
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 

塚原 雄二 古河市 古河市前林字松山 411番 2 ほか 2筆 

株式会社荒川アグリ 古河市 古河市東山田字前原 3086番 1 ほか 6筆 

有限会社アグリファクトリー 古河市 古河市東山田字小立野東 2768番 ほか 2筆 

北澤 琴江 龍ケ崎市 龍ケ崎市半田町字桜田 1382番 

岡田 彬成 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字一区 7番 1 ほか 3筆 

鴻巣 文雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区 922番 1 

菅生 健二 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区 1304番 1 ほか 4筆 

石嶋 祐介 龍ケ崎市 龍ケ崎市貝原塚町字宮平 2561番 2 ほか 1筆 

松山 幸雄 筑西市 下妻市江字芝野 1884番 ほか 1筆 

石﨑 友一 下妻市 下妻市若柳字片瀬 837番 ほか 1筆 

木村 功 下妻市 下妻市古沢字春内 838番 ほか 8筆 

株式会社小林ファーム 下妻市 下妻市黒駒字金山 225番 1 ほか 14筆 

飯泉 弘 下妻市 下妻市鯨字白水 3122番 ほか 9筆 

大里 秀雄 下妻市 下妻市尻手字宮前 55番 1 ほか 14筆 

苅部 好美 下妻市 下妻市原字柳町 2582番 ほか 15筆 

苅部 優太 下妻市 下妻市原字西畑 2126番 

島田 光善 下妻市 下妻市尻手字島内 344番 

杉田 真一郎 下妻市 下妻市長萱字加道田 1095番 

杉田 恒夫 下妻市 下妻市見田字鹿島 1097番 ほか 6筆 

株式会社國府田農場 下妻市 下妻市加養字松屋敷 166番 1 ほか 8筆 

渡辺 国郎 下妻市 下妻市原字弥次郎 675番 1 ほか 2筆 

鈴木 政良 下妻市 下妻市原字柳町 2954番 

中島 拓也 下妻市 下妻市唐崎字後田 998番 1 

野部 幸男 下妻市 下妻市数須字赤城 1019番 ほか 2筆 

磯山 明男 下妻市 下妻市若柳字宗蓮下 920番 ほか４筆 

黒川 綾子 下妻市 下妻市二本紀字三丈 442番 2 

猪瀬 光義 下妻市 下妻市今泉字神明 55番 1 ほか 6筆 

白井 馨 下妻市 下妻市中居指字山王 1365番 

鈴木 巳好 下妻市 下妻市今泉字白鳥 1908番 ほか 8筆 

関川 幸一 下妻市 下妻市今泉字内河原 2102番 ほか 12筆 

舘野 正男 下妻市 下妻市今泉字白鳥 1905番 ほか 1筆 



中尾 寿夫 下妻市 下妻市中居指字山王 1371番 

中村 和行 結城郡八千代町 下妻市今泉字白鳥 1005番 ほか 21筆 

中山 良平 下妻市 下妻市今泉字白鳥 1918番 ほか 24筆 

野中 洋 結城郡八千代町 下妻市今泉字白鳥 1336番 1 ほか 20筆 

野村 操 下妻市 下妻市中居指字山王 1424番 ほか 14筆 

武笠 正明 下妻市 下妻市今泉字白鳥 1169番 ほか 18筆 

山野 浩 下妻市 下妻市中居指字間ノ田 1394番 ほか 3筆 

株式会社ライス＆グリーン

石島 
下妻市 下妻市二本紀字台畑 167番 ほか 100筆 

中田 伸一 坂東市 常総市大生郷新田町字金花沖 1447番 1 ほか 4筆 

沼尻 吉糾 常総市 常総市中妻町字東長張 6580番 ほか 6筆 

落合 文雄 常総市 常総市中妻町字中堀西 6729番 

浅野 久雄 常総市 常総市小保川字薬師 1706番 ほか 3筆 

石塚 幸一 常総市 常総市新井木町字五反田 951番 ほか 1筆 

石嶋 照夫 常総市 常総市篠山字寺野 1431番 ほか 10筆 

菊地 均 常総市 常総市中妻町字西長張 6382番 ほか 3筆 

程田 英雄 常総市 常総市大輪町字下田 2691番 ほか 1筆 

荒川 豊 常総市 常総市豊田字観音西 2858番 ほか 9筆 

安田 和伸 常総市 常総市本豊田字溝向 1661番 ほか 9筆 

永瀬 仁一 常総市 常総市相野谷町字西畑 32番・33番合併 ほか 2筆 

倉持 信雄 常総市 常総市本豊田字流新田 1207番 1 ほか 4筆 

有限会社瑞穂農場 常総市 常陸太田市松平町字大芝原 2261番 

川又 康雄 常陸太田市 常陸太田市中利員町字慶安寺 3023番 

鈴木 正 常陸太田市 常陸太田市大里町字中町 690番 ほか 5筆 

永田 親一 常陸太田市 常陸太田市大方町字二丁目 1582番 ほか 2筆 

堀江 茂邦 常陸太田市 常陸太田市大方町字内堀田 2738番 ほか 23筆 

株式会社 JA常陸アグリサポ

ート 
常陸太田市 常陸太田市大方町字二丁目 1585番 ほか 14筆 

鈴木 久雄 常陸太田市 常陸太田市大里町字圷町 934番 ほか 1筆 

萩谷 嘉道 常陸太田市 常陸太田市下河合町字下河原 1355番 

安 寿幸 常陸太田市 常陸太田市松栄町字二丁目 125番 ほか 1筆 

成井 一男 常陸太田市 常陸太田市大方町字一丁目 1461番 ほか 11筆 

塙 博光 笠間市 笠間市大渕字宮前 1618番 1 ほか 10筆 

青木 隆 笠間市 笠間市本戸字十日前 477番 1 ほか 2筆 



笹嶋 清美 笠間市 笠間市本戸字金谷 6327番 ほか 4筆 

農事組合法人かなや 笠間市 笠間市本戸字清水入ノ下 340番 ほか 54筆 

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字天神台 3263番 ほか 8筆 

南友部農事組合法人 笠間市 笠間市南友部字田那場 2333番 ほか 48筆 

内桶 昇 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 697番 

白土 良一 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 748番 ほか 17筆 

有限会社ユニオンファーム 小美玉市 笠間市鴻巣字鴻巣 868番 ほか 9筆 

藤枝 正彦 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣 755番 ほか 1筆 

株式会社テクモアファーム 笠間市 笠間市鴻巣字山ノ神 179番 1 ほか 11筆 

あいきマロン株式会社 笠間市 笠間市湯崎字山中 1002番 ほか 1筆 

上野 順一 笠間市 笠間市住吉字寺前 1875番 ほか 1筆 

川井 晃雄 笠間市 笠間市随分附字上田 1265番 1 ほか 4筆 

鶴田 浩義 笠間市 笠間市随分附字上田 1280番 ほか 1筆 

大和田 廣一 笠間市 笠間市随分附字上田 1281番 

鶴田 和典 笠間市 笠間市随分附字高橋 1344番 1 ほか 5筆 

鶴田 英樹 笠間市 笠間市随分附字仲田 1420番 1 ほか 8筆 

鶴田 光雄 笠間市 笠間市随分附字仲田 1403番 ほか 6筆 

石井 隆一 笠間市 笠間市下市原字下市原 1553番 ほか 11筆 

塙 宏 笠間市 笠間市下市原字下市原 1599番 ほか 8筆 

塙 行雄 笠間市 笠間市下市原字下市原 1691番 1 ほか 14筆 

石井 信行 笠間市 笠間市下市原字下市原 1702番 ほか 45筆 

国谷 博隆 笠間市 笠間市下市原字下市原 1732番 1 ほか 7筆 

塙 美好 笠間市 笠間市中市原字中市原 1796番 ほか 7筆 

青柳 義弘 笠間市 笠間市中市原字中市原 1814番 ほか 4筆 

冨田 基夫 笠間市 笠間市上市原字上市原 2722番 

萩野谷 建夫 笠間市 笠間市上市原字上市原 2715番 ほか 5筆 

友部 義正 笠間市 笠間市小原字長峯 357番 ほか 2筆 

吹野 健司 笠間市 笠間市小原字行者 2299番 ほか 18筆 

松田 健一 笠間市 笠間市上郷字堀ノ内 4227番 ほか 4筆 

田口 博格 笠間市 笠間市安居字塚越 799番 1 ほか 1筆 

郡司 伸夫 東茨城郡茨城町 笠間市安居字昭和 3292番 ほか 1筆 

郡司 保男 笠間市 笠間市安居字前口 3620番 ほか 7筆 

篠崎 真一郎 笠間市 笠間市安居字爼倉 3985番 ほか 20筆 

小松崎 徹 東茨城郡茨城町 笠間市安居字爼倉 3885番 1 ほか 2筆 



長谷川 光男 笠間市 笠間市下市原字広町 1412番 1 ほか 1筆 

矢萩 一也 笠間市 笠間市長兎路字堂下 1246番 1 ほか 1筆 

篠原 忠正 小美玉市 笠間市安居字爼倉 3920番 3 ほか 1筆 

小沼 祐 笠間市 笠間市安居字爼倉 3891番 1 

枝川 仁子 笠間市 笠間市随分附字上谷原 1169番 3 ほか 10筆 

生駒 敏文 笠間市 笠間市上郷字駒場 3773番 ほか 4筆 

田口 蕃 笠間市 笠間市泉字池下 3000番 

野村 貞行 笠間市 笠間市市野谷字小島 1638番 

栗山 壯史 牛久市 牛久市遠山町字勘定 902番 ほか 1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 989番 ほか 2筆 

中野 俊和 つくば市 つくば市上郷字大境 6463番 

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市小田字八幡前 5347番 1 ほか 2筆 

有限会社ファーマーズつく

ば 
つくば市 つくば市田倉字大境 5134番 

有限会社つくば緑地建設 つくば市 つくば市榎戸字前下 126番 1 ほか 58筆 

石上 馨 鹿嶋市 鹿嶋市武井字中 2348番 ほか 12筆 

和泉 はる子 鹿嶋市 鹿嶋市武井字細田 614番 ほか 12筆 

大川 勝広 鹿嶋市 鹿嶋市小宮作字川坪 1300番 ほか 2筆 

大川 悟 鹿嶋市 鹿嶋市明石字北 790番 ほか 23筆 

鈴木 伸吾 鹿嶋市 鹿嶋市武井字日光下 2143番 ほか 26筆 

細田 寿一 鹿嶋市 鹿嶋市須賀字カジマイ 1509番 ほか 1筆 

山口 通元 鹿嶋市 鹿嶋市武井字前船津 879番 2 ほか 4筆 

有限会社ソメノグリーンファ

ーム 
坂東市 坂東市長谷字台島 5285番 

廣瀬 弘 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬 124番 

武田 芳樹 かすみがうら市 かすみがうら市岩坪字根土 2214番 ほか 2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 172番 

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 354番 ほか 5筆 

額賀 輝雄 行方市 かすみがうら市田伏字宮前 6450番 ほか 5筆 

川井 栄二 行方市 行方市玉造字深溝甲 868番 

新堀 成人 行方市 行方市玉造字富士下甲 548番 1 ほか 9筆 

額賀 輝雄 行方市 行方市玉造字大町甲 678番 1 ほか 5筆 

沼田 弘徳 行方市 行方市玉造字宮平沼甲 762番 ほか 18筆 

根﨑 俊男 行方市 行方市玉造字新田前甲 446番 ほか 1筆 



箱根 勝巳 行方市 行方市玉造字横溝甲 486番 1 ほか 2筆 

橋本 秀 行方市 行方市玉造字境甲 2129番 1 ほか 5筆 

藤﨑 正和 行方市 行方市芹沢字沖田 2172番 ほか 3筆 

株式会社レイクフォー 行方市 行方市玉造字高森甲 2072番 1 ほか 14筆 

渡辺 洋一 行方市 行方市玉造字横須賀甲 2060番 1 ほか 1筆 

米川 浩也 鉾田市 鉾田市玉田字亀下 445番 1 ほか 7筆 

久保 信行 鉾田市 鉾田市玉田字北畑 660番 

須加野 満晴 鉾田市 鉾田市玉田字弁天 1046番 21 

南波留 一志 鉾田市 鉾田市紅葉字新川添 1196番 ほか 10筆 

冨田 正一 鉾田市 鉾田市大戸字海道下 104番 1 ほか 1筆 

株式会社鉾田ファーマーズ

コーポレーション 
鉾田市 鉾田市大戸字古屋敷 113番 3 ほか 3筆 

山口 正夫 鉾田市 鉾田市大和田字広山 1550番 ほか 3筆 

平沼 和也 鉾田市 鉾田市柏熊字掛ノ上 315番 20 

井川 美好 鉾田市 鉾田市安塚字原ノ前 793番 1 ほか 1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南耕地 105番 ほか 24筆 

農事組合法人伊奈生産組

合 
つくばみらい市 つくばみらい市戸崎字戸崎 127番 

株式会社わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字房目 10948番 ほか 17筆 

株式会社ウスイ 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字申渡 2864番 1 ほか 20筆 

有限会社河内営農 稲敷郡河内町 北相馬郡利根町押戸字立羽 11248番 1 ほか 13筆 

菊地 一郞 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町大房字房目 6775番 ほか 63筆 

松永 茂 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町惣新田字上 1891番 ほか 1筆 

杉野 壽一 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町押付新田字三の耕地 674 番 ほか 8

筆 

石橋 謙一 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町押付新田字二の耕地 285 番 ほか 2

筆 

六本木 孝 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町押付新田字二の耕地 424 番 ほか 1

筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 28年 12月１日 


