
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 159番 1 

青木 良彰 水戸市 水戸市鯉淵町字三ノ割 3058番 ほか 4筆 

高野 隆文 水戸市 水戸市東前町字沼つら 1505番 ほか 1筆 

加倉井 幸夫 水戸市 水戸市田野町字別当 2065番 ほか 1筆 

佐藤 晃一 水戸市 水戸市小泉町字免古成 362番 

日辻 文雄 つくば市 土浦市田宮字笄崎 1300番 1 

来田 雅彦 土浦市 土浦市高岡字前田 2616番 ほか 8筆 

滝田 勝源 土浦市 土浦市沢辺字山王前 1771番 

篠塚 守夫 猿島郡境町 古河市水海字表ノ前 4951番 ほか 1筆 

中山 嘉一 常総市 常総市岡田字保待山 69番 2 

株式会社 JA常陸ア

グリサポート 
常陸大宮市 常陸太田市大中町字小森 3472番 ほか 41筆 

鈴木 定夫 常陸太田市 常陸太田市大里町字中町 652番 ほか 2筆 

成井 一男 常陸太田市 常陸太田市久米町字塚田 429番 ほか 1筆 

大曽根 龍一 常陸太田市 常陸太田市島町字日渡 1246番 

檜山 邦男 常陸太田市 常陸太田市高貫町字上永近 2445番 ほか 1筆 

有限会社ワールド

ファーム 
つくば市 常陸太田市天下野町字並木平 6399番 ほか 6筆 

株式会社エス・フ

ァーム 
常陸太田市 常陸太田市島町字岩井崎 551番 ほか 81筆 

岡﨑 一美 日立市 常陸太田市三才町字稲荷森 1642番 

綿引 克友 常陸太田市 常陸太田市松栄町字中川原 2537番 

大部 正広 北茨城市 北茨城市中郷町粟野字牛引田 1375番 ほか 3筆 

塙 博光 笠間市 笠間市大渕字宮前 1636番 ほか 10筆 

大和田 廣一 笠間市 笠間市平町字大沢 2087番 1 ほか 1筆 

友部 義正 笠間市 笠間市小原字柳澤 692番 

株式会社テクモア

ファーム 
笠間市 笠間市鴻巣字韮芝 286番 2 ほか 1筆 

笹嶋 農武夫 笠間市 笠間市随分附字上田 1272番 1 ほか 1筆 

鶴田 忠男 笠間市 笠間市随分附字堂ノ下 1610番 



石井 信行 笠間市 笠間市下市原字廣町 1410番 1 ほか 1筆 

有限会社武平ファ

ーム 
つくば市 笠間市押辺字吉添 3026番 ほか 13筆 

有限会社つくば緑

地建設 
つくば市 つくば市榎戸字大境 304番 1 ほか 2筆 

藤井 健司 鹿嶋市 鹿嶋市粟生字池の下 3050番 ほか 7筆 

常陸乃アグリ農事

組合法人 
東茨城郡城里町 常陸大宮市下伊勢畑字中島 3195番 ほか 8筆 

株式会社 A Farm 水戸市 那珂市戸字上新田 6903番 ほか 4筆 

山﨑 健一 那珂市 那珂市中里字前谷津 371番 1 ほか 1筆 

小圷 保男 那珂市 那珂市中里字十文字 1667番 ほか 2筆 

鈴木 正一 那珂市 那珂市鴻巣字薬山 3608番 1 ほか 3筆 

助川 操 那珂市 那珂市額田東郷字新地後 766番 ほか 9筆 

峯島 勝則 那珂市 那珂市後台字東崎 2979番 1 ほか 7筆 

佐藤 長正 那珂市 那珂市古徳字ヨシギワ 2391番 

会沢 琢磨 那珂市 那珂市門部字座王河原 5714番 

宮本 和昭 稲敷市 稲敷市浮島字尾島 5993番 ほか 4筆 

小貫 康男 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス 332番 ほか 14筆 

押田 弘巳 稲敷市 稲敷市稲波字北区 120番 ほか 6筆 

森田 康司 稲敷市 稲敷市新橋字清水 163番 ほか 12筆 

髙須 利明 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス 376番 ほか 6筆 

萩原 敏正 稲敷市 稲敷市上根本字八寸堀 6543番 ほか 4筆 

石田 隆 稲敷市 稲敷市境島字中蒲 712番 ほか 12筆 

森田 康 稲敷市 稲敷市町田字関場 1749番 ほか 2筆 

黒田 正夫 稲敷市 稲敷市八千石字八千石 43番 ほか 5筆 

平山 一男 稲敷市 稲敷市脇川字本田 167番 1 ほか 23筆 

山本 陽子 稲敷市 稲敷市戌渡字中 1377番 ほか 2筆 

坂本 安正 稲敷市 稲敷市結佐字流作 4110番 ほか 1筆 

荒井 栄 稲敷市 稲敷市柴崎字寄居下 976番 ほか 5筆 

宮本 孝信 稲敷市 稲敷市高田字岡 3809番 1 ほか 8筆 

根本 昌樹 稲敷市 稲敷市高田字須賀 4069番 ほか 8筆 

伊藤 秀男 稲敷市 稲敷市高田字宿後 2369番 1 ほか 14筆 

木村 克己 稲敷市 稲敷市高田字須賀 3857番 

根本 栄 稲敷市 稲敷市高田字渡場 4079番 ほか 1筆 



棹台 初美 稲敷市 稲敷市高田字岡 3806番 

篠﨑 惣壽 稲敷市 稲敷市高田字渡場 4081番 ほか 14筆 

藤巻 和夫 稲敷市 稲敷市高田字岡 3721番 ほか 14筆 

水飼 俊夫 稲敷市 稲敷市高田字須賀 3878番 ほか 9筆 

吉原 弘 稲敷市 稲敷市高田字岡 3743番 ほか 2筆 

佐藤 章 稲敷市 稲敷市高田字岡 3725番 1 ほか 1筆 

立花 紀貴 神栖市 神栖市鰐川字鰐川 606番 ほか 3筆 

田宮 満 行方市 行方市手賀字舟津 4689番 ほか 1筆 

本澤 政雄 行方市 行方市小貫字武蔵野 1863番 1（1） 

吉田 勝利 行方市 行方市小貫字武蔵野 1863番 1（2） 

株式会社市村農園 鉾田市 鉾田市菅野谷字大戸道 954番 1 ほか 2筆 

農業法人佐伯農園

株式会社 
鉾田市 鉾田市鉾田字関場 2761番 ほか 2筆 

箕輪 美代子 鉾田市 鉾田市大戸字西野 881番 5 

菅谷 正之 鉾田市 鉾田市梶山字梶山 2453番 

新堀 英巳 鉾田市 鉾田市鳥栖字柿ノ木 1274番 ほか 1筆 

海老原 栄三 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地 1950番 ほか 5筆 

有限会社真木みら

いファーム 
つくばみらい市 つくばみらい市川崎字新田 1728番 ほか 2筆 

農事組合法人小貝

の水 
つくばみらい市 つくばみらい市長渡呂新田字新田 970番 

農事組合法人筑波

みらい 
つくばみらい市 つくばみらい市戸崎字戸崎 125番 ほか 47筆 

山 健二 小美玉市 小美玉市羽刈字北浦 193番 2 

髙山 敏夫 小美玉市 小美玉市堅倉字新谷 1246番 9 ほか 1筆 

海老澤 洋寿 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字後沢 2882番 ほか 40筆 

坂場 和則 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字神ノ町 909番 3 ほか 18筆 

海老澤 要人 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字山口 511番 1 ほか 11筆 

長洲 常男 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字涸沼台 6537番 ほか 24筆 

海老澤 隆志 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字ノギハ 484番 2 ほか 35筆 

宮部 清二 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字番城地 620番 1 ほか 19筆 

海老澤 聡 東茨城郡茨城町 
東茨城郡茨城町中石崎字涸沼台 2799 番 1 ほか 11

筆 

金子 真弓 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字フクラ 659番 4 ほか 33筆 



株式会社おみたま

農園 
小美玉市 東茨城郡茨城町小幡字南表 24番 5 ほか 1筆 

小沢 則夫 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字堺田 3305番 

芝沼 光雄 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小堤字新道 1363番 ほか 1筆 

多多納 勝行 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字石崎 4557番 14 ほか 1筆 

木村 繁雄 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字石崎 4557番 91 ほか 1筆 

清水 和雄 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字石崎 4557番 86 ほか 1筆 

小室 俊明 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字石崎 4557番 472 ほか 3筆 

平澤 克明 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字東裏 2846番 1 ほか 1筆 

小貫 恒 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町秋葉字土手向 1089番 1 ほか 3筆 

緑川 和美 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字梶田 3264番 

有限会社アクト農

場 
東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字猫田 595番 1 ほか 10筆 

小幡 利克 
東茨城郡城里町

粟 1082番地 
東茨城郡城里町粟字杉原 2598番 ほか 2筆 

鯉渕 榮一 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町粟字中道端 2894番 

髙萩 和彦 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町石塚字前郷田 722番 1 ほか 4筆 

飯村 義弘 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上赤沢字昭和田 685番 1 

株式会社神崎グレ

イン 
那珂市 那珂郡東海村石神外宿字柳沢 3079番 ほか 7筆 

大内 静夫 那珂郡東海村 那珂郡東海村村松字大山下 4878番 1 ほか 5筆 

海保 ひさ美 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町平川字小山 893番 ほか 8筆 

森田 康司 稲敷市 稲敷郡河内町金江津字大ノ苅 2695番 ほか 2筆 

高保村農事組合法

人 
稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字古流作 5061番 2 

鴻巣 文雄 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字申渡 7038番 2 

農事組合法人宮本

農産 
龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字古新田 9907番 ほか 17筆 

鈴木 英男 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町長竿字荒地 5944番 2 ほか 1筆 

大野 勝広 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町下加納字下中道附 568番 1 ほか 1筆 

岡田 彬成 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字小川 4751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 10404番 

篠塚 守夫 猿島郡境町 猿島郡境町塚崎字口明 4844番 ほか 15筆 

柿沼 隼人 猿島郡境町 猿島郡境町若林字西谷津 4881番 ほか 2筆 



斉藤 浩 猿島郡境町 猿島郡境町浦向字沼台下 835番 1 ほか 14筆 

倉持 清一郎 猿島郡境町 猿島郡境町桐ケ作字飛地流作下 2486番 ほか 1筆 

飯田 耕作 猿島郡境町 猿島郡境町若林字前谷津 5134番 

大越 清 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字二枚田 11057番 ほか 10筆 

飯田 勲 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字二枚田 11061番 ほか 3筆 

株式会社わかばフ

ァーム 
北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字申渡 2930番 ほか 2筆 

髙橋 唯雄 北相馬郡利根町 
北相馬郡利根町横須賀字一の耕地 869 番 1 ほか 4

筆 

鬼澤 均 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字申渡北河原 3163番 ほか 6筆 

髙野 博夫 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町大房字永井 1156番 ほか 11筆 

株式会社東部営農

社 
北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字申渡 2888番 ほか 4筆 

 

２ 認可年月日 

  平成 29年４月 27日 


