
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 　住所

岡田　幸一 水戸市 水戸市鯉淵町字三ノ割7138番1 ほか 6筆

小田木　孝之 水戸市 水戸市藤井町字下夕田2741番

海老澤　充夫 水戸市 水戸市中河内町八反1187番 ほか 1筆

中川　智幸 水戸市 水戸市青柳町字八反4171番

深作　勝久 大洗町 水戸市酒門町字大塚568番1 ほか 2筆

一澤　正 水戸市 水戸市渋井町字前発句152番1 ほか 1筆

綿引　伸夫 水戸市 水戸市上河内町字岡内615番 ほか 2筆

安藏　慎二 水戸市 水戸市中丸町字太田704番 ほか 2筆

七字　倫範 水戸市 水戸市鯉淵町字一ノ割7880番 ほか 2筆

関　成一 水戸市 水戸市河和田町字町田4857番

一般社団法人ＣＡＢ 武蔵野市 水戸市田野町字野崎731番2 ほか 15筆

関　健司 水戸市 水戸市田野町字野崎690番1 ほか 17筆

栢内　孝允 水戸市 水戸市平戸町字東2367番 ほか 3筆

吉田　藤樹 土浦市 土浦市常名字新田後１８７番2 ほか 1筆

神澤　和夫 土浦市 土浦市中都町四丁目937番 ほか 1筆

矢口　政夫 土浦市 土浦市田宮字三枚畑876番 ほか 2筆

中山　一郎 古河市 古河市尾崎字大谷橋5373番1

野澤　正弘 古河市 古河市東諸川字野尻341番 ほか 2筆

やさと菜苑株式会社 石岡市 石岡市東成井字木ノ下276番 ほか 13筆

岡野　学 龍ケ崎市 龍ヶ崎市大徳町字二区5057番 ほか 72筆

株式会社北龍ファーム 龍ケ崎市 龍ヶ崎市川原代町字二区1949番 ほか 5筆

塚崎　三男 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町中台124番 ほか 2筆

株式会社翔栄クリエイト 新宿区 龍ケ崎市若柴町字宮後564番 ほか 3筆

野澤　拓哉 河内町 龍ヶ崎市大徳町字北河原7911番 ほか 39筆

粟野　信一郎 下妻市 下妻市若柳字西久保甲555番2 ほか 10筆

稲川　正則 下妻市 下妻市小島字上浜819番 ほか 8筆

稲川　隆 下妻市 下妻市古沢字梨ノ木259番1 ほか 4筆

笠島　修 下妻市 下妻市高道祖字水深5882番 ほか 6筆

株式会社ライス＆グリーン石島 下妻市 下妻市二本紀字東885番 ほか 56筆

岩田　菊夫 下妻市 下妻市二本紀字三丈410番1

岩田　章 下妻市 下妻市二本紀字台畑132番

吉原　正 下妻市 下妻市高道祖字柳山5502番 ほか 1筆

　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地



氏名又は名称 　住所

　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

金子　宏 下妻市 下妻市高道祖字西町田5206番 ほか 1筆

栗田　富夫 下妻市 下妻市二本紀字二本紀前477番1

若　總一郎 下妻市 下妻市小島字西浦67番2

小島　将男 下妻市 下妻市下田字中通1065番

小島　正光 下妻市 下妻市今泉字広岡175番1 ほか 4筆

小林　一郎 八千代町 下妻市今泉字内河原2160番 ほか 3筆

小林　稔 下妻市 下妻市高道祖字五斗蒔4788番1 ほか 1筆

草間　誠 下妻市 下妻市二本紀字前田389番1

増田　勝男 下妻市 下妻市今泉字白鳥1924番 ほか 3筆

中山　良平 下妻市 下妻市今泉字屋志田2027番 ほか 4筆

中村　和行 八千代町 下妻市今泉字白鳥1160番 ほか 6筆

塚田　敏夫 下妻市 下妻市加養字浮馬4358番 ほか 10筆

島田　光善 下妻市 下妻市黒駒字上流1535番 ほか 9筆

島田　智史 下妻市 下妻市黒駒字上流1505番 ほか 7筆

望月　實 下妻市 下妻市小島字柿ノ木996番1

鈴木　幹夫 下妻市 下妻市小島字柿ノ木1038番2

鈴木　徳夫 下妻市 下妻市今泉字白鳥1894番1 ほか 4筆

齊藤　六一 下妻市 下妻市小島字上浜784番

関川　幸一 下妻市 下妻市今泉字内河原2126番 ほか 2筆

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4254番 ほか 1筆

株式会社結ファームクラモチ 常総市 常総市菅生町字黄金8147番 ほか 6筆

菊地　均 常総市 常総市中妻町字北浦2562番 ほか 9筆

結束　隆司 常総市 常総市東町字一区2971番

沼尻　吉糾 常総市 常総市大輪町字上ノ田2353番 ほか 4筆

沼尻　隆志 常総市 常総市東野原字立ノ内803番1 ほか 25筆

石嶋　照夫 常総市 常総市篠山字前田1669番1 ほか 49筆

浅野　久雄 常総市 常総市原宿字中宿61番1

浅野　清 常総市 常総市上蛇町字中通3684番 ほか 4筆

倉持　信雄 常総市 常総市本石下字古谷4473番

草間　宏之 常総市 常総市羽生町字高畑522番 ほか 6筆

長塚　幹男 常総市 常総市杉山字東1591番 ほか 2筆

渡辺　輝雄 常総市 常総市花島町字上花島2297番 ほか 2筆

渡辺　宏行 常総市 常総市大輪町字築地731番1 ほか 5筆



氏名又は名称 　住所

　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

鈴木　正己 常総市 常総市豊岡町字細野丁1769番 ほか 2筆

井上　真晴 常総市 常総市鴻野山字下荒久587番 ほか 26筆

鯉渕　功 常陸太田市 常陸太田市箕町字上平761番1 ほか 6筆

有限会社瑞穂農場 常陸大宮市 常陸太田市松平町字大芝原2279番 ほか 1筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸太田市大中町字沖3103番1

岩間　孝司 常陸太田市 常陸太田市下利員町字谷原子2161番 ほか 2筆

篠原　徹 常陸太田市 常陸太田市瑞龍町字塙返4233番 ほか 1筆

小西　実 笠間市 笠間市福田字福田3689番

佐藤　正 笠間市 笠間市本戸字荒牧6847番 ほか 9筆

渡辺　政夫 笠間市 笠間市来栖字中郷2901番

藤枝　芳房 笠間市 笠間市矢野下字白幡前1017番1 ほか 2筆

一般財団法人笠間市農業公社 笠間市 笠間市矢野下字杢ノ木1363番1

大和田　廣一 笠間市 笠間市矢野下字根本2032番 ほか 2筆

あいきマロン株式会社 笠間市 笠間市大古山字本内530番1 ほか 3筆

川崎　栄 笠間市 笠間市旭町字西原174番1

生駒　敏文 笠間市 笠間市上郷字日向前3695番

株式会社エンドウファーム つくば市 つくば市磯部字磯部1103番 ほか 1筆

坂本　宏 つくば市 つくば市中山字地蔵山1077番2 ほか 1筆

助川　俊郎 つくば市 つくば市洞下字洞下1021番 ほか 3筆

遠藤　道夫 つくば市 つくば市田水山字二耕地216番 ほか 2筆

加藤　悠司 ひたちなか市 ひたちなか市佐和字下新谷1404番1

大川　洋一 鉾田市 鹿嶋市木滝字苗代町925番 ほか 14筆

有限会社ソメノグリーンファーム 坂東市 守谷市野木崎字堤外5486番

五位渕　裕 常陸大宮市 常陸大宮市下小瀬字大根田2094番 ほか 3筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市富岡字松川原499番

津田　重紀 那珂市 那珂市鴻巣字薬山3757番1

峯島　勝則 那珂市 那珂市後台字駒潜2201番1 ほか 2筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字水神7150番 ほか 11筆

株式会社神崎グレイン 那珂市 那珂市本米崎字下河原3113番1 ほか 15筆

坂本　克則 那珂市 那珂市豊喰字西割832番 ほか 7筆

和田農事組合法人 那珂市 那珂市古徳字清水尻2138番1

川﨑　洋 那珂市 那珂市飯田字中根前6183番1 ほか 1筆

鈴木　正一 那珂市 那珂市戸字冨士4692番146 ほか 1筆



氏名又は名称 　住所

　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

石﨑　甲一 那珂市 那珂市戸字天神前7052番

安達　伸吾 筑西市 筑西市小栗字下小栗東9465番 ほか 5筆

岡田　栄 筑西市 筑西市小栗字向加草612番8 ほか 3筆

株式会社舘野農産 筑西市 筑西市門井字祇園2388番 ほか 14筆

岩渕　進 筑西市 筑西市蓮沼字稲荷内844番 ほか 1筆

岩渕　文男 筑西市 筑西市蓮沼字稲荷内943番

岩渕　文典 筑西市 筑西市細田字細田前715番 ほか 70筆

岩渕　玲子 筑西市 筑西市蓮沼字稲荷内713番

古澤　諭 筑西市 筑西市井上字上根下509番1

小島　太 筑西市 筑西市蓮沼字堂山374番1 ほか 4筆

前田　直人 筑西市 筑西市玉戸字山ヶ島1894番 ほか 10筆

直井　政勝 筑西市 筑西市玉戸字東田2550番 ほか 3筆

藤田　宏哉 筑西市 筑西市小栗字加草7529番 ほか 4筆

野寺　友行 筑西市 筑西市大関字宮北490番

有限会社おおしま 筑西市 筑西市下星谷字西912番

有限会社荒山農産 筑西市 筑西市小栗字御殿8430番1 ほか 5筆

有限会社小林農産 筑西市 筑西市小栗字下小栗西8076番 ほか 6筆

鈴木　敬司 筑西市 筑西市小栗字堀込8630番

大塚　比古司 筑西市 筑西市蓮沼字反町1014番 ほか 6筆

中野　昭 筑西市 筑西市蓮沼字クミスキ島1622番4 ほか 1筆

柳田　政男 筑西市 筑西市蓮沼字稲荷内786番 ほか 4筆

株式会社ファームサンアイ 稲敷市 稲敷市佐原組新田字佐原組344番1 ほか 12筆

酒井　勲 稲敷市 稲敷市稲波字西区333番 ほか 3筆

有限会社アグリクリエイト 稲敷市 稲敷市甘田字西206番 ほか 24筆

水飼　俊夫 稲敷市 稲敷市高田字岡3745番 ほか 1筆

師山　俊彦 稲敷市 稲敷市上根本字八子7954番 ほか 2筆

YAMAGUCHIfarm株式会社 稲敷市 稲敷市八千石字八千石466番 ほか 26筆

山口　輝雄 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部2212番

石毛　武 かすみがうら市 かすみがうら市下稲吉字市村下4199番1 ほか 39筆

井坂　孝雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字一の瀬163番 ほか 2筆

前田　保 行方市 行方市若海字新林866番 ほか 1筆

株式会社中商センター 潮来市 行方市粗毛字内郷81番1 ほか 2筆

藤﨑　正和 行方市 行方市若海字西ノ下976番1



氏名又は名称 　住所

　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

横瀬　忠美 行方市 行方市山田字沼田1035番2 ほか 1筆

新堀　勝俊 行方市 行方市根小屋字寺前1032番 ほか 2筆

𣘺本　秀 行方市 行方市玉造字流甲912番1

風間　啓次 行方市 行方市若海字新林910番

松下　誠 行方市 行方市南高岡字六十塚652番110

根﨑　良典 行方市 行方市浜字坂下2834番 ほか 2筆

額賀　輝雄 行方市 行方市玉造字堂ノ前甲513番4 ほか 2筆

田宮　満 行方市 行方市玉造字富士下甲555番1 7筆

田口　寛治 鉾田市 鉾田市青柳字宮下692番1 ほか 1筆

有限会社小橋農園 鉾田市 鉾田市烟田字道ナゴ2168番11 ほか 1筆

菅谷　正之 鉾田市 鉾田市上幡木字みどり野145番

株式会社中商センター 潮来市 鉾田市上幡木字ヌタ1280番1

農事組合法人小貝の水 つくばみらい市 つくばみらい市市野深字市野深460 ほか 3筆

稲見　富夫 つくばみらい市 つくばみらい市古川字古川1317番地 ほか 4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224番1 ほか 3筆

鈴木　優 つくばみらい市 つくばみらい市青木字新道下296番 ほか 10筆

株式会社TONOUCHI 小美玉市 小美玉市花野井字中丸371番 ほか 7筆

山口　幸男 行方市 小美玉市倉数字原山605番13

石井　富男 小美玉市 小美玉市佐才字猿内792番2

有限会社ユニオンファーム 小美玉市 小美玉市野田字大沼頭1525番 ほか 1筆

岩渕　勝彦 小美玉市 小美玉市大笹字中田島157番1

菊池　喜彦 小美玉市 小美玉市幡谷字下ノ町556番1 ほか 1筆

株式会社木名瀬金重商店 小美玉市 小美玉市堅倉字中新谷1207番2 ほか 1筆

株式会社美野里ファーム 小美玉市 小美玉市鶴田字東山359番 ほか 5筆

有限会社アクト農場 茨城町 東茨城郡茨城町小幡字栗林439番11 ほか 5筆

諸川　雅一 茨城町 東茨城郡茨城町上石崎字船渡5162番1

斉藤　卓也 茨城町 東茨城郡茨城町若宮字大ワシ988番2

川島　正美 茨城町 東茨城郡茨城町下土師字東山2407番1 ほか 1筆

江幡　淳 城里町 東茨城郡城里町上入野字寺井下5332番

清水　誠 城里町 東茨城郡城里町石塚字宗田前1005番 ほか 5筆

有限会社桂農産 城里町 東茨城郡城里町那珂西字鹿島河原4090番 ほか 16筆

大内　静夫 東海村 那珂郡東海村須和間字人羽1617番

小室　順一 東海村 那珂郡東海村村松字真崎浦5084番 ほか 1筆



氏名又は名称 　住所

　　賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

橋本　勉 河内町 稲敷郡河内町和銅谷字下260番

田仲　正樹 河内町 稲敷郡河内町庄布川字下坪763番 ほか 1筆

株式会社宮田農園 境町 猿島郡境町蛇池字後谷1248番1 ほか 26筆

株式会社光ファーム 境町 猿島郡境町　字丸柳2701番1 ほか 5筆

渡邊　俊一 境町 猿島郡境町伏木字久保下4098番1 ほか 2筆

柿沼　隼人 境町 猿島郡境町新田戸字砂山1269番1

株式会社ウスイ 利根町 北相馬郡利根町加納新田字下野原2966番 ほか 4筆

認可年月日

令和元年5月31日


