
境町「人・農地プラン」の更新 

 

 

令和元年６月５日付をもって，令和元年度第１回境町「人・農地プラン」の更新を下記内容

のとおり行ったので，農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 102 号）第 26

条第 1 項の規定により下記のとおり公表する。 

 

境町人･農地プラン概要 

 

 

１．協議の場を設けた区域の範囲 

  ・境町全５地区 

     

２．協議の結果をとりまとめた年月日 

  ・令和元年６月２５日 

 

３．当該区域における今後の地域の中心となる経営体（担い手）の状況 

 ○経営体数 

  ・法人   ９経営体 

  ・個人 １０２経営体 

※なお，中心となる経営体は，地区を重複してプランに位置付けすることができるため，

5 地区で延べ１３０名となっております。（境地区９・長田地区２８・猿島地区３７・

森戸地区３５・静地区２１） 

 

境地区 

No. 住   所 氏   名 備   考 

１ 境町稲尾 青木和彦 重複（静地区） 

２ 境町松岡町 新井 順  

３ 境町長井戸 相良哲男 重複（長田地区） 

４ 境町旭町 高島信夫 重複（長田・猿島・静地区） 

５ 境町松岡町 ㈱塚原ファーム ㈹塚原 昇 法人 重複（全地区） 

６ 境町百戸 ㈱トップファーム ㈹柿沼小平 法人 重複（森戸地区） 

７ 境町松岡町 柿沼重一  

８ 境町松岡町 ㈱シバサキ ㈹柴崎哲夫 法人 

９ 境町塚崎 ㈱光ファーム ㈹篠塚 光一 法人 重複（長田・静地区） 

 

長田地区 

No. 住   所 氏   名 備   考 

１ 境町稲尾 青木青果有限会社 ㈹青木 徹 法人 重複（静地区） 



２ 境町猿山 秋田榮一  

３ 境町猿山 秋田 均  

４ 境町蛇池 新井一夫  

５ 境町蛇池 飯田耕平  

６ 境町大歩 石山嘉之 重複（長田地区） 

７ 境町蛇池 石綿 清・石綿 弘 重複（猿島・森戸・静地区） 

８ 境町西泉田 岩岡和之  

９ 境町長井戸 織原昌則  

10 境町稲尾 高橋大希 重複（静地区） 

11 境町長井戸 小鶴恒夫  

12 境町長井戸 相良哲男  

13 境町猿山 関 勇夫  

14 境町猿山 関 一美  

15 境町猿山 関 奉美  

16 境町旭町 高島信夫 重複（境・猿島・静地区） 

17 境町松岡町 ㈱塚原ファーム ㈹塚原 昇 法人 重複（全地区） 

18 境町猿山 野口明良・野口公輝  

19 境町長井戸 福島 久  

20 境町内門 渡辺俊一 重複（猿島・森戸地区） 

21 境町上小橋 須藤周一  

22 境町上小橋 田中重男  

23 境町下砂井 荒川征和  

24 古河市長左エ門新田 ㈲ｱｸﾞﾘﾌｧｸﾄﾘｰ ㈹竹村佳久 法人 

25 境町猿山 秋田輝彦 新規 

26 境町長井戸 菅谷文夫 新規 

27 境町山崎 ㈱宮田農園 ㈹宮田 武 

名称変更（個人➡法人） 

重複（猿島・森戸地区） 

28 境町塚崎 ㈱光ファーム ㈹篠塚光一 法人 重複（境・静地区） 

 

猿島地区 

No. 住   所 氏   名 備   考 

１ 境町山崎 秋山勝美  

２ 境町大歩 石山和幸  

３ 境町大歩 石山嘉之  

４ 境町蛇池 石綿 清・石綿 弘 重複（長田・森戸・静地区） 

５ 境町金岡 稲垣 景  

６ 境町金岡 稲垣光一  

７ 境町金岡 稲垣征利  



８ 境町浦向 大越信也  

９ 境町山崎 木ノ根茂男  

10 境町内門 栗原正夫  

11 境町染谷 斉藤貴之  

12 境町浦向 関 保  

13 境町旭町 高島信夫 重複（境・長田・静地区） 

14 境町伏木 高橋 覚 重複（森戸地区） 

15 境町松岡町 ㈱塚原ファーム ㈹塚原 昇 法人 重複（全地区） 

16 境町山崎 野村 進  

17 境町山崎 ㈱宮田農園 ㈹宮田 武 

名称変更（個人➡法人） 

重複（長田・森戸地区） 

18 境町山崎 宮田 保  

19 境町山崎 ㈲ベジタハウス ㈹細島一雄 法人 

20 境町内門 渡辺俊一 重複（長田・森戸地区） 

21 境町内門 渡辺悦夫  

22 境町浦向 大越裕貴  

23 境町山崎 野村亜由美  

24 境町一ノ谷 野村浩之 重複（森戸地区） 

25 境町大歩 渡辺隆弘  

26 境町山崎 細島大樹  

27 境町内門 渡辺 等  

28 境町金岡 稲垣友基  

29 境町金岡 稲垣敏克  

30 境町染谷 斉藤正和  

31 境町山崎 白石政美  

32 境町金岡 稲垣政一  

33 境町山崎 細島英明  

34 境町山崎 半村典之・半村真知子  

35 境町金岡 金田あつみ  

36 境町浦向 荒木秀太  

37 境町一ノ谷 石塚徹哉  

 

森戸地区 

No. 住   所 氏   名 備   考 

１ 境町蛇池 石綿 清・石綿 弘 重複（長田・猿島・静地区） 

２ 境町金岡 稲垣征利 重複（猿島地区） 

３ 境町百戸 柿沼 勉  

４ 境町百戸 菊地一人  



５ 境町若林 倉持秋雄  

６ 境町若林 倉持清一郎  

７ 境町一ノ谷 斉藤 浩  

８ 境町浦向 関 保 重複（猿島地区） 

９ 境町伏木 高橋 覚 重複（猿島地区） 

10 境町伏木 高橋広雄  

11 境町松岡町 ㈱塚原ファーム ㈹塚原 昇 法人 重複（全地区） 

12 境町百戸 長野 功  

13 境町一ノ谷 野村浩之 重複（猿島地区） 

14 境町山崎 ㈱宮田農園 ㈹宮田 武 

名称変更（個人➡法人） 

重複（長田・猿島地区） 

15 境町内門 渡辺俊一 重複（長田・猿島地区） 

16 境町百戸 ㈱トップファーム ㈹柿沼小平 法人 重複（猿島地区） 

17 境町伏木 佐怒賀均  

18 境町百戸 柿沼隼人  

19 境町新田戸 小島 実  

20 境町伏木 尾崎智弘  

21 境町若林 飯田耕作  

22 境町百戸 倉持博昭  

23 境町百戸 柿沼敏行  

24 境町金岡 柿沼敏克 重複（猿島地区） 

25 境町一ノ谷 斉藤直樹  

26 境町若林 中村祐己  

27 境町若林 中村正明  

28 境町伏木 大野 覚  

29 境町百戸 柿沼和城  

30 境町百戸 長野元明  

31 境町百戸 小島拓也  

32 境町伏木 秋田秀雄  

33 境町百戸 菊地和明  

34 境町若林 須長 透 新規 

35 境町百戸 大野勝一 新規 

 

静地区 

No. 住   所 氏   名 備   考 

１ 境町稲尾 青木和彦 重複（境地区） 

２ 境町稲尾 青木青果有限会社 ㈹青木 徹 法人 重複（長田地区） 

３ 境町塚崎 石川 昭  



４ 境町蛇池 石綿 清・石綿 弘 重複（長田・猿島・森戸地区） 

５ 境町塚崎 小野里孝之  

６ 境町塚崎 柿沼喜一  

７ 境町志鳥 金久保重男  

８ 境町志鳥 金久保文夫  

９ 境町志鳥 久保広樹  

10 境町稲尾 高橋大希 重複（長田地区） 

11 境町塚崎 篠塚長一  

12 境町塚崎 ㈱光ファーム ㈹篠塚光一 法人 重複（境・長田地区） 

13 境町旭町 高島信夫 重複（境・長田・猿島地区） 

14 境町塚崎 田上隆一  

15 境町松岡町 ㈱塚原ファーム ㈹塚原 昇 法人 重複（全地区） 

16 境町志鳥 金久保公男  

17 境町塚崎 染谷 誠  

18 境町浦向 大越信也 重複（猿島地区） 

19 境町志鳥 金久保悦雄 新規 

20 境町志鳥 金久保司 新規 

21 境町志鳥 金久保祐一 新規 

 

 

４．３の結果として，当該区域に担い手が十分いるかどうか 

   担い手は十分確保されている。 

 

５．農地中間管理機構の活用方針 

   地域の農地所有者は原則として農地中間管理機構に貸し付ける。 

   農業をリタイア・経営転換する人は，原則として農地中間管理機構に貸し付ける。 

   担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は，原則として農地中間

管理機構に貸し付ける。 

 

６．地域農業の将来のあり方 

境町，茨城県県西農林事務所，境町農業委員会，茨城むつみ農業協同組合が地域の農業

者と連携し，地域の中心となる経営体に協力する農業者を掘り起こし，農地の流動化を促

進させ中心となる経営体に農地を集積・集約化を推進し，農業経営の安定を図ると共に，

新規就農者を地域全体で支え将来の担い手として育成する。 

 


