴木 春夫 桜川市 桜川市犬田字相ノ田 821番 ほか 5筆 

有限会社木植営農セ

ンター 
桜川市 桜川市上城字城前 1209番 

藤田 益弘 桜川市 桜川市真壁町上谷貝字台下 2172 番 ほか 4筆 

渡邊 幸夫 桜川市 桜川市青木字間々下 2795番 1 ほか 2筆 

田山 照夫 桜川市 桜川市上城字石崎 1259番 

大関 睿 桜川市 桜川市上城字石橋 1264番 

秋山 一治 桜川市 桜川市平沢字西田 1580番 

市村 元利 桜川市 桜川市上城字一丁三反 211番 3 ほか 90筆 

佐伯 栄一 桜川市 桜川市上城字金光寺 52番 ほか 16筆 

古山 猛 桜川市 桜川市上城石橋 1234 

農事組合法人伊奈生

産組合 
つくばみらい市 つくばみらい市伊丹字町屋敷 258 番 ほか 7筆 



農事組合法人小貝の

水 
つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張 207 番 ほか 10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 1567番 ほか 5筆 

萱橋 敏男 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷 919 番 

寺田 紀 つくばみらい市 つくばみらい市寺畑字西郷 99番 ほか 18筆 

荒川 勝則 つくばみらい市 つくばみらい市北袋字北袋 623 番 ほか 5筆 

農事組合法人ミレーレ

シモジマ 
つくばみらい市 つくばみらい市下島字上耕地 461 番 ほか 3筆 

文隨 靖 つくばみらい市 つくばみらい市上島字上島 73番 ほか 6筆 

農事組合法人筑波み

らい 
つくばみらい市 つくばみらい市上島字上島 129 番 ほか 2筆 

稲見 富夫 つくばみらい市 つくばみらい市古川字古川 1096 番 1 ほか 17筆 

有限会社真木みらい

ファーム 
つくばみらい市 つくばみらい市押砂字太田 1055 番 ほか 7筆 

平澤 協一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字北山 2765 番 33 

小野瀬 敏雄 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小堤字西新地 364 番 1 ほか 2筆 

小貫 恒 水戸市 東茨城郡茨城町小幡字北山 2736 番 12 

有限会社アクト農場 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字北庄兵衛 2481番 ほか 14筆 

岩﨑 裕二郎 那珂郡東海村村 那珂郡東海村照沼字田向 560番 ほか 4筆 

飯ケ谷 俊弘 結城郡八千代町 結城郡八千代町袋字惣田 471番 ほか 45筆 

飯田 耕作 猿島郡境町 猿島郡境町伏木字倉ノ内 1689 番 1 

菊田 高之 坂東市 猿島郡境町伏木字鉦浦 1259番 2 ほか 2筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年 11月 10日 


