
１ 公告日 令和３年３月２６日

２ 常総ひかり農業協同組合

３ 対象市町村 常総市

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 常総市 馬場 馬場下 2631 田 601 賃貸借 斉藤　貴 （株）三太商事
2 常総市 馬場 馬場下 2632 田 504 賃貸借 斉藤　貴 （株）三太商事
3 常総市 杉山 東 1541 田 2,481 賃貸借 飯塚　宗男 （株）三太商事

4 常総市 杉山 東 1588 田 887 賃貸借 飯塚　宗男 （株）三太商事
5 常総市 中沼 西中津 630-1 田 1,729 賃貸借 大嶌　建三 （株）三太商事
6 常総市 中沼 雁島 848-1 田 2,293 賃貸借 大嶌　建三 （株）三太商事
7 常総市 中沼 西中津 641 田 582 賃貸借 大嶌　建三 （株）三太商事
8 常総市 中沼 大高山下 330-1 畑 1,670 賃貸借 大嶌　とし江 （株）三太商事
9 常総市 中沼 大高山下 333-1 畑 1,351 賃貸借 大嶌　とし江 （株）三太商事
10 常総市 大沢新田 スクボ塚 33 畑 1,291 賃貸借 大嶌　とし江 （株）三太商事
11 常総市 杉山 東 1555-1 田 2,352 賃貸借 内海　勇 （株）三太商事
12 常総市 古間木新田 三番割 793-1 田 2,767 賃貸借 伊藤　金一 （株）三太商事

13 常総市 左平太新田 堤下 1071 田 1,882 賃貸借 篠崎　茂 （株）三太商事
14 常総市 馬場 馬場下 2626 田 914 賃貸借 篠崎　茂 （株）三太商事
15 常総市 岡田 馬場堤下 700-1 田 1,727 賃貸借 本橋　玲子 （株）三太商事
16 常総市 岡田 池ノ下 694 田 1,100 賃貸借 本橋　玲子 （株）三太商事
17 常総市 岡田 池ノ下 695 田 1,025 賃貸借 海老原　一男 （株）三太商事
18 常総市 岡田 池ノ下 646 田 2,310 賃貸借 椙本　陽子 （株）三太商事
19 常総市 岡田 新堤下 870 田 3,724 賃貸借 安藤　さゆり （株）三太商事
20 常総市 山口 前田 766 田 955 賃貸借 橋本　紘 塚田　啓介

21 常総市 岡田 前原 404-1 畑 3,765 賃貸借 安藤　さゆり 篠崎　安啓
22 常総市 岡田 仲宿 474-1 畑 3,072 賃貸借 安藤　さゆり 篠崎　安啓
23 常総市 岡田 仲宿 474-3 畑 386 賃貸借 安藤　さゆり 篠崎　安啓
24 常総市 本石下 蓮柄 4273 田 1,908 賃貸借 安藤　さゆり 倉持　治
25 常総市 岡田 前原 396-15 畑 755 賃貸借 安藤　せつ子 （有）鴻新
26 常総市 本石下 植竹 4144 田 3,013 賃貸借 中山　春男 安田　和伸
27 常総市 本石下 木代内 3660 田 552 賃貸借 中山　春男 安田　和伸
28 常総市 本石下 吾妻 3699-1 田 3,347 賃貸借 中山　春男 安田　和伸
29 常総市 本石下 植竹 4143 田 1,866 賃貸借 齊藤　康成 安田　和伸

30 常総市 本石下 木代内 3659 田 856 賃貸借 斉藤　靖彦 安田　和伸
31 常総市 本石下　 木代内 3658 田 919 賃貸借 荻野　茂 安田　和伸
32 常総市 原宿 三夜前 1143 畑 449 賃貸借 粟野　悟 （株）ひかりファーム常総

旧農地利用集積円滑化団体名
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33 常総市 小保川 善当 1822 田 1,383 賃貸借 粟野　悟 （株）ひかりファーム常総
34 常総市 小保川 善当 1855 田 957 賃貸借 粟野　悟 （株）ひかりファーム常総
35 常総市 小保川 善当 1888 田 953 賃貸借 粟野　悟 （株）ひかりファーム常総

36 常総市 本石下 植竹 4096 田 939 賃貸借 柴　昭二 （株）ひかりファーム常総
37 常総市 小保川 庚塚 1941 田 1,811 賃貸借 門井　一夫 （株）ひかりファーム常総
38 常総市 若宮戸 東畑 39-2 畑 1,058 賃貸借 門井　一夫 （株）ひかりファーム常総
39 常総市 若宮戸 井戸田 2114 田 2,619 賃貸借 門井　一夫 （株）ひかりファーム常総
40 常総市 若宮戸 夕貝 2292 田 977 賃貸借 門井　一夫 （株）ひかりファーム常総
41 常総市 小保川 善当 1906 田 3,843 賃貸借 黒須　恵 （株）ひかりファーム常総
42 常総市 鴻野山新田 大沼 762 田 7,013 賃貸借 渡辺　正義 （株）ひかりファーム常総
43 常総市 鴻野山新田 大沼 773 田 5,628 賃貸借 渡辺　正義 （株）ひかりファーム常総
44 常総市 平内 地伊語 364 田 940 賃貸借 笠原　峰収郎 （株）ひかりファーム常総

45 常総市 若宮戸 横山 2384 田 1,952 賃貸借 山中　直次郎 （株）ひかりファーム常総
46 常総市 本石下 古谷 4514 田 925 賃貸借 山中　直次郎 （株）ひかりファーム常総
47 常総市 本石下 植竹 4314-1 田 979 賃貸借 山中　直次郎 （株）ひかりファーム常総
48 常総市 本石下 植竹 4314-2 田 920 賃貸借 山中　直次郎 （株）ひかりファーム常総
49 常総市 本石下 古谷 4506-1 田 942 賃貸借 山中　直次郎 （株）ひかりファーム常総
50 常総市 本石下 古谷 4506-2 田 940 賃貸借 山中　直次郎 （株）ひかりファーム常総
51 常総市 本石下 植竹 4054 田 1,000 賃貸借 黒川　哲夫 （株）ひかりファーム常総
52 常総市 本石下 植竹 4055 田 1,809 賃貸借 黒川　哲夫 （株）ひかりファーム常総

53 常総市 本石下 木代内 3650-1 田 2,664 賃貸借 黒川　哲夫 （株）ひかりファーム常総
54 常総市 本石下 木代内 3650-2 田 439 賃貸借 黒川　哲夫 （株）ひかりファーム常総
55 常総市 本石下 卯月並 3882-1 畑 906 賃貸借 黒川　哲夫 （株）ひかりファーム常総
56 常総市 本石下 卯月並 3882-2 畑 239 賃貸借 黒川　哲夫 （株）ひかりファーム常総
57 常総市 本石下 吾妻 3732 田 1,685 賃貸借 黒川　哲夫 （株）ひかりファーム常総
58 常総市 本石下 沼上 4002-1 田 1,561 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
59 常総市 本石下 沼上 4014 田 944 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
60 常総市 本石下 沼上 4015 田 616 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
61 常総市 本石下 沼上 4016-2 田 60 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総

62 常総市 本石下 塚ノ越 3803 畑 1,705 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
63 常総市 本石下 吾妻 3735 田 436 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
64 常総市 本石下 吾妻 3736 田 178 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
65 常総市 本石下 吾妻 3737-1 田 2,003 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
66 常総市 本石下 吾妻 3737-2 田 68 賃貸借 磯山　忠 （株）ひかりファーム常総
67 常総市 本石下 沼上 4016-1 田 782 賃貸借 黒川　弘一 （株）ひかりファーム常総
68 常総市 本石下 沼上 4017 田 1,789 賃貸借 黒川　弘一 （株）ひかりファーム常総
69 常総市 本石下 沼上 4186-1 田 4,758 賃貸借 黒川　弘一 （株）ひかりファーム常総

70 常総市 本石下 松並 4350 田 2,583 賃貸借 黒川　則夫 （株）ひかりファーム常総
71 常総市 本石下 卯月並 3915 田 965 賃貸借 黒川　勝也 （株）ひかりファーム常総
72 常総市 本石下 木代内 3643 田 4,535 賃貸借 斉藤　喜夫 （株）ひかりファーム常総
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73 常総市 本石下 卯月並 3914 田 1,008 賃貸借 斉藤　喜夫 （株）ひかりファーム常総
74 常総市 本石下 卯月並 3881 畑 2,906 賃貸借 廣瀬　洋 （株）ひかりファーム常総
75 常総市 本石下 古谷 4476-1 田 1,101 賃貸借 高島　一 （株）ひかりファーム常総

76 常総市 本石下 古谷 4476-2 田 960 賃貸借 高島　一 （株）ひかりファーム常総
77 常総市 原宿 北裏 1404 畑 4,611 賃貸借 舘野　真 （株）ひかりファーム常総
78 常総市 原宿 北裏 1417 畑 3,471 賃貸借 舘野　真 （株）ひかりファーム常総
79 常総市 小保川 長平西 1513 田 288 賃貸借 舘野　真 （株）ひかりファーム常総
80 常総市 小保川 長平西 1514 田 754 賃貸借 舘野　真 （株）ひかりファーム常総
81 常総市 原宿 宮田東 1457-1 畑 154 賃貸借 中沢　明良 （株）ひかりファーム常総
82 常総市 原宿 宮田東 1457-2 畑 1,414 賃貸借 中沢　明良 （株）ひかりファーム常総
83 常総市 原宿 北裏 1416 畑 1,464 賃貸借 中沢　明良 （株）ひかりファーム常総
84 常総市 原宿 神明 1246-1 畑 3,118 賃貸借 谷中　裕美 （株）ひかりファーム常総

85 常総市 原宿 香取前 1228 田 1,404 賃貸借 谷中　裕美 （株）ひかりファーム常総
86 常総市 小保川 庚塚 1935 田 2,879 賃貸借 谷中　裕美 （株）ひかりファーム常総
87 常総市 本石下 植竹 4079 田 2,698 賃貸借 岡野　秀夫 （株）ひかりファーム常総
88 常総市 本石下 植竹 4090 田 5,292 賃貸借 岡野　秀夫 （株）ひかりファーム常総
89 常総市 本石下 植竹 4092 田 1,896 賃貸借 岡野　秀夫 （株）ひかりファーム常総
90 常総市 本石下 木代内 3688 田 4,264 賃貸借 岡野　秀夫 （株）ひかりファーム常総
91 常総市 本石下 古海道 3821 畑 2,082 賃貸借 岡野　秀夫 （株）ひかりファーム常総
92 常総市 本石下 古海道 3822 畑 793 賃貸借 岡野　秀夫 （株）ひかりファーム常総

93 常総市 本石下 卯月並 3883 畑 2,021 賃貸借 岡野　秀夫 （株）ひかりファーム常総
94 常総市 原宿 神明 1248 畑 1,670 賃貸借 寺嶋　弘子 （株）ひかりファーム常総
95 常総市 本石下 植竹 4078 田 1,845 賃貸借 松崎　栄 （株）ひかりファーム常総
96 常総市 本石下 植竹 4064 田 4,672 賃貸借 斉藤　正三 （株）ひかりファーム常総
97 常総市 本石下 木代内 3657 田 3,537 賃貸借 斉藤　正三 （株）ひかりファーム常総
98 常総市 本石下 卯月並 3916 田 1,323 賃貸借 斉藤　正三 （株）ひかりファーム常総
99 常総市 本石下 吾妻 3703 田 2,535 賃貸借 斉藤　正三 （株）ひかりファーム常総
100 常総市 本石下 植竹 4237 田 1,843 賃貸借 荻野　茂 （株）ひかりファーム常総
101 常総市 本石下 吾妻 3690 田 1,685 賃貸借 荻野　茂 （株）ひかりファーム常総

102 常総市 本石下 木代内 3634 田 1,011 賃貸借 荻野　茂 （株）ひかりファーム常総
103 常総市 原宿 宮田東 1479 田 4,169 賃貸借 門井　中 （株）ひかりファーム常総
104 常総市 若宮戸 上郷 2464 畑 819 賃貸借 門井　中 （株）ひかりファーム常総
105 常総市 若宮戸 井戸田 2108 畑 715 賃貸借 青柳　孝子 （株）ひかりファーム常総
106 常総市 本石下 植竹 4041 田 1,883 賃貸借 吉田　治 （株）ひかりファーム常総
107 常総市 本石下 古谷 4461-1 田 1,783 賃貸借 吉田　治 （株）ひかりファーム常総
108 常総市 本石下 植竹 4170 田 4,754 賃貸借 野村　悦郎 （株）ひかりファーム常総
109 常総市 若宮戸 横山 2244 田 1,138 賃貸借 稲葉　ユタカ （株）ひかりファーム常総

110 常総市 新石下 上の割 4165 田 934 賃貸借 安田　幸保　外4名 （株）ひかりファーム常総
111 常総市 新石下 上の割 4166 田 956 賃貸借 中川　庸(ｲｻｵ) （株）ひかりファーム常総
112 常総市 若宮戸 上郷 818-1 畑 1,062 使用貸借 大崎　康弘 （株）ひかりファーム常総
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113 常総市 若宮戸 上郷 2459 畑 2,763 使用貸借 大崎　康弘 （株）ひかりファーム常総
114 常総市 若宮戸 株木 2018 畑 499 賃貸借 岩井　章 （株）ひかりファーム常総
115 常総市 若宮戸 横山 2236 田 2,936 賃貸借 岩井　章 （株）ひかりファーム常総

116 常総市 三坂町 神立 2822-1 田 312 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
117 常総市 三坂町 神立 2823-1 田 814 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
118 常総市 三坂町 神立 2824 田 1,014 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
119 常総市 三坂町 神立 2825 田 1,014 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
120 常総市 三坂町 神立 2826-1 田 897 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
121 常総市 三坂町 神立 2827-1 田 351 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
122 常総市 三坂町 沖三坂 4631 畑 1,342 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
123 常総市 三坂町 沖三坂 4633 畑 2,198 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
124 常総市 大房 大街道 807-1 田 720 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総

125 常総市 大房 大街道 807-2 田 973 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
126 常総市 山口 神立 269 田 1,094 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
127 常総市 山口 五十反 831 田 4,291 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
128 常総市 収納谷 泉町 262 田 2,759 賃貸借 川田　仁一 （株）ひかりファーム常総
129 常総市 本石下 卯月並 3879 畑 468 賃貸借 皆葉　芳光 （株）ひかりファーム常総
130 常総市 原宿 香取前 1208-1 田 1,736 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総
131 常総市 原宿 熊野 1098 田 3,471 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総
132 常総市 原宿 三夜前 1129 畑 3,044 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総

133 常総市 原宿 三夜前 1167 畑 4,482 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総
134 常総市 若宮戸 井戸田 2122 田 450 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総
135 常総市 若宮戸 井戸田 2123 田 1,079 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総
136 常総市 若宮戸 井戸田 2144 田 1,622 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総
137 常総市 若宮戸 夕貝 2293 田 957 賃貸借 谷中　昭三 （株）ひかりファーム常総
138 常総市 馬場新田 鴻野山下 1178 田 5,014 賃貸借 蔵持　克己 （株）ひかりファーム常総
139 常総市 若宮戸 夕貝 2368-1 田 995 賃貸借 飯田　広光 （株）ひかりファーム常総
140 常総市 若宮戸 夕貝 2367 田 910 賃貸借 飯田　カヨ （株）ひかりファーム常総
141 常総市 原宿 香取前 1212 田 2,089 賃貸借 飯田　カヨ （株）ひかりファーム常総

142 常総市 小保川 善当 1833 田 2,126 賃貸借 飯田　春枝 （株）ひかりファーム常総
143 常総市 小保川 善当 1859 田 935 賃貸借 飯田　春枝 （株）ひかりファーム常総
144 常総市 若宮戸 井戸田 2106 畑 2,262 賃貸借 飯田　春枝 （株）ひかりファーム常総
145 常総市 若宮戸 井戸田 2107 畑 870 賃貸借 飯田　春枝 （株）ひかりファーム常総
146 常総市 新石下 見取 4138 田 945 賃貸借 平田　義市 （株）ひかりファーム常総
147 常総市 小保川 薬師 1699 田 805 賃貸借 石塚　政榮 （株）ひかりファーム常総
148 常総市 小保川 庚塚 1639 畑 1,415 賃貸借 福島　節 （株）ひかりファーム常総
149 常総市 左平田新田 堤下 1023 田 3,164 賃貸借 菊地　高雄 （株）ひかりファーム常総

150 常総市 左平田新田 堤下 1039 田 428 賃貸借 菊地　高雄 （株）ひかりファーム常総
151 常総市 左平田新田 堤下 988 田 1,624 賃貸借 菊地　高雄 （株）ひかりファーム常総
152 常総市 孫兵ヱ新田 飯沼 1722 田 4,156 賃貸借 菊地　高雄 （株）ひかりファーム常総
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153 常総市 孫兵ヱ新田 飯沼 1723 田 835 賃貸借 菊地　高雄 （株）ひかりファーム常総
154 常総市 原宿 北裏 110-2 畑 1,330 賃貸借 中澤　博之 （株）ひかりファーム常総
155 常総市 原宿 北裏 1436 畑 1,590 賃貸借 中澤　博之 （株）ひかりファーム常総

156 常総市 小保川 長平西 1510 田 486 賃貸借 中澤　博之 （株）ひかりファーム常総
157 常総市 本石下 沼上 4012 田 4,858 賃貸借 斉藤　義男 （株）ひかりファーム常総
158 常総市 本石下 沼上 4013 田 854 賃貸借 斉藤　義男 （株）ひかりファーム常総
159 常総市 豊田 植竹 (寺田) 2677 田 962 賃貸借 斉藤　義男 （株）ひかりファーム常総
160 常総市 本石下 木代内 (植竹) 4148 田 3,381 賃貸借 斉藤　義男 （株）ひかりファーム常総
161 常総市 本石下 寺田 (木代内) 3668 田 2,975 賃貸借 斉藤　義男 （株）ひかりファーム常総
162 常総市 本石下 吾妻 3695 田 2,975 賃貸借 斉藤　義男 （株）ひかりファーム常総
163 常総市 小保川 善当 1829 田 3,498 賃貸借 倉田　守一郎 （株）ひかりファーム常総
164 常総市 原宿 香取前 1227 田 323 賃貸借 片平　あや子 （株）ひかりファーム常総

165 常総市 東野原 蛭沼 753 畑 5,302 賃貸借 中川　英一 長塚　丈浩
166 常総市 東野原 蛭沼 754 畑 145 賃貸借 中川　英一 長塚　丈浩
167 常総市 山口 大海道 580 畑 4,555 賃貸借 中川　英一 長塚　丈浩
168 常総市 本石下 十一面 3307 畑 1,718 賃貸借 荻野　茂 沼尻　隆志
169 常総市 新石下 五十反 4720-1 田 1,840 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総
170 常総市 新石下 五十反 4720-2 田 953 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総
171 常総市 新石下 妙見 4492 田 1,762 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総
172 常総市 東野原 中道 711 畑 1,299 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総

173 常総市 東野原 中道 712 畑 776 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総
174 常総市 東野原 甲柳 658 畑 1,176 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総
175 常総市 東野原 蛭沼 733 畑 1,272 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総
176 常総市 山口 東田 863 田 2,964 賃貸借 中川　浩二 （株）ひかりファーム常総

計 319,302

５ 公告の総括

地権者数 65名

耕作者数 9経営体

筆数 176筆

面積 319,302㎡


