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平成３１年第２回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３１年２月５日（火）   開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後３時００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（欠席） 

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  

３番  山本  香織  

 

６．議事録署名者  

１５番  河野  芳徳    １６番  山縣  由明  

 

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  

 

・その他 

（１）「平成３０年度市長と農業者との懇談会」の開催結果について  

（２）「広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交換会」

の開催について  

（３）平成３０年度農業委員、農地利用最適化推進委員及び農業経営者研修会に

ついて 

（４）平成３１年度総会開催日程について  

（５）平成３１年度現地調査日程について  

（６）平成３１年２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３１年第２回の広島市農業委員会総会を開

会します。  

本日の欠席は３番の山本委員の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。  

１５番、河野芳徳委員、１６番、山縣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、４件を

上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

事務局（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
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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番は自宅から近く便利なため申請地を取得するものです。  

 ２番及び４番は経営規模拡大のため申請地を取得するものです。  

 ３番は譲受人が譲渡人の先代から譲渡を受けた申請地が登記未了であったため、

譲受人に所有権を移転するものです。  

 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番は福島委員。  

 

福島委員  

 ２番の福島です。1 月１６日に私と溝口委員、事務局 2 名で現地調査しまし

た。これはすぐ隣の土地で並んであるところなので、別に問題はございませ

ん。  

 

議  長  

２番は己斐委員。  
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己斐委員  

 ９番の己斐です。２番の許可申請につきまして、平成３０年１１月１９日

に岩重委員と事務局職員と現地調査を行った際に残土があり耕作可能状態で

はないということで、一時保留となっていた案件ですが、平成３１年１月１

７日に改めて事務局職員と現地の確認を行い、耕作可能であると判断をいた

しました。岩重委員につきましては後日別途確認をしていただいております。

譲渡人は、年齢的に耕作が困難であり、後継者が遠いところに居住されると

いうことで、管理ができないということから、譲り渡すということでござい

ます。譲受人としては居住地に近いということで譲り受けて、果樹を栽培す

るという予定でございます。問題ないと思います。  

 

議  長  

３番、４番は前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。３番と４番を説明いたします。１月１８日に谷口迪生

委員と事務局とで現地調査を行いました。３番につきましては、先ほど説明

がありましたように、平成６年に譲渡していたわけでございますが、これが

未登記でございまして、最近の地積調査の結果それがわかりまして、今回所

有権移転の登記をするものでございます。異議はございません。  

４番でございますが、これは譲受人は福島の震災で被害を受け、広島に避

難をしている方でございます。現在湯来町に住んで、農業しながら○○の理

事長等を務めておられます。また奥さんはカフェを経営して、二人で現地で

生活をしておられるわけでございます。今回は農地を買って農業を本気でや

ろうということでございますから、この地域にとっては地域の活性化になり

ますので、まことに有難いことでございまして、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。  

 

伊藤委員  

 ３番の案件ですが、譲渡済み農地いうことは平成６年に許可がもう出され
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てあったんですか。  

 

山室主幹  

 平成６年に譲渡人と譲受人の二人の間で、売買をしたということで、農業

委員会の方に書類は出てきたということはないです。お互いの中で解決した

ものと思っておられたのですが、先ほど前田委員から話がありましたように、

地積調査をした中で、所有権移転登記をしていないということが分かったの

で、この度初めて農業委員会の方に許可申請が出たということでございます。 

 

議  長  

 今まで申請がなかったんですね。  

 

事務局  

 ありませんでした。  

 

伊藤委員  

 要するに契約は無効ですよ。  

 

河野（芳）委員  

 あくまでも譲渡済みというのは所有権を移転登記されて、譲渡済みという

ことになるのではないですか。  

 

伊藤委員  

 所有権移転登記はしなくてもいいですが、農地法の許可をとっていないと

農地法の効力が出ません。３条の許可を取らずに合意だけでお金のやり取り

をしても、効力は出ませんので、要するに手続き不良です。  

 

山室主幹  

 二人の間ではお金のやり取りをして解決していたんですが、農業委員会の

方に何も書類も出ていないし、登記の方も変えていなかったということで、

この度は初めてそれが分かったんで、農業委員会の方に申請しようというこ

とになったということです。  
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伊藤委員  

 契約自体が無効ですよね。  

 

議  長  

それではこの件につきまして、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４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。  

 

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番から４番の４件とも、太陽光発電設備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。  

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。  
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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。  

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。  

また、２番、３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１２月１９日付けでされており、農用地区

域から除外されたことを確認したうえで、農業委員会の会長名で許可することとな

ります。 

なお、４番の案件については、農振農用地であり、太陽光発電の事業計画が審査

中であることから、農用地区域から除外されたことを確認するとともに、経済産業

省の事業計画認定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。 

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番は梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。１月１８日に事務局職員と現地調査いたしました。上部

の方は道路があって下部の方は耕作をしてないというようなところで、特に

太陽光発電設備を設置されても問題ないという所です。  

 

議  長  

２番から４番は己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。２番から４番につきましては、平成３０年９月１７日に

事務局職員と現地の確認をいたしております。３案件とも太陽光発電設備の

設置に伴う農振除外の案件ですが、２番は現在休耕中で高齢なために耕作が
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できないということでございます。３番と４番は、同じく休耕中で今後耕作

する予定がないということであり、太陽光発電設置用地には最適であろうと

思われます。これに伴う周辺農地には影響がないものと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

佐藤委員  

 ３番の案件は県外に在住の方ですが、管理等は誰かに委託されているんで

しょうか。  

 

山室主幹  

 安佐南区にあります業者が管理します。  

 

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、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番、３番及び４番を除く１件を許可する

ことに決定いたします。  

２番、３番については、農用地区域から除外されたことを確認した後、農

業委員会の会長名で許可することとします。  

４番については、農用地区域から除外されたことを確認するとともに、経

済産業省の事業計画認定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。  
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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

２５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ページから８ページをご覧ください。  

１番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、駐車場としての利用及び物置

を設置しようとするものです。  

２番及び２１番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け又は借り受け、住宅１

棟を建築しようとするものです。  

３番及び４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

進入路として利用しようとするものです。  

５番、６番、７番の一部、８番から１８番及び２４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。 

７番の一部、２２番及び２３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。  

１９番、２５番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け又は借り受け、資材

置場として利用しようとするものです。  

２０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、車両置場として利用しよう

とするものです。  

１番から２４番は、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
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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、２５番は、平成９年度から平成１２年度に実施された「圃場整備特別推進

事業」により整備された農地で、立地基準の「２の（１）のイ土地改良法第２条第

２項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業」で、「（ア）のｂ  区画整理」及

び「（イ）のａ 国又は地方公共団体が行う事業」に該当する第１種農地であり、そ

の許可方針は「原則許可しない。」となっていますが、ただし書きのカの（オ）に規

定する「既存の施設の拡張で、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の

面積の２分の１を超えないもの」に該当しますので、第１種農地の不許可の例外に

該当するものと思われます。  

また、１番から２５番いずれも、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。  

１番、２番、５番から７番及び１５番から２１番の案件は、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。  

３番、４番、９番、１０番及び２２番から２４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１２月１９

日付けでされており、農用地区域から除外されたことを確認したうえで、農業委員

会の会長名で許可することとなります。  

８番の案件は農振農用地であり、農用地区域から除外されたことを確認し、また、

転用面積が３，０００㎡を超えるため、２月１８日に開催される広島県農業会議常

設審議委員会の意見聴取ののち、「異議なし」の回答を得るとともに、太陽光発電の

事業計画が審査中であり、経済産業省の事業計画認定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。  

１１番から１４番の案件は農振農用地であり、農用地区域から除外されたことを

確認し、また、太陽光発電の事業計画が審査中であり、経済産業省の事業計画認定

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。  

２５番の案件は農振農用地であり、農用地区域から除外されたことを確認し、ま

た、申請地が第１種農地であるため、広島県農業会議常設審議委員会の意見聴取の

のち、「異議なし」の回答を得て、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。  
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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５番は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。１番の案件は１月１７日に私と事務局職員と現地調査を

行いました。自家用と来客用の駐車場５台分と物置を設置するということな

んですが、高低差があって面積に法面部分が入っていますので、有効面積は

○○㎡もありませんので、これは休耕中でもあるし別に問題ないと思います。

それから２番につきましては同じ１月１７日に、３番と４番は昨年の７月２

０日に、５番は昨年の４月１８日に農振除外の関係で私と事務局職員と現地

調査を行いました。いずれも休耕中でして、特に２番は遊休化しているよう

な農地ですが、５条の転用ですから他に影響がでることはないと判断しまし

た。  

 

議  長  

６番は岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。１月１７日に私と事務局職員２名で現地調査をしており

ます。この土地は道路と住宅の間にあり、お父さんが亡くなられて息子さん

は区外におられて、農業ができないということで休耕が数年続いておりまし

た。現在もカヤが生えたような状態ですが、近辺に農地はありませんので別

に問題ないと思います。  

 

議  長  

７番から１８番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。７番は平成３１年１月１７日、事務局職員２名と現地の

調査をしております。本件土地は譲渡人が相続で取得した農地で、以前より
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休耕中であり、譲受人より休耕地の有効利用のため、太陽光発電設備の設置

として譲ってほしいとの申し出があったということで、３筆を太陽光発電設

備とし、また１筆は、隣接した住宅を購入されて車３台の駐車場とするとい

う申請でありまして、問題はないと思います。  

それから８番から１４番は平成３０年９月１９日に事務局職員２名と現地

の調査をしております。いずれも太陽光発電の案件ですが、ほとんど休耕状

態でありまして、今後耕作をすることもないということでありまして、日光

を遮断する障害物もなく、また周辺農地にも影響がないと考えられることか

ら、申請地として最適であると思います。  

１５番から１７番は平成３１年１月１７日に事務局職員２名と現地調査を

いたしました。この地区は総会に毎回でてくる所でございますが、小高い山

でございまして、日光を遮断するような障害物がないという、一日中太陽が

当たっている限り発電するようなところでございまして、他にはない最高の

申請地じゃないかなと思われます。設置することによって、耕作及び周辺農

地に影響はありません。  

１８番は平成２９年９月２０日に現地調査を行い、平成３１年１月１７日

に事務局職員と改めて現地調査を行いました。この案件は、１５番から１７

番と同じように同地区の隣接している案件でございまして、耕作並びに周辺

農地には影響はないものと思われます。  

 

議  長  

 次は私の所でございまして、１９番から２３番の５件を報告させていただ

きます。１９番、２０番、２１番は１月１７日に現地を見ております。２２

番、２３番は９月１９日に現地を調査しております。１９番につきましては、

資材置場ということで、現在は休耕になっておりまして、面積も小規模でご

ざいまして異議はございません。２０番につきましては、これは会社の駐車

場でございまして、これも周りには影響はないところでございます。２１番

につきましては、譲渡人と譲受人は親子関係にありまして、両者間での使用

貸借権の設定ということで、異議はございません。２２番、２３番も会社の

駐車場に使用するということでございます。近隣にも影響はありません。  

続きまして、２４番は谷口憲委員。  
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谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。２４番の案件は、譲渡人が県外へおられまして、休耕

状態がずっと続いております。現在カヤが生えている状態ですが、谷あいの

突き当たりで周辺に影響を与えることもありませんので、問題ないと思いま

す。  

 

議  長  

２５番は山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です、２５番について説明します。この件につきましては昨

年９月６日に私と事務局職員２名で現地調査済みです。申請地は県道の瀬野

呉線に接しており、申請地は現在農地として管理されております。譲渡人は

体調が思わしくないため農業経営を縮小され、譲受人に資材置場として賃借

権を設定するものです。周辺農地に被害が生じることはないと思われ、転用

されることに問題はございません。  

 

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３号の３番、４番、８番から１４番及び２２番か

ら２５番を除く１２件を許可することに決定いたします。  

３番、４番、９番、１０番及び２２番から２４番については、農用地区域

から除外されたことを確認した後、農業委員会の会長名で許可することとし
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ます。  

８番については、農用地区域から除外されたことを確認し、広島県農業会

議常設審議委員会の意見を聴取し、「異議なし」の回答を得るとともに、経済

産業省の事業計画認定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。  

１１番から１４番については、農用地区域から除外されたことを確認する

とともに、経済産業省の事業計画認定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。  

２５番については、農用地区域から除外されたことを確認するとともに、

広島県農業会議常設審議委員会の意見を聴取し、「異議なし」の回答を得た後

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２番は○○委員、３番は○○委員、４番は○○委員、

５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番から５番を除く４

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、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の議案番号２番から５番を

除く４件について、説明します。  

平成３１年１月１５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。 
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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。 

それでは、議案の９ページ、１０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、ひろしま活力農業経営者第○期生で、平成１９年４月から安佐

北区白木町に就農されており、平成３０年５月に法人を設立されました。  

現在、ハウスでミズナ、コマツナなど葉物野菜を栽培しています。今後は、補助

事業や制度資金を活用し、経営面積を増やし、生産量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、新たに認定を受けるも

のです。 

６番の申請者は、安佐南区において、ハウス及び露地でシュンギク、ホウレンソ

ウ、コマツナなどを栽培しています。  

今後とも、体系的な防除により、病害虫の発生を防ぎ、良質な堆肥の施用や土壌

消毒を適宜行うことで、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。  

７番の申請者は、安佐南区において、ハウスでシュンギク、ホウレンソウ、ミズ

ナを栽培しています。 

今後は、○○を取得し、シュンギクのブランド化を図ることで、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。  

８番の申請者は、安佐北区白木町において、ハウスでシュンギク、ホウレンソウ、

ミズナを栽培しています。 

今後は、ハウスの増設や改修を実施するとともに、優良品種の導入を図ることで、

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。  

以上で議案番号２番から５番を除く４件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、８番は岩重委員。  
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岩重委員  

 ８番の岩重です。２月１日に奥推進委員と一緒に現地調査及び申請者と面

会をして色々と話を聞きました。１番の申請者は、非常に大きな希望を持っ

ておられまして、５年先には○○万円位の売り上げで、○○万円位の所得を

確保したいと、そのためには農地を１ｈａくらい欲しいんだというのを聞い

ております。それで、規模拡大をするのに、人がなかなか見つからないので

困っているということもございました。現在は専従が○○人とパートが○○

人でございますが、将来的には○○人位のパートを確保したいというように

言われておりましたが、人手が何とか欲しいので、検討してくださいという

ことでございました。なかなか、有望な若い青年で頑張っておられます。  

８番は、白木町の方で○○さんという方ですが、○○さんと一緒に仕事を

しておられるような人ですが、高齢なので、後継者を娘さんに譲ろうという

ように思っておられます。それに伴ってもう１反位ハウスを増設して規模を

拡大し、年間○○万円の所得を確保したいというような、展望を述べられて

おりました。別に問題ないと思います。  

 

議  長  

６番、７番は福島委員。  

 

福島委員  

 ２番の福島です。６番の○○さんは私の近くで営農されていますが、長男

が跡継ぎされていまして優秀な農家ですので、別に問題はありません。７番

の申請者は私達と同じ出荷組合の会員で専業農家であり、別に問題はありま

せん。  

 

議  長  

 １番、６番、７番、８番を述べてもらいましたが、それについて皆さんか

らのご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  
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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４号の議案番号２番から５番を除く４件を、「意見な

し」と、市長に回答することに決定します。  

続いて、議案第４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４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４号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の議案番号２番について、

説明します。  

２番の申請者は、安佐北区白木町において、経産牛○○頭、育成牛○○頭を飼養

しています。  

今後は、繁殖頭数を増やすとともに、自給飼料の割合を増やし、また、優秀な精

液の活用やゲノム解析等の科学的なデータを取り入れ、市場性の高い和牛を生産す

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、新た

に認定を受けるものです。 

以上で議案番号２番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第４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。己斐委員、お願いします。  
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己斐委員  

 ９番の己斐です。平成３１年２月２日の１０時頃に、堀田推進委員と申請

者宅の牛舎の方へ伺いました。申請者は現在、約○○ａの水稲栽培を行って

いる認定農業者の長男の応援の傍ら、主に畜産専業として現在○○頭の飼育

をしておられます。今後市場性の高い和牛を生産したいということで、育成

牛を○○頭増やして○○頭、年間農業所得○○万以上を目指して頑張りたい

ということです。白木牛を広く広めて頂きたいと思います。健康状態に気を

つけて頑張って頂きたいというところです。  

 

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４号の議案番号２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２番について、「意見なし」と市長に回答

することに決定しましたことをご報告いたします。  

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。  
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（○○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。  

 

有馬主査  

議案第４号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の議案番号３番について、

説明します。  

３番の申請者は、安佐北区、北広島町において、ハウス及び露地でハクサイ、キ

ャベツ、レタスなどを栽培しています。  

今後は、地力の向上による秀品率向上及び単収の増加、閑散期にホウレンソウの

作付けを増やすことで、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目指す計画

を立て、新たに認定を受けるものです。  

以上で議案番号３番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第４号の議案番号３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。沼田委員、お願いします。  

 

沼田委員  

 １２番の沼田です。２月１日に下土井推進委員と一緒に申請者の自宅を訪

ねまして、ほ場を見させて頂きました。ハウス、露地共にきちんと耕作され、

また新しく豊平に大きなほ場を持たれて、生産意欲を強く感じました。問題

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）  
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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４号の議案番号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、「意見なし」と市長に回答

することに決定しましたことをご報告いたします。  

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

説明します。  

４番の申請者は、佐伯区において、水稲を栽培しています。  

今後は、水稲の特定作業受託により、規模を拡大するとともに、機械を大型化す

ることで、作業の効率化を図ります。また、新たに、ハクサイの栽培に取り組むこ

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、新たに認
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定を受けるものです。  

以上で議案番号４番の説明を終わります。 

   

議  長  

議案第４号の議案番号４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。谷口迪生委員、お願いします。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。２月１日に松岡推進委員と申請者のところへ行きまし

て、話を聞き、ほ場も見て廻りまして、問題ないかと思います。  

 

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４号の議案番号４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４番について、「意見なし」と市長に回答

することに決定しましたことをご報告いたします。  
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続いて、議案第４号の議案番号５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５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４号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の議案番号５番について、

説明します。  

５番の申請者は、安佐南区において、ハウス及び露地で広島菜、キュウリ、トマ

トなどを栽培しています。 

今後は、単価の高い秋作のキュウリの作付けを増やすことで、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。  

以上で議案番号５番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第４号の議案番号５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。福島委員、お願いします。  

 

福島委員  

２番の福島です。武内推進委員さんと調査いたしました。申請者は広島菜、

キュウリ、トマトを生産しており、広島菜委員会の委員長でもありますので、

別に問題はございません。  

 

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）  
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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４号の議案番号５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５番について、「意見なし」と市長に回答

することに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（非農地）の判断」について、３７９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１１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１７番の合計３７９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番は岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。昨年の１２月１４日に堀田推進委員と現地の案内に基づ

いて現地確認をいたしました。雑木等が生えておりまして、農地としては使

えない状況でした。非農地、つまり山林と認められます。  

 

議  長  

２番から５番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ２番の己斐です。２番と５番、安佐北区白木町市川、秋山の一部は１２月

１０日に世羅推進委員と現地を調査し、３番と４番は同じく白木町小越、秋

山の一部ですが、１２月１２日に永井推進委員と現地調査を行いました。そ
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の結果、山林であったことを報告します。  

 

議  長  

６番から１１番は沼田委員。  

 

沼田委員  

 ６番から１１番は１１月から１２月にかけまして、前坊推進委員と現地を

調査いたしました。三入から三入南、桐原、南原、上町屋、すべて非農地と

して認めましたので、報告いたします。  

 

議  長  

１２番から１７番は沖田委員。  

 

沖田委員  

 １３番の沖田です。１２番から１６番は、９月２２日に下土井推進委員と

現地視察しました。１７番は、森吉推進委員と現地視察したところ、山であ

ると確認しました。  

 

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３７９件を、非農地の判断をすることにつ

いて決定します。  
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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、９４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４８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６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、農地転用届出撤回の６件、及び報告第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。 

続きまして、議事日程５の「その他」事項に入ります。  

はじめに、「平成３０年度市長と農業者との懇談会」の開催結果についてです。 

これは、私が出席しましたので報告します。 
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資料１にありますとおり、２月４日、午後４時から、ＪＡ中筋本店で開催しまし

た。 

２ページにありますとおり、農業委員９名、農地利用最適化推進委員１６名、計

２５名が出席しました。 

出席された農業委員、農地利用最適化推進委員は、ご苦労さまでした。 

また、下谷、佐藤、山縣委員、平川、舩木、伊崎推進委員は、地元の農業者の発

表等があるという事で、割り当てとは別にご出席いただき、ありがとうございまし

た。 

 

今年は、「農業で輝くひと」と題しまして、各地域で就農・定住しておられる、４

名の方からの発表がありました。 

安佐南区では、沼田町で、野菜の生産や、地場産野菜を使用したレストラン経営

などの事業をされている株式会社○○さん、安佐北区の農業者は白木町で青ネギ、

コマツナなどを生産されている○○さん、安芸区の農業者は、阿戸町で「ひろしま

活力農業経営者」でコマツナを生産されている○○さん、佐伯区の農業者は、湯来

町でソバの栽培やそば店を経営されている○○さんが発表されました。 

とても人数の多い会で８５名の参加がありました。毎年のようにそれぞれの発表

者が立派に農業に取り組んでいるなということを、感じておるところでございます。 

皆さんから何かご質問はございましょうか。 

 

（委員：質問なし）  

 

議  長  

続きまして、「平成３０年度広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進

委員との意見交換会」の開催について、事務局から説明をお願いします。  

 

石本専門員  

平成３０年度広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交

換会でございます。お手元の資料２、９ページをご覧下さい。この意見交換会の日

時は、２月１９日２時半から東区役所５階講堂で開催いたします。意見交換会に先

立って、研修会がございます。研修会は認定農業者、農業委員・農地利用最適化推

進委員合同の研修です。２時半から葉物野菜生産におけるマネジメントシステムの
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有効活用について、と題しまして福岡県から㈱○○の取締役○○様に公演いただく

予定にしております。その後、１で３時４５分から開会となり認定農業者との意見

交換会を行います。３で、グループ単位での意見交換となっております。これは認

定農業者が例年大体２０名位来ていただけることから、２班に分けて意見交換会を

行いたいと思っております。意見交換会の後、４の農業委員による意見発表という

ことで、各班で出た認定農業者の主な意見を各グループごとに発表していただこう

と思います。６のコメントということで、認定農業者協議会会長からコメントをい

ただき、閉会ということになります。 

続きまして、１０ページの認定農業者との意見交換会の進め方についてでござい

ます。１番目として、共通の認識が持ちやすい営農環境が共通な地域ごとにグルー

プに分かれて意見交換を行うということで、Ａ班は市街化区域及びその近郊にほ場

があるグループ、Ｂ班としましては農業振興地域にほ場があるグループということ

で、認定農業者をそれぞれ１０名くらいに分かれていただこうと思っております。

農業委員・農地利用最適化推進委員もそれぞれ半分ずつに分かれていただきたいと

思います。グループ分けは１２ページ、１３ページのとおりでございます。また、

元にかえりまして、２番目の意見交換のテーマとしましては「直面している営農の

課題」ということで、いろいろと意見を伺いたいと思っております。３番目といた

しまして、意見交換での進行役をそれぞれの班で１名ずつ決めていただきたいと思

います。進行でございますが、意見交換の中で出た意見を意見書等に反映させてい

くため、この場での結論はあえて出さず、出来るだけ多くの意見を出せるような進

行を行い、多様な意見を集めていただきたいと思っております。全員が発言できる

ように時間配分を考えるということで、認定農業者の方が一つの班で１０名くらい

おられますので、一人３分程度であろうと思っております。４番目は農業委員によ

る意見発表です。 

１１ページは、直面している営農課題の例を列挙しております。本日は司会進行

役をＡ班、Ｂ班一人ずつ、発表者をＡ班、Ｂ班一人ずつ決めていただければと思い

ます。以上で説明を終わります。 

 

議 長 

今、事務局から説明がありましたように、認定農業者が、２０名位来られて、１

０名程度ずつ２班に分けて行いたいということでございますので、この配布資料の

１０ページにあります、それと１２ページ、１３ページが割り振り、Ａ班、Ｂ班で
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割り振りしてあります。これで１０ページの今議案がでましたように、意見交換の、

進行と意見交換が出たのを発表する人をＡ班、Ｂ班でそれぞれ話し合いで決定をし

ておきたいということでございますので、Ａ班の方はＡ班でどなたがやっていただ

くか、Ｂ班はＢ班でどなたがやっていただくかというのを、決めさせていただきた

いと思います。 

それぞれ意見がございましたら、お願いしたいと思います。 

それぞれのＡ班の認定農業者、Ｂ班の認定農業者で司会進行をやっていただけれ

ばどうかと思っておりますが、どうでしょうか。それで、それ以外でご参加いただ

く方に、Ａ班、Ｂ班それぞれ発表役を１名ずつお願いいただければ、有難いと思っ

ております。ですから、Ａ班は、福島委員が認定農業者、Ｂ班では谷口憲委員が認

定農業者ですので、それぞれ司会進行役でどうでしょうか。 

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

発 表 者 の 方 を Ａ 班 、 Ｂ 班 で お 願 い を し た い わ け で す が 、 ど う い っ た         

方法で決めさせていただければ良いでしょうか。 

私の案で、Ａ班では梶山正治委員に、Ｂ班では己斐委員にお願いしたらどうかと

思っておりますが、どうでしょうか。お願いできますでしょうか。 

 

梶山委員 

 やはり、発表は具体的に沢山色々苦労されている方の方が良いと思うんですが。

まとめたものを発表すれば良いのであればいいが、誰がまとめるのでしょうか。 

 

議 長 

それは事務局がある程度やってくれますので、それを含めて発表いただければ。 

毎年、いろんな方にやって頂いていますが、十分にやっていただいております。 

梶山正治委員にＡ班の発表者をお願いします。それからＢ班の方は己斐委員、よ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、「その他の項目」について、事務局から報告をお願いします。 

 

石本専門員 
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 それでは、引き続きまして、１４ページ目でございます。資料３です。平成３０

年度、今年度最後になりますが、農業委員、農地利用最適化推進委員及び農業経営

者の合同研修会の実施でございます。日時は３月８日金曜日です。場所は国際会議

場で、農地集積に関する講演ということで、農業経営者からの講演で二つあります。

参加希望者は２月８日までに事務局に連絡していただきたいと思います。１５ペー

ジ、１６ページに、講師の方の概要等を記載しております。参加される方は事務局

までお願いいたします。 

続きまして、資料４、１７ページですが、今年度、毎年ございますが、市民農園・

体験農園・市民菜園の利用者募集の案内でございます。何か気になることがあった

ら、事務局の方へお知らせいただきたいと思っております。 

引き続きまして、資料５です。１９ページでございます。平成３１年度中山間地

域お宝資源掘り起こし事業についてでございます。ただいま、募集期間中でござい

まして、２月１日から２月１５日までということになっております。興味のある地

域等ありましたら、ぜひ参加していただきたいと思います。ご存知のように、２０

ページでございますが、次のページに返ってもらって、山村振興法又は農業振興地

域の方々に対象になっているということでございます。 

続きまして、資料６、２３ページ目でございます。３月、今年度最後ですが、第

６回の地区協議会の日程でございます。２３ページの上です。旧市３月６日水曜日

の午前中でございます。安佐南区３月１３日２時から中筋本店、安佐南は区役所が

取れませんでしたので、ＪＡ広島市中筋本店でやります。お間違えのないようにお

願いします。白木・高陽も農振センターで３月７日午後、可部・安佐地区も安佐北

区役所と総合福祉センターが取れなかったので、ＪＡ広島市の安佐支店で行います。

可部・安佐の方も間違えのないようによろしくお願いいたします。安芸区でござい

ます、３月６日午後、こちらも安芸区総合福祉センターということになりました。

最後、佐伯区３月８日午前中、こちらは佐伯区役所ということです。 

  

山室主幹 

 続きまして、２４ページ資料７をご覧下さい。来年度の総会の開催日程を組んで

みました。４月から３月まででございます。ご存知の通り、総会は原則として毎月

５日とし、５日の日が土日祝日等でありましたら、その翌日ということで予定を組

んでおります。ただし、下線を引いておりますように、５月８日と１月７日は休日

の翌日になっておりません。翌々日にしております。ゴールデンウィークや年末年
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始により１日ずらしておりますので、５月の総会は５月８日、１月の総会は１月７

日ということで計画しております。７月と１月は研修会と懇親会を開催する計画と

しております。 

続きまして、２５ページの資料８は、来年度の現地調査日程についてでございま

す。こちらの方も年間の計画を作成しております。続きまして、２６ページの資料

９は、今年２月の現地調査日程についてでございます。 

続きまして、２７ページからの資料１０でございます。農業委員、推進委員、次

期農業委員・推進委員の申込み状況の結果についてご報告をいたします。農業委員

と推進委員につきましては、１月２１日に募集を締め切りまして、申込み結果を広

島市のホームページに公表しました。これは農業委員会法で申込み状況を公表する

ということが定められているということで、ホームページで公表したというもので

ございます。その状況についてご報告をいたします。 

初めに農業委員につきましては、定員１９人に対しまして推薦・応募合わせて２

４人の申込みがありました。この内、申込み時点での認定農業者は６人ということ

になっております。今後は２月８日に審査委員会による面接を実施しまして、その

後市議会の承認を経て市長が任命するということになっております。申込みをされ

た方は広島市から面接の案内を郵便でお送りしていると思いますので、指定された

時刻をお間違えないようにご出席いただきますようお願いいたします。 

続きまして、推進委員について説明いたします。第１地区は定員３人に対して推

薦・応募合わせて５名の申込みがありました。第２地区は４人に対して申込者が６

人、第３地区は定数４人に対して申込者が７人、第４地区は定数８人で申込者が９

人、第５地区は定数２人で申込者が３人、第６地区は４人で申込者が５人、第７地

区は定数７人で申込者７人、第８地区は定数５人に申込者８人、第９地区は定数５

人に対し申込者５人、第１０地区は定数２に対して申込者３人、全地区を合わせま

すと、定数４２人に対しまして５２人の申込みがありました。なお、表に書いてお

りますように、担当地区は希望する地区２以上から選択することが出来ますので、

一人は第１地区と第２地区、もう一人の方は第１地区から第３地区に重複して申込

みがありました。定数を超えて応募のあった第１地区から第６地区、第８、第１０

地区につきましては、３月１５日に選考委員会による面接を実施します。申込みを

された方には農業委員会から後日、面接の案内を郵送するということにしておりま

す。この後、農業委員会の総会で４２人の推進委員を決定した後、改選後の新しい

委員会の会長名で委嘱するということになっております。なお、詳細につきまして
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は、市のホームページにアップしておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 

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。 

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

それでは、これで平成３１年第２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）  

 

会長職務代理者  

それでは、次回は、平成３１年３月５日（火）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。  

  


