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令和元年第２回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年６月５日（水）  開会 午後１時３０分 

                     閉会 午後３時０５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  １７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（欠席） 

１３ 沖田 光春（欠席） 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  

１２番  沼田  聖  １３番  沖田  光春  

 

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５条の規定による許可申請について  

（３）事業計画変更承認申請について  

（４）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 

 



２ 

・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）農地転用許可取消の専決処理について  

（６）農地転用届出撤回の専決処理について  

（７）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  

（８）農地転用（農業用施設）届出の専決処理について  

 

・広島市農業委員会規定の一部改正について  

 

・農政に係る審議事項 

（１）下限面積について  

（２）令和２年度広島市農政に関する意見書について  

（３）令和２年度農林関係税制改正に関する要望について  

 

・その他 

（１）農業経営セミナー（農業簿記研修）の開催について  

（２）緑の募金について  

（３）平成３１年度第２回地区協議会の日程等について  

（４）令和元年６月の現地調査日程について  

（５）研修会及び懇親会（７月５日）の開催について  

 

 

議  事 
 

 

議  長（河野会長）  

それでは、ただいまから令和元年第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、１２番、沼田委員、１３番、沖田委員の２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。  

７番、伊藤委員、８番、岩重委員にお願いします。  

それでは、ただいまから、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。  

 



３ 

西村主事  

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時や、貸し借りする時には、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ページをご覧ください。  

 １番、２番は譲受人が経営規模拡大のため、譲り受けるものです。下限面積につ

いては、１番の所有権移転と、２番の使用貸借権を合せて下限面積要件を満たすも

のです。 

 ３番は、譲受人の居住地に隣接し、便利であることから申請地を譲り受けるもの

です。 

４番は、譲渡人が遠方に居住しているため、申請地の近くに居住している親族に

持分を譲り渡すものです。  

 申請地はすべて、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、福島委員。  

 

福島委員  

２番の福島です。  

この案件は３月１９日に溝口委員と事務局で現地調査をいたしました。そ

の当時は下限面積を満たさなかったので、保留となったもので、今回は他の

農地を借りるということで下限面積を満たしており、別に問題ないと思いま

す。  



４ 

議  長  

２番、３番、谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。  

２番の案件は、使用貸借を設定するもので、現地はきれいに管理されてお

り問題はないと思います。  

 ３番の案件につきまして、貸し人と借り人は親戚で、譲受人の自宅の隣と

いうことで、特に問題はないと思います。  

 

議  長  

４番、児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。  

事務局から説明がありましたように、４人が４分の１ずつ所有していまし

たが、この度１人にまとめるということです。現在も水稲を栽培されており、

問題はないと思います。  

 

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、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９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５条の規定による許可申請」について

１０件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

 



５ 

西村主事  

議案第２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４ページ、５ページをご覧ください。  

１番から４番及び７番から１０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け又

は借受け、太陽光パネルを設置しようとするものです。  

なお１番、２番の申請地は平成３１年４月８日付で、３番の申請地は同年３月６

日付で農地法第５条の許可を受け工事を行っていましたが、所有権移転前に発電事

業者を変更することとなったため、事業計画変更承認申請と併せて農地法第５条の

許可申請をしたものです。  

５番は宅地への転用事案で、土木建築業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、事

務所、倉庫及び物置等の敷地として利用するものです。なお、敷地の一部が既に転

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。  

６番は雑種地への転用事案で、産業廃棄物処理業を営む譲受人が、処理工場の近

くの申請地を譲り受け、収集用のトラックや従業員用の駐車場として利用するもの

です。 

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。  

８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。  

８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



６ 

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番から４番、己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。  

 ５月１７日に事務局職員２名と現地調査を行いました。１番から３番は既

にパネルは設置してありました。申請地は昨年太陽光発電として農地転用の

許可は出ていましたが、今回、譲受人に事業譲渡する案件で、問題はござい

ません。  

 ４番につきましては、ここの農地は数年前から休耕中で、ちょっと水が取

れないような感じでありました。除草作業されて管理をされてました。今回

の太陽光発電を設置することについては、問題ないと思います。  

 

議  長  

５番は沖田委員ですが、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。  

 

事務局（山室主幹）  

沖田委員からメモをいただいております。  

５月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。申請地の一部は既に事

務所などに転用されており、他の農地に影響はなく、問題はないと思います。  

 

議  長  

６番につきましては、私のところでございまして、譲受人が駐車場に使う

ということでございます。周辺に影響がございませんので、許可相当と認め

ます。  

続きまして、７番から１０番は前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。  



７ 

 ５月２０日に事務局職員と現地調査を行っております。７番、８番、９番

１０番について説明をいたします。いずれの案件につきましても、不在者地

主であったり、あるいは高齢で耕作出来ないということでございますから、

すべて致し方ないと思っております。  

 

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  

 ３番の権利内容で地上権とありますが、所有権移転じゃなく地上権なんで

すか。  

 

議  長  

 事務局、どうでしょうか。  

 

事務局（山室主幹）  

 地上権というのは、他の人の土地を使用する権利のことで、物件になりま

す。普通は賃借権というのが多いのですが、賃借権よりも強い権利というこ

とで、登記簿に地上権として記載ができます。強い権利がある物件になりま

す。  

 

伊藤委員  

 要するに、登記簿に記載ができるんですよ。使用貸借権や賃借権は登記で

きませんが、地上権は登記簿に載りますから、それだけ強い権利ですよね。  

 

河野（芳）委員  

 地上権は値段が高いんですか、安いんですか。  

 

伊藤委員  

 それは当事者間で決めるものです。。  

 

議  長  

 よろしいでしょうか。他にございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  



８ 

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：意見なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の８番を除く９件を許可することに決定いた

します。  

８番については、経済産業省の事業計画承認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３号、「事業計画変更承認申請」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。  

 

西村主事  

議案第３号、事業計画変更承認申請について説明します。 

それでは、議案の６ページと７ページをご覧ください。 

１番は、建築資材・土砂仮置場・トラック駐車場・従業員用駐車場とする転用計

画について、平成３０年第１回総会で審議し、同年３月９日付けで農地転用許可を

したものです。許可計画に基づき、土砂埋立工事を行っていましたが、平成３０年

７月の豪雨災害で生じた土砂等の受入れを行う必要があり、土砂の一時保管場所と

して造成計画及び工事期間を変更するものです。工事の期間は令和２年９月３０日

までとなっています。新たな造成工事に伴う、土砂埋立工事変更に伴う変更許可申

請は、広島県西部農林事務所へ提出されており、許可見込みがあることを確認して

おります。本総会で承認することについて、異議なしとの決定された場合は、会長

名で承認することとなります。  

２番は佐伯区湯来町大字白砂と廿日市市玖島にまたがる区域で計画された大規模

太陽光発電施設への転用計画について、平成２８年第９回総会で審議し、同年１０

月１９日付けで広島県知事が農地転用許可をしたものです。その後、造成工事を行

っていましたが、平成３０年７月の豪雨災害による他地区での被害状況を考慮し、

当初計画の急勾配となる整地では大規模土砂災害の恐れがあるため、４段の階段状

にし、購買を緩和する造成計画に変更するものです。  

なお、造成変更箇所のほとんどは、廿日市市の区域内となっております。  

また、事業計画変更について、異議がない旨の決定がされた場合は、全体で３，

０００㎡を超え、かつ第１種農地であるため、６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」の回答を得た後に広島県知事あ

てに意見書を送付し、広島県知事から申請者に事業計画変更承認書を交付すること

となります。   

 以上で議案第３号の説明を終わります。 



９ 

 

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、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

この件につきましては、本年５月２１日に事務局職員と現地調査しました。

所有者が建設会社に資材置場として貸し付けるものです。本件は今年の１月

の総会においてすでに許可を受けている案件ですが、平成３０年の豪雨災害

で発生した土砂の一時保管場所として、再度造成計画を変更し資材置場とし

て利用するものです。工事期間は許可後から令和２年９月３０日となってお

ります。周辺に被害は生じないと認められますので問題はありません。  

 

議  長  

２番、前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。  

 ５月２０日に事務局職員と現地調査を行いました。この所有者といいます

のは、元々廿日市市の宮島で酪農経営をしておりましたが、今回このように

太陽光発電をやるようになったんですが、去年の災害の時に急傾斜地で危な

いというようなことになりました。そこで、４段階に階段状にして平地にし

て、そこを太陽光を設置するという計画変更が今回出たわけでございまして、

先程の説明がありましたように、やむをえないということで、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。  

 

谷口（迪）委員  

 ２番目の案件は、賃借権の額はどれくらいですか。  

 

事務局（山室主幹）  



１０ 

 そこは地上権が設定されています。金額はわかりません。  

 

議  長  

他にございませんか。  

 

議  長  

ほかに意見がないようでございますが、事業計画変更承認申請を承認する

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３号の２件の事業計画変更を承認することに決定

いたします。  

続きまして、議案第４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、１９３件を上程します。事務局に説

明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第４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であって、農業的利用を図るための条件

整備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８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９番の合計１９３筆の土地は、担当の農地利用最適化推進委員及び農業
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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４号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番から８番、山本委員。  

 

山本委員  

３番の山本です。  

 番号１番から８番の東区につきまして、４月２８日以降、大倉推進委員と

現地調査し、山林であることを確認いたしました。  

 

議  長  

９番、下谷委員。  

 

下谷委員  

１０番の下谷です。  

 ９番の安佐北区上深川町は、２月２７日と４月２６日に古河推進委員と現

地調査しました。その結果、２４筆、９，３７５㎡が雑木、竹などで山林で

あったことを確認しましたことを報告いたします。  

 

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、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。  
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（委員：意見なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の１９３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。  

告第１号から第８号の専決処理について、１０６件を一括して報告します。

事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

報告第１号から第８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２０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５４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１０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、農地転用許可取消の１件、及び報告第６号、農地転用許可撤回の２

件、報告第７号、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用業況の確認の９件、報

告第８号、農地転用（農業用施設）届出の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８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（議案第５号）の「広島市農業委員会規程の一部改

正について」を上程します。 
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事務局に説明をお願いします。  

 

事務局（山室主幹）  

議案第５号、広島市農業委員会規程の一部改正について説明します。  

これは会長職務代理者を１人から２人に変更しようとするもので、これに伴い農

業委員会規程の一部を改正することとなります。 

それでは、はじめに別綴りとなっている議案第５号３ページの「参考資料」をご

覧ください。 

「１ 農業委員会の体制」について、前体制は農業委員数が３８人、うち役員が

６人でした。現体制は、委員数が１９人、うち役員は会長と会長職務代理者の２人

となっています。 

会長と職務代理者の業務内容は記載していますように、多くの業務を受け持って

いただいています。 

次に「２ 改正案」をご覧ください。 

「役員１人当たりの負担を軽減し、農業委員会の円滑な運営を図るため、職務代

理者を２人置く。また、会長を補佐するため副会長を２人置き、副会長は職務代理

者を充てるものとする。」という案で、施行は次期農業委員の任期が始まる今月１７

日からです。  

なお、職務代理者は、会長が欠けたとき又は事故があるときに会長の職務を代理

するもので、予め担任する事務がないため、会長を補佐する副会長の役職を新設し、

職務代理者をそれに充てるものです。  

これにより、会長１人と副会長を兼務する職務代理者２人で役員は３人体制とな

り、各役員の負担が軽減されることになります。 

なお、ご検討いただくための参考として事務局で事務分担案を作成しましたが、

今月１７日の委員改選後の初総会で新たな役員が互選された後に、３人の役員で調

整していただき、７月の総会で報告する予定としています。  

次に１ページをご覧ください。ただ今申し上げました内容とするため、農業委員

会規程を一部改正するものです。 

また、２ページの新旧対照表をご覧ください。下線を引いているところが、今回

一部改正するところです。 

以上で、議案第５号の説明を終わります。 

 

議  長  

ただいま説明したことについて、ご意見、ご質問等はございますか。  

要は、役員体制が会長と職務代理１名だったので、仕事分担が多く役員を

増やすんだというのが趣旨です。それについて、皆さんからのご意見伺いた
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いと思います。  

 

山本委員  

 こういう体制というのは、広島市だけでなく全国的な傾向ですか。  

 

議  長  

 事務局、どうですか。  

 

事務局（山室主幹）  

 職務代理者を副会長に兼務していただいて、副会長にそれぞれ業務を分担

していただくという形が、他の政令市でありますので、本市もそれに倣って

いこうというものです。  

 

議  長  

 こういうことで１名でも増やすと、費用の負担のことがございますが、負

担が増えますよね。  

 

事務局（山室主幹）  

 幸いにも今年度予算がつきましたので、職務代理者を２人にすることにつ

いて、予算的な支障はありません。  

 

議  長  

 会長、副会長を助けてあげてください。会長、副会長に負担をあまりにも

かけないよう、軽くしてあげてください。  

何かご意見はございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

ご意見がないようですので、案のとおり決定することとしてよいでしょう

か。  

 

（委員：異議なし）  
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議  長  

異議なしとのことでございますので、そのように決定させていただきます。 

 

議  長  

続きまして、議事日程６の、「農政に係る審議事項」の議題に入ります。  

それでは、下限面積について、事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

資料１、１ページをご覧ください。 

４月５日の総会で、「農地の取得等の要件である下限面積」について協議したとこ

ろ、地区協議会で、地元推進委員からも意見を聞いたうえで、地区協議会毎に意見

をまとめ、今後、総会で協議していくこととなりました。 

５月９日から１４日までの間に地区協議会が開催され、それぞれの地区で協議さ

れました。協議概要を１ページ、各地区協議会で出された意見を２ページから４ペ

ージに掲載しております。 

また、参考に、県内の市町の下限面積について５ページに掲載しております。 

本日は、各地区協議会で出た意見や下限面積の検討結果をそれぞれ説明いただき、

それを基に、協議いただきたいと思います。 

なお、下限面積の変更案については、対外的に説明できる根拠が必要と考えてお

ります。例えば、この区域は、２０ａのままで、ある区域は１０ａに引き下げると

した場合、２０ａの区域の申請者等から、なぜ１０ａに下げないのかという苦情等

も考えられるため、納得のいく理由の説明が必要となります。 

このため、地域バランスなども考慮いただきながら、広島市全体としてどのよう

な考え方とするのかといった観点で、議論していただきたいと思っております。 

また、仮に、下限面積案がまとまった場合でも、農地法３条の許可が必要な売買

等のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を行おうとする農業者にも

大きな影響があることから、実際の変更までは、数ケ月程度の周知期間が必要と考

えます。 

以上で、下限面積についての説明を終わります。 

 

議  長  

それでは、それぞれの地区協議会ごとの意見を地区協議会長からお願いします。 

旧市は鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

旧市地区協議会で、どういう形がいいのか、いろいろ皆さんの意見をいた
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だきました。今まではだいたい２０ａであったのだけども、都市化されてき

て、農地の面積も減ってきて、２０ａじゃなく１０ａでも良いんじゃないか

という意見が出ました。  

ここにも書いてあるように、本当にやる気がある農業者であれば面積は関

係なく、１０ａではどうにもならんとか、最初の取り掛かりは１０ａくらい

の方がいいじゃないかという意見もありました。ただ本気でやれば１０ａで

はどうにもならんから、どんどん増やしていくであろうということで、大半

が１０ａでもいいじゃないか、問題ないんじゃないかという意見でした。  

 

議  長  

安佐南区は福島委員。  

 

福島委員  

 安佐南地区協議会では、新規就農者が２０ａはちょっと厳しいというので、

１０ａにした方が入るのではないかという話がありました。また、広島市だ

けが２０ａはおかしいじゃないかという意見もありました。祇園地区につい

ては、そんなにまとまった農地がないということで、１０ａの方か良いじゃ

ないかという意見と、特に新規参入を促進するなら、１０ａが良いじゃない

かという意見がありました。最終的には１０ａが適当ではないかということ

になりました。  

 

議  長  

白木・高陽は岩重委員。  

 

岩重委員  

白木・高陽地区協議会の場合は、記載してありますように、現在は下限面

積が高いために新規就農者が就農しにくい。非常に過疎化が進んで、人口は

減るばっかりで、最近田舎で生活して移住して農業してみたいという人が

段々あるような感じがするのですよ。この前も白木地区で、子連れで４人家

族が入ってこられましたけど、そういう人も自分で野菜を作ってみたいとか、

自給自足したいとか、いうような方もおられるということで、下限面積を若

干少なくした方が良いじゃなかろうかという気もしております。  

遊休農地が少しでも減る可能性があるならば、下げた方が良いんじゃない
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かというような意見もありました。２０ a から１０a に下げたとしても、何の

弊害もないじゃないかというような意見も出て、やはり下限面積を１０ａに

下げた方がいいじゃないかという意見がありました。  

 

議  長  

安佐・可部地区協議会でございますが、沼田委員が休みでありますので、

私が代理で報告させていただきます。  

要は下限面積を下げた方がいいよという話が大半でございましたが、あま

り少なくすると、買ってすぐそれを転売するじゃないかという意見もありま

した。現在も野菜を栽培している活力農業、新規就農者の意見で、１０ａで

十分よという意見がありました。  

私としても１０ａでいいだろうと思っておりましたが、中にはやっぱりあ

まり下げて欲しくないという意見がありまして。基盤整備したところでもそ

ういった意見があり、ここに記載しておりますように、結局結論は出なかっ

た。中にはどうしても１０ａにして欲しくないというような意見があるとい

うことでございまして、当日の意見はまとまりませんでした。  

続きまして安芸区は河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

 安芸区地区協議会では、下限面積を下げると、農地の流動化いう面では売

り買いがしやすくなって、そういう面では良いですが、阿戸地区いうのは安

芸区でも唯一農業振興地域になっていまして、ここを小さくするとひろしま

活力農業事業の経営者をどんどん入れていこうということから、下限面積は

阿戸地区については今まで通り２０ａの方がよいという意見がありました。  

今まで２０ａだった畑賀地区、瀬野地区に関しては、どんどん人口も増え

てきておる。このあたりは下げていった方が良いんじゃないかいうことで、

畑賀地区、瀬野地区に関しては２０ a から１０ a で、船越・矢野・中野地区は

従来どおり１０ａでという結論になりました。  

 

議  長  

佐伯区は谷口迪夫委員。  

 

谷口（迪）委員  
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 佐伯区地区協議会は下限面積を下げることによって、転用などが増える恐

れがあるということで、２０ａということで、佐伯区全部が湯来も含め２０

ａということです。書いてあるように、就農者が増えるということはありが

たいことですが、これまでの２０ａのまま現状維持でよいという結論になり

ました。  

 

議  長  

ありがとうございました。ただ今、各地区協議会から報告がありましたが、  

広島市農業委員会として、全体的にみて何かご意見はありますか。  

 

伊藤委員  

 地区によって事情が違うということもあるでしょうが、下限面積を下げる

と転用が増えるというのはどうなのですかね。下げると転用が増えますかね。

下げんでも転用しよう思うたらできますよね。   

沼田町阿戸地区でほ場整備をしてない地区を対象にしてアンケートを取っ

たり、いろんな意見を聞いたりしましたが、実際、以前の３０ａという段階

で話を進めて許可をもらって、実際就農しかけて途中で諦めたとか、１年や

って諦めたという事例もありますし、２０ a とか３０ a の数字ではどうにもな

らんわけですよね。今やっとる人が規模拡大でやるのなら良いですが、新た

に始めようと２０代や３０代では本気でやるでしょうけど。一応、年取って

ちょっとやってみようかという体制で始めるとちょっと、２０ a、３０ a は非

常に厳しいのではないかと思うのです。やっぱり水稲なら３０ a でも良いので

すけど、野菜を２０ a や３０ a はなかなか大変だと思いますよ。  

そこらを考えて、特に私なんかの地区はどうしても他地区から入ってきて

もらって就農してもらわんと、地区の者が新たに規模拡大するという意見は

非常に少ないわけですから、そういう機会を増やすのにはやっぱり、私のと

ころでは１０ a くらいが良いんじゃないかというふうに思っております。それ

で下限面積を下げると転用が増えるのがよくわかりませんけど。  

 

議  長  

伊藤さんの意見を含めて、皆さん、どういうご意見がありますか。  

 

下谷委員  
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 高陽の場合ですけど、ふるさと帰農事業の研修を受けられた方が、自分の

農地が少ないために出荷農家になれないという人もおられます。自分ちの土

地が山になっているわけですよ。そこを開墾して農業をやろうかいう人もお

られたので、その人のことを考えたら、ちょっと少ない方が良いんじゃない

かね。本当に農業して朝市でも出そう思ったら、出しやすいようにしてあげ

た方が良いのだはないかなと思います。  

 

議  長  

 他に皆さん、どう思われますか。  

 

伊藤委員  

 他都市の状況ですが、広島市より規模の大きいところでも１０ａにしとり

ますよね。そういうことを考えたら、やはりだいたいそれに合わせたような

格好が良いような感じがしますよね。なんで広島市だけ２０ａにしているの

か、その方が説明つかないのではないかいう気がするがね。何か弊害がある

んなら別ですがね。  

 

議  長  

 さっき伊藤委員の話がありましたように、１０ａにするとなぜいけないの

か、転用されるのかという話がありました。下げると下谷委員がおっしゃっ

たように農家が助かる、また、新規就農する人は、２０ａ、３０ａで始める

のは、なかなか難しいと思うのですよね。できれば下げて。だけど昔からの

農業者は下げてくれるな、あっちこっちへ分散するというのを心配している。

なので、２０ａを下げられないという意見が出てくるんだろうと思うんです。

だけど発言がありましたように、広島市が２０ａでないといけないというと

ころはあるのかいうのが、本心だろうと思います。  

 

己斐委員  

 安佐北区スポーツセンターの北側で、スローライフ事業の方が研修を終え

られ約５年経った農家があり、昨日農家の方の研修をされており、たまたま

私が農協の理事をしている関係もあって顔を出させてもらった。そこで、今

どれくらい作っておられるか聞いたところ、１０ａくらい作っているという

が、１０ａ作っても周辺の方は大草ですよ、非農家ですから農地を持ってな

い人なんで、農業振興センターで１年間研修をされて、農地を振興センター

が斡旋してくれるが、それが１０ａくらいじゃないですかね。そこに入って

やるということで、機械はトラクターではなく管理機で耕し、にんじん、白
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菜等を作るような感じだと思います。  

だから、面積的にはやっぱり借りて作ろうかいえば、せめて１０ａの中で

少量多品種じゃないですけど、作っておられる方が多いと思うんで、１０ａ

くらいまでがベストではないかなと思います。  

 

議  長  

 今おっしゃったのは、佐藤委員の近くの方ですか。  

 

己斐委員  

 そうですね、佐藤委員の近くですね。  

 

議  長  

 意見がだいたい出たようですが、できれば、広島市として決めるのならば、

１０ａなら全地域で１０ａというようなものを出していきたいと。これが事

務局の考えることだろうと思うのですが、難しい点はここだろうと思うんで

すが、河野（芳）委員が安芸区の阿戸で２０ a と言われたのはどうでしたか。 

 

河野（芳）委員   

安芸区では阿戸のみが農業振興地域になっていて、新規就農者がどんどん

入って来させたいということから、下限面積を下げていろんな人が入って来

るより、まとまった土地のところへ就農される人が来た方が良いんじゃない

かいうのがひとつあります。やはり、下限面積を下げれば下げるほど、土地

そのものは流動化すると思います。だから、安芸区では阿戸町だけを農業振

興地域ということで２０ a ということです。  

 

梶山委員  

 広島市全域を１０ a とか２０ a に決めてしまわなくても、地区ごとに別々で

あっても良いじゃないですか。呉市や竹原市や三原市とかは１０ a から３０ a

まである。別に全部揃えなければいけないという理由はないという気がする。 

 

山本委員  

 先程、農業振興地域だから細分化を防ぎたいという、河野（芳）委員のお

話があったのですけども、逆に農業振興地域だからこそ細分化しないように

守られている部分っていうのはないのですか。あるから細分化にならないよ

うになっていることはないのですか。  

 

河野（芳）委員  
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 今は、農業振興地域の阿戸に関しては、あまり切り売りというか細分化し

ない方が良いという地元の農業委員の意向もあるので、そういうふうになっ

ています。  

 

山本委員  

 振興地域だから、転用などが結構難しい。  

 

山縣委員  

 ただ、農業する人の絶対数がいないのですよ。地元で農業をする者がいな

いのに、よそから来なさいといってもなかなか来てもらえないと思います。  

だったら、今言ったように活力事業で来てやってもらった方が良いとは思う

のですが。一律で１０ａにされるのが良いというのなら、異議はないです。  

 

伊藤委員  

 さっき言ったように、今耕作が難しい人は、地元で担うことは無理ですよ。

よそから入ってもらわんと。だから、下限面積を下げたら入りやすくなると

思う。  

 

議  長  

 よそから来て、農業振興センターで研修を受けて、就農されますが、本来

の農家ではないので、周辺はひとつも草を刈ってない。たまたま私が隣を持

っていたので、なんで私がよその畦を刈らないといけないのかと。こんなや

り方は農業ではないと思います。そんな人がどんどん来たら、田んぼより草

が立っとる畦の方が多くなりますよ。それを心配しているのですよ。農家に

は農家のやり方があるのですよ。全員がそうではないと思うのですけど、大

規模にやられる人はせめて、周辺にも迷惑かけんようにやってほしいと思い

ます。  

 

梶山委員  

 全部一律に統一せんでも良いじゃないかと思うよ。  

 

議  長  

 今皆さんから出た意見は、１０ａで良いんじゃないかという意見と、２０

ａ、１０ａの両方あっても良いんじゃないかという意見が大半だろうと思う

んですが、今日は１０ａにしましょういう決定は出んと思いますが、事務局、

どうでしょうか。  
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事務局（石本専門員）  

 皆さん今日、いろいろ意見をいただいたんで、本日の議論を基にさらに議

論するべき事項があるかどうかを含めて、事務局で具体的に整理して、でき

るだけ早い時期に総会に提案したいと思います。  

 

議  長  

 今日は、今出た意見をまとめてもらうということで、今日のところは決定

せずに、継続になりますが、よろしいですか。  

 それでは、今お聞きのように結論はでませんでしたが、良い意見をそれぞ

れ出していただきましたので、これをまとめていただくということで、やり

たいと思います。それでよろしいでしょうか。  

 

（異議なし）  

 

議  長  

 それでは、この案件は継続審議とします。  

続きまして、（２）の「令和２年度広島市農政に関する意見書・県農業農村施策に

対する提案について」でございます。事務局から説明をお願いします。 

 

石本専門員  

資料２、６ページをご覧ください。 

令和２年度市農政、県農業・農村施策への提案・意見についてです。 

前回、５月８日の総会及び５月９日から１４日までの地区協議会で市や県への提

案・意見についてお願いしたところですが、これまでに提出のあったものを取りま

とめております。なお、取りまとめにあたっては、農業委員会の主な職務である「農

地利用の最適化の推進」、遊休農地の解消・担い手への農地利用集積・新規参入の促

進、及び、「その他」の大項目に分類して一覧としています。 

ご覧のとおり、沖田農業委員及び舩木推進委員から意見・提案をいただきました。 

遊休農地の解消の項目で、県に対して、農家の子息への農業の魅力伝承という事

で、「農家の財産維持のための農業になっている。農産物価格の低迷で若者の新規参

入も多くは望めない中、農家子息への農業の楽しさの伝承が必要。ぶどう棚を作っ

て焼肉や一家団欒を楽しむ、米作りには臼を備えて杵つき餅のうまさを味わう、小

学生期から責任を持たせ収穫、出荷、換金の面白さを教える、借地料は売った時の

支払いとする、など。」という内容の提案がありました。 

新規参入の促進の項目で、市に対して、畑、新規参入者のほ場の土壌改良等支援

という事で、「水田を畑にして野菜を作る場合は排水を良好にする必要がある。長雨

でも深い耕土なら高値での出荷が可能。５０㎝以上の深耕、１ｍまで硬盤のない土
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への土壌改良、ハウス外周への深さ１２０ｃｍの排水路設置が必要。」という内容の

提案がありました。 

その他の項目で、県に対して、安佐町への食品関連会社の誘致という事で、「企業

の移転、小学校の統廃合などにより過疎化が心配。農業振興地域の安佐町に食品関

連会社を誘致すれば、新鮮な野菜の供給、規格外品の加工用への出荷、輸送・物流

コスト削減、作業効率アップのほか、雇用の場も確保できる。」という内容の提案が

ありました。 

ご提案ありがとうございます。 

なお、意見書の作成方針として、農地等の利用の最適化推進として、①遊休農地

の解消、②担い手への農地利用集積、③新規参入の促進についての具体的な意見と

していることから、もう少し、皆様からのご意見・提案があるのではないかと思い、

再度期間を延長し、意見・提案をお願いしようと思います。 

よって、「広島市農政に関する意見、県農業・農村施策への提案」等具体的な意見・

提案がありましたら、６月１４日（金）までに郵送、ファックス又はＥメール等に

て、事務局へ提出いただきますようお願いいたします。 

以上で令和２年度市農政、県農業・農村施策への提案・意見についての説明を終

わります。 

 

事務局次長 

ただ今の説明について、若干の補足とお願いを申し上げます。 

来年度に向けた意見、提案の中でも、特に市長への意見書の提出についてですが、

これは、平成２８年度の農業委員会法の改正前の「建議」に引き続くもので、内容

については、委員さんからの具体的なご意見をもとに、事務局で文案をとりまとめ

て、これまで実施してきたものです。 

これは農業委員会法にもありますとおり、農業委員会の事務を行う中で、農地利

用の最適化施策の改善が必要と認められるときは、提出するという趣旨のもので、

毎年の提出が義務付けられているものではありません。委員さんからの意見等が少

ない場合は、事務局で創作して出すというようなものでもありませんので、今年度

は、意見書の提出は見送るということも考えられます。 

つきましては、先ほど、事務局からお願いしたとおり、きれいに整った文章等で

なくても結構ですので、今日以降来週の期限までに、できるだけ多くの委員の方か

ら、意見・提案等をお出しいただきますようお願いします。 

 

議  長  

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はございませんか。  

 

梶山委員  
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 無理やりでも１件ずつ出せと言わないから、こういうことになる。どんな

のでも良いので出してくださいと言われたら、皆出すよ。それでなければ、

毎年一緒だから良いかと、たぶんそう思っている。会長からの命令だったら、

２行でも３行でも書いて出そうとなる。  

 

議  長  

今、説明がありましたとおり、意見書ですから、皆様の要望がなければ無理に、

市の方に提出しなくても済むよということでありますし、どうにかそうじゃあいけ

んよ、毎年出せということでありましたら、皆さんそれぞれも、今、梶山委員から

あったように、少しでもいいので書いて出してくれや、こういう事務局からのお願

いだろうと思うんです。  

たった二人くらいだけしか出てこないようでは、まとめようがないよということ

だろうと思います。要は出すとすれば、時間がございませんので、今説明がござい

ましたように、早急に書いて出していただきたいように思います。よろしゅうござ

いますか。事務局、それでよろしゅうございますか。皆さんもご協力のほどをよろ

しくお願いします。  

続きまして、議事日程７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。  

 

事務局（石本専門員） 

 続きまして、資料３、９ページでございます。 

農業経営者セミナーの開催案内でございます。対象者は認定農業者、農業法人等

になっております。２回ありますので、７月と８月、それぞれ三次か東広島の場合

であります。申込みされたい方は１１ページが申込み用紙になっておりますので、

農業会議の方までＦＡＸ等でお願いしたいと思います。 

続きまして、緑の募金についてでございます。毎年、農業委員会は、「緑の募金」

に協力しております。 

本年度も引き続き、１人当たり千円の募金を親和会でまとめて行います。  

募金は、カープとサンフレッチェとのコラボグッズのピンバッチで、本日、募金

資材として皆様にお配りしていますので、よろしくお願いします。  

続きまして、資料４、１３ページでございます。 

平成３１年度第２回地区協議会の開催日程案でございます。 

第２回目は、現地調査といたしまして、新規の推進委員の調査箇所とか活力の候補

地、耕作放棄地再生利用事業の候補地等々です。１３ページの上から、旧市ですけ

ども、７月９日。内容は新規推進委員がおられますので利用状況調査の箇所を見た

ら良いということなのですが、ちょっと集合場所等は未定なので、後ほどよろしく

お願いします。安佐南区は７月１２日（金）午前中で、集合場所は沼田町の阿戸で、

農地整備の事業地と耕作放棄地でございます。白木・高陽は記載のとおりです。可
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部は７月１０日（水）で、沼田委員が例年可部の全体の農地状況調査を調整される

のでそうなると思います。安佐町は７月９日で、例年活力の候補地、耕作放棄地再

生利用事業の候補地等々で集合場所はコムズ安佐で懇親会がございます。安芸区は

７月８日午前中で、阿戸町の耕作放棄地再生利用事業の場所ということで、集合場

所がＪＡ安芸の阿戸支店となっております。佐伯区が７月１１日で活力の候補地そ

の他ということで、集合場所はＪＡ河内支店となっております。とりあえず素案で

書いております。今月半ば頃に皆さんにご案内をするにあたっては、地区協議会会

長等に電話でお聞きしますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（山室主幹）  

 １４ページ、資料５をご覧下さい。 

今月の現地調査日程についてです。 

１番、今月の許可案件の受付締切日は、６月１４日（金）になります。というこ

とで、現地調査日程は、６月１４日（金）の夕方、６時くらいまでに電話で調整を

させていただきます。 

 ３番の現地調査日程ですけども、今月は６月１７日に農業委員さんの辞令交付式

と初総会が開催されるということですので、現地調査は６月１８日（火）から始め

ます。１日目が６月１８日（火）旧市、安芸区、２日目が６月１９日（水）安佐北、

３日目が６月２０日（木）安佐南区、佐伯区というふうに１日後の方にずらしてや

っておりますので、よろしくお願いします。 

続きまして、１５ページをご覧下さい。資料６でございます。これは７月５日の

農業委員会の研修会と懇親会との開催についてというご案内でございます。一番下

の方に参考というふうに書いてあります。７月５日の総会は午後１時から隣の東区

総合福祉センターのボランティア研修室で開催をいたします。午後１時スタート、

場所も隣の建物ということですので、お間違えのないようにお願いします。 

 

石原次長  

まず、先月１４日から１６日まで開催されました、令和元年第１回広島市議会臨

時会において、「農業委員会委員の任命同意議案」及び「農業委員会委員の過半数を

認定農業者等又はこれに準ずる者とすることに関する同意議案」について、ともに

同意する旨の決定がありましたので、ご報告します。 

農業委員の辞令交付式は、６月１７日（月）午後１時３０分から市役所本庁舎１

０階の市長公室で行われますので、午後１時１５分までにお越しください。 

なお、辞令交付式はノーネクタイ、上着着用でご出席いただくようお願いします。 

その後、午後２時からの新たな委員による初総会について、通常の総会とは異な

った内容となりますので、事前に概要をご説明します。  

初総会は、市長が招集しますので、まずは、市の担当部局の職員の進行により、

総会の趣旨説明及び委員、市及び事務局職員の自己紹介を行います。  
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その後、市の職員の退席後、議事に移り、まず会長の選出を行います。会長が

不在の間は、広島市農業委員会会議規則第４条により、出席委員中の最年長者が

臨時に議長として職務を行うこととされていますので、この度は、会長選出まで

の議事は、安芸区の河野芳
よ し

徳
み ち

委員にお願いすることになります。 

次に、会長の選出方法ですが、「農業委員会等に関する法律」第５条第２項に

より、委員の互選によると規定されており、具体的には、選挙（投票）による方

法と、選考委員による指名推薦による方法とがありますが、どのような方法とす

るかは、初総会の時に委員の皆さんで決めていただくことになります。なお、案

については適宜事務局からお示しします。 

次に、会長の決定後は、新会長に議長を引き継ぎ、会長職務代理者２名の選出

となりますが、会長の選出と同様に、選出方法から決めていくことになります。 

 ちなみに、前回の平成２８年６月の、現在の委員さんの初総会の際には、会長、

会長職務代理者とも、指名推薦によることとし、各地区協議会の区域に住所を有

する委員の中から選考委員を１名ずつ選出していただいて別室でご協議いただ

き、その結果選考委員が指名した委員を会長、会長職務代理者とすることについ

て、総会の承認を得て決定いたしました。 

 会長、会長職務代理者の選出後は、議席の決定、農業委員会の活動計画などに

関する事務局からの説明を行って、総会を終了する予定です。  

 なお、総会終了後に、農業委員会の概要や審査基準等に関する簡単な説明及び

身分証明書等に使用する写真の撮影を行います。写真撮影は、継続される委員さ

んも含めて全員必要ですので、ご協力をお願いします。  

以上で説明を終わります。 

 

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  

これで令和元年第２回総会を終了しますが、その他全体的にご意見等がご

ざいますか。  

 

（委員：意見なし）  
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議  長  

現農業委員の総会は本日が最後となりますが、今期をもちまして、前田委

員と谷口迪生委員が退任されることになりました。  

前田委員は１７年、谷口迪生委員は１５年と、長年にわたり農業委員会の運

営・活動につきまして、多大なるご貢献をいただきましたことを深く感謝申し上げ

ます。 

 ここで、それぞれの方から一口ずつ、お言葉をいただきたいと思います。  

 まずは前田委員さんよろしくお願いします。  

 

前田委員  

 今、会長さんの方から紹介をしてもらいましたが、私は湯来町の出身でご

ざいまして、平成１７年に湯来町と広島市が合併いたしまして、以来広島市

の農業委員を１５年、それから湯来町のときに１期ございますので１７年。

長い間農業委員を務めさせてもらいました。いろんな活動の中で、成果が出

ておりませんので、心苦しいわけでございますけれども、これから新しい農

業委員の方、或いは、最適化推進委員の方に活躍してもらいまして、遊休農

地の解消でありますとか担い手への農地の集積でありますとか、新規参入の

促進、或いは地産地消、そういったことで広島市の農業が益々発展しますこ

とをお願いし挨拶にかえさせてもらいます。大変ありがとうございました。  

 

議  長  

 続きまして、谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

 農業委員になったのが、南農業委員がスタートで、１５年いうことで、皆

様には大変お世話になり、ありがとうございました。先程から話があったよ

うに広島市の農業の今からの発展、活性化に向けて皆さまにはがんばってい

ただきたいと思います。ありがとうございました。  

 

会長職務代理者  

先ほど事務局から説明がありましたとおり、６月１７日（月）に農業委員

の辞令交付式がありますので、午後１時１５分までに市役所本庁舎１０階に

ご参集ください。ノーネクタイ、上着着用としますので、よろしくお願いし

ます。次回の総会は、辞令交付式終了後に開催されます。  

 


