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平成３０年第９回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年９月５日（水）   開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後２時１５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 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  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    

なし  

 

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）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  

 

・農地に係る報告事項 



２ 

（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  

 

・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）平成３０年度第３回地区協議会の日程等について  

（２）鳥獣被害対策全体研修会の開催等について  

（３）平成３０年９月の現地調査日程について  

 

 

 

議  事 

 

議  長（河野会長）  

それでは、ただいまから、平成３０年第９回の広島市農業委員会総会を開会

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

いたします。  

  会議に入る前に、本日の議事録署名者をお願いいたします。  

５番、溝口委員、６番、梶山正治委員。よろしくお願いいたします。  

  それでは、ただいまから議員日程にしたがい審議に入らせていただきたい

と思います。                                    

  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 ですが、

議案番号の２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２番を除く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  



３ 

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。 

 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、経営規模拡大のため申請地を取得するものです。 

 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号の議案番号２番を除く１件の説明を終わります。 

 

議  長  

  議案第１号の議案番号２番を除く１件について、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、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。  

８月２０日に、梶山委員、事務局職員２名と現地調査を行いました。申請

地は、きちんと管理されておりまして、将来的にも管理されることは約束さ

れております。また、譲る権利についても何も問題ないと考えます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 



４ 

（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号の議案番号２番を除く１件を許可することに決

定します。  

続いて、議案第１号の議案番号２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１号の議案番号２番を上程します。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の議案番号２番につい

て説明します。 

許可基準については先ほど説明したとおりです。 

議案の３ページをご覧ください。 

２番は、経営規模拡大のため申請地を取得するものです。 

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号の議案番号２番の説明を終わります。 

 

議  長  



５ 

議案第１号の議案番号２番について、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、よろしくお願いします。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

８月１７日に下谷委員、事務局２名と現地調査を行いました。現地はきれ

いに管理されており、譲渡人は高齢で、成年後見人の司法書士から書類が提

出されています。規模拡大ということで、譲受人は現在もナスなどを作って

おられる方ですので何の問題もございません。  

 

議  長  

岩重委員からの説明がありましたが、皆様からのご意見、ご質疑がござい

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せんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の議案番号２番を許可することに決定をいた

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１号の議案番号２番について許可することに決定しまし

たことをご報告いたします。  



６ 

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。 

 

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、自宅への進入路及び駐車場として利用するもの

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。 

また、この案件は既に転用済みとなっておりますが、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



７ 

見をお伺いします。沼田委員、よろしくお願いします。  

 

沼田委員  

 １２番の沼田です。  

 現地を確認して、きれいにコンクリートで舗装がされておりました。近隣

農地にも影響はなく、問題ないと思われます。  

 

議  長  

それでは、その他、皆様からの、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

１６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ですが、説明の前に、議案の一

部修正があります。 

５ページの議案番号６番につきまして、表の一番右の転用事由欄に併用地に関す

る記載がありませんが、ここにつきましては、併用地、雑種地 ２，０８７㎡と付け

加えていただきますよう、お願いいたします。延べ６，７８９㎡と書いてある下の

空欄に、併用地、雑種地、２，０８７㎡とお願いいたします。 

申し訳ありませんでした。 

それでは、議案第３号について説明します。 

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。 



８ 

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ページから７ページをご覧ください。 

１番、１１番及び１２番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け駐車場とし

て利用しようとするものです。１番の法人は廃棄物処理業、１１番、１２番の法人

は自動車販売業を営んでいます。 

２番は市街化調整区域内での宅地への転用事案で、申請地を借り受け、農家住宅

を建築しようとするもので、開発行為の許可については不要であることを関係課に

確認しています。 

３番及び７番から９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

又は譲り受け、太陽光パネルを設置しようとするものです。 

４番、１４番及び１６番は雑種地への転用事案で、４番及び１４番の譲受人は土

木建設業を営む法人の役員をしており、申請地を譲り受け、資材置場に転用後、同

法人に貸し付けるものです。 

１６番は造園業を営んでおり、申請地を借り受け資材置場及び仮植場として利用

しようとするものです。 

５番は宅地への転用事案で、申請地を借り受け水車小屋兼農業用倉庫として利用

しようとするものです。なお、申請地は市街化調整区域内の建築物ですが、農業用

施設であり、開発行為の許可については不要であることを関係課に確認しています。 

また、農振農用地区域内の転用事案ですが、先ほど説明したように農業用施設で

あり、除外の必要はなく、用途区分を農地から農業用施設への変更手続きを行って

おり、まもなく手続きが終了することを関係課に確認しています。 

６番は宅地への転用事案で、社会福祉法人が申請地を借り受け、老人ホームを建

築しようとするものです。 

１０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け太陽光発電施設への進入路と



９ 

して利用しようとするものです。 

１３番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受けドッグランとして利用しよう

とするものです。 

１５番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅を建築しようとするもの

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、５番、１５番及び１６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。 

また、３番及び７番から１０番の案件については平成３０年８月２３日付けで農

用地区域から除外されています。 

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番につきましては、山本委員。  

 

山本委員  

３番の山本です。８月１６日に事務局職員と現地調査を行いました。  

駐車場への転用案件です。現状は休耕状態で、周囲に農地は少なく、転用

後の影響はないものと思われました。  

 



１０ 

議  長  

２番は、梶山正治委員。  

 

梶山委員  

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。  

農家住宅ということで、周辺の農地に特に問題はありません。  

 

議  長  

３番につきましては、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

本件は７月に農振農用地区域からの除外の申請があり、７月１８日に現地

調査を事務局職員とともに行い、また、現地を通りかかった都度見てきまし

たが、周囲の状況から考えて、太陽光パネルの設置ということで、特別ひっ

かかる所はないと思われます。  

 

議  長  

４番、５番につきましては、下谷委員。  

 

下谷委員  

１０番の下谷です。  

４番は８月１７日に、５番は７月１７日に事務局職員と、現地調査をしまし

た。事務局の説明とおりです。２件とも他の農地への影響はないものと思わ

れます。問題ありません。  

 

議  長  

６番から１０番については、己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。  



１１ 

６番は８月１７日に事務局職員２名と現地調査を行いました。  

譲受人は社会福祉法人で新たに特別養護老人ホームを１棟５階建てで、延

べ面積○○㎡の福祉施設を運営する予定となっているようです。権利の内容

は賃借権を設定して、権利設定は平成３０年１０月１日から５０年間、施設

完了予定は平成３１年１２月３１日となっています。町内に老人施設を運営

されております。施設建設による近隣の耕作には影響ないものと思われます。 

７番から９番は平成３０年７月１７日に事務局職員２名と現地の調査を行

っております。太陽光設備を設置する案件ですが、周辺農地にも休耕状態に

あり問題ないと思われます。  

１０番は既に太陽光施設用地として許可になっている用地への進入路確保

に伴う議案でありまして、異議はありません。  

 

議  長  

１１番、１２番は、沖田委員。  

 

沖田委員  

１３番の沖田です。  

８月１７日、事務局職員と調査に行きました。自動車販売業者が車の駐車

場として整備したいということでした。周囲に影響はないようでした。  

 

議  長  

１３番につきましては、私の方から説明させていただきます。  

 ８月１７日に事務局職員２名と現地を確認いたしました。  

 これは犬の養成をする所だそうです。この土地につきましては、長年休耕

だった所で、被害防除措置の計画書が出ていますが、特別現況を造成はしな

いようで、高さ３０センチメートル前後の整地をするようです。２枚の土地

に囲いをして敷地として使うようですが、大きくも小さくもなく、丁度いい

所で犬を養成するようです。近所は家も全くなく、この土地を持っておられ

た元の家が１軒あるだけで、周囲には影響ありませんので、許可相当と思い

ます。  

 

議  長  



１２ 

次は１４番の谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。  

８月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。  

 現地は国道１９１号線と、廃止になりました旧ＪＲ可部線との間にありま

して、周辺には耕作されている所もなく、影響はないと思います。問題ない

と思います。  

 

議  長  

１５番につきましては、前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

 １５番について説明をいたします。８月２０日に事務局職員と現地調査を

行いました。  

 孫が祖父から贈与を受けて住宅を建てるという案件です。祖父は高齢で農

作業が出来ないという状況でありますので、異議はありません。  

 

議  長  

１６番につきましては、谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。  

この件は７月１９日に行きましたが、資材置き場、駐車場にアクリルとか

トタンが貼ってあり、また、物置がありましたので、これでは認められない

ということで、８月２０日に再度行きましたら、撤去されていましたので、

問題ないと思われます。  

 

議  長  

それでは、皆さんからご意見、ご質疑がございますか。  

 



１３ 

河野（芳）委員  

 農振農用地が除外されて、太陽光発電が５件出ておりますが、その農振農

用地を除外出来ない場合は、あるのでしょうか。ある場合、どのような条件

の時でしょうか。  

 

議  長  

 事務局の方、説明をお願いします。  

 

伊藤委員  

 ほ場整備している地域が全部きちんと耕作しているとはいえませんが、ほ

場整備がしてあったら除外出来ないでしょうね。  

 

山室主幹  

 農振法という法律の中で、農用地区域からの除外の基準というのがありま

す。１つめは、農用地区域以外に代替すべき土地がないということで、他に

探してもそこしかない時は、やむなく農用地から除外しましょうということ

です。それから、２つめとして、農業用の効率的な利用に支障を及ぼす恐れ

がないことということです。一団の農地があって、そこに他のものが出来る

と、他の耕作者に迷惑がかかるが、そうでない時は除外を認めましょうとい

うことになっています。それから、ほ場整備などの機能に支障が生じる恐れ

がないということがあります。それから、ほ場整備して８年を経過している

ことが基準にあります。  

 

河野（芳）委員  

 ほ場整備しても８年を経過すれば、除外出来るのですね。  

 

石本専門員  

 基本的には、ほ場整備地は除外出来ません。  

 

山室主幹  

 ８年以内は絶対駄目ですし、８年以上でも先ほどの条件をすべて満たさな

い場合は除外できません。  



１４ 

 

河野（芳）委員  

 わかりました。  

 

議  長  

   他に、ございませんか。  

 

（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せんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

  異議がないので、１６件の許可を決定することといたします。                               

  続きまして、議案第４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。  

 

有馬主査  

議案第４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、資材置場・駐車場の転用目的で、平成２９年１０月６日付けで農地法第

５条の許可を受けたものです。 

申請人は、事業の拡大に伴い、申請地を資材置場・駐車場とするため、申請地を現

状のまま利用する計画で申請地を取得しました。 

しかし、土地の有効利用を図るため、宅地造成等に関する工事の許可申請手続き

後に、造成工事を行おうとしているもので、平成３１年２月２８日まで、履行期限

の延期承認申請があったものです。 

なお、申請地の所有権は申請人に移転済みです。 

以上で議案第４号の説明を終わります。 



１５ 

 

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。  

梶山正治委員、よろしくお願いします。  

 

梶山委員  

 ６番の梶山です。  

 今、事務局の説明のとおり、宅地開発の規制がかかるということで、その

許可を得てするということで、延期をするということです。  

 

議  長  

それでは、その他、皆様からのご意見、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、履行延期を承認す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号を承認することに決定します。  

   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５号の専決処理等について、８９件を一括して報告しま

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５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２１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４１件は、



１６ 

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３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、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１２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５号までの説明を終わります。 

 

議  長  

 報告第１号から第５号まで説明がございましたが、何か質問等がございま

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。 

続きまして、議事日程５「農政に係る審議事項」に入ります。 

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、事務局からの説明

をお願いします。 

 

石原次長 

それでは、お配りしています配布資料の方をご覧ください。 

資料の１ページから４ページが意見書の案になっております。 

今日、提示している文案は、８月に説明をさせていただいた文案と全く変わ

っておりません。詳細の説明は省略いたしまします。２ページ以降の意見事

項だけ、読ませていただきます。  

１、担い手への農地・集約化について  

(１)新規就農者や認定農業者への農地のあっせんを促進する小規模農地整備事業



１７ 

について、広島県と連携し、着実な推進を図ること。 

 (２)耕作放棄再生・利用事業について、地域への周知・啓発により、一層の促進

を図ることとしております。 

３ページ目の２番目でございます。 

２、新規参入の推進について 

(１)「ひろしま活力農業新規就農者」、「スローライフで夢づくり新規就農者」な

どの新規参入のための就農支援研修を積極的に広報する等、優秀な人材の確保を図

ること。 

(２)就農した担い手の経営安定化に向けた支援の充実を図ることとしております。 

４ページ目の３項目でございます。 

３、有害鳥獣対策について 

(１)農家自らによる対策が困難な中山間地域などの実情を踏まえ、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)「地域で取り組む有害鳥獣対策事業」等の支援策について広報等の充実によ

り一層の普及啓発を図ることとしています。 

 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、皆さんからのご意見、ご質問等は、ご

ざいませんか。 

   

（委員：意見なし） 

   

議 長 

意見がないようですが、農業委員会法第３８条の規定に基づく意見書として、市

長へ提出することにさせていただきます。 

続きまして、意見書提出の日程、出席者について、事務局に説明をお願いします。 

 

石本専門員 

配布資料の５ページをお開きください。 

市長への意見書提出は、平成３０年１０月３１日、１１時３０分から、議長への

要請は、同日１３時からです。 



１８ 

出席者については、会長、職務代理者のほかに、平成２９年第９回総会において、

地区協議会毎に会長、副会長が交互に出席することが承認されました。このため、

今年度の出席者は、 

旧市地区協議会は、副会長の平川推進委員。 

安佐南区地区協議会は、会長の福島委員。 

白木・高陽は、副会長の永井推進委員。 

可部・安佐地区協議会は、会長の沼田委員。 

安芸区地区協議会は、副会長の中野推進委員。 

佐伯区地区協議会は、会長の谷口迪生委員ですので、よろしくお願いします。以

上で説明を終わります。 

 

議 長 

  意見書提出の日程や出席者を説明いただきました。皆さんにはご出席をいただき

ますよう、よろしくお願いします。 

皆様からのご質問はございましょうか。 

 

河野（芳）委員  

 一つよいでしょうか。４ページですが、新たな捕獲方法導入等による捕獲の強化

を図ることは、今より捕獲方法を新たなものというのは、どういうものを、具体的

には期待しているということですか。今は箱わなとか罠とか、あるいは銃で撃つな

どの方法で捕獲をしていますが、新たなというのは、そういうこと以外の何かを期

待している訳でしょうか。 

 

石本専門員 

 今おっしゃられた中ではあるのですが、近年では、捕獲檻で自動的に檻が降

りるような仕組みもありますので、そういうものも是非導入してという意味

合いです。  

 

河野（芳）委員 

 自動で降りるというのは赤外線か何かですか。  

 

石本専門員 



１９ 

 そのとおりです。例えば、１頭入ったら自動的に落ちるとか、２頭か入ったら自

動的に落ちるとか、あるいは、家でパソコンやスマートフォンで、今、ちゃんと入

っているから落としますか、という通知が来て落とします、などいろいろある

みたいですから、研究していくという意味合いです。  

 

議 長 

 河野委員、よろしいでしょうか。 

 

河野（芳）委員 

はい。 

 

議 長 

それでは、出席される委員さん、推進委員さん、よろしくお願いします。 

明後日からの、地区協議会等で副会長、推進委員が出席される地区の方は、連絡

を取りまとめて、お願いします。 

続きまして、議事日程６の「その他」事項に入ります。 

事務局の説明をお願いします。 

 

石本専門員 

資料２、７ページです。 

平成３０年第３回地区協議会の日程が決まりました。 

日程は、旧市内が９月１２日、東区役所 午前中です。 

安佐南地区協議会は、９月７日、午後、安佐南区役所、白木・高陽地区は、９月

１１日、農林水産振興センター、可部・安佐地区は、９月１１日、午前中、安佐北

区役所、安芸地区協議会は、９月１０日、ＪＡ安芸・畑賀支店、佐伯地区協議会は、

９月７日 佐伯区役所、午前中です。  

主な議題としましては、このたび遊休農地の決定等を行いますので、よろしくお

願いいたします。 

引き続きまして、９ページでございます。資料３です。 

鳥獣被害対策全体研修会の開催案内です。 

９月２７日１０時からＪＡ広島北部千代田支店でありますので、興味をもたれて

いる委員さん、推進委員さん等がおられましたら、事務局の方に連絡を下さい。 



２０ 

引き続きまして、１１ページ、資料４です。 

先程意見書で出ましたが、地域で取り組む有害鳥獣対策事業補助金です。７月の

総会で概要等をお配りしたのですが、チラシが出来たということで、農林整備課か

らいただきましたので、チラシ等を添付させていただいています。 

引き続きまして、資料５です。１３ページです。 

平成３０年９月の現地調査日程についてです。 

今月の許可案件の受付締切日は９月１４日です。９月１４日の夕方に現地調査の

ある委員さんには電話で連絡させていただきたいと思います。 

１日目、９月１８日、午前中は旧市、午後から安芸区、２日目、９月１９日、午

前中は安佐北区の可部・安佐、午後から安佐北区の白木・高陽、９月２０日、午前

中は安佐南区、午後から佐伯区と考えておりますので、この日程等をご認識いた

だけたらと思います。  

また、状況によっては、日程が変わるかもしれませんので、よろしくお願いしま

す。いずれにしても、９月１４日の夕方に電話をかけさせて下さい。 

 引き続きまして、平成３０年度農業委員会の概要です。 

 お手元に平成３０年度農業委員会の概要が出来ましたので、お配りしています。

参考に見ていただきたいと思います。 

 

石原次長 

続きまして、先月８月２８日に、この度の豪雨災害に伴う復旧に係る補正予算な

どの審議のために平成３０年第３回広島市議会臨時会が開催されましたので、ご報

告します。 

 全般の補正予算の審議があったのですが、農業関係といたしまして、安佐北区の

木戸議員から質問がありました。数多くの農林業施設の被害の復旧工事をどのよ

うに進めていくかという内容でした。  

 これに対しまして、経済観光局長からは、今回の災害については、３年間

を基本的な復旧と位置づけており、農林業施設の本復旧については９月下旬

から年内にかけて、国の災害査定を受けたうえで、施設の重要度を勘案し、

利用頻度の高い農林道や基幹的な水利施設について、順次工事に着手し、出

来るだけ早期に農地を含めて復旧を完了したいと考えているという答弁があ

りました。  

 



２１ 

議 長 

   それぞれ、事務局からの報告がありましたが、皆様からのご意見、ご質問等は、

全体的にございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

  それでは、これで平成３０年第９回総会を終了しますが、全体的には、ご

意見等がありますか。  

 

（委員：意見なし）  

   

議  長  

無いようでしたら、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  

  それでは、次回は、平成３０年１０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。  

本日はご苦労様でした。  

  


