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令和元年第１回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年５月８日（水）   開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後３時０５分  

 

２．場  所  東区役所３階第３会議室  

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １８名 

１ 河野 信義  ２ 福島 幸治  ３ 山本 香織  

４ 鍜治山正照（欠席） ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守  ９ 己斐  潔  

１０ 下谷 邦代  １１ 佐藤 和夫  １２ 沼田  聖  

１３ 沖田 光春  １４ 谷口  憲  １５ 河野 芳徳  

１６ 山縣 由明  １７ 前田 英徳  １８ 谷口 迪生  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

４番  鍜治山正照委員  

 

６．議事録署名者  

５番  溝口  憲幸  ６番  梶山  正治  

 

７．職務のため出席した事務局職員  

事務局長    永井 親雄    事務局次長    石原 健二 

主幹（事）主任 山室 勝志    専門員     石本 陽介 

主事      西村 昌敏 

 

８．総会議事日程  

・ 農地に係る審議事項                                   

（１）農地法第３条の規定による許可申請について  

（２）農地法第４条の規定による許可申請について  

（３）農地法第５条の規定による許可申請について  

（４）事業計画変更承認申請について  

（５）農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認申請について  

（６）広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取について  
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（７）農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないこと（非農地）の判断に

ついて 

 

・ 農地に係る報告事項  

（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の専決処理について  

（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の専決処理について  

（３）非農地証明申請の専決処理について  

（４）農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得届出の専決処理に

ついて 

（５）相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について  

（６）農地転用（農業用設備）届出の専決処理について  

 

・ 広島市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱の承認について  

 

・ 農政に係る審議事項  

（１）平成３１年度広島市農政に関する意見書の対応について  

（２）平成３１年度利用状況調査の実施計画（案）について  

（３）令和２年度広島市農政に関する意見書について  

（４）令和２年度県農業・農村施策に係る提案について  

（５）令和２年度農林関係税制改正に関する要望について  

（６）令和元年夏号農業委員会だよりについて  

 

 

議  事 

 

議  長（河野会長）  

それでは、ただいまから令和元年第１回の広島市農業委員会総会を開会し

ます。  

本日の欠席は、４番、鍜治山正照委員の１名ですが、出席者が過半数に達

しており、会議は成立します。  

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。  

５番、溝口委員、６番、梶山正治委員にお願いします。  

それでは、ただいまから、審議事項に入ります。  

議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請」について、７件を

上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について説明します。農地を耕

作目的で売買する時や、貸し借りする時には、農地法第３条第１項の許可が必要と
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されており、同条第２項に、農地等の権利移動に関する許可基準が規定されていま

す。 

 同項の許可基準は、第 1 号から第 7 号まであり、各号のいずれかに該当する場合

には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。  

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の６ページから１６ページに記載してありますので、

ご参照ください。  

 それでは、議案の３ページをご覧ください。  

 １番、２番は譲渡人が高齢で耕作継続が困難なため、申請地を譲り渡すものです。  

 ３番は、譲受人の居住地に近く、便利であることから申請地を譲り受けるもので

す。 

 ４番から６番は経営規模拡大のため申請地を取得、もしくは借り受けるものです。 

７番は、申請人が同居する父から農地を譲り受け、新規就農するものです。  

 いずれも、許可基準の第１号から第７号のいずれにも該当しないことから不許可

の要件に該当しないものと思われます。  

 これらの案件は、総会で承認されますと、農業委員会の会長名で許可することと

なります。  

 以上で議案第１号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第１号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番、山本委員。  

 

山本委員  

３番の山本です。  

４月１６日に事務局職員２名と現地調査を行いました。鍛治山委員は後日

調査されております。お孫さんへ譲渡するもので、現状は休耕中であり、果

樹を植えられるとのことでした。特に問題はありません。  

 

議  長  

２番、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

６番の梶山です。  
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４月１６日に事務局職員と調査し、伊藤委員は別途調査してもらっており

ます。３人の兄弟で、長男にまとめとるという話です。特に問題はないです。  

 

議  長  

３番、４番、前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。  

４月１８日に児玉委員と事務局職員と現地調査を行いました。  

３番につきましては、居住地に隣接しておるというような土地でございま

して、高齢ではありますが、農地を確保して水稲、野菜を作るというもので、

異議はございません。  

４番につきましては、以前から規模拡大のためにこの農地が欲しいと思っ

ておりましたが、今回賃借権を設定することができましたので、規模の拡大

をするというもので、異議はございません。  

 

議  長  

５番から７番、谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。  

 ４月１８日に児玉委員と事務局職員と現地調査しました。６番は、譲渡人

はもう農業をしないということであり、譲受人は経営規模を拡大するという

ことです。  

 ５番も同じように譲るということです。  

７番は同居する祖父から農地を譲り受け新規就農するために、所有権移転

するということであり、問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

河野（芳）委員  

 １番について、高齢の方から孫へ所有権移転した場合、税金というか相続

税いうのはどうようになるのですか。  
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議  長  

 事務局、どうでしょうか。  

 

事務局  

 生前ですから、相続ではなく贈与になります。  

 

議  長  

 生前贈与は税金が掛かると思います。  

 

河野（芳）委員  

 一代飛ばすわけでしょ。一代分は税がかからなくなるのかどうか。  

 

伊藤委員  

 贈与なので、そういうことにはならない。相続じゃないから。第三者に贈

与しても良いわけですからね。  

 

議  長  

 ほかにありませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の７件を許可することに決定します。  

続きまして、議案第２号、「農地法第４条の規定による許可申請」について

１件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

西村主事  

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について説明いたします。 

所有者自身が農地を転用する場合は、農地法第４条第１項の許可が必要とされて

おり、同条第６項に、農地等の転用に関する許可基準が規定されています。 

同項の許可基準は、第１号から第５号まであり、各号のいずれかに該当する場合
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には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。 

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の１７ページから３２ページに記載してありますの

で、ご参照ください。 

それでは、議案の４ページをご覧ください。 

1 番は、工場敷地を拡張し、工場を増築するものです。 

1 番の申請地は、立地基準の「５の(1) 農業公共投資の対象となっていない小集

団の農地」で、第２種農地であり、その許可方針「申請に係る農地等に代えて周辺

の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができる

と認められる場合以外は、許可する。」に該当するものと思われます。 

また、一般基準である「１ 農地等の転用の確実性」、「２ 被害防除措置の妥当

性」について、事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じ

るおそれもないものと思われます。 

なお、1 番の案件については、既に宅地として転用されていますが、広島市農業

委員会の「違反転用に係る事務処理要領」第５条ウ「転用許可の見込みがあれば、

追認許可する」に該当するものと思われます。なお、許可申請書に始末書を添付さ

せています。 

1 番の案件については、本総会で承認されますと、農業委員会の会長名で許可す

ることとなります。 

以上で議案第２号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第２号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

岩重委員、お願いします。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

 ４月１６日に事務局職員２名と私と現地調査をいたしましたが、この工場

と申請値は隣接しており、工場敷地の拡張のためのものです。他の農家の農

地に支障がないので、問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  
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（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の１件を許可することに決定します。  

続きまして、議案第３号、「農地法第５条の規定による許可申請」について

８件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について説明します。 

農地を転用目的で売買したり、貸し借りしたりする場合は、農地法第５条第１項

の許可が必要とされており、同条第２項に、農地等の転用に関する許可基準が規定

されています。 

同項の許可基準は、第１号から第７号まであり、各号のいずれかに該当する場合

には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。 

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の１７ページから３２ページに記載してありますの

でご参照ください。 

それでは、議案の５ページ、６ページをご覧ください。 

１番は雑種地への転用事案で、自動車販売業を営む譲受人が、申請地を借り受け、

販売車の展示場兼駐車場として利用するものです。 

２番は宅地への転用事案で、譲受人は平成３０年７月豪雨災害により自宅を流失

したため、自宅建設予定地に隣接している申請地を譲り受け、宅地への進入路とす

るものです。 

３番から５番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、太陽光パネルを設置

しようとするものです。 

なお、３番につきましては、定期的なメンテナンスは県内の太陽光パネル設置業

者が行うこととなっています。 

６番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、隣接地と一体で駐車場として

利用するものです。 

７番は宅地への転用事案で、建具製造業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、工



８ 

場の敷地拡張及び進入路として利用するものです。 

８番は雑種地及び宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、駐車場、車庫及び事

務所の敷地として利用しようとするものです。 

申請地は全て、立地基準の「５の（１） 農業公共投資の対象となっていない小

集団の農地」で、第２種農地であり、その許可方針「申請に係る農地等に代えて周

辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができ

ると認められる場合以外は、許可する。」に該当するものと思われます。 

また、申請地は全て、一般基準である「１ 農地等の転用の確実性」、「２ 被害

防除措置の妥当性」について、事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条

件に支障を生じるおそれもないものと思われます。 

なお、１番、６番及び７番の案件は、既に転用済みですが、広島市農業委員会の

「違反転用に係る事務処理要領」第５条ウ「転用許可の見込みがあれば、追認許可

する」に該当するものと思われます。申請書には、始末書を添付させています。 

以上の案件は、本総会で承認されますと、農業委員会の会長名で許可することと

なります。 

以上で議案第３号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第３号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

 ６番の梶山です。４月１６日に事務局職員と現地調査をいたしました。近

隣の農地に支障はありませんので、問題ないと思います。  

 

議  長  

２番から５番、己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。  

 ２番から５番までは、４月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。  

 ２番につきましては、先ほど説明がありましたように、豪雨災害によりま

して、住宅を新築するための進入路として譲り受ける案件でございまして、

問題はありません。  



９ 

 ３番の申請地は湿原地帯でございまして、草が生えない所で、草が生えて

も大きく草が生えない所でございまして、譲受人は申請地で太陽光発電設備

を設置されるということです。申請地に太陽光発電を設置することによって

の耕作には影響ないと思われます。  

 ４番、５番は休耕中の畑ですが、太陽光発電を設置するということで、近

隣にも畑らしきものもありませんし、別に問題はないと思います。  

 

議  長  

６番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１２番の沼田です。  

 現地を調査いたしまして、すでに駐車場であり、近隣農地にも全く影響ご

ざいませんので、問題ないと思われます。  

 

議  長  

７番につきましては私の所でございます。事務局は４月１７日に見て、私

はちょうど行かれなくて、４月１９日に現地調査をさせていただいておりま

す。近所の土地を譲り受けて自分の仕事場の敷地を広げるということで、特

別近隣に迷惑はございませんし、異議はございません。  

続いては、８番の前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。  

 ４月１８日に事務局職員と現地調査を行いました。周辺農地に支障はなく、用水

排水計画もありますので、異議はありません。 

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

谷口（迪）委員 

 太陽光発電の申請について、許可されて何年間で設置するというのがあるのです

か。例えば、農業委員会が許可したら１年以内にやるとか期限はあるのですか。 
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議  長  

 事務局、どうですか。  

 

事務局（山室主幹）  

 いつまでに設置するかいうのは、特に定めはないです。  

 

谷口（迪）委員 

 以前、廿日市市にまたがってメガソーラーを設置する件がありましたが、

現在どうなっているのですか。  

 

事務局（山室主幹）  

 その件はまだ出来ていないです。許可後に事業計画を変えようという話が

出ています。  

 

谷口（迪）委員 

 これは放っていても良いのですか。許可しても作らないことについて、調

査とかはないのですか。  

 

事務局（山室主幹）  

 太陽光発電についてはＦＩＴ法という法律がありますが、改正前はそうい

う事例が多かったので、それを防ごうということで、平成２９年度に法改正

がされています。  

 

谷口（迪）委員 

太陽光発電の申請に対して、許可基準に該当するから許可するというので

は、農地を守れなくなるのではないか。  

 

議  長  

 農業委員会として許可基準に合致していれば、不許可には出来んね。  

 何かの調査で、農地転用の理由の２番目か３番目に多いのが太陽光発電と

いうのがあった。  

これは１０年か２０年経った時が寿命のようですが、それを処理するのが

大変なことになるといわれています。  

ほかに意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございます

か。  

 

（委員：異議なし）  



１１ 

 

議  長  

異議がないので、議案第３号の８件を許可することとします。  

 

議  長  

続きまして、議案第４号、「事業計画変更承認申請」について、１件を上程

します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第４号、事業計画変更承認申請について説明します。 

それでは、議案の７ページをご覧ください。 

本件は、広島市発注の筒瀬トンネル建設工事に伴い、当初、A 法人が平成２９年

１月６日付けで、農地法第５条第１項の規定による一時転用許可を受け、仮設現場

事務所及び資材置場用地として利用していましたが、別の工事を受注したため、平

成３０年８月８日の事業計画変更承認により期間を延長しました。その後、運動広

場造成工事を受注した B 法人が引き続き使用することとなったため、一時転用期間

を令和２年５月１５日までとする変更承認を受けようとするものです。  

なお、この案件は、既に一時転用期間を経過していますが、広島市農業委員会の

「違反転用に係る事務処理要領」第５条ウ「転用許可の見込みがあれば、追認許可

する」に該当するものと思われます。申請書には、始末書を添付させています。 

以上で議案第４号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第４号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。  

 平成３０年７月１８日に事務局職員とで現地調査いたしました。この案件

は平成２９年１月５日の第１回総会で審議していただき、１月６日付けで一

時転用の許可をしていただきました。その後、A 法人が仮設現場事務所及び資

材置場として使用していた土地を平成３０年８月７日第８回総会で審議して

いただき、期間の延長を認めていただいたものです。その後、今回の「岡田

運動広場造成工事」の受注により、B 法人が現地を引き続き仮設現場事務所及

び資材置場として使用するとの申請があり、今回の総会で審議していただく
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もので、現地はきれいに管理されており特に問題はないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、事業計画変更を承認することに異議はご

ざいませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の事業計画変更を承認することとします。  

続きまして、議案第５号、「農地法第５条の規定による許可条件の履行延期

承認」について、１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第５号、農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認申請 について

説明いたします。  

議案の８ページをご覧ください。 

本案件は、自宅用駐車場への転用目的で、平成３０年１１月６日付けで農地法第

５条の許可を受け、隣接の住宅とともに取得したものです。  

申請人は、取得後に造成工事を行う予定でしたが、同時に取得した住宅が古く、

リフォームを要することとなったため、駐車場の工事も住宅リフォームに合わせて

施工するため、令和２年１月３１日まで、履行延期の承認申請があったものです。  

以上で議案第５号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第５号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

山本委員。  

 

山本委員  

３番の山本です。  
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 ４月１６日に事務局職員２名と現地調査を行いました。履行延期に際し支

障はないと思われます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、履行延期を承認することに異議はござい

ませんか。  

 

(委員：異議なし ) 

 

議  長  

異議がないので、議案第５号の履行延期を承認することとします。  

続いて、議案第６号、「広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取」

についてですが、１９ページの議案番号４９番、別冊１の３８番は〇〇委員に関

する案件です。 

農業委員会等に関する法律第３１条に、「農業委員会の委員は、自己または同居の

親族、もしくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することが

できない。」という旨の規定がありますので、初めに議案番号４９番、別冊１の３８

番を除く５２件を上程します。  

それでは、事務局に説明をお願いします。  

   

西村主事  

議案第６号、広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見の聴取の議案番号４９

番を除く５２件について説明いたします。 

本件につきましては、議案の９ページの説明にありますように、広島市が当初に

計画していた農業振興地域整備計画を変更しようとする場合は、農業振興地域の整

備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定に基づき、広島市長は農業委員会

に意見を聴くこととなっており、この度、意見の照会があったものです。 

変更内容は、議案に記載しているとおりです。 

今回、ご審議いただくのは、平成３１年２月末までに「土地利用計画変更申出書」

が提出されたものです。農地法第４条許可申請予定の案件が１件、農地法第５条許
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可申請予定の案件が４０件、非農地証明に係る案件が４件、公共用施設に係る案件

７件の、合計５２件を農用地区域から除外しようとするものです。 

なお、農用地区域へ編入するものは、ありません。 

農用地区域から除外する案件のうち、農地法第４条、第５条の許可申請予定とな

る案件の詳細は、今回、議案と一緒に送付しました別冊１の「農業振興地域整備計

画の変更に係る意見の聴取に伴う参考資料」のとおりです。 

審議事項の案件ごとに、議案の表の右端の理由欄に関連する番号を「別紙農地法

第○条許可申請予定の○番」と記載しております。 

農地法第４条、第５条の許可申請予定の案件については、いずれも担当委員と事

務局職員が現地調査を行っています。 

この度の農業振興地域整備計画の変更につきまして、広島市は、農業委員会の意

見聴取の後、広島県との事前協議、広島市農業振興対策審議会への諮問等を経て、

今年６月に農振法第１１条に基づく公告が行われる予定であり、農地転用許可申請

は、この公告後に受付けることとなっております。 

以上で議案第６号の議案番号４９番を除く５２件の説明を終わります。 

 

議  長  

事務局の説明が終わりましたので、別冊１の「農地法第４条・第５条許可

申請予定案件」の「１．農地法第４条申請予定のもの」の１番から順次、担

当委員のご意見をお伺いします。  

最初に農地法第４条許可申請予定のもの。  

１番、己斐委員。  

  

己斐委員  

９番の己斐です。  

 １番につきましては、３月１８日に事務局職員と現地調査を行っておりま

す。申請人は自動車修理を経営しており、修理自動車の駐車場として利用す

る案件であり、別に問題はございません。  

 

議  長      

続いて農地法第５条許可申請予定のもの。  

１番から３番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  
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 ３月１９日に事務局職員２名と現地調査を行いました。いずれも周囲の状

況から考えて別段影響はないと思います。  

 

議  長      

 ４番、５番、８番、９番は私のところでございます。  

 この件につきましては、４番、５番は４月１７日と１９日に現地調査をさ

せていただいています。  

 ８番は２月１８日に、９番につきましては３月１８日に現地調査をさせて

いただいております。  

 ４番、５番は、太陽光発電の設置についてでございます。これは、他の周

りの迷惑はないようでございまして、許可相当と認めます。８番は駐車場、

９番は自動車修理場を作るということで、特別周辺に影響はないと認めます。 

 

議  長      

 ６番、７番、谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。  

 ３月１８日に事務局職員と現地調査を行いました。  

 ６番は、圃場を宅地にするもので、木造の自宅を建てられ、浄化槽による

排水計画であり、問題はないと思います。  

 ７番は、昨年までは耕作をされておりましたが、高齢で耕作及び管理が出

来なくなったということで、太陽光を設置されるのですが、周囲に影響はな

いと思われますので異議はございません。  

 

議  長   

 １０番から２０番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

 １０番は太陽光発電設備を設置する件であり、現地は道路と小山の間の他

の農地に影響はないと思われますので、問題ないと思います。  

１１番は県道と用水路の間にある休耕田でございまして、建設会社の事務

所と駐車場に使用したいという事です。隣地の影響はないと思われますので、
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問題ないと思います。  

１２番から１７番につきましては、４月１７日に事務局と現地確認させて

いただいております。これは県道と本川の間に挟まった約３ha あろうかとい

う休耕地でございます。譲受人がまとめて買収をして太陽光発電をしたいと

いうものです。約３ha 余りあろうかと思うのですが、ほとんどが休耕地でご

ざいます。別に他の農地に影響はないとは思われ、問題はないと思います。  

 １８番の案件は、主人が亡くなられて奥さんが一人で草を毎年刈って、２

回から３回刈って田を管理されておられたわけなのですが、高齢になりまし

て農地を守られないということで、この度所有権移転して太陽光発電を設置

されるようになっております。近隣の農地もほとんどが全部休耕で他の農地

には影響はないと思われますので、問題ないと思います。  

 １９番の件は、譲渡人が農地を管理できなくなり、今回所有権移転して太

陽光発電ということになったものです。これは道路と道路の間にあって他の

農地に影響はないと思います。  

 ２０番の件は、太陽光パネルを設置されるということで、道路のすぐそば

で他のところは農地もありませんので、別に影響はないと思います。  

 

議  長  

２１番から３５番、己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。  

 ２１番から２６番、３４番ですが、３月１８日事務局職員と現地調査をし

ております。  

 ２１番は譲渡人が高齢で後継者がいないので、業者に譲渡するという案件

でございます。  

 ２２番は、昨年までは耕作されておりましたが、今後耕作する予定もない

ということで、太陽光発電設備として貸すということになっております。  

 ２３番も休耕中であり、管理が大変なために譲受人に貸して太陽光発電を

するということでございます。  

 ２４番、２５番、２６番はですね、同じ法人で、一括農地を借りられて太

陽光発電にするということです。  

 ３４番ですが、今まで耕作されていましたが、今後耕作する予定がないと

いうことで、譲渡しようということでございます。  

 ７案件とも、農地周辺の影響も無く、太陽光発電にとっても日光を遮断す
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る障害物もなく、申請地としては最適と思われます。  

 ２７番から３３番、３５番につきましては、２月１８日に事務局職員２名

と現地調査をさせていただきました。ここは白木町で太陽光設備を設置する

申請地としては最適なところでございます。朝日が照ったら晩まで１日中日

が照っとるところでございまして、総会でも十何回くらい太陽光で申請が出

たところでございます。  

ただ、ここはほ場整備がしてございませんので、手前の田を売っちゃいま

すと、奥の田は行こう思ったらそこをトラクターで通って入らないと耕作で

きないので、手前を太陽光にされると後ろも当然太陽光になってしまうとい

うことで、やむをえないかなといったところでございます。  

 

議  長   

３６番、３７番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

３６番について説明します。本件につきましては、本年４月１６日に事務

局職員２名と現地調査しました。申請地は農地として管理されております。

譲渡人は農業経営の経験がなく耕作が出来ないため、住宅用地として譲受人

に売却し所有権移転するものです。周辺農地等に被害は生じないと思われ、

問題ございません。  

３７番について説明します。本件は前述の３６番と同日、同じメンバーで

現地調査しました。申請地は休耕田となっております。申請人は農地の管理

が出来ないということで、経営規模を縮小され、譲受人に資材置場として売

買し、所有権移転するものです。周辺農地等に被害は生じないと思われ、問

題ございません。  

 

議  長   

 ３９番から４１番、前田委員。  

 

 

前田委員  

１７番の前田です。  
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 ３月２０日に事務局職員と現地調査を行いました。周辺農地への障害、影

響はありませんので異議はございません。  

 

議  長  

それでは、別冊１の３８番を除く５２件について、ご意見、ご質疑がござ

いますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、「異議なし」と回答することに異議はござ

いませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第６号の４９番（別冊１の３８番）を除く５２件を

「異議なし」と市長に回答することに決定いたします。  

続いて、議案第６号の議案番号４９番、別冊１の３８番の案件に入ります。  

〇〇委員は退席をお願いします。  

それでは、議案第６号の議案番号４９番、別冊１の３８番を上程します。事務

局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第６号、広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見の聴取の議案番号４９

番について説明いたします。 

計画の変更の事務手続き等については、先ほど説明したとおりです。 

ご審議いただくのは、農地法第５条許可申請予定の案件が１件です。 

以上で議案第６号の議案番号４９番の説明を終ります。 

 

議  長  

事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意見をお伺いします。児

玉委員お願いします。  
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児玉委員  

１９番の児玉です。  

去る２月２０日、事務局職員と現地調査を確認いたしました。譲渡人は高

齢であり、譲受人が太陽光発電をするというものです。周りの農地は譲渡人

の農地なので、周りに対して問題ないと思います。  

 

議  長  

議案第６号の議案番号４９番、別冊１の３８番について、何かご意見、ご質疑

がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、「異議なし」と回答することに異議はござ

いませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第６号の４９番、別冊１の３８番を「異議なし」と

市長に回答することとします。  

〇〇委員の着席をお願いします。  

 

（〇〇委員着席）  

 

議  長  

〇〇委員、議案第６号の４９番（別冊１の３８）について、異議なしと市

長に回答することが決定された事をご報告いたします。  

続きまして、議案第７号、「農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないこ

と（非農地）の判断について」について、３６６件を上程します。事務局に説

明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第７号、農地法第２条第 1 項に規定する農地に該当しないこと（非農地）の

判断について、説明いたします。 
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非農地の取り扱いについては、農地の利用状況調査の結果、「農地法の運用につい

て」第４の⑶の規定により「農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない」と

認められる土地について、非農地の判断をすることとされています。 

非農地の判断基準は、「同運用について」第４の⑷に、農地として利用するには一

定水準以上の物理的条件整備が必要な土地（人力又は農業用機械では耕起、整地が

できない土地）であって、農業的利用を図るための条件整備が計画されていない土

地で、 

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件

整備が著しく困難な場合 

イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地と

して復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合 

のいずれかに該当するものは、農地に該当しないものとし、これ以外のものは農地

に該当するものと定められています。 

それでは、議案の２０ページをご覧ください。詳細については、別冊２をご覧く

ださい。 

１番から７番の合計３６６筆の土地は、担当の農地利用最適化推進委員及び農業

委員の調査で、現況が雑木等の立木や竹等の「山林」であり、「農地法の運用につい

て」第４の⑷の基準に基づき「農地に該当しない」と判断される土地です。 

また、今回は、現況が立木竹で、「山林」の状態であることが確実な非農地である

ものを上程していますが、引き続き調査を行い、非農地と認められる土地について、

随時、総会に議案として上程することとしています。 

以上で議案第７号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第７号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

 ３月４日に奥委員と現地確認をいたしました。非農地として山林とみなし

ます。山林であることを認めます。  

 

議  長  

２番から４番、谷口憲委員。  

 



２１ 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。  

 ２番から４番の安佐北区安佐町宮野、筒瀬、後山は２月２３日から３月６

日にかけて河野推進委員と調査しました。雑木等が生えており、その結果、

山であることを報告いたします。  

 

議  長  

５番、６番につきましては、私の方で報告させていただきます。  

 ５番につきましては、日浦の河野推進委員とともに２月２３日から３月９

日の間で見ております。  

 ６番につきましては、久地の中冨推進委員といっしょに３月３日から３月

８日までの間で見ております。ここは山林の様相を呈したところを上げさせ

ていただいております。山林にしか見ようがないというところばかりでござ

います。  

 

議  長  

７番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

 ７番について、伊崎推進委員と現地調査をした結果、山林であったことを

報告いたします。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、非農地、つまり農地に該当しないと判断すること

について、異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  



２２ 

異議がないので、議案第７号の３６６件を、非農地の判断をすることとし

ます。  

以上で農地に係る審議事項を終了します。  

続いて農地に係る報告事項に入ります。  

報告第１号から第６号の専決処理等について、１０７件を一括して報告し

ます。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

報告第１号から第６号までの専決処理について、説明します。 

報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の３１件、及

び報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の５３件は、

広島市農業委員会事務局規程第７条第２項の規定により、事務局次長が専決処理を

しました。 

報告第３号、非農地証明申請の７件は、担当委員と現地調査を行い、広島市農業

委員会事務局規程第７条第３項の規定により、事務局次長が専決処理をしました。 

報告第４号、農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得届出 

の１１件は、広島市農業委員会事務局規程第７条第５項の規定により、事務局次長

が専決処理をしました。 

 報告第５号、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認の４件、及び

報告第６号、農地転用（農業用施設）届出の１件は、広島市農業委員会事務局規程

第８条の規定により、事務局次長が専決処理をしました。 

以上で報告第１号から第６号までの説明を終わります。 

 

議  長  

報告第１号から第６号まで説明がございましたが、何か質問がございます

か。  

（委員：質問なし）  

 

議  長  

質問がないので、報告事項を終了します。 

 

議  長  

続きまして、議事日程５の議案第８号、「広島市農業委員会農地利用最適化推進委

員の委嘱の承認」についてでございますが、本件は〇〇委員が代表を務める団体が

申込者の推薦をされています。 

農業委員会等に関する法律第３１条に、「農業委員会の委員は、自己または同居の



２３ 

親族、もしくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することが

できない。」という旨の規定がありますので、〇〇委員は退席をお願いします。  

 

（〇〇委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第８号を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

山室主幹  

議案第８号、広島市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱の承認について説

明します。  

お手元にお配りしています議案をご覧ください。 

候補者の詳細については、候補者一覧をご覧ください。 

農地利用最適化推進委員の申込状況について、２月の総会でご報告しましたよう

に、定数４２人に対し、５５人の申込がありました。 

定数を超えて申込のあった８つの地区（第１地区から第６地区、第８地区、第１

０地区）については、３月１５日に広島市農地利用最適化推進委員の選考手続等に

関する要綱に基づく選考委員会による面接を実施し、また、定数を超えなかった２

つの地区（第７・第９地区）については書類審査を行い、農地利用最適化推進委員

の候補者として４２名を選考したものです。 

なお、本日、ご承認をいただいた後、第１地区から第５地区及び第８地区につい

ては、承認をいただいた方が、農地利用最適化推進委員に委嘱するまでの間に、事

故その他の事由により、委嘱することができない状況となった場合は、次点者を繰

り上げることとするものです。 

ただし、第１地区から第４地区及び第８地区について、農業委員と重複して申込

んだ者が農業委員に任命されることになった場合は、次点者は農地利用最適化推進

委員となることができません。また、第１地区、第２地区について、次点者は２地

区以上の農地利用最適化推進委員となることができません。 

今後、農地利用最適化推進委員は、新しい農業委員会の会長が委嘱することとし

ています。委嘱状交付式は６月１８日を予定しています。 

なお、議案第８号は個人情報が含まれていますので、総会終了後に回収させてい

ただきます。 

以上で、議案第８号の説明を終わります。 

 

議  長  



２４ 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等はございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

ご意見がないようでございますので、４２名の候補者を農地利用最適化推進

委員として承認することとし、第１地区から第５地区及び第８地区については、承

認をいただいた方が、推進委員に委嘱するまでの間に、農業委員の任命、事故その

他の事由により、委嘱することができない状況となった場合は、次点者を繰り上げ

ることとし、案のとおり決定することとしてよいでしょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議なしとのことでございますので、そのように決定させていただきます。 

〇〇委員の着席をお願いします。  

 

（〇〇委員着席）  

 

議  長  

〇〇委員、議案第８号について、４２名の候補者を農地利用最適化推進委員

として承認することとし、第１地区から第５地区及び第８地区については、承認を

いただいた方が、推進委員に委嘱するまでの間に、農業委員の任命、事故その他の

事由により、委嘱することができない状況となった場合は、次点者を繰り上げるこ

とが決定しましたことをご報告いたします。  

続きまして、議事日程６「農政に係る審議事項」に入ります。 

はじめに、「平成３１年度利用状況調査の実施計画（案）について」の議題に入

ります。事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

１ページの資料１をご覧ください。 

今年度の利用状況調査の実施計画（案）です。昨年度と変わっておりません。 

１の実施概要です。実施方針として管内全農地を調査することとしております。 

調査時期は、５月から８月１５日までとし、明日からの地区協議会で、推進委員

へ調査図面を配布いたします。 



２５ 

調査対象農地は、１耕作地、２不作付地、３遊休農地、４非農地、５転用農地と

し、５つに分類することにしています。 

下段の表の調査方法です。１実施体制は、「担当する農地利用最適化推進委員が農

業委員の協力のもと図面を持参し、一筆の農地ごとに行う。」としておりますので、

農業委員は、担当地区の各農地利用最適化推進委員と少なくとも 1 日は、協力して、

調査の実施をお願いいたします。 

４の「特に、前年、遊休農地、利用意向調査した農地と判断した農地の状況につ

いて」は、勧告となる場合もありますので、農業委員も調査の協力をお願いします。 

今年度も、昨年に引き続き、ほ場整備実施農地の調査ということで、調査表を作

成しております。これも、昨年と同様に、ひろしま活力農業経営者の農地を探して

いくということで、お願いするものです。 

また、納税猶予農地、非農地の調査も昨年と同様に実施することとしております

ので、よろしくお願いします。 

２ページです。 

取りまとめ、提出、報告です。１で「推進委員は、調査図面を８月１５日までに

事務局へ提出する。」としておりますので、農業委員は、推進委員と連絡・調整をよ

ろしくお願いします。 

２の「遊休農地の状況」、「ほ場整備実施農地の状況」についても、８月１５日を

期限としていますので、同様に連絡・調整をお願いします。 

３で９月６日～１３日に開催を予定しております、第３回地区協議会で、今年度

の遊休農地、前年度までの遊休農地を含みますが、これを決定することとしており

ますので、こちらも、事前に、推進委員と協議等していただきたいと思います。 

２段目の表の意向調査です。１で「推進委員は、遊休農地として決定した農地に

ついて、所有者を戸別訪問し、利用意向調査を１１月末までに実施する。」としてお

ります。今年度も、引き続き推進委員へお願いしようと思いますので、農業委員も

協力をよろしくお願いします。 

３で不在地主など地域において所有者が不明な場合は、事務局で、意向調査を実

施することとしております。 

なお、この資料は、明日からの地区協議会で推進委員へ説明することとしており

ます。 

以上で、利用状況調査の実施計画についての説明を終わります。 

 

議  長  

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等はございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 



２６ 

議  長  

それでは、この案のとおり、「利用状況調査の実施計画」といたします。 

続きまして、「令和２年度 広島市農政に関する意見書について」の議題に入りま

す。事務局に説明をお願いします。 

 

石本専門員  

資料２、４ページをご覧ください。 

令和２年度広島市農政に関する意見書についてです。 

１の意見書作成の方針については、農地等の利用の最適化推進で①遊休農地の解

消、②担い手への農地利用集積、③新規参入の促進の施策の改善等についての具体

的な意見といたします。 

２の意見書の作成の進め方については、推進委員からも意見を求めることとし、

明日からの地区協議会において、意見の提出依頼をする予定です。 

３のスケジュールについては、次回６月の総会で項目整理、７月の総会でたたき

台、８月の総会で意見書の素案、９月の総会で意見書の最終決定を行う予定として

おります。 

「令和２年度広島市農政に関する意見について」具体的な意見等ありましたら、

５月２４日までに５ページの様式で、郵送又はファックス等にて、事務局へ提出い

ただきますようお願いします。 

６ページには、参考として記入例を掲載しております。 

以上で令和２年度広島市農政に関する意見書についての説明を終わります。 

 

 

議  長  

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

佐藤委員 

 ４ページの１番の意見書作成の方針について、３つしか上げておらず、「等」にな

っていない。今回もこの３つに絞るのか、３つ以外で、例えば生産緑地も含めてと

いうふうに考えて良いのですか。 

 

石本専門員  

 基本は農地の利用の最適化の推進ですが、１番の説明において「施策の改

善等」としており、有害鳥獣や生産緑地、都市農業の振興などもこの中に入

ることとなります。  

 



２７ 

議  長  

 他にありますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、「令和２年度広島市農政に関する意見書について」は、説明のあったス

ケジュールに沿って進めることに決定します。 

市に対して意見がある委員は、お手元に配布されています様式に記入し、事務局

へ提出ください。 

続きまして、「令和２年度県農業・農村施策に対する意見書について」の議題に入

ります。事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

７ページの資料３をご覧ください。  

例年、広島県農業会議から県農業・農村施策・予算に対する提案についての依頼

があります。  

このため、広島県に対しての「農業・農村施策に対する提案」がある委員におか

れましては、５月２４日までに、９ページの様式にご記入の上、郵送またはファッ

クス等にてご提出いただきますようお願いします。  

 なお、広島県への農業・農村施策・予算に対する提案については、明日からの地

区協議会で推進委員へも依頼することとしております。 

また、１２ページから、昨年の要望と回答を掲載しております。参考にしていた

だけたらと思います。 

以上で、「令和２年度県農業・農村施策に対する提案について」の説明を終わりま

す。 

 

議  長  

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、県へ意見・要望がある委員は、お手元に配布されています様式に記入

し、事務局に提出してください。 

続きまして、「令和２年度農林関係税制改正に関する要望について」の議題に入り

ます。事務局に説明をお願いします。 



２８ 

 

石本専門員  

１５ページ、資料４をご覧ください。  

広島県農業会議から令和２年度農林関係税制改正要望の提出依頼がありました。  

 このことについて、委員のみなさまの案を取りまとめたうえ、農業会議に提出い

たします。  

要望案がある委員におかれましては、５月２４日までに、別紙様式にご記入の上、

郵送またはファックス等にてご提出いただきますようお願いします。  

 なお、この税制要望の提出については、明日からの地区協議会で推進委員へも依

頼することとしております。  

 

議  長  

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、税制改正要望のある委員さんは、お手元に配布されています、様式に

記入し、事務局に提出してください。 

続きまして、「農業委員会だより（令和元年夏号）について」の議題に入ります。

事務局に説明をお願いします。 

 

石本専門員  

農業委員会だより（令和元年夏号）1 面記事について、説明します。２３ページ

の資料５をご覧ください。 

農業委員会だよりは、農業委員会の広報誌として年に２回、７月と１月に発行して

おります。１面の記事については、各地区で順番に委員が取材し、掲載することが

決定されています。 

これは、管内の農家、集落での各種事業の取組みなど、地区の農業委員・推進委

員で協議して取材し、４００～４５０字程度の文章を作成し事務局に提出していた

だくというものです。写真については事務局で撮影いたします。 

次の発行は令和元年夏号で、担当地区は安佐南区の沼田地区になります。沼田地

区の農業委員・推進委員さんで協議の上、取材先等の決定をしていただき、決定し

ましたら、事務局にご連絡ください。 

取材先につきましては、来週１３日に地区協議会が開催されますので、農地利用

最適化推進委員も含めて協議していただければと思います。 



２９ 

これまでの担当地区と記事について列挙していますので、参照してください。 

事務局からの説明を終わります。 

 

議  長  

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、安佐南区沼田地区の方は、誰が取材を行うか協議し、事務局へ報告を

お願いします。  

続きまして、「その他」事項に入ります  

事務局から報告をお願いします。  

 

石本専門員  

 資料６の２５ページから３３ページの資料１０まで説明いたします。 

２５ページの資料６です。有害獣の防除用施設の補助制度についてでございます。

これは昨年と助成内容は同じでございまして、補助の対象となる防護柵等は購入さ

れた資材の１/2 以内で補助金がでます。ワイヤーメッシュ、防除網等も補助が受け

られます。これは広島市の単市事業です。防除用施設の予定がある方は下に書いて

ありますように、資材購入前に仮予約をして下さいとありますので、最寄りの農林

課の方へ行っていただければと思います。 

 27 ページ。こちらは広島県農業共済の損害防止事業助成金でございます。お米を

植えられている方は、区役所の方から共済の加入の申込用紙を書いて出されるのだ

ろうと思いますが、水稲共済に入られている方は費用の１５％補助金で出すという

ことです。こちらは農業共済の方へ言われたら、補助金が出る制度です。したがっ

て、２５ページの市の有害鳥獣の防除用施設の補助制度で半分出るので、２７ペー

ジの農業共済の損害防止事業助成金を足すと６５％になります。 

 資料７、狩猟免許の講習会の案内が２９ページです。１番の６月８日が三次、５

番の７月１５日が安佐北区、７番の８月１０日が安佐南区、９番の９月１日が海田

であります。狩猟免許の試験対策をしていただけるということです。試験日は３０

ページの下の狩猟免許試験についてということで掲載しております。 

 

山室主幹  

 続いて３１ページ、資料８をご覧下さい。  

本年度の農業委員会総会等の開催予定です。何回もお配りしていますが、少

し追加項目があります。  



３０ 

まず、６月１７日 (月 )午後と書いてありますが、午後１時半から市役所本

庁舎で農業委員の辞令交付式があります。市の農政課の方に聞いたところ、

昨日選定したという通知を出したと聞きましたので、今日か明日くらいには

選考されたかどうかの通知がお手元に届くと思います。辞令交付式が終わり

ましたら、すぐ初総会を行います。初総会の議案は会長と会長職務代理者の

選出があります。  

続いて６月１８日です。これが新規の項目です。午後となっておりますが、

午後 1 時半から場所は東区役所農業委員会の隣の会議室で推進委員の委嘱状

交付式を行います。その後、研修会を開催するということでございます。こ

の委嘱状の交付式には新しい会長、新しい会長職務代理者にご出席をいただ

いて、新しい会長から委嘱状を交付していただくということになります。そ

の日は他の委員は出席不要でございますのでお間違えのないようにお願いし

ます。  

続いて７月５日は総会開催後、両委員研修会をと地区協議会を行い、夜は

懇親会を行うということにしております。退任される委員も参加していただ

こうと考えています。  

 

石本専門員  

 続きまして、資料９、３２ページでございます。  

 明日からの地区協議会の日程でございます。この表のとおりです。内容に

ついても掲載のとおりです。１番の利用状況調査と担い手等ということで、

今期限りで辞められる推進委員については、６月１６日までは任期なので、

それまではやっていただいて、引継ぎをお願いしたいと思いますのでよろし

くお願いします。  

地区協議会の会長にお願いしたいのですが、４番の下限面積です。前回の

農業委員会の総会で下限面積のことについて、いろいろ地区協議会で聞いて

みようということになりましたので、それぞれ地区協議会ごとに議論、意見

等を出してもらって、それを次の 6 月の総会で議論したいと思っております

ので、下限面積のところにつきましては、いろいろ皆さん意見をもらうよう

に司会進行の方をよろしくお願いしたいと思います。  

 続きまして、資料１０、３３ページです。５月の現地調査の日程でござい

ます。３番目、現地調査の日程で、５月１６日午前、旧市。午後が安芸区。

５月１７日午前中可部・安佐、午後が白木・高陽。５月２０日午前安佐南、

午後佐伯といたしております。一応、そういうことにしていますので、いず

れにいたしましても５月１５日に夕方に電話させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。  

 



３１ 

議  長  

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございま

すか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

これで令和元年第１回総会を終了しますが、その他全体的にご意見等がご

ざいますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

次回の総会は、令和元年６月５日（水）午後１時３０分から東区役所３階

第３会議室で行う予定です。  

それでは、会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

福島会長職務代理者 

次回の総会は、６月５日午後１時３０分から東区役所３階第３会議室で行う

予定です。  

本日は長時間にわたりお疲れさまでした。  

 

 

 

 

 


