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令和元年第７回廿日市市農業委員会総会議事録

１．日 時 令和元年１１月６日（水）

午前１０時００分開会 午前１１時００分閉会

２．場 所 廿日市市役所 7 階 会議室

３．出席委員（農業委員１３名）

（推進委員１２名）

登 宏太郎 岩本 博志 岡村 昭男 新竹 睦男 吉田 雅子

堀田 良昭 土谷 基治 三田 邦男 神鳥 正貴 松井 祥壮

正木 カズヨ 倉本 良夫

４．欠席委員（２名）

５．議事録署名委員

６．会議に出席した委員以外の者

７．服務のため出席した者

８．会議に諮った議題

《審議事項》

⑴ 議案第２９号 農地法第３条の規定による許可申請について

⑵ 議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

⑶ 議案第３１号 非農地証明交付申請について

《報告事項》

⑴ 報告第 １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

⑵ 報告第 ２号 公売実施に伴う東京国税局長からの照会について

《協議事項》

⑴ 協議第 １号 農地法第３条第２項第５号に規定する別段の面積について

９．その他

１番 古川 憲吾 ２番 河井 孝之 ４番 黒田 球貴

５番 中山 誠治 ６番 岩木 國明 ７番 梶原 安行

８番 岡 真由美 ９番 是佐 惠美子 １０番 木浦 紀幸

１１番 槇本 健児 １２番 山田 政則 １３番 沖村 弓枝

１４番 河野 義刀

３番 中田 安義 推進委員 平尾 和彦

２番 河井 孝之 ４番 黒田 球貴

農 業 委 員 会 事 務 局 長 松田 成基

局長補佐 河内 光也

主 事 武田 枝梨加

（佐伯支所） 主 査 西田 昭子

（吉和支所） 専門員 西本 真

（大野支所） 主 査 小林 公明

（宮島支所） 主任主事 佃 雅文
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（開会 午前 １０時００分）

事務局

会長

議長

事務局

議長

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。

ただいまから令和元年第７回廿日市市農業委員会総会を開会

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１３名、欠席委員１名、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、本総会は成立をしております。

続いて、議事録署名委員を指名いたします。

廿日市市農業委員会会議規則第２０条第２項の規定に基づき、

２番の河井委員と、４番の黒田委員にお願いします。

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２９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。

それでは、議案第２９号 農地法第３条の規定による許可申請

について、説明をさせていただきます。

それでは、座って説明させていただきます。

議案書は、２ページに総括表、３ページに内訳、位置図は１ペ

ージになります。

番号２９０番、農地の所在地は、大野字中津岡、登記地目は畑

です。関係者は議案記載のとおりです。移転の理由は、譲渡人は、

高齢のため耕作困難なため、譲受人は、現在耕作している農地に

隣接し便利であるためで、無償の所有権移転です。

譲受人は、保有する機械等から判断して、農地取得後も全ての

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が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２９号 農地法第３条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。

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員さんの意

見をお伺いします。

吉田委員、お願いいたします。
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吉田推進委員

議長

議長

議長

事務局

推進委員の吉田です。番号２９０番について説明いたします。

地図は１ページで、赤い印の２カ所です。現地は１０月１１日に

支所職員と山田委員とで確認いたしました。下側の土地の現況

は、休耕されていまして、山林化しつつあるような状態でした。

譲渡人は、９７歳の高齢なため、譲受人が管理し、フキ、栗、柿

などの果樹を植えられる予定だそうです。二、三百メートル上に

行ったところがほぼ完全に山林化しているところで、そのすぐ下

の隣の土地が譲受人の土地でして、併せて竹などを切って管理さ

れるようです。特に問題ないと思いますので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

ありがとうございました。これについて、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≫

ご意見がないようでございますので、お諮りをいたします。

議案第２９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≫

異議なしと認め、議案第２９号 農地法第３条の規定による許

可申請について、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第３０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。

事務局から説明をお願いします。

それでは、議案第３０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、２ページに総括表、４ページから５ページに内訳、

位置図は２ページから５ページになります。

番号２８１番、農地の所在地は、大野字戸石川の第２種農地で、

登記地目は田、面積は１筆で、６３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、露天駐車場として利

用するための申請でございます。

次に、番号２８２番、農地の所在地は、宮内字東畑口の第２種

農地で、登記地目は田です。面積は１筆で、２９５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、個人

住宅用地として利用するための申請でございます。

次に、番号２８５番、農地の所在地は、宮内字渡果の第２種農

地で、登記地目は田、面積は２筆で、７５４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、ドッグラン

及び休憩所として利用するための申請です。

次に５ページ、番号２８６番、農地の所在地は、宮内字渡果の
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議長

１１番委員

議長

５番委員

第２種農地で、登記地目は田、面積は１筆で、１，１７５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、

露天資材置き場として利用するための申請でございます。

次に、番号２８７番、農地の所在地は、浅原字上の第２種農地

で、登記地目は田及び畑です。面積は３筆で、１，７５２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、

敷地の庭及び駐車場として利用する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職員で現地調

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３０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。

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

お伺いをいたします。

２８１番、槇本委員。

１１番の槇本です。１０月１６日に吉田委員と事務局と私の３

人で現地に赴きました。位置図は２ページですが、地図にもあり

ますように、この土地は、広島岩国道路を建設する際に買収され

た田の端っこが残ったものでありまして、現在は防草シートが上

に敷かれております。もう長年、作られた形跡がありません。そ

して、赤い印のすぐ下の田が譲受人の田で、家から作業に来られ

るときもすぐ隣に車がとめられるということです。下の田と上の

土地とは、高低差が約１メートル四、五十ありまして、駐車場に

車をとめて作業にくるということでございます。別に差しさわり

はないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

続いて、中山委員、３件ほどお願いします。

５番の中山です。

１０月１５日に岩本委員と事務局２名で現地調査をしました。

この２８２番につきましては、３ページです。親元の家と隣接し

ておりまして、別に問題ないと思いますので、よろしくお願いし

ます。

続いて、２８５番、１０月１５日に岩本委員、事務局２名で調

査しました。位置図は４ページです。ここもドッグランというこ

とで、初めてなのですけれど、どうかなと思いましたが、周辺に

農地等もそんなにたくさんないですし、事務局と岩本委員と相談

した結果、別に問題ないだろうということで、よろしくお願いし

ます。

続いて、２８６番、１０月１５日、岩本委員、事務局２名で現

地調査をしました。位置図は４ページです。現在、この隣接地に
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議長

１番委員

議長

議長

議長

事務局

は農地転用して小さい事務所がありまして、駐車場になっており

ます。この所在について、周りを調査したんですけど、周辺は皆

駐車場になっておりますので、別に問題はないと思います。ご審

議のほどよろしくお願いします。

続いて、２８７番、古川委員、お願いします。

１番、古川です。２８７番の事案でございますけれども、１０

月１６日に正木推進委員と事務局４名と仲介業者の方の立ち会

いのもとで確認を行いました。地図は５ページになります。譲渡

人は広島市在住で、数年前より財産整理をずっとなさっておりま

す。その一件です。これに関しては、住宅も同じように売買され

るということになっております。譲受人ですけれども、これは譲

渡人の旧家でございまして、その旧家である家を美術館のように

活用したいということです。該当農地は、駐車場等に利用したい

ということでございますけれども、周辺農地に悪影響とかが全く

ないような地域で、私としてもにぎわいを創出できると思ってお

りまして、期待も寄せているところでございます。

ご審議のほどお願いいたします。以上です。

ありがとうございました。それぞれごと、担当委員が説明があ

りました。これにつきまして、ご意見、ご質問等があればお願い

をいたします。

≪委員より質疑等なし≫

ありませんか。

意見がないようですので、お諮りをします。

議案第３０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≫

異議なしと認め、議案第３０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３１号 非農地証明交付申請について、議

案とします。

事務局から説明をお願いします。

議案第３１号 非農地証明交付申請について、説明をさせてい

ただきます。

議案書は６ページ、位置図は５ページになります。それと、議

案と一緒に送付しました、現地確認写真が添付されている議案第

３１号資料の①も合わせてご覧ください。

番号２８８番、農地の所在は、浅原字上の第２種農地で、登記
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議長

１番委員

議長

議長

地目は田及び畑、面積は８筆で、１，１４６．８２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。

非農地の理由といたしまして、山林化しており、農地としての

利用が困難になったためでございます。

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、現地は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土

地であると認められましたので、農地法に関する各種証明事務取

扱ガイドラインの農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否

かの判断基準を準用し、非農地である旨の証明は可能と考えま

す。

以上で、議案第３１号 非農地証明交付申請について、説明を

終わります。

ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

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。

古川委員、お願いします。

１番の古川です。２８８の事案でございますけれども、地図は、

先ほどの５ページでございます。この件につきましては、１０月

１６日、先ほどのご説明申し上げた日に、正木推進委員と事務局

４名、そして仲介業者の立ち会いのもとで現地の確認を行いまし

た。写真にございますように、もう既に山林化をしていまして、

これを農地に戻すということは不可能であると考えます。資料①

の写真１に該当地番が２枚ございますけれども、手前のほうに整

備されたような、草刈りとかがなされたような部分がございま

す。これは先ほど事案にございました２８７の端っこのほうが少

し写っていまして、奥は、大きな木になっていますけれども、こ

こらあたりからずっと奥が今回の非農地証明をしていただきた

いという事案でございます。写真①の裏ページですけれども、そ

れ以外のところは、見ていただいているこの様な形になっていま

して、もう農地としての活用はほぼ無理だろうという状況にござ

います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。

ありがとうございました。ただいま、地元委員の説明がござい

ました。これについて、ご意見、ご質問等があればお願いをいた

します。

ご意見ありませんか。

ご意見がないようですので、お諮りをします。

議案第３１号 非農地証明交付申請について、非農地である旨

を証明することに異議ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫
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議長

事務局

議長

議長

事務局

議長

異議なしと認め、議案第３１号 非農地証明交付申請につい

て、非農地である旨を証明することを決定いたします。

続いて、報告事項に入ります。

報告第１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。

それでは、報告第１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、説明をさせていただきます。

議案書は７ページから９ページ、位置図は６ページから１０ペ

ージになります。

今月の報告は、令和元年９月１２日から１０月１０日までの間

に受理した６件です。議案の朗読は、省略させていただきます。

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す。

以上で、報告第１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。

ただいま、事務局のほうの説明が終わりました。これについて、

質疑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≫

質疑がないようですので、報告第１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２号 公売実施に伴う東京国税局長からの照会につい

て、報告します。

事務局から説明をお願いします。

報告第２号 公売実施に伴う東京国税局長からの照会につい

て、報告させていただきます。

議案書は１０ページ、位置図は１１ページになります。

本件は、９月３０日付で東京国税局財務事務次官から、税滞納

処分に係る公売手続のための照会があったものです。

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、現地の現況、過去の転用許可の有無などにつ

いて、その旨の回答をいたしました。

以上で、報告第２号 公売実施に伴う東京国税局長からの照会

について、報告を終わります。

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

ばお願いします。ございませんか。
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議長

事務局

≪委員より質疑等なし≫

質疑がないようですので、報告第２号 公売実施に伴う東京国

税局長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 農地法第３条第２項第５号に規定する別段の面

積について、事務局から説明をお願いします。

それでは、協議第１号の農地法第３条第２項第５号に規定する

別段の面積について、説明を申し上げます。

前回１０月総会からの継続協議となっております。

協議の内容といたしましては、空き家に付随した農地の際に下

限面積を下回ることによっての所有権の移転・売買はできないこ

となどに関係することにより、その空き家に付随した農地の部分

での下限面積をどうするかということでの提案をさせていただ

いております。

前回から１点、２点、問い合わせがあった件につきまして、こ

こで少し回答させていただければと思います。

前回、報告できなかった神石高原町の状況について、報告をさ

せていただきます。

神石高原町も他の市町と同様に、空き家バンクに登録された空

き家に付随した農地を対象ということになっております。やはり

同じく、総会で協議の上、承認を得た物件を対象ということでご

ざいます。こちらもやはり、下限面積をいかにするかということ

で、総会の中でお話をされたようですけれども、１アールという

ことで下限面積を設定をしたということでございますけれども、

やはりこの１アールの面積の設定につきましても、定住促進等の

観点から１アールということで設定をされたみたいです。

続いて、本市の空き家に付随した農地、どのくらいあるのかと

いうことなのですけれども、うちでいきますと今３件ございま

す。佐伯地区に２件、吉和に１件、そのうち中原で２７１平方メ

ートルの農地、友田で３，３９５平方メートルの農地です。吉和

は、少し３００を切るかと思うのですが、廿日市市におきまして

は、この３件がございます。

こちらの問い合わせにつきまして、まだ市民の方、他方から問

い合わせというのはないのですけれども、１件、友田の案件につ

きましては、この間、先週ですか、問い合わせがございました。

前回からの流れでいきますと、東広島市が、やはり空き家に付

随した農地ということを限定とし、総会の承認を得た事例という

ことで、１アール、１００平方メートルということで、設定はさ

れているようでございます。東広島も同じく別段の面積を設定を

されているようでございます。

前回からのお願いをしていたところなのですけれども、今回の

この総会の中で、各支部で意見を取りまとめていただき、支部の



9

議長

８番委員

議長

２番委員

議長

１２番委員

意見をお伺いできたらということでお願いをしていたと思いま

すので、各支部、支部長にこの下限面積につきまして、ご意見お

伺いできたらなと思います。それではお願いします。

それでは、今、事務局説明いたしましたようなことでございま

す。

今、来年度の別段の面積について協議ということですが、それ

ぞれ各支部の意見をまとめて全体で調整して決定していけばと

いうことでございます。

例として、今、若干佐伯では空き家というのが付随して１アー

ル、１００平米ぐらい農地がある場合にというのも、今出ている

ようでございますが、他では１平米というのもありましたが、そ

れはどうなんだろうと思いますが、各支部のご意見があると思い

ますの、それぞれ発表していただいて、１２月の総会で決定して

いきたいというように考えておりますので、よろしくお願いしま

す。それでは、吉和からお願いできますか。

中田委員が不在なので、代理で８番、岡が言います。

吉和の場合も定住促進はあっせんしています。田舎ですので、

庭先に畑があったりしますので、そういう場合はやはり下限面積

を下げていただければありがたいと思っております。市との連携

が必要と考えます。

続いて、佐伯地域、よろしくお願いします。

佐伯地区においても、この一年は別に問題はなかったと思いま

すので、１０アールでもよいと思います。ただ、定住促進など市

の施策と関連するならば、家つきの場合をぼつぼつ廿日市でも１

０アール以下でも認める方向がいいのではないかと思います。

以上です。

ありがとうございます。続いて、大野地域。

大野も別に今まで何もこういう問題を聞いたことがなかった

のですが、家つきの場合は１００平米でもいいのではないかなと

思います。

さっき、件数を言われましたが、佐伯が２の吉和が１というこ

とで、３件しかないんですね。空き家バンクというのは何件ぐら

いあるのかいうのも分かりませんが、そのうち３件ぐらいしか今

のところないとこういうことですね。そういうこと、１件、３，

０００平米とかいうたら、これは１０アールでも十分良いわけだ

けど、あと２件ぐらいのものですよね。市の施策もあるかと思い

ますが、先ほど、会長も言われましたように０．０１アールは、

庭についているようなものだし、１アールで十分いいのではない

かなと思います。
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（閉会午前 11 時 00 分）

議長

9 番委員

事務局

議長

議長

宮島は一緒ですね。廿日市地域の代表の方、お願いします。

廿日市地域は、まだそういうことを耳にしていません。廿日市

地区でもそのような事例はあるのでしょうか。そういう地区、も

しかしたら原にあるかもですが、だけど、他の地区と同じように

１アールで、荒廃農地の解消など地域のために十分に利用してい

ただく人があればいいのではないかと思います。

是佐委員のご質問なんですけれども、廿日市地区の案件という

のはございません。吉和、佐伯があります。

先ほど、各支部からのご意見を頂戴をいたしました。やはり、

空き家に付随した農地というところでなかなか売買が難しいと

いうことで、どのようにするかという課題はあるかとは思うので

すが、あくまでも市の施策に基づいた定住促進と連携をした観点

で、農地の荒廃化を防ぎ、定住促進を推進するということを目的

とし、空き家に付随した農地につきましては、１００平米、１ア

ールですね、１アールとさせていただきたいと事務局では考えて

おります。それを除くものにつきましては、通常どおり１０アー

ルということで対応させていただければと考えておりますけれ

ども、いかがでしょう。

このようなことで来月の総会にまとめさせていただいて、最終

的な提案をさせていただくということでよろしければ、皆さんの

ご同意をいただければと思います。

それでは、それぞれの地域からご意見も出ましたし、もう１カ

月ありますので、各支部でもう一遍話し合いをされて、また１２

月で今の別段の面積について最終決定をさせていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

≪委員より異議等なし≫

そういうことでご了解いただきましたので、よろしくお願いし

ます。

以上で、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８回農業委員会総会は、１２月６日（金）午後３時から

廿日市市市役所 7階 会議室です。



11
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廿日市市農業委員会会長（議長）

廿日市市農業委員会委員（２番委員）

廿日市市農業委員会委員（４番委員）


