
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

外岡　健寿 水戸市 水戸市杉崎町字大部良1571番 ほか 3筆

前島　顕二 水戸市 水戸市大塚町字南前435番 ほか 10筆

海老根　正夫 水戸市 水戸市加倉井町字五輪2001番2

萩原　巌 土浦市 土浦市藤沢字栗田3782番

有限会社稲葉園芸 結城市 古河市尾崎字東田5061番 ほか 5筆

宍戸ファーム株式会社 古河市 古河市仁連字稲荷久保1056番1 ほか 4筆

青木　英明 古河市 古河市仁連字鷲宮3186番

野澤　正弘 古河市 古河市五部字本田52番4 ほか 2筆

中里　智宏 古河市 古河市山田字八幡前1175番 ほか 1筆

藤田　修一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区2508番 ほか 28筆

松鹿　平 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区2509番1 ほか 18筆

國松　俊幸 龍ケ崎市 龍ヶ崎市馴馬町字二区3348番1 ほか 17筆

有限会社水府愛農会 常陸太田市 常陸太田市玉造町字馬場933番

栗原　昭夫 常陸太田市 常陸太田市大里町字宮崎台1676番

太田　一郎 笠間市 笠間市箱田字片倉前3894番1 ほか 1筆

飛田　稔 笠間市 笠間市本戸字相ノ内6381番

荻津　修一郎 笠間市 笠間市平町字大沢2172番3 ほか 1筆

株式会社テクモア 笠間市 笠間市南友部字宮前163番 ほか 3筆

駒林　新一 笠間市 笠間市旭町字西原177番 ほか 1筆

一般財団法人笠間市農業公社 笠間市 笠間市長兎路字出口815番4 ほか 4筆

生駒　敏文 笠間市 笠間市上郷字大古沢4108番

株式会社いわまの栗 笠間市 笠間市上郷字町田4398番

野村　貞行 笠間市 笠間市市野谷字小島1637番 ほか 2筆

田山　昌男 笠間市 笠間市市野谷字市野谷1809番

田山　好一 笠間市 笠間市市野谷字太田部2034番

田山　政則 笠間市 笠間市押辺字椚山2730番8 ほか 1筆

長谷川　愛子 笠間市 笠間市日草場字肥前塚4番 ほか 8筆

下山　和樹 取手市 取手市下萱場字下萱場1578番 ほか 1筆

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市九万坪字新作48番32 ほか 2筆

中村　辰夫 つくば市 つくば市大形字登戸2425番

金田　好弘 つくば市 つくば市大形字宮西2298番1 ほか 4筆

株式会社アグリ日辻 つくば市 つくば市大形字宮西2379番1 ほか 5筆

農事組合法人君島農場 つくば市 つくば市君島字東田1472番

橋本　智己 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川80番 ほか 9筆
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山口　通元 鹿嶋市 鹿嶋市武井字額賀2620番1

高田　淳 鹿嶋市 鹿嶋市武井字額賀2631番1

小堀　義彦 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川15番 ほか 1筆

大川　悟 鹿嶋市 鹿嶋市明石字南711番 ほか 4筆

山﨑　信市 守谷市 守谷市野木崎字新堤外5656番

株式会社ＪＡ常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市三美字塩塙749番 ほか 31筆

峯島　勝則 那珂市 那珂市福田字宮原東2252番 ほか 3筆

助川　操 那珂市 那珂市額田東郷字中道871番 ほか 18筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市向山字白鳥1401番1 ほか 3筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市中里字飛内739番1 ほか 1筆

エコアグリ旭ヶ丘農事組合法人 筑西市 筑西市嘉家佐和字母子島2798番 ほか 2筆

小島　太 筑西市 筑西市蓮沼字西原1541番7 ほか 4筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 筑西市中村新田字大宝溜井68番 ほか 4筆

倉持　勉 筑西市 筑西市大谷字津久江912番 ほか 2筆

小林　正美 筑西市 筑西市小川字権現857番1

佐藤　孝一 筑西市 筑西市小川字興平浦892番1 ほか 2筆

塩澤　和久 筑西市 筑西市森添島字北宿1471番 ほか 4筆

長須　衛 筑西市 筑西市直井字下荒句133番13

古澤　諭 筑西市 筑西市西石田字上石田1204番 ほか 5筆

有限会社あかぎ産業 筑西市 筑西市鷺島字中谷原1466番 ほか 1筆

有限会社おおしま 筑西市 筑西市谷永島字宮後582番

有限会社ファームオアシス 筑西市 筑西市塚原字塚原208番 ほか 1筆

渡辺　雅彦 筑西市 筑西市玉戸字東田2630番 ほか 1筆

稲見　宜子 筑西市 筑西市笹塚字笹塚962番 ほか 3筆

岩﨑　唯夫 筑西市 筑西市小川字松ノ木292番

神原　明 筑西市 筑西市蒔田字柳堀738番 ほか 13筆

水越　優太 筑西市 筑西市下江連字十三塚1608番1 ほか 3筆

塚越　清記 筑西市 筑西市落合字赤田600番 ほか 2筆

飯山　泰男 筑西市 筑西市小川字空拓山52番 ほか 7筆

風見　芳男 筑西市 筑西市小川字松ノ木212番 ほか 6筆

株式会社アグリイナシキ 稲敷市 稲敷市堀川字丑新田2941番

根本　一也 稲敷市 稲敷市阿波崎字須口510番 ほか 10筆

久保田　敦夫 稲敷市 稲敷市脇川字本田117番 ほか 2筆

飯塚　俊一 つくば市 かすみがうら市宍倉字南野原6194番57 ほか 5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323番
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田宮　満 行方市 行方市玉造字深溝甲861番 ほか 5筆

川崎　洋治 小美玉市 小美玉市飯前字出房1376番27 ほか 10筆

荻沼　英典 小美玉市 小美玉市野田字五厘平1113番1

渡辺　富士男 小美玉市 小美玉市川戸字伏沼山野入会1450番23 ほか 13筆

宮澤　竜也 小美玉市 小美玉市百里字百里374番

飯村　義弘 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上赤沢字堂地原223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2889番

株式会社寿屋 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町小坂字宮方975番1 ほか 4筆

株式会社光ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町塚崎字中坪2735番 ほか 1筆

青木青果有限会社 猿島郡境町 猿島郡境町猿山字東道目430番 ほか 2筆

小能　保男 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町布川字新宿4672番 ほか 4筆
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