
１ 公告日 令和３年３月３１日

２ 常総ひかり農業協同組合

３ 対象市町村 下妻市

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 下妻市 数須 前田 897 田 1,328 賃貸借 内田　きよ （株）ひかりファーム常総

2 下妻市 若柳 山添 739 田 4,512 賃貸借 角田　茂雄 （株）ひかりファーム常総

3 下妻市 山尻 東田 1188-1 田 1,378 賃貸借 木村　繁 （株）ひかりファーム常総

4 下妻市 山尻 香取東 837 畑 250 賃貸借 木村　繁 （株）ひかりファーム常総

5 下妻市 山尻 東門 368-1 畑 277 使用貸借 木村　繁 （株）ひかりファーム常総

6 下妻市 柳原 西田 1417 田 2,265 賃貸借 倉持　敏美 （株）ひかりファーム常総

7 下妻市 加養 長町 3649 田 798 賃貸借 小田部　三重子 （株）ひかりファーム常総

8 下妻市 加養 遠寺中 3637-1 田 2,096 賃貸借 柴　美智 （株）ひかりファーム常総

9 下妻市 山尻 南田 1158-1 田 1,557 賃貸借 柴　美智 （株）ひかりファーム常総

10 下妻市 山尻 東田 1216 田 509 賃貸借 杉山　敏一 （株）ひかりファーム常総

11 下妻市 平川戸 柳町 880 田 3,089 賃貸借 竹井　建一 （株）ひかりファーム常総

12 下妻市 山尻 南田 1153-1 田 1,404 賃貸借 中島　明 （株）ひかりファーム常総

13 下妻市 加養 長町 3646-1 田 1,551 賃貸借 中島　明 （株）ひかりファーム常総

14 下妻市 数須 前田 890 田 646 賃貸借 中山　浅司 （株）ひかりファーム常総

15 下妻市 数須 赤城 997 田 557 賃貸借 中山　悟 （株）ひかりファーム常総

16 下妻市 数須 柿ノ木田 868-1 田 2,859 賃貸借 中山　剛 （株）ひかりファーム常総

17 下妻市 数須 前田 885 田 2,305 賃貸借 中山　剛 （株）ひかりファーム常総

18 下妻市 数須 赤城 995 田 513 賃貸借 中山　登 （株）ひかりファーム常総

19 下妻市 数須 赤城 991 田 172 賃貸借 中山　一 （株）ひかりファーム常総

20 下妻市 数須 赤城 990 田 920 賃貸借 中山　治雄 （株）ひかりファーム常総

21 下妻市 筑波島 北畑 1111-1 田 550 賃貸借 中山　治雄 （株）ひかりファーム常総

22 下妻市 筑波島 北畑 1111-2 田 1,634 賃貸借 中山　治雄 （株）ひかりファーム常総

23 下妻市 数須 赤城 992 田 1,279 賃貸借 中山　秀樹 （株）ひかりファーム常総

24 下妻市 平川戸 柳町 873 田 2,401 賃貸借 中山　秀樹 （株）ひかりファーム常総

旧農地利用集積円滑化団体名



№ 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
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25 下妻市 若柳 片瀬 843 田 1,669 賃貸借 中山　秀樹 （株）ひかりファーム常総

26 下妻市 数須 赤城 996 田 465 賃貸借 中山　良一 （株）ひかりファーム常総

27 下妻市 山尻 東田 1217 田 2,331 賃貸借 平間　富子 （株）ひかりファーム常総

28 下妻市 坂本新田 坂本下 1-1 田 2,133 賃貸借 村井　幸子 （株）ひかりファーム常総

29 下妻市 坂本新田 坂本下 27 田 2,519 賃貸借 山崎　敏雄 （株）ひかりファーム常総

30 下妻市 坂本新田 砂崎 51-1 田 3,073 賃貸借 山崎　敏雄 （株）ひかりファーム常総

31 下妻市 数須 赤城 994 田 406 賃貸借 山村　宗一 （株）ひかりファーム常総

32 下妻市 北大宝 根ノ下 1490 田 2,338 賃貸借 大塚　清二 磯山　喜一郎

33 下妻市 大木 稲荷山 2375 田 1,269 賃貸借 小貫　求 磯山　明男

34 下妻市 半谷 八幡窪 940-2 田 531 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

35 下妻市 半谷 八幡窪 942-1 田 751 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

36 下妻市 半谷 兎田 1219-1 田 644 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

37 下妻市 半谷 兎田 1222-1 田 543 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

38 下妻市 半谷 兎田 1223-1 田 230 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

39 下妻市 半谷 兎田 1226-1 田 618 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

40 下妻市 大木 稲荷山 2385 田 912 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

41 下妻市 大木 稲荷山 2386 田 1,141 賃貸借 外山　洋一 磯山　明男

42 下妻市 北大宝 根ノ下 1486-1 田 4,252 賃貸借 飯塚　政徳 永瀬　智

43 下妻市 北大宝 根ノ下 1486-2 田 1,651 賃貸借 飯塚　政徳 永瀬　智

44 下妻市 北大宝 根ノ下 1486-3 田 3,700 賃貸借 飯塚　政徳 永瀬　智

45 下妻市 北大宝 観音下 1440 田 3,168 賃貸借 江田　美智子 永瀬　智

46 下妻市 北大宝 観音下 1439 田 4,892 賃貸借 江田　裕一 永瀬　智

47 下妻市 北大宝 根ノ下 1488-2 田 1,208 賃貸借 大塚　英雄 永瀬　智

48 下妻市 北大宝 観音下 1452 田 4,020 賃貸借 野尻　善男 永瀬　智

49 下妻市 北大宝 観音下 1441 田 9,531 賃貸借 宮山　昌之 永瀬　智

50 下妻市 中郷 浜芦 1120 田 753 賃貸借 内田　きよ 横瀬　勝久

51 下妻市 中郷 寺野 1144-1 田 6,899 賃貸借 鶴巻　春美 横瀬　勝久

52 下妻市 中郷 寺野 1144-2 田 575 賃貸借 野村　敏夫 横瀬　勝久

53 下妻市 若柳 山添 731 田 1,889 賃貸借 程塚　次郎 横瀬　勝久

54 下妻市 若柳 山添 698 田 1,616 賃貸借 程塚　直美 横瀬　勝久

55 下妻市 若柳 山添 732 田 4,189 賃貸借 程塚　直美 横瀬　勝久
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56 下妻市 大宝 南天神田 1244 田 3,009 賃貸借 磯山　欣三 関　純生

57 下妻市 平沼 二丁田 71-3 田 1,481 賃貸借 中山　茂木 関　純生

58 下妻市 平沼 二丁田 41 田 997 賃貸借 中山　義光 関　純生

59 下妻市 平沼 二丁田 29 田 1,000 賃貸借 中山　義光 関　純生

60 下妻市 大宝 南天神田 1245 田 9,687 賃貸借 中山　義光 関　純生

61 下妻市 大宝 南天神田 1243 田 16,158 賃貸借 廣瀬　成男 関　純生

62 下妻市 神明 福代地畑 33 畑 746 使用貸借 荒井　克己 吉原　直樹

63 下妻市 神明 福代地畑 35 畑 4,101 使用貸借 荒井　克己 吉原　直樹

64 下妻市 北大宝 熊ノ久保 559-1 畑 849 使用貸借 粟野　彰 吉原　直樹

65 下妻市 北大宝 熊ノ久保 559-2 畑 817 使用貸借 粟野　和雄 吉原　直樹

66 下妻市 数須 北畑 240 畑 845 使用貸借 稲葉　康志 吉原　直樹

67 下妻市 数須 北畑 245 畑 389 使用貸借 稲葉　康志 吉原　直樹

68 下妻市 北大宝 熊ノ山 560 畑 2,213 使用貸借 大塚　正 吉原　直樹

69 下妻市 北大宝 小ケ﨑 269-1 畑 1,230 賃貸借 中山　剛 吉原　直樹

70 下妻市 数須 北畑 230 田 1,896 賃貸借 中山　博司 吉原　直樹

71 下妻市 数須 北畑 232 田 341 賃貸借 中山　博司 吉原　直樹

72 下妻市 数須 北畑 246 畑 1,212 賃貸借 中山　博司 吉原　直樹

73 下妻市 平沼 二丁田 51 田 1,757 賃貸借 上田　利夫 栗原　幸次

74 下妻市 福田 東田 2339 田 1,132 賃貸借 上田　利夫 栗原　幸次

75 下妻市 下木戸 十二天前 274-1 畑 1,443 賃貸借 落合　繁治郎 栗原　幸次

76 下妻市 下木戸 稲荷久保 572 畑 627 賃貸借 後藤　弘美 栗原　幸次

77 下妻市 下木戸 西久保 59-2 畑 842 使用貸借 小師　つぎ枝 栗原　幸次

78 下妻市 下木戸 西久保 65-2 畑 720 使用貸借 小師　つぎ枝 栗原　幸次

79 下妻市 下木戸 西久保 61-1 畑 923 賃貸借 塚田　千枝子 栗原　幸次

80 下妻市 下木戸 稲荷久保 230 畑 4,160 賃貸借 塚田　千枝子 栗原　幸次

81 下妻市 半谷 堀中 993-1 畑 1,960 賃貸借 鶴見　英樹 栗原　幸次

82 下妻市 下木戸 十二天前 331-1 畑 2,280 賃貸借 初澤　万男 栗原　幸次

83 下妻市 下木戸 稲荷久保 227 田 1,185 賃貸借 福永　由美 栗原　幸次

84 下妻市 下木戸 清水久保 383-2 畑 737 賃貸借 宮田　進 栗原　幸次

85 下妻市 下木戸 神立久保 416-2 畑 1,184 賃貸借 宮田　進 栗原　幸次

86 下妻市 筑波島 南蛭田 1240 田 8,512 賃貸借 飯岡　忠 山口　浩
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87 下妻市 筑波島 南蛭田 1228 田 1,927 賃貸借 内田　きよ 山口　浩

88 下妻市 筑波島 南蛭田 1229 田 5,884 賃貸借 久野　宏 山口　浩

89 下妻市 数須 高田 946 田 3,214 賃貸借 中山　清子 山口　浩

90 下妻市 数須 高田 945 田 984 賃貸借 中山　清子 山口　浩

91 下妻市 数須 前田 871 田 1,542 賃貸借 中山　一 山口　浩

92 下妻市 筑波島 鳥越 1145 田 3,184 賃貸借 中山　一 山口　浩

93 下妻市 下田 砂川原 828-1 田 1,234 賃貸借 野部　洋子 山口　浩

94 下妻市 数須 中蛭田 1048 田 7,374 賃貸借 野部　洋子 山口　浩

95 下妻市 筑波島 鳥越 1144 田 2,629 賃貸借 山口　枝美子 山口　浩

96 下妻市 筑波島 北蛭田 1210 田 2,542 賃貸借 山口　枝美子 山口　浩

97 下妻市 筑波島 北蛭田 1213 田 5,119 賃貸借 山口　枝美子 山口　浩

98 下妻市 平川戸 柳町 894 田 6,364 賃貸借 横瀬　邦夫 山口　浩

99 下妻市 平川戸 宮田 934 田 2,743 賃貸借 横瀬　邦夫 山口　浩

100 下妻市 福田 東田 2323 田 2,727 賃貸借 小林　幸夫 篠崎　宏之

101 下妻市 福田 賀美田 2253 田 2,651 賃貸借 小林　幸夫 篠崎　宏之

102 下妻市 半谷 中荒久 1089-3 畑 1,618 賃貸借 小林　幸夫 篠崎　宏之

103 下妻市 半谷 中荒久 1089-5 畑 531 賃貸借 小林　幸夫 篠崎　宏之

104 下妻市 半谷 中荒久 1089-8 畑 393 賃貸借 小林　幸夫 篠崎　宏之

105 下妻市 下木戸 神立久保 412-4 畑 1,264 賃貸借 小林　幸夫 篠崎　宏之

106 下妻市 下木戸 北田原 120-2 畑 1,219 賃貸借 小林　幸夫 篠崎　宏之

107 下妻市 若柳 宗連下 914 田 771 賃貸借 斉藤　昭雄 篠崎　宏之

108 下妻市 若柳 宗連下 913 田 2,273 賃貸借 斉藤　庄一 篠崎　宏之

109 下妻市 若柳 槐戸 750 田 2,154 賃貸借 斉藤　庄一 篠崎　宏之

110 下妻市 下木戸 十二天前 323 畑 871 使用貸借 篠原　和夫 篠崎　宏之

111 下妻市 大木 本田 2337 田 5,063 賃貸借 杉山　真 篠崎　宏之

112 下妻市 大木 稲荷山 2377-1 田 2,956 賃貸借 塚田　昌子 篠崎　宏之

113 下妻市 北大宝 根ノ下 1499 田 2,173 賃貸借 福田　弘 篠崎　宏之

114 下妻市 下木戸 十二天前 328 畑 731 使用貸借 福永　由美 篠崎　宏之

115 下妻市 北大宝 根ノ下 1504 田 4,094 賃貸借 大塚　利男 斉藤　善男

116 下妻市 亀﨑 亀崎東 3542 畑 740 賃貸借 藤倉　秋之助 増山　保

117 下妻市 南原 南原 8-1 畑 998 使用貸借 大島　秀夫 増田　一男
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118 下妻市 南原 南原 35 畑 1,867 使用貸借 大島　秀夫 増田　一男

119 下妻市 南原 南原 73 畑 1,997 使用貸借 大島　秀夫 増田　一男

120 下妻市 半谷 八幡窪 914-1 田 1,098 賃貸借 柴森　浩之 増田　一男

121 下妻市 半谷 八幡窪 905-1 田 1,270 賃貸借 柴森　正好 増田　一男

122 下妻市 半谷 八幡窪 905-2 田 2,290 賃貸借 柴森　正好 増田　一男

123 下妻市 半谷 八幡窪 905-3 田 149 賃貸借 柴森　正好 増田　一男

124 下妻市 半谷 八幡窪 921-1 田 863 賃貸借 柴森　正好 増田　一男

125 下妻市 半谷 八幡窪 917-1 田 1,674 賃貸借 柴森　正好 増田　一男

126 下妻市 南原 南原 101 畑 984 賃貸借 染野　裕美子 増田　一男

127 下妻市 南原 南原 147-1 畑 1,031 賃貸借 染野　裕美子 増田　一男

128 下妻市 南原 南原 147-2 畑 654 賃貸借 染野　裕美子 増田　一男

129 下妻市 南原 南原 147-3 畑 22 賃貸借 染野　裕美子 増田　一男

130 下妻市 柴 入柴 266 田 3,145 賃貸借 長谷川　紫乃 増田　一男

131 下妻市 柴 入柴 229 田 835 賃貸借 長谷川　紫乃 増田　一男

132 下妻市 古沢 春内 802 畑 1,158 賃貸借 塚田　恵子 増田　悦夫

133 下妻市 古沢 沢畑 1292 畑 952 賃貸借 野寺　静雄 増田　悦夫

134 下妻市 古沢 沢畑 1267 畑 2,403 賃貸借 森　みなみ 増田　悦夫

135 下妻市 古沢 沢畑 1285 畑 2,616 賃貸借 森　みなみ 増田　悦夫

136 下妻市 古沢 沢畑 1290 畑 3,725 賃貸借 森　みなみ 増田　悦夫

137 下妻市 古沢 沢畑 1306 畑 1,934 賃貸借 森　みなみ 増田　悦夫

138 下妻市 若柳 山添 686 田 966 賃貸借 赤荻　邦夫 中山　俊一

139 下妻市 堀篭 大日前 1644-1 田 3,090 賃貸借 赤川　安男 中山　俊一

140 下妻市 横根 北畑 967 田 811 使用貸借 赤川　安男 中山　俊一

141 下妻市 横根 横根西 1028 田 1,853 賃貸借 赤川　安男 中山　俊一

142 下妻市 横根 横根南 1079 田 3,949 賃貸借 天ケ谷　純一 中山　俊一

143 下妻市 堀篭 大日前 1613 田 809 賃貸借 飯村　仁一 中山　俊一

144 下妻市 坂井 東坂井 380 田 1,063 賃貸借 板橋　吉則 中山　俊一

145 下妻市 横根 横根南 1103 田 1,366 賃貸借 岩田　登江子 中山　俊一

146 下妻市 筑波島 手洗堀 1267 田 3,242 賃貸借 岩田　六郎 中山　俊一

147 下妻市 横根 横根南 1077 田 1,001 賃貸借 岩田　六郎 中山　俊一

148 下妻市 大串 美田原 1282 田 3,955 賃貸借 岩田　六郎 中山　俊一
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149 下妻市 筑波島 広畑 1282 田 830 賃貸借 小寺　香代子 中山　俊一

150 下妻市 横根 横根西 1023 田 4,327 賃貸借 小寺　香代子 中山　俊一

151 下妻市 大宝 八幡田 1294 田 2,836 賃貸借 黒須　正美 中山　俊一

152 下妻市 大串 六反田 1395-1 田 4,780 賃貸借 小田部　安男 中山　俊一

153 下妻市 大串 前田 353 田 1,429 賃貸借 小田部　安男 中山　俊一

154 下妻市 大串 美田原 1363 田 2,925 賃貸借 小田部　安男 中山　俊一

155 下妻市 大串 六反田 1395-2 田 235 賃貸借 小田部　安男 中山　俊一

156 下妻市 大串 美田原 1284 田 1,084 賃貸借 篠崎　暎理 中山　俊一

157 下妻市 横根 八合田 523 田 754 賃貸借 柴　和也 中山　俊一

158 下妻市 横根 横根南 1114 田 7,658 賃貸借 柴　和也 中山　俊一

159 下妻市 横根 弁財 1041-2 田 915 賃貸借 柴　まさ 中山　俊一

160 下妻市 横根 弁財 1041-1 田 4,400 賃貸借 柴　まさ 中山　俊一

161 下妻市 横根 弁財 1042 田 1,939 賃貸借 塚田　隆 中山　俊一

162 下妻市 横根 弁財 1049 田 2,854 賃貸借 塚田　隆 中山　俊一

163 下妻市 横根 横根西 1029 田 3,616 賃貸借 塚田　隆 中山　俊一

164 下妻市 大串 美田原 1317 田 5,236 賃貸借 富岡　淳子 中山　俊一

165 下妻市 大串 六反田 1383 田 2,169 賃貸借 富岡　淳子 中山　俊一

166 下妻市 横根 横根西 1101 田 2,389 賃貸借 中島　進 中山　俊一

167 下妻市 横根 横根南 1112 田 3,903 賃貸借 中島　進 中山　俊一

168 下妻市 横根 横根西 1034 田 1,653 賃貸借 長瀬　清 中山　俊一

169 下妻市 堀篭 向関田 1870 田 1,351 賃貸借 中山　久子 中山　俊一

170 下妻市 堀篭 山下 93-1 田 1,088 賃貸借 中山　久子 中山　俊一

171 下妻市 堀篭 前関田 1893 田 3,552 賃貸借 名和　典男 中山　俊一

172 下妻市 大宝 八幡田 1295 田 4,695 賃貸借 錦戸　秀夫 中山　俊一

173 下妻市 堀篭 塚田 1746 田 1,966 賃貸借 野村　政利 中山　俊一

174 下妻市 堀篭 前関田 328 田 738 賃貸借 野村　政利 中山　俊一

175 下妻市 堀篭 東三本木 1225-1 田 2,594 賃貸借 野村　好孝 中山　俊一

176 下妻市 堀篭 大日前 1609-1 田 886 賃貸借 野村　好孝 中山　俊一

177 下妻市 堀篭 大日前 1610 田 597 賃貸借 野村　好孝 中山　俊一

178 下妻市 堀篭 樋ノ口 1735 田 1,838 賃貸借 平石　洋子 中山　俊一

179 下妻市 堀篭 車堂 670 畑 358 賃貸借 古谷　美佐江 中山　俊一
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180 下妻市 横根 西浦 250 田 1,191 賃貸借 古谷　美佐江 中山　俊一

181 下妻市 横根 横根西 1030 田 3,178 賃貸借 古谷　美佐江 中山　俊一

182 下妻市 横根 弁財 1056 田 1,697 賃貸借 森　孝子 中山　俊一

183 下妻市 大串 美田原 1337-1 田 3,151 賃貸借 森　孝子 中山　俊一

184 下妻市 横根 横根南 1083 田 4,611 賃貸借 森　孝子 中山　俊一

185 下妻市 横根 横根南 1107 田 1,479 賃貸借 森　孝子 中山　俊一

186 下妻市 横根 宮ノ前 973-1 田 2,269 賃貸借 横瀬　啓一 中山　俊一

187 下妻市 横根 横根西 1008-2 田 644 賃貸借 横瀬　桂三 中山　俊一

188 下妻市 横根 横根南 1074 田 983 賃貸借 横瀬　桂三 中山　俊一

189 下妻市 横根 八合田 528 田 1,393 賃貸借 横瀬　桂三 中山　俊一

190 下妻市 横根 八合田 512-3 畑 231 賃貸借 横瀬　桂三 中山　俊一

191 下妻市 横根 横根西 1007 田 1,114 賃貸借 横瀬　桂三 中山　俊一

192 下妻市 横根 横根西 1008-3 田 708 賃貸借 横瀬　桂三 中山　俊一

193 下妻市 横根 八合田 514 田 777 賃貸借 横瀬　桂三 中山　俊一

194 下妻市 横根 横根南 1085 田 1,048 賃貸借 横瀬　記夫 中山　俊一

195 下妻市 堀篭 大日前 1640-1 田 954 賃貸借 横瀬　記夫 中山　俊一

196 下妻市 横根 弁財 1060 田 2,615 賃貸借 横瀬　記夫 中山　俊一

197 下妻市 横根 横根南 1071 田 1,107 賃貸借 横瀬　記夫 中山　俊一

198 下妻市 横根 横根西 1022 田 4,913 賃貸借 横瀬　功子 中山　俊一

199 下妻市 横根 横根南 1115 田 3,464 賃貸借 横瀬　久子 中山　俊一

200 下妻市 平川戸 渋田 1084 田 2,198 賃貸借 横瀬　靖彦 中山　俊一

201 下妻市 横根 横根南 1131 田 666 賃貸借 横瀬　良乃 中山　俊一

202 下妻市 筑波島 広畑 1283 田 329 賃貸借 横瀬　礼子 中山　俊一

203 下妻市 大串 美田原 1289 田 5,695 賃貸借 横瀬　礼子 中山　俊一

204 下妻市 古沢 沢畑 1350-1 畑 1,585 賃貸借 林　蕙芳 中山　俊一

205 下妻市 下田 内谷 119-1 田 187 賃貸借 渡邉　誠 中山　俊一

206 下妻市 下田 内谷 128-1 田 354 賃貸借 渡邉　誠 中山　俊一

207 下妻市 下田 内谷 968 田 2,104 賃貸借 渡邉　誠 中山　俊一

208 下妻市 下田 内谷 974 田 8,343 賃貸借 渡邉　誠 中山　俊一

209 下妻市 中郷 浜芦 1114 田 1,413 賃貸借 渡邉　誠 中山　俊一

210 下妻市 堀篭 白山 1793 田 1,144 賃貸借 司代　和壽 鉄羅　稔



№ 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）

211 下妻市 福田 前原 2131-12 田 989 賃貸借 上田　利夫 田崎　節

212 下妻市 福田 前原 2131-26 田 1,039 使用貸借 上田　利夫 田崎　節

213 下妻市 黒駒 瓜島 1366 田 899 賃貸借 高橋　博 島田　智史

214 下妻市 若柳 山添 664 田 7,729 賃貸借 相澤　正司 塙　安之

215 下妻市 若柳 片瀬 812 田 1,874 賃貸借 秋田　啓子 塙　安之

216 下妻市 若柳 山添 722 田 4,905 賃貸借 荒井　克己 塙　安之

217 下妻市 若柳 山添 709 田 2,960 賃貸借 荒井　康子 塙　安之

218 下妻市 若柳 鳥喰 607 田 1,993 賃貸借 粟野　明 塙　安之

219 下妻市 若柳 山添 662 田 1,203 賃貸借 粟野　新也 塙　安之

220 下妻市 若柳 山添 715 田 1,996 賃貸借 粟野　新也 塙　安之

221 下妻市 若柳 山添 677 田 1,719 賃貸借 粟野　節子 塙　安之

222 下妻市 下宮 手洗筆 1066 田 4,068 賃貸借 粟野　節子 塙　安之

223 下妻市 下宮 壱村 1137 田 3,926 賃貸借 粟野　信之 塙　安之

224 下妻市 下宮 菅谷原 1253 田 6,153 賃貸借 粟野　真利 塙　安之

225 下妻市 中郷 寺野 1146 田 1,908 賃貸借 内田　きよ 塙　安之

226 下妻市 下宮 二丁歩 1114 田 2,354 賃貸借 江田　浩之 塙　安之

227 下妻市 下宮 三ツ又 1228 田 3,505 賃貸借 江田　浩之 塙　安之

228 下妻市 下宮 菅谷原 1250 田 3,033 賃貸借 江田　浩之 塙　安之

229 下妻市 下宮 菅谷原 1259 田 914 賃貸借 江田　浩之 塙　安之

230 下妻市 若柳 片瀬 848 田 1,642 賃貸借 海老澤　薫 塙　安之

231 下妻市 若柳 槐戸 797 田 2,718 賃貸借 海老澤　薫 塙　安之

232 下妻市 下宮 三ツ又 1217 田 4,044 賃貸借 大塚　一則 塙　安之

233 下妻市 下宮 三ツ又 1180 田 1,183 使用貸借 大塚　一則 塙　安之

234 下妻市 中郷 寺野 1152 田 5,703 賃貸借 大塚　賢一 塙　安之

235 下妻市 若柳 槐戸 796 田 836 賃貸借 角田　久子 塙　安之

236 下妻市 若柳 山添 727 田 940 賃貸借 田宮　一男 塙　安之

237 下妻市 若柳 山添 689 田 1,929 賃貸借 田宮　知子 塙　安之

238 下妻市 若柳 山添 726 田 2,746 賃貸借 田宮　功子 塙　安之

239 下妻市 中郷 寺野 1153 田 1,871 賃貸借 橋谷　カツ子 塙　安之

240 下妻市 中郷 寺野 1154 田 940 賃貸借 橋谷　カツ子 塙　安之

241 下妻市 下宮 三ツ又 1220 田 3,860 賃貸借 広瀬　信義 塙　安之
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242 下妻市 下宮 菅谷原 1240 田 1,919 賃貸借 広瀬　信義 塙　安之

243 下妻市 下宮 三ツ又 1216 田 2,034 賃貸借 廣瀬　好一 塙　安之

244 下妻市 下宮 菅谷原 1235 田 1,492 賃貸借 廣瀬　好一 塙　安之

245 下妻市 下宮 二丁歩 1100 田 4,919 賃貸借 広瀬　重雄 塙　安之

246 下妻市 下宮 壱村 1143 田 1,957 賃貸借 広瀬　正司 塙　安之

247 下妻市 下宮 三ツ又 1194-1 田 1,791 賃貸借 広瀬　正司 塙　安之

248 下妻市 下宮 三ツ又 1194-2 田 730 賃貸借 広瀬　正司 塙　安之

249 下妻市 下宮 菅谷原 1243 田 4,777 賃貸借 広瀬　正司 塙　安之

250 下妻市 下宮 二丁歩 1099-1 田 1,431 使用貸借 広瀬　正司 塙　安之

251 下妻市 下宮 二丁歩 1099-2 田 1,883 賃貸借 広瀬　正司 塙　安之

252 下妻市 下宮 三ツ又 1208 田 1,154 賃貸借 吉川　桂司 塙　安之

253 下妻市 下宮 手洗筆 1076 田 4,633 賃貸借 吉川　桂司 塙　安之

254 下妻市 下宮 三ツ又 1192 田 1,495 賃貸借 吉川　三郎 塙　安之

255 下妻市 下宮 菅谷原 1236 田 4,377 賃貸借 吉川　三郎 塙　安之

256 下妻市 下宮 手洗筆 1061 田 407 賃貸借 吉川　三郎 塙　安之

257 下妻市 下宮 三ツ又 1210 田 1,112 賃貸借 吉川　敏治 塙　安之

258 下妻市 下宮 菅谷原 1274 田 4,531 賃貸借 吉川　誠 塙　安之

259 下妻市 下宮 手洗筆 1079 田 3,232 賃貸借 吉川　誠 塙　安之

260 下妻市 下宮 三ツ又 1229 田 3,168 賃貸借 吉川　誠 塙　安之

261 下妻市 下宮 手洗筆 1060 田 950 賃貸借 吉川　正男 塙　安之

262 下妻市 下宮 手洗筆 1058 田 3,138 賃貸借 吉川　六郎 塙　安之

263 下妻市 若柳 山添 707 田 687 賃貸借 吉田　幸一 塙　安之

264 下妻市 若柳 山添 723 田 2,788 賃貸借 吉田　幸一 塙　安之

265 下妻市 若柳 片瀬 813 田 2,657 賃貸借 吉田　文明 塙　安之

266 下妻市 黒駒 沼田 1259-1 田 1,469 賃貸借 赤岩　しげ子 飯村　英夫

267 下妻市 黒駒 瓜島 1475 田 374 賃貸借 赤岩　しげ子 飯村　英夫

268 下妻市 黒駒 瓜島 1476 田 856 賃貸借 赤岩　しげ子 飯村　英夫

269 下妻市 古沢 沢畑 1282 畑 2,945 賃貸借 増田　方聲 飯塚　健一

270 下妻市 古沢 沢畑 1355 畑 3,107 賃貸借 増田　方聲 飯塚　健一

271 下妻市 古沢 沢畑 1356 畑 1,302 賃貸借 増田　方聲 飯塚　健一

272 下妻市 若柳 槐戸 745 田 2,932 賃貸借 粟野　幸子 野部　幸男
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273 下妻市 筑波島 広畑 1279 田 2,108 賃貸借 飯岡　忠 野部　幸男

274 下妻市 筑波島 北蛭田 1219 田 3,499 賃貸借 飯岡　忠 野部　幸男

275 下妻市 筑波島 南蛭田 1222 田 4,624 賃貸借 飯塚　和雄 野部　幸男

276 下妻市 筑波島 北畑 1120 田 2,319 賃貸借 飯塚　孝雄 野部　幸男

277 下妻市 数須 中蛭田 1058 田 4,029 賃貸借 飯塚　孝雄 野部　幸男

278 下妻市 筑波島 南蛭田 1221 田 3,813 賃貸借 飯塚　孝雄 野部　幸男

279 下妻市 筑波島 広畑 1278-1 田 3,322 賃貸借 飯塚　孝雄 野部　幸男

280 下妻市 筑波島 広畑 1278-2 田 966 賃貸借 飯塚　孝雄 野部　幸男

281 下妻市 筑波島 鳥越 1153-1 畑 1,697 賃貸借 飯塚　孝雄 野部　幸男

282 下妻市 筑波島 宮内坪 1182 畑 1,170 賃貸借 飯塚　孝雄 野部　幸男

283 下妻市 筑波島 北蛭田 1202-1 田 2,280 賃貸借 飯塚　武 野部　幸男

284 下妻市 筑波島 北蛭田 1202-2 田 971 賃貸借 飯塚　武 野部　幸男

285 下妻市 筑波島 北蛭田 1195-1 田 5,239 賃貸借 飯塚　武 野部　幸男

286 下妻市 筑波島 北蛭田 1195-2 田 965 賃貸借 飯塚　武 野部　幸男

287 下妻市 筑波島 広畑 653-1 田 923 賃貸借 飯塚　武 野部　幸男

288 下妻市 筑波島 広畑 1276 畑 1,705 賃貸借 飯塚　武 野部　幸男

289 下妻市 数須 中蛭田 1025 田 3,518 賃貸借 飯塚　博 野部　幸男

290 下妻市 下宮 壱村 1171 田 2,832 賃貸借 斎藤　功 野部　幸男

291 下妻市 若柳 槐戸 753 田 1,717 賃貸借 田宮　瑞夫 野部　幸男

292 下妻市 数須 前田 896 田 3,632 賃貸借 中山　登 野部　幸男

293 下妻市 数須 十二所 876 田 1,359 賃貸借 中山　登 野部　幸男

294 下妻市 数須 中蛭田 1027 田 4,231 賃貸借 中山　正美 野部　幸男

295 下妻市 下田 中通 1091 田 959 賃貸借 野部　克也 野部　幸男

296 下妻市 中郷 浜芦 1125 田 3,634 賃貸借 野部　孝 野部　幸男

297 下妻市 平沼 大堤下 151 田 985 賃貸借 岩井　修一 鈴木　秀史

298 下妻市 平沼 大堤下 163-6 田 466 使用貸借 岩井　修一 鈴木　秀史

299 下妻市 大串 前田 1431-1 田 4,796 賃貸借 大﨑　美代子 鈴木　秀史

300 下妻市 大串 前田 1431-2 田 1,416 賃貸借 大﨑　美代子 鈴木　秀史

301 下妻市 大串 前田 1437 田 1,283 賃貸借 大﨑　美代子 鈴木　秀史

302 下妻市 大串 美田原 1345 田 5,033 賃貸借 大﨑　美代子 鈴木　秀史

303 下妻市 大串 六反田 1393-1 田 7,290 賃貸借 金井　計 鈴木　秀史



№ 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）

304 下妻市 堀篭 二本杉 1889 田 2,322 賃貸借 幸田　新一 鈴木　秀史

305 下妻市 堀篭 前関田 1894 田 1,639 賃貸借 幸田　新一 鈴木　秀史

306 下妻市 堀篭 二本杉 1890 田 717 賃貸借 島田　好孝 鈴木　秀史

307 下妻市 平沼 浅間下 262 田 1,793 賃貸借 関　勝 鈴木　秀史

308 下妻市 大串 美田原 1313 田 4,389 賃貸借 関　勝 鈴木　秀史

309 下妻市 堀篭 前関田 1895 田 494 賃貸借 中山　達 鈴木　秀史

310 下妻市 堀篭 大日前 1605-1 田 1,545 賃貸借 水越　昌秀 鈴木　秀史

311 下妻市 堀篭 前沖田 1743 田 3,304 賃貸借 水越　昌秀 鈴木　秀史

312 下妻市 坂井 東坂井 359 田 909 賃貸借 水越　昌秀 鈴木　秀史

313 下妻市 堀篭 前関田 1899 田 4,795 賃貸借 水越　昌秀 鈴木　秀史

計 703,592

５ 公告の総括

地権者数 162名

耕作者数 23経営体

筆数 313筆

面積 703,592㎡


