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令和元年第６回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年９月５日（木）  開会 午後１時３０分 

                     閉会 午後２時５５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  １９名 

１ 福島 幸治  ２ 鍜治山 正照  ３ 己斐  潔  

４ 山本 香織  ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守  ９ 下谷 邦代  

１０ 佐藤 和夫  １１ 沼田  聖  １２ 沖田 光春  

１３ 河野 信義  １４ 谷口  憲  １５ 河野 芳徳  

１６ 山縣 由明  １７ 吉田 米治  １８ 奥田 一成  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

  なし  

 

６．議事録署名者  

８番  岩重  守   ９番  下谷  邦代  

 

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）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について  

（５）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
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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）農地転用届出撤回の専決処理について  

（６）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  

（７）民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格証明申請の専決処理につい  

   て 

 

・農政に係る審議事項 

（１）「下限面積」の見直し検討について  

（２）農地利用最適化推進委員の総会への出席について  

 

・その他 

（１）平成３１年度第３回地区協議会の日程等について  

（２）令和元年９月の現地調査日程について  

（３）“ひろしま活力農業”経営者育成事業及び  

現地見学・就農体験ツアー参加者募集について  

（４）農業委員会の概要（令和元年）について  

 

 

 

議  事 
 

 

議  長（福島会長）  

それでは、ただいまから、令和元年第６回の広島市農業委員会総会を開会

します。今日は全員出席です。  

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。８番、岩重委員、９

番、下谷委員にお願いします。  

それでは、ただいまから議事日程により、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、８件を

上程します。事務局に説明をお願いします。  
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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番から４番、及び８番は、譲受人が経営規模拡大のため、譲り受けるものです。

なお、４番については、利用権が設定されていますが、土地の購入に合わせて賃借

権の合意解約がされるものです。  

 ５番は、譲渡人から、孫へ経営移譲するものです。通常は生前贈与するケースが

多いですが、この案件は、譲渡人が資産売却を決め、親族への売却を希望されたも

ので、孫が買い受けるものです。  

 ６番、７番は、譲受人が農地を取得、又は借り受け、新規に就農するものです。  

 申請地はすべて、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。  

 なお、３番の案件の譲渡人は、伊藤委員の親族ですが、同居はされておらず、農

業委員会等に関する法律第３１条の規程には抵触しないため、議事に参与いただく

ことには問題ありません。  

 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、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

２番の鍜治山です。８月１６日に山本委員と事務局で現地を確認致しまし
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た。譲受人は種苗園をされており、申請地には観賞樹のオリーブとかトネリ

コとか、そういった樹木がしっかりと植えてあり、管理してありましたので

問題ありません。  

 

議  長  

２番、３番、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

６番の梶山です。８月２０日に伊藤委員、事務局職員と現地を調査致しま

した。２番については譲受人の方がしっかり耕作されておられまして問題な

いと思います。３番については事務局の方の説明もありましたが、ここもし

っかりと譲受人が耕作されておられ、特に問題ありません。  

 

議  長  

４番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。８月１９日に己斐委員と事務局職員２名で現地を確認致

しました。この案件は、区内の農園が数年前から利用権で作付けをされてお

りまして、今回高齢である譲渡人が所有権移転をしたいということで、譲受

人の方へ所有権を移転することになりました。何ら問題ありません。  

 

議  長  

５番、沖田委員。  

 

沖田委員  

１２番の沖田です。８月１９日に沼田委員、事務局職員で調査しました。

譲受人は、譲渡人の農地を譲り受けて就農されるそうです。問題ありません。  

 

議  長  

６番、７番、谷口委員。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。８月１９日に河野（信）委員、事務局職員で現地を確

認しました。６番、７番は、譲受人が新規就農のため、当初から家付きで農
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地を探しておられまして、６番の譲渡人はご兄弟なのですが、親から相続を

されて、申請地を所有しておられたのですが、どちらも、関西の方に嫁がれ

ておりまして、農地を管理することが出来ないということでこの度、譲受人

と話がうまくマッチングしまして、３条の許可申請をされることになりまし

た。さらに農地を探しておられたところ７番の、譲渡人が高齢のため耕作地

を少し減らしていきたいというご希望を持っておられまして、この度同じく、

譲受人と使用権の貸借を結ばれるもので問題ありません。  

 

議  長  

８番、奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番の奥田です。８月２０日に児玉委員、事務局の職員と現地を確認し

ました。譲受人は奥さんとイチジク・ブドウ等を作っておられます。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。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見はないようですが、許可相当と認めることに異議はございませんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の８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

４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５ページをご覧ください。 

１番及び４番は、太陽光発電施設用地への転用事案で、太陽光パネルを設置しよ

うとするものです。 

２番は、公衆用道路への転用事案で、現在は進入路が１ⅿの里道しかないため、

自宅及及び隣接農地への進入路として利用するもので、議案第３号、５条許可申請

の１３番と一体的に整備するものです。 

３番は、運送業者への貸駐車場として利用するものです。 

１番から４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、平成３０年７月の豪雨災害により被災した農地で

あり、農地への復元が困難なため、既に太陽光パネルが設置され、雑種地として転

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番を除く、２～４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。 

１番の案件について、太陽光発電の事業計画の審査中であり、経済産業省の事業

計画認定を確認した後に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。  

１番、己斐委員。  

 

己斐委員  
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３番の己斐です。議案番号１番は令和元年８月１５日に事務局職員２名と

農振除外の現地調査を行いました。現地は先程事務局の説明にありましたよ

うにすでにパネルが設置されておりまして、先程言いましたとおり始末書が

添付されておりました。なお、転用理由としては、ちょうど昨年７月７日の

豪雨災害によりまして、田に土石が流入して耕作に適さなくなり、雑草対策

として、保全管理しやすい太陽光発電へ転用をし、有効活用する案件でござ

います。太陽光発電を設置することによって、他の耕作への影響も無いと思

います。  

 

議  長  

２番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。本年８月１６日に私と事務局職員２名で現地を調査し

ました。申請地はすでに道路の形状となっており、申請人の自宅に進入する

ためには必要不可欠と思われます。従前の進入路は、幅員が１ⅿ程度でとて

も車の出入りは困難であるため、３ⅿに拡幅し、公衆用道路として使用する

ものです。周辺農地等には被害がないと思われ許可相当と認めます。  

 

議  長  

３番、４番、奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番の奥田です。３番は８月２０日に、４番は６月２０日に現地調査を

事務局職員と行いました。３番の駐車場については、本人が高齢化している

為もあり、現況も高低差も問題もないと思われます。４番の太陽光発電です

けれども、申請人は高齢で農作業困難となり、この度太陽光発電を設置する

ことになりました。周辺の農地等へも問題なく適切かと思われます。  

 

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  

意見はないようですが、許可相当と認める事に意義はありませんか。  
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           （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の１番を除く３件を許可することに決定しま

す。  

１番については、経済産業省の事業計画承認通知を確認した後に、農業委

員会の会長名で許可することとなります。  

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

１６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６ページから８ページをご覧ください。  

１番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、隣接地と一体で住宅敷地として

利用しようとするものです。  

２番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、健康増進施設用地として利用

しようとするものです。  

３番は雑種地への転用事案で、隣接地にある倉庫を利用して燻製の生産販売を行

うため、申請地を譲り受け、来客用駐車場として利用しようとするものです。  

４番、６番、８番、１１番、１４番及び１５番は雑種地への転用事案で、申請地

を借り受け又は譲り受け、太陽光パネルを設置しようとするものです。  

５番は宅地への転用事案で、申請地を借り受け、住宅１棟を建築しようとするも

のです。 

７番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅１棟及び車庫を建築、並び

にドッグランを設置しようとするものです。  

９番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、隣接する住宅の駐車場として

利用しようとするものです。  
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１０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、譲受人が勤務する会社の業

務用車両の駐車場として利用しようとするものです。  

１２番は雑種地への転用事案で、隣接する資材置場を拡張する目的で申請地を譲

り受け、資材置場として利用しようとするものです。  

１３番は公衆用道路への転用事案で、申請地を譲り受け、所有農地への進入路と

して既存の里道を拡幅しようとするものです。なお、議案第２号 ４条許可申請の

議案番号２番と一体で整備するものです。  

１６番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、既存住宅の庭及び駐車場とし

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、３番、４番の申請地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。８月２０日に事務局職員と現地調査いたしました。宅地

があって古民家があるのですが、付随している畑が現在は荒れている状態で、

そこを購入するということなので特に問題ありません。  

 

議  長  

２番、３番、伊藤委員。  
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伊藤委員  

７番の伊藤です。２番につきましては今年の３月１９日に事務局職員と現

地調査を行いました。周辺の農地も含めて調査をいたしましたが、特別転用

することによって被害が出るということはないと思われます。それから３番

ですが、８月２０日に同じく事務局職員と、梶山委員を含めて一緒に調査を

行いました。すでに雑種地といいますか、来客用の駐車場の様な状態に転用

されておりますので周囲に農地もありませんし、特別新たな被害が生じると

いうことはないと思われます。  

 

議  長  

４番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。３月１８日に私と事務局職員２名で現地調査を行いまし

た。これは農振除外の案件で現地調査をしたわけなのですが、もうすでに太

陽光パネルが設置されておりました。現地の周りは、道路や原野みたいなこ

とで他の農地に被害はありませんので問題ないと思います。  

 

議  長  

５番、６番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。議案番号５番は、令和元年８月１９日に事務局職員２名

と現地の調査を行っております。譲受人は譲渡人の長女で、父はすでに他界

されておりまして、１人住まいの母親が暮らす実家に隣接した畑に住宅を新

築し、高齢の母親を介護する案件でございますが問題はないと思います。議

案番号６番は、平成３１年２月１８日に事務局職員と現地の調査を行ってお

ります。太陽光発電設備を設置することによって近隣農地には影響なく別に

問題はございません。  

 

議  長  

７番から９番、沖田委員。  

 

沖田委員  

１２番の沖田です。８月１９日に事務局職員と調査を行いました。７番は

周囲が休耕地であり、建物も平屋でドッグランと駐車場を併設するものです。



１１ 

８番は太陽光発電の設置で問題ありません。９番は、主要道路に面する申請

地を駐車場にすることで、周囲に迷惑をかけないものと判断しました。  

 

議  長  

１０番、河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

１３番の河野です。この件につきましては８月１９日に事務局２名と現地

を確認しております。この土地は国道１９１号線沿いのすぐそばで、近くに

は民家もありますし、会社の事務所、農地、それから資材置場といったよう

な土地で、これが駐車場に使われるということで近隣の農地には迷惑がかか

ることはないと思いますし、今まで何も作物を作ってない休耕の土地でござ

いますので、特別問題はございません。  

 

議  長  

１１番、谷口委員。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。３月１８日に農振除外の案件で、私と事務局職員２名

とで現地調査を行いました。現地は道沿いの田であり、周囲に影響は無く、

問題はないと思います。  

 

議  長  

１２番、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。この案件は今、休耕田になっておりまして、ここを資

材置き場に転用するということで、周りには農地等ありませんので問題ない

と思います。  

 

議  長  

１３番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。１３番について説明します。この案件につきましては
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本年８月１６日に私と事務局職員２名で現地調査しました。申請地はすでに

道路の形態となっております。譲受人は、譲渡人から農地を取得し公衆用道

路にするため所有権移転するものです。既存の道路は幅員１ｍで、農作業に

支障をきたすので幅員３ｍに拡幅するものです。周辺農地等には影響がない

と認められ、問題はございません。  

 

議  長  

１４番、１５番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。８月９日に事務局職員と私が現地調査に参りました。

他の案件で児玉委員も同席されていました。１４番、１５番とも、太陽光発

電設備を設置されるもので、周辺は、少しずつ遊休地が広がっている状況で

ございまして、太陽光発電として活用されることについては、異議はありま

せん。  

 

議  長  

１６番、奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番の奥田です。８月２０日に事務局職員と現地調査をいたしました。

この方の持っておられた宅地の進入路にあたるところの農地と、隣接した宅

地の庭にあたる農地の転用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。  

 

（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  
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異議がないので、議案第３号の１６件を許可することに決定し、農業委員

会の会長名で許可することとします。  

続きまして、議案第４号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」に

ついて、２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、相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について、説明します。 

この相続税の納税猶予の特例については、相続人が、農業を営んでいた被相続人

から農地等を相続し、農業を原則２０年以上継続する場合に限り、農地価格のうち

農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予する制度です。 

農業委員会としましては、 

① 被相続人が農業を営んでいたか 

② 相続人が引き続き農業経営を行うと認められるか 

③ 申請農地等は、農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で、適正に管

理が行われているか（耕作しているか） 

などを審査し、適格者証明書を交付するものです。  

それでは、議案の９ページをご覧ください。  

今回、２件の申請があり、その内容につきましては議案に記載しているとおりで

す。 

この申請につきましては、先ほど申し上げました①～③の要件を満たしているこ

とを確認しており、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受ける農地に該当

します。 

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。  

１番、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

２番の鍜治山です。８月１６日に事務局職員も同行され現地調査を行いま

した。現地はしっかり耕作してありましたので問題ないと思います。  

 

議  長  
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２番、溝口委員。  

 

溝口委員  

５番の溝口です。８月１９日に事務局職員と現地調査をしまして、本人と

も面談しました。申請者は、我らの盟友でありまして息子さんも農業を継が

れとるということで、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。  

 

（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４号の２件を、適格者として証明することに決定

します。  

続きまして、議案第５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、６９１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。 

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
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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１０ページをご覧ください。詳細については、別冊をご覧くだ

さい。 

１番から３番の６９１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。 

これまでは、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

のを上程していましたが、令和元年８月の総会から、現況がカヤ、ササ等の「原野

及び山林」で、非農地と認められる土地についても、上程しております。 

委員におかれましては、推進委員が一度調査をしたものについて、状況欄の再確

認及び非農地の判断の欄の記入について、推進委員と再度現地調査をしていただき、

調査票を事務局に提出いただいております。事務局では提出していただいた調査票

の「山林」のものを、総会に上程しております。 

事務局からのお願いです。 

引き続き、状況欄の再確認と非農地の判断をよろしくお願いいたします。 

事務局では、これまでどおり、山林が含まれるものを、上程しますが、カヤ、サ

サ等で現況が「原野」であり、非農地とする場合は、総会に上程するに○をご記入

いただけば、幸いです。 

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。  

１番から３番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。今回の調査は、筆数では、１３００筆ぐらいございまし

た。その中で６９１件が非農地というような結果になっております。これは、

見て回る順番を考えるのに半日かかって段取りをしています。７月の２５日

と３０日と８月の２日、３日間で橋本推進委員と現地を確認いたしました。  

この現地確認ですが完全に山林と見なすところもありました。だけど原野

に近い様相の案件は、道路のない谷間がほとんどで、農地として耕作不可能

と判断した所は、山林としています。  

 

議  長  
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それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

伊藤委員  

１２ページの中ほどに登記地目がその他というのがありますが、これはどういう

ことですか。 

 

事務局 

 今回の案件では、用悪水路になります。 

 

伊藤委員 

 それともう１つ、宅地というのは、当然登記地目が宅地で、一時農地として利用

していたことから農地台帳に記載されていたのでしょうけど、池沼ですよね。これ

が農地扱いになっているのは、どういうことか教えていただきたい。 

 

事務局  

課税の現況地目が田畑である土地がここに上がってきますので、昔は池沼であっ

て、そこを埋められて田畑になった土地であると思います。 

 

河野（信）委員 

 ススキ等が何年もたって大藪になっている農地と、まだ生えてから何年かのスス

キの状態である農地は、原野というのか。また、いつから山林になるのか。 

 

伊藤委員 

 農地法にはたぶん規定ないと思います。登記法では、耕作の方法によらずに現地

に竹木、竹とか木ですね、これが繁茂している場合には山林とする。で、カヤとか

背の低い灌木・雑木は原野にしましょうという規定になっている。ただ、そうは言

っても現地に行っての判断は、どこまでが原野か難しいのですけど、口で表現する

とそういうことになります。だからススキやカヤが茂って大きな株になっているの

は、山林とは言えませんから、これは原野でしょう。 

 

事務局  

先ほど事務局からの議案説明で申し上げたのですが、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物理的な条件整備が著しく困難であることが基

本です。今までは山林のみを上程させていただきました。これ以外の場合であって

もその土地の周辺状況から見て、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も該当します。 

私ども農業委員会は非農地かどうかを判断するということになっていて、山林か
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原野かというのは、判断することになってないのですが、固定資産税課や本庁、県

庁に通知するにあたって、どのような理由で非農地を判断したかという参考として、

山林か原野のどちらかを書かせていただいています。先ほど河野（信）委員がおっ

しゃられたような所は、原野かなと思いますけども、原野であっても先ほど言った

ようにその土地の周辺状況から見て、その土地を農地として継続して利用すること

ができると見込まれる場合以外というのが、農地法の条件なので、そこに該当する

場合は非農地として上程することになります。具体的に言ったら、山の中で絶対そ

こは農地に戻らないというようなところはササ・カヤでも非農地に該当し、集落の

中で田んぼの間にあるようなものは、非農地にふさわしくないと考えており、その

場所毎で判断していただくことになります。 

 

河野（信）委員 

 私が質問したのは、今回私のところにも非農地の調査をしなさいよというのが来

ています。この中で非農地の判断の欄に、ここには載っておりませんけど、新しく

今年の調査表の非農地の判断では、１番、２番、３番の丸がして１番は山林、２番

は原野、３番は田畑ということが分けて載っています。ですからこれは原野ですよ

と自分が判断すれば原野、完全に山林と言えば山林のとこに丸をするということに

なっておりまして、その下の欄には総会へ上程してみなさんに審議してもらう所に

丸をするということになっております。今後は原野についても判断していかないと

いけないので、今聞いておこうという思いでした。みなさんにお分かりいただける

ように、これは完全に山林というのは、簡単でいい。どちらだろうかというところ

は、どの程度のところまで判断していったらいいのかというのが疑問でした。今の

話でだいたい分かりました。 

 

議  長  

他に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  

異議がないので、議案第５号の６９１件を、非農地と判断することについ

て決定します。  

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７号の専決処理等について、９７件を一括して報告しま
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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７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２２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５１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２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１５

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 農地転用届出撤回の２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。 

報告第６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。 

報告７号 民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格証明申請の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行い、入

札の結果落札した申請人から７月１８日付けで農地転用届出がありました。こちら

の報告は、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に記載されていま

すのでご確認ください。  

以上で報告第１号から第７号までの説明を終わります。 

 

議  長  

報告第１号から第７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：意見なし）  

 

議  長  

質問がないので、報告事項を終了します。 

続きまして、議事日程５「農政に係る審議事項」に入ります。 

初めに「下限面積」の見直し検討について、事務局に説明をお願いします。  
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石本専門員  

令和元年第６回広島市農業委員会配布資料をご覧ください。１ページ資料１です。

下限面積の見直し検討についてです。こちらは、前回の総会の時に、地区協議会に

て協議するということでございましたので、こちらの資料を地区協議会の方に渡そ

うと思います。その資料を読み上げます。 

１．昨年来、新規就農の促進のため下限面積を引き下げるべきではないかとの意見

があったことを受け、本年４月以降、総会や地区協議会において以下のとおり協議・

検討を行ってきました。４月の総会では、下限面積に関する規定の概要、本市にお

ける設定の経緯、県内市町の設定状況を、事務局から説明し、見直しについて意見

を伺い、各地区協議会で推進委員も含めて協議することとしました。５月の地区協

議会で、１０ａに引き下げるべきとの地区、２０ａのままとすべきとの地区、結論

の出ない地区がありました。６月総会で、各地区協議会での協議結果をもとに協議

いたしました。下限面積を統一するか、地区ごとに差を設けるか、その場合根拠は

あるかなどについて議論しましたが結論は出ずに継続審議となりました。８月総会

で、６月総会での意見の内容及び各地区の耕作面積別農家数の資料を配布し、協議

していただきました。その配布資料でございますけども、括弧書きに書いてありま

す、農地法施行令第１７条に下限面積未満を耕作する農家数が、その区域内の農家

数の４割を下らないこと、との下限面積設定基準があることから、検討の参考とい

たしまして、農地台帳のデータをもとに各区域の耕作面積別の農家数・割合の表を

配布したものでございます。全区域で耕作面積１０ａ以下の農家の割合が４割を上

回っておりまして、農家の耕作状況の実態という面からは、どの地区でも下限面積

１０ａとする理由が成り立つ旨を説明したところでございます。２０ａから１０ａ

への引き下げは賛否両論あって結論には至らず、これまでの議論を踏まえて再度各

地区の協議会で協議することとなったところです。四角の中でございますけれども、

１０ａに引き下げる主な理由です。現行の下限面積は、畑作を行うには過大であり

新規就農の妨げになっている。現に下限面積を下回る多くの農家で適正に耕作され、

出荷されている。市街地周辺等では小規模な農地が点在しており就農に適したまと

まった農地がない、周辺市町の多くが１０ａであり、広島市が２０ａとする理由が

乏しい等がございました。２０ａのままとすべき主な理由でございます。小面積で

の農地取得は違法なものも含め、転用の増加につながる懸念がある。農地が分断さ

れ担い手へのあっせんするまとまった農地の支障となる恐れがあるなどがございま

した。 

２番目です。これまでの議論を踏まえた今後の検討の留意点等についてでござい

ます。地域や委員によって温度差はありますが、下限面積を引き下げて就農しやす

くすべきかという声は強いと感じております。ただ、デメリットへの懸念はあるた

め、引き下げる場合も、転用の増加や担い手への農地確保への支障などの防止に農

業委員、推進委員や事務局でどのような手立てが可能か、検討の必要があると考え
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ております。下限面積の設定には、申請者等へ説明できる一定の根拠が必要である

ということで、農地の所有状況のデータから、一律１０ａとする説明は可能と思わ

れます。区域ごとに差を設ける場合は区域の特性などにより客観的な説明が可能か

どうかの検討が必要になると考えております。なお、見直しについては市の農政課、

区役所の農林課へ意見の照会中でございます。 

 

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。 

 

河野（芳）委員 

ほ場整備事業を実施しているところも、そうでないところも関係なしに決めるの

か。ほ場整備事業を実施しているところは、別の基準を当てはめるのか。そこが問

題だと思う。 

 

河野（信）委員 

ほ場整備したところは別の下限面積を定めるかどうかいう事ですか。 

 

河野（芳）委員 

下限面積は、例えば２０ａを１０ａにして、売買もほ場整備されている所と、さ

れてない所と同じように売買できるのか。ほ場整備事業は国のからの助成があるた

め、何年かは農業を続けないといけないという決まりが設けてあるのか。 

 

事務局 

 ほ場整備地区に国の関係の制限があるかどうかについては全くございません。そ

の他の農地と一緒でございます。農業振興地域であろうと、農用地区域であろうと

ほ場整備地区であろうとそれ以外の一般の農地であろうと全く区別はございません。

下限面積で考えると全て一緒でございます。県内で見てみますと、だいたいどこの

市町も１０ａですけど、ほ場整備かどうかで分けられているのは、前回も例に出し

ました通り、北広島町だけがほ場整備は１０ａ、ほ場整備以外は１ａというところ

もありますが、基本的にはどの市町も一緒にしています。もともと広島市もほ場整

備での区別はなく、１０ａか２０ａの下限面積としております。 

 

伊藤委員 

 ほ場整備事業では元々１０ａも農地を所有していない農家も、１０ａに満たない

農地を持ち込んで整備をする例がたくさんあります。ほ場整備事業は継続して耕作

すればいいので、２０ａだろうと１０ａだろうと５ａであろうと対象になります。

農事法人組合○○では、平均すると２０ａない所有者がほとんどです。ましてや法
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面が入っていますから、水張面積はもっと減りますので、１０ａも農地をもってい

ない人がたくさんおられます。ただ、この地域には、個人で耕作する人もいますけ

ど、基本的には農事法人組合が受けて耕作しています。個人でも耕作していれば、

転用はしませんからね。だからほ場整備だから下限面積がどうこういうということ

はない。 

 

河野（芳）委員 

 だからほ場整備されているがために転用に対する制限がかけられているという事

ですよね。 

 

事務局 

ほ場整備地は原則転用できません。 

 

河野（信）委員 

 転用はできないが、売買はできますよ。 

 

河野（芳）委員 

 転用できない期限は３年とか決まっているのですか。所有者が変わってもできな

いのですか。 

 

事務局  

転用できないのは一緒です。所有者が変わってもできません。登記簿謄本に土地

改良事業用地と記載されますし、市役所にあります農業振興地域の台帳にもほ場整

備地と載ります。 

 

山縣委員 

 下限面積の変更は、いつまでに結論を出さないといけないという期限はございま

すか。 

 

議  長  

 期限というよりは、前回の時に地区協議会で話をもう一度しようというのがあり

ますよね。地区協議会でまとめていただいて、それを基に判断しようということで、

はっきりした期限はないです。 

 

山縣委員 

 各地区とも９月の地区協議会でまとめていただいて結論を出しなさいということ

でよろしいですか。 
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議  長  

 はい。地区協議会毎で判断していただいて、それでまた総会で判断していただけ

ればと思いますのでよろしくお願いします。今事務局が言われたように、今度の地

区協議会でみなさんの意見をいただいて、次回の１０月の総会で審議していただけ

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、下限面積について、配布資料により地区協議会にて検討することとし

てよいでしょうか。 

 

             （委員：異議なし） 

議  長  

それでは、地区協議会にて検討することとします。続いて農地利用最適化推進委

員の総会への出席について、事務局に説明をお願いします。  

 

山室主幹 

 ４３ページの資料９をご覧ください。 

「農地利用最適化推進委員の総会への出席」という新たな試みについて、各委員

のご意見を伺おうというものです。 

初めに、「１ 現状・課題」です。 

平成２８年度の農業委員会制度の改正により農地利用最適化推進委員が新設され、

農業委員と推進委員が連携して業務を進めることとされて以降、本市においても、

法令業務は農業委員、現地活動は推進委員が担うという大まかな役割分担のもと、

両委員が適宜、密接に連携しながら農地のあっせん等の着実な成果に結び付けてき

ました。 

一方、両委員が会して意見交換する場は地区協議会に限られるなど、両委員の連

携の場の確保は必ずしも十分とは言えず、また、地道な現地調査は負担が大きい割

に成果がみえにくい面もあり、活動へのモチベーションの向上につながる取組も必

要であります。 

なお、一部推進委員から、総会へ出席してみたいという声も寄せられています。

また、他の政令指定都市のうち、静岡市、浜松市、仙台市では、推進委員が総会に

出席し活動報告等を行っているという事例もあります。 

次に、「２ 現状・課題への対応」です。 

農業委員会総会の議題のうち、推進委員の活動に関連するものについて、推進委

員から報告や意見を求めることとするものです。 

これにより、①自らの活動成果に基づく審議への参画による推進委員の視野の拡

大、モチベーションの向上 ②農業委員、推進委員の情報共有・連携の促進 ③多

様な観点による総会の審議の充実などの成果が期待されます。 
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次に、「３ 報告を求める案件等について」です。 

まず試行的に、認定農業者及び認定新規就農者の認定に係る農業経営改善計画及

び青年等就農計画の審議について、関係推進委員から、調査結果等についての報告

を求めることとしたいと思います。 

なお、今後の状況を見ながら、報告案件等の拡大（非農地判断の調査結果、農地

のあっせん状況、小規模農地整備事業や耕作放棄地再生・利用事業の取組の報告な

ど）も検討していきたいと思います。 

なお、枠囲みにありますように、根拠法令として、農業委員会等に関する法律第

２９条に、「総会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求める

ことができる。推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の

推進について、総会に出席して意見を述べることができる。」とされています。 

このように、法律でも、推進委員が総会に参画できるような規定になっています。 

 

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。 

 

伊藤委員 

推進委員さんが出て総会で発言してもいいかどうか。また、発言をする機会のあ

る人だけが出席するのですか。 

 

議  長  

そうです。 

 

山本委員  

一方的にこういう流れになっているのですか、それとも広島市だけがそうするの

ですか。 

 

事務局  

他の政令指定都市では、静岡市が毎月の総会で推進委員が３、４人ぐらい出席し

報告をしてもらっていると聞いています。ほかに浜松市や仙台市も推進委員に出席

してもらっていると聞いています。 

 

河野（信）委員 

推進委員が出席しても、報告だけなのですか。 

 

事務局  

議決権は農業委員だけですので、推進委員の方には議決権はないということで、
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報告発表していただく範囲に限られます。 

 

吉田委員 

各地区協議会で農業委員と推進委員が地域で協議をしますよね。協議をしてその

理解度というのが高まらないという状況の中で、推進委員が総会に出て発言・提案

するということだと思うんですが、私は地区協議会で十分に取り組んで協議すれば

よいと思いますし、農業委員が推進委員から意見を預かって総会で説明するという

ことも考えられますよね。 

そこに至らないのか、やはり現地調査をしていただく推進委員の方が現場をよく

理解して農業委員経由では協議が進まないとかいうことなのか。農業委員も推進委

員もそれなりの知識をもっており、農業委員はこうして総会の場にいるわけですよ

ね。それが地区協議会でも判断できないぐらいレベルが高く複雑なことだから、総

会に出て意見を申したいということがあるんでしょうか。 

 

事務局 

先ほども申し上げましたが、委員も２期目になりまして、さらに推進委員さんと

連携して上を目指していきたいということで、推進委員さんが現場で活動したこと

が総会でどのように審議されてるのか見ていただくのが一番であろうと思います。 

自分が発言して農業委員の皆さんの反応を見てまた頑張ろうとか、そういったモ

チベーションの向上にもつながるものだろうと思い、このような提案をさせていた

だいたものです。 

 既に地区協議会で十分協議しているとか、農業委員は推進委員に託されたのにと

かではなく、もっとよりよいものをしていきたいということの試みと考えていただ

きたいと思います。 

 

吉田委員 

推進委員から、わずかでもそのようなご意見というか、お気持ちがあった上での

話ですか。それとも事務局で他の市町村の例を見て取り入れたらどうかという試み

なのですか。 

 

事務局 

推進委員の方からそういう意見も頂戴しております。事務局が思い付きで提案し

ているのではなく、そういった意見があったということを踏まえて提案させていた

だいたものです。 

 

議長 

これが決まったら、いつから推進委員に出席してもらうようになるのですか。 
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事務局 

明日から地区協議会が始まりますので、それぞれ地区協議会で推進委員さんにお

話しいただき、ご了解をいただけましたら、早ければ来月ぐらいから農業経営改善

計画の報告があったと思いますので、そのような感じで考えています。 

 

梶山委員 

これは強制的に出てもらうわけですか。 

 

議長 

強制的ではないです。 

 

梶山委員 

吉田委員が言われたように、出たい人がいれば出てもらったらいいと思います。

無理矢理各地区から１人ずつ出ろと言ったら、そんなことまでしなくてよいという

人もおられるので。そこらあたりをよく考えてやらんと。 

本人が出たいと言われる方ならいいけど、無理矢理出すと、なぜそこまでしない

といけないのかという人もおる可能性もある。そこを十分配慮しながらしないと、

いきなり決めて来月から出てくれというのは、ちょっといかがなものかというよう

な気もする。 

 

石原次長 

試行的にやってみたらどうかということで、今後の状況も見ながらということで、

当然推進委員さんも負担が増える話なので、ちょっとこれはという声も出るかもし

れません。今おっしゃられたように、出たいとか出たくないとかいうようなご意見

もあると思います。 

そうは言いながら、公式の会議ですので、出たい人だけ出てもらうというわけに

もいかないので、まずは案件を決めて地区協議会で話をしていただこうというもの

です。もちろん都合が悪いとかいうのは、今でも農業委員さんが欠席されるのと同

じなので、そこは同じようにしないといけないと思います。 

そういう総合的に様子を見ながら、プラスになるということであれば案件を広げ

ていくことも考えられますし、あまりメリットが見つからないということであれば

見直さないといけないということもあります。 

  

梶山委員 

逆に言うたら、農業委員が欠席する場合に推進委員に代理に出てくれというのな

ら、少しはいいかなという気もするがね。議決の権限はなくても、説明のために出
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席するというのなら言いやすいかなと思う。 

 

沼田委員 

 地区協議会で意見を聞いてみたらどうですか。これはもう決定なのですか。 

 

議長 

 いいえ、決定ではないです。 

 

沼田委員 

 明日から地区協議会が始まるんですから、そこで推進委員さんの意見を聞いたう

えで、事務局が判断されるという形じゃいけませんかね。 

 

議長 

それはよろしいと思います。意見を聞いてからの話にさせてください。 

 

河野（芳）委員 

配布資料の中で「現状と課題」が記載されているが、本市においても法令業務は

農業委員、現地活動を推進委員が担うという大まかな分担にしている。そういうこ

とからしたら、やはり例えば報告を求められる案件等について、なお今後の状況を

見ながら報告案件の拡大をしていって、非農地判断の調査結果、農地のあっせん状

況、小規模農地整備事業や耕作放棄地再生利用事業の取り組みというのを推進委員

が中心になってやられるというのも、いいんじゃないかと思う。初めに法令業務は

農業委員、現地活動は推進委員という分け方をしており、事務局もこういうことか

ら分けたいっていうのもあるんじゃないかと思う。 

 

事務局 

平成２８年度に農業委員会の制度改正を行い、農地法の許可案件等の法令業務は

農業委員さんのほうで審議していただいて、現場の方は推進委員さん中心にという

ことで、まずはおおまかに分けて始めましたが、３年経って１期目が終わり２期目

になるので、よりよいものにしていきたいという思いから、最初の大まかな動きは

そういうことでスタートしたんですけれども、時間が経つにつれてこれはこうした

方がいいなと思っているところです。 

 

議長 

今日は決めずに今度の地区協議会で推進委員にも聞いてもらって、判断していき

たいと思います。 

 



２７ 

吉田委員 

私は推進委員を過去３年間やって今回農業委員になっているんですが、３年間調

査して疑問点は農業委員さんに相談して、相談をかけてそれなりの判断あるいは農

業委員さんがこの場に出て意見を述べてそれの回答をもらったものを推進委員がい

ただくという流れになっていたのですね。 

そういうことから言えば、いきなり地区協議会を超えてこの場に来て説明あるい

は意見を述べたいというのはいかがなものかと思います。やはり地区協議会が地区

の農業委員を打診しまして協議してそれでも解決がつかない、または農業委員が変

わって代弁できないようなことについては、直接その方が出向くことになると思う

が、それは数少ないと思う。地区協議会で色々協議すればそこまで必要ないんじゃ

ないかと思いますけど。地区協議会で十分じゃないかということです。 

 

事務局 

試行的に始めようとするのは農業経営改善計画の現地調査のご報告を頂戴したい

というところから始めたいと思います。農業経営改善計画の現地調査をされた推進

委員さんは地区協議会に１回諮ってということではなくて、すぐ総会が来ますので

そういう意味では地区協議会を経てということではないと思います。地区協議会を

ないがしろにしては当然いけませんけれども、この経営改善計画は自分が目にした

もののご意見をいただくというものです。 

 

佐藤委員 

今の農業経営改善計画は農業委員と推進委員が一緒に行っていますよね。 

 

事務局 

 そうです。 

 

佐藤委員 

推進委員さんだけでやっておられるのなら意味は分かるんですが、農業委員と一

緒に行って聞き取りしているわけですから。報告されることによって異議はないん

ですけど、どうなのかなと思います。推進委員さんだけがこのことを調査されて、

それを口頭でいうか、農業委員さんに伝えたいというなら、詳しい話が聞きたいと

いう意味は分かるのですけど、２人がセットで行かれて調査されるはずなんで、そ

れであえてこういう必要があるのでしょうか。 

 

伊藤委員 

 推進委員の活動へのモチベーションのためです。 

 



２８ 

議長 

 推進委員の意欲の向上につながるものと思います。 

 

永井局長 

ここに上げさせていただいた内容と、隠れた思いがあります。と言いますのは、

皆さんは農業委員としてこれまで毎月来ていただいて活動していただいているわけ

なのですけれども、新たに推進委員さんになられた方もたくさんいらっしゃいます。

そういった方々は毎月大丈夫だろうか、本当のところ分からない推進委員さんがた

くさんおられます。さらに日々、自分たちが調査して議案にあがってくるような案

件も含めて、さらに農地のあっせんなどの活動も含めて、そういったことを議論し

ているということを勉強していただくようなことも隠れた部分ではあります。そう

いった勉強にも来ていただくようなねらいのような思いもあります。 

 

佐藤委員 

今日の配布資料の中に、次回の地区協議会の内容が示されています。それには「推

進委員の総会への出席について」が協議内容に示されていますので、この結論は地

区協議会で推進委員に聞いて決めたらよいと思います。 

 

議  長  

それでは、原案どおり決定し、明日から開催される地区協議会で農地利用最適化

推進委員にも周知することとします。 

続きまして、議事日程６の「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３、平成３１年度第３回地区協議会の日程等についてです。明日から９月１

３日までの期間で開催を予定しています。それでは、予定を読み上げます。旧市地

区協議会は、９月１３日１６時から１７時東区役所です。安佐南区地区協議会は、

９月１０日１５時半から安佐南区役所です。白木・高陽地区協議会は、９月１２日

で１４時から１６時、農林水産振興センターです。可部・安佐地区協議会は、９月

１０日１０時から１２時です。安芸地区協議会は、９月６日１０時から１２時、安

芸区役所です。佐伯区地区協議会は、９月９日１０時から１２時、佐伯区役所です。  

議題としましては、一番は遊休農地の決定を推進委員へ依頼した、８月１５日ま

でに調査した図面を一度お返しして、その中から遊休農地を決定し、農業委員の了

解を得たものを提出していただくものです。最初に事務局が説明しますが、地区協

議会終了後に、農業委員と推進委員で話をしていただき、遊休農地の決定が済んだ

方から解散していただくこととなります。２番は利用意向調査の実施方法について

です。遊休農地があれば、推進委員に意向調査をお願いすることになります。３番



２９ 

は遊休農地の指導という事で、草刈りなどの保全管理について話をしてもらう。４

番がほ場整備地の意向調査で、推進委員への依頼となります。５番が推進委員の下

半期の活動ということで、非農地調査、納税猶予調査、認定農業者等の意向調査の

話をさせていただきます。６番は、農地等の利用の最適化の推進に関する指針につ

いてですが、前回の総会で指針案を決定させていただきましたので、推進委員へも

ご意見をお聞きするものです。７番は、人・農地プランへの参画についてですが、

こちらも前回の総会で説明させていただいた通り、人・農地プランの策定には農業

委員・推進委員にも会議へ出席していただく必要がありますので、推進委員へも周

知するものです。８番は、下限面積についての意見の取りまとめで、先ほど案につ

いて審議していただいた資料に基づいて、それぞれの地区協議会へ持ち帰って意見

の取りまとめをしていただくものです。９番目は、農地利用最適化推進委員の総会

への参加についてですが、先ほどの審議で、推進委員へ意見を聞いていただくもの

です。１０番は、耕作放棄地再生・利用事業ですが、担当の委員から進捗状況等の

報告をお願いするものです。１１番は、「スローライフで夢づくり」新規就農者の就

農地をここにしたいとういう話をさせていただきます。  

以上の内容を行いますので、よろしくお願いします。  

 

西村主事 

 資料４、令和元年９月の現地調査日程についてです。今月の許可案件の締切日は、

９月１３日の金曜日です。現地調査の日程調整は、９月１３日の１７時１５分から

１８時頃に電話で調整させていただきます。  

 調査の日程です。第１日目は、９月１７日火曜日で、午前が旧市、午後が安芸区

を予定しています。第２日目は、９月１８日水曜日で、午前が安佐北区可部・安佐

地区、午後が白木・高陽地区を予定しています。第３日目は、９月１９日木曜日で、

午前が安佐南区で、午後は佐伯区を予定しています。  

 

石本専門員 

お手元のカラー刷りの市民と市政をご覧ください。９月２１日土曜日から２３日

の祝日に開催する、農林水産振興センター主催の就農体験ツアーの募集です。ひろ

しま活力農業経営者と、スローライフで夢づくり、ふるさと帰農、チャレンジ女性、

そして四事業の事前研修の案内になります。農業者のもう一つパンフレットです。

もうご覧になっておられる方もおられるかもしれませんが、ひろしま活力農業経営

者事業の募集をしています。明日からの地区協議会でも、推進委員へお願いしるの

ですが、農業委員にもひろしま活力農業へ応募しそうな方が近くにおられましたら、

声掛けをお願いします。  

 

西村主事 

 平成３１年度農業委員会の概要を改定しました。お手元に最新版をお配りしてい

ますので、今後の業務の参考にしていただければと思います。  

 



３０ 

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。 

 

議  長  

“ひろしま活力農業”経営者育成事業の現地見学・就農体験ツアーには、岩重委

員と吉田委員に説明等をしていただくと伺っています。よろしくお願いします。 

それでは、これで令和元年第６回総会を終了しますが、その他全体的にご

意見等がありますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

次回の総会は、令和元年１０月７日（月）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、鍜治山会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

鍜治山職務代理者  

みなさん大変お疲れ様でございました。明日から地区協議会が始まります。

下限面積について地区協議会で協議していただき、来月の総会に持ってきて

いただければと思います。本日は大変お疲れ様でした。  

 


