
１ 公告日 令和3年3月12日

２ 旧農地利用集積円滑化団体名 一般財団法人常陸大宮市農業公社

３ 対象市町村 常陸大宮市

４ 承継する農用地等一覧

№ 土　地　の　表　示 契約区分 利用権を設定している者 利用権の設定を受けている者
市町村 大字 字 地番 地目 貸借面積 （地権者） （耕作者）

1 常陸大宮市 小場 北の原 7009 畑 256 使用貸借 安藤　正博 （株）JA常陸アグリサポート
2 常陸大宮市 小場 北の原 7011 畑 1,479 使用貸借 小森　秀雄 （株）JA常陸アグリサポート
3 常陸大宮市 野上 元倉 2282 田 2,014 賃貸借 鈴木　正浩 （株）JA常陸アグリサポート

4 常陸大宮市 根本 赤沼 814 田 753 賃貸借 瀬谷　憲雄 （株）JA常陸アグリサポート
5 常陸大宮市 根本 赤沼 815 田 100 賃貸借 瀬谷　憲雄 （株）JA常陸アグリサポート
6 常陸大宮市 根本 赤沼 816 畑 161 賃貸借 瀬谷　憲雄 （株）JA常陸アグリサポート
7 常陸大宮市 根本 赤沼 835 畑 188 賃貸借 瀬谷　憲雄 （株）JA常陸アグリサポート
8 常陸大宮市 根本 南都 856-1 田 1,510 賃貸借 瀬谷　憲雄 （株）JA常陸アグリサポート
9 常陸大宮市 根本 南都 880 田 603 賃貸借 瀬谷　憲雄 （株）JA常陸アグリサポート

10 常陸大宮市 根本 坂下 653-1 田 1,823 賃貸借 瀬谷　憲雄 （株）JA常陸アグリサポート
11 常陸大宮市 上大賀 屋敷下 2030 田 157 使用貸借 菊池　慶子 藤田　博子
12 常陸大宮市 上大賀 屋敷下 2031 田 601 使用貸借 菊池　慶子 藤田　博子

13 常陸大宮市 上大賀 屋敷下 2028 田 776 使用貸借 眞﨑　修一 藤田　博子
14 常陸大宮市 上大賀 屋敷下 2049-1 田 531 使用貸借 眞﨑　修一 藤田　博子
15 常陸大宮市 上大賀 日渡 2495 田 485 使用貸借 眞﨑　修一 藤田　博子
16 常陸大宮市 上大賀 日渡 2496 田 1,024 使用貸借 眞﨑　修一 藤田　博子
17 常陸大宮市 上大賀 上河原 1042 田 971 賃貸借 大森　克男 （株）JA常陸アグリサポート
18 常陸大宮市 上大賀 上河原 1043 田 992 賃貸借 大森　克男 （株）JA常陸アグリサポート
19 常陸大宮市 高渡町 3856-1 田 298 賃貸借 大賀　克己 大賀　力
20 常陸大宮市 高渡町 3857-1 田 2,608 賃貸借 大賀　克己 大賀　力

21 常陸大宮市 上岩瀬 根本前 1249-1 田 922 賃貸借 上川　尚也 （株）JA常陸アグリサポート
22 常陸大宮市 上岩瀬 根本前 1250-1 田 1,041 賃貸借 上川　尚也 （株）JA常陸アグリサポート
23 常陸大宮市 上大賀 上河原 1016 田 1,014 賃貸借 大森　信行 （株）JA常陸アグリサポート
24 常陸大宮市 上大賀 上河原 1017 田 965 賃貸借 大森　信行 （株）JA常陸アグリサポート
25 常陸大宮市 上大賀 上河原 1052 田 627 賃貸借 大森　信行 （株）JA常陸アグリサポート
26 常陸大宮市 上大賀 上河原 1053 田 998 賃貸借 大森　信行 （株）JA常陸アグリサポート
27 常陸大宮市 上大賀 上河原 1044-1 田 504 賃貸借 大森　信行 （株）JA常陸アグリサポート
28 常陸大宮市 上大賀 上河原 1044-2 田 498 賃貸借 大森　信行 （株）JA常陸アグリサポート
29 常陸大宮市 鷹巣 諏訪谷津 2814-1 田 1,900 賃貸借 河井　俊美 （株）JA常陸アグリサポート

30 常陸大宮市 鷹巣 諏訪谷津 2814-2 田 1,725 賃貸借 河井　俊美 （株）JA常陸アグリサポート
31 常陸大宮市 鷹巣 帯仕山 2755 田 574 賃貸借 河井　俊美 （株）JA常陸アグリサポート
32 常陸大宮市 鷹巣 帯仕山 2786 田 2,269 賃貸借 河井　俊美 （株）JA常陸アグリサポート



№ 土　地　の　表　示 契約区分 利用権を設定している者 利用権の設定を受けている者
市町村 大字 字 地番 地目 貸借面積 （地権者） （耕作者）

33 常陸大宮市 小場 稲荷森 6892 畑 974 使用貸借 所　知治 （株）JA常陸アグリサポート
34 常陸大宮市 小場 稲荷森 6893-1 畑 590 使用貸借 松本　勝 （株）JA常陸アグリサポート
35 常陸大宮市 小場 稲荷森 6893-2 畑 1,400 使用貸借 松本　勝 （株）JA常陸アグリサポート

36 常陸大宮市 小場 稲荷森 6940 畑 1,783 使用貸借 五町　昌治 （株）JA常陸アグリサポート
37 常陸大宮市 小場 稲荷森 6941 畑 1,653 使用貸借 五町　昌治 （株）JA常陸アグリサポート
38 常陸大宮市 小場 稲荷森 6943 畑 1,187 使用貸借 根本　隆志 （株）JA常陸アグリサポート
39 常陸大宮市 鷹巣 寺下 3069 田 3,320 賃貸借 中橋　誠 （株）JA常陸アグリサポート
40 常陸大宮市 上大賀 向河原 1395-1 田 507 賃貸借 沼田　みさ子 （株）JA常陸アグリサポート
41 常陸大宮市 上大賀 向河原 1396 田 638 賃貸借 沼田　みさ子 （株）JA常陸アグリサポート
42 常陸大宮市 上大賀 向河原 1397 田 670 賃貸借 沼田　みさ子 （株）JA常陸アグリサポート
43 常陸大宮市 上大賀 向河原 1398 田 670 賃貸借 沼田　みさ子 （株）JA常陸アグリサポート
44 常陸大宮市 上大賀 向河原 1399 田 718 賃貸借 沼田　みさ子 （株）JA常陸アグリサポート

45 常陸大宮市 上大賀 向河原 1400 田 723 賃貸借 沼田　みさ子 （株）JA常陸アグリサポート
46 常陸大宮市 上大賀 向河原 1401 田 746 賃貸借 沼田　みさ子 （株）JA常陸アグリサポート
47 常陸大宮市 舟生 宮下 2204 田 1,710 賃貸借 平塚　保 （株）JA常陸アグリサポート
48 常陸大宮市 小貫 岩上 2640 田 1,985 賃貸借 小野瀬　英生 （株）JA常陸アグリサポート
49 常陸大宮市 西野内 塙中 44 田 1,365 賃貸借 三次　辰雄 （株）JA常陸アグリサポート
50 常陸大宮市 西野内 塙中 70 田 1,012 賃貸借 三次　辰雄 （株）JA常陸アグリサポート
51 常陸大宮市 西野内 塙中 81 田 1,223 賃貸借 三次　辰雄 （株）JA常陸アグリサポート
52 常陸大宮市 下岩瀬 西田向 57-1 田 535 賃貸借 河西　惠子 （株）JA常陸アグリサポート

53 常陸大宮市 下岩瀬 西田向 57-2 田 598 賃貸借 河西　惠子 （株）JA常陸アグリサポート
54 常陸大宮市 上岩瀬 長町 692 田 863 賃貸借 河西　惠子 （株）JA常陸アグリサポート
55 常陸大宮市 下岩瀬 蓬田 1218 田 1,010 賃貸借 河西　惠子 （株）JA常陸アグリサポート
56 常陸大宮市 下岩瀬 蓬田 1219 田 923 賃貸借 河西　惠子 （株）JA常陸アグリサポート
57 常陸大宮市 下岩瀬 蓬田 1250-1 田 969 賃貸借 河西　惠子 （株）JA常陸アグリサポート
58 常陸大宮市 下岩瀬 蓬田 1251 田 491 賃貸借 河西　惠子 （株）JA常陸アグリサポート
59 常陸大宮市 八田 塩田 2510 田 1,612 賃貸借 江幡　清孝 （株）JA常陸アグリサポート
60 常陸大宮市 北塩子 中山下 2622-1 田 1,422 賃貸借 柴田　学 （株）JA常陸アグリサポート
61 常陸大宮市 北塩子 中山下 2622-2 田 1,205 賃貸借 柴田　学 （株）JA常陸アグリサポート

62 常陸大宮市 泉 殿田 1021 田 1,024 賃貸借 小林　政雄 （株）JA常陸アグリサポート
63 常陸大宮市 泉 寺前 1027 田 970 賃貸借 小林　政雄 （株）JA常陸アグリサポート
64 常陸大宮市 泉 寺前 1043 田 1,055 賃貸借 小林　政雄 （株）JA常陸アグリサポート
65 常陸大宮市 石沢 洞下 2373 田 1,305 賃貸借 石川　寿之 （株）JA常陸アグリサポート
66 常陸大宮市 根本 上河原 1287 畑 164 賃貸借 青山　晴夫 （株）JA常陸アグリサポート
67 常陸大宮市 根本 中河原 1310 畑 392 賃貸借 青山　晴夫 （株）JA常陸アグリサポート
68 常陸大宮市 泉 根本上 1148 畑 1,210 賃貸借 瀬谷　泰弘 （株）JA常陸アグリサポート
69 常陸大宮市 根本 下河原 1441 畑 332 賃貸借 石川　久雄 （株）JA常陸アグリサポート

70 常陸大宮市 根本 上河原 1272 畑 1,056 賃貸借 瀬谷　茂樹 （株）JA常陸アグリサポート
71 常陸大宮市 根本 中河原 1299 畑 582 賃貸借 野上　稔 （株）JA常陸アグリサポート
72 常陸大宮市 根本 中河原 1301 畑 209 賃貸借 野上　稔 （株）JA常陸アグリサポート
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73 常陸大宮市 根本 下河原 1571-7 畑 415 賃貸借 野上　稔 （株）JA常陸アグリサポート
74 常陸大宮市 根本 下河原 1571-3 畑 184 賃貸借 軍司　光義 （株）JA常陸アグリサポート
75 常陸大宮市 根本 下河原 1571-8 畑 394 賃貸借 軍司　光義 （株）JA常陸アグリサポート

76 常陸大宮市 根本 下河原 1493 畑 1,021 賃貸借 斉藤　誠一 （株）JA常陸アグリサポート
77 常陸大宮市 根本 下河原 1362 畑 503 賃貸借 斉藤　誠一 （株）JA常陸アグリサポート
78 常陸大宮市 根本 上河原 1247 畑 648 賃貸借 大内　薫光 （株）JA常陸アグリサポート
79 常陸大宮市 根本 下河原 1363 畑 1,120 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
80 常陸大宮市 根本 下梶町 926 田 1,002 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
81 常陸大宮市 根本 上梶町 956 田 969 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
82 常陸大宮市 根本 上梶町 974 田 960 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
83 常陸大宮市 根本 八幡下 986 田 983 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
84 常陸大宮市 根本 八幡下 1000-1 田 441 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート

85 常陸大宮市 根本 八幡下 1000-2 田 499 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
86 常陸大宮市 根本 八幡下 1000-3 田 57 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
87 常陸大宮市 根本 八幡下 1022-1 田 967 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
88 常陸大宮市 根本 八幡下 1022-2 田 14 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
89 常陸大宮市 根本 下河原 1538 畑 520 賃貸借 野上　光雄 （株）JA常陸アグリサポート
90 常陸大宮市 根本 上河原 1573-2 畑 457 賃貸借 野上　光雄 （株）JA常陸アグリサポート
91 常陸大宮市 泉 根本上 1133-1 畑 840 賃貸借 野上　光雄 （株）JA常陸アグリサポート
92 常陸大宮市 根本 上河原 1575-2 畑 337 賃貸借 軍司　博子 （株）JA常陸アグリサポート

93 常陸大宮市 根本 上河原 1575-5 畑 802 賃貸借 軍司　博子 （株）JA常陸アグリサポート
94 常陸大宮市 根本 上河原 1575-6 畑 1,092 賃貸借 軍司　博子 （株）JA常陸アグリサポート
95 常陸大宮市 根本 中河原 1298 畑 311 賃貸借 小野　静枝 （株）JA常陸アグリサポート
96 常陸大宮市 根本 下河原 1360 畑 160 賃貸借 小野　静枝 （株）JA常陸アグリサポート
97 常陸大宮市 根本 下河原 1501-1 畑 499 賃貸借 小野　静枝 （株）JA常陸アグリサポート
98 常陸大宮市 根本 中河原 1295 畑 275 賃貸借 中村　晴夫 （株）JA常陸アグリサポート
99 常陸大宮市 根本 中河原 1307 畑 305 賃貸借 中村　晴夫 （株）JA常陸アグリサポート

100 常陸大宮市 根本 中河原 1308 畑 521 賃貸借 中村　晴夫 （株）JA常陸アグリサポート
101 常陸大宮市 根本 下河原 1357 畑 210 賃貸借 中村　晴夫 （株）JA常陸アグリサポート

102 常陸大宮市 根本 下河原 1571-4 畑 430 賃貸借 中村　晴夫 （株）JA常陸アグリサポート
103 常陸大宮市 小場 稲荷森 6907 畑 1,365 賃貸借 猿田　茂彦 （株）JA常陸アグリサポート
104 常陸大宮市 小場 稲荷森 6906 畑 913 賃貸借 猿田　惠陽 （株）JA常陸アグリサポート
105 常陸大宮市 小場 稲荷森 6905 畑 660 賃貸借 小森　正孝 （株）JA常陸アグリサポート
106 常陸大宮市 小場 稲荷森 6903 畑 909 賃貸借 寺門　武司 （株）JA常陸アグリサポート
107 常陸大宮市 小場 稲荷森 6919 畑 1,417 賃貸借 寺門　武司 （株）JA常陸アグリサポート
108 常陸大宮市 小場 北の原 6965 畑 2,072 賃貸借 小森　豊美 （株）JA常陸アグリサポート
109 常陸大宮市 小場 稲荷森 6908 畑 3,326 賃貸借 小森　豊美 （株）JA常陸アグリサポート

110 常陸大宮市 小場 稲荷森 6918 畑 981 賃貸借 小森　豊美 （株）JA常陸アグリサポート
111 常陸大宮市 小場 北の原 6986 畑 2,199 賃貸借 猿田　隆行 （株）JA常陸アグリサポート
112 常陸大宮市 三美 宇通畑 2218 畑 2,899 賃貸借 萩庭　千江子 （株）JA常陸アグリサポート
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113 常陸大宮市 三美 宇通畑 2220-2 畑 2,884 賃貸借 萩庭　千江子 （株）JA常陸アグリサポート
114 常陸大宮市 三美 宇通畑 2201 畑 2,000 賃貸借 宇留野　正 （株）JA常陸アグリサポート
115 常陸大宮市 鷹巣 帯仕山 2742 田 2,890 賃貸借 山本　明子 （株）JA常陸アグリサポート

116 常陸大宮市 高渡町 2326 田 5,018 賃貸借 大賀  豊晴 大賀　力
117 常陸大宮市 高渡町 3904‐１ 田 2,151 賃貸借 大賀  豊晴 大賀　力
118 常陸大宮市 岩崎 岩花下 1142-1 田 987 賃貸借 大越　孝一 助川　寛一
119 常陸大宮市 岩崎 入ノ内下 1170-1 田 1,460 賃貸借 大越　孝一 助川　寛一
120 常陸大宮市 塩原 石倉 2690‐1 田 1,229 使用貸借 塙　登美子 小林　常行
121 常陸大宮市 塩原 下川原 2992 田 730 使用貸借 塙　登美子 小林　常行
122 常陸大宮市 下岩瀬 田通 270-1 田 1,150 賃貸借 中﨑　直道 萩谷　龍司
123 常陸大宮市 下岩瀬 田通 314 畑 2,147 賃貸借 中﨑　直道 萩谷　龍司
124 常陸大宮市 下岩瀬 桑木合 25 畑 1,534 賃貸借 中﨑　直道 萩谷　龍司

125 常陸大宮市 下岩瀬 桑木合 38 田 1,040 賃貸借 中﨑　直道 萩谷　龍司
126 常陸大宮市 下岩瀬 枇杷河原 1426 田 1,032 賃貸借 中﨑　直道 萩谷　龍司
127 常陸大宮市 下岩瀬 本宮 1382 田 944 賃貸借 中﨑　直道 萩谷　龍司
128 常陸大宮市 下岩瀬 本宮 1383 田 535 賃貸借 中﨑　直道 萩谷　龍司
129 常陸大宮市 小野 壱町畑 2879 畑 1,836 賃貸借 四倉　幹男 青柳　廣
130 常陸大宮市 小野 中道 2901 畑 1,522 賃貸借 宇留野　修 青柳　廣
131 常陸大宮市 小野 中道 2923 畑 1,255 賃貸借 宇留野　修 青柳　廣
132 常陸大宮市 小野 中道 2929 畑 1,500 賃貸借 宇留野　修 青柳　廣

133 常陸大宮市 小野 中道 2924 畑 568 賃貸借 宇留野　孝雄 青柳　廣
134 常陸大宮市 小野 中道 2898 畑 1,252 賃貸借 宇留野　辰生 青柳　廣
135 常陸大宮市 小野 中道 2935 畑 994 賃貸借 宇留野　信章 青柳　廣
136 常陸大宮市 小野 中道 2912 畑 1,936 賃貸借 宇留野　昭彦 青柳　廣
137 常陸大宮市 小野 中道 2936 畑 2,234 賃貸借 宇留野　好道 青柳　廣
138 常陸大宮市 小野 壱町畑 2892 畑 2,395 賃貸借 塩澤　文明 青柳　廣
139 常陸大宮市 小野 中道 2899 畑 299 賃貸借 四倉　章 青柳　廣
140 常陸大宮市 小野 中道 2900 畑 1,576 賃貸借 四倉　章 青柳　廣
141 常陸大宮市 小野 壱町畑 2889 畑 2,200 賃貸借 四倉　幹男 青柳　廣

142 常陸大宮市 高渡町 2324-1 田 946 賃貸借 大賀　正徳 大賀　力
143 常陸大宮市 高渡町 2329-1 田 2,885 賃貸借 大賀　正徳 大賀　力
144 常陸大宮市 高渡町 3926 田 1,616 賃貸借 土田　万希子 大賀　力
145 常陸大宮市 高渡町 2342-1 田 522 賃貸借 土田　万希子 大賀　力
146 常陸大宮市 根本 下河原 1366 畑 470 賃貸借 青山　侃 （株）JA常陸アグリサポート
147 常陸大宮市 根本 下河原 1545 畑 84 賃貸借 青山　侃 （株）JA常陸アグリサポート
148 常陸大宮市 根本 上河原 1279 畑 238 賃貸借 青山　貴夫 （株）JA常陸アグリサポート
149 常陸大宮市 根本 中河原 1311 畑 312 賃貸借 青山　貴夫 （株）JA常陸アグリサポート

150 常陸大宮市 三美 宇通畑 2230 畑 1,021 賃貸借 海野　洋一 （株）JA常陸アグリサポート
151 常陸大宮市 三美 宇通畑 2231 畑 1,026 賃貸借 海野　洋一 （株）JA常陸アグリサポート
152 常陸大宮市 三美 宇通畑 2271-1 畑 785 賃貸借 海野　洋一 （株）JA常陸アグリサポート
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153 常陸大宮市 三美 宇通畑 2238 畑 400 賃貸借 宇留野　正 （株）JA常陸アグリサポート
154 常陸大宮市 三美 宇通畑 2239 畑 403 賃貸借 宇留野　正 （株）JA常陸アグリサポート
155 常陸大宮市 三美 宇通畑 2246 畑 978 賃貸借 宇留野　正 （株）JA常陸アグリサポート

156 常陸大宮市 三美 宇通畑 2247 畑 1,043 賃貸借 宇留野　正 （株）JA常陸アグリサポート
157 常陸大宮市 三美 宇通畑 2248 畑 992 賃貸借 宇留野　正 （株）JA常陸アグリサポート
158 常陸大宮市 三美 宇通畑 2257 畑 823 賃貸借 江幡　明 （株）JA常陸アグリサポート
159 常陸大宮市 三美 宇通畑 2258 畑 1,039 賃貸借 江幡　明 （株）JA常陸アグリサポート
160 常陸大宮市 三美 宇通畑 2259 畑 959 賃貸借 江幡　明 （株）JA常陸アグリサポート
161 常陸大宮市 三美 宇通畑 2261 畑 686 賃貸借 江幡　明 （株）JA常陸アグリサポート
162 常陸大宮市 根本 上河原 1573-3 畑 558 賃貸借 大内　文夫 （株）JA常陸アグリサポート
163 常陸大宮市 根本 中河原 1296 畑 785 賃貸借 大内　文夫 （株）JA常陸アグリサポート
164 常陸大宮市 根本 下河原 1539 畑 227 賃貸借 大内　文夫 （株）JA常陸アグリサポート

165 常陸大宮市 根本 八幡下 1005 田 1,000 賃貸借 小野　晴美 （株）JA常陸アグリサポート
166 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1134 田 1,012 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
167 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1135 田 1,009 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
168 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1136 田 1,009 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
169 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1137 田 507 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
170 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1178-1 田 189 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
171 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1178-2 田 337 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
172 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1179 田 510 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート

173 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1180-1 畑 435 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
174 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1180-2 田 242 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
175 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1181 田 918 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
176 常陸大宮市 上岩瀬 富士山下 1487 田 1,019 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
177 常陸大宮市 上岩瀬 宮田 486-1 田 940 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
178 常陸大宮市 上岩瀬 宮田 487-1 田 935 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
179 常陸大宮市 八田 上組 2456 田 2,785 賃貸借 梶山　啓行 （株）JA常陸アグリサポート
180 常陸大宮市 根本 下河原 1416 畑 435 賃貸借 瀨谷　悦男 （株）JA常陸アグリサポート
181 常陸大宮市 根本 下河原 1418 田 291 賃貸借 瀨谷　悦男 （株）JA常陸アグリサポート

182 常陸大宮市 根本 下河原 1429 田 280 賃貸借 瀨谷　悦男 （株）JA常陸アグリサポート
183 常陸大宮市 根本 下河原 1430-1 畑 472 賃貸借 瀨谷　悦男 （株）JA常陸アグリサポート
184 常陸大宮市 根本 下河原 1430-2 田 116 賃貸借 瀨谷　悦男 （株）JA常陸アグリサポート
185 常陸大宮市 根本 下河原 1502 畑 703 賃貸借 瀨谷　悦男 （株）JA常陸アグリサポート
186 常陸大宮市 根本 下河原 1504 畑 475 賃貸借 瀨谷　悦男 （株）JA常陸アグリサポート
187 常陸大宮市 西野内 塙中 55 田 799 賃貸借 細貝　俊朗 （株）JA常陸アグリサポート
188 常陸大宮市 西野内 圷平 2323 田 1,502 賃貸借 細貝　富雄 （株）JA常陸アグリサポート
189 常陸大宮市 西野内 圷平 2328 田 1,524 賃貸借 細貝　富雄 （株）JA常陸アグリサポート

190 常陸大宮市 西野内 塙中 56 田 796 賃貸借 細貝　富雄 （株）JA常陸アグリサポート
191 常陸大宮市 西野内 塙中 69 田 986 賃貸借 細貝　富雄 （株）JA常陸アグリサポート
192 常陸大宮市 鷹巣 宮下 787-1 田 1,505 賃貸借 真崎　茂 （株）JA常陸アグリサポート
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193 常陸大宮市 鷹巣 宮下 786 田 612 賃貸借 山本　明子 （株）JA常陸アグリサポート
194 常陸大宮市 小野 壱町畑 2876-2 畑 707 賃貸借 海野　千代麿 青柳　廣
195 常陸大宮市 小野 壱町畑 2876-1 畑 2,000 賃貸借 四倉　貞子 青柳　廣

196 常陸大宮市 小野 中道 2926 畑 707 賃貸借 四倉　美彌 青柳　廣
197 常陸大宮市 高渡町 3888 田 2,004 賃貸借 宇野　浩 大賀　力
198 常陸大宮市 高渡町 3809 田 1,558 賃貸借 大賀　弘雄 大賀　力
199 常陸大宮市 高渡町 3818 田 2,264 賃貸借 大賀　弘雄 大賀　力
200 常陸大宮市 高渡町 2325-2 田 486 賃貸借 大賀　正徳 大賀　力
201 常陸大宮市 高渡町 3828 田 1,362 賃貸借 大賀　正徳 大賀　力
202 常陸大宮市 長田 羽出庭 2447 畑 1,097 使用貸借 圷　文雄 柏　一夫
203 常陸大宮市 長田 知々内 2672 畑 1,494 使用貸借 圷　文雄 柏　一夫
204 常陸大宮市 長田 知々内 2673 畑 1,176 使用貸借 金子　幸雄 柏　一夫

205 常陸大宮市 長田 知々内 2675 畑 2,321 使用貸借 金子　幸雄 柏　一夫
206 常陸大宮市 辰ノ口 上川原 1797 田 3,728 賃貸借 鈴木　秀男 小林　常行
207 常陸大宮市 小貫 宿南 2839 田 1,900 賃貸借 相田　昌美 （株）JA常陸アグリサポート
208 常陸大宮市 長田 比良田 2558-1 田 1,423 賃貸借 圷　貴之 （株）JA常陸アグリサポート
209 常陸大宮市 長田 比良田 2558-2 田 1,100 賃貸借 圷　貴之 （株）JA常陸アグリサポート
210 常陸大宮市 小野 下河原 2752 田 893 賃貸借 宇留野　茂 （株）JA常陸アグリサポート
211 常陸大宮市 小野 下河原 2758 田 496 賃貸借 宇留野　茂 （株）JA常陸アグリサポート
212 常陸大宮市 小野 中河原 2712 田 931 賃貸借 宇留野　正美 （株）JA常陸アグリサポート

213 常陸大宮市 三美 沢尻 2544 田 2,129 賃貸借 宇留野　正美 （株）JA常陸アグリサポート
214 常陸大宮市 根本 赤沼 761 田 704 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート
215 常陸大宮市 根本 赤沼 785-1 田 1,667 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート
216 常陸大宮市 根本 赤沼 804-1 田 1,098 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート
217 常陸大宮市 根本 赤沼 805-1 田 48 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート
218 常陸大宮市 根本 赤沼 806 田 304 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート
219 常陸大宮市 根本 上河原 1248 畑 1,360 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート
220 常陸大宮市 根本 上河原 1249 畑 386 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート
221 常陸大宮市 泉 宮久保 201-5 畑 1,113 賃貸借 大内　俊夫 （株）JA常陸アグリサポート

222 常陸大宮市 根本 鎌田坪 341-1 田 1,671 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
223 常陸大宮市 根本 八幡下 977 田 220 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
224 常陸大宮市 根本 八幡下 979 田 1,027 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
225 常陸大宮市 根本 八幡下 987 田 999 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
226 常陸大宮市 根本 下河 1058 田 990 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
227 常陸大宮市 根本 上河原 1246 畑 274 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
228 常陸大宮市 根本 上河原 1284 畑 78 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
229 常陸大宮市 根本 中河原 1293 畑 430 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート

230 常陸大宮市 根本 中河原 1303 畑 1,213 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
231 常陸大宮市 泉 権現 1252-1 畑 1,419 賃貸借 大内　正夫 （株）JA常陸アグリサポート
232 常陸大宮市 上大賀 上河原 1014 田 928 賃貸借 大串　初枝 （株）JA常陸アグリサポート
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233 常陸大宮市 長田 比良田 2552 田 1,297 賃貸借 大津　剛 （株）JA常陸アグリサポート
234 常陸大宮市 長田 比良田 2553 田 1,357 賃貸借 大津　剛 （株）JA常陸アグリサポート
235 常陸大宮市 小貫 履田 173-1 田 962 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート

236 常陸大宮市 小貫 小丸山下 220-1 田 984 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート
237 常陸大宮市 小貫 小丸山下 221-1 田 968 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート
238 常陸大宮市 小貫 小丸山下 225-1 畑 409 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート
239 常陸大宮市 小貫 小丸山下 225-2 田 686 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート
240 常陸大宮市 小貫 大沢下 613 田 1,130 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート
241 常陸大宮市 小貫 大沢下 620-1 畑 1,000 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート
242 常陸大宮市 小貫 宿南 2857 田 1,358 賃貸借 小野瀬　正敏 （株）JA常陸アグリサポート
243 常陸大宮市 上岩瀬 岩井岡 915-1 田 2,112 賃貸借 小又　はな子 （株）JA常陸アグリサポート
244 常陸大宮市 鷹巣 寺下 2964 田 630 賃貸借 河井　俊美 （株）JA常陸アグリサポート

245 常陸大宮市 塩原 後沢 2484-1 田 5,120 賃貸借 久下沼　昭男 （株）JA常陸アグリサポート
246 常陸大宮市 塩原 後沢 2485-1 田 892 賃貸借 久下沼　昭男 （株）JA常陸アグリサポート
247 常陸大宮市 塩原 後沢 2487-1 田 509 賃貸借 久下沼　昭男 （株）JA常陸アグリサポート
248 常陸大宮市 塩原 杉下 2493-1 田 422 賃貸借 久下沼　昭男 （株）JA常陸アグリサポート
249 常陸大宮市 塩原 杉下 2507-1 田 2,891 賃貸借 久下沼　昭男 （株）JA常陸アグリサポート
250 常陸大宮市 塩原 川目 2737 畑 2,176 賃貸借 久下沼　昭男 （株）JA常陸アグリサポート
251 常陸大宮市 塩原 前 2753 畑 754 賃貸借 久下沼　昭男 （株）JA常陸アグリサポート
252 常陸大宮市 塩原 杉下 2494-1 田 877 賃貸借 栗田　勝男 （株）JA常陸アグリサポート

253 常陸大宮市 上岩瀬 下宿下 103 田 1,063 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
254 常陸大宮市 上岩瀬 下宿下 103-1 田 993 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
255 常陸大宮市 上岩瀬 角田 454-1 田 933 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
256 常陸大宮市 上岩瀬 宮田 473-1 田 964 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
257 常陸大宮市 上岩瀬 宮田 474-1 田 750 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
258 常陸大宮市 上岩瀬 宮田 508 田 1,504 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
259 常陸大宮市 上岩瀬 下塚田 585-1 田 975 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
260 常陸大宮市 上岩瀬 下塚田 586-1 田 986 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
261 常陸大宮市 上岩瀬 岩井岡 1083 田 989 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート

262 常陸大宮市 上岩瀬 赤城前 1128 田 949 賃貸借 後藤　瑞之 （株）JA常陸アグリサポート
263 常陸大宮市 根本 中坪 449-1 畑 211 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
264 常陸大宮市 根本 中坪 450 田 497 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
265 常陸大宮市 根本 中坪 452 畑 350 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
266 常陸大宮市 根本 中坪 457-1 田 897 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
267 常陸大宮市 根本 中坪 459-1 田 505 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
268 常陸大宮市 根本 中坪 461-1 田 635 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
269 常陸大宮市 根本 中坪 463-1 田 376 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート

270 常陸大宮市 根本 中坪 466 畑 694 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
271 常陸大宮市 根本 坂下 652-1 田 486 賃貸借 瀨谷　尚之 （株）JA常陸アグリサポート
272 常陸大宮市 根本 坂下 642 田 609 賃貸借 瀬谷　英明 （株）JA常陸アグリサポート
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273 常陸大宮市 根本 金堂 687-1 田 882 賃貸借 瀬谷　英明 （株）JA常陸アグリサポート
274 常陸大宮市 山方 枇杷川三丁目 1388-1 田 1,040 賃貸借 髙村　みゑ （株）JA常陸アグリサポート
275 常陸大宮市 山方 枇杷川三丁目 1400-1 田 1,055 賃貸借 髙村　みゑ （株）JA常陸アグリサポート

276 常陸大宮市 山方 田中前 1606-1 田 1,191 賃貸借 髙村　みゑ （株）JA常陸アグリサポート
277 常陸大宮市 山方 西観音前 1309-1 田 834 賃貸借 髙村　善郎 （株）JA常陸アグリサポート
278 常陸大宮市 山方 西観音前 1310-1 田 1,624 賃貸借 髙村　善郎 （株）JA常陸アグリサポート
279 常陸大宮市 山方 枇杷川五丁目 1444-1（１） 田 1,361 賃貸借 髙村　善郎 （株）JA常陸アグリサポート
280 常陸大宮市 山方 枇杷川五丁目 1492 田 1,497 賃貸借 髙村　善郎 （株）JA常陸アグリサポート
281 常陸大宮市 石沢 堀内 1934-1 畑 1,593 使用貸借 飛田　小百合 （株）JA常陸アグリサポート
282 常陸大宮市 石沢 堀内 1934-3 畑 140 使用貸借 飛田　小百合 （株）JA常陸アグリサポート
283 常陸大宮市 石沢 蔵願 1967-3 畑 1,301 使用貸借 飛田　小百合 （株）JA常陸アグリサポート
284 常陸大宮市 石沢 蔵願 1968 畑 1,037 賃貸借 飛田　小百合 （株）JA常陸アグリサポート

285 常陸大宮市 石沢 蔵願 1970 畑 723 賃貸借 飛田　小百合 （株）JA常陸アグリサポート
286 常陸大宮市 石沢 蔵願 1970-1 畑 813 賃貸借 飛田　小百合 （株）JA常陸アグリサポート
287 常陸大宮市 三美 泉沢 2644 田 3,132 賃貸借 中﨑　茂 （株）JA常陸アグリサポート
288 常陸大宮市 三美 田倉 1922 畑 323 賃貸借 中﨑　隆典 （株）JA常陸アグリサポート
289 常陸大宮市 三美 田倉 1925 畑 3,002 賃貸借 中﨑　隆典 （株）JA常陸アグリサポート
290 常陸大宮市 鷹巣 寺下 2993 田 1,211 賃貸借 中橋　昭夫 （株）JA常陸アグリサポート
291 常陸大宮市 鷹巣 寺下 3072 田 1,551 賃貸借 中橋　昭夫 （株）JA常陸アグリサポート
292 常陸大宮市 小貫 宿南 2888 田 793 賃貸借 本間　芳夫 （株）JA常陸アグリサポート

293 常陸大宮市 西野内 圷平 2259-1 田 1,103 賃貸借 三次　辰雄 （株）JA常陸アグリサポート
294 常陸大宮市 西野内 圷平 2146-1 田 902 賃貸借 三次　博之 （株）JA常陸アグリサポート
295 常陸大宮市 小場 大山下 3523-1 田 1,108 賃貸借 四倉　よね子 （株）JA常陸アグリサポート
296 常陸大宮市 小場 大山下 3523-2 田 882 賃貸借 四倉　よね子 （株）JA常陸アグリサポート
297 常陸大宮市 小場 大山下 3524-1 田 655 賃貸借 四倉　よね子 （株）JA常陸アグリサポート
298 常陸大宮市 小場 大山下 3524-2 田 645 賃貸借 四倉　よね子 （株）JA常陸アグリサポート

計 312,287

５ 公告の総括

地権者数 104名

耕作者数 8経営体

筆数 298筆

面積 312,287㎡


