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平成３０年第８回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年８月７日（火）   開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後２時３０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  ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守（欠席） 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    

８番  岩重   守  

 

６．議事録署名者  

３番  山本  香織     ４番  鍜治山  正照  

 

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 

主査      有馬 隆幸 

 

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）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  

（６）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  

 

・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について  

 

・その他 

（１）「所有地及び耕作地に関する申告書」の送付について  

（２）平成３０年度第２回、第３回地区協議会の日程等について  

（３）平成３０年８月の現地調査日程について  

 

 

 

議  事 

 

議  長（河野会長）  

ただいまから、平成３０年第８回の広島市農業委員会総会を開催させてい

ただきたいと思います。  

 本日の欠席は、８番の岩重委員、１名でございますが、出席者が過半数に

達しており、会議は成立いたします。  

 会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名させていただきます。  

３番、山本委員、４番、鍜治山正照委員、よろしくお願いします。  

それでは、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、５件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

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したり、貸し借りする場合は、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。 
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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番は隣地との境界を分筆及び所有権移転を行うことにより整理し、農地を整形す

るものです。 

２番、３番及び５番は経営規模拡大のため申請地を取得するものです。 

４番は新規就農するため所有権移転をするものです。野菜及び果樹（ぶどう・栗・

柿）を栽培する旨の営農計画書が添付されています。 

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  

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番については伊藤委員、よろしくお願いします。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。先月１９日に、梶山委員、事務局職員と現地調査を行い

ました。記載された申請事由のとおりで特に問題ないと思われます。  

 

議  長  

２番につきましては岩重委員ですが、本日は欠席ですので。己斐委員に伝

えているということですので、己斐委員、よろしくお願いします。  

 

己斐委員  

２番、３番一緒で、よろしいでしょうか。  



４ 

 

議  長  

はい。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。  

２番、３番につきまして、７月１８日 (水 )に岩重委員と事務局職員と現地調

査を行いました。規模拡大ということで農地の所有権を移転するという案件

で異議はございません。  

２番につきまして、○○農園の社長さんでして、この方の経営規模拡大で

ございました。２番、３番とも異議はございません。  

 

議  長  

４番につきましては、谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。  

 ７月１８日に、河野信義委員と事務局職員と現地調査を行いました。譲渡

人は遠方に住んでおり、農業をすることが難しいということで、譲受人に所

有権を移転されるものであります。譲受人は新規就農ということで、野菜と

果樹、柿とか、ぶどうを栽培されるということで、特に問題はないと思われ

ます。  

 

議  長  

５番につきましては、前田委員、よろしくお願いします。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

 ５番について説明をいたします。  

 ７月１９日に谷口迪生委員と事務局職員と、現地調査を行いました。譲渡

人は、不在地主でございまして、後継ぎもいないということで、農地を貸し

たいということでございました。受ける方は現在稲作を中心に営農しており
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ますが、これから野菜が作りたいということで農地の確保を希望し、こうい

ったことになりまして、大変いいことで、異議はございません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（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５件を許可することに決定させていただき

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

２件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

有馬主査  

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

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、雑種地への転用事案で、近隣の事業所の従業員及び来客用の貸駐車場と

して利用するものです。 
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２番は平成３０年第５回総会の議案第３号の４番において分家住宅を建てること

で審議し、農地法第５条による許可を承認された案件ですが、分家住宅の計画を取

りやめ、雑種地への転用事案とするもので、自家用及び来客用駐車場として利用す

るものです。 

なお、農地法第５条による許可申請について、本年７月２日付けで取下願が提出さ

れています。 

１番、２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、これらはいずれも、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。 

これらの案件は、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２号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、担当委員のご意見をお伺いします。  

１番につきましては、私のところでございます。  

この前から色々と出ております、飯室と可部の境目の太田川水域の土地で

ございまして、これは７月１８日に事務局職員と現地調査を行っております。 

特別、周囲の状況に被害を及ぼすことはございませんので、許可相当と私

は思っております。  

 

議  長  

 ２番につきましては、佐藤委員よろしくお願いします。  

 

佐藤委員  

 １１番の佐藤です。７月１８日に事務局職員と現地確認しました。事務局

の説明のとおり、農家分家住居予定だった所を、雑種地、駐車場ということ

で転用されるわけですが、周りに農地もなく、問題ないと思います。  



７ 

 

議  長  

それでは、その他の方で、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２号の２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

１０件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

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番及び５番から７番は雑種地への転用事案で、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。１番の法人は不動産業、５番は建設業、６番の法人

は自動車部品製造業、７番の法人は土木工事業を営んでいます。 

２番から４番は太陽光発電設備用地への転用事案で、申請地を借り受け又は譲り
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受け、太陽光パネルを設置しようとするものです。 

８番及び１０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、８番は従業員用駐

車場、１０番は貸駐車場として利用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、駐車場への進入路として利用

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、６番及び８番の案件は、転用済みまたは既に工事に着手されていますが、

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。申請書には、始末書を添

付させています。 

２番、５番及び８番の案件を除く７件の案件につきましては、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。 

また、２番、５番、８番の案件は農振農用地であり、現在、農業振興地域の整備

に関する法律に基づく１１条公告が平成３０年６月８日付けでされており、農用地

区域からの除外を確認し、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

見を伺いします。  

１番、山本委員。  

 

山本委員  

３番の山本です。７月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。資材

置き場への転用案件です。現状は休耕で周辺に農地は少なく、転用後の影響

はないものと思われます。  



９ 

 

議  長  

２番につきましては岩重委員ですが、本日は欠席ですので、事務局に伝え

ているということですので、事務局からお願いします。  

 

山室主幹  

 岩重委員から意見をことづかっております。  

 農振除外の案件で７月１７日に事務局職員と現地調査に行ってまいりまし

た。周辺の農地の影響もなく、問題はありません。  

 

議  長  

３番から６番は己斐委員よろしくお願いします。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

 ３番、４番は、７月１８日に事務局職員と現地調査を行っております。３

番は賃借権を設定して、太陽光発電装置を設置して、向こう２０年間、土地

の有効利用を行う案件です。この申請地に接している農地があるんですが、

ここも太陽光設備のために、転用許可済みになっておりまして、このたび許

可になれば、一緒に設置されるのではないかと思われます。別に問題はござ

いません。  

４番も太陽光発電の設置案件ですが、譲渡人も年齢が高いということで、

先行き、耕作が出来ない、ということもあるようでございまして、申請地の

周辺も、ほぼ休耕中でございまして、結構この付近も太陽光設備が点在して

いる地区でございまして、一応問題はございません。  

５番は、７月１７日に現地調査を行っております。事業拡大に伴う資材置

き場ということで、購入する案件でございまして、周辺には農地もなく、問

題もありません。  

 ６番は、７月１８日、事務局職員と現地調査を行っております。譲受人は

自動車部品の製造加工等の営業をしておられる方でございまして、その資材

の置き場として購入するということです。周辺農地に与える影響もなく問題

はありません。  



１０ 

 

議  長  

７番は佐藤委員、よろしくお願いいたします。  

 

佐藤委員  

 １１番の佐藤です。７月１８日に事務局職員と、現地を確認しました。周

りに農地もなく、問題ないと思います。  

 

議  長  

８番、９番につきましては私の方でございます。   

８番につきましては、７月１７日、９番につきましては、７月１８日に、

事務局職員と現地を調査させていただいております。  

 先程、事務局から説明がありましたように、８番につきましては始末書が

出ているようです。それから９番につきましては、同じく事務局の説明とお

りでございまして、特別、問題はございません。  

 

議  長  

１０番につきましては、谷口迪生委員よろしくお願いいたします。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。７月１９日に事務職職員と現地調査を行いました。問

題はありません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（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）  



１１ 

 

議  長  

異議がないので、議案第３号の２番、５番及び８番を除く７件を許可する

ことに決定いたします。  

２番、５番及び８番の案件については、事務局の説明のとおり、農用地区

域からの除外を確認し、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、「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。  

 

有馬主査  

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、建設業を営む法人が、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、広島市発注の「筒瀬トンネル」建設工事に伴い、

設置していた仮設現場事務所及び資材置場用地を、引き続き広島市発注の道路工事

のために使用することとなったため、一時転用の期間を平成３１年４月１５日まで

とする事業計画変更の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  

事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意見を伺います。  

谷口憲委員、よろしくお願いします。  

 

谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。  

７月１８日に事務局職員とで現地調査を行いました。今、事務局の説明が

ありましたとおり、筒瀬トンネル工事の仮設現場事務所及び資材置き場とし

て許可された一時転用でありますが、引き続き、周辺の道路工事のための仮

設現場事務所及び資材用地としての申請でありまして、特に問題は無いと思
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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、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号を承認することに決定をさせていただきます。 

続きまして、議案第５号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」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。 

 

有馬主査  

議案第５号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について、説明します。 

平成３０年７月１３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。 
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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１をご覧ください。 

１番の申請者は、安佐南区において、ハウスでホウレンソウやネギなど葉物野菜

を栽培しています。 

今後は、作付面積を増やし、適期収穫による単価・単収の増加を図ることで、年

間の就労時間○○時間、農業所得○○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、安佐北区において、水稲のほかハウスで切花、トウモロコシ、

イチゴを栽培しています。 

今後は、水稲部門の規模拡大を進めることで、年間の就労時間○○時間、農業所

得○○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５号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、担当委員のご意見をお伺いします。  

１番につきましては、福島委員。  

 

福島委員  

 ２番の福島です。○○さんは、篤農家で奥さんと二男さんの奥さんの子供

も２年位前から手伝われるようになっています。問題ないと思います。  

 

議  長  

２番につきましては、己斐委員です。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。平成３０年８月３日に、橋本推進委員と申請人に耕作状

況等をお聞きいたしました。  

先程事務局から説明がありましたように、営農状況はハウスの切り花とか、

とうもろこしの栽培をされております。今後は隣接した農地の集積をし、水

稲を特定作業受託で現在○○ａを３５年度までに○○ａに規模拡大､生産量

○○袋に増やしたいということでありまして、年間農業所得も○○万円を目
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標にということでございました。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、「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５号の２件を、「意見なし」と、市長に回答するこ

とに決定します。  

続きまして、議案第６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、４４１件を上程します。事務局に説

明をお願いします。  

 

有馬主査  

議案第６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（農地法第３０条）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（基盤整備事業の実

施等）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
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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９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４番の合計４４１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６号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、担当委員のご意見をお伺いします。  

鍜治山正照委員、よろしくお願いします。  

 

鍜治山委員  

 ４番の鍜治山です。  

 去る６月２８日、平川推進委員と現地調査いたしました。  

 馬木町、福田町の４地区ですが、これらすべてが山林だったことを、ご報

告いたします。  

 

議  長  

今、報告ありましたが、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
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について、異議はございませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないようなので、議案第６号の４４１件を、非農地の判断をするこ

とについて決定いたします。  

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、９７件を一括に報告します。

事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

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２０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５５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の９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。 

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。 

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。  
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（委員：質問なし）  

 

議  長  

質問がないので、報告事項を終了させていただきます。 

続きまして、議事日程５「農政に係る審議事項」に入らせていただきます。 

それでは、平成３１年度広島市農政に関する意見書について、事務局に説明をお

願いします。 

 

石原次長  

それでは配布資料をご覧ください。資料１でございます。 

先月の総会でお示しした素案をもとに、意見書の形式に整えて、今回提案してお

ります。 

１ページの前段では、国の農業政策の動向等に触れたうえで、本市農業委員会で

も農地利用の最適化に向けた活動を重ねてきたが、依然として多くの課題があるた

め、必要な施策について意見を提出する旨を記載しています。また、前段の最後で、

このたびの豪雨災害について、市において復旧や支援に取り組んでいること、農業

委員会としても、農業者への支援を含め、本市農業の継続・発展のための諸活動に

取り組んでいく旨を今年は記載しています。 

２ページ以降は各項目について記載しています。項目は３項目で、素案と変わっ

ておりません。 

 まず、１ページ目の「１ 担い手への農地集積・集約化」です。 

下の説明のところで記載しているとおり、農地のあっせんによる集積・集約化を加

速化させるため、農地の不利な条件を改善する事業の１として、小規模農地整備事

業、２として、耕作放棄地再生・利用事業について、推進を図ることを記載してい

ます。 

次に、３ページ目、「２ 新規参入の推進」です。 

説明に記載しているとおり、農地の保全・活用だけでなく地域活性化の観点からも、

新規就農者の育成が必要であることから、１として、ひろしま活力農業やスローラ

イフの研修生の確保を図ること、２として、就農後の経営安定に向け、生産技術の

向上や販路開拓などの支援の充実を図ることを記載しています。 

最後に、「３ 有害鳥獣対策」です。 
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説明に記載しているとおり、有害鳥獣による被害は、農家の耕作意欲を低下させる

だけでなく、農地の集約化の障害にもなっており、さらなる対策が必要なことから、

１として、新たな捕獲方法の導入等による捕獲の強化を図ること、２として、「地域

で取り組む有害鳥獣対策事業」等の助成制度の普及啓発を図ることを記載していま

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。 

事務局手直し等していただくのは、これが最後です。９月の総会に提出されます

が、皆さんからのご質疑はいかがでしょうか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

それでは、平成３１年度広島市農政に関する意見書の案につきまして、内容はこ

れでよろしいですか。 

 

（委員：異議なし） 

 

議 長 

意見書につきましては、本日の意見等を踏まえ事務局で調整し、９月の総会で意

見書の最終決定を行うこととします。お願いします。 

続きまして、議事日程６の「その他」事項に入らせていただきます。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

有馬主査 

「所有地及び耕作地に関する申告書」の送付について 説明いたします。 

それでは、配布資料の５ページの資料２をご覧ください。 

農地法の規定に基づき、農家の皆様に対して、本年度は８月１日に７ページ及び

８ページの記入要領に示す、「所有地及び耕作地に関する申告書 兼 農地基本台帳」

を送付いたしました。９月３日（月）までに農業委員会事務局へ申告書を提出いた

だくよう、お願いしております。 
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このうち、生産区内の農家については、生産区長に申告書のとりまとめをお願い

しておりますが、農業委員の皆様の中にも生産区長がいらっしゃいます。 

生産区長におかれましては、９月３日（月）までに農業委員会事務局に申告書が

提出いただけるよう、各農家への働きかけ等、ご協力をお願いいたします。 

なお、総会の開催前の説明にもありましたとおり、「平成３０年７月豪雨災害」の

被災地域の農家あてに、６ページのお見舞い等の文書を同封しております。 

先ほど申し上げましたとおり、お見舞い等の文書に記載のとおり、被災された農

地については、この記載のとおりですが、 

「農地の現状」欄は、豪雨災害より前の時点の状況を記入。 

「今後の意向」欄については、農地の復旧を前提に意向を記入。 

「作付作物」欄については、豪雨災害より前の時点の状況を記入。 

その他「備考」欄について、被災農地に関しては「豪雨災害により土砂流入」な

ど、災害の状況を記入して申告書に記載をしていただくということで併せてお願い

いたします。 

 

山室主幹 

続きまして、９ページ、資料３をご覧下さい。 

平成３０年度第２回の地区協議会の開催についてでございます。 

旧市と白木・高陽地区と安芸区の３地区の第２回の地区協議会は開催しておりま

せんので、その日程について申し上げます。 

ご覧のとおり、旧市の地区協議会は８月２３日の１０時からの予定ということで

ございます。 

白木・高陽地区は８月２２日、１０時から、安芸区地区協議会は８月２４日、１

３時半からということで、いずれも、災害農地調査を行うという内容でございます。

推進委員さんを含む各委員の案内は郵便で別途通知をさせていただきます。 

続きまして、１０ページをご覧ください。 

第３回地区協議会の開催日程でございます。 

先程申し上げましたように、３つの地区の第３回の日程は未定でございますので、

第２回に集まっていただいたときに、第３回の９月の日程をお決めいただきたいと

思います。 

その他の３地区は、安佐南区は９月７日、１５時半から、可部・安佐地区は９月

１１日、１０時から、佐伯区は９月７日、１０時からということでございます。 
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 内容につきましては、遊休農地の決定であるとか、利用意向調査の実施方法とか、

そういった事柄についてでございます。 

続いて１１ページ、資料４をご覧下さい。 

８月の現地調査日程についてです。 

今月８月の許可案件等の受付締切日は８月１５日（水）です。 

８月１５日（水）の夕方、概ね１７時１５分から１８時ぐらいの間で、該当の委員

さんに電話いたしますので、調整をさせていただきます。 

現地調査の方は８月１６日（木）が旧市、安芸区、８月１７日（金）が安佐北区

の可部・安佐地区、白木・高陽地区、８月２０日（月）が安佐南区、佐伯区となっ

ていますので、よろしくお願いします。 

 

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、ご質問が、ございまし

ょうか。 

 

事務局長 

９月の総会の終了後に、別紙のとおり農業委員役員及び地区協議会会長会

議を開催させていただくことにしています。この会議の内容につきましては、

このたびの委員さんの任期の３年の今、最終年に入っている状況ですが、次

期委員の改選に向けて、いろんなスケジュールの話などがあります。  

この中で、１つ大きな課題が農地利用最適化推進委員、現在４４名ですが、

その根拠となる農地の数字が年々減ってきております。ということで、１名

は確実に減っていくということになると思いますので、そのあたりのお話も

含めて、役員と地区協議会の会長に残っていただいて、色々お話の第一歩を

始めていきたいと思います。  

スケジュール的には余裕がない状況になっておりますので、議会対応のこ

となど、本腰を入れていかないといけない時期になっておりますので、ひと

つよろしくお願いいたします。  

 

議 長 

今の件について、解りましたか。会議に出席していただく方には、別紙のとおり

説明があったということですが、それ以外の方でもですが、早いもので、来
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年の６月で任期がまいりますので、開催しないといけないということでござ

います。それについて、今、事務局長から話がありましたように、農地面積

が少なくなるため、農地利用最適化推進委員が全体で１名減員になるという

ことですので、そのあたりの話し合い等をさせていただきたいということで

す。  

 ご質問、ご意見ございましたら、伺います。 

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

それでは、これで平成３０年第８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  

それでは、次回は、平成３０年９月５日（水）午後１時３０分から東区役

所３階の第３会議室で行います。  

それでは、会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

会長職務代理者  

議案について慎重に審議いただき大変ありがとうございます。また、大変

暑い時期ですので、身体には十分お気を付けて頑張って下さい。  

本日はご苦労様でした。  

  


