
農地利用配分計画の概要

氏名又は名称 住所

飛田　憲生 水戸市 水戸市大場町字山崎6184番

青木　良彰 水戸市 水戸市五平町字原屋敷278番 ほか 6筆

田中　雅勝 水戸市 水戸市下入野町字下田4666番

佐藤　晃一 水戸市 水戸市下大野町字神田6437番 ほか 5筆

飛田　芳徳 水戸市 水戸市下大野町字神田6430番 ほか 2筆

田中　智之 水戸市 水戸市平戸町字西2415番

加倉井　幸夫 水戸市 水戸市成沢町字清水1883番

関根　薫 鉾田市 水戸市中河内町字中河原1355番 ほか 4筆

皆藤　将樹 東茨城郡茨城町 水戸市上国井町字滝ノ上3551番1 ほか 5筆

七字　倫範 水戸市 水戸市河和田町字長谷原4383番10 ほか 3筆

飛田　一州 水戸市 水戸市栗崎町字東3656番 ほか 3筆

冨吉　具道 水戸市 水戸市鯉淵町字六ノ割5045番5 ほか 3筆

安蔵　久男 水戸市 水戸市堀町字円満2364番1 ほか 2筆

栗原　祐一 水戸市 水戸市酒門町字千束3376番1 ほか 1筆

加藤木　照子 水戸市 水戸市成沢町字小屋下1721番

綿引　伸夫 水戸市 水戸市上国井町字田中前1637番3 ほか 12筆

合同会社JAC 東茨城郡茨城町 水戸市飯富町字稲荷戸5213番1 ほか 2筆

小田木　孝之 水戸市 水戸市藤井町字下夕田2758番

宮本　英男 土浦市 土浦市高岡字番匠橋2647番

ゼロワットパワ-株式会社 千葉県柏市 土浦市沖宿町字小森背2140番1 ほか 1筆

中村　信之 石岡市 石岡市青田字青田屋敷267番 ほか 17筆

坂本　宏 つくば市 龍ケ崎市若柴町字長山前2240番84 ほか 1筆

椎名　忠行 龍ケ崎市 龍ケ崎市八代町字宮下前392番 ほか 2筆

栗山　修一 龍ケ崎市 龍ケ崎市大塚町字中台24番

木村　裕一 龍ケ崎市 龍ケ崎市川原代町字一区1259番

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸太田市松平町字松平331番 ほか 4筆

株式会社エス・ファーム 常陸太田市 常陸太田市中野町字二丁目247番 ほか 1筆

根本　加津也 常陸太田市 常陸太田市町屋町字美田1551番1 ほか 5筆

有限会社栗原農園 常陸太田市 常陸太田市玉造町字ススキ町55番1 ほか 10筆

成井　一男 常陸太田市 常陸太田市馬場町字小野下1133番 ほか 1筆

上神谷　里志 北茨城市 北茨城市中郷町上桜井字宮田1750番

大部　正広 北茨城市 北茨城市中郷町粟野字曲り田6番3
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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284番2 ほか 1筆

一般財団法人笠間市農業公社 笠間市 笠間市押辺字椚山2720番111

株式会社カモスフィールド 笠間市 笠間市本戸字稲荷前2222番1 ほか 4筆

佐藤　清一 笠間市 笠間市市野谷字山王2113番

渡辺　政夫 笠間市 笠間市下市毛字八反田1666番1

萩野谷　建夫 笠間市 笠間市小原字並松6196番

野村　貞行 笠間市 笠間市市野谷字小島1629番 ほか 1筆

柳橋　昭 笠間市 笠間市箱田字表5038番1 ほか 4筆

貝塚　千博 笠間市 笠間市小原字柳沢710番2 ほか 1筆

株式会社つくば良農 つくば市 つくば市若栗字上塚787番

株式会社筑波農場 つくば市 つくば市小田字八幡前5354番1

中島　恒太郎 つくば市 つくば市君島字東田1448番 ほか 6筆

有限会社根本農場 つくば市 つくば市若森字谷津1142番 ほか 6筆

菅谷　教通 鉾田市 鹿嶋市武井字額賀2585番1 ほか 2筆

山口　通元 鹿嶋市 鹿嶋市武井字額賀2621番1

高田　淳 鹿嶋市 鹿嶋市武井字額賀2629番1 ほか 1筆

坂本　孝史 潮来市 潮来市潮来字潮来前5932番 ほか 3筆

椎名　孝至 守谷市 守谷市野木崎字新堤外5649番

大賀　力 常陸大宮市 常陸大宮市高渡町3889番 ほか 1筆

古徳　昭男 常陸大宮市 常陸大宮市辰ノ口字精進場2670番1 ほか 4筆

鈴木　義一 常陸大宮市 常陸大宮市辰ノ口字精進場2671番2 ほか 11筆

株式会社JA常陸アグリサポート 常陸大宮市 常陸大宮市三美字中道521番1

関　富男 那珂市 那珂市額田東郷字仲ノ町3101番

川﨑　洋 那珂市 那珂市飯田字戸崎前3477番3 ほか 2筆

勝山　秀世 那珂市 那珂市門部字江添5831番

有限会社桂農産 東茨城郡城里町 那珂市田崎字日照田1468番 ほか 10筆

會澤　順一 那珂市 那珂市門部字ハサマ上通1648番 ほか 1筆

有限会社高柳農場 稲敷市 稲敷市橋向字細代1665番1 ほか 1筆

石田　隆 稲敷市 稲敷市八筋川字八郎田735番2 ほか 1筆

甲賀　弘行 稲敷市 稲敷市高田字水飼4120番 ほか 1筆

酒井　勲 稲敷市 稲敷市稲波字西区343番 ほか 7筆

木内　貫太郎 稲敷市 稲敷市押砂字下野1680番 ほか 3筆

小貫　伸夫 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス443番 ほか 11筆
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小貫　弘 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス332番 ほか 1筆

髙須　利明 稲敷市 稲敷市浮島字西ノス355番 ほか 5筆

株式会社ファームサンアイ 稲敷市 稲敷市伊佐部字伊佐部2030番 ほか 4筆

岡部　栄一 かすみがうら市 かすみがうら市田伏字上飯田4314番1 ほか 3筆

岡部　雄二 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬449番 ほか 16筆

宮本　文雄 かすみがうら市 かすみがうら市下志筑字大界803番1

田村　昌敏 稲敷郡阿見町 かすみがうら市一の瀬字一の瀬549番

有限会社木植営農センター 桜川市 桜川市猿田字猿田680番 ほか 2筆

藤﨑　正和 行方市 行方市玉造字権現甲5555番1 ほか 2筆

藤﨑　祐一 行方市 行方市捻木字梨子入間474番2

杉山　崇 行方市 行方市玉造字鳥名木甲7097番 ほか 2筆

箱根　勝巳 行方市 行方市玉造字富士下甲603番

新堀　義男 行方市 行方市矢幡字町池2047番 ほか 1筆

岡田　晴雄 行方市 行方市沖洲字高根1895番

小林　兼一 行方市 行方市小貫字松石605番4

杉山　和典 行方市 行方市玉造字清水下乙1226番

菅谷　教通 鉾田市 鉾田市上幡木字貝塚499番

郡司　光一 行方市 鉾田市串挽字石津1893番 ほか 2筆

大川　友一 鉾田市 鉾田市造谷字町田原328番1

永田　栄 つくばみらい市 つくばみらい市下島字上耕地696番 ほか 1筆

横田　勇 つくばみらい市 つくばみらい市谷井田字北耕地1446番

萱橋　敏男 つくばみらい市 つくばみらい市山谷字山谷1074番 ほか 7筆

山中　正市 つくばみらい市 つくばみらい市東楢戸字新田1997番

中山　雅史 つくばみらい市 つくばみらい市南太田字南太田1612番1

張替　文夫 つくばみらい市 つくばみらい市豊体字豊体533番 ほか 5筆

農事組合法人小貝の水 つくばみらい市 つくばみらい市小張字小張204番 ほか 8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342番1 ほか 4筆

農事組合法人筑波みらい つくばみらい市 つくばみらい市戸崎字前田377番1 ほか 4筆

鈴木　秀雄 つくばみらい市 つくばみらい市筒戸字早井3805番 ほか 12筆

有限会社真木みらいファーム つくばみらい市 つくばみらい市真木字真木790番 ほか 2筆

藤枝　恒 小美玉市 小美玉市江戸字南34番

清宮　良二 小美玉市 小美玉市上合字神明1719番

白圡　和彦 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小鶴字麦入免1951番 ほか 19筆
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久保田　清一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町網掛字中落481番 ほか 2筆

海老澤　正利 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町宮ケ崎字幸岩197番

髙根澤　和義 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町網掛字堂山593番 ほか 3筆

有限会社アクト農場 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町神宿字諏訪前1208番 ほか 3筆

皆藤　将樹 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下土師字池下1003番

斉藤　卓也 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町若宮字金沢1003番4 ほか 4筆

山西　祐一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町海老沢字外ノ内1040番

藤井　優 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町奥谷字阿弥陀堂1412番 ほか 1筆

大貫　善之 東茨城郡茨城町 東茨城郡大洗町神山町字神山5261番 ほか 9筆

斉藤　正明 水戸市 東茨城郡城里町上入野字北馬場2192番1 ほか 3筆

清水　誠 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町石塚字宗田前985番 ほか 3筆

塙　年和 那珂郡東海村 那珂郡東海村須和間字部原1200番7 ほか 1筆

藤戸　隆幸 那珂郡東海村 那珂郡東海村村松字雨沢828番1

野村　幸也 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字内野8278番 ほか 3筆

田仲　正樹 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町庄布川字下坪696番 ほか 6筆

岡田　彬成 龍ケ崎市 稲敷郡河内町小林町歩字小林68番 ほか 1筆

大野　栄 稲敷郡河内町 稲敷郡河内町生板字小川4732番 ほか 3筆

飯島　正明 猿島郡五霞町 五霞町元栗橋字仲沖1753番 ほか 3筆

飯田　耕作 猿島郡境町 猿島郡境町若林字西新田5255番 ほか 1筆

六本木　孝 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押付新田字二の耕地272番 ほか 3筆

岡野　竜也 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押付新田字一の耕地177番 ほか 4筆

株式会社わかばファーム 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町惣新田字下1913番 ほか 5筆

大野　秀一 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町大房字本途887番 ほか 4筆
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