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８．会議に諮った議題
《審議事項》
⑴ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について
⑵ 議案第６号 農地法第３条の規定による許可申請について
⑶ 議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について
⑷ 議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画
変更申請について
⑸ 議 案 第 ９ 号 平 成 30 年 度 の 目 標 及 び そ の 達 成 に 向 け た 活 動 計 画 （ 案 ）
について
⑹ 議 案 第 10号 令 和 元 年 度 の 目 標 及 び そ の 達 成 に 向 け た 活 動 計 画 （ 案 ）
について
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《報告事項》
⑴ 報告第１号

農地パトロール（利用状況調査）について

９．その他
（開会
事務局

午前

１０時００分）
初めに河野会長の挨拶の後、会長が議長として議事を進行され

ます。よろしくお願いします。
会長

会長挨拶。
廿日市市農業委員会会議規則第５条の規定により、議長を務め
させていただきます。

議長

ただいまから令和元年第２回廿日市市農業委員会総会を開会い
たします。
まず、本総会の成立を申し上げます。委員総数１４名、本日の
出席委員は１２、欠席委員が２名ということでございます。在任
委員の過半数の委員が出席されておりますので、農業委員会等に
関する法律第２７条第３項の規定により、本総会は成立しており
ます。
続いて、議事録署名委員を指名します。
廿日市市農業委員会会議規則第２０条第２項の規定によりまし
て、４番の黒田委員、５番の中山委員のご両名にお願いをいたし
ます。
それでは、ただいまから議事に入ります。
まず初めに、審議事項に入ります。
議案第５号

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画について、議案とします。
事務局から説明をお願いします。
事務局

議案第５号

農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計

画について、説明をさせていただきます。
それでは、座って説明をさせていただきます。
議案書は３ページ、位置図は１ページになります。
番号１２番、農地の所在地は、原字長野、登記地目は田です。
関係者は、議案記載のとおりです。
面積は１筆で、７８３平方メートルで、利用目的は畑です。
公告日から令和６年３月３１日まで、使用貸借の新規設定を行
うものでございます。
いずれも、地元地区担当委員と事務局で現地調査を行い、内容
を精査したところ、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各
要件を満たしております。
以上で、議案第５号

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地

利用集積計画について、説明を終わります。
それでは、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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議長

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を
お伺いします。
沖村委員、お願いします。

１３番委員

１３番の沖村です。５月２１日に岡村委員と事務局２名で現地
調査に行きました。位置図は１ページです。以前から引き続き作
られています。本来は、再設定ですが、終了期間を若干過ぎてい
たため、新規扱いとなっています。何も問題はないと思われます
ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長

これについて、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。
ありませんか。
≪委員より質疑等なし≫

議長

意見がないようですので、お諮りをします。
議案第５号

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画について、承認することに異議ございませんか。
≪委員より異議等なし≫
議長

異議なしと認め、議案第５号

農業経営基盤強化促進法に基づ

く農用地利用集積計画について、承認することに決定をいたしま
す。
次に、議案第６号

農地法第３条の規定による許可申請につい

て、議案とします。
事務局から説明をお願いします。
事務局

議案第６号農地法第３条の規定による許可申請について、番号
１４４番、１４７番について、説明させていただきます。
議案書は５ページ、位置図は、２ページから３ページになりま
す。
番号１４４番、農地の所在地は、浅原字甘泉野、登記地目は田
です。
関係者は、議案記載のとおりです。
権利の移転理由といたしまして、譲渡人は農業経営を弟に引き
継がせるため、譲受人は農業経営を兄から引き継ぐためであり、
兄弟間での無償の所有権移転となります。
続きまして、番号１４７番、農地の所在地は、沖塩屋二丁目、
登記地目は畑です。
関係者は、議案記載のとおりです。
権利の移転理由といたしまして、譲渡人は高齢のため耕作が困
難、譲受人は経営規模を拡大するもので、有償の所有権移転とな
ります。
いずれも、譲受人は、保有する機械等から判断して、農地取得
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後も全ての農地を耕作するものと認められ、下限面積１０アール
を超えており、申請地周辺の農地の利用に支障を生じることは考
えられないため、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要
件を満たしています。
以上で、議案第６号

農地法第３条の規定による許可申請につ

いて、番号１４４番、１４７番について、説明を終わります。
ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を
お願いします。
古川委員、お願いします。

１番委員

１番の古川です。番号１４４についてご報告いたします。
これは、５月２０日に正木推進委員と事務局２名で現地確認を
行いました。位置図は、２ページです。今回、兄は、広島市内在
住で遠方ということで、弟へ経営を引き継ぐということです。２
筆ございますけれども、１筆につきましては、これまでも水田と
して活用されており、確認に行った時は、既に田植えが完了して
いました。もう一筆は、道路を挟んで川の向かい側にあります。
こちらの筆は、一部畑で、一部農機具倉庫が建っています。立派
な倉庫ではなく、簡易的な倉庫で、農機具が中に入れてありまし
た。田と一体的に使用されていたものと思われます。現状使用方
法等で、他への悪影響等はないものと思われます。ご審議のほど
よろしくお願いいたします。

議長
１２番委員

続いて、山田委員。
１２番の山田です。１４７番ですが、５月１６日に事務局と現
地を確認しました。位置図は３ページです。該当地には、今、栗
、イチジク、柿の木が何本か植えてあるという状態です。譲渡人
と譲受人は親戚関係にあり、譲渡人が高齢ということで、譲受人
が譲り受けるということです。別に何の問題もないと思われます
ので、ご審議のほどよろしくお願いします。

議長

ただいまの２件について、ご意見、ご質問等があればお願いを
いたします。ありませんか。
≪委員より質疑等なし≫

議長

意見がないようですので、お諮りします。
議案第６号

農地法第３条の規定による許可申請について、許

可することに異議ございませんか。
≪委員より異議等なし≫
議長

異議なしと認め、議案第６号
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農地法第３条の規定による許可

申請について、許可することに決定をいたします。
続きまして、議案第７号

農地法第５条第１項の規定による許

可申請について、議案とします。
では、事務局から説明をお願いします。
事務局

議案第７号

農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て、説明させていただきます。
議案書は６ページ、位置図は４ページになります。
番号１３６番、農地の所在地は、永原字大久保、第２種農地で
登記地目は田です。面積は３筆で、２，６１２平方メートルの申
請です。
関係者は、議案記載のとおりです。
転用理由は、太陽光発電事業を行うための申請でございます。
いずれも、書類審査後、地元地区担当委員と事務局で現地調査
を行い、内容を精査したところ、事業規模から見て適切な面積で
あり、本件の許可により周辺農地への被害や悪影響はないものと
認められます。
以上で、議案第７号

農地法第５条第１項の規定による許可申

請について、説明を終わります。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を
伺います。
三田委員。

三田推進委員

推進委員の三田です。番号１３６について説明します。位置図
は４ページです。５月１７日に河井委員、発電事業担当者、事務
局２名、私の計５名で現地確認を行いました。譲渡人は、高齢で
あり、今後の維持管理が非常に難しいという理由で３筆の２，６
００平米を発電事業主に譲り渡すものです。現地一帯は、平坦で
あり、日照条件にも問題はなく、近隣住宅への影響は特にないも
のと考えております。また、発電設備への立入禁止フェンスや防
草シートを設置するということでもあり、特に問題ないと思われ
ますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
以上です。

議長

これについて、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。
ありませんか。
≪委員より質疑等なし≫

議長

意見がないようですので、お諮りをします。
議案第７号

農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て、許可することに異議ございませんか。
≪委員より異議等なし≫
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議長

異議なしと認め、議案第７号

農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について、許可することに決定をいたします。
続きまして、議案第８号

農地法第５条第１項の規定による許

可後の事業計画変更申請について、議案とします。
事務局から説明をお願いします。
事務局

議案第８号

農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請について、説明をさせていただきます。
議案書は７ページ、位置図は５ページになります。
議案の朗読につきましては、省略させていただきます。関係者
は、議案記載のとおりでございます。
番号１４５番ですけども、平成２８年９月の第９回総会で審議
した案件で、太陽光発電事業を行うための申請でございました。
当初の計画では、防災施設・雨水排水施設の防除措置を講じて
工事を進めていましたが、平成３０年７月に発生しました西日本
豪雨を経験したことにより、当初の計画において広範囲で急勾配
となる整地では、今後の豪雨のときに大規模な土砂流出の恐れが
あり、勾配を緩やかにする工事変更が生じたため、変更申請が提
出されたものでございます。
変更申請書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調
査を行い、内容を精査しましたところ、本件の許可により周辺農
地への被害や悪影響はないものと認められます。
今回提出されましたこの案件ですけれども、３０アールを超え
る計画変更であるため、本委員会で承認をされた場合、６月１８
日、広島県農業会議が開催する第３回常設審議委員会で諮問予定
でございます。
以上で、議案第８号

農地法第５条第１項の規定による許可後

の事業計画変更申請について、説明を終わります。
ご審議をよろしくお願いいたします。
議長

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を
お伺いします。
梶原委員。

７番委員

７番の梶原です。今、事務局の説明がございました。５月２０
日に岩木委員、事務局、私で現地確認を行いました。そのときに
担当業者と話をさせていただきました。今、事務局が申されまし
たように、昨年の７月の豪雨災害が県内でおきたことを踏まえ、
この春、検討協議をして、このような申請になったとお伺いをし
ました。
そして、事務局から、勾配を緩くし、法面にもパネルを張って
雨水が土地への浸透を少なくするという説明がございましたが、
そうすると雨水の流れる量が増えるということになり、下流に対
してどうするのかと質問したところ、大きな調整池があり、この
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調整池は、今よく雨の時期に言われている５０年に一度の記録的
な大雨が降っても、その調整池で対応できると言われました。水
が流れることによって、土砂が流出し調整池に堆積するのではな
いかと聞いたところ、常時監視し堆積が確認されればすぐ除去す
るし、下流に対して、既存の排水路へ流しても今の量とそれほど
変わらないという説明を受けました。一番の心配が排水、流れる
水の量が、下流に対してどのような影響があるのかということで
したが、そのような説明を受けました。それではということです
が、これから地元としての監視しなくてはならないと感じて、説
明を受けたところでございます。そのような説明であれば、何ら
問題はないだろうと感じたところです。ご審議のほどよろしくお
願いいたします。以上です。
議長

ありがとうございます。
前からの案件で、大きなソーラー化事業の設置でございます。
廿日市市と農業委員会で再三協議を行いながら、また今回、変更
ということで、今、現地調査の中で地元の梶原委員、岩木委員が
かなり厳しい質問をされたというお話もありました。下流の地域
が心配という中で、勾配がよくなれば水量が増えるということも
ありました。調整池の対応、また今後の調整池の管理等々も十分
していこう、事業者と現地の工事関係者が話をするということで
しょうが、十分に大きな災害のないように地元も時々現地を見て
いただかなければいけないと思います。詳しい説明がありました
が、これにつきまして皆さんからのご意見等があればお願いをい
たします。
これの工事の完成、また、いつから発電出来るのですか。

事務局

完成はことしの１０月頃だと聞いています。その時、隣に変電
所があるので、繋いで発電は開始されるとお伺いしております。

７番委員

以上のようなことで、もう２年がかりです。現場は、２年半年
ぐらいになります。

議長

ここは昔、開拓の畜産の放牧地であったということで、農業委
員会の絡みがあるということです。多くは山林で、林地開発等の
関係が絡んでいたというような記憶をしております。
この件につきまして、皆さんから他にありますか。
よろしいですか。
意見がないようですので、お諮りをします。
議案第８号

農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請について、承認することに異議ございませんか。
≪委員より異議等なし≫
議長

異議なしと認め、議案第８号
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農地法第５条第１項の規定によ

る許可後の事業計画変更申請について、承認することに決定をい
たします。
また、先ほど事務局から説明ありましたように、この件につき
ましては、県の常設委員会でも協議をされるということです。
続きまして、議案第９号

平成３０年度の目標及びその達成に

向 け た 活 動 点 検 ･計 画 （ 案 ） に つ い て 、 議 案 第 １ ０ 号

令和元年

度の目標及びその達成に向けた事業計画（案）については、関連
案件のため、まとめて審議をいたします。
事務局から説明をお願いします。
事務局

議案第９号

平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）について、及び、議案第１０号

令和元年度の

目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、説明をさせ
ていただきます。
議案書は８ページ、９ページです。そして、本日配付をいたし
ました議案第９号資料①、議案第１０号資料①をご覧ください。
本日、ホッチキス留めで配付をいたしました資料でございます。
よろしいでしょうか。
これにつきましては、国からの通知「農業委員会の適正な事務
実施について」により、各市町の農業委員会が毎年その年の活動
の点検・評価及び次の年の活動計画について、公表することとな
っております。
今後のスケジュールといたしましては、本日、皆さんで審議し
ていただき、決定後、県を通じ国に報告し、市のホームページ等
で公表する予定となっております。
こちら、様式については、昨年度と全く同様で変更はございま
せん。
内容についての朗読は省略をさせていただき、主な点のみ説明
させていただければと思います。
まず初めに、議案第９号資料①の２ページをご覧ください。
こちらの名称が「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活
動の点検・評価」ということでございます。
その中のⅡ、ローマ数字の２でございますけれども、担い手へ
の農地の利用集積・集約化のうち、２（数字の２）、平成３０年
度の目標及び実績をご覧ください。
集積目標が１８４ヘクタール、集積実績が１８３ヘクタール、
うち新規実績が０．９４ヘクタールとなり、達成率９９．５％と
なっております。
続きまして、同じく資料４ページをご覧ください。
Ⅳ番でございます。ローマ数字の４でございます。遊休農地に
関する措置に関する評価のうち、番号２の平成３０年度の目標及
び実績ですけども、解消目標２ヘクタールに対しまして、遊休農
地の解消実績として、２．２１ヘクタール、達成率１１１％とな
っております。
続きまして、議案第１０号資料①の２ページをご覧ください。
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名称は「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動軽計画」
でございます。
その２ページをご覧ください。
項目につきましては、先ほどの平成３０年度の目標及びその達
成に向けた活動の点検・評価（案）と同じでございます。
その資料のうち、Ⅱ、ローマ数字の２でございます。担い手へ
の農地の利用集積・集約化のうち、番号２、令和元年度の目標及
び活動計画についてですが、集積目標が１８４ヘクタールで、新
規集積面積を１ヘクタールと、今年の設定をしております。
続きまして、同じ資料の３ページをごらんください。
３ページⅣ、ローマ数字の４でございますけども、遊休農地に
関する措置のうち、２の令和元年度の目標及び活動計画ですが、
昨年度の解消面積を考慮し、昨年度と同様の２ヘクタールを目標
と設定をさせていただきました。
議案第９号

平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）について、及び、議案第１０号

令和元年度の

目標及びその達成に向けた活動計画（案）については、以上でご
ざいます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長

事務局から説明をいたしましたが、議案９号と１０号、あらま
しの説明であったようですが、皆さんから何か質問等あれば、質
問してください。
これ、担い手の関係で、議案９号については実績が１８３に対
して０．９４、達成率９９．５ということと、議案１０号につい
ては、同じく１８４より集積面積で１ヘクタールということでご
ざいます。
皆さんからご意見、ご質問等をお受けしたいといたします。
ありませんか。
ないようですので、お諮りをいたします。
議案第９号

平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動点

検・評価（案）について、議案第１０号

令和元年度の目標及び

その達成に向けた活動計画（案）について、決定することに異議
はございませんか。
≪委員より異議等なし≫
議長

異議なしと認め、議案第９号

平成３０年度の目標及びその達

成に向けた活動の点検・評価（案）について、議案第１０号

令

和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、
決定をいたします。
それでは、続きまして、報告事項に入ります。
報告第１号

農地法第４条第１項第７号の規定による届出につ

いて、報告をします。
事務局から説明をお願いします。
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事務局

報告第１号

農地法第４条第１項第７号の規定による届出につ

いて、説明させていただきます。
議案書は１０ページ、位置図は６ページから８ページになりま
す。
今月の報告は、平成３１年４月１２日から令和元年５月１１日
までの間に受理した３件でございます。
番号１３１番については、過去に転用届出済みでございます。
いずれも、書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地
調査を行い、内容を精査しましたところ、適法であると認めまし
たので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専決処理
を行い、受理通知書を交付したところでございます。
以上で、報告第１号

農地法第４条第１項第７号の規定による

届出について、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、これについて、質疑等があ
ればお願いをいたします。
質疑がないようですので、報告第１号

農地法第４条第１項第

７号の規定による届出について、報告を終わります。
報告第２号

農地法第５条第１項第６号の規定による届出につ

いて、報告をします。
事務局から説明をお願いします。
事務局

報告第２号

農地法第５条第１項第６号の規定による届出につ

いて、説明させていただきます。
議案書は１１ページから１３ページ、位置図は９ページから１
５ページになります。
今月の報告は、平成３１年４月１２日から令和元年５月１１日
までの間に受理した９件でございます。
番号１３３番、１３４番については、過去に転用届出済みでご
ざいます。
いずれも書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調
査を行い、内容を精査しましたところ、適法であると認めました
ので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専決処理を
行い、受理通知書を交付したところでございます。
以上で、報告第２号

農地法第５条第１項第６号の規定による

届出について、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、これについて質疑等があれ
ばお願いをします。
よろしいでしょうか。
質疑がないようですので、報告第２号

農地法第５条第１項第

６号の規定による届出について、報告を終わります。
報告第３号

地目変更登記に係る登記官からの照会について、

報告をします。
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事務局から説明をお願いします。
事務局

報告第３号

地目変更登記に係る登記官からの照会について、

報告させていただきます。
議案書は１４ページ、位置図は１６ページになります。
広島法務局廿日市支局の登記官から照会があったもので、番号
１０３番でございます。
平成１９年１月末付で、一般個人住宅として利用するため、農
地法第５条第１項の許可済みで、非農地として処理する旨の回答
をいたしました。
以上で、報告第３号

地目変更登記に係る登記官からの照会に

ついて、報告を終わります。
議長

事務局の説明が終わりました。これにつきまして、質疑等があ
ればお願いをします。
ありませんか。
質疑がないようですので、報告第３号

地目変更登記に係る登

記官からの照会について、報告を終わります。
続いて、協議事項に入ります。
協議第１号

農地パトロールについて、協議をします。

事務局から説明をお願いします。
事務局

協議第１号

農地パトロールについて、説明をさせていただき

ます。
けさ配付をいたしましたＡ４で両面印刷された協議第１号資料
①をご覧ください。
題目といたしまして「廿日市市農業委員会農地パトロール利用
状況調査実施要領（案）」のＡ４の一枚ものでございます。
今年度の農地パトロールについてですが、趣旨などにつきまし
ては、資料に記載のとおりでございます。例年どおり農地パトロ
ール後、調査票を整理・作成し、土地所有者に対して利用意向調
査を行う予定としております。
そのため、意向調査等の準備期間等を考慮し、昨年度と同じく
７月から９月を農地パトロール月間として実施したいと考えてお
ります。
なお、廿日市地域、大野地域の農地パトロールについてですが
、相続税納税猶予対象農地は、昨年度と同様に事務局で現地確認
と写真撮影を行いますので、その他の農地の作付などの利用状況
調査を行っていただければと思います。
７月は大変暑い日が続き、暑さもますます厳しくなると思いま
すが、皆様、委員の皆様方にご協力よろしくお願いを申し上げま
す。あわせて、農地パトロールの際は、水分補給を十分行うなど
、体調には十分留意されますよう、重ねましてお願いを申し上げ
ます。
それと例年事務局で作成する地番図についてですけれども、現
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在作成中でございます。地番図、できましたら各支所へ配布いた
しますので、日程調整後、農地パトロールを実施していただけれ
ばと思います。
以上で、協議第１号

農地パトロールについて、説明を終わり

ます。
議長

ただいま農地パトロールについて説明をいたしましたが、これ
について、皆さんからのご意見、質疑等があればお願いをいたし
ます。
後日また地域ごとでお話し合いをしていただくということでし
ょうけれども、質疑がないようですので、協議第１号

農地パト

ロールについては終わります。
以上、議事を終わります。
委員の皆様には慎重にご審議頂きありがとうございました。
次回の第３回農業委員会総会は、７月４日（木）午前１０時から
さいき文化センターで行います。
（閉会

午 前 11 時 3 0 分 ）

以上のとおり会議の顛末を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署
名する。
令和元年

月

日

議事録署名者
廿日市市農業委員会会長（議長）
廿日市市農業委員会委員（４番委員）
廿日市市農業委員会委員（５番委員）
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