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令和２年第６回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年６月５日（金）  開会 午後１時３０分 

                     閉会 午後３時０５分 

 

２．場  所  東区役所５階講堂  

 

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    大畦 裕之    事務局次長  石原 健二 

主幹（事）主任 山室 勝志    主 事    西村 昌敏 

技 師     森下 まゆ 

 

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）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  

（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）の判断につ

いて 
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・農地に係る報告事項 

（１）農地法第４条第１項第８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７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）農地転用（農業用施設）届出の専決処理について  

 

・農政に係る審議事項 

（１）令和３年度 市農政に関する意見書の項目（素案）について  

 

・その他 

（２）令和２年度第２回地区協議会開催日程について  

（３）県産品を買って応援キャンペーン（仮）について  

（４）生産緑地地区の申請について  

（５）農業委員会総会の開催場所について  

（６）広島市農業委員会研修会の開催について  

（７）令和２年６月の現地調査日程について  
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議  事 
 

 

議  長（福島会長）  

 新型コロナウィルスの緊急事態は解除になりましたが、他都市では新規感

染者が発生している状況でございまして、気をつけていただきたいと思いま

す。  

 また、生産緑地の申請について後から説明がありますが、申請期限が６月

１９日まで延長になったということをお知らせしておきます。  

 それから、自粛の影響で農産物とか商品の価格の変動が多少あると思いま

すが、地域により、需要が増えると思いますので、頑張っていただきたいと

思います。  

それでは、ただいまから令和２年第６回の広島市農業委員会総会を開会し

ます。  

本日は、農業経営改善計画の審議案件がありますので、関係する２名の推

進委員にご出席いただいています。  

安佐南区沼田町の野稲推進委員です。  

安佐北区白木町の松原推進委員です。  

よろしくお願いいたします。  

本日の欠席は、ございません。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。８番、岩重委員、９

番、下谷委員、よろしくお願い致します。  

 

議  長  

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、９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、耕作目的の農地の売買等に関する農地法第３条の許可申請に

ついて説明します。  
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 議案の３ページ、４ページをご覧ください。  

 １番及び２番は、双方の農地を交換するものです。なお、２番については、

譲受人が戦前貸借により耕作していた借入地を譲り受けるものです。  

３番から５番、８番及び９番は、経営規模拡大のため農地を譲り受けるもの

です。なお、３番の申請地は、他者との間で農業経営基盤強化促進法に基づ

く賃借権が設定されていましたが、令和２年４月１７日付で合意解約してい

ます。  

６番及び７番は、新規就農のため農地を借り受け又は譲り受けるものです。 

６番については豆、大根を、７番については柿、梅を作付けする旨の営農

計画書が提出されています。なお、２件の申請地の合計面積は下限面積の要

件を満たしています。  

 申請地はすべて、農地法第３条第２項に規定する不許可の要件のいずれに

も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、２番、沖田委員。  

 

沖田委員  

１２番、沖田です。  

５月２２日に事務局と現地調査を致しました。沼田委員は別の日に調査を

しています。１番の譲受人は、畑に果樹を植えられるそうです。  

２番の譲受人は、家の前で借りている田んぼを水田として作っておられま

すので問題ありません。  

 

議  長  

３番、谷口委員。  
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谷口委員  

 １４番、谷口です。  

５月１９日に河野信義委員と事務局職員とで現地を確認致しました。譲渡

人は相続により農地を取得されたのですが、農業経験がなく、本人を含めて

農業をしないということで、叔父に当たる譲受人に経営移譲を希望されてい

ます。現地はしっかり管理され、耕作されておりましたので、異議はござい

ません。  

 

議  長  

４番から６番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番、吉田です。４番、５番、６番は、５月２０日に事務局２名と現地

調査をしました。奥田委員は別の日に調査をしています。４番の譲渡人は、

譲受人と近所同士で、自宅から近いということで、取得するものです。４番

と５番の譲渡人は兄弟でございまして、いずれも譲受人へ渡すということで

す。  

 ６番の譲渡人は、息子さんに生前贈与され、野菜を作付けするということ

で、今回申請されたものでございます。  

 ３件とも大変良いことだと思っております。  

 

議  長  

７番、８番  奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番、奥田です。  

５月２０日に児玉委員と事務局２名とで現地調査に行ってきました。７番

は、先ほど吉田委員から説明のありました譲受人と同じであります。新規就

農の為に○○バイパスと○○山の間の○○㎡であります。現在耕作の準備を

されており問題ないと思います。  

 ８番の案件は、調査した時には梅の木がありました。親子で、兼業で農業

を営んでおられるということで問題はないと思います。  
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議  長  

９番、児玉委員。  

 

児玉委員  

 １９番、児玉です。  

５月２０日に奥田委員と事務局職員２名とで現地確認しました。譲渡人が

相続で取得した土地なのですが、譲受人の家の裏にある土地なので譲受人が

購入して耕作されるということです。今は黒のマルチを敷いて保全管理して

いますし、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せんか。  

 

          （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の９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、所有者自らによる転用に関する農地法第４条の許可申請の１

件について、説明いたします。  

 議案の５ページをご覧ください。  

 申請は、雑種地への転用事案で、運送会社が利用する貸駐車場として利用

しようとするものです。  
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 申請地は、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、転用許可できない区域に立地する農地ではなく、また、転用の確

実性があり、被害防除措置も妥当と認められることから、農地法第４条第６

項に規定する不許可の要件のいずれにも該当しないものと思われます。  

 本件については、本総会で承認されますと、農業委員会会長名で許可する

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、奥田委員、ご意

見をお願いします。  

 

奥田委員  

 ５月２０日に事務局職員２名と現地調査をいたしました。県道そばの休耕

地を駐車場にするという件について、結論から言いますと、今回許可をしな

い方がいいのではないかと思います。申請地の直下といいますか、真横に工

務店の作業場と住居がありまして、そこに高齢者の方が住んでおられます。  

 トラックの駐車場になることによって、暖機運転の騒音や、駐車場への出

入のトラックが増えることで、高齢者の生活が著しく影響を受けるものと思

われますので、もう少し調査をしてから許可をした方がいいのではないかと

思いました。  

 

議  長  

 奥田委員はこの案件について許可しないという事ですね。  

 

奥田委員  

 はい。  

 

議  長  

 許可をしないという結論を出しても、問題はないのでしょうか。事務局の

意見はどうでしょうか。  
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事務局  

 他の委員皆様方のご意見をいただいて、許可相当か、不許可相当かを判断

していただきたいと思います。  

 

伊藤委員  

 大雨のため説明が聞き取りにくかったので、もう一度説明をお願いしても

いいですか。  

 

議  長  

奥田委員、再度説明をお願いします。  

 

奥田委員  

 １８番の奥田です。５月２０日に現地調査をいたしまして、結論から申し

上げますと許可に相当しないと思いました。申請地の真下といいますか、２

ｍも離れていない隣接地に工務店とその住居がありまして、そこに高齢者が

一人で住んでおられます。  

トラックなどの駐車場になることで居住環境が著しく悪化すると思われま

した。その点をよく調査をしてから許可なりの判断をしたいと思います。現

在の状況では許可を出すに相当しないと思いました。  

 

議  長  

 それでは、皆さんの意見を伺いたいと思います。  

 

伊藤委員  

 今の隣接者の方の意見は聞いておられるのですよね。  

 

奥田委員  

 はい。  

 

山縣委員  

 隣接者の人はどう言っておられるのですか。  
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奥田委員  

 住んでいるのかどうかをまず確認してみます。近所から、駐車場になるこ

とは、高齢者が住んでいるから困ると言われています。これは、直接本人か

らというよりも、道路向かいに家族が住んでいるのですが、その家族から「工

務店をされているお父さんが住んでいるので、駐車場になると非常に困る。」

と聞いております。私も現地調査の時に、すぐ真横に家があり、駐車場にな

ると、出入りするトラックが増えることは非常に困るのではないかと思いま

した。皆さんの意見を聞きたいと思います。  

 

議  長  

 その他、ほかに意見ございますか。  

 

山本委員  

 ４条許可の許可相当かどうかという判断は、転用することによって周辺農

地に悪い影響を与えるかどうかということがポイントだと思うのですが、周

りの環境、農地以外の住環境も判断基準に含まれるのでしょうか。  

 

山室主幹  

 申請書の添付書類として、被害防除措置計画書を添付していただいていま

す。被害防除措置が適正にされているか判断するもので、今、山本委員がお

っしゃいましたように、周辺の農地への日照・通風等に影響を及ばさないた

めの措置がされているかといったものがあり、周辺の農地に悪影響が起きる

かどうかが被害防除措置の中にあります。  

この案件は、特に影響がないと提出していただいております。この他に用

水計画がどうか、排水計画がどうか、転用することによっての用水計画、排

水計画はどうか、あとは汚水や生活雑排水処理がちゃんとするかどうかとい

ったところが被害防除措置のポイントということになっております。  

被害防除措置計画書には近隣の住環境に関する事項がありませんので、直

接には転用の許可の審議の対象にはならないとは思いますが、総合的に勘案

して判断するところだと思います。  
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議  長  

 今事務局の説明がございましたので、この案件は皆さんがどのようにした

らいいか判断していただきたいと思います。  

 

梶山委員  

 ６番の梶山です。今事務局から説明があった内容ですと、不許可の判断を

したことを裁判で争うと、農業委員会は負けると思います。不許可の判断理

由の問い合わせがあれば、駄目な理由が農業の関係以外ですから、理由とし

てどうなのですかね。  

 

山室主幹  

 農地法に関しては梶山委員がおっしゃいますように、農地法の対象外とい

うことです。そうは言いましても、奥田委員が懸念されますように、近隣住

民の合意が得られてない状況の中で許可をするというのも、問題があります。 

 継続審議とするかどうかというところだろうと思いますが、これは農地法

以外の部分だから割り切って判断することもあるかと思いますし、近隣住人

の懸念まで押し切って判断するのも難しいということで、継続審議とするこ

ともあると思います。  

 

梶山委員  

 本人はうるさいと言っても、他の者は、この程度なら許容範囲だよと言う

ことがある。ただ駐車場というだけでうるさくてどうもならないという判断

ができるのかどうか、奥田委員一人に判断をしなさいというのも大変でしょ

うから、町内会の方がどう思うのかを聞く方法もあるだろう。  

 

吉田委員  

 現地調査は、事務局１名ないし２名、または農業委員が１名ないし２名で

調査しているのですが、この件については奥田委員がお一人で調査していて、

事務局も１名か２名は同行していると思うのですが、当日は騒音や近隣の高

齢者の話は出なかったのだと思うのです。その後奥田委員が近隣住人からい

ろいろお聞きされる中で、許可に相当しないのではないかと不安になってし

まった。近隣の住民の意見を聞くのだという姿勢だと思うのです。  
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そこで佐伯区内には、奥田委員、児玉委員、私と３名の委員がいるので、

３名でもう一度現地を見させていただいて、事務局そして奥田委員ともう一

度相談しまして次回までに結論を出しますので、保留させていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。  

 

議  長  

 今、吉田委員から意見をいただきました。吉田委員、奥田委員、児玉委員

にもう１回調査していただいて報告、意見は次回に持ち越しするということ

でよろしいですかね。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

 では、そういうことで、よろしくお願い致します。  

  

沼田委員  

その件は、地元の委員にお任せして何の問題も無いのですが、我々農業委

員は、農地法以外のことも鑑みて許可相当かどうかを判断しなさいという判

断になるのですか。  

 

議  長  

それは難しいと思います。原則としては、農業委員は農地法の判断が原則

だと思うのですが、近隣の人の迷惑とか色々ある問題が重大で甚大であれば、

考えなければいけない場合もあるかもしれませんが、ケースバイケースだと

思います。事務局はどう思われますか。  

 

山室主幹  

農業委員会は、あくまでも農地法に基づいて許可するかどうかに絞って審

議していくことになります。ただ、そうは言っても近隣住民と折り合いが悪

くなるというのもどうかということもあります。他法令に適合しているかど

うかはもちろん確認しますが、その他の要件を判断に加えるかどうかは難し

いところです。農地法に限って判断すればよくて、他法令は宅造法とかいろ
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いろありますが、農地法以外の判断はそこですればいいという考えもありま

す。なかなかそこが割り切れないところだと思います。  

 

沼田委員  

 許可条件のところに、「近隣のトラブルは自己で解決されたい。」という一

文を入れていただくわけにはいかないのですかね。  

 

議  長  

 それは、申請書の中に、提出した時に記載してもらうという事ですか。  

 

沼田委員  

 許可書の交付の時に付ける許可条件です。あくまでも我々農業委員会は農

地法に基づいた判断をします。近隣トラブルについては、個々で解決するよ

うにしてくださいと。近所のトラブルまで私らが出て解決するということは

できないのではないかと思うのですがね。  

 

議  長  

 それは、難しいと思います。  

 ただ、あとは事務局の判断で、そのように条件をつけてもらうことができ

れば、私らとしても一番動きやすいですね。  

 

沼田委員  

 色んな場面もあるかと思いますが、私らは農地法を頭に入れて今まで判断

してきたつもりでおりますので、近所のトラブルまで口を出すというのは難

しいのではないかと思います。ですから、許可条件のところに、近隣トラブ

ルは自己で解決してくださいと。今回でも、騒音とか振動とか埃とか色々な

問題が駐車場で出たら、それは駐車場の持ち主と隣の方と、防音設備をする

とか、埃が出ないようにするとか、振動対策をするなどしてもらわないと、

どうにもならないです。我々がああしなさい、こうしなさい、という立場に

もないですから。その辺はどこかで線を引かないと、私らは民生委員ではな

いのですから。  

 



１３ 

議  長  

 分かりますけど、時々開発許可の時に迷惑かけないというような条件があ

りますよね。  

 

梶山委員  

 大体条件がついていると思います。  

 

議  長  

今回は、開発許可とはちょっと違うと思いますが、沼田委員が言われるよ

うに、農地以外の判断も私らが全部やっていたら、農業委員が民事まで関わ

るという事になります。だれがどういう判断をするかが問題なのです。  

事務局が今後はそういう判断基準にしますといえば、以降同じようにする

が、この場合はこのように対処するという判断になれば、それに対処してい

くのが一番いいと思います。  

 

梶山委員  

 条件として、こういう問題がある時には、近隣トラブルは自分で解決して

くださいという条件にしておけば、割とスムーズにいくのではないか。えこ

ひいきする者がいたら、こっちの肩持って、こっちの肩持たなかったら、そ

の都度違う判断をしないといけなくなりますよね。どちらの肩を持つかにも

よりますが。その辺を一緒に検討しておいてください。  

 

議  長  

 大変難しい問題なので、もう一回皆さんで再確認・相談してみていただき

たいと思います。できるだけトラブルが無いようにしていきたいと思います。

よろしくお願い致します。  

今回の案件は、さきほど吉田委員が言われたように、吉田委員と奥田委員

と児玉委員がもう一回調査して、相談の上来月の総会にあげるということで、

今回は保留にさせていただきます。それでよろしいですか。  

 

           （委員：異議なし）  

 



１４ 

議  長  

それでは、そのようにさせていただきます。  

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、転用を目的とする農地の売買等に関する農地法第５条の規定

による許可申請の８件について説明します。  

議案の６ページ、７ページをご覧ください。  

１番は雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、住宅の建築のため

の車両通路として利用するものです。一時転用期間は、令和３年３月３１日

までとなっています。  

２番は宅地への転用事案で、食料品の加工、販売、飲食店の経営を行う譲

受人が、申請地を譲り受け、店舗・燻製工場として利用しようとするもので

す。  

３、４番は雑種地への転用事案で、市が譲り受け、コミュニティ広場とし

て利用しようとするものです。  

５番は、宅地への転用事案で、木工・創作家具を製造している譲受人が申

請地を譲り受け、倉庫兼工房として利用しようとするものです。  

６番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、農家住宅を建築するもの

です。  

７番は雑種地への転用事案で、土木建築資材の販売、外構など土木工事の

請負をする譲受人が、資材置場として利用しようとするものです。  

８番は雑種地への一時転用事案で、申請地を譲り受け、○○バイパス○○

高架橋の工事に係る資材置場として利用するものです。  

１番の案件は、農用地区域内の農地であり、ほ場整備された第１種農地で

あり、その許可方針は「原則として許可しない。」となっていますが、審査基

準により「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもの

であって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であ

ると認められる。」に該当し、各不許可の例外に該当するものと思われます。 

５番の申請地は平成１５年度に実施された基盤整備促進事業区域内の農地

で、非農用地として換地を受けた非農用地区域内の第１種農地であり、第１



１５ 

種農地の不許可の例外に該当するものと思われます。  

１番、５番を除く申請地は全て、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、転用許可できない区域に立地する農地では

なく、また、転用の確実性があり、被害防除措置も妥当と認められることか

ら、農地法第５条第２項の不許可の要件のいずれにも該当しないものと思わ

れます。  

なお、１番・８番の案件については、既に農地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」に基づき、追認許可しよう

とするもので、申請書には始末書を添付させています。  

また、３番の案件は、農振農用地でありましたが、農用地区域から除外さ

れていることを確認しています。  

１番から８番の８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番から４番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

１番、２番につきましては、５月２０日に事務局職員２名と一緒に現地調

査を行いました。  

 １番の農地は、ほ場整備された農振農用地の第１種農地ですが、この土地

に隣接する譲渡人の宅地に、長男である譲受人が自分の家を建てたいという

ことで、建設重機を手配するのに出入口が無いものですから、ここを一時的

に転用したいということす。公道を除いて、一時的に使って、新築工事が終

われば、また元に戻すということで、特に問題は無いと思います。  

 ２番の土地は、これは農振一般で、新たに店舗と燻製工場を設けるわけで

すが、周囲一円の状況から見て、被害が発生することはありませんので、問

題ありません。  



１６ 

 続きまして、３番、４番は、広島市の事業として、この土地にコミュニテ

ィ広場を設置するということになります。地元の要望でもあり、特に何の支

障もありませんので、問題になることはないと思います。  

 

議  長  

 ５番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

５番について、令和２年５月１９日に事務局職員と現地調査を致しました。

県道から南向きに１０メートルくらい入ったところです。譲渡人は、現在県

外にお住まいでございまして、空き家となっているところですが、空き家の

前側が広場、今は草が生えて雑種地みたいになっていますが、そこの農地を

所有権移転しまして、先ほど事務局から説明がありましたが、工房を建てて、

機械等を設置する倉庫を建てるということでございます。倉庫を建てること

についても周辺農地への影響は無いと思います。  

 

議  長  

６番、７番、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

 １５番の河野です。  

まず６番の件は、５月１８日に事務局と現地調査に伺いました。この６番

の譲渡人と譲受人は親子の関係になりまして、この譲渡人が高齢な為に、農

業が出来にくいということで、息子が親元に帰り、実家の真横に住宅を建て

られる。ここは市街化調整区域になっており、親族が農家住宅を建てる、と

いうことであります。  

 続いて７番ですが、これも５月１８日に山縣委員と事務局とで現地調査を

致しました。これは、事務局の説明でもありましたように、建材や資材置場

としてここを使うということで、周りの環境からして問題はないと思います。 

 

 



１７ 

議  長  

 ８番、山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。  

８番について説明します。この件につきまして、本年５月１８日、私と河

野芳徳委員及び事務局職員２名で現地調査しました。申請地は県道に面して

おり、既に資材置場になっています。譲受人が、○○バイパス高架橋工事の

資材置場として、令和５年６月１０日まで借り受け、資材置場として一時転

用するものです。周辺農地に被害は生じないと認められ、転用することに異

議はなく、許可相当と認めます。  

 

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せんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第３号の８件を許可することに決定いたします。  

続きまして、議案第４号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取につい

てですが、議案番号の３番は○○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３番を除く２件を上程

します。  

事務局に説明をお願いします。  

 



１８ 

西村主事  

議案第４号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の、３番を除く２件

について説明します。  

令和２年５月１５日、１８日付けで、広島市長より農業経営基盤強化促進

法に基づく農業経営改善計画の認定審査にあたり、意見聴取の依頼がありま

した。  

この計画認定にあたっては、農林水産省経営局長通知による「農業経営基

盤強化促進法の基本要綱」に基づき、「市町村は、農業者等専門的な知識を有

する者から意見を聴取することができる。」とされており、農業委員会の意見

を求めてきたものです。  

認定を受けるための要件は、３点あります。  

第１点が、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が策定した「基本構想」

の経営指標に照らして適切であること。  

第２点が、目標を達成することが確実であると見込まれること。  

第３点が、農用地の効率的、総合的な利用を図る内容となっていることと

なっています。  

 なお、御存じのとおり、農業委員会法第８条の規定により、農業委員は、

認定農業者が過半数を占めるようにしなければならないとされております。  

それでは、議案の８ページをご覧ください。  

農業経営改善計画の概要は、議案に記載しているとおりです。申請の詳細

については、別冊をご覧ください。  

１番の法人は、安佐南区で就農し、現在、ハウスでコマツナ、広島菜等を

栽培しております。  

今回の変更内容は、前回の計画に、ハウス、出荷調整施設を増設し、作業

効率の合理化と作業環境の充実を図ることを加えたもので、年間の就労時間

〇〇時間、農業所得〇〇万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。  

２番の申請者は、平成２１年から、東区、安佐北区、○○市において、ハ

ウスでコマツナを栽培しています。○○市においても、平成２８年２月に農

業経営改善計画の認定を受けております。  

この申請者は、平成３０年に経営改善計画の更新を行っておりますが、今

回、農業制度資金等を活用し、ハウスを２棟増設し、環境制御機器の導入を

行い、イチゴの観光農園化を目指す計画変更を行うために計画を申請してい



１９ 

ます。従来は、計画変更として市が再認定を行っていましたが、今年４月に、

農業経営基盤強化促進法基本要綱が改正され、県内の複数市町村で農業経営

を営む者が、経営改善計画の認定を受ける場合は、都道府県知事が認定を行

うこととなりました。今回の申請者は、広島市と○○市で農業経営を行って

いますので、広島県に対して新規で認定申請を行うことになります。  

以上で議案第４号の３番を除く２件の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第４号の議案番号１番、２番について、事務局の説明が終わりました

ので、担当推進委員のご意見をお伺いします。  

 初めに、１番は野稲推進委員からご意見をお伺いします。  

 

野稲委員  

 安佐南区沼田地区吉山を担当しております農地利用最適化推進委員の野稲

です。よろしくお願い致します。  

１番の株式会社○○についてです。５月２３日に伊藤農業委員とともに○

○を訪問しまして代表取締役の○○にお話をうかがいました。○○は「ひろ

しま活力農業経営者育成事業」の９期生の方で平成２０年から就農されてお

ります。  

説明にもありましたようにビニールハウスでコマツナや広島菜等の野菜を

栽培されておりまして、主に生協とか、スーパーとか、学校給食に出荷をさ

れております。この４月に第３農場を開設するために約〇アールの規模拡大

をしておりまして、〇ａの保有地と〇ａの借入地で経営されております。〇

名の従業員も働いておられ、最近はコロナウィルスの影響で、取引先であり

ます旅館の従業員も受け入れられるなどして、雇用において地域に貢献され

ております。  

この度の計画は、第３農場の設立を行った農地に、ハウスですとか調整棟

を設置する検討されているとのことでした。地元としても頑張っておられる

○○を応援しており、今後も応援していきたいと思っております。以上の事

から農業経営改善計画について問題はないと思われます。  

 

 



２０ 

議  長  

伊藤委員、その他何かありませんか。  

 

伊藤委員  

 今、野稲委員が言われました通りでありまして、私の地区に活力生が１０

人ほどおりますが、〇〇は第９期生なので、今年で１０年か、１１年が経過

した頃です。今非常に優秀な活力生のうちの一人で、報告第６号を見てもら

えれば分かりますが、農業用施設の届出が６件出ていますが、そのうちの３

件が○○で、新たにほ場を手にして規模拡大していきたいという事で、非常

に熱心に取り組んでおられます。ぜひ応援をしていきたいと思っております。 

 

議  長  

続いて、２番は松原推進委員、お願いいたします。  

 

松原委員  

 安佐北区白木町の中三田地区、下三田地区を担当しております推進委員の

松原と申します。今回は、５月１８日に己斐農業委員と一緒に○○を訪問い

たしました。○○が平成３０年以来親身に農業をされ、コマツナ等を栽培す

ることで非常に感激されておられました。現在コマツナの出荷をしておられ

ますが、従業員一人が働いておりまして、あとは全員家族ということで非常

に合理的に経営されております。  

先ほど事務局から説明がありました通り、今回の計画ではビニールハウス

を増設し、イチゴの栽培を取入れ、観光農園として活用していきたいという

ことであります。１８日に１棟建てられ、それから３日後には、もう１棟、

すでにハウス２棟が建設されていました。１１月の開業を目指して非常に頑

張っておられます。地元としても応援していきたいという感じがすごくあり、

この農業経営改善計画について問題はございません。  

それから先ほど事務局からの説明で触れられましたが、申請者のほ場が市

町村にまたがる場合、新たに申請しなければなりません。そのため、今回の

この申請は新規ということで、本来であれば更新で良いのですが、ほ場が○

○市とまたがることになりますので新規の認定となりますが、内容は更新と

いうことになります。この申請につきまして私たちが調べた結果、認定する



２１ 

ことに異議はございません。農業委員の皆さんの認定をよろしくお願いした

いと思います。  

 

議  長  

己斐委員、この他に意見をお願いします。  

 

己斐委員  

 松原推進委員からありましたように、イチゴの観光農園に取り組む予定に

しているのですが、今はいいでしょうが、将来はお客さんがたくさん来られ

た時に駐車場の確保をどうしようかなと、今迷っているところです。来客者

分のスペースを確保しようと思うと、ある程度の面積がいるのではないかな

と思っていますが、申請地はほ場整備地域の中にありますから、ほ場整備地

を駐車場にということは、許可にはなるようですが、農地として活用するべ

きだと思うし、ほ場整備外のところを駐車場確保ということに私ども考えて

いかないといけないと思っているところでございます。今のところ○○は非

常に頑張ってやっておりますので、私どももバックアップしていこうと思っ

ています。  

 

議  長  

その他、ご意見、ご質疑ございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですがで、「意見なし」と、市長に回答することにしてよろ

しいでしょうか。  

 

        （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の３番を除く２件を、「意見なし」と、市長に

回答することに決定致します。  
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続いて、議案第４号の議案番号３番の案件に入ります。○○委員は退席を

お願いします。  

 

         （○○委員  退席）  

 

議  長  

それでは、議案第４号の議案番号３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４号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の３番について説明

します。  

３番の法人は、平成２７年に安佐南区○○で設立され、露地で水稲、玉ね

ぎを栽培しています。平成２７年の認定が終了したことから、更新するもの

です。乾燥機やドローンを新たに導入することにより、生産方式の合理化を

行い、経営関係の専門職員を雇用し、経営の合理化を行うことで、年間の就

労時間〇〇時間、農業所得〇〇万円を目指す計画を立て、再認定を受けるも

のです。  

以上で議案第４号３番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、野稲推進委員の意見をお願いします。  

 

野稲委員  

 ３番の農事組合法人についてです。５月３１日に梶山農業委員とともに訪

問しまして、代表の○○委員にお話を伺いました。法人は、今話にありまし

たように平成２７年に設立され、水稲を主体として営農されておりましたが、

近年は玉ねぎ栽培にも取り組まれております。昨年の１２月には約７ヘクタ

ールの規模拡大をされており、現在は○○ヘクタールで経営され職員は○○

名、組合員が○○名で構成されております。この度の計画は、規模拡大され

た農地へ農機具倉庫を増設し、農機具の購入も希望されているとのことでし

た。先ほども地域内に活力生がたくさんいらっしゃるということでしたが、



２３ 

活力生と一緒になって地域の農地を守りたいということでした。地元として

も頑張っておられますので、今後も応援していきたいと思っています。この

農業経営改善計画の変更については問題ないと思います。  

 

議  長  

梶山委員、その他ご意見はございますか。  

 

梶山委員  

 野稲委員が言われた通りで、特にはないです。どこも一緒ですが、役員の

年齢を見ると随分若い年齢で一生懸命頑張っておられますので、いいと思い

ます。どこも一緒ですが、大変だろうと思います。  

 

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  

 農業用機械等の取得計画にドローンが計画されているのですが、このドロ

ーンというのは、広島市の農業において今はどの程度普及しているのですか。

いろいろテレビ等で見ると、米処の新潟、秋田辺りでは、種まき、肥料の施

肥、あるいは農薬散布に、実験的にかもしれませんが進めておるようです。

そのような作業に反映されれば、非常に農業が楽になるのではないかと思い

ますが、今の広島市の農業は、このドローンの使用状況というのはどのよう

になっているのでしょうか。どこかの地区で、積極的に導入している所があ

るのですか。皆さんのところで、取り組みをしているという事例があれば紹

介してください。  

 

河野（信）義委員  

私の地区では水稲の防除をしています。  

 

河野（芳）委員  

 水稲の防除はどれくらいの面積ですか。  
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河野（信）委員  

 ２町か３町くらいですか。  

 

河野（芳）委員  

 それを農業法人でやっているのですか。  

 

河野（信）委員  

営農組合です。  

 

河野（芳）委員  

営農組合がドローンを、ローンを組んで購入しているのですか。  

 

河野（信）委員  

 いやいや農協と町内会で購入しています。元はヘリコプターでしたが、去

年が初めて導入しました。  

 

河野（芳）徳委員  

 やはり作業効率はいいですか。  

 

河野（信）委員  

 いいですよ。  

 

河野（芳）委員  

 やはりコストの問題があって今のところあまり普及していないのですか。  

 

河野（信）委員  

 ヘリコプターよりは効率がいいです。  

 

河野（芳）委員  

 他にはないですか。  
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奥田委員  

 佐伯区石内で、農協が仲介してドローンを使用しました。８畝以上の農薬

散布がまとまれば利用できます。年２回、取水前、取水後に行います。今年

から希望者を募ってやっています。  

 

議  長  

いろいろと試験的にドローンの運営されているようですが、多分法人とか

の大きな規模でないと、なかなか運営は難しいと思います。  

 

河野（芳）委員  

 農協でもドローンのリースを使っているけど、そのドローンに関してはリ

ースではないですか。  

 

議  長  

ドローンの導入の話はあるが、要望があればしますと言う程度です。農協

自体は機械を買っていないと思います。それと、試験的にやってくれと要望

があれば、試験的に安佐南区川内などで行うかもしれません。  

 

河野（芳）委員  

 わかりました。  

 

佐藤委員  

 ○○のところでちょっと気になるところがあります。コマツナからイチゴ

にシフトするため、コマツナの面積を減らし、イチゴを増やして作付けをす

るという事ですが、人が○○名から○○名と書いてあり、人件費が○○万円

くらい増える計算になっているので、一人当たり○○万円の人件費になりま

す。すごい給料ですが、正社員の従業員として雇われているなら分かります。

これだけのイチゴの作付けを増やして、コマツナの作付けを減らすというこ

とで、人員的には回る計算なのだと思うのですが、ちょっと不安なところが

あります。あとは地元の方で、この人員を賄えるのでしょうか。  
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松原委員  

 それについてですが、イチゴ農園を開園する時には、改めて募集というの

をするということでございます。  

 

佐藤委員  

 それが、令和６年に○○名ということで○○名増やしているのです。現状

からいうと、その○○名増やした分の人件費が○○万円近くアップしている

ので、これはパートではなくて従業員として考えておられるのですか。単純

に引き算してから二人で割ってはいけないかもかわかりませんが。  

というのは、イチゴの栽培は手間がものすごくかかる作物ですから、パー

トがたくさん必要になる。もしくは、専門的な知識がある程度いるかなと思

っていて、専門家を雇うための人件費として計上しているのであれば別に心

配はしないのですが、その辺のことがこの資料からだけでは分かりづらいの

です。この人数で人手が足りるかを心配しています。  

 

森下技師  

 人員を増やすということもしますが、その他に生産方式の合理化に関する

現状と目標・措置の項目にありますとおり、ハウスを増設して環境制御機器

を導入することによって機械化を進めていき、人員を少数で済ませている。

合理化による人手の削減で対応されているのではと思います。  

 

佐藤委員  

 何の心配も必要ないのですが、ちょっと心配だったものですから。  

 

議  長  

 佐藤委員が言われるのは、人件費が増額となっているが、それを賄えるの

か、人件費が増えてもいいのか、ということでしょうか。  

 

佐藤委員  

 そうではなくて、単純に○○名増やされる部分が、○○万円という金額で

表れているが、パートではなくて、普通に従業員として採用を考えておられ

るのかと思ったのです。ちなみにページでいうと別冊２の経営収支参考様式
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で「雇人費」が現状は○○万円くらいで、それが令和６年に○○万円になり、

それに付随して、○○名から○○名にすると出ていまして、増額分が新規に

採用したパートの人件費で、おそらく従来のパートの時間を増やしているこ

とも含めていると思うのですが、私は心配性だから聞いてみたのです。  

 

議  長  

 佐藤委員が言われるように、常時の正社員かパートかで違うと思うのです

が、金額的には正社員みたいな感じの金額で、○○人で○○万円ですね。  

 

佐藤委員  

 単純に割り算すると、１２名で２，２００万円ですから、１２名で割って

１人当たりを単純計算したら○○万円を切るわけです。  

 

議  長  

 正社員なのか、パートなのかはっきり分からないですね。  

 

佐藤委員  

 老婆心でちょっと聞いてみただけです。やはり人手が足りるかちょっと心

配でしたから。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、「意見なし」と、市長に回答することにしてよろし

いでしょうか。  

 

（委員：異議なし）  
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議  長  

異議がないので、議案第４号の３番を、「意見なし」と、市長に回答するこ

とに決定します。  

○○委員の着席をお願いします。  

 

           （○○委員入室・着席）  

 

議  長  

○○委員、議案第４号の議案番号３番について議案のとおり決定しました

ことをご報告いたします。  

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

いことの判断について、７０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の判断

について、説明いたします。  

農地の利用状況調査の結果、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おり、その

判断基準は、農業的利用を図るための基盤整備事業等が計画されていない土

地のうち、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、又は、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利用できないと見込まれる場合のいずれかに該当するも

のと定められています。  

それでは、議案の９ページをご覧ください。詳細については、１０ページ

から１６ページをご覧ください。  

今回、１番から６番で上程している合計７０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、竹等の山林であり、農

地に該当しないと判断される土地です。  

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
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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。  

１番の件ですが、○○地区でございまして、奥推進委員と２名で現地調査

致しました。３筆ほどありますが、２筆はもうそう竹が繁茂していまして、

農地とは考え難いので山林といたしました。  

 もう１点の件は、登記簿の地目は田でございますが、雑木が生えており、

非農地と確認して、山林とさせていただきました。  

 

議  長  

２番、３番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

３月２４日に世羅推進委員と現地の確認を致しました。２番は○○でこれ

１件です。３番が○○地区で５９件、総合計６０件です。現地調査の結果、

笹、及び雑木、カヤ等が茂っておりますが、農地に再生する可能性は皆無で

あります。よって、両地区につきましては、現地調査をした結果、山林、原

野であったことをご報告させていただきます。  

 

議  長  

４番から６番、児玉委員。  

 

児玉委員  

 １９番の児玉です。  

３月１２日に岩崎推進委員と現地調査しました。  

 ４番につきましては、雑木、竹、笹、２筆ともそういう状態ですので、非

農地と判断しました。５番は○○地区で２筆確認して回りました。こちらは

竹が生えていまして、これも非農地と判断しました。６番は３件、○○を確

認して回りました。こちらの３筆とも並んでいましたが、全部雑木、笹で非
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農地と判断しました。  

 

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  

異議がないので、議案第５号の７０件を、非農地の判断をすることについ

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６号の専決処理について、１２４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８号の規定による農地転用届出１７ぺ

ージから２０ページの２７件、及び報告第２号、農地法第５条第１項第７号

の規定による農地転用届出２１ページから３３ページの６４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３４ページ、３５ページの１０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  
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３６ページ、３７ページの１２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３８ページの１件、報告第６号、農地転用

届出３９ページ、４０ページの１０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。ございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

質問がないので、報告事項を終了致します。  

続きまして、議事日程５の、「農政に係る審議事項」の議題に入ります。  

「令和３年度広島市農政に関する意見書の項目について」でございます。事

務局から説明をお願いします。  

 

森下技師  

令和３年度市農政に関する意見書の項目素案について、配布資料の１ペー

ジを開いてください。市農政に関する意見書の項目素案についてです。皆様

から提出いただいた意見をもとに、本市の農業施策の現状及び農業委員会の

活動の現状なども踏まえて事務局で検討し、意見書の項目素案と、その項目

を挙げた理由、項目の文案に取り込む具体的な事項の例について、資料を取

りまとめました。この案については、総会後に開催する意見書検討班におい

て詳細に検討いただくこととなっていますが、検討班以外の委員の方も、ご

意見がある場合は、この説明の後にお願いしたいと思います。  

１つ目の項目は、「農地の利活用に向けた多様な担い手の育成について」で

す。理由としては、農業委員、推進委員による農地利用状況調査や地権者折

衝等の現地活動により、新規就農者への農地のあっせん等により活用が図ら

れる一方、中山間地や市街地などでは、その規模や立地条件などから、必ず
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しも十分な利活用に結びつかない実態があることから、現地活動の成果の活

用と農地利用の最適化の一層の推進のため、農地の状況に応じた多様な利活

用方法の策定や関係機関の連携活動の強化、利活用の主体となる多様な担い

手の育成に取り組む必要があること、また、担い手育成研修を受講した就農

者において、主要栽培品目の価格低迷が経営を圧迫する事例等も生じている

ことから、就農後の支援も含めた既存事業の検証・見直しも必要であること

を挙げています。  

文案に取り込む具体的な事項として、  

・農地の種別に応じた利活用ビジョンの策定、利活用事例の蓄積・共有等  

・区役所やＪＡ等関係機関職員と農業委員・推進委員との連携強化   

・“ひろしま活力農業”経営者育成事業等の検証・見直し  

・新規就農者の就農後支援の拡充等を挙げております。  

２つ目の項目は、「都市農業の振興について」です。  

理由としては、生産緑地制度の導入は、本市の都市農業の振興において大

きな前進となりましたが、制度への理解が不十分な点があり、制度自体の改

善を求める声もあることから、この制度を定着させ、更なる都市農業の振興

につなげるため、導入後の効果や課題の検証、周辺都市住民も含めた制度の

周知等の継続的な取組が必要であることを挙げています。  

文案に取り込む具体的な事項として、  

・生産緑地制度の継続的な周知・普及推進  

・生産緑地の要件緩和の検討（面積、販売要件等）  

・都市部小規模農地の有効な活用方法の検討  

・周辺住民への理解促進の取組の推進等を挙げております。  

３つ目の項目は、「適正な農地利用の継続・促進に資する施策の拡充につい

て」です。  

理由としては、有害鳥獣被害は、営農の継続に深刻な影響を与えるもので

あり、耕作放棄地の拡大にもつながりかねないことから、頭数の減少など確

実な効果につながるよう実効性の上がる対策の実施を求める必要があること、

また、担い手へのあっせんに係る小規模農地整備事業や、耕作放棄地再生・

利用活動への補助など、農地の利活用に効果の上がっている施策については、

周知の上継続・拡充を図る必要があることを挙げています。  

文案に取り込む具体的な事項として、  
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・有害鳥獣捕獲体制の強化、捕獲報奨金の増額の検討  

・小規模農地整備事業の予算増額、対象農地の要件緩和  

・耕作放棄地再生・利用事業の取組事例等の周知、予算増額  等を挙げてお

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せ

んか。  

 

              （委員：意見なし）  

 

議  長  

事務局から、説明がありましたとおり、総会終了後に開催する意見書検討

班において詳細に検討していただくことにしています。よろしくお願い致し

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。  

 

森下技師  

初めに令和２年度第２回地区協議会開催日程についてです。  

配布資料の２ページを開いてください。令和２年度第２回地区協議会開催

日程予定についてです。各地区で決定した、次回の地区協議会の日程につい

てまとめております。第２回の地区協議会は現地調査となっており、利用状

況調査の目合わせ、ひろしま活力農業経営者就農候補地、耕作放棄地再生利

用事業地、認定農業者や認定新規就農者等の優良事例などをまわる予定とな

っております。  

現地調査について、集合場所、調査内容を地区ごとに決定し、別紙に記載

の上、６月１５日（月）までに、メール、郵送、ＦＡＸ等で事務局までご提

出をお願いいたします。  

次に県産品を買って応援キャンペーンについてです。  

配布資料の５ページを開いてください。これは、新型コロナウイルス感染

拡大による影響で、通信販売やお取り寄せのニーズが高まっていることから、
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広島県が県産品を紹介、販売を行える特設サイトを開設したものです。  

出品したい方向けの説明会は、５月２７日に開催済みではありますが、説

明会の様子は今後ＨＰに動画で掲載される予定ですので、興味がある方はご

覧ください。  

 

山室主幹  

 続きまして、生産緑地制度の申請についてご説明致します。資料４の７ペ

ージがＪＡ開催の生産緑地制度の説明会の案内でございます。それから８ペ

ージは中国新聞の記事、９ページは日本農業新聞の記事でございます。  

 まず、生産緑地制度の申請書につきましてご説明致します。都市計画協力

団体であります二つの農協におきまして、農業者から生産緑地制度の申請の

受付を行っております。ただし、新型コロナウィルスの影響がありまして、

農家への説明会が開催できておりませんでしたので、７ページにありますよ

うに６月２日と４日と、２回説明会が開催されたということでございます。

当初申請の締切日は、ＪＡ安芸が６月４日、ＪＡ広島市が６月５日というこ

とでありましたけれども、年内指定の申請締切日の周知が不十分ということ

でしたので、ＪＡ広島市の方は締切日を６月５日のところを６月１９日まで

延長したということでございます。  

また、ＪＡの方に話を聞いた結果ですけれども、現時点で、農家からの相

談についての説明を行って現地確認を行ったものが、約２０件あるというこ

とのようです。実際にＪＡの方に生産緑地の申請書が提出されたものが１件

あるということです。それから、申請書が提出される見込みのあるものが、

ＪＡの方では５件から８件という感触のようでした。以上、ＪＡからの聞き

取りでございました。ちなみに、９ページは沖田委員の記事も載っておりま

すので、ご覧いただきたいと思います。  

 続いて、令和２年度の農業委員会総会の開催場所についてでございます。

１０ページの資料５をご覧ください。これも新型コロナウィルスの関係です

が、コロナウィルスとか災害とか、突発的な事態に対応できるように、東区

役所の会議室の使用について見直しが行われまして、農業委員会等の総会の

会場も変更となったということでございます。年度当初は第３会議室がほと

んどだったのですけれども、ご覧のように、３階の農業委員会の隣の第４、

第５会議室を中心に会場が変更となっておりますので、お間違いのないよう



３５ 

にお願いしたいと思います。  

 続いて１１ページ、資料６でございます。農業委員会の研修会の開催につ

いてでございます。来月の総会は７月６日午後１時から開始致します。その

後、親和会の総会を行いまして、午後３時半から農業委員、推進委員合同の

研修会を行いたいと思います。  

内容としましては、「農地の利活用の推進に向けた農業委員会活動について」

というテーマで進めていこうと、今計画をしております。その下にあります

ように、例年７月に開催しております農業委員会懇親会は、会長にも相談さ

せていただいたのですけれども、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点

から、ちょっと開催は困難であろうということで、中止とさせていただきた

いと思います。  

 それから、机の方に置かせていただいておるビニールファイルに入った活

動記録帳の提出についてでございます。この活動記録帳はビニールファイル

の中に４月分から来年３月分まで１２か月分１２枚の紙があります。今年度

も毎月の活動内容を作成の上、事務局の方へ提出をお願いしたいと思います。

本来この活動記録帳は、４月の総会の時にお配りすべきでしたけれども、遅

くなりまして申し訳ございません。  

 

西村主事  

 続きまして、資料の１２ページ、資料７でございます。令和２年６月の現

地調査についてお伝えします。今月の議案の締切は６月１５日の月曜日です。 

 現地調査の日程については、１５日の夕方５時１５分から６時頃で調整さ

せていただきます。現地調査の日程です。１日目が６月１６日火曜日午前が

旧市で午後が安芸区を予定しております。２日目、６月１７日水曜日です。

午前を安佐北区の可部、安佐地区、午後を白木、高陽地区を予定しておりま

す。３日目、６月１８日木曜日です。午前を安佐南区、午後を佐伯区で予定

しておりますので、日程の調整の方をご協力いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。  

 

森下技師  

 続きまして、別刷りの３枚ものの資料をご覧ください。一番下に置かせて

いただいております。「高収益作物次期作支援交付金」についてです。これは
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新型コロナウィルスの影響によって、売り上げが減少する等の影響を受けた

野菜、花き、果樹、茶等の高収益作物について、次期作に前向きに取り組む

生産者を支援するというものになっております。こちらの交付金の対象とな

るのが、令和２年２月から４月の間に野菜、花き、果樹、茶について出荷の

実績がある、または廃棄等により出荷できなかった生産者です。交付金の対

象となる生産者の高収益作物の次期作に対して、１０アール当たり５万円が

交付される取組のものと、１０アール当たり２万円が交付される取組があり

ます。いずれの取組も中山間地域等では単価を１割加算するものです。  

 １枚目の裏面に公募全体のスケジュールが記載されておりまして、実は情

報提供があったのが６月３日であり、第１回の公募が６月２日で終わってい

るというような状況でございます。現在第２回の公募に向けて、６月中旬を

予定しておりますので、各関係機関で連携して、急ピッチで準備を進めてお

る状態です。現在対象となる生産者についてリストアップしており、来週前

半にこの交付金について、もっと具体的に記載された通知の発送を予定して

おります。また今後農談会等で随時情報提供を行わせていただきます。書類

の提出方法や様式について次のページ以降に取組の項目やこの制度の概要等

が記載されているのですが、そのあたりの具体的なところも、来週以降の通

知の発送をお待ちいただければと思います。今回はちょっと速報版というこ

とで、これくらいの情報提供となってしまい、大変申し訳ないのですが。委

員の皆さんは、本日コロナの影響でこのような交付金があるということを知

っておいていただいて、来週以降通知が届き次第、周りの農家の方で知らな

い方、コロナウィルスの影響で困っている生産者の方がいらっしゃいました

ら、情報提供のご協力をお願いしたいと思います。以上で説明を終わります。  

 

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。ございませんか。  

 

          （委員：意見なし）  

 

議  長  

これで令和２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ご
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ざいますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

次回の総会は、令和２年７月６日（月）午後１時から、会場は東区役所５

階研修室で行う予定です。開始時刻がいつもより早くなっていますので、お

間違えのないようお願いします。また、引き続き研修会も行いますので、よ

ろしくお願い致します。  

それでは、己斐会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

己斐会長職務代理者  

 それでは、一言ご挨拶させていただきます。  

 野稲推進委員並びに松原推進委員、今日はご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございました。気をつけてお帰りください。  

 また、農業委員の皆様方におかれましても、ちょっと気温も暑くなってき

ております。もうすぐ梅雨にも入るのではないかと思いますので、体の方も

十分気をつけていただきまして、また７月６日午後１時に、この会場でお会

いできることを楽しみにしております。本日は大変ご苦労様でした。  


