
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

株式会社ＥＯＳ 水戸市 水戸市大場町字小山71番1 ほか 2筆

有限会社瑞穂農場 常陸大宮市 水戸市飯富町字下河原5388番1 ほか 4筆

高野　美男 石岡市 石岡市太田字西原1675番 ほか 27筆

谷仲　壮一 石岡市 石岡市太田字根本1752番 ほか 3筆

柘植　昭 石岡市 石岡市太田字堀込1620番 ほか 6筆

藤岡　孝雄 石岡市 石岡市太田字西原1770番

藤岡　秀康 石岡市 石岡市太田字堂ノ前1871番 ほか 1筆

柘植　教一 石岡市 石岡市太田字堀込1623番1 ほか 1筆

吉田　則久 石岡市 石岡市太田字桜本1824番 ほか 2筆

藤岡　一也 石岡市 石岡市太田字堂ノ前1875番 ほか 1筆

高野　進 石岡市 石岡市太田字堀込1640番 ほか 2筆

谷田部　貞雄 石岡市 石岡市柿岡字江垂5349番 ほか 35筆

谷田部　淑子 石岡市 石岡市柿岡字江垂5291番1 ほか 13筆

菊地　力男 石岡市 石岡市柿岡字江垂5340番 ほか 2筆

嶋田　博正 石岡市 石岡市中津川字砂田1842番 ほか 5筆

大塚　力 石岡市 石岡市北根本字東田970番 ほか 36筆

栗原　茂 石岡市 石岡市石岡字館下14926番 ほか 10筆

やさと菜苑株式会社 石岡市 石岡市東成井字木ノ下289番1 ほか 1筆

磯山　明宏 石岡市 石岡市片岡字内山795番1 ほか 2筆

山田　晃太郎 石岡市 石岡市太田字道悦1141番1 ほか 2筆

菅生　英史 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区2404番 ほか 1筆

藤田　修一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字三区2652番 ほか 2筆

山田　一則 常陸太田市 常陸太田市藤田町字三区1354番

大曽根　龍一 常陸太田市 常陸太田市小島町字三区535番 ほか 8筆

小川　剛 常陸太田市 常陸太田市亀作町字塩田2704番

株式会社エス・ファーム 常陸太田市 常陸太田市小島町字三区506番 ほか 1筆

立原　邦雄 常陸太田市 常陸太田市亀作町字西田2866番

矢萩　一也 笠間市 笠間市長兎路字三夜下1217番1 ほか 1筆

小薗江　一三 笠間市 笠間市小原字小原5170番

生駒　敏文 笠間市 笠間市上郷字日向前3692番

小薗江　昭 笠間市 笠間市鴻巣字鴻巣791番

友部　泰一 笠間市 笠間市小原字島前915番 ほか 2筆

渡辺　政夫 笠間市 笠間市下市毛字八反田1610番1 ほか 33筆

NPO法人あしたを拓く有機農業塾 笠間市 笠間市南友部字石内294番

田山　昌男 笠間市 笠間市市野谷字市野谷1764番 ほか 1筆

賃借権の設定等を受ける土地

賃借権の設定等を受ける者
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菅井　亘 笠間市 笠間市大橋字岡の宿2826番 ほか 10筆

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字天神下2220番1 ほか 16筆

田村　昭一 笠間市 笠間市福原字新谷6388番 ほか 12筆

養田　幸司 笠間市 笠間市福原字在家6677番 ほか 5筆

國谷　博隆 笠間市 笠間市下市原字下市原1732番2 ほか 2筆

安見　庄一 笠間市 笠間市石井字稲子原甲34番1

農事組合法人てらさき 笠間市 笠間市寺崎字東田942番 ほか 1筆

国府田　秋男 つくば市 つくば市洞下字洞下952番 ほか 1筆

農事組合法人　君島農場 つくば市 つくば市君島字川原田264番 ほか 15筆

株式会社HATAKEカンパニー つくば市 つくば市栗原字大山2786番

長岡　隆好 鹿嶋市 鹿嶋市角折字信2404番 ほか 2筆

出頭　大祐 鹿嶋市 鹿嶋市武井字横田2742番

橋本　智己 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川194番 ほか 10筆

小堀　義彦 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川82番 ほか 9筆

小堤　一孝 鹿嶋市 鹿嶋市中字上町3281番 ほか 24筆

小原　康孝 鹿嶋市 鹿嶋市中字中町3058番 ほか 14筆

鳶　正良 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川28番 ほか 12筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字若宮下7225番

和田農事組合法人 那珂市 那珂市門部字一本松4874番

峯島　勝則 那珂市 那珂市福田字駒潜2508番 ほか 1筆

横田　隆 那珂市 那珂市戸字富士4692番146 ほか 2筆

栁橋　英文 那珂市 那珂市戸字花園5181番

郡　正巳 稲敷市 稲敷市手賀組新田字六角979番 ほか 19筆

高城　博志 稲敷市 稲敷市八千石字八千石114番 ほか 5筆

工藤　修 稲敷市 稲敷市佐原組新田字高丸568番1 ほか 34筆

平野　修 稲敷市 稲敷市甘田字東82番1 ほか 8筆

浅野　吉信 稲敷郡河内町 稲敷市南太田字南122番

櫻井　盛夫 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字一の瀬301番

宮本　剛 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬129番1 ほか 4筆

田口　毅一 桜川市 桜川市真壁町長岡字竹の下728番1 ほか 7筆

古山　浩史 桜川市 桜川市上城字六反田738番

市村　元利 桜川市 桜川市上城字一丁三反181番 ほか 2筆

阿部　澄良 行方市 行方市小貫字削田62番1 ほか 3筆

篠原青果株式会社 小美玉市 小美玉市寺崎字裏田台221番 ほか 19筆

株式会社木名瀬金重商店 小美玉市 小美玉市鶴田字蝶巣塚796番1 ほか 2筆

岡田　晴雄 行方市 小美玉市山野字溝内2003番
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水野　浩一 小美玉市 小美玉市山野字荒牧田1493番3

平澤　協一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字坊原1649番 ほか 3筆

鈴木　勇人 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町若宮字鳴沢953番2

江幡　淳 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町上入野字欠下5498番 ほか 2筆

有限会社桂農産 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町阿波山字原639番1 ほか 23筆

清水　誠 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町石塚字宗田前997番1 ほか 3筆

飯村　光伸 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町増井字権現山2912番

飯村　孝行 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町増井字上宿2945番 ほか 2筆

伊藤　代一 稲敷郡阿見町 稲敷郡阿見町君島字宮下1614番

松本　重規 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字幸谷前9983番 ほか 5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一区5218番2 ほか 3筆

本橋　輝雄 稲敷市 稲敷郡河内町生板字内野8406番

萩原　明 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町源清田字遠下6506番 ほか 7筆

岡田　彬成 龍ケ崎市 稲敷郡河内町源清田字遠下6338番 ほか 33筆

株式会社光ファーム 猿島郡境町 猿島郡境町塚崎字中瀬前2098番1 9筆

飯田　耕作 猿島郡境町 猿島郡境町若林字辰堂下5265番 ほか 42筆

小能　保男 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町布川字太子堂2814番1 ほか 4筆

杉山　博康 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町立木字下谷178番1 ほか 2筆
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