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令和元年第４回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年７月５日（金）   開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後３時３２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  １９名 

１ 福島 幸治  ２ 鍜治山 正照  ３ 己斐  潔  

４ 山本 香織  ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守  ９ 下谷 邦代  

１０ 佐藤 和夫  １１ 沼田  聖  １２ 沖田 光春  

１３ 河野 信義  １４ 谷口  憲  １５ 河野 芳徳  

１６ 山縣 由明  １７ 吉田 米治  １８ 奥田 一成  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

なし 

 

６．議事録署名者  

４番  山本  香織   ５番  溝口  憲幸 

 

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）農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認申請について 

（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）農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 



２ 

（７）農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（農地中間管理事業に係るもの） 

（８）農地中間管理事業の農用地利用配分計画案に係る意見聴取について 

（９）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について 

（10）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 

 

・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）農地転用（農業用施設）届出の専決処理について 

 

・その他 

（１）令和２年度 県農業・農村施策に対する提案のための意見について 

（２）平成３１年度 第２回地区協議会開催日程について 

（３）令和元年７月の現地調査日程について 

 

 

議  事 
 

 

議  長（福島会長）  

それでは、ただいまから、令和元年第４回の広島市農業委員会総会を開会

します。  

本日の欠席はなく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。  

４番、山本委員、５番、溝口委員にお願いします。  

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、５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。 



３ 

 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、４ページをご覧ください。  

 １番は、譲渡人が高齢で耕作することができず、日ごろから農業を手伝っている

孫二人に譲り渡すものです。  

 ２番から４番は、譲受人が経営規模拡大のため、譲り受けるものです。  

 ５番は、譲渡人が遠方に住んでおり、自ら耕作することが困難であるため、譲り

渡すものです。なお、申請地は譲受人の利用権が設定されている農地であり、許可

後に利用権の合意解約がされた後、所有権移転がされます。  

 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号の５件について、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、山本委員。  

 

山本委員  

４番の山本です。  

６月２１日、鍜治山委員、事務局職員２名と現地調査を行いました。譲渡

人は高齢の為、農地をお孫さんに譲渡する案件です。広い面積ですがきちん

と野菜を栽培されていました。特に問題ありません。  

 

議  長  

２番、己斐委員。  

 



４ 

己斐委員  

３番の己斐です。  

２番につきまして令和元年６月１９日、岩重委員と事務局職員２名と現地

を確認いたしました。申請地の地目は畑ですけども、現在は休耕中になって

おります。譲渡人は耕作の意思はまったくありません。譲受人の農地と隣接

していることから規模拡大の為、無償で譲り受けるという案件であります。

無償というのは、譲り受ける畑にマルチが張ってあり、撤去して譲り受ける

というのが筋ですが、撤去しようと思ったら費用が掛かるという事で譲受人

が全部処理するので無償という話になっております。６月２７日には譲渡人

との確認も済んでおります。別に問題はないと思います。  

 

議  長  

３番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１１番の沼田です。  

６月１９日に沖田委員と事務局職員と現地を確認いたしました。  

問題ないと思われます。  

 

議  長  

４番、河野芳徳委員。  

 

河野芳徳委員  

１５番の河野です。  

６月１８日に山縣委員、事務局職員と現地を確認いたしました。現地は果

樹を所々植えてある状態で問題ないと思われます。  

 

議  長  

５番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

譲受人が県外にお住まいの譲渡人から譲り受けるものでございます。６月

２０日に現地を確認しました。周辺は農業振興地域でございまして、既に稲

が栽培されており非常に良い環境の中にあり、大変良い事だと感じました。

特別な事はございません。  



５ 

 

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５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

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、太陽光発電施設用地への転用事案で、太陽光パネルを設置しようとする

ものです。  

２番は、貸資材置場及び貸駐車場用地として利用するものです。  

１番、２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



６ 

るおそれもないものと思われます。  

なお、２番の案件については、既に雑種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、２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  

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、２番、佐藤委員。  

 

佐藤委員  

１０番の佐藤です。  

６月２１日に事務局２名と現地を確認しましたが、どちらも問題ないと思

われます。周囲に耕作されている場所はありませんので問題ないと思われま

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２件を許可することとします。  

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

８件を上程します。事務局に説明をお願いします。 
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西村主事  

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、７ページをご覧ください。 

１番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、事務所及び駐車場として

利用するものです。なお転用後は譲受人が役員を務める土木建築業を営む事

業者に賃貸する予定です。 

２番は雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、令和元年６月６日

付で農地法第５条の許可を受けた隣接地の太陽光発電設備への資材搬入路と

して利用するものです。 

一時転用期間は令和元年１０月１５日までとなっています。 

３番、４番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、太陽光パネルを

設置しようとするものです。 

５番は雑種地への転用事案で、木材製品の販売業を営む譲受人が、申請地

を譲り受け、資材置場として利用するものです。 

６番は雑種地への転用事案で、産業廃棄物処理業等を営む譲受人が、申請

地を譲り受け、社員及び来客者用の駐車場として利用するものです。 

７番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、譲受人が住職を務める

寺院の参拝者用駐車場として利用するものです。 

８番は宅地への転用事案で、申請地の隣地所有者である譲受人が申請地を譲り受

け、既存建物の庭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。 

なお、２番及び５番の案件は、既に転用済みですが、広島市農業委員会の「違反
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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番の案件は農振農用地であり、現在、農業振興地域の整備に関する法律に基づ

く１１条公告が令和元年６月１０日付けでされており、農用地区域から除外された

ことを確認したうえで、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、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

１番の案件につきましては、３月１８日に事務局職員と私とで農振除外の

案件で現地調査を行いました。これは、建設業の事務所と駐車場に使用され

るという事で、土地は県道と三篠川の間にありまして、別に他の農地に被害

を与えるようなことはありませんので問題ないと思います。  

 

議  長  

２番から４番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

２番は太陽光設備の工事をすることによる資材の搬入をする為、休耕中の

農地を一時転用する案件です。先ほど事務局から説明がありましたように、

工事をする前に許可申請をするべきだったのですが、後からの申請という事

で始末書を出されたという事でございます。今年の４月１５日から１０月１

５日の６か月間、一時転用ということで工事が済み次第、元の農地に復元し

て完了届を提出するまでの計画書が提出されておりますので、問題はないと

思います。  

３番ですが６月１５日に事務局職員２名と現地の確認を致しました。３番

４番とも私の自宅裏の農地にあたるわけでございます。いずれの譲渡人も高
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齢でございまして、既に成年後継人が財産管理をされています。太陽光発電

設備を設置することによる他の農地への影響はないと思います。  

４番も６月１９日に事務局職員と現地を確認しております。３番と隣接し

ている農地で、日当たりが良く、太陽光発電を設置すれば１日中日が当たり

まして、かなりメーターがあがると思いますので別に問題はないと思います。

３番４番とも、周辺の農地も休耕されておりますが、設置することにより、

農地へ与える影響はないと思われます。  

 

議  長  

５番、佐藤委員。  

 

佐藤委員  

１０番の佐藤です。  

６月１９日に事務局２名と現地を確認しましたが、農地に影響もなく問題

はないと思います。  

 

議  長  

６番、沖田委員。  

 

沖田委員  

１２番の沖田です。  

６月１９日に事務局職員と調査しました。申請地の畑は、猪や水害により

土砂が下側の民家に流入しており迷惑をかけておられたそうです。周囲から

は整地の要望もありましたので問題ないと思いました。  

 

議  長  

７番、谷口委員。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。  

６月１９日に事務局職員と現地を確認いたしました。お寺の住職への所有

権の移動で、お寺の参拝者のための駐車場として使用されるものであり、問

題ないと思います。  

 

議  長  

８番、山縣委員。  



１０ 

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

８番について説明します。この件につきましては、本年６月１８日、私と

事務局職員２名で現地調査しました。譲受人は、以前から申請地の管理を行

い、草取り等を行っていましたが、譲渡人が遠方のため、農地として管理で

きないので、隣接の譲受人が宅地拡張のため所有権移転するものです。農地

への被害が認められないため転用することに問題ありません。  

 

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番を除く７件を許可することに決定いた

します。  

１番の案件については、事務局の説明のとおり、農用地区域からの除外を

確認し、農業委員会の会長名で許可することとします。  

続きまして、議案第４号、「農地法第５条の規定による許可条件の履行延期

承認」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。  

 

西村主事  

議案第４号、農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認申請について説

明いたします。 

議案の８ページをご覧ください。 

本案件は、倉庫及び事務所への転用目的で、平成３０年６月６日付けで農地法第

５条の許可を受け、取得したものです。  

申請人は、取得後に平成３０年１１月１日から着工する予定でしたが、当該建物請

負工事契約が遅れたため、令和２年４月３０日まで、履行延期の承認申請があった

ものです。  
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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。己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

６月１９日に事務局職員と現地の調査を改めて行いました。この案件は、

先ほど事務局からも説明がありましたように、平成３０年６月６日に許可に

なっております。延期理由は、先ほど事務局から説明がありましたように、

履行延期申請書が提出されておりますので異議はありません。  

 

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、履行延期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号の履行延期を承認することとします。  

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。  

 

西村主事  

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、 
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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９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。 

以上で議案第５号の説明を終わります。  

 

議  長  

これは私の担当になります。６月２７日に事務局２名と現地調査を行いま

した。適正に管理されているので問題はなく、適格者と思われます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

吉田委員  

相続人が２６歳という若さですが、先ほど相続の猶予については２０年以

上耕作管理していくという条件があるのですが、年齢的には２６歳と十分で

すが、この方は何をされているのでしょうか？  

 

議  長  

公務員をされています。  

 

吉田委員  

 公務員ということは兼業ですか。  

 

議  長  

そうですね。奥さんもおられます。  

 

吉田委員  
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大体、どれくらいの面積を耕作されていますか。  

 

議  長  

 ３４７㎡です。  

 

吉田委員  

 ３反ではなく、３畝ですか。非常に少ないですね。  

 

議  長  

 他にも土地は所有しておられ、今回は相続税の納税猶予分が 347 ㎡という

ことです。  

 

吉田委員  

 結構でございます。  

 

議  長  

このほかに意見がないようですが、適格者として証明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５号の１件を、適格者として証明することに決定

します。  

 

議  長  

議案第６号、「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画」につい

て、３９件を上程しますが、議案番号の８番は河野信義委員に関する案件です。 

農業委員会等に関する法律第３１条に、「農業委員会の委員は、自己または同居の

親族、もしくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することが

できない。」という旨の規定がありますので、初めに議案番号８番を除く３８件を上

程します。 

なお、農用地利用集積計画のうち、中間管理事業に係るもの２件につきまし

ては、中間管理事業の農用地配分計画案の意見聴取の２件と一体的なもので

あり、それぞれ議案第７号、議案第８号として、のちほど一括して上程させ

ていただきますので、よろしくお願いします。  
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それでは、事務局に説明をお願いします。  

   

西村主事  

議案第６号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について、説明

いたします。 

農家等からの利用権設定の申し出に基づき、広島市が作成した農用地利用集積計

画案について、令和元年６月１４日付けで、広島市長から農業委員会会長へ審議依

頼がありました。 

これは、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の「市町村は、農業委員会の決

定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。」という規定によるもので

す。 

それでは、議案の１０ページから１５ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画の内容は議案のとおりです。 

利用権設定の新規分として２５件、継続分として利用権設定の終期が本年７月３

１日までとなっている計画の更新が１３件、利用目的に変更が生じたため（農地と

農業用施設用地）の再設定が１件となっております。 

利用権の設定を受ける者の氏名の後に（認）と記載されているものは認定農業者、

（青）と記載されているものは青年等就農計画認定者、（ス）と記載されているもの

は「スローライフで夢づくり」新規就農者、（活）と記載されているものは、「ひろ

しま活力農業」経営者です。 

新規分について説明をいたします。 

５番から１２番及び１４番から２４番は広島市農林水産振興センターが借り受け

るもので、令和元年１０月１日から「広島活力農業」経営者２２期生２人に転貸す

る予定になっています。 

 その他は、いずれも経営規模拡大のため、農地を借り受けるものです。 

 続いて継続分について、内容は議案のとおりですが、一部補足説明いたします。 

 ９番は、更新時期はまだですが、農地と農業用施設用地に分けて再設定をするも

のです。 

上程した３９件につきましては、経営面積・農業従事日数など、農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各号及び広島市の農業経営基盤の強化の促進に関する基

本構想にある利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件を満たしております。 

なお、本件は、総会で決定されますと、広島市長が令和元年８月１日に公告を行

い効力が発生することとなります。 

以上で議案第６号の説明を終わります。 
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議  長  

議案第６号について、事務局の説明が終わりました。このうち、継続分に

ついては、引き続き営農活動が行われております。新規分の２５件について、

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番は、最近になって後継者が決まり、それと合わせて利用権設定をするという

ことで、伴西の農地を借り受けるということで、特に問題ありません。 

 

議  長  

２番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

６月２３日に私が単独で現地を確認しました。申請地の隣に譲渡人が住ん

でおられますので、この方とも面談をして内容を聞きましたが、計画は確実

に実行できるだろうということで問題ないと思います。  

 

議  長  

３番から４番、１０番から１２番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

３番の案件は、新規就農して３年が経つ譲受人は、ひろしま活力農業経営

者育成事業の修了生で認定農業者でもある青年でございます。現在ハウスで

小松菜を栽培しておりまして、今回は露地栽培で規模拡大し、広島菜を栽培

しようと計画しています。  

４番の譲受人は、３番と同じ活力事業の卒業生で認定農業者でもあり、昨

年７月６日の水害でハウスが４棟ばかり被災しております。白木に就農して、

かれこれ９年となります。今回、ハウスを増設して、小松菜から広島菜に栽

培の方針を変えておられるようでございます。広島菜を増やそうかなという
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話でございました。お二人方とも頑張っていただきたいと思っております。  

１０、１１、１２番はですね、今回、白木町に就農して、定住をする案件

でございます。借入面積はここにありますように８，７８７㎡、ハウスによ

る葉物野菜、小松菜を栽培するということです。就農予定者は、今農業振興

センターで研修しておりまして、３日前に農業振興センターにおじゃましま

して、本人にお話をお聞きしました。１２年間、区内の農園で青ネギ、水菜、

小松菜等を栽培し実務的経験はかなり豊富でございます。本年の４月から活

力生として、先ほど言いましたように白木町での就農に向けて、農業振興セ

ンターで研修中でございます。白木町の申請地は、ほ場整備されておりまし

て、今後、規模拡大しまして遊休農地対策のご協力をお願いしたらと思って

おります。  

 

議  長  

５番から９番、河野信義委員。  

 

河野信義委員  

１３番の河野です。  

５番から７番、９番でございますが、今年から活力農業事業の修了生が入

ることになっております。そこへ、先ほど説明のように農林水産振興センタ

ーが先行して借りるということでございまして、このことで少し説明させて

もらいます。５番から９番までの総面積が１２，６００㎡あります。水張面

積で上の平地面積は７，７００㎡しかございません。実際は水張面積を６１％

しかとることができない急斜面ということです。大変厳しい所ではあります

が、一枚の田で水張面積が２反あるなど、小さい田ではございませんけども、

急な所だということになります。そういったことで、今、活力農業事業の終

了生が４名入っておりますが、これで５名が決まるよということで問題ござ

いません。  

 

議  長  

１３番から２４番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  
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１３番の利用権の設定を受ける方が、設定をする者の遊休地を利用して蕎

麦を栽培されておるということで、昨年より皆さんお聞きだとは思いますが、

蕎麦店をされるということです。自分で作付けをして刈り入れをされるとい

うことで、特別問題はございません。  

１４番から２４番まで、先ほどからありますように、農林水産振興センタ

ーが求めるもので、新規就農者を迎えるための物件でございまして、地元と

しても喜んでいるところでございます。問題はございません。  

 

議  長  

２５番、児玉委員。  

 

児玉委員   

１９番の児玉です。  

利用権設定者は遠方のため、利用権設定を受ける者が借りる案件ですが、

今も１丁２反ほど野菜、水稲を栽培されておられ規模拡大するということで

す。これは河内の野登呂という地区で、周りも農地ばかりで問題ないと思い

ます。  

 

議  長  

それでは、新規、継続分について、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、計画案のとおり決定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、議案第６号の新規分のうち８番を除く２４件、及び継続分１

４件の計３８件について、計画案のとおり決定し、その旨を市長に回答するこ

とにいたします。  

続いて、議案第６号の議案番号８番の案件に入ります。  
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河野信義委員は退席をお願いします。  

それでは、議案第６号の議案番号８番の１件を上程します。事務局に説明を

お願いします。  

 

西村主事  

それでは、議案第６号の議案番号８番の１件について説明します。  

１１ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が令和１２年３月３１日の新規１件で、農用地利用集積計画

の内容は、議案のとおりです。 

本件につきましては、経営面積・農業従事日数など、先ほど申し上げました法

律等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が令和元年８月１

日に公告を行い効力が発生することとなります。 

以上で議案第６号の８番の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第６号の議案番号８番について、担当委員の谷口委員に意見をお願いし

ます。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。８番の農地は、２，８６５㎡となっていますが、法面

を除く水張面積は２，０７７㎡となります。先ほど河野（信）委員が説明し

たとおり、ひろしま活力農業の営農予定地であり、特に問題はないと思いま

す。  

 

議  長  

谷口委員の意見がありましたが、何かご意見、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、議案第６号の議案番号８番は計画案のとお

り決定してよろしいでしょうか。  

 

           （委員：異議なし）  
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議  長  

異議がないので、議案第５号の議案番号８番の１件を、計画案のとおり決定

し、その旨を市長へ回答することに決定いたします。  

河野信義委員の着席をお願いします。  

 

（河野（信）委員着席）  

 

議  長  

河野信義委員、議案第６号の議案番号８番について計画案のとおり決定しま

したことをご報告いたします。  

続きまして、議案第７号、「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積

計画」の農地中間管理事業に係るものについての２件と、議案第８号、「農地

中間管理事業の農用地利用配分計画案に係る意見聴取」についての２件を、先

ほど申しましたとおり、一括して上程しますが、議案第７号の議案番号の２番と議

案第８号の議案番号２番は伊藤委員が代表を務める法人に関する案件です。 

農業委員会等に関する法律第３１条に、「農業委員会の委員は、自己または同居の

親族、もしくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することが

できない。」という旨の規定がありますので、初めに両議案の議案番号２番を除く案

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７号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の農地中間管理

事業に係るものの内２番を除く１件と、議案第８号、農地中間管理事業の農用地利

用配分計画案に係る意見聴取の内２番を除く１件について説明します。  

議案第７号、議案第８号は、いずれも農地中間管理事業を行うためのものであり、

関連した案件なので一括して説明させていただきます。 

議案の１６ページをご覧ください。 

議案第７号の農用地利用集積計画は、農地中間管理機構である「一般財団法人広

島県森林整備・農業振興財団」が貸付希望者から農地を借り受け、農地中間管理権

を取得するためのものです。 

次に議案の１７ページをご覧ください。 

議案第８号の配分計画案は、議案第７号で中間管理機構が中間管理権を取得した

農地を借受希望者に転貸するためのものであり、農業委員会は令和元年６月７日付

け、及び６月１４日付けで広島市長からこの案に対する意見を求められております。 



２０ 

議案第７号で中間管理機構が借り受けた農地を、議案第８号の借受希望者の法人

等に転貸しようとするものです。 

１番の案件は、活力生の経営規模拡大のため、新規に借り受けるものです。 

今後、広島市長が、令和元年８月１日に議案第７号の農用地利用集積計画を公告

し、また、議案第８号の配分計画案を中間管理機構に提出することとしています。 

なお中間管理機構では、令和元年８月１日の農用地利用集積計画の公告により中

間管理権を取得した後に、農用地利用配分計画について、県知事に認可申請をする

こととなり、県知事は、農地利用配分計画を認可した場合には、その旨を公告する

こととなっています。 

以上で議案第７号及び議案第８号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第７号及び議案第８号について、事務局の説明が終わりました。この

うち、１番の新規分について担当委員のご意見をお伺いします。伊藤委員、

お願いします。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。この件も先ほどと同じように６月２３日に、私が単独で

現地調査を行いました。この土地はですね、今月の地区協議会で現地を皆さ

んに訪ねてもらって、その目的の土地にしておりますが、今から小規模農地

整備事業をして、活力農業生が利用権設定を受けて耕作するというものであ

りまして、問題はありません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

河野（信）委員  

 伊藤さん、これは小規模整備を今からするということですか。  

 

伊藤委員  

 そうです。その予定です。  

 

委員  

 それはもう、協議が済んでいるのですか。  

 

 



２１ 

伊藤委員  

 はい。３枚に分かれて、高低差があるので、ハウスを始めるのに具合が悪

いということで、１つにする予定だと聞いております。  

 

河野（信）委員  

 そこがきれいに整備されると、活力生が入るのですか。  

 

伊藤委員  

 そうです。  

 

河野（信）委員  

 わかりました。  

 

議  長  

よろしいですか。ほかに意見がないようでございますが、議案第７号２番

を除く１件は計画のとおり決定し、また、議案第８号２番を除く１件は「異

議なし」とし、その旨を市長に回答すること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、そのように決定いたします。  

 

議  長  

続いて、２番の案件に入ります。  

伊藤委員は退席をお願いします。  

 

（伊藤委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第７号の議案番号２番の１件と、議案８号の議案番号２番の

１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 7 号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の農地中間管理

事業に係るものの議案番号２番の１件と、議案第８号、農地中間管理事業の農用地



２２ 

利用配分計画案に係る意見聴取の議案番号２番の１件について説明します。  

議案第７号、議案第８号は、令和元年６月１４日付けで広島市長から意見を求め

られております。 

意見なしとした場合は、広島市長が、令和元年８月１に議案第７号の農用地利用

集積計画を公告し、また、議案第８号の配分計画案を中間管理機構に提出すること

としています。 

２番の案件は、令和７年１２月３１日までの契約期間内でしたが、分筆により地

積が変更となったため、再設定を行うものです。 

なお中間管理機構では、令和元年８月１日の農用地利用集積計画の公告により中

間管理権を取得した後に、農用地利用配分計画について、県知事に認可申請をする

こととなり、県知事は、農地利用配分計画を認可した場合には、その旨を公告する

こととなっています。 

以上で議案第７号の議案番号２番、及び議案第８号の２番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第７号の議案番号２番、及び議案第８号の２番について、事務局の説明が

終わりました。継続分については、引き続き営農活動が行われておりますの

で、担当委員の意見については省略します。  

 

議  長  

それでは、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、議案第７号議案番号２番は計画のとおり

決定し、また、議案第８号議案番号２番は「意見なし」とし、その旨を市長

に回答すること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、そのように決定いたします。  

伊藤委員の着席をお願いします。  



２３ 

 

（伊藤委員着席）  

 

議  長  

伊藤委員、議案第７号議案番号２番を計画のとおり決定し、また、議案第

８号議案番号２番は「意見なし」とされたことをご報告いたします。  

続きまして、議案第９号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」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。 

 

西村主事  

議案第９号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について、説明します。 

令和元年６月１４日付けで、広島市長より農業経営基盤強化促進法に基づく農業

経営改善計画の認定審査にあたり、意見聴取の依頼がありました。  

この計画認定にあたっては、農林水産省経営局長通知による「農業経営基盤強化

促進法の基本要綱」に基づき、「市町村は、農業者等専門的な知識を有する者から意

見を聴取することができる。」とされており、農業委員会の意見を求めてきたもので

す。 

認定を受けるための要件は、３点あります。  

第１点が、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が策定した「基本構想」の経営

指標に照らして適切であること。 

第２点が、目標を達成することが確実であると見込まれること。 

第３点が、農用地の効率的、総合的な利用を図る内容となっていること。 

となっています。 

それでは、議案の１８ページをご覧ください。 

農業経営改善計画の概要は、議案に記載しているとおりです。申請の詳細につい

ては、別冊１をご覧ください。  

１番の申請者は、平成２７年３月に認定新規就農者となり、安佐北区可部町にお

いて、ハウス及び露地でコマツナ、キュウリ、ホウレンソウを栽培しています。  

今後は、経営面積を拡大し、補助事業や制度資金を活用し、ハウス及び保冷庫の

増設に取り組むことで、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目指す計画

を立て、新たに認定を受けるものです。  

以上で議案第９号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第９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。沼田委員。  



２４ 

 

沼田委員  

１１番の沼田です。  

７月２日に前坊推進委員と一緒に申請者のほ場に行って、帰りに本人とも

面談してお話を聞かせていただきました。現時点でハウス９棟、露地で４０

ａのうち、キュウリ１０ａを栽培しておられます。ハウスではコマツナを栽

培しています。もう少し農地を探しておられる様子で、意欲も大変旺盛で、

可部地区で以前、農業委員をやっておられた方と一緒に小売店の契約栽培を

しておられるそうで、安定的に意欲的に取り組んでおるように感じましたの

で問題ないと思います。  

 

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、意見なしと、市長に回答することにしてよろしい

でしょうか。  

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第９号の１件を、「意見なし」と、市長に回答するこ

とに決定します。  

 

議  長  

続きまして、議案第１０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、２４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１０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



２５ 

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１９ページをご覧ください。詳細については、別冊２をご覧く

ださい。 

１番の２４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１０号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第１０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。  

岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

５月２８日に白木町井原地区を、奥推進委員と現地を調査し、その結果、

雑木等の山林でした。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

吉田委員  

 この案件は結構でございますけども、山林という判断ですよね。原野の判

断について、勉強不足で申し訳ないのですが原野と山林の区分があって、原

野という判断はない。すべて山林だという判断されるのかどうか聞きたいの



２６ 

ですが。  

 

事務局  

広島市農業委員会では平成２８年度から非農地判断を始めたばかりで、最

初の３年は山林だけ決めて行こうということにしておりました。今後は、現

地の状況が森林の様相を呈しているなど農地を耕作するための物理的条件整

備が著しく困難な場合と、現況が雑木以外であっても、その周辺の状況から

みてその土地を農地として耕作しても継続して利用することが出来ないとい

うことで、現地が雑木等の山林でなくカヤ等が生えていて、トラクター等で

耕運できない状態のものが原野となり、これからも非農地とすることにして

おります。現況の状況を確認して、耕作することが不可能と判断された場合

は今後、総会に上げていこうとなっておりますので、推進委員さんからそう

いった農地が上がってきたら原野にチェックをして報告していただければ、

非農地判断をしていこうとしております。実際、来月の総会からは山林では

なくて現地の状況が原野のものも、非農地判断として審議する予定としてお

ります。  

 

吉田委員  

 それでは、山林と判定する場合と原野とする判定の場合と２通りあるとい

う事でよろしいでしょうか。  

 

事務局  

 非農地判断する場合の現況地目は、山林と原野の２通りです。現況がカヤ、

ササ等の原野を、非農地判断していくというものは特別に印をつけて頂けれ

ば今後、総会にかけて行きたいと思います。  

 

伊藤委員  

 登記地目の原野の説明では、雑草・灌木が生い茂っていると書いてあるの

ですよ。だから、農業委員会が非農地証明書に山林と書いて証明書が出され

ていても、現地を見て、植生が灌木であれば、これは原野であると登記申請

します。植生の遷移で変わるのですから、いつどの時点で原野から山林にな

ったというのは非常に難しいですから、全体を見て原野か山林かという判断

になるでしょう。登記上は灌木も原野という表現になっております。だから

私も今の調査では山林と原野は区別して判断をして〇をつけて出しておりま

す。  

 

 



２７ 

議  長  

 吉田委員、よろしいですか。  

 

吉田委員  

 はい。少し不明な点はありますが、また勉強させて頂きます。  

 

伊藤委員  

 判断は難しいですよ。  

 

岩重委員  

 私のところもあるのですけども、もう耕作しないからという事で、防草シ

ートを張っているのですよ。これが５年６年たつと、防草シートが風化して

しまって、カヤが生えるのです。そのカヤを、トラクターで刈り取るように

している。大きなトラクターを入れればいいのでしょうが、うちにあるのは

１５馬力ぐらいのもので、コンコロコンコロ跳ね上げて、とてもじゃないが

できやせんし、ましてや、防草シートを撤去することから、多分不可能でし

ょうね。そうした農地を、先だって６月１９日と２５日、推進委員と歩いた

のですけども、どうしようかということで、山林ということには木がないの

で、数年放置しています。今度原野ということで処理しようとしています。

次回、総会に多分上がってくると思います。  

 

伊藤委員  

 そういったことで、個人的な判断で原野・山林の判断を、推進委員と二人

の協議のうえでさせていただいております。  

 

議  長  

よろしいですか。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１０号の２４件を、非農地の判断をすることにつ

いて決定します。  

 

 



２８ 

議  長  

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、８５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、２０ぺージ

から２５ページの３９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、２６ページから３１ページの３４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、３２ページの３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、３３

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、３４ページの３件、及び 報告第６号、農地転

用届出の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  

続きまして、議事日程５「その他」に入ります。 

それでは、令和２年度県農業・農村施策に対する提案のための意見について、事

務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

お手元の配布資料をご覧ください。１ページの資料１です。  



２９ 

令和２年度県農業・農村施策・予算に対する提案のための意見です。６月６日付

で、広島県農業会議から提出依頼があったもので、日頃、皆様方から意見のあった、

「有害鳥獣対策」について、提出しようとするものです。 

本文を読み上げます。 

現在の取組状況です。  

有害鳥獣の被害対策について、防除、駆除、環境整備などの諸施策に取り組み、

農家による電気柵や箱わな、集落防護柵の設置のほか、駆除班による鳥獣の捕獲、

獣が出没しにくくなる緩衝帯である里山林整備等の事業を講じている。  

具体的な提案の内容です。 

国・県が提唱されている平成３５年までにイノシシ、ニホンジカを半減する計画

の確実な実行をお願いします。 

本市では、加害鳥獣、特にシカの生息数は、市内で 1 万頭を超えており、市町が

実施する有害鳥獣捕獲の範疇を超えていることから、県が主体的に実施する個体数

調整に基づき下記の対策をお願いします。 

１ 県独自の捕獲の実施の強化 

２ 県独自の捕獲報償金制度の創設（狩猟と駆除） 

３ 狩猟者の増加対策（復活） 

４ 鳥獣保護区の期限付き解除 

です。 

 この「有害鳥獣対策について」を、提出しようと思います。 

以上で、説明を終わります。  

 

石原次長  

農業施策や税制に関する広島市等への意見・提案については、５月の総会及び地

区協議会で趣旨を説明して意見を募り、また前回６月の総会でも、再度追加での提

出をお願いしましたが、新たなご意見や提案はありませんでした。 

６月の総会でもご説明いたしましたとおり、市への意見書は、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、具体的な意

見を提出するというもので、毎年の提出が義務付けられているものではありません。

とは言え、現状の施策に実際に大きな問題があり、具体的な改善策が考えられる場

合等は、意見の提出も必要なことから、事務局においても検討を行いました。 

こうした観点から市の農業施策についてみると、５月の地区協議会でも参考にご

説明しましたが、活力農業などの担い手育成研修、就農初期の経済的支援、市街化

区域等での農業継承支援、販路拡大・栽培品目転換など経営安定化への支援、有害

鳥獣対策などの従来からの継続事業に加え、昨年度からは、活力農業研修の人数を

増やすとともに、農業委員会からの意見も踏まえ、担い手への農地あっせんに資す

る小規模農地整備事業、耕作放棄地再生・利用事業や地域で取り組む有害鳥獣対策

事業が新たに開始され、今年度予算ではこれらの事業費も増額されています。 



３０ 

そして、農業委員及び農地利用最適化推進委員の皆様は、これらの新規事業を活

用し、あっせん農地の掘り起こしや耕作放棄地の再生・利用に取り組まれ、少しず

つ農地利用の最適化に関して具体的な成果が上がってきています。こうした状況を

踏まえ、当面は、今後の活力農業研修生の増員も見据え、引き続き、市の施策を活

用した取り組みを進めることとし、今年度は、市への具体的な意見の提出は、見送

っても良いのではないかと考えています。 

なお、仮に今年度、意見書の提出を見送ったとしても、地域や農業者の実情を踏

まえて、農業施策を効果的に進めるための具体的な意見を提案していくことは重要

であり、来年度以降も基本的には意見を提出する方向で取り組むべきと考えていま

す。 

また、先ほどご説明いたしましたが、有害鳥獣対策については、従来から特に駆

除に関する課題が多いことから、市の担当課とも協議のうえ、県に対して、駆除対

策の強化等に関する要望を行うこととしております。 

 

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、ございますか。 

 

沼田委員  

 これは大変いい提案をしていただいておるのですけども、県のどこに対し

ての提案をしていただけるのでしょうか。県知事に直接いくわけじゃないで

しょう。  

 

事務局  

 県の農林水産局です。  

 

沼田委員  

 県の農林水産局に広島市農業委員会として提出するのですか。  

  

事務局  

 広島市農業委員会ではなくて、広島県農業会議としてです。広島県農業会

議が各市町の提案を取りまとめ、集約するので広島市農業委員会の提案通り

になるとは限りませんが、各市町の提案が基になるので、提案していないと

取り上げられません。  

 

沼田委員  

 県への要望を県が練るのですか。  
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事務局  

 広島県農業会議が県の農林水産局に提出するということになります。  

  

議  長  

今回は、広島県への意見の提出で、松井市長への提出は見送る。県への「鳥獣対

策」１本でいいじゃないかということなのですが。どうですか。 

 

河野芳徳委員  

 他県に時々寄らせてもらうのですが、山間地を見させてもらった時には、

県も一緒になって捕獲対策をやっておられるところが多いですね。広島市は

単独で鳥獣対策をやろうとしておられる。その辺の違いが十分に今まであっ

たものですから、県と市と一緒にやれば、もう少し鳥獣対策にしても何にし

ても対策がより充実するのではないかと思いは致しておりますので、是非こ

れは進めて頂いて、提案という形ではなく、もう少し強い要望をして頂けれ

ばありがたいなと思います。  

 

議  長  

 県の方に出す事には、その方がよろしいですね。  

 

河野芳徳委員  

 はい、是非よろしくお願いします。  

 

議  長  

 県農業・農村施策に対する提案ですが、この案でよろしいですか。また、市へ

の意見書の提出は、今回は見送ってよろしいですかね。意見がなく出しよう

がないので。  

 

河野芳徳委員  

 農業委員会でも、この鳥獣害の問題で視察しておりますよね。そういった

ところで、去年なんかも四国の高知県とか行っておられて、ここでの内容は

国をあげて鳥獣害対策をやろういうのは特措法で決まっていますよ。その特

措法に基づいて、市町村がするためには国からの助成金が、去年の高知は確

か９千円ですかね。国からの捕獲助成金が出とるわけで、なぜ広島市の場合

には国からの助成金が受けられんのか何が問題なんか、どこにネックがある

のか、そのあたりはどうですか。できれば捕獲奨励金は鳥獣を狩る人にとっ

てはありがたい話なので、国からの奨励金９千円あれば、市で今、４千円５

千円いうのに比べればはるかに多いし、何がネックで国からの補助金がもら
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えないのか、そのあたりはどうなのですか。  

 

事務局  

 担当課から聞いておりますことの１つは、獲った時に直ぐに誰かが検査に

行く必要があるとのことです。例えば、市の職員が捕獲の度に出向いて、チ

ェックする必要があります。  

年間捕獲される獣をすべて市の職員が、捕獲時に捕獲場所に行き、写真を

撮るということは、なかなか難しいことです。  

国庫補助事業の場合は、写真が必要であり、その写真は、獣を同じ姿、右

なら右向きに、後から偽造等ができない形で、獣に番号等をペンキで記入し

た写真や書類の整理が必要とのことです。  

ある県では、会計実施検査において指摘があったように伺っておりますが、

例えば、イノシシの右側で 1 枚撮り、裏返して反対側から１枚撮り、二頭分

を請求するとか、何月何日に撮影したという看板を入れますが、別の月日に

して、もう１枚撮影するなどが、指摘されたと伺っております。  

指摘されたのは、農家さんのもののようですが、駆除班だけではなくて、

農家さんが、狩猟期間以外で、駆除として捕獲したものも全て確認する必要

があるようです。  

全ての検査をしようとすると、捕獲の度に、区役所へ連絡があり、職員が

全て、検査の対応をするというのは、広島市ではなかなか難しいようです。  

 

河野芳徳委員  

 色々調べてみると、かなりのところで国からの助成金がもらえる体制をく

んでいるので、そこは何か１つの道があるのではないですか。  

 

事務局  

 会計実地検査も見据えての、事業実施となりますので、なかなか難しいと

の事のようです。  

 

河野芳徳委員  

 多くのところはやっているよね。  

 

事務局  

 広島市としては、検査方法がどうしてもクリアできないということだろう

と思います。  
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河野芳徳委員  

 国からもらえるものは、もらえる体制をとれば、もっと捕獲奨励金が増え、

駆除班猟友会ももっと頑張ってくれるのではないか。いつも捕獲奨励金が少

ない少ないと言うので、なかなか夏場なんか駆除が進まない現状があるので

すが、国からの助成金をもらうのはなかなか難しいですかね。  

せっかく国に予算があって、金を出しますよと言うことになっているので、

広島市ももらえばいいのに。何か大きな問題があるのですかね。  

 

議  長  

 これは理由が色々とあると思うので、関係機関と協議して頂いてから報告

をお願いします。  

 

吉田委員  

 少し質問させていただきます。県農業会議に意見を提出するということは

いいとして、県農業会議から広島県に申し出する。広島県で審議するという

ことですが、広島県は、広島市が政令市として独自の事業・政策を作っては

いけないという時代があったと思うのですが、広島市からの意見を広島県が

審議して判断を任せるよりも、広島市として独自に取り組まなければいけな

いと感じています。事務局の姿勢としてもう少し踏み込んで問題に取り組ん

でもいいのではないでしょうか。  

 

議  長  

事務局とよく相談していきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

それでは、令和２年度県農業・農村施策に対する提案のための意見については、

資料１のとおりとしてよいでしょうか。 

 

            （委員：異議なし） 

 

議  長  

異議がないようなので、令和２年度 県農業・農村施策に対する提案のための意

見については、資料１のとおりとします。 

続きまして、平成３１年度 第２回地区協議会開催日程について、事務局から説

明をお願いします。  

 

石本専門員 

 平成３１年度第２回地区協議会の日程です。旧市地区協議会は７月９日の

１０時から、集合場所はＪＡ広島市福田支店です。安佐南区地区協議会は７
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月１２日１０時から、集合場所は阿戸下集会所です。白木・高陽地区７月２

３日の９時３０分から、集合場所は三田市民農園です。可部地区協議会は７

月１０時から、集合場所は安佐北区役所１Ｆ市民ロビーです。安佐地区協議

会は１３時から７月９日の１０時から、集合場所はコムズ安佐です。安芸区

地区協議会は７月８日の１０時から、ＪＡ安芸阿戸支店です。佐伯区地区協

議会は７月１１日の９時３０分から、集合場所は大森八幡神社です。内容は、

利用状況調査目合わせ、ひろしま活力農業経営者就農候補地、耕作放棄地再

生・利用事業地、優良事例などを行います。  

 

議  長  

続きまして、令和元年７月の現地調査日程（案）について、事務局から説明をお

願いします。 

 

西村主事  

 令和元年７月の現地調査日程です。今月の許可案件の受付締切日は７月１

２日です。現地調査の日程調整は１２日の夕方１７時１５分から１８時頃に

電話で調整させていただきます。  

 現地調査日程です。１日目は、７月１６日で午前が旧市、午後が安芸区。

２日目は、７月１７日で午前が安佐北区可部・安佐地区、午後は白木・高陽

地区。３日目は、７月１８日は、午前が安佐南区、午後は佐伯区を予定して

います。  

 

事務局次長  

 ６月１２日から２５日まで開催された令和元年第２回広島市議会定例会で

の農業関係の質疑についてご報告いたします。  

１８日の一般質問において、安佐南区の椋木議員から、生産緑地制度に関

して、市街化区域内農地の将来像のとらえ方、導入が進まない理由及び導入

見込み等についての質問がありました。これに対して、都市計画を所管する

都市整備局長から、生鮮野菜の供給、自然と触れ合う市民の憩いの場、防災

機能などの重要な役割を担う市街化区域内農地については、その保全を視野

に入れるべきという方針のもと、国の制度改正等も踏まえてどういった取組

みを行うべきか検討を進めていること、生産緑地制度については、過去のア

ンケート結果にあったように、指定後原則３０年間の農業の継続に自信が持

てないことなどが、導入が進まない要因の一つになっているものと考えてい

ること、多くの農業者が導入に慎重になっている状況の中、一部の若手農家

から市やＪＡ広島市への要望もあることから、現在、ＪＡ広島市や若手農家

と勉強会を行っており、市の農業振興施策を踏まえ、都市農業と共生したま



３５ 

ちづくりに向けて更なる研究に取り組んでいきたいとの答弁がありました。  

次に、２４日の経済観光環境委員会において、安佐北区の若林委員から、

広島市農林水産振興センターの経営状況報告に関する質疑の中で、「ひろしま

活力農業」経営者育成事業に関して、研修実績や就農者の出荷額、こまつな

からの品目転換、安芸太田町が加わった経緯などについて質問がありました。 

これに対し、担当の農政課長から、研修修了者は４３人、うち新規就農者

は３８人で、平成３０年の１人当たりの平均出荷額は１，４００万円である

こと、新規就農者の増加により、本市の平成３０年のこまつなの生産は、こ

の事業開始前の平成７年に比べて約２倍に増加しており、入荷量の多い時期

には価格の低下が生じているため、平成３０年度から、農業経営が安定した

就農者を対象として、ホウレンソウやシュンギクなどの品目への転換に対応

できる技術を身に付けられるよう、その栽培方法の情報提供やモデル栽培を

実施していること、安芸太田町については、平成２５年度の安芸太田町から

の申し出に基づき、同町から負担金を頂いて、平成２６年度から研修生を受

け入れており、現在４人が安芸太田町に定住・新規就農し、地元雇用を創出

して出荷額も順調に増加させており、そのうち２人は町の農業委員に就任す

るなど、農業の新たな担い手として地域に貢献されているとの答弁がありま

した。  

続いて、選挙に関してお願いがあります。  

既に昨日公示されておりますが、今月２１日に参議院議員選挙の執行が予

定されています。  

農業委員・農地利用最適化推進委員は、特別職の公務員（非常勤職員）と

なりますので、公職選挙法により農業委員・推進委員としての「地位や立場

を利用した選挙運動」は禁止されています。  

特定候補者の投票の勧誘、後援会活動、集会の呼びかけ、文書の配布など

を行うことは、「その地位や立場を利用しての選挙運動」と受け取られるおそ

れがありますので、十分にご注意いただきますようお願いします。  

 

山室主幹  

 役員の業務分担についてです。先ほど配布しました資料をご覧ください。

先月１７日の総会で、会長と、職務代理者２名を副会長兼務ということで互

選されました。その後、会長の業務を分担するということをお伝えしました

通り、分担することになりましたのでご報告いたします。先ずは毎月ありま

す総会の議長は、福島会長にご担当していただきます。次に県の農業会議の

関係ですが、総会や、常設審議委員会、他都市の現地調査について、福島会

長にご担当していただきます。続いて、意見書や市長との懇談会、認定農業

者との意見交換会についてですが、こちらは３名の役員全員に出席をお願い
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します。次に、農林水産振興センターの関係ですが、スローライフ研修生の

審査会、ひろしま活力農業経営者育成事業の受講生の審査会、研修生の終了

式などは、己斐副会長と鍜治山副会長にそれぞれ分担していただきます。そ

の次に、全国大会の関係の出張や、県の農業会議の関係の会議ですが、鍜治

山職務代理と、己斐職務代理で分担していただくこととします。その他、先

進地視察や、他都市視察対応について役割を分担しているところです。  

 ３名の役員には、事前にお話していただき、この表のとおりに分担するこ

とに同意をいただいておりますが、業務を行いながら、その都度、都合もあ

ることですので、臨機応変に対応しながら調整していくことになりましたの

で、皆様にご報告いたします。  

 

議  長  

その他何かございますか。 

 

吉田委員  

 地区協議会や地元での協議で、公民館の部屋を無料で使用できるのでしょ

うか。  

 

事務局  

公民館の利用については、調べてから後日報告します。  

 

議  長  

 そのほか質問等はございませんか。  

このあと、午後３時３０分から、場所を変えて、３階大会議室で研修会を

行いますので、よろしくお願いします。  

 

 


