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平成３０年第１０回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年１０月３日（水）  開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後３時２０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  

７番  伊藤  信彦     ８番  岩重   守  

 

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）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について  

（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  

 

・農地法第１８条の許可に係る訴訟の判決について  

 

・その他 

（１）農業委員会だよりの取材依頼（平成３１年冬号）について  

（２）平成３１年度広島市農林水産振興センター就農支援研修の研修生募集に  

ついて 

（３）平成３０年度第４回地区協議会の日程等について  

（４）平成３０年１０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１０回の広島市農業委員会総会を

開会します。  

本日の欠席はなく、出席者が過半数ですので、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します。  

７番、伊藤委員、８番、岩重委員、よろしくお願いします。  

それでは、ただいまから日程により、審議に入らせていただきます。  

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 ６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。 
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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、４ページをご覧ください。 

 １番は譲渡人の遺言により申請地の遺贈を受けるものです。 

 ２番及び４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。 

３番は経営規模拡大のため申請地を取得するものです。 

 ５番及び６番は譲受人が農業後継者として農業を継続するために、父及び祖父か

らの借入地等であった申請地を譲り受けるものです。 

 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  

事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意見を伺います。  

１番につきましては山本委員。  

 

山本委員  

 ３番の山本です。  

 ９月１２日に、鍜治山委員、事務局職員と現地調査を行いました。遺言に

よって農地を譲り受ける案件です。今回譲り受けた農地は、譲受人所有の農

地に隣接しており、今回の申請地も含めて畑として、きちんと野菜を栽培さ

れておりました。問題ないと思われます。  

 

議  長  

２番につきましては沼田委員。  

 

沼田委員  

 １２番の沼田です。  

 ９月１９日に、沖田委員、事務局職員と現地調査を行い、問題がないこと

を確認しております。  

 

議  長  

３番、４番については、沖田委員。  
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沖田委員  

 １３番の沖田です。  

 ９月１９日に沼田委員、事務局職員と現地調査しました。譲渡人は、高齢

で譲り渡したいということです。玉ねぎや、ビワ、イチジク、椎茸を作る予

定だそうです。  

 ４番は譲受人の近所の土地で、しばらく、置いておかれたようだったので

すが、自宅に近く便利なため購入して耕作したいそうです。  

 

議  長  

５番、６番については前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

譲渡人は○○酪農が始まると同時に酪農を始めまして、以来ずっと酪農を

続けておりますが、後継者がいない、ということで、酪農を辞めることを決

意しておりましたが、５年前に後継者である譲受人が酪農を継ぐということ

を決意しまして、急きょ北海道で実習を受けたりいたしまして、後継者とし

てやってきた訳でございます。以来５年酪農を続けまして、今では２児の父

親になりまして、本格的に酪農を継ぐということになりまして、今回、祖父

の農地、それと親の農地、併せて所有権の移転を図るものでございます。適

正な措置で異議はございません。  

 

議  長  

それでは、皆さんからのご意見や、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１号の６件を許可することに決定をいたします。                                    

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

１件を上程します。説明をお願いします。 
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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５ページをご覧ください。 

1 番は、雑種地への転用事案で、墓参り用の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、一般基準である農地等の転用の確実性、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、本案件については、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。 

本案件については、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

見を伺いします。  

山縣委員、よろしくお願いします。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。  

 １番について説明します。この件は本年４月１６日に既に現地調査済みの

案件です。再度現地調査したところ、休耕地となっております。駐車場に転

用するとのことです。周辺農地に被害は生じないと認められ許可相当と認め

ます。  

 

議  長  
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山縣委員の意見を述べていただきましたが、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、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１件を許可することに決定をいたします。                                    

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

１１件を上程します。事務局に説明をお願いいたします。 

 

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６ページ及び７ページをご覧ください。 

１番、２番、６番及び８番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け駐車場及び

貸駐車場として利用しようとするものです。１番は宗教法人、２番の法人は土木建

築工事業、６番の法人は不動産業、8 番は医療法人です。 

３番及び７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。 

５番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、貸資材置場として利用しよう

とするものです。 

９番及び１１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
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置場、駐車場及び作業場等として利用しようとするものです。９番は社会福祉法人、

１１番の法人は土木建築工事業を営んでいます。 

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。 

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、２番及び１１番の案件は、申請地の一部を転用済みですが、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。 

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。 

また、９番の案件は、宅地造成規制区域内であり、宅地造成工事の許可を確認し

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  

 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番については溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口です。  

 １番の案件でございます。９月１８日に現地を確認しまして別に問題ござ

いません。  

 

議  長  

２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。  

９月２０日に事務局と現地調査しました。  
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今、事務局の説明があったように、既にもう、畑ではなくなっているので

すが、始末書を出して先程の事務局の説明のとおりということで、特に問題

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。  

 ９月２０日に事務局職員２名と共に現地調査を行いました。  

 本件は、譲渡人が高齢で、体力的に続けられないということで、今年は稲

を作っておりましたが、同居人で借り入れ能力のある譲受人に、使用貸借権

でもって、太陽光パネルを設置したいという案件でありました。現地の状況

から見て、被害が発生することはないと思われます。  

 

議  長  

４番については己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

 ４番につきまして、平成３０年９月１９日に事務局職員と現地の調査を行

いました。  

 譲受人が現在休耕中の農地を譲り受けて、木造２階建て住宅を新築する申

請でございます。住宅を建てることによる周辺の農地への影響はないものと

思われます。  

 

議  長  

５番については、沼田委員。  

 

沼田委員  

 １２番の沼田です。  

９月１９日に事務局職員と現地を調査し、資材置場にされるらしいのです

けれども、近隣農地にも影響はないものと思われ、問題ありません。  

 

議  長  

６番につきましては私の方からお伝えします。  

 ９月１９日に事務局職員が現地を確認し、私は翌日確認いたしました。  
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現地は、安佐町に入ってすぐのところでございまして、駐車場にするとい

うことでございますが、周囲も殆ど工場あるいは宅地等で影響ないと思いま

したので、許可相当と思います。  

 

議  長  

７番につきましては、山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。  

 ７番について説明します。この件につきましては９月１８日に私と農業委

員会事務局職員２名で現地調査いたしました。  

 譲渡人は市外に住んでおられ、耕作が困難なため、譲受人に所有権移転し、

太陽光発電設備を設置するものです。申請地は、休耕地で県道に隣接してお

り、周辺農地に被害が生じることはないと思われます。許可相当と認めます。  

 

議  長  

８番につきましては、前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

医療法人が隣接する病院と介護施設の利用者及び職員の駐車場にするとい

うものでございまして、隣接農地への悪影響もなく、異議はございません。  

 

議  長  

９番、１０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。  

 ９月２０日に事務局職員と現地の調査を行いました。  

 社会福祉法人である譲受人は申請地の近くを借りて事業を行っているので

すが、今度新しく、ここを買って駐車場と作業場にするということで、問題

ありません。  

 １０番は農家住宅を建てるということで、これも異議はありません。  

 

議  長  

１１番については、児玉委員。  
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児玉委員  

 １９番児玉です。  

 ９月２０日に事務局職員が現地を調査しました。私は翌日現地を確認しま

した。  

現地は、今は、入口が休耕で、奥の方が田んぼになっていますが、これを

全部借りて、雑種地で資材置き場にするという案件です。譲受人については

存じ上げていませんが、この田んぼと休耕地の家は雑種地、左は道路、下は

宅地で、周りの農地には、問題は無いと思いますので、許可相当と思います。  

 

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  

 ７番の案件ですが、この会社は他にも、この市内でこういう事業をされて

いるのですか。北海道の方が一反位の土地を広島で求めて、管理が行き届か

ないような気がするのですが、その辺の状況はどうですか。  

 

議  長  

 事務局どうですか。  

 

山室主幹  

 確認したところ、南区にある設置業者がメンテナンスを代行することのよ

うです。  

 

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３号の１０件を許可することに決定いたします。

９番の案件につきましては、事務局の説明のとおり、宅地造成工事の許可を
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確認したうえで、農業委員会の会長名で許可することにさせていただきます。 

続きまして、議案第４号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」に

ついて、２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、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８ページをご覧ください。 

今回、２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。 

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。  

１番につきましては、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

 ４番の鍜治山です。  

 去る９月１８日に現地を事務局とともに確認しました。  

私もよく知っている人で、被相続人が父親で相続人が息子です。被相続人

も今の土地と、もう１筆あったのですが、それを、先代から農地相続されて

２０年間作られました。途中で一部駐車場にされて、聞いてみると、２０年

前に駐車場については相続税と追徴金を全部払ったが、相当な額であったと

のことでした。今回はそういったことのないように、きっちりと作りますと

いうことで、息子さんもよく知っていますが、まじめで、ミカンを作ってい

るのですが、昔からここはミカン農家だったのですが、それは一部まだ残っ
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てしっかり作っておられますので問題ないと思われます。  

 

議  長  

２番につきましては、溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口です。  

 去る９月１８日に事務局職員２名と一緒に現地確認して、本人とも面談し

まして、特別問題があることはありません。  

 

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４号の２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」について、１２６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の結果、「農地法の運用につい

て」第４の（３）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（４）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、 
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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９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４番の合計１２６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（４）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  

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、２番につきましては、沼田委員。  

 

沼田委員  

 今年の５月、６月、７月、ずっと坊推進委員とともに調査をして参りまし

た。そのうちの２２筆を非農地として、ひとまず挙げております。  

 まだ調査は途中でございます。  

 

議  長  

３番、４番につきましては、前田委員。  

 

前田委員  

 上岡最適化推進委員と現地を見て協議をして山林と認めまして非農地とし

て判断をした訳でございます。別紙のとおりでございます。  

 

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）  
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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１２６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５号の専決処理等について、９３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３０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、

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１１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９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２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  

今事務局から説明があったように、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。 
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続きまして、議事日程５「農地法第１８条の許可に係る訴訟の判決について」に

入ります。 

 

石原次長 

お配りしております、議事日程５「農地法第１８条の許可に係る訴訟の判決につ

いて」をご覧ください。 

資料の内容は１ページ目、２ページ目は、今回の１８条許可の案件について、ち

ょうど２年前の平成２８年１０月５日に、ここでご審議いただいております。後ほ

ど、内容も含めてご説明いたします。  

３ページ目から５ページ目が、今回出された判決について、裁判所の当事

者の主張とか裁判所の判断も含めて説明をしているものです。  

また後ほど、これについて、詳しく説明をいたします。  

 ７ページ目が広島市の方から今回の審議についての意見、農業委員会の意

見を求めるということで、届いている文書でございます。  

 これは９月２６日に今回の判決がございまして、控訴については翌日から

１４日以内ということでして、１０月１０日が期限になっております。詳し

い説明、理由とかは、また後日でいいのですが、結論については１週間以内、

来週の水曜が期限になっておりまして、もう少し余裕もって出したいという

ことで、意見の聴取の求めがあったものです。３ページ目から説明をさせて

いただきます。  

訴訟の概要ですが、賃貸人から平成２８年１月２２日に農地法第１８条第 1 項

の規定による農地の賃貸借契約の解約許可申請を出されました。それに対し、広島

市が平成２９年１月６日に許可をしました。それに対して原告である賃借人が被告

である広島市に対し、許可処分の取消を求めて訴訟が提起された。それに関して、

第一審の広島地方裁判所において広島市が敗訴の判決があったということです。  

農地の概要は西区○○町○丁目○○番○○号、地目：畑、地積：○○㎡です。 

裁判の提起は、平成２９年６月７日、判決年月日は、平成３０年９月２６日、判

決の内容は、「本件許可処分を取り消す。」というものです。 

広島市が被告となっている部分ですが、平成２８年度は許可権限が広島市のほう

にあって、農政課が主管課として処分したのですけれども、その当時農業委員

会は申請を受付け、意見を付して市のほうに進達するという形で審議をしましたが、

平成２９年４月１日以降から事務委任により、今度は農業委員会の方が、こういう

申請があったら許可をするということになっております。従いまして、もしこの判

決を、そのまま受け入れますと、許可がなくなるということなので、申請を受けた

状態ということに戻るそうです。そうなりましたら、その申請に対しては、農業委

員会で、また審査をして、今度は不許可を承認するか、あるいは別の理由で許可を
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するといった判断が必要となり、そういう意味でも関係がかなり出てまいります。 

次に判決の概要について、ご説明いたします。 

１、本件の争点に関する当事者の主張の概要です。 

裁判所が示している裁判の争点は、解約許可の事由、賃借人による「信義に反し

た行為」があったかどうかということです。  

（１）被告の広島市の主張です。 

 ア、平成２５年８月から平成２８年９月までの少なくとも３年余り不耕作である。 

イ、不耕作を根腐れを待って野菜栽培に転換するためとする原告の主張は、平成

２５年９月の果樹伐採前も雑草が生い茂った状態を放置しており、伐採から２年後

も根の掘起しや空いた場所での野菜栽培などを行わず、根腐れの状況確認も一度き

りで根腐れ促進のための適切な管理も行わず、平成２８年９月に新たに果樹を植栽

するなど、不自然、不合理である。 

 ウ、原告は賃貸人との無用な敵対関係化を避けるために野菜栽培への転換を一時

中止したと主張するが、本件農地の買取りを申し出たり、果樹を植えたりする行為

は、敵対関係を避ける者の行動として不自然である。 

 エ 以上により３年余りの不耕作は「信義に反した行為」に該当する。 

ということを主張して参りました。 

（２） 原告の主張ですが、 

 ア 平成２４年２月、この方が賃借権を相続され、その際は果樹栽培だったので

すが、落葉への苦情や果物の需要の減少から野菜栽培への転換を考えて、造園業者

の勧めに従って、平成２５年９月頃に果樹を伐採して根腐れを待つこととした。そ

の後、雑草除去等の管理を行っていた。平成２７年 1 月に賃貸人からの明渡し請求

があったのですが、その後は、関係悪化を懸念し野菜栽培への転換を一時中止し、

買取りも視野に交渉や調停の申立を行った。調停というのは賃貸関係の存在という

か、そういうものを確認したということです。  

平成２８年９月頃には耕作の意思なしと誤解されないよう、弁護士からの指示に基

づいて果樹の苗木を６本程植えた。 

 イ 以上のとおり不耕作は一時的なものであり、地代の支払も含めて賃貸人との

争いは生じておらず、数十年にわたる耕作の継続も踏まえると、「信義に反した行為」

には該当しないと主張しておりました。 

２、裁判所の事実認定ですが 

（１）本件農地は戦前に賃借され、昭和３０年代には市場出荷していたが、その後

野菜栽培に切り替え自家消費し、平成２年頃原告の父が脳梗塞を患った頃から果樹

栽培に転換し自家消費や近隣への配布を行い、平成１５年９月頃から造園業者に作

業賃を支払い年 1 回の剪定や下草刈りを行っていた。原告の父と近くに住む当時の

賃貸人とには一定の交流があった。 

（２）原告は平成２４年２月に賃借権を相続し、文具店経営の傍ら耕作継続の意向
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があり、増額された賃料、これは○○円が○○円に上がりましたが、それも支払っ

たうえで耕作の意向を当時の賃貸人に伝え、家族や造園業者により雑草除去や剪定

を行っていた。 

（３）その後原告は落葉への苦情や需要の減少により野菜栽培への転換を考え、造

園業者の勧めに従い、平成２５年９月に果樹を伐採のうえ根腐れを待つこととした。

それに伴い農地の従前の管理は中止されたが、防草シート、雑草取り、造園業者に

よる根腐れの状況確認等は行われ、雑草の繁茂もあったが一時的な現象であった。 

（４）平成２５年７月に現賃貸人が本件農地を取得し、平成２５年１２月に賃料の

額、これさらに○○円を原告にファックスで伝え、原告は賃料増額の申入れと理解

し書留郵便で支払った。 

（５）原告は平成２６年１２月と平成２７年１月に賃料を賃貸人に送付したが、不

在ということで返却された。原告は平成２７年１月に賃貸人からの不耕作を理由と

する農地明渡しの内容証明郵便を受領した。原告は賃料を供託のうえ、交渉したり、

平成２７年８月には賃貸借契約の確認に係る調停申立て等を行って、その間、買取

意向も示しましたけれども、１０月に調停は不調となりました。その間原告は、賃

貸人との関係悪化を招かないよう野菜栽培への転換を中止し雑草取り等のみを行っ

ていた。 

（６）平成２８年１月２２日に賃貸人は１８条の解約許可申請を行い、農業委員会

職員、委員が９月に現地調査、聞取りを行った。なお原告は、９月上旬に果樹の苗

木６本を植栽した。 

（７）平成２９年１月６日に広島市は、長期にわたる不耕作が「信義に反する行為」

に該当するとして、許可処分を行った。 

これが裁判所が認定した事実です。 

３ 争点についての裁判所の判断、今回の判決理由ですが、 

（１）農地法１８条の「信義に反した行為」は、賃貸人と賃借人との間の契約関係

が客観的にみて不可能と判断されるような背信的な行為であると解釈しています。 

（２）さらに本件についてですが、３年余りの不耕作は認められるが、先程のよう

な１８条許可は、一定期間の不耕作を許可事由としている訳ではない。また賃借人

は農地を使用収益する権利を有するが、直接的には賃貸人に対し耕作の義務を負う

ものではない。許可事由に該当するのは、使用収益に際し善管注意義務や用法遵守

義務の程度が重く、当時者間の継続的な関係の維持が不可能と客観的に認められる

程度の背信性がある場合である。 

これが今回の判決の大前提として、裁判長が判断したこととなっています。 

それに基づいて、本件についてみると、専門家の助言に従い根腐れを待つ原告の

対応は社会通念上不合理ではなく、果樹栽培の一時中止も賃貸人との関係悪化を招

かないためであり、増額分賃料も支払ったこと、農地での耕作に原告が強い愛着と

意欲を示していることを考慮すると、原告が耕作意思を放棄したと認めるべき状況
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にあったとは認められず、「賃貸借当事者間の継続的な関係の維持が客観的にみて不

可能と判断されるような背信性」を認めることはできないとしています。 

（３）野菜栽培への転換の経緯等について広島市が先程のような内容で主張してい

るのですが、それらについては以下のとおりとしております。 

ア 平成２５年８月頃に雑草が生い茂る状態を放置していたのは、同年６月の相

談以降、果樹伐採までの間一時的に管理を中止したためであり、不自然、不合理に

は当たらない。 

イ 伐採から 2 年後も根の掘起しを行わなかったのは、賃貸人との関係悪化を避

けるため野菜栽培への転換を一時中止したためである。また賃借人は農地の耕作義

務を負うものではないため、使用収益に当たり根腐れを待つか、根の掘起しを行う

かの判断は原告自身の責任と判断で行うもので、それを待つ判断は不自然、不合理

ではない。 

ウ 根腐れを促進する適切な管理を行っていなかったとする点も、専門家の助言

は自然に根腐れを待つ以外の措置は前提としておらず、被告もその具体的な内容を

主張していない。賃貸人との関係悪化を懸念して雑草取り等のみの管理としていた

ことからも不自然なものではない。 

エ 苗木数本を植えたことが野菜栽培への転換と矛盾するとの点についても、弁

護士の指示に従ったもので、不自然、不合理なものではない。 

（４）市の方は原告が農地の明渡し請求があった後に耕作を行わなかった経緯等が

不自然、不合理と主張するが、その中で買取り提案をするということは、裁判所の

言い方では、通常の賃貸借の紛争などがあった場合に買取提案はしばしばあるとい

うことで、合理的なものであるということ。野菜栽培への転換の一時中止や苗木の

植栽もこれまで述べたとおり、不合理ではない。 

（５）その他耕作の果樹伐採の目的や不耕作の理由、野菜栽培への転換に関する事

実関係を争うかのような主張についても理由がない。 

以上のとおり、農地法第１８条の許可事由があると認めることはできないと結論

付けています 

お配りしている資料の別紙は、表が農地法の抜粋で裏が農地法第１８条第２項の

許可基準になります。その中で第１条は農地の目的ですが、第２条で農地について

権利を有する者の責務ということで、権利を有する者は当該農地の農業上の適正か

つ効率的な利用を確保しなければならないという規定をもとに、この１８条がある

のだという考え方です。裁判の中でも、そのような考え方の主張はしていたのです

が、認められずに今回の判決になったということです。 

 

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、ご質問等を伺い

たいと思いますが、その前に、地区担当でありました鍜治山委員どうでしょうか。 
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鍜治山委員 

 平成２８年２月１６日だったと思いますが、元農業委員で今は推進委員をやって

おられます平川委員と２人で事務局と一緒に現地を見に行きました。その時点では、

近所から粉が飛ぶだとか、苦情が出ているということなので、現況を見ましたけれ

ども、やっぱり、カヤが生えていたり、耕作していたという形跡が全く見えません

でした。ということは、ここは耕作してないというのは事実であったということで

す。 

そのあと、その年の９月に山本委員と本人達に面談しましたが、その時には作っ

ているがどうか要領を得ない言い方でしたが、面談の後、現地を見ました。本当に

今植えたという感じで果樹が６本植えてあり、これを耕作とみるかどうかですが、

耕作とは見えないし、それ以前に３年以上耕作したかどうかということで、信義に

反するかどうかところだと思うのですけれども、不耕作であることから、１８条

第２項第１号の信義に反した行為に該当すると感じております。そういった中で、

やはり、裁判所の判断が、一定期間の不耕作を許可事由としている訳ではない。賃

借人は農地を使用収益する権利を有するが直接的に賃借人に対し耕作の義務を負う

ものではないとあるということは、耕作しなくてもいいのかということになるので、

農業委員としては認められないという気がするので、やっぱり耕作しているから農

地であって、そこらの判断がどうも附に落ちないというのが現状です。 

    

谷口（迪）委員  

 賃借人の住所地の周りはどうなっているのですか。住宅地になっているのですか。 

 

鍜治山委員 

 周りは宅地です。宅地があって、ちょっと囲まれて、一応畑としてはあるんです

けども、本当に一面が草で管理した様子もなく、カヤが伸びた状況で石ころが転が

っていて、多分マルチを押さえるためだったんだと思います。そのマルチもボ

ロボロになって全く管理したような状況ではなかったです。  

 

山本委員 

 平川委員から引き続き９月位に現地を見させていただきました。今回の判決を受

けて、まずは、裁判所のほうは農地を借り続けたいという意思は表して、賃料が上

がったことに対しても賃借のほうも払っている、この賃借人をすごく保護している

なと感じています。ただ９月時点で現地を見させていただいた時には、農業

をしている、耕作をしているという風には到底見えない状況で、裁判所のこ

ちらの事実認定によりますと、結局戦前から借りてられて、祖父と父の代で

は耕作はされていたようなのですけれども、平成２年頃に原告の父が倒れら
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れてからは木を植えてそこから果樹をとっていた程度にすぎず、耕作をされ

ていたのかなと思っております。  

 今回の判決理由についてですけれども、先ほど、鍜治山委員さんが言っていただ

いたように、耕作の義務を負うのではなく、逆にその善管注意義務や用法遵守義務

の程度の方が重いという風にあるのですけども、今回農地法が改正されまして、農

地というのは効率的に利用するということになっていますので、全く耕作されてい

るというような現状がなくて、農地を効率的に利用されてない状況において、許可

が不相当というのがどうなのかなというふうに思います。私は今回の事で勉強させ

てもらった時に、この農地法の解説本で、今回の１８条の許可基準を読んでみま

したけれども、耕作放棄地の状態が社会的問題化している今日においては、少な

くとも賃借人が賃借農地を効率的に利用している実態が全く認められない賃借権に

ついては、積極的に解除等を認めるべきだと考えると書いてありまして、私も同じ

意見でして、それに従って今回は解除許可という意見を出させていただいた

ように思います。ですので、この裁判の判決理由において全くその賃借人が

耕作の義務を負うものではないから、耕作されてないとしても許可事由には

あたらないという判断については、ちょっとおかしいのではないかと思いま

す。ただすごく、続けられたいという賃借人に対しての保護が、賃貸借契約

では厚く、裁判所も見ているんだなと思いましたけれども、ちょっと農地法

の解釈として、そこを主張して行きたいと思っています。  

 

山縣委員 

私が２０何年前に農業委員会にいたときから、農地というのは、常に肥培管理し

て反復継続して耕作するものだと思っています。 

 

梶山委員 

戦前から耕作してたといったらずいぶん借りている方が権利がありますよね。た

だ今現在はどれくらいの割合の権利になるんですかね。もしそれを処分するとなっ

たら。７０年以上なのでたぶん半分以上だろうと思う。それでたぶん訴訟を起こし

てるんだと思う。 

 

河野（芳）委員 

契約のあり方が戦前は口頭契約に類すると思う。契約以外は、書類に残っていな

い。供託金もずっと払い続けてきてるんだと思う。そういうことの権利は分かるが

賃借の期間とかいう話はこれ以外なかったんじゃないか、何年とかどうするとかい

う話は一切ないのですか。 

 

横山主事 
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この当時の戦前の貸し借りというのは空いてるから貸す、そこを作らせてくれと

いうところから始まっている。その時点では契約を５年間にするとか１０年にする

とかという、契約期間は一切ない。農地法ができてからについては当然契約許可を

受ける時には借り上げ期間を決めて許可を受ける。反対に農地法の３条の許可を出

す場合でも期間が無いものについては許可が受けられません。それとか不定期のも

の。私が生きてる間は貸すとか、耕作人が生きてる間は貸すというような不定期な

ものは許可できない。具体的には３年、５年、１０年、２０年とか、期間を付けて

の許可制度となっている。今はそうなっていますが、戦前についてはそういうもの

がなかった。 

 

議長 

他にありませんか。 

 

佐藤委員 

基本的に市は控訴する方向でいいのですよね。市が勝てるつもりでないと当然控

訴しないわけですよね。市が勝つ見込みがないものを農業委員会に判断求めてきて、

これは農地法上、裁判を続けて下さいと言うのじゃなくて、市が完全に控訴する

形をとるという方向ですよね。そうであれば勝てる理由を聞かせもらったらと思い

ます。次回の裁判で目途がないのに控訴ということはないはずですから。 

 

石原次長 

正式に文章化されたものはまだなく、これから控訴理由のなかで市の主張と根拠

を述べていくということになるのだと思います。 

今回の判決はいろんな争点があって農地法の解釈が妥当なものかということも

ありますし、市として立証の方法も含めて今後どのように主張していくかというこ

とも１つの争点、訴訟を進める上での留意事項と伺っております。  

今回の判決を見ると、原告が色々主張を重ねていることに比べて、市の主張が弱

いような感じもあり、二審では、農地法の趣旨の主張や、少なくとも判決で言われ

たことの反証は市も必要と考えているようです。  

今後、実際に現地を見て判断した農業委員会として、市との協議や連携が

必要になってくると思われます。  

 

谷口（迪）委員  

写真もちゃんと撮ってあるということですか。 

 

石原次長 

その時点での状況が分かる写真はあります。 
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沼田委員 

賃貸人さんのご意見はどうですか。 

 

石原次長  

訴訟の当事者じゃないので。 

 

沼田委員 

当事者じゃないって、貸主でしょう。 

 

石原次長  

今は許可を受けた立場で賃貸人さんがおられますので、このまま認めたときに賃

貸人さんは納得されるかどうかなど、市としての配慮の必要性は考えられます。 

 

沼田委員 

市が勝ったら契約解除の申し出ができる訳ですよね。 

そうしたら、借地契約が解除になる訳ですよね。賃貸人は土地を自由に処分しよ

うと思ったら出来る訳ですよね。 

 

石原次長 

申し入れても、賃借人の方が拒否されたときにまた次の話になりますが。 

 

沼田委員  

逆に見方を変えたら賃貸人個人の利益のために、広島市が訴訟をしている。その

ように解釈される懸念はある。 

 

石原次長 

この土地が今後、農業委員会が許可するか、不許可にするかでどうなるか、この

まま農地として存続するかどうかというような面の検討も必要と思います。 

 

沼田委員  

２人の感情的な争いが、土地代がかかるから、揉めているのかなと思い聞いてい

たんですけど、それに広島市が手を出して右だ、左だ、と決めるのは、得策なのか

どうかということです。 

 

石原次長 

お配りしている許可基準に不耕作という文言がありますが、何年の不耕作が必要
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か明確に示したものはなく、根拠になる判例、定説もない状態で、県等の関係機関

と協議して当時こういう結論を出しています。 

今回の判決を受けて市も同席して県の農業会議などとも協議し、前例として、全

国的な基準への影響も考慮して、判決の妥当性の検討が必要ということです。 

 

沼田委員  

裁判所の「賃貸人は耕作の義務を負うものでない」ということをひっくり返そう

とするということでしょう。 

 

石原次長 

そういうことが１番大きいと思われます。 

 

沼田委員  

自分も聞いていて、耕作しなかったら勝負にならんなと思って。それを裁判所の

判断で認められるんなら、我々農業委員会は何を目的に判断していいか分らなくな

る。耕作の義務を負うものではないということになったら。それをひっくり返すだ

けの弁護士をきちんとつけてやるべきだ。 

一審で負けて、これがひっくり返ることはないことはないでしょうけど。 

 

石原次長 

東京などでの裁判例では、四分の一程度耕作していて、あとはしてない場合には、

不許可としているなど、耕作しているという権利は守らなければいけないという裁

判例はあって、今回も、もし一部耕作をしていた場合は、明らかに許可ということ

にはならなかったと思われます。実際現地を見て耕作していない状況で２年前に判

断して市の方もそれを受けて、そのとおり許可したということで、そこが全て耕作

義務自体を否定されていることにつながっているので、やはり主張を続けていかな

いといけないかなと。ですから１００％勝てるか分らないとは市も思っているが、

争うべきものだという判断をしているようです。 

 

河野（芳）委員 

今度、次は高裁に行くわけですか。 

 

石原次長 

高裁ですね。 

 

河野（芳）委員 

訴訟を起こしたら次は高裁でしょうね。地方裁判所から高裁にあげて逆転するこ
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とはある。 

 

鍜治山委員  

農地法が無いうえでの賃借なら当然権利がつくわけなのだけど。農地法の中での

賃借なので、そこがたぶん論点になると思う。 

 

谷口（迪）委員  

農業委員会で小作権を認めているのですか。 

 

横山主事  

認めていないです。戦前から続いてきている、という存在については認めていま

す。認めているから、１８条の許可申請も受けているということです。ですから、

これがヤミ小作で農地法が関わらない貸し借りであれば民事で争ってください。と

いうことになるのですけど、戦前からずっと続いてきている小作権については、農

地法上で判断する小作権ということで１８条の許可申請を受けたものです。 

 

議 長 

皆さんから、それぞれ意見を出していただきましたが、広島市長への回答として、

控訴することについて異議はないということを回答してもよろしいですか。 

 

（委員：異議なし） 

 

議 長 

それでは控訴することについて、異議はないと市長に回答することとします。 

 続きまして、議事日程６の「その他」事項に入ります。 

事務局から報告をお願いします。 

 

石本専門員 

 平成３０年第１０回広島市農業委員会総会・配布資料をご覧ください。 

 １ページ目の資料１です。 

農業委員会だよりの平成３１年冬号について説明します。 

農業委員会だよりは、農業委員会の広報誌として年に２回、7 月に夏号、1 月に冬

号を発行しております。１面の記事については、各地区で順番に委員又は推進委員

が取材し、掲載することが決定されています。 

これは、管内の農家、集落での各種事業の取組みなどを、地区の委員・推進委員

で協議し、取材後、４００～４５０字程度の文章を作成し、事務局に提出していた

だくものです。写真については事務局で撮影いたします。原稿の提出は１１月９日
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までとなっております。 

次の発行は平成３１年冬号で、来年１月に発行する予定です。担当は安佐南区の

祇園・安古市・佐東地区になります。安佐南区の祇園・安古市・佐東地区の委員・

推進委員さんで協議の上、取材先等の決定をしていただき、決定しましたら、事務

局にご連絡ください。 

これまでの担当地区と記事について列挙していますので、参照してください。 

引き続きまして、資料２、３ページです。 

平成３０年度第４回地区協議会の日程等の案です。 

 １１月６日から１１月１３日、皆様に前回の９月の地区協でお話しした日程どお

りですが、可部・安佐が安佐北区役所と区民文化センターが取れませんでしたので、

この度はＪＡ安佐支店でお願いしたいと思います。それと、安芸地区は前回と一緒

で、今回もＪＡ畑賀支店です。 

引き続きまして、５ページ、資料３です。 

１０月の現地調査です。今月の許可案件等の受付締切日は１０月１５日（月）と

なっております。 

１０月１５日（月）の夕方ころに皆様に電話をかけると思います。 

１０月１６日午前中が旧市、１６日午後が安芸区、１０月１７日午前中が可部・

安佐、１７日午後が白木・高陽地区、１８日午前が安佐南区、午後が佐伯区で考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

引き続きまして、別添の市民と市政をお手元にお配りしていますが、今年度の広

島市農業振興センターの就農支援研修がございます。 

特にひろしま活力農業は今年から募集人員が増えます。広島市内は２名から３名

ということと、スローライフで夢づくり新規就農者等々、ご近所の方等、該当の方

がおられましたら、是非、このパンフレットをお配りして、申し込みをしていただ

きたいと思います。 

また、活力の人のための農地がありましたら、事務局の方まで連絡いただきたい

と思います。 

 最後に平成３０年度鳥獣被害対策集落リーダー養成講座ということで、１０月２

５日と１１月１３日の２日間にわたってありますので参加されたい方は、事務局の

方までご連絡下さい。今まで農業委員２名の方と、推進委員６名の方が受講されて

おります。今年度の農業委員会の活動計画に、この集落リーダーを養成することを

掲げていますので、よろしくお願いします。 

 

石原次長 

９月１５日から昨日までの会議で平成３０年第４回広島市議会定例会が開催され

ました。 

本会議においては、農業関係の質問はありませんでしたが、委員会で西区選出の



２６ 

議員から、このたびの豪雨災害における農業委員会の復旧の補助などの市の支援策

についての質問がありまして、担当の農政課、農林整備課の方から対象者の範囲や

補助割合等、内容について答弁がありました。 

 

議 長 

 皆さんからの、ご質問等は、ございますか。 

 

沼田委員 

今の災害を受けられた農家の方、広島市が農地の土砂撤去はやっていただくのだ

ろうと思いますが、そのあとの土砂撤去をするまでは広島市がやってくれるという

ことですか。災害を受けられた方に我々はどこまで説明をしたらいいのかどうか。 

 

石原次長 

農地を含む土地への流入土砂については、市の方で撤去する。今まだ現在ずっと

やっていて、終わってないと思うのですが、そのように聞いています。 

 

沼田委員 

そこまで、ということですよね。つまり、耕作できる肥土を持ってきてあげると

いうことにはならないですよね。流入した土砂だけということにはならないですよ

ね。 

 

石原次長 

土砂を撤去するというのは、直接市がやって、復旧事業はまた別の補助金で対象

になってくるということと聞いています。 

 

沼田委員 

農地の復元はまた別ですよということですね。 

 

福島委員 

前回は、義援金が市から１０万円でましたよね。 

 

沼田委員 

 それは義援金が集まったからでしょう。今回くれるかは、わからんでしょう。そ

のあたり、どこまでいって良いのか悪いのか、私は知りたかったのです。 

 

石原次長 

 早い段階でいっていただいたのは、現地調査したり、やっていると思うのですが、



２７ 

もし、まだという所があれば、区役所の方へいっていただくということになるかと

思います。 

 

石本専門員 

このほか、壊れたハウスとか、農機具とか、農業用倉庫が壊れれば、補助の対象

になるかもしれませんので区役所農林課に相談ください。 

補助金交付については条件がありますが、補助率は１０分の９です。 

ハウスとかトラクターとか災害で壊れたものを買うことについて、広島市が補助

します。 

 

沼田委員 

 農機具を含めて、農業資機材に対して補助がありますと、そういった場合、区役

所の農林課に相談したらよろしいということですね。 

 

議  長  

それでは、これで平成３０年第１０回総会を終了しますが、全体的にご意

見等がありますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

次回は、平成３０年１１月５日（月）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。  


