
様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014070801
2014070001

有限会社こめ奉行
代表取締役　立石　和子

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2014070801
2014070004

株式会社福田農場
代表取締役　福田　一之

募集区域内 田 2.0
水稲，大豆，飼
料作物

露地

2014110801
2014110053

農事組合法人ファームあおが
代表理事　廣瀬　勝秀

募集区域内 田 0.4
水稲，麦，大豆，アス
パラガス 露地

2014110801
2014110054

農事組合法人畑原
代表理事　竹田　敏弘

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110801
2014110055

農事組合法人神杉農産組合
組合長理事　福田　造治

募集区域内 田 0.0
水稲，大豆，飼
料作物

露地

2014110801
2014110058

農事組合法人東河内の里
代表理事　近藤　文人

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2014110801
2014110061

奥平　具視 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110801
2014110064

織田　正司 募集区域内 田 0.0 牧草 露地

2014110801
2014110066

有限会社みらさか農業公社
代表取締役　湯免　龍夫

募集区域外 田 0.0
水稲，小麦，大
豆

露地

2014110801
2014110068

農事組合法人三若
代表理事　富井　大平

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014110801
2014110069

農事組合法人辻塚
代表理事　向井　一彦

募集区域内 田 0.0 水稲，飼料 露地

2014110801
2014110070

山越　亮介 募集区域内 田 3.0 水稲 露地

2014110801
2014110071

角一　吉彦 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015090801
2015090040

有限会社ティピカルファーム
代表取締役　鈴木　弘

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2015090801
2015090042

農事組合法人有原
代表理事　関徳　龍昭

募集区域内 田 0.0
水稲，大豆，飼
料作物

露地

2015090801
2015090044

農事組合法人田幸西部
代表理事　目代　章吾

募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2015090801
2015090046

朝日南　啓伍 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090801
2015090049

堀下　一義 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016010801
2016010023

農事組合法人海渡
代表理事　福永　要

募集区域内 田 0.0 水稲，大豆 露地

2016060801
2016060015

敷本　馨 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016060801
2016060018

合同会社井田川ファーム橋本
代表社員　橋本正二

募集区域内 田 0.0 飼料作物 露地

2016090801
2016090023

廣川　重幸 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090801
2016090024

戸田　恵 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090801
2016090025

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域内
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016090801
2016090030

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　奥本　啓介

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2016110801
2016110010

福永　丈也 募集区域内 田，畑 2.0 野菜 露地・施設

2017010801
2017010014

藤谷　祐司 募集区域内 田 2.0 稲，野菜 露地

2017040801
2017040011

和田　等 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2017060801
2017060011

農事組合法人ふかせ
代表理事　中村　計助

募集区域外 田 0.0 水稲，野菜 露地

2018050801
2018080002

農事組合法人糸井
代表理事　小平　慎吾

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018050801
2018090003

米田　伸二 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018050801
2018090004

合同会社安田農産
代表社員　安田　剛

募集区域外 田 0.0 水稲，もち麦 露地

2018050801
2018110003

新丸　一夫 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

旧三次市



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

旧三次市

2018050801
2018110004

品川　公治 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2018050801
2018110005

池田　徹 募集区域内 田 1.5 水稲 露地

2018050801
2018110006

農事組合法人志和地
代表理事　中村　英正

募集区域内 田 0.0
水稲，麦，豆
類，ソバ等

露地

2018050801
2018110007

藤谷　一彦 募集区域内 田 4.0 水稲 露地

2018050801
2018120001

長岡　慎也 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2019040801
2019110001

辰巳　勇壮 募集区域内 田 0.7 水稲 露地

2019040801
2019120003

株式会社ライスファーム藤原
代表取締役　藤原　博巳

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2019040801
2019120004

株式会社ＪＡアグリ三次
代表取締役社長　冨野井　利弘

募集区域内 田,畑,樹園地 0.8
アスパラガス,ほうれん
草,ぶどう 露地,施設

2019040801
2020030010

杉本　圭太 募集区域内 畑 0.8 ぶどう 露地

2019040801
2020030011

株式会社広島三次ワイナリー
代表取締役　元廣　修

募集区域内 採草放牧地 4.0 ぶどう 露地

2020040801
2020040002

久保田　知可治 募集区域内 田 0.2 水稲 露地

計 44経営体 43.4

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014070802
2014070003

株式会社アグリ君田
代表取締役　向田　正彦

募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2014110802
2014110059

農事組合法人東河内の里
代表理事　近藤　文人

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2014110802
2014110067

西入君農事組合法人
代表理事　向井　泰治

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090802
2015090039

合同会社安田農産
代表社員　安田　剛

募集区域内 田 20.0 水稲 露地

2016060802
2016060016

農事組合法人高幡
代表理事　花利　幸雄

募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2016060802
2016060017

加島　秀美 募集区域内 田 10.0 水稲 露地

2016060802
2016060021

増田　敬三 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060802
2016060025

上安　治巳 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090802
2016090026

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016090802
2016090031

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　奥本　啓介

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2016090802
2016090035

牧原　誠 募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016110802
2016110014

農事組合法人東の郷
代表理事　神岡　英男

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016110802
2016110015

田中　千睦 募集区域内 田 5.0 水稲 露地

2017010802
2017010015

藤谷　祐司 募集区域外 田 0.0 稲，野菜 露地

以下余白

計 14経営体 41.5

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

君田町



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014110803
2014110057

農事組合法人ちはや
代表理事　森島　秀和

募集区域内 田 0.0
水稲，飼料用
米，大豆等

露地

2014110803
2014110060

農事組合法人東河内の里
代表理事　近藤　文人

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2014110803
2014110063

農事組合法人むろだに
代表理事　福間　保

募集区域内 田 0.0
水稲，飼料作
物，大豆等

露地

2015020803
2015020017

太田　雄吾 募集区域内 田 0.0
水稲，アスパラ
ガス

露地

2015090803
2015090048

吉岡　きみえ 募集区域内 田 0.0 水稲，WCS 露地

2016060803
2016060020

藤原　好也 募集区域内 田 2.0 水稲 露地

2016090803
2016090021

丸山　英彰 募集区域内 田 0.5 野菜 露地

2016090803
2016090032

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　奥本　啓介

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2016110803
2016110016

農事組合法人本谷
代表理事　小林　正一

募集区域内 田 0.0 水稲，飼料作物 露地

以下余白

計 9経営体 2.5

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

布野町



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2016110804
2016110017

農事組合法人おおやま
代表理事　垣内敏行

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2016110804
2016110018

足利　学 募集区域内 田 0.0 水稲，白ネギ 露地

以下余白

計 2経営体 1.0

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

作木町



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014070805
2014070005

合同会社福福営農
代表社員　福永　照慈

募集区域内 田 10.0
水稲，大豆，野
菜

露地

2014110805
2014110051

廣澤　実 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2015020805
2015020019

重田　賢典 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090805
2015090047

朝日南　啓伍 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060805
2016060023

溝辺　清春 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090805
2016090033

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　奥本　啓介

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2016110805
2016110011

福永　丈也 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地・施設

2019040805
2019080003

株式会社なちゅbio
代表取締役　岡田　真以

募集区域内 田,畑 0.7
露地野菜,施設野
菜

露地,施設

以下余白

計 8経営体 10.7

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

吉舎町



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014110806
2014110050

廣澤　実 募集区域内 田 0.5 水稲 露地

2014110806
2014110065

有限会社みらさか農業公社
代表取締役　湯免　龍夫

募集区域内 田 0.0
水稲，小麦，大
豆

露地

2015060806
2015060049

菅　靖宏 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015060806
2015060050

株式会社ライスファーム藤原
代表取締役　藤原　博巳

募集区域内 田 50.0 水稲 露地

2015090806
2015090045

朝日南　啓伍 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060806
2016060019

合同会社三良坂フロマージュ
代表社員　松原　正典

募集区域内 田 0.0 牧草 露地

2016090806
2016090027

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016090806
2016090034

株式会社中電工ワールドファーム
代表取締役　奥本　啓介

募集区域外 田，畑 0.0
キャベツ，ほう
れん草他

露地

2016110806
2016110012

福永　丈也 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地・施設

2017010806
2017010016

藤谷　祐司 募集区域外 田 0.0 稲，野菜 露地

2019040806
2020020004

農事組合法人はいづか
代表理事　藤川　範雄

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

以下余白

計 11経営体 51.5

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

三良坂町



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014070807
2014070002

有限会社こめ奉行
代表取締役　立石　和子

募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2014110807
2014110062

奥平　具視 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2016010807
2016010024

浅井　孝義 募集区域内 田，樹園地 0.0 水稲 露地

2016060807
2016060013

宅川　浩紀 募集区域内
田，採草放牧

地
2.0 水稲，飼料用稲 露地

2016060807
2016060024

農事組合法人ゆうファーム敷名
代表理事　若林　常雄

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090807
2016090028

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2016110807
2016110013

福永　丈也 募集区域外 田，畑 0.0 野菜 露地・施設

2017090807
2017090001

農事組合法人　上板木
代表理事　岡光　久明

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2018010807
2018010010

農事組合法人大力
代表理事　瀬川　則秋

募集区域内 田 1.0 水稲 露地

2019040807
2020010013

和田　廣司 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

以下余白

計 10経営体 3.0

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。

公募番号
公表番号

氏　名
（名称・代表者）

※現 在 の
経営区域

希望する農地の状況

(財団）
借 受 希 望 者 公 表 一 覧

三次市

三和町



様式第３－２号

市　　町

区 域 名

農用地の種
類

面積(ha） 作物の種類 栽培方法

2014110808
2014110052

田村　弘文 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015020808
2015020018

茨木　宏士 募集区域内
田，農業用施

設用地
0.0

牧草，ホウレンソウ，
イチゴ，水稲 施設

2015060808
2015060046

松本　芳 募集区域内
田，畑，採草

放牧地
0.0 牧草 露地

2015060808
2015060047

道田牧場
道田　稔弘

募集区域内 田 0.0 飼料作物 露地

2015060808
2015060048

川上　喬義 募集区域内 田 2.9 水稲 露地

2015090808
2015090041

農事組合法人うが
代表　羽場　敏郎

募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2015090808
2015090043

佐々木　千利 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016060808
2016060022

溝辺　清春 募集区域外 田 0.0 水稲 露地

2016060808
2016060026

農事組合法人野津田農園
代表理事　野津田　吉昭

募集区域外 田，畑 0.0 水稲，大豆 露地

2016090808
2016090022

松本　哲明 募集区域内 田 0.0 水稲 露地

2016090808
2016090029

株式会社vegeta
代表取締役　谷口　浩一

募集区域外
田，畑，農業用施設

用地 0.0 キャベツ 露地

2019040808
2019110008

株式会社グリーンカウベル
代表取締役　茨木　栄治

募集区域外 田 10.0 ホウレンソウ 施設

2019040808
2020020003

株式会社ノーサイド
代表取締役　岡野　隼人

新規参入
田，畑，採草

放牧地
50.0 水稲 露地

2019040808
2020020005

向井　正徳 募集区域内 田 0.3 野菜 露地

2019040808
2020030012

仲間　洋 募集区域内 田 0.6 ホウレンソウ 施設

以下余白

計 15経営体 63.8

（注）※欄には，募集区域内の農業者，募集区域外の農業者，新規参入のいずれかを記入のこと。

        面積は，四捨五入して表記している為，合計と一致しない。
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