
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

一澤　正 水戸市 水戸市谷田町字下ノ内966番

吉川　勝久 水戸市 水戸市塩崎町字寺前1327番3

栗原　祐一 水戸市 水戸市酒門町字千束4179番8 ほか 1筆

公益社団法人日本国民高等学校協会 水戸市 水戸市小林町字達中前672番1(1) ほか 5筆

青木　良彰 水戸市 水戸市成沢町字荒神脇31番 ほか 17筆

大場　政義 水戸市 水戸市鯉淵町字六ノ割5044番9 ほか 1筆

長洲　明 鉾田市 水戸市上国井町字寺畑前4690番 ほか 8筆

加藤木　孝嘉 東海村 水戸市中河内町字下河原2052番1 ほか 15筆

大川　友一 鉾田市 水戸市上国井町字南原3286番15 ほか 18筆

立原　佳典 水戸市 水戸市中大野字反町2174番2

鈴木　正美 水戸市 水戸市中河内町字山下1514番 ほか 2筆

横須賀　昭俊 水戸市 水戸市栗崎町字中3581番

小田倉　康家 水戸市 水戸市上国井町字田中前1637番3 ほか 2筆

株式会社クリエイティブ・ファーム 日立市 日立市十王町伊師字タラメキ谷地2137番 ほか 11筆

中村　信之 石岡市 石岡市小幡字南小幡4495番1 ほか 1筆

酒井　寛幸 石岡市 石岡市碁石沢10583番6 ほか 5筆

株式会社北龍ファ－ム 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字二区1845番2 ほか 6筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 龍ケ崎市塗戸町字新田4123番 ほか 1筆

鴻巣　文雄 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字一区672番1 ほか 2筆

浅野　清 常総市 常総市上蛇町字東堤通2113番 ほか 1筆

荒川  豊 常総市 常総市豊田字観音西1151番5 ほか 13筆

倉持 信雄 常総市 常総市豊田字観音西2924番1 ほか 18筆

有限会社ソメノグリーンファーム 坂東市 常総市鴻野山新田字諏訪下916番

中田 伸一 坂東市 常総市五郎兵衛新田町字悪水東588番1 ほか 7筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 常総市小保川字薬師1702番

株式会社結ファームクラモチ 常総市 常総市豊岡町字元永丁2494番 ほか 8筆

株式会社エス・ファーム 常陸太田市 常陸太田市島町字上川原2014番 ほか 8筆

大部　良雅 北茨城市 北茨城市中郷町松井字塩町2338番 ほか 4筆

大部　成次 北茨城市 北茨城市中郷町石岡字前原後2112番

大部　正広 北茨城市 北茨城市中郷町小野矢指字五反田1514番 ほか 1筆

株式会社茨城生科研 笠間市 笠間市上郷字郷中4502番 ほか 10筆

寿々木　範夫 笠間市 笠間市笠間字丸峯4170番15

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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大久保　英樹 笠間市 笠間市小原字浮堤5604番 ほか 1筆

南友部農事組合法人 笠間市 笠間市南友部字田那場2364番 ほか 10筆

矢萩　一也 笠間市 笠間市土師字沖田丸1780番1

山越　隼人 牛久市 牛久市下根町字天神791番2

山本　正義 取手市 牛久市岡見町字遠宿2645番9

うしくグリーンファーム株式会社 牛久市 牛久市桂町字台畑351番

株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｆａｒｍ 常陸大宮市 つくば市沼崎字学園西899番1 ほか 1筆

株式会社ふしちゃん つくば市 つくば市高野字古内258番1 ほか 1筆

青柳　廣 常陸大宮市 常陸大宮市高渡町字3532番

萩谷　龍司 常陸大宮市 常陸大宮市下岩瀬字久保田1299番 ほか 2筆

五位渕　裕　 常陸大宮市 常陸大宮市下小瀬字寺前2291番1 ほか 1筆

株式会社レインボーフューチャー 筑西市 常陸大宮市三美字小林983番 ほか 64筆

田口　薫 常陸大宮市 常陸大宮市三美字小林1180番5 ほか 12筆

早川　重男 常陸大宮市 常陸大宮市三美字中崎962番 ほか 5筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字境松5789番

小田倉　成良 那珂市 那珂市額田東郷字向山2758番26 ほか 10筆

山口　一元 稲敷市 稲敷市上須田字上須田307番 ほか 2筆

山本　篤志 稲敷市 稲敷市伊佐津字富士台3322番1 ほか 3筆

田島　嘉人 稲敷市 稲敷市本新422番 ほか 1筆

黒田　正一 稲敷市 稲敷市上須田字上須田880番 ほか 6筆

平山　興衛 稲敷市 稲敷市橋向字細代1704番 ほか 5筆

根本　衛 稲敷市 稲敷市佐原下手字下手157番 ほか 10筆

株式会社ファームサンアイ 稲敷市 稲敷市上須田字上須田342番1 ほか 2筆

ＹＡＭＡＧＵＣＨＩｆａｒｍ株式会社 稲敷市 稲敷市八千石字八千石689番1 ほか 40筆

藤井　圭子 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字中前台5705番 ほか 1筆

米山　繁 かすみがうら市 かすみがうら市宍倉字鶴沼6167番30 ほか 6筆

額賀　實 行方市 行方市南字南899番 ほか 1筆

小沼　紀行 鉾田市 鉾田市鹿田字飯田1402番

株式会社冨田農園 鉾田市 鉾田市鹿田字小割949番7

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92番 ほか 8筆

株式会社宮本農場 つくばみらい市 つくばみらい市奉仕字奉仕1672番1 ほか 8筆

廣瀬　四郎 つくばみらい市 つくばみらい市福田字福田593番

農事組合法人小貝の水 つくばみらい市 つくばみらい市新戸字新戸336番1 ほか 7筆
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山口　正博 小美玉市 小美玉市外之内字アラマキ591番 ほか 1筆

細谷　栄 小美玉市 小美玉市小曽納字代440番2

栗原　喜視 茨城町 東茨城郡茨城町前田字上前1722番1 ほか 1筆

小山　猛 城里町 東茨城郡城里町那珂西字西原2173番 ほか 5筆

小幡　利克 城里町 東茨城郡城里町粟字杉原2587番 ほか 1筆

山﨑　明 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字飯倉1802番 ほか 9筆

臼田　太一 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字金堀1552番 ほか 4筆

渡邉　通 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字水神1685番 ほか 1筆

瀬尾　幸司 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字飯倉1806番1 ほか 1筆

高﨑　正夫 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字水神1656番 ほか 38筆

細田　達徳 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字飯倉1789番

瀬尾　美徳 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字金堀1565番1

石引　孝幸 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字神田1739番 ほか 1筆

飯田　國明 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字神田1721番 ほか 2筆

宮越　等 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字金堀1555番 ほか 2筆

石引　英世 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字金堀1561番

山崎　善正 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字水神1648番 ほか 2筆

四ッ谷　紀夫 牛久市 稲敷郡阿見町飯倉字水神1666番 ほか 5筆

農事組合法人福田センター 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字神田1706番

大塚　康夫 阿見町 稲敷郡阿見町飯倉字飯倉1772番

株式会社ベストファーム 阿見町 稲敷郡阿見町吉原字実里3902番

朝日奈　光 河内町 稲敷郡河内町源清田字遠下6396番 ほか 6筆

有限会社横田農場 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字内野8142番

農事組合法人宮本農産 龍ケ崎市 稲敷郡河内町生板字内野8170番

株式会社ＫファームＮＡＩＴＯ 河内町 稲敷郡河内町片巻字中坪1333番 ほか 43筆

飯島　正明 五霞町 猿島郡五霞町山王字勘座下1777番 ほか 51筆

株式会社ウスイ 利根町 北相馬郡利根町惣新田字下2001番 ほか 6筆

株式会社わかばファーム 利根町 北相馬郡利根町大房字新野原838番 ほか 11筆

石塚　梢 利根町 北相馬郡利根町大房字房目6948番 ほか 8筆
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