
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

吉田　藤樹 土浦市 土浦市常名字川原156番5

井沢　清 土浦市 土浦市常名字川原260番2 ほか 1筆

大和田　一夫 土浦市 土浦市常名字五斗蒔549番3 ほか 1筆

滝田　賢治 土浦市 土浦市沢辺字中原地1934番

株式会社光ファーム 境町 古河市水海字表ノ前5021番1 ほか 4筆

秋庭　勇司 古河市 古河市大山字小堤120番1 ほか 8筆

秋庭　陽介 古河市 古河市大山字上耕地1348番 ほか 2筆

北島　賢司 古河市 古河市前林字西沼縁り2528番12 ほか 5筆

関口　正一 古河市 古河市大山字水神下1908番 ほか 4筆

柘植　昭 石岡市 石岡市太田字西原1670番

安田　和伸 常総市 常総市本豊田字堤外粕内471番 ほか 9筆

河津　史男 常総市 常総市上蛇町字大堀通3545番 ほか 4筆

株式会社かけひFarm 坂東市 常総市豊岡町字洲崎新田甲352番1 ほか 5筆

株式会社ひかりファーム常総 常総市 常総市山口字神立321番3 ほか 17筆

結束　隆司 常総市 常総市相野谷町字長張4231番

荒川  豊 常総市 常総市豊田字観音西1165番2

香山　行德 常総市 常総市笹塚新田町字笹塚713番

三太商事株式会社 常総市 常総市蔵持新田字原山下12番 ほか 7筆

篠崎　栄三郎 常総市 常総市本豊田字田宿254番 ほか 2筆

篠﨑　一彦 常総市 常総市豊岡町字谷原丙786番

沼尻　隆志 常総市 常総市収納谷字泉町293番

新井　明 常総市 常総市内守谷町字後沼6487番 ほか 2筆

石塚　千恵子 常総市 常総市豊岡町字細野丁1872番1

石嶋　照夫 常総市 常総市向石下字屋敷下1122番 ほか 19筆

染谷　清 常総市 常総市内守谷町字諏訪入6782番 ほか 6筆

倉持　信雄 常総市 常総市豊田字豊田西3501番 ほか 9筆

増田　智之 下妻市 常総市小保川字庚塚1645番 ほか 1筆

大林　健一 常総市 常総市豊田字西丁張2774番1 ほか 7筆

長塚　幹男 常総市 常総市国生字悪戸1698番 ほか 14筆

長塚　丈浩 常総市 常総市東野原字中道714番

渡辺　宏行 常総市 常総市豊岡町字満倉乙3566番 ほか 3筆

和田　純一 常総市 常総市大崎町字寅ノ切1405番 ほか 4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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篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市谷河原町字五丁目1083番1 ほか 3筆

西野　信一 常陸太田市 常陸太田市亀作町字田崎前2937番 ほか 1筆

篠原　昌盛 常陸太田市 常陸太田市上河合町字三丁目258番 ほか 1筆

清水　光男 常陸太田市 常陸太田市天神林町字十七丁目478番 ほか 3筆

鯉渕　功 常陸太田市 常陸太田市下利員町字堂角95番 ほか 1筆

有限会社栗原農園 常陸太田市 常陸太田市芦間町字沼ノ上398番 ほか 4筆

永田　正義 常陸太田市 常陸太田市大里町字門田468番2 ほか 6筆

住谷　英明 ひたちなか市 ひたちなか市足崎字椿洞1581番2

藁谷　乃 守谷市 守谷市野木崎字沼田沖5618番

新島　剛 守谷市 守谷市大木字鬼怒割3530番

浅川　裕二 守谷市 守谷市大木字蒲立3690番 ほか 7筆

飯田　邦夫 守谷市 守谷市野木崎字坂下堤外5090番 ほか 10筆

岡田　晃一 守谷市 守谷市野木崎字中割5196番 ほか 9筆

貝塚　勝美 守谷市 守谷市野木崎字国割5230番 ほか 5筆

椎名　崇 守谷市 守谷市野木崎字中道上5271番 ほか 1筆

椎名　洋三 守谷市 守谷市野木崎字外丸山下5397番 ほか 4筆

武藤　武 守谷市 守谷市大木字前田3612番 ほか 4筆

中島　伸一 守谷市 守谷市野木崎字外丸山下5388番 ほか 5筆

安田　勝 守谷市 守谷市大木字前田3635番 ほか 3筆

横瀬　光好 守谷市 守谷市大木字中押3776番 ほか 4筆

株式会社芋助 那珂市 那珂市額田東郷字新地前342番1 ほか 11筆

カツタアグリ株式会社 ひたちなか市 那珂市後台字山下2959番2 ほか 5筆

関　富男 那珂市 那珂市本米崎字三町田2956番1 ほか 3筆

木名瀬　一 ひたちなか市 那珂市後台字宿西2956番1 ほか 3筆

坂本　一 那珂市 那珂市豊喰字中内1407番

安達　伸吾 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8351番

稲葉　祐一 筑西市 筑西市成田字成田858番 ほか 7筆

株式会社筑西農事産業 筑西市 筑西市徳持字山東622番1 ほか 10筆

舘野　正美 筑西市 筑西市門井字口の町2137番 ほか 1筆

岩﨑　唯夫 筑西市 筑西市伊讃美字上寺野274番 ほか 1筆

古澤　諭 筑西市 筑西市西石田字南石田1615番 ほか 10筆

小島　太 筑西市 筑西市桑山字拾弐番耕地2317番1 ほか 4筆

小幡　健一 筑西市 筑西市小栗字御殿8492番
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小林　正美 筑西市 筑西市小川字柿木483番 ほか 1筆

神原　明 筑西市 筑西市蒔田字北島810番

杉山　光司 筑西市 筑西市野殿字長丁塚1027番1 ほか 9筆

前田　直人 筑西市 筑西市玉戸字西新田1201番11

大畑　憲男 筑西市 筑西市辻字塚田41番1 ほか 28筆

中野　昭 筑西市 筑西市成田字向阿らく988番 ほか 1筆

直井　政勝 筑西市 筑西市玉戸字南台216番5

渡辺　和弘 筑西市 筑西市西榎生字西榎生1049番 ほか 8筆

飯山　陽介 筑西市 筑西市小川字湿気318番 ほか 24筆

風見　芳男 筑西市 筑西市小川字前原1809番 ほか 13筆

堀江　正志 筑西市 筑西市玉戸字東田2784番

野寺　友行 筑西市 筑西市大関字北浦932番 ほか 6筆

有限会社あかぎ産業 筑西市 筑西市村田字柳町2529番1

有限会社荒山農産 筑西市 筑西市小栗字下小栗2748番1 ほか 4筆

有限会社山善農園 筑西市 筑西市二木成字鳥見塚1701番

有限会社斉藤農産 筑西市 筑西市犬塚字浅間山22番 ほか 4筆

廣瀨　達男 筑西市 筑西市西石田字上石田1360番1 ほか 1筆

櫻井　美博 筑西市 筑西市谷部字北288番 ほか 1筆

アグリグリーン株式会社 筑西市 筑西市藤ケ谷字小池3037番

水越　優太 筑西市 筑西市下江連字西浦1376番

岡部　雄二 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字大池6940番

小沼　博志 行方市 行方市若海字新林922番 ほか 2筆

根﨑　良典 行方市 行方市若海字西平491番1

飯田　義彦 行方市 行方市手賀字竹之塙4977番 ほか 2筆

藤﨑　正和 行方市 行方市捻木字香取940番1

株式会社IMO 行方市 行方市小高字大塚1312番12 ほか 9筆

石﨑　英雄 鉾田市 鉾田市徳宿字大作2411番8

萱橋　敏男 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷1032番

有限会社真木みらいファーム つくばみらい市 つくばみらい市東楢戸字新田1989番 ほか 8筆

中山　雅史 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地1475番

株式会社宮本農場 つくばみらい市 つくばみらい市豊体字豊体261番

高野　文江 小美玉市 小美玉市中延字新田平1139番1

山口　由香里 小美玉市 小美玉市花野井字民部内385番9
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寺内　正義 小美玉市 小美玉市中延字中新田1221番 ほか 3筆

渡辺　悠介 小美玉市 小美玉市野田字五厘平1091番 ほか 3筆

幡谷　貞賢 小美玉市 小美玉佐才字みそこや44番13

株式会社コバヤシP＆F 茨城町 東茨城郡茨城町小幡字北裏481番2 ほか 3筆

有限会社丸エビ倶楽部 茨城町 東茨城郡茨城町駒場字宮前573番 ほか 4筆

杉浦　一雄 茨城町 東茨城郡茨城町谷田部字平野136番 ほか 7筆

木村　辰徳 茨城町 東茨城郡茨城町南島田字大川1016番

園部　正夫 水戸市 東茨城郡城里町上入野字栗下5262番 ほか 1筆

認可年月日

令和2年3月19日


