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平成３１年第４回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３１年４月５日（金）  開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後３時０５分  

 

２．場  所  東区総合福祉センター ４階 ボランティア研修室  

 

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  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（欠席）  

 

５．欠席委員  

１９番  児玉  一成  

 

６．議事録署名者  

２番  福島  幸治    ３番  山本  香織  

 

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    主事      西村 昌敏 

 

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）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について  

（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）民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格証明申請の専決処理につい

て 

 

・農政に係る審議事項 

（１）平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について  

（２）平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動計画について  

（３）家族経営協定調印式について（報告）  

（４）農業担い手育成研修修了式について（報告）  

（５）農地の権利取得における下限面積要件について  

 

・その他 

（１）水田活用の直接支払交付金について  

（２）平成３１年度第１回地区協議会の日程等について  

（３）平成３１年度農業委員会開催予定について  

（４）平成３１年４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４回の広島市農業委員会総会を開

会します。  

本日の欠席は、１９番、児玉委員が欠席であります。  出席者が過半数に

達しておりますので、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させていただきます。  

２番の福島委員、３番の山本委員、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、 １５

件を上程します。事務局に説明をお願いします。  
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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する場合又は、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ページから５ページをご覧ください。 

１番、９番から１２番及び１４番は経営規模拡大のため申請地を取得するもので

す。 

２番、３番及び８番は、譲渡人が高齢で耕作継続が困難なため、申請地を譲り渡

すものです。 

４番及び５番は利便性向上のため、双方の農地を交換するものです。 

６番及び７番は譲渡人が国外居住のため、兄に申請地を譲り渡すものです。 

１３番は譲受人の居住地に近く便利なため、申請地を取得するものです。 

１５番は利便性向上のため、双方の農地の境界を整理し、農地の整形を行うもの

です。なお、本件で交換する農地の一方については、議案第３号の５条許可の議案

番号２０番で宅地に転用する旨の申請がなされています。 

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  

ただ今、事務局の説明がございましたので、担当委員のご意見をお伺いし

ます。  

１番から３番は山本委員。  

 

山本委員  

３番の山本です。  

１番は、３月２０日に事務局の職員２名と現地調査を行いました。  

鍜治山委員は後日調査されております。譲渡人は高齢のため農地を近隣に
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住む譲受人に譲渡するものです。現状は休耕中で果樹を植えられるとのこと

でした。特に問題はないものと思われます。  

２番３番も、同じく３月２０日に、事務局職員２名と現地調査を行いまし

た。鍜治山委員も後日調査されております。  

２件は隣接する土地で２件とも高齢になった譲渡人が同一の譲受人に農地

を譲渡する案件です。譲受人は果樹を栽培される予定です。特に問題はあり

ません。  

 

議  長  

４番、５番につきましては、梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。  

３月１９日に伊藤委員と事務局職員と現地調査をいたしました。  

両方とも耕作しておられ、４番と５番の交換ですので特に問題ありませ

ん。  

 

議  長  

６番、７番につきましては、己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。  

６番、７番は３月１８日に岩重委員と事務局職員２名と現地調査を行いま

した。  

譲渡人は国外に在住する弟さんで、先祖から受け継いだ農地を他人に譲り

渡すわけにもいかず、譲受人である兄が購入することとなった案件です。こ

こに記載されてあります全農地は適正に管理されていました。  

 

河野（信）委員  

８番につきましては、私の方で意見させていただきます。  

この件につきましては３月１８日に谷口（憲）委員と事務局と現地を見さ

せていただいております。  

これは先程も事務局からの説明がございましたように、お父さんが大変高

齢になられて、息子へ贈与するということでございますので、問題はござい

ません。  

 

議  長  
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続きまして９番から１１番については、河野芳徳委員です。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。３月２２日に山縣委員と事務局と現地を調査しまし

た。  

９番に関しては、現況が休耕になっておりますが、これは保全管理をして

おられまして問題はないです。  

次の１０番に関しましては、現状が畑になっておりますが、面積が小さい

ので規模拡大のためということで問題ないと思います。  

１１番は親族の間で所有権移転されるということで、現状は野菜が既にた

くさん植えてありまして、規模拡大そのものについて問題ないと思われま

す。  

 

議  長  

１２番、１３番は、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

１２番について説明します。この件につきましては３月２２日、私と河

野芳徳委員と事務局職員２名で現地調査しました。  

申請地は農地として管理されておりました。譲渡人は遠方に居住されて

いるため耕作が困難なので、近隣にお住まいの譲受人が経営規模拡大のた

め、所有権移転されるものです。周辺の農地への被害等は生じることはな

いと思われ、問題はございません。下限面積の２，０００㎡はクリアして

おります。  

続いて１３番について説明します。この件につきましては、１２番の案

件と同じメンバーで現地調査しました。申請地は農地として管理されてお

ります。譲渡人は山口県に転居しており、耕作することが困難であるため

近隣に居住する譲受人が耕作するのに便利なため所有権移転するもので

す。周辺農地等に被害は生じないものと思われ、問題はございません。下

限面積の２，０００㎡はクリアをしております。  

 

議  長  

１４番につきましては前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。  
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１４番について説明をいたします。３月２０日に児玉委員と事務局職員２

名で現地調査を行いました。  

譲渡人は高齢で、後継ぎもいないための譲渡であります。譲受人は広い範

囲で、あちこちに農地を持っておられまして、野菜等を栽培しておられます

が、今回の事案についても、取得して野菜を栽培するということでございま

すから、異議はございません。  

 

議  長  

１５番については児玉委員ですが、本日は欠席です。意見は事務局に伝え

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  

児玉委員から「渡人と、受人、双方の利便性、使い勝手の向上のためのも

ので、問題はありません。」という意見を伺っております。  

 

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せんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

意見がないので、議案第１号の１５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３件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

事務局  

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。 
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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６ページをご覧ください。 

１番は、農業用倉庫敷地として、利用しようとするものです。市街化調整区域内

の建築案件ですが、申請人は農業従事者であるため、開発行為の許可は不要となっ

ております。 

２番は、隣接の医療施設への貸駐車場として利用するものです。 

３番は、住宅用地として利用しようとするものです。申請地は市街化調整区域内

にあり、平成１３年に農地の一部について、農地転用許可後に住宅を建築したもの

ですが、転用した面積が許可面積よりも増加していることが判明したため、再度、

許可申請が提出されたものです。 

１番から３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。 

なお、１番及び３番の案件については、既に宅地として転用されていますが、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。なお、許可申請書に始末書

を添付させています。 

１番から３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  

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、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

６番の梶山です。  

１番について、３月１９日に事務局職員と現地調査しました。  

今説明がありましたように、既に倉庫は建っておりまして、始末書を提出

させています。周辺農地等に被害等の問題はないと思います。本人も随分失

念していたということでありますので、問題ないと思います。  
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議  長  

２番、３番につきましては児玉委員でありますが、先程と同じように意見

は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  

児玉委員から、「３月２０日に事務局職員と現地調査行い、２番について

は、申請地の隣接地も駐車場であり周辺の営農条件に支障はなく問題はあり

ません。  

３番につきましては、農地転用許可を受けて宅地に転用されたものであり

問題はありません。」という意見を伺っております。  

 

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３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２１件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

事務局  

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。 



９ 

それでは、議案の７ページから１０ページをご覧ください。 

１番から９番及び１４番から１６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、太陽光パネルを設置しようとするものです。 

なお、１番から９番につきましては、定期的なメンテナンスは広島市の太陽光パ

ネル設置業者が行うこととなっています。 

１０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。 

１１番、１２番、１８番及び１９番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け

又は譲り受け、資材置場として利用しようとするものです。 

なお、１２番の案件は先月の第３回総会で審議し許可をしましたが、申請地番の

一部に誤りがあったため、許可の取り消し願いが提出され、再度、許可申請された

ものです。 

１３番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅１棟を建築しようとする

ものです。 

１７番は雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、送電線張替のための機

材置場として利用しようとするものです。一時転用期間は平成３１年６月１４日ま

でとなっています。 

２０番は、先ほど審議しました議案第２号の４条許可の議案番号３番の関連の案

件です。市街化調整区域内の敷地拡張の転用事案で、申請地を譲り受け、住宅敷地

として利用しようとするものです。なお、２０番の案件については、すでに宅地と

して転用されていますが、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。なお、許可申請書に始末書を添付させています。 

２１番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅敷地を拡張しようとする

ものです。 

１番から１６番、１８番から２１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、１７番は、立地基準の「１の（１）農振法第８条第２項第１項に規定する

農用地区域内の農地」であり、その許可方針は「原則として許可しない」となって

いますが、ただし書きの「ウの（ア）仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供

するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供するこ

とが必要であると認められること」に該当し、農用地区域内の農地の不許可の例外

に該当するものと思われます。 



１０ 

申請地はいずれも、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。 

なお、２０番の案件は、転用済みですが、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。 

１番から９番を除く案件は、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。 

１番から９番の案件は、太陽光発電の事業計画が審査中であり、経済産業省の再

生可能エネルギー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番から１２番、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

６番の梶山です。  

３月１９日に事務局職員と現地調査いたしました。  

１番から９番の申請地は、同じ町域に存在しており、各々譲渡人は異なり

ますが、譲受人は同じ法人もしくは個人ということでございます。申請地一

帯は全部休耕田になっていた所なのですが、随分日当たりが良いということ

で、太陽光発電事業用地として取得するのではないかと思います。付近の農

地等には影響ありませんので特に問題はありません。  

それと１０番ですが、これは親子関係らしいのですが、そこに農家用の住

宅を建てるということで、付近等の農地にも影響ないと思います。  

１１番ですが、これは資材置き場ということで、特に問題ありません。  

１２番についても同じです。  

 

議  長  

１３番は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

この件は、農用地から除外するという段階で、９月２０日に現地調査を行
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いました。  

譲渡人が次男である譲受人に農地を譲って、そこに自分が住む住宅を建て

ようという事案でして、ほ場整備された農地ではありませんし、支障はない

と思います。  

 

議  長  

１４番は、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

昨年の１０月８日に農振農用地区域からの除外申請が出ておりまして、そ

の時に事務局と私で現地確認をいたしました。  

この土地は当時休耕で草が一杯生えていて、長年の休耕で荒れていまし

た。持ち主が県外におられまして、遠方なために荒地となっていた所です。

位置は川と県道との間にある一角の農地でありまして、他の農業用地には影

響ないと思いますので、問題はないと思います。  

 

議  長  

１５番、１６番は、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

１５番、１６番は３月１８日に事務局職員と現地調査を行いました。  

２件とも同一の譲受人・譲渡人の案件です。両申請地は休耕であり、保全

管理をされております。設置近隣周辺には太陽光発電が所々点在しておりま

して、申請地に太陽光発電設備を設置することによる弊害はないと思いま

す。  

 

議  長  

１７番は谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。  

３月１８日に事務局職員と現地調査を行いました。  

現地は現在休耕で、管理はされておりますが、高圧線の真下と鉄塔の近く

ということで、高圧線を張り替える機械を一時的に設置するもので、周囲に

影響するものでないと思われ、異議はございません。   
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議  長  

１８番、１９番は、谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。  

１８番、１９番とも資材置き場ということで、問題はないと思われます。  

 

議  長  

２０番、２１番は児玉委員ですが、先程と同じで意見は事務局に伝えてい

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  

児玉委員から「３月２０日に事務局職員と現地調査を行い、２０番につい

ては、転用許可を受けて宅地に転用したもので問題はありません。  

２１番については、住宅敷地の拡張であり周囲の営農に影響はないため、

問題はありません。」という意見を伺っております。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

河野（芳）委員  

一ついいですかね。農振農用地区域から除外して、太陽光にするというケ

ースがこの月もあるのですが、先月は異常に多かった。太陽光に変えるとい

うことは、日当たりも良い所だと思うのですが、除外できない場合というの

は、どういう条件の時があるのでしょうか。  

 

山室主幹  

広島市農政課が農振法に基づいて、広島市として守るべき農地かどうかを

判断しています。例えば、ここの周辺は担い手が就農するような農地である

ので、農振除外できないとか、ここは第一種地なので農振除外できないと

か、そういった広島市の今後の農政を考えて、農振除外するかしないかと考

えていきます。例えば農振除外後第２種農地であれば、太陽光パネルを設置

できるということになります。逆にほ場整備したところですと、農振除外し

たとしても、そこはほ場整備であり、国費を投入したという第一種農地です
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ので、他のものには転用できないということです。除外した後に第２種農地

であれば、太陽光発電などに転用できるが、そうでない時には農振除外でき

ないということになります。  

 

河野（芳）委員  

基本的には国が金をかけて農地にした場合は許可にならないというケース

が多いということですか。  

 

山室主幹  

一般的には、そういうことになります。  

それから、広島市がここは守らないといけない農地であると判断したとき

は農振除外できない、ということになります。  

 

河野（芳）委員  

 これまでに、農業委員会の議案にあげられて農振除外できなかった、もし

くは、農振農用地が除外できなくてあきらめた事例はあるのでしょうか。  

 

事務局  

農業委員会に上がる前に、申請者はまず区役所に申請され、区役所では、

申請のあった書類等が適切であるか確認し、適切であれば、次に農業委員会

が現地調査を行い、適切かどうか確認していきます。  

 

河野（芳）委員  

わかりました。  

 

河野（信）委員  

よろしいですか。他にございませんか。  

１５番と１６番は、転用理由欄の数字が同じですが、面積的にも変わらな

いから同じということかもしれませんが、間違いないのですか。  

 

山室主幹  

間違いありません。同じ数字ですけれども、ほぼ同じ転用面積で同じよう

な形状でパネルを設置するということで一緒になっているということです。  

 

議  長  

他にありませんか。  
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            （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１番から９番を除く１２件を許可すること

に決定いたします。  

１番から９番については、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。  

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。 

議案の１１ページをご覧ください。 

本件は、Ａ株式会社が中国地方整備局発注の「安芸バイパス熊野川高架橋 PC 上

部工事」に伴い、平成２８年１２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、その後に平成３０年４月６日の事業計画変更承認により期間

を延長して、Ｂ株式会社が使用していた仮設現場事務所及び資材置場用地を、さら

に別の橋脚工事を受注したＣ株式会社が引き続き使用することとなったため、一時

転用の期間を平成３３年、令和３年ですが５月３１日までとする一時転用期間の変

更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お伺いします。  

山縣委員、お願いします。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

事業計画変更承認申請について説明します。  
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この件につきましては、平成２８年１２月６日付けで既に許可した案件で

す。この時点で許可を受けていたＢ株式会社が今回、Ｃ株式会社に貸すため

に申請されたものです。使用期間は平成３３年５月３１日までとなっており

ます。周辺で被害は生じないと思われ、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、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号の１件を承認することに決定します。  

続きまして、議案第５号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」

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５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」について、説明しま

す。 

この相続税の納税猶予の特例については、相続人が、農業を営んでいた被相続人

から農地等を相続し、農業を原則２０年以上継続する場合に限り、農地価格のうち

農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予する制度です。 

農業委員会としましては、①被相続人が農業を営んでいたか。②相続人が引き続

き農業経営を行うと認められるか。③申請農地等は、農業を営んでいた被相続人か

ら相続した農地等で、適正に管理が行われているか。などを審査し、適格者証明書

を交付するものです。 

それでは、議案の１２ページをご覧ください。 

今回、１件の申請があり、その内容につきましては議案に記載しているとおりで

す。 

この申請につきましては、先ほど申し上げました①～③の要件を満たしているこ

とを確認しており、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受ける農地に該当

します。 
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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。  

溝口委員。  

 

溝口委員  

５番の溝口でございます。  

３月１９日に事務局職員と現地確認をしました。  

これは子供さんが農業をするということで問題はないです。  

 

議  長  

それでは、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  

意見がないようでございますが、適格者として証明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５号の１件を、適格者として証明することに決定

いたします。  

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、１ ,１６１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
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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

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１３ページをご覧ください。詳細については、別冊をご覧くだ

さい。 

１番から３番の合計１,１６１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。  

１番につきましては、下谷委員。  

 

下谷委員  

１０番の下谷です。  

１番の安佐北区狩留家町は、平成３０年１２月１２日から平成３１年２月

６日に上口推進委員と現地調査いたしました。その結果６５４筆が山林であ

ったことを報告します。  

 

議  長  

２番につきましては私です。  

この件につきましては、担当は中富推進委員で早くから調査をして、私の

ところへも早い時期に持ってきたのです。私が７月から１２月にかけての長

い期間をかけて調査をいたしまして、現在に至っております。特別、これが

どうこうということはなく、殆どが山林の状態でありまして、こうした所が

あちこちにありまして、私自身心配をしております。全体的には下谷さんと

同じでありますが、山林が農地を食いつぶしているというのが私の実感であ
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ります。特別なこともなく、これまでと同じでありまして、問題はございま

せん。  

 

 

議  長  

続きまして、前田委員。  

 

前田委員  

 ２月の中旬に吉田推進委員と現地の確認をいたしまして、山林であったこ

とを報告します。  

 

議  長  

それでは、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  

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６号の１，１６１件を、非農地の判断をすること

について決定します。  

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６号の専決処理等について、７９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、１４ページ

から１６ページの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、１７ページから２５ページの４４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、２６ページ、２７ページの７件は、担当委員と現
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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、２８

ページの５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、２９ページの１件、及び報告第６号、民事執行

法による農地等の売却に伴う買受適格証明申請、３０ページの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。 

 

議  長  

続きまして、議事日程５の、「農政に係る審議事項」の議題に入ります。 

はじめに、広島市農業委員会の「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」及び「平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動計画」につ

いて、事務局に説明をお願いします。 

 

石本専門員  

総会の配布資料をご覧ください。 

資料１の１ページでございます。 

「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」及び「平成３

１年度の目標及びその達成に向けた活動計画」についてです。 

農業委員会の事務については、従来から、審議の透明性を図る、また、その活動

について広く一般に知っていただくことを目的に、活動状況を取りまとめ、ホーム

ページで公表しております。 

平成２８年の農業委員会法の改正により、農地等の利用の最適化の推進が、必須

事務となったことから、その推進の状況等について、翌年度の６月３０日までに、

インターネット等により公表することが、法定化されています。 

それでは、お手元の資料の２ページをご覧ください。２ページのローマ数字Ⅱ
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の、担い手への農地の利用集積・集約化でございます。認定農業者等の担い手への

集積についてです。２の平成３０年度の目標及び実績、①の集積目標、２２３.７

ｈａのところ、実績は、２０４.５ｈａで、うち、新規実績・集積は、１２.８ｈａ

でございました。 

続きまして、３ページです。ローマ数字Ⅲの「新たに農業経営を営もうとする者

の参入促進」でございます。２の①、参入目標、１４経営体のところ、参入実績

は、１３経営体でした。内訳は、ひろしま活力農業経営者２人、スローライフで夢

づくり新規就農者３人、その他の参入者は８名でございました。 

続きまして、５ページ目でございます。ローマ数字Ⅳの、遊休農地に関する措置

でございます。２の①、平成３０年度の遊休農地の解消目標、４.３ｈａのとこ

ろ、解消実績は、４.４ｈａでございました。 

続きまして、７ページでございます。Ⅵの「農地法等によりその権限に属された

事務に関する点検」でございます。 

３条は、６９件処理を致しました。標準処理期間を２８日としておりますが、処

理期間は３１日でございました。 

下の表は、４条、５条の農地転用の許可に関する事務についてです。 

１８８件処理致しました。標準処理期間を４２日としておりますが、平均４０日

で処理できました。 

続きまして、９ページになります。ローマ数字Ⅶの、地域農業者等からの主な要

望・意見及び対処内容でございます。 

農地利用最適化等に関する事務について、要望、意見については、２月１９日に

開催致しました、認定農業者との意見交換会での意見等を記述しております。ま

た、新規就農、新規参入、認定農業者の規模拡大の相談がありました。これらにつ

きましては、担当地区の農業委員及び農地利用最適化推進委員が、候補農地等を探

し、所有者との架け橋になるなど、親身な活動を行っているところでございます。 

続きまして、資料２、１１ページ、平成３１年度の目標及びその達成に向けた活

動計画でございます。１２ページをお開きください。ローマ数字Ⅱ、担い手への農

地の利用集積・集約化、またその下のローマ数字Ⅲ、新たな農業経営を営もうとす

る者の参入促進、１４ページのローマ数字Ⅳの遊休農地に関する措置については、

広島市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針の内容に基づいて記載してお

ります。 

１２ページでございます。担い手への農地の利用集積・集約化で、２の目標につ

いては、昨年と同様に、新規集積面積、２４.０ｈａを計上しております。 

活動計画と致しましては、 

１「６月までに、ひろしま活力農業新規就農者３名が次年度に就農する農地を確

保する」としております。 

ここには記載しておりませんが、次年度以降、毎年４名分の農地の確保をよろし



２１ 

くお願い致します。 

２「年間を通して、認定農業者や青年等新規就農者等担い手の規模拡大を支援す

る。」 

３「このため、担い手と意見交換を行うなど連携を進め、規模拡大の意向を把握

する。利用状況調査時にあっせん可能な優良農地の把握に努める。規模拡大に必要

な農地をあっせんできるよう、所有者の意向を確認する。地域での話し合いを通じ

て、支援体制を構築する。」としております。 

ローマ数字Ⅲの、「新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」、２の目標につ

いては、１４経営体を計上しております。活動計画は、 

１「ひろしま活力農業新規就農者及びスローライフで夢づくり新規就農者が就農

する農地をあっせんするとともに、地域に定着できるよう就農支援を積極的に行

う。」 

２「窓口等における新規参入希望者へは、意向に応じた農地の紹介を行うととも

に、就農後も地域において支援・相談活動を行う。」 

３「地域での話し合いを通じて、新規就農者の支援体制を構築する。」 

４「農地中間管理機構との情報交換を積極的に行い、連携を密にする。」 

５「市の実施する就農支援研修のＰＲを積極的に行う。」としております。 

１４ページでございます。「遊休農地に関する措置」、の目標については、平成３

０年度と同じ面積で、遊休農地の解消面積、４.３ｈａとしております。 

活動計画は、農地利用状況調査につきましては、担当地区の農業委員及び農地利

用最適化推進委員全員が実施することとしており、調査人数は６３人としておりま

す。 

また、利用状況調査の結果をふまえ、非農地に区分した農地については、「非農

地判断」を行うこととしています。 

なお、「平成３０年度の活動点検評価案」及び「平成３１年度の活動計画案」に

ついては、広島市農業委員会の活動計画として、ホームページ上で公開するととも

に、県をとおして、国に提出することとしております。 

以上で、説明を終わります。 

 

議 長 

 ただいま事務局から数多くの説明がありましたが、皆さんからのご意見、ご質問

等は、ございますか。 

 

（委員：意見あり） 

 

佐藤委員  

 １４ページのところ調査員６３名いうことになっていますよね。今回改正
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になって６月中旬以降６１人になりますよね。そこまでの期間もあるので６

３名と書いてらっしゃると思うのですけど、そういう理解ですね。  

 

石本専門員  

それまでは６３人で調査するということです。  

 

佐藤委員  

判りました。  

 

議 長 

 他にございませんか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

それでは、「平成３０年度活動の点検・評価」及び「平成３１年度計画につい

て」は、この内容と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、原案どおり決定させていただきます。 

 続きまして、「家族経営協定調印式について」と、「農業担い手育成研修修了式に

ついて」、福島会長職務代理者から報告をお願いします。 

 

福島会長職務代理者 

私が今回、「家族経営協定調印式」と、「農業担い手育成研修修了式」に出席しま

したので、報告させていただきます。 

別紙資料３をご覧ください。 

３月２６日に東区総合福祉センターで調印式がございました。４家族の方の調印

式がありました。 

本市では、平成１２年度から家族経営協定の調印が行われており、広島市全体で 

は、今回の４家族を含め、４８家族となりました。 

 農業委員さんでは、鍜治山正照委員が、再度、家族経営協定の調印をされまし

た。 

協定調印後、４名の方から家族経営協定での経営方針、目標、役割分担などの発

表がありました。 
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引き続きまして、「広島市農林水産振興センター農業担い手育成研修修了式」に

ついて、報告します。 

別紙資料４をご覧ください。 

同じく、３月２６日に東区総合福祉センターで修了式がございました。４つの事

業の研修生の合同修了式でした。 

農業委員会からは、己斐委員と松原農地利用最適化推進委員が出席されました。 

ひろしま活力農業２１期生２名のうち１名は、安佐北区白木町三田に４月から就

農されます。 

ひろしま活力農業の研修生から、「１年間しっかり農業、栽培の基礎を学べた。

また、関係機関の支援でビニールハウスを整備してもらい、就農できる。さらに研

修仲間や先輩とのつながりができ、困ったときに相談でき、心強く感じている。」

とのことでした。 

また、１９・２０期生を代表して、安芸区阿戸町に就農した岡﨑さんから「今年

は、災害発生、夏場の高温による生育不良、コマツナの価格低迷があり、しんどか

った。先輩や区役所農林課、農振センター、ＪＡなど多くの方の支援で何とか実地

研修を終えた。消防団などの地域活動にも参加している。」とのことでした。 

「スローライフで夢づくり」の研修生からは、「研修指導、農地のあっせんに感

謝している。多くの方に消費し、喜んでもらえるよう頑張りたい。」とのことでし

た。 

また、ふるさと帰農の研修生からは、「防鳥網を張るときに、ペットボトルを使

うことに理解ができなかったが、いざ実践し使ってみると「なるほど」と理解でき

たことなど、充実した研修であった。」と意気込みの発表がありました。 

また、チャレンジ女性農業者の研修生からは、「自分に農業ができるのだろうか

という不安があったが、誠実な研修指導のおかげで、しっかり学べ、理解でき、不

安が解消できた。また、農地所有に対する不安に、光が見え、農業ができる喜び、

楽しみに変わった。」と意気込みの発表がありました。 

農業委員会としては、新規就農者の支援をしていきたいと思っていますので、担

当地区の委員さんにおかれましては、よろしくお願いします。 

以上で調印式及び農業担い手育成研修修了式の報告を終わります。 

 

議 長 

 ただいま福島会長職務代理者から報告がありましたが、このことについて、皆さ

んからのご意見、ご質問等は、ございましょうか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 
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続きまして、「農地の権利取得における下限面積要件について」、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

石本専門員 

それでは、配布資料の２１ページの資料５をご覧ください。 

前回の３月の総会で、農地の取得等の要件である下限面積についてご意見があり

ましたので、あらためて、下限面積に関する規定や本市の状況及び広島県内の市町

の状況等について情報提供し、委員の皆さんの意見をお伺いしたいと思います。 

「農地の権利取得における下限面積要件」です。下限面積は、農地法第３条の規

定に基づき、原則、取得後の農地面積は、５０a 以上必要ですが、農地法施行規則

第１７条に定める基準に従い、地域の実情に応じて、農業委員会が別段の面積を定

めることが可能とされています。 

施行規則第１７条第１項の基準は、営農条件がほぼ同一の区域について、１０ア

ール以上のアール単位で、その面積未満の農家が概ね４０％を下回らない、つまり

４０％以上となるように定めるというものです。 

また、第２項の基準は、平成２１年の法改正で追加されたもので、①遊休農地等

が相当程度存在し、②小規模農家の増加により、区域内及び周辺の農地等の効率的

かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれのない区域については、新規就農を

推進するために適当と認められる面積を定めるというものです。 

２３ページをご覧ください。 

これらの基準に従い、本市では、平成１６年１月１日に、中区・南区の全域、東

区の旧広島市及び安芸区の旧船越町、旧矢野町を１０a、東区の旧安芸町、西区の

全域、安佐南区の旧祇園町、旧安古市町、旧佐東町、安佐北区の旧可部町、旧高陽

町、安芸の旧中野村、旧畑賀村、旧瀬野村、佐伯区の旧五日市町、旧八幡村を２０

a、その他の区域を３０a と定めていました。 

平成２４年３月１６日から、旧中野村を２０a から１０a へ、旧伴村、旧安佐

町、旧熊野跡村、旧河内村、旧観音村、旧湯来町を３０a から２０a へ変更しまし

た。 

これらの基準は、第１項を適用し、農林業センサスの数値に基づき、別段の面積

未満の農地を耕作している者の数が４割以上となるよう定めたものです。 

平成２８年６月１６日から、３０a の区域である旧戸山村、旧白木町、旧石内村

は、全て２０a へ変更しました。 

これは、第２項を適用し、農地ニーズの現状や地域の実情を踏まえ、新規就農を

促進するため変更したものです。 

２４ページをお開きください。 

広島県内市町の下限面積です。左から２番目の表にありますとおり、１０ａとな

っている市町が多いです。福山市、三次市、庄原市、大竹市、廿日市市、安芸高田
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市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島

町、世羅町の下限面積は、北広島町の一部を除いて１０a となっています。 

また、空き家付き農地に関する特例として、府中市、三次市、東広島市、安芸太

田町、世羅町、神石高原町が１a または１０a に設定しています。 

なお、空き家付き農地に関しては、２５ページの新聞記事のとおり、市街化調整

区域で、農地付き空き家を購入しやすくするため、移住促進計画の区域内は、下限

面積を一括して引き下げられるようにするとの地域再生法の改正も国において検討

されているようです。 

２４ページにお戻りください。参考に利用権設定の下限面積を記載しております

が、県内の本市以外の市町は、面積制限なし、あるいは、１０a となっています。 

１番右側の農地中間管理事業による貸借は、下限面積の制限はありませんが、貸

し手の１筆が、水田３a、畑１a 以上となっており、借受者は、集落法人、農業参

入企業、認定農業者、認定就農者等となっています。 

今後、下限面積の見直しについての検討が必要との方向になれば、地区協議会で

の議論、意見聴取、農林業センサス等のデータの収集、考え方の整理などの具体的

な検討作業を進めていくこととなります。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議  長  

先月の総会で伊藤委員からの質問がございましたように、下限面積のこと

について、今、事務局から、説明がありました。皆様からの、ご質問等がご

ざいましたら、どしどし出していただきたい。よろしくお願いします。  

結局今の説明は、今までの説明と合わせて今後、皆さんからのご意見で検

討をし直した方がいいとなれば、今後、各地域での相談で色々進めてもらっ

て最終的に決めたらどうだろうかと、事務局からの説明があったようです

が、色々なことを含めて皆さんからの質問があればお願いします。  

 

己斐委員  

この２４ページを見ますと、下限面積が１０ａというのが多いようです

が、広島市においても、白木町、安芸区阿戸町など、１０ａに変更したがた

めに何か問題になることがあるのですか。１０ａにすると問題となるのかな

らないのか。  

 

議  長  

皆さんどう思われますか。  

市街化に近い方は、１０ａがいいと思われ方が多いのではないかと。農業

振興地域ではあまり早く下げてくれるなという意見もあるのではないかと思
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います。今おっしゃるように白木でも安佐でも同じでしょうが、下げて悪い

ことはないと思います。現在の農家については、１０ａにしたからといっ

て、特別農家が影響を受けることが少なくなっていると私は思うのですが、

皆さんどう思いますか。  

 

鍜治山委員  

西区の場合だったら、だんだん市街化になって宅地になっています。セン

サスなどの値をとるなどが考えられますが、今まではどういう形で決めたの

ですか。  

 

石本専門員 

２３ページにございますけど、１６年と２４年の下限面積については、先

程も言ったとおり４割以上になるようにということで、全農家を調べまし

て、実際にはセンサスや、農家台帳、水田台帳と比較して計算し、４割を下

らない数字ということで決めました。２８年６月１６日は、そういった数字

ではなくて、農地法施行規則第１７条第２項を用いて、遊休農地も多く、新

規就農者を入れていくために３０ａのところを、２０ａに変更したというの

が今までの決め方です。  

 

議  長  

私は２４年の時に委員で検討をしたわけですが、それまでは殆どが３反の

下限面積でした。それを２４年の時に、３反では農業をして行く人には少し

面積が大きいので、２反にした方がいいのでは、という意見が多くなり、殆

どの所が２反になりました。それでも、２～３件は、３反の下限面積で残し

てそのままの所もございました。それを２８年の時は、３反ではなく２反

に、皆と同じにということで、横並びに２反が殆どになりました。決めた方

法については今説明がありましたような事情で、特別２反あるいは３反でな

ければいけないというのではなしに、先程私が言いましたように特に大きな

問題はないのではと思っております。それで一昨年に、次の２４ページにあ

る安芸太田町とか庄原市とか安芸高田市などの三次市に近い方の話で、「１

反にしたよ。」という話を伺いまして、各農業委員会の会長さんのお話を聞

いて、「よく１反にしましたね。１反でもいいのですか。」と聞いてみまし

た。まだ私の頭に１反というのがなかったですから。「もっと下限面積を下

げてほしいという声があったが、１反にしといたよ。」という他の農業委員

会会長の話を聞き、「何か問題はないの。」と聞きましたら、「特別ないよ。」

いう話でありました。  

皆さんから他に何かありませんか。  



２７ 

 

岩重委員  

私としては、今、休耕地や荒地が増えてきている。１０ａにした場合は田

舎に入ってちょっとやってみたい、という人が多々あるのではないかと思い

ます。休耕地等が少しでも減るのではないかという感じもします。どうでし

ょうか。  

 

議  長  

皆さんどうですか。  

 

沼田委員  

善意で農地を取得するのであれば、下限面積があってもなくても、ほぼ１

反でもゼロでも良い訳でしょう。悪意で農地を取得しようとした場合に、今

後、我々農業委員が農地を守るというのが益々難しくなるという可能性もゼ

ロではないということです。どんな悪意になるのかならないのか、別とし

て、農地を守りきれないのが現状ですよね。農地を農地として守りきれない

のが現状で、「何をしようが、奥にある方は売ってしまえ。後はどうなって

も知らないよ。」という形になりがちになりますよね。だけど、１反２反だ

ったら悪意で農地を取得しよう、農地でなくても山でも、取得するというこ

とを、どうやって防げるか、ということですね。善意であれば下限面積があ

ってもなくても、今でもそうですが、やってあげようと思ったら、どんな方

法でも下限面積があろうがなかろうが、やってあげられる方法はありますよ

ね。だけど、万が一悪意で農地を取得しようとする方に対して、誰がどうい

う責任をもって、許可をするのか、しないのか、と言うのを、我々にきちん

と明示したうえでやっていただけたらありがたいなと思っている訳です。  

 

議  長  

いい意見でございまして、私もそう思っております。  

今、話が他でもございましたように、あんまり小さくすると問題がありま

しょうし、小さくしたら維持が楽でしょうし、今、沼田委員がおっしゃたよ

うに善意か悪意かをよく見極めるということも当然しないといけませんし、

それぞれの委員さんが納得のうえで決めていければと思います。  

 

河野（芳）委員  

なかなか善意か悪意か判らないですが、下限面積を下げるということは、

どういうことかと言ったら、農地の転売が激しくなるということです。農業

する人も、しない人も農家になりやすくなる。ならば、書類上は農家になっ
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ていても、今度は市街化調整区域を買い取った場合に、次は雑種地に落とし

て転売するとか、あるいは、賃借するという人がいるようになるから、農地

は減ると思いますよ。下限面積を下げるという事は。そういうことが以前あ

ったから、この下限面積を下げるのがいいのか、下げないのがいいのか、議

論がされてきているという訳ですね。確かに下限面積を下げるというには農

家が増えて農地の流動性、売買の流動性は、盛んになります。それが果たし

て良いものか悪いものか。下限面積を下げると農地は確実に減りますよ。  

 

議  長  

果たして農家が増えるかどうかはわかりませんが、２８年か２４年だった

でしょうか、その時も今のような話があり、面積を下げると実際に農業を維

持管理していこうと思う人に迷惑をかけるよ、というのが一番の問題であっ

た。だけど、河野（芳）委員がおっしゃるように、絶対に農家が増えて、土

地は減るよというのが果たして本当なのかどうか、時代によって下限面積は

下げた方が実際は良いのではないかというのが私の意見であります。これも

今のようなことを含めて、沼田委員がおっしゃたように、善意かどうかにつ

いて、初めからわかっていればいいのですが、実際おっしゃったように、１

反に下げていけば農家は増えるが転売にされるよという事が実際に初めから

悪意がわかっておれば、問題はないですが。そんなことは、よくわからない

で、そうなっているだろうと思う訳です。実際に１反にしましょうと言って

いる訳ではないのですから、皆さんで県下のとこを見ても殆どが１０ａにな

ってきたよということです。  

そして、これは事務局から話がありましたように、地域性があるでしょう

し、まだこの中でも東広島市はそのままで３反、というようなこともありま

すし、先程事務局から案がありましたように、地区協議会でこの件も良く審

議してもらって、今日のところは決定しない方がいいと思います。それで地

区協議会で各地区の意見を出してもらって、それで、ここに持ち寄って皆さ

んでもう一度協議し、変更するという方向が強いなら変更するというのが一

番よろしいのではないかと思います。皆さんのご意見はいかがでしょうか。  

 

梶山委員  

２４年の時も地区で集まって、多分協議したと思います。それでうちの方

はいくらがいいのか、となったであろうと思います。やはり、今言われたよ

うに地区協議会でよく協議されて、うちの方はやっぱりしない方がいいよと

いう所は、そんな風にしたらいいし、推進委員も入られて幅広い意見を聞い

てやられた方がいいと思います。  

 



２９ 

議  長  

梶山委員さんの意見ですが、皆さんもどう思われるか話を出してもらっ

て、地区協議会へ委ねるかということですが、どうでしょうか。  

今、梶山委員がおっしゃたように、地区協議会で協議し、そこで各意見を

出してもらって、まとめてもらったのを、もう一度総会に出すという方法で

よろしゅうございますか。  

  

    （委員：意見なし）  

 

議  長  

 それではそうさせてもらいます。  

事務局さんそうさせていただいてよろしいですか。  

 

石本専門員 

はい。 

 

議  長  

 それでは、本日は下限面積を下げることではなくて、今後、検討をするのが必

要だということで皆さんに意見を出してもらう、ということでよろしゅうございま

すか。 

 

  （委員：異議なし）  

 

議  長  

それではそうさせていただきます。  

 

議  長  

 それでは、いま私が説明しましたように、そのように進めさせていただき

ますが、５月の地区協議会で、協議していただき、６月５日の総会で各地区の協

議会長から報告いただきたいと思いますので、よろしくお願します。  

続きまして、「その他」事項に入ります。  

事務局から説明をお願いします。 

 

石本専門員 

それでは２６ページ目でございます。資料６の水田活用の直接支払交付金のこと

についてお話します。 

これは３月にありました生産区長会議でも配られた資料ですが、農業委員さんの



３０ 

方にもお渡しするということで、お配りしております。  

２６ページ、真ん中の表で、全国一律とありますが、これは国の方から水

田、基本的には登記地目が田で、田んぼだった所に麦を植えると１０ａ当た

り３５，０００円交付されるということです。  

その次に産地交付金県段階、基礎助成というのがございますけども、園芸

作物で★印の１で、キャベツ、アスパラガス、ホウレンソウ等、県の推進作

物をお米だった所に生産販売すると、１２，０００円程度、１０ａあたり交

付されるということでございます。  

★印２のちょっと下の方で、担い手ということで、担い手加算というのが

あります。園芸作物★印１の作物で担い手、即ち、認定農業者等の方が、こ

ういったものを植えられると１２，０００円＋９，６００円頂けるというよ

うなことでございます。  

この表の下から２行目で飼料用米は１２，０００円ということになってお

ります。  

２７ページ目でございますけども、下側の表ですけども、これは地域段階

ということで広島市が決めているものです。  

１番上が地域振興品目助成１ということで、葉物野菜で、ホウレンソウ、

コマツナ、広島菜、春菊、水菜、パセリ、ネギの広島６代産品を植えますと

１６，６００円助成があるということです。これは水田台帳申告書に、交付

申請書も入っておりますので、印鑑を押して提出し、申請どおりこの作物を

生産販売すれば、出荷伝票等が必要ですが、助成があるということでござい

ます。  

続きまして、次のページ２８ページでございますけども、資料が平成３１年度、

第２回地区協議会開催日程について、でございます。 

１番上から、旧市ですが、５月９日東区役所３階の第３会議室です。４時からで

ございます。会議終了後懇親会がございます。 

安佐南地区は５月１３日、３時半から安佐南区役所。こちらも会議終了後懇親会

がございます。  

５月１４日、白木、高陽地区、農林水産振興センターで２時から。  

可部・安佐地区協議会は、安佐北区役所が予約できなかったので、ＪＡ広

島市安佐支店で、５月１４日、１０時から。  

安芸区は区役所３階で５月１０日、２時から。  

佐伯区は区役所で３階、５月１０日、１０時から。  

ということになっております。  

内容等は、５月最初なので利用状況調査の方法等、基本的には推進委員さ

んの活動のお願いをしていこうと予定しています。  

 



３１ 

山室主幹 

２９ページ資料８をご覧下さい。 

本年度の農業委員会事務局職員業務分担について簡単に説明いたします。 

上から４番目、主査の有馬ですけれども、本年度は５条許可、農振法関係、非農

地証明などの業務を担当します。 

その次の主事の横山ですが、引き続き４条許可、１８条関係の業務を行います。 

その次の主事の西村ですけれども、３条許可、利用集積、総会を担当します。 

その次の主事の村田は、庶務全般であるとか、農地基本台帳調査などの業務を担

当します。 

専門員の石本ですけれども、引き続き農地利用状況調査の総括であるとか、総会

の農政案件、意見書、新規農業支援を引き続き行います。 

本年度はこういったメンバーで業務に取り組んで参りますので、引き続きよろし

くお願いします。 

続いて３０ページをご覧下さい。 

資料９で本年度の農業委員会開催予定でございます。 

２月の総会の時、お配りしましたけれども、１部追加がありますので、改めてお

配りするものです。 

追加となるものは、６月１７日のところでございます。 

委員改選後の新しい委員での初総会が６月１７日、月曜日午後に開催されます。

場所は市役所の本庁舎の会議室になります。内容としましては、辞令交付式を行い

まして、その後、初総会ということで、内容とすれば会長であるとか、会長職務代

理者の互選等を行うことが議案に上がっております。その後、農地法等審査基準等

のご説明を行うということで、６月１７日の午後予定を空けておいて下さい。場所

等の詳細については、追って市からご通知申し上げます。 

続きまして３１ページ、資料１０をご覧下さい。 

本年度の現地調査日程についてです。 

これも２月の総会でお配りしたものですけれども、これも日程を１部変更しま

す。 

先程も申し上げましたように６月１７日が初総会ということですので、現地調査

はできないということになります。このため、６月の現地調査は１８、１９、２０

日の３日間で行うということで２月にお配りしたものと変わっております。 

最後に３１ページをご覧下さい。 

資料１１でございます。４月の現地調査日程についてのお知らせです。 

今月の許可案件の締め切りが４月１５日、ということですので、４月１５日の夕

方５時から６時位までに担当の委員さんに電話でご連絡を申し上げます。こちらで

調整の方をさせていただきます。 

現地調査は１日目が４月１６日で、午前が旧市、午後が安芸区。 
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２日目が４月１７日で、安佐北区。 

３日目が４月１８日で、安佐南区、佐伯区。 

というふうになっておりますので、担当になられた方は、調査の方よろしくお願

いいたします。 

 

議 長 

 ただいま事務局から色々なことについての説明・報告がありましたが、皆さんか

らのご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

 それでは、これで平成３１年第４回総会を終了させていただきます。全体

的にご意見等がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

ないようでございますのであと、福島職務代理者よろしくお願いします。  

 

 

福島会長職務代理者  

いろんな課題がありますので、さっき言われた下限面積についても今度の

地区協議会で決めていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

元号も変わりましていろんな行事もあり大変なことだと思いますがよろし

くお願いします。  

次回の総会は、令和元年５月８日（水）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。よろしくお願いいたします。  

 

 


