
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

園部　正夫 水戸市 水戸市成沢町字上覧場1712番

株式会社フレッシュ水戸 水戸市 水戸市中河内町字中河原1367番 ほか 3筆

久野　光夫 水戸市 水戸市飯富町字塙東5861番

江幡　孝 水戸市 水戸市青柳町字一丁田3743番 ほか 6筆

住谷　正子 水戸市 水戸市大塚町字町田2325番

青木　良彰 水戸市 水戸市成沢町字大塚452番1

田中　雅勝 水戸市 水戸市大場町字根崎前5662番1 ほか 9筆

飛田　隆徳 水戸市 水戸市栗崎町字道下1383番3 ほか 2筆

綿引　伸夫 水戸市 水戸市上国井町字寺畑前4711番

木内　馨 水戸市 水戸市中河内町字長町1379番

矢﨑　雅昭 水戸市 水戸市栗崎町字徳万1321番1 ほか 8筆

有限会社照沼農園 水戸市 水戸市堀町字新堤2662番1

有限会社常澄農作業支援センター 水戸市 水戸市栗崎町字上平2161番

吉田　藤樹 土浦市 土浦市常名字高野堤653番

小菅　乾一 八千代町 古河市東間中橋字東山525番

木村　博昭 古河市 古河市上片田字中台373番1

野澤　正弘 古河市 古河市東諸川字野尻340番

黒子　忠則 古河市 古河市大和田字下山下2651番1

株式会社翔栄クリエイト 東京都新宿区 龍ケ崎市若柴町字宮後573番

株式会社ひかりファーム常総 常総市 常総市新石下字上ノ割4253番

結束 隆司 常総市 常総市長助町字東通653番 ほか 3筆

五月女　安彦 常総市 常総市鴻野山字五輪東658番 ほか 7筆

沼尻 勝美 常総市 常総市東町字一区2927番

沼尻 隆志 常総市 常総市東野原字五十嵐688番

浅野 久雄 常総市 常総市本石下字卯月並3909番1 ほか 11筆

草間 宏之 常総市 常総市羽生町字池成301番 ほか 1筆

中田 伸一 坂東市 常総市五郎兵衛新田町字大田646番 ほか 11筆

渡辺　宏行 常総市 常総市花島町字上花島2519番 ほか 1筆

篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市上河合町字三丁目316番 ほか 3筆

有限会社栗原農園 常陸太田市 常陸太田市芦間町字千束町95番 ほか 8筆

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字マニシタ872番1 ほか 4筆

小西　実 笠間市 笠間市飯田字豆田2586番1 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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藤枝　芳房 笠間市 笠間市矢野下字白幡1028番 ほか 2筆

北中　好文 水戸市 笠間市上加賀田字荒谷2395番

髙野　尚夫 笠間市 笠間市稲田字川東4805番

栗山　修一 龍ケ崎市 牛久市小坂町字小坂59番1 ほか 14筆

島田　友樹 利根町 牛久市女化町954番1 ほか 9筆

藤田　雅一 牛久市 牛久市上太田町字細田285番 ほか 7筆

石塚　広和 つくば市 つくば市大井字南田14番1 ほか 24筆

有限会社関農産 つくば市 つくば市大形字宮西2253番1 ほか 1筆

農事組合法人塩田 常陸大宮市 常陸大宮市西塩子字吉田2074番

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市辰ノ口字小坂下982番1 ほか 4筆

江幡　孝 水戸市 那珂市中台字田苗下2333番

水野　一男 那珂市 那珂市戸字中谷原5711番

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字下河原7317番 ほか 2筆

大澤　一郎 那珂市 那珂市戸字中谷原5712番

堀部　宏伸 ひたちなか市 那珂市杉字松内1302番

YAMAGUCHIfarm株式会社 稲敷市 稲敷市浮島字尾島8657番

平川　一徳 千葉県成田市 稲敷市浮島字関谷7591番 ほか 6筆

関谷　友樹 稲敷市 稲敷市浮島字関谷7596番

坂本　ちよ 稲敷市 稲敷市浮島字関谷7619番 ほか 1筆

黒田　義平 稲敷市 稲敷市浮島字関谷7625番 ほか 7筆

藤巻　和夫 稲敷市 稲敷市高田字岡3727番1 ほか 1筆

井坂　孝雄 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字香取7684番

株式会社ヤッカ 桜川市 桜川市真壁町下谷貝字岡の台2667番1

松下　誠 行方市 行方市小幡字上ノ宮沖1785番1 ほか 1筆

平野　敏 行方市 行方市西蓮寺字堺1493番

中根　匡志 鉾田市 鉾田市当間字浜井場2354番1 ほか 1筆

飯島　浩二 鉾田市 鉾田市常磐字合戦場1640番41

農事組合法人みらいの光 つくばみらい市 つくばみらい市板橋字大房地1918番 ほか 7筆

中山　雅史 つくばみらい市 つくばみらい市上島字上島114番 ほか 7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352番 ほか 2筆

岡野　圭祐 小美玉市 小美玉市張星字出崎16番1 ほか 8筆

株式会社木名瀬金重商店 小美玉市 小美玉市鶴田字新山1373番 ほか 1筆

石井　富男 小美玉市 小美玉市佐才字山下891番 ほか 10筆
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大高　昌明 小美玉市 小美玉市外之内字アラマキ611番 ほか 1筆

渡辺　富士男 小美玉市 小美玉市川戸字伏沼前1451番15

保田　健一 小美玉市 小美玉市部室字宅地裏141番

木名瀬　幸吉 小美玉市 小美玉市柴高字上出口1040番 ほか 1筆

荻津　佳宜 茨城町 東茨城郡茨城町南栗崎字西田1343番 ほか 1筆

海老澤　洋寿 茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字平本3729番1 ほか 5筆

堀内　信人 小美玉市 東茨城郡茨城町鳥羽田字坂東307番16

緑川　和美 茨城町 東茨城郡茨城町小幡字平1572番 ほか 1筆

宮部　清二 茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字フクラ659番4 ほか 8筆

海老澤　隆志 茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字涸沼台2854番 ほか 7筆

株式会社寿屋 城里町 東茨城郡城里町石塚字滝ノ上1231番1 ほか 1筆

清水　誠 城里町 東茨城郡城里町石塚字宗田前1012番 ほか 12筆

柴原　成一 阿見町 稲敷郡阿見町荒川本郷字中根2536番 ほか 6筆

織原　敏明 河内町 稲敷郡河内町布鎌字布鎌95番

長濱　保行 河内町 稲敷郡河内町布鎌字布鎌95番

荒井　誠 利根町 北相馬郡利根町押戸字仲江間132番 ほか 14筆
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