
NO 調査区 区　　　　　域 農業委員 推進委員

1
木原・糸崎・
中之町・
深町

木原町 木原一丁目 木原二丁目 木原三丁目 木原四丁目 木原五丁目
木原六丁目 鉢ケ峰町 奥野山町 糸崎町 糸崎一丁目 糸崎二丁目 糸
崎三丁目 糸崎四丁目 糸崎五丁目 糸崎六丁目 糸崎七丁目 糸崎八丁
目 糸崎南一丁目 糸崎南二丁目 中之町 中之町一丁目 中之町二丁目
中之町三丁目 中之町四丁目 中之町五丁目 中之町六丁目 中之町七
丁目　中之町八丁目　中之町九丁目　中之町北　中之町南　深町の区域

郷谷　幸男 為清　敏治

2 八幡・三原

八幡町宮内 八幡町垣内 八幡町屋中 八幡町野串 八幡町篝 八幡町美
生 八幡町本庄 旭町一丁目 旭町二丁目 古浜一丁目 古浜二丁目 古
浜三丁目 東町一丁目 東町二丁目 東町三丁目 館町一丁目 館町二丁
目 城町一丁目 城町二丁目 城町三丁目 本町 本町一丁目 本町二丁
目 本町三丁目 港町一丁目 港町二丁目 港町三丁目 西町 西町一丁
目 西町二丁目 宮浦一丁目 宮浦二丁目 宮浦三丁目 宮浦四丁目 宮
浦五丁目 宮浦六丁目 皆実一丁目 皆実二丁目 皆実三丁目 皆実四丁
目 皆実五丁目 皆実六丁目 宮沖一丁目 宮沖二丁目 宮沖三丁目 宮
沖四丁目 宮沖五丁目 円一町一丁目 円一町二丁目 円一町三丁目 円
一町四丁目 円一町五丁目 桜山町 駒ケ原町 八坂町 学園町 西宮町
西宮一丁目 西宮二丁目 西野町 西野一丁目 西野二丁目 西野三丁目
西野四丁目 西野五丁目 頼兼町 頼兼一丁目 頼兼二丁目 大畑町の区
域

信藤　延夫 池原　幸伸

3 長谷・高坂
小坂町 長谷町 長谷一丁目 長谷二丁目 長谷三丁目 長谷四丁目 長
谷五丁目 沼田町 沼田一丁目 沼田二丁目 沼田三丁目 新倉町 新倉
一丁目　新倉二丁目　新倉三丁目　高坂町真良　高坂町許山の区域

武郷　勝已 宮崎　幸男

4
小泉・
沼田西

小泉町　沼田西町惣定　沼田西町松江　沼田西町小原の区域 田　正道 山本　明雄

5 沼田東
沼田東町七宝 沼田東町本市 沼田東町納所 沼田東町片島 沼田東町
末広　沼田東町釜山　沼田東町末光　沼田東町両名の区域

寳田　清隆 兼光　一美

6
田野浦・
須波・幸崎

明神町 明神一丁目 明神二丁目 明神三丁目 明神四丁目 明神五丁目
田野浦町 田野浦一丁目 田野浦二丁目 田野浦三丁目 青葉台 登町
宗郷町 宗郷一丁目 宗郷二丁目 宗郷三丁目 宗郷四丁目 宗郷五丁目
和田町 和田一丁目 和田二丁目 和田三丁目 和田沖町 貝野町 須波
町 須波一丁目 須波二丁目 須波西町 須波西一丁目 須波西二丁目
須波ハイツ一丁目 須波ハイツ二丁目 須波ハイツ三丁目 須波ハイツ四丁
目 沖浦町 幸崎町能地 幸崎能地一丁目 幸崎能地二丁目 幸崎能地三
丁 幸崎能地四丁目 幸崎能地五丁目 幸崎能地六丁目 幸崎能地七丁
目　幸崎町久和喜　幸崎久和喜　幸崎町渡瀬　幸崎渡瀬の区域

久留本 忠美 平岡　順二

7 鷺浦 鷺浦町須波　鷺浦町向田野浦の区域 堀本　隆司 岡本　恒明

8 本郷・北方

本郷町本郷 本郷南一丁目 本郷南二丁目 本郷南三丁目 本郷南四丁
目 本郷南五丁目 本郷南六丁目 本郷南七丁目 本郷北一丁目 本郷北
二丁目 本郷北三丁目 本郷北四丁目 本郷町下北方 下北方一丁目 下
北方二丁目　本郷町上北方　本郷町善入寺の区域

林　壽彦 宮岡　恒輔

9 船木 本郷町船木の区域 橋本　宏明 岡田　利文

10 南方 本郷町南方　南方一丁目　南方二丁目　南方三丁目の区域 佐々木 昭和 佐々木 豊彦

11 久井 久井町莇原　久井町吉田，久井町江木　久井町下津の区域 花山　哲男 吉国　幹夫

12 羽和泉 久井町泉　久井町和草　久井町羽倉の区域 田坂　友彦 大﨑　恒生

13 坂井原 久井町坂井原の区域 河村　博 助政　春三

14 中野 久井町小林　久井町山中野　久井町土取の区域 新庄　實雄 戸野　勉

15
上徳良・
下徳良

大和町上徳良　大和町下徳良の区域 阪井　瑞枝 髙下　義彦

16
萩原・福田・
篠・蔵宗

大和町萩原　大和町福田　大和町篠　大和町蔵宗の区域 山口　郁惠 廉　賢治

17 大草 大和町大草の区域 山口　龍子 宮本　洋子

18 平坂・和木 大和町平坂　大和町姥ケ原　大和町和木　大和町箱川の区域 上田　励二 松廣　真治

19 椹梨 大和町大具　大和町椋梨　大和町上草井　大和町下草井の区域 井長　哲 向井　浩司

三原市農業委員会名簿

任期：令和2年７月20日～令和5年７月１９日


