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令和元年第５回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年８月５日（月）  開会 午後１時３０分 

                     閉会 午後３時４７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 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  

６番  梶山  正治    ７番  伊藤  信彦  

 

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）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  
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（７）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）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  

（７）農地転用（農業用施設）届出の専決処理について  

（８）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）下限面積について  

（２）農地等の利用最適化の推進に関する指針（案）について  

（３）「人・農地プラン」の担当農業委員・農地利用最適化推進委員について  

 

・その他 

（１）「所有地及び耕作地に関する申告書」の送付について  

（２）平成３１年度 第３回地区協議会の日程等について  

（３）令和元年８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５回の広島市農業委員会総会を開会

します。  

本日の欠席は、ございませんので、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。  

６番、梶山正治委員、７番、伊藤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、４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番は、譲渡人が子に経営を移譲するものです。  

 ２番と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。  

 ３番は、譲受人が所有する農地と一体利用するために譲り受けるものです。 

 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、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

６番の梶山です。  

７月１８日に伊藤委員と事務局職員と現地調査いたしました。譲渡人は、

認定農業者に今回なる予定で、現役で頑張っておられます。ただ贈与するだ

けの話でございまして、しっかり頑張っておられます。特に問題はありませ

ん。  

 

議  長  

２番、己斐委員。  
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己斐委員  

３番の己斐です。  

 ２番につきましては、７月１７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。譲渡人は高齢で耕作が困難になったために、譲渡する事案で、

譲受人は自宅に近い農地でございまして、現況は田になっておりますけども、

許可が下り次第野菜を作りたいということの話でございました。問題はない

と思います。  

 

議  長  

３番、谷口委員。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。  

 ３番の案件は７月５日に河野信義委員と事務局職員とで現地調査を行いま

した。この土地は、公共道路の残りの土地でありまして、長さ的には３５ｍ

くらいあるのですが、幅が約４０～５０ｃｍと狭く、出入りも隣接する譲受

人の土地を通らなければ出入りができないということで、譲受人に一括管理

していただくために、所有権を移転するものでありまして、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。  

 この案件は、本家、分家の関係で、譲渡人が分家、譲受人が本家です。現在譲渡

人が、区外に住まわれて全然管理が出来ないので、本家の譲受人に無償で所有権移

転するものです。今現在は、梅が５～６本植えてあり、管理はされております。周

りは全部田んぼなので、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。  
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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１号の４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。  

 

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３件について、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４ページをご覧ください。 

１番は、自動車修理業を営む所有者が、修理自動車の置場として利用するもので

す。 

２番は、駐車場として整備し、隣接の中古自動車販売業者の自動車展示場として

貸し付けるものです。 

３番は、資材置場及び駐車場として整備し、親族へ貸付しようとするものです。 

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番の案件は農振農用地区域内の案件で、議案には除外手続き中とありま

すが、８月１日付けで農振法第１２条の除外公告が行われ、農用地区域から除外さ
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れています。 

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  

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、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

 １番についてですが、平成３１年３月１８日に事務局職員２名とで現地調

査を行ったところでございます。この農地は県道３７号線沿いにある農地で

ございまして、現在水稲が作付けしていました。申請人は自動車の修理工場

を経営しており、修理自動車の駐車場として利用する案件です。申請地周辺

の本人所有の農地でもあり、駐車場にすることによる耕作への影響はないも

のと思いますので、異議はございません。  

 

議  長  

２番、奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番の奥田です。  

 該当地区は中古車展示場の隣にありまして、隣が宅地との間にあります。

７月１８日に見たところによりますと、現在家庭菜園などを営まれておりま

すけども、高齢で今後の耕作が難しいため、中古車展示場への転用が適切か

と思われました。  

 

議  長  

３番、児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。  

 ７月１８日に現地を事務局職員２名と確認しました。申請者は高齢で、昨

年初め頃、農家住宅を建てられてそこに孫と一緒に住んでおられ、畑で野菜
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を栽培していたのですが、高齢で農業が出来ないので孫が資材置き場等々に

使うため、今回の転用の申請がありました。周りは農地がないので、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

２７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、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５ページから９ページをご覧ください。 

１番は雑種地への転用事案で、土工工事業等を営む譲受人が、申請地を借り受け、

資材置場として利用するものです。 

２番は宅地への転用事案で、建築業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、住宅、

倉庫、資材置場及び駐車場として利用するものです。 

３番は雑種地への転用事案で、２番と同じ譲受人が、申請地を譲り受け、資材置

場及び駐車場として利用するものです。なお、２番と３番の申請地は一体的に利用

するものです。 
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４番から１７番、２１番、２２番及び２６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。 

なお、６番の申請地は平成３１年４月３日付で農地法第５条の許可を受けていま

すが、未着工であり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条の許可申請があったものです。 

また、１３番から１７番、２６番については、定期的なメンテナンスは広島市内

の営業所が行うこととなっています。 

１８番は雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、携帯電話無線基地局建

設の仮設進入路及び仮設ヤードとして利用するものです。 

一時転用期間は令和元年１１月３０日までとなっています。 

１９番は雑種地への転用事案で、鉄鋼業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、駐

車場、倉庫及び資材置場として利用するものです。 

２０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、運搬車両及び従業員の通勤車両等の駐車場として利用するものです。 

２３番は公衆用道路への転用事案で、申請地を譲り受け、隣接する宅地への進入

路として利用するものです。 

２４番は雑種地への転用事案で、隣接する資材置場を拡張する目的で申請地を譲

り受け、資材置場として利用するものです。 

２５番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、経営する病院や介護施設の

利用者及び職員の駐車場として利用するものです。 

なお、申請地は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。 

２７番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け、経営する病院の患者等の歩

行コース及び休憩場所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番から４番、７番から１１番、１３番、１４番、１６番、２０番から２

２番、及び２６番の案件は農振農用地区域内の案件で、議案には手続中とあります

が、８月１日付けで農振法第１２条の除外公告が行われ、農用地区域から除外され

ています。 

このため、この１５件を含む、１番から２７番の案件は、本総会で承認されます



９ 

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、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

６番の梶山です。  

 資材等の置き場にされるということでありますが、周辺農地には影響ない

ので、特に問題ありません。  

 

議  長  

２番、３番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

 ３月１９日に、除外申請に際して事務局職員と一緒に現地調査を行いまし

た。申請地は一体になっておりまして、特別問題ないと判断しました。  

 

議  長  

４番、５番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

 ３月１８日に、これも農振除外の案件で、事務局職員２名と現地調査を行

っております。この土地は、道路と水路の間にあり、他の農地には影響ござ

いませんけど、ただ４番の田んぼに入るために、５番の土地が手前にありま

して、それが公衆用道路というようになっていると思いますが、これも一緒

に購入しなければそこの太陽光発電設備の工事が出来ないというような案件

でありまして、２件が一緒の案件のような表記ですが、別に問題はないと思

います。  

 

議  長  
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６番から１７番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

 ６番から１１番までは平成３１年４月１８日に太陽光発電設備の設置案件

で、事務局職員と現地を調査しております。  

６番は太陽光発電の用地の売買の話があり、出入りができないので当初、

譲受人に売られていましたが、令和元年６月２７日に、先ほど事務局から説

明がございましたが、事業計画変更承認申請の提示をされ、太陽光発電事業

に関心のある譲受人に事業譲渡される案件です。設置周辺農地も休耕中で、

耕作には影響はなく、太陽光発電には良い場所ではないかと思われます。  

 ７番から１１番ですが、この地区は５、６か所くらい太陽光パネルが設置

されているところでございます。各譲渡人も今後耕作の予定もなく、現在も

休耕状態でございます。  

 １２番は、平成２９年９月２０日に事務局職員と現地の確認を済ませてお

ります。現地確認時点では、笹が生えて繁っておりましたが、丁度一週間前

に、通りすがりに見てみましたら、きれいに笹が切られて、刈られて、整理

されてございました。ここの地区ですが、毎回のごとく出ておりました太陽

光パネルが敷き詰められておるというか、太陽光団地みたいになっています。

譲渡人は今後耕作する予定はなく、耕作への影響はありません。  

 １３番から１６番は、平成３１年３月１８日に事務局職員と現地を確認し

ております。この地区も太陽光パネルが点在しているところでございます。

休耕田が非常に多く、太陽光業者の誘いもあり、各事業者に売買されており

ます。設置に伴う畑作等には影響はないものと思われます。  

 １７番は、令和元年７月１７日に事務局職員とで現地の確認をいたしてお

ります。この地区にも二か所太陽光パネルがありますが、設置場所北側には、

住宅が１軒建っており、パネルを張ることによっての影響があるのではない

かと、お聞きしたところ、居住者より同意書をいただいておるとの回答でご

ざいました。それに伴い周辺の耕作に問題はありません。  

 

議  長  

１８番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１１番の沼田です。  

 ７月１６日に事務局職員と現地を調査して、一時転用ということで、現地
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は雑種地の状態で耕作されていません。仮設計画もしっかりしとられるので、

問題はないと思います。  

 

議  長  

１９番から２２番、河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

１３番の河野です。  

 １９番につきましては、７月１７日に事務局と一緒に現地を調査しており

ます。これは住宅用地を少し下ったところに工場がございまして、そこの工

場並びに住宅のすぐ前の田んぼでございまして、ここを工場の車を置くのは

狭いということで、駐車場及び材料置場を増設するものです。大きな立派な

土地ではございませんので、小さい田２、３枚を駐車場及び材料置き場にす

るということで、問題はございません。  

 ２０番につきましては、２月に現地を調査しておりまして、今ようやくで

きまして、駐車場にするということでございます。会社の駐車場で、ここも

自分の会社の駐車場が狭いために、拡張するということでございます。   

問題ございません。隣はほとんど家や工場も建っていません。  

 ２１番、２２番につきまして、４月１７日に現地調査をさせていただいて

おります。太陽光発電をされるということで、特別問題はないと思われてお

ります。農振は先ほど説明がありましたように、除外されておるということ

でございます。  

 

議  長  

２３番、２４番、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。  

 ２３番、２４番は、７月１６日に事務局職員２名と現地を調査しました。  

２３番に関しましては、譲受人が中古の家を購入されるにあたって、譲渡

人の前を通るのですが、道が狭いので、宅地への進入路として買われるとい

う件です。これは別に問題はないと思います。  

２４番に関しましては、譲受人が資材置場の拡張のため譲り受けるという

ことで、現地を確認に行ったのですが、広い平地の一部で、その境界線の表

示が明確でなかったということで、譲受人に連絡を入れて、後日境界線を確

定されるのを確認しました。  
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議  長  

２５番、２６番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

 ２５番の案件は、農振一般区域でございまして、譲受人の病院の道路を挟

んだ対面の敷地に駐車場を設けたいということでございます。中山間地であ

り、ご存知のように高齢化していまして、高齢者の交通事故、運転に対する

事故が多発している中で、駐車場を整備されるものだろうと感じております。 

 ２６番の農振農用地については除外手続き中ですが、先ほど事務局が言い

ましたように除外地ということで、太陽光発電設備を行うというものです。

２件とも敷地はしっかりしておりまして、周辺環境も特別問題はなく、事務

局と７月１８日に現地を確認しましたけども、適正であると判断いたしまし

た。  

 

議  長  

２７番、児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。  

 ７月１８日、事務局職員２名と現地を確認しました。病院の周りの一角で、

周りもほとんど駐車場になっておりまして、事務局より説明があったように、

患者の降車用及び休憩所を設けたいということの申請です。周りも駐車場な

ので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。  

 

沼田委員  

 太陽光の発電量のことですが、５ページから９ページまでの間、太陽光発

電がずいぶんございます。これらの発電電力が４９．５ kW となっています。

これは、パネルの大きさと思うのですが、１２～１３あるのに、なんで同じ

kW 数になるのですか。  

 

議  長  

 事務局、わかりますか。  
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事務局  

 ５０ kW 未満が小規模発電となりますので、どれも５０ kW ぎりぎりのとこで

申請されています。  

 

吉田委員  

 敷地の形状によってパネルの枚数が変わりますよね。それで面積が違うの

だと思います。真南に向いている好条件の場合と、やや西に向いているとか、

東に向いているとかありますよね。そのような状況を考慮した面積とか出力

だと思います。  

 

己斐委員  

 面積については、私の所でもそうなのですが、真四角な田じゃないので、

山田みたいなところは、弓みたいな形状になっているところは、端までいっ

たらパネルが張れない状態でして、手前の方に張って後は張っていない。だ

からといって、農地をそこだけ買わないというわけにはいけませんから、全

部買うことになる。まあ、パネルを、さっき言われたように設置をする条件

というのがやっぱりあるのではないかと思います。  

 

議  長  

 設置面積が違っても出力があまり変わらんのもあるしね。  

 

沼田委員  

 今、吉田委員がおっしゃったように、日当たりがものすごく良いところと

悪いところじゃあ、確かに違いが出てくるというのもわかります。山の中じ

ゃずいぶん違いますよね。当然のこと発電量に違いが出てくることと思いま

す。はい、結構です。  

 

議  長  

それでは、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２７件を許可することに決定し、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
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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１０ページをご覧ください。 

本案件は、太陽光発電設備への転用目的で、平成３１年３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３１年４月３０日までに工事完了する予定でしたが、工

事用の設備仕入が遅れたため、令和元年１０月３１日まで、履行延期の承認申請が

あったものです。 

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。  

岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

 令和元年７月１７日に事務局２名と現地確認をいたしました。３月に許可

した案件ですけども、その時の申請では１０か月の工事期間で申請している

と施工業者は思っていたのですが、申請書では１０の内０が消えて１か月と

して許可されていました。１０か月の工期が１か月では工事が終わらずに履

行延期をすることとなりました。どちらにしても７月１７日に現地に行った

時には、もうすでに工事は着工されて骨組だけは全部出来ていまして、後は

パネルを乗せる段階まで進んでいましたので、別に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。  
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（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、 

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１１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  

議案第５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。  

児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。  

 この案件は７月１８日に事務局職員２名と現地確認し、被相続人の耕作地

の一部を相続人が引き続き畑で作物を作っておられ、別に問題はないと思い

ます。  
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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、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。  

続きまして、議案第６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６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７月１２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。  

 なお、御存じのとおり、農業委員会法第８条の規定により、農業委員は、

認定農業者が過半数を占めるようにしなければならないとされております。  

それでは、議案の１２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
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ついては、別冊１をご覧ください。  

１番の申請者は、ひろしま活力農業経営者第１７期生で、平成２７年１２

月から安佐北区安佐町鈴張に就農され、ハウス及び露地でコマツナ、ホウレ

ンソウ、ミニ白菜などを栽培しています。  

今後は、経営面積を拡大し、補助事業や制度資金を活用し、ハウスの増設

に取り組むことで、年間の就労時間〇○時間、農業所得○○万円を目指す計

画を立て、再認定を受けるものです。  

以上で議案第６号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第６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。  

谷口委員、お願いします。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。  

 ８月１日に沖田美貴男推進委員と一緒に現地調査を行いました。申請人は、

家族の方が３人、パートの方が４人、研修生として外国から２人の青年を受

け入れております。今は、野菜を約１２品目から１５品目を作られておりま

すが、市場、スーパー、個人経営の店舗等に定期的に野菜を出されておりま

して、非常に頑張っておられます。  

今後の目標として作付面積を５００ａまで大きくしたいという希望をもっ

ておられまして、今現在３００ａの土地の利用権を設定されておりますが、

耕作面積としては２４６ａの面積でございまして、約倍以上の耕作面積を希

望されております。それで、５年後においては、それぞれの野菜の作付面積

を倍以上にして生産量を上げていきたいということでした。  

今現在、鈴張においては一か所にまとめて大きな面積の土地を設定するこ

とが難しいので、北広島町の豊平、どんぐり村の近くなのですが、こちらで

約１００ａ、耕作面積にして約７０ａの土地の利用権を設定する手続きを行

っているところであります。これもほぼ、利用権設定が可能だと思いますの

で、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。  

 

佐藤委員  

 サニーレタス○○円 /㎏、チヂミホウレンソウ○○円 /㎏、きゅうり○○円 /
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㎏、とうもろこし○○円 /㎏と具体的な微妙な数字が目標で上げてあるわけで

す。実績でこういう数字ならわかるのですが、これは契約か何かの価格なの

ですか。  

 

谷口委員  

 店へ週３日くらい、１日おきに出されていますので、その単価の計算だと

思います。  

 

佐藤委員  

 実績なら、その金額でもわかるのですが、目標としての設定金額としては、

高く設定しすぎではないですか。私も関わったことがあるのですが、水菜が

○○円 /㎏いうのは溝口委員、無理ですよね。と言うのは、漬物業者には協会

がありまして、値段がほぼ協定価格で決まっているのですよ。極端に早い時

期とか、この作型に書いてある計画であると、この値段は取れないのですよ。

市場価格より５割くらいいろんな数字が高いのですよ。事務局では、価格に

ついてチェックしているのですか。  

 

河野（信）委員  

現実は、広島菜の１ｔで○○万円くらいですな。  

 

佐藤委員  

広島菜は、この時期の早いものだったら○○万円くらいにはなると思うの

ですよ。この作型をみても早出しの計画ですから、キロ○○円ですね。当た

り前の１２月頃出すものではこの値段は当然取れないのですけど、ここは１

０月出荷になっていたと思いますので、現況の分は、キロ○○円は取れてい

ると思います。勿論現況ですから、取れた数字しか書いてないはずですから。

目標の数字があまりにも細かい数字がいっぱい出ているのですが、この数字

でないと認定農業者の審査に通らないから計算して出した、ということでは

ないと思うのですが、目標の販売価格には疑問が残ります。農林水産振興セ

ンターも当然この金額を見ていますよね。  

 

事務局  

 広島市の目標は５００万円以上なので、１千万円近い目標にしなくても、

今回の認定には影響がないため、ここまでの目標金額にしなくてもいいと思

います。  

 

河野（信）委員  
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農業振興センターは確認を取っているのですか。  

 

議  長  

佐藤委員が、この金額では高いと言われていますが、だいたいどれくらい

の金額で取引されていますか。  

 

佐藤委員  

 溝口さんに聞かれたらよくわかります。  

 

溝口委員  

 単価は安いですよ。水菜は○○円 /㎏、広島菜は○○円 /㎏です。  

 

佐藤委員  

 農協の加工場だけではなくて業者すべてがそうですから、この値段での販

売は、多分難しいと思います。  

 

議  長  

 現実は難しそうですが、取ってほしい希望の金額ということでいいですか。 

 

佐藤委員  

 良いのですが、さっきも言ったように片方が○○円 /㎏みたいな計算したよ

うな細かい数字があって，片方は希望の価格のようで根拠がわからない。は

っきりとした理由がわかれば教えていただきたいと思っています。  

 

議  長  

 事務局は何か聞いていますか。  

 

溝口委員  

 佐藤さん、「わわさい」というのは何ですか。  

 

佐藤委員  

 ミニ白菜のことです。  

 

議  長  

 「とうわさ」と言うのもあります。  

 

佐藤委員  
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 「とうわさ」と言うのは商品名というか、品種名です。トマトの桃太郎み

たいな感じの品種名です。  

 

児玉委員  

 佐藤さん、ミニ白菜と「わわさい」が目標に両方載っています。○○円 /㎏

と○○円 /㎏ですが、同じ物ですよね。  

 

佐藤委員  

 同じミニ白菜でも、ミニ白菜は各種苗会社が出していますが、「わわさい」

は１社の商品名で、ちょっと形が違うのです。需要がどこかにあるのかもし

れません。これは私では分かりません。  

 

議  長  

 佐藤さん、金額の根拠は分からないということで良いですか。  

 

佐藤委員  

 良いです。  

 

議  長  

他に意見はございますか。  

 

（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意義はござ

いますか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第６号を、「意見なし」と、市長に回答することに決

定します。  

続きまして、議案第７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、３８１件を上程します。事務局に説

明をお願いします。  
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石本専門員  

議案第７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１３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番から１１番の３８１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」又は、カヤ、ササ等

の「原野、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。  

これまでは、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したが、今回から、現況がカヤ、ササ等の「原野及

び山林」で、非農地と認められる土地について、新たに上程しております。  

委員におかれましては、推進委員が調査をしたものについて、状況欄の再

確認及び山林の判断の欄の記入について、推進委員と再度現地調査をしてい

ただき、調査票を事務局に提出いただいております。事務局では提出してい

ただいた調査票の「山林」のものを、総会に上程しております。  

事務局からのお願いです。  

引き続き、推進委員が調査したものにつて、状況欄の再確認と非農地の判

断をよろしくお願いいたします。  

事務局では、これまでどおり、山林が含まれるものを、上程しますが、カヤ、

ササ等で現況が「原野、又は、山林」であるものを、総会へ上程する場合は、

欄外に、総会に上程する旨をご記入いただけば、幸いです。  

以上で議案第７号の説明を終わります。  
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議  長  

議案第７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番は私で、６月２２日に武内推進委員と現地を調査し、その結果

山林であったことを報告いたします。  

３番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

 ６月２２日に地元の野稲推進委員と一緒に現地調査を行いました。まぎら

わしいのもありますし、位置がはっきりわからないのもありますが、間違い

なく農地に該当していないものだけを拾いだして、９筆出しております。山

林であることに間違いはないと判断いたしました。  

 

議  長  

４番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

 ４番につきまして、令和元年６月１９日と２５日、松原推進委員と非農地

の調査を行いました。ここに書いてありますように、８４筆１５ ,３８１ .７

５㎡、所有者数４６名について、山林及び原野で非農地であったことを報告

させていただきます。  

 

議  長  

５番、谷口委員。  

  

谷口委員  

１４番の谷口です。  

 安佐町鈴張を６月１８日から６月２５日にかけて、沖田推進委員と共に現

地調査をいたしました、現地は谷合の上部、ほとんど耕作されていない山の

中でございまして、その他、雑木等が生えており、山林であったことを報告

します。  

 

議  長  

６番から１１番、河野芳徳委員。  
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河野（芳）委員  

１５番の河野です。  

 ６番、７番は、安芸区畑賀と畑賀町、６月１２日から大門推進委員と現地

調査を行いました。その結果、山林であることを認めます。なお、８番から

１１番の安芸区中野地区は７月２日から植野推進委員と現地調査を行い、そ

の結果、山林であることを認めます  

 

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  

 １７番の吉田です。４番の白木町についてですが、山林と原野に分かれて

おります。明細の方はかっこ書きになっています。私が推進委員の時なので

すが、私も非農地と判断したところがありまして、全て雑木が生えている松

が生えているという状況よりも、ややどうだろうかなと言うような所があっ

たのです。前期の農業委員と、これは山林ですか、これはどうかなあと言う

ところで、原野にしておこうと判断されたのです。それで、私がその年の資

料を見ますと、全部山林になっていたのですが、申し合わせじゃないのです

が、推進委員と農業委員がどのように判断するかということで、農業委員の

立場としては原野かなあと言う事であったのですが、実際審議されると山林

になっている、と言う事がございました。その上で、この白木町については

山林、原野となっているのは、原野と山林の定義があるかと思うのですが、

やはり原野という表現も現存しているのかと。ここ２，３年この農業委員会

で審議される中で、原野というのが初めてなのか、例えば一昨年、昨年とあ

ったのかいうのを、お聞きしたいと思います。  

 

事務局  

 これまでの３年間は、現況が山林であるものしか総会に上程しておりませ

ん。推進委員にお願いしているのは、現況欄の現況が竹、雑木、カヤ等の記

入です。農業委員の方には、これまでは非農地の判断で山林か原野という判

断と、上程するかどうかの判断をお願いしてきました。農業委員が山林で上

程すると言われれば上程していただき、原野と思われたら、今までは上程し

ておりませんでした。３年前に、今の体制になり、初めて非農地判断を始め

ました。初めての試みでしたので、３年間は確実な山林だけを審議していく

方針を決めていました。その３年が過ぎたので、今回から原野も審議してい

くことになり、先ほど説明しましたとおり、その土地が森林の様相を呈して
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いるなど、農地に復元するための物理的な条件が著しく困難な場合か、その

土地の周辺の状況からみてその土地が農地として復元しても農地として利用

することができない、この２点に当てはまるものが非農地という判断になり、

雑木等が１本も生えていないカヤ、笹のような原野でも総会に上程すること

になります。場合によると思いますが、平地で、農地に復元することが容易

な農地は、上程してはいけないと思うのですけど、山林の続きの原野的な所

で、ここは絶対営農できないような農地は、委員の判断で非農地として上程

していくこととしております。  

 

吉田委員  

 だから、今年度から原野というものがあるという中で、白木町は上程され

ている物件はほとんど原野ということですね。  

 

己斐委員  

 松原推進委員と３年近く非農地の調査をしているわけですが、非農地とし

て判断が迷うところは同じところなのです。カヤが立っている、手入れがさ

れていない、秋になれば枯れる、雪が積もれば倒れる、春には芽が出て青草

が生い茂る、こういった状態で管理されている状況じゃないなという判断を

しとるわけです。もう一回手入れされるのなら、何とか田に復元できる、畑

にしとこうかなあということになるのですが、もう笹もあったり竹もあった

り、カヤが繁茂していることも多いんですけど、そういった所を推進委員と

二人で協議した結果、復元しても継続利用できないということでございます。 

 

吉田委員  

 確かに現況を見ますと、カヤとなっていますから、原野というとらえ方も

あるかなと。次の７ページにあります鈴張については、雑木、竹とあるから、

山林かなと、これは理解できます。  

 

議  長  

よろしいですか。  

いろいろと考え方があると思いますが、その都度手を上げていただきたい

と思います。  

何か他にご意見はございますか。  

 

（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７号の３８１件を、非農地と判断することについ

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８号の専決処理等について、１２４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１４ぺージから

１８ページの３６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１９ページから２７ページの４９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２８ページの７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２９ペー

ジの１１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。 

報告第６号相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認３１ページから

３５ページの１８件、報告７号 農地転用農業用施設届出の専決処理３６ページの

１件、及び報告第８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３７

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。なお、この買受適格証明による入札は行われませんでした。 

以上で報告第１号から第８号までの説明を終わります。 

 

議  長  
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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「農政に係る審議事項」に入ります。 

初めに下限面積について、事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

別冊の本日お配りした、総会配布資料をご覧ください。 

 今回は、６月に委員改選により新メンバーになって、初めて、「下限面積について」

協議することから、これまでの経緯等を説明します。 

４月５日の総会で、「下限面積の見直しの検討が必要」との方向となり、５月９日～

１４日の地区協議会で下限面積について協議をしていただきました。６月５日の総

会で、「下限面積に関する各地区協議会での協議結果の報告」及び、「下限面積に関

する意見」をいただいたところです。 

それでは、資料１、１ページをご覧ください。 

６月総会で下限面積に関する主な意見を取りまとめました。 

まず、「下限面積を下げるべきとの意見」としては、１.市街地などでは、農地の

所有規模が小さくなっているような現状に合わせ面積を下げた方がよいのではない

か。２.遊休農地を減らすには、地区内の者の規模拡大だけでは困難であり、他地区

から入ってきてもらって、農業をしてもらわないといけない。下限面積を下げて、

そういう機会を少しでも増やす必要がある。３.農業を始めるには、水稲なら２０a

でも可能だが、野菜では１０a ぐらいが適当でないか。現状でも小さな面積で野菜

を作って出荷している人は多い。４.新規参入の促進は、農業委員会法の改正により、

農業委員会の必須事務に位置付けられている。新規参入の促進のために、下げるべ

きである。５.広島市周辺の市町は、１０ａとしているところが多い。広島市だけが、

２０ａにこだわっていることの説明が難しいのではないか。６.下限面積を下げてい

ることが、転用につながるという事はないのではないか。２０a から１０a に下げた

ことで、何の弊害もない。１０ａにしたら、なぜいけないのか。転用はされるのか。

広島市として、１０a なら１０ａに統一した方がよいのではないか。との意見があ

りました。 

 また、「２０a のままとすべき意見」としては、１.１０ａにすると、農地を買っ

てすぐ、その土地に土砂を入れ転売など、転用が増えることが心配である。２.小規

模農家の増加により、周辺の農地に迷惑をかけることが心配である。３.小規模農家

の増加により、効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがある。下限面
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積については、地域によって差があってもよいのではないか。などの意見がありま

した。 

２ページ目は、下限面積に関する各地区協議会での協議概要です。 

３ページをご覧ください。 

この表は、農地基本台帳の登記地目及び課税現況地目の田・畑について、地区ご

とに所有者ごとの所有面積を規模別に集計し、その分布状況をあらわしたものです。 

左から区、町名、総農地面積、総所有者数となっており、その内訳として、経営

耕地田・畑の面積規模別所有者数として、１０a 未満、１０～２０a、２０～３０a、

３０a 以上の４区分に分けて所有者数を記載しております。 

二重線の右の表は、経営耕地田・畑の面積規模別所有者割合として、全所有者数

に対する所有者の割合を百分率であらわしています。 

 

例えば、安佐北区の白木町は、面積６４１ha、所有者３,０６９人となっており、

規模別内訳として１０a 未満所有しておられる方１,３４７人、１０～２０a 所有し

ておられる方５４０人、２０～３０a の方３７１人、３０a 以上の方８１１人となっ

ております。 

その右の表は、その割合で、％であらわしています。１０a 未満の方４４％、１

０～２０a の方１８％、２０～３０a の方１２％、３０a 以上の方２６％となってお

ります。二重線の右の表は、現行下限面積を記載しております。 

 その右側は、概ね４割を下らない、つまり４割以上の面積を記載しております。 

 これは、農地法施行規則第１７条第１項第３号の規定に基づき、別段の面積を設

定する基準は、「設定区域内において、定めようとする面積未満の農家の数が、当該

設定区域内の農家のおおむね１００分の４０を下らないように算定されるものであ

ること。」となっており、この基準を基に算出した面積です。いずれの地区も１０a

となりました。 

 以上のことから、農地所有者等の現状という点からだけではありますが、特に地

域ごとに明確な差があると言えるようなものでなく、また全域を１０ａという下限

面積とする場合でも、一応の説明は、可能なのかな、ということです。 

 また、下限面積を下げると転用が増えるのではないかという議論がありましたが、

これについては、客観的データで結論を出すことは困難ですが、最近面積を下げた

市町への聞き取りを行ったところ、特に転用が増えたということはなかったという

回答でありました。 

 ４ページ目は、農地の権利取得における下限面積要件として法的根拠を記載して

おり、５ページ目は、広島県内市町の下限面積の状況です。 

 仮に、本日、下限面積案がまとまった場合でも、農地法第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から、実際の変更までは、数ケ月程度の周知期間が必要
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と考えます。 

事務局からの説明は以上です。 

 

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。 

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。これは現況を調べているだけで、まだ緩和するという

か、変更案にするという段階まではきていないのですよね。  

その上で当然、旧市内とか安佐南区等を見ますと、２０ａが１０ａになっ

ても良いじゃないかという感じはするのです。だけどもやはり、山間地、佐

伯区湯来町あたりは、耕作放棄がだんだん増えていく中、少しでも利用して

もらいたいということから考えれば、旧市内も郊外もあまり変わらない状況

だと思うのです。その中で、一気に２０ａから１０ａへ引き下げるというの

は、市街地を中心にして周辺部については、２年後か３年後と、いう案もあ

ると思うのです。要するに山間地も２０ａを１０ａに引き下げたいという気

持ちはございます。  

 

議  長  

他にありませか。  

 

河野（信）委員 

 ２ページのところを見てもらうと、可部・安佐のところが下限面積の変更欄のと

ことに数字が入っていません。これは、ここの文章に案の理由が書いてございます

ように、特に全員の方の意見でこうなったというのではなく、小河内の中川推進委

員が、若い青年を取り込んで、力を入れて営農されておられますが、それらを進め

るのに、下限面積を下げて小さく農地を切っていくと、青年の独立を推進する事が

難しくなっていくよ、という発言が出まして、今日の地区協議会で決めることはで

きないという意見があったのです。それで結論はでなかったのですが、ひろしま活

力農業の修了生等を入れていこうと思うと、この前までは一団の農地で良かったの

に、下限面積を下げたら良いことにまとまらなくなるじゃないか、というのは、ど

うしても出て来るのです。そういうことを心配して中川推進委員はおっしゃってい

ました。私の所でも、ひろしま活力農業の修了生が、今年１名決まっております。

来年も１名決まっていました。 

 これは、最近になって危険を示したハザードマップがございます。そこに丁度来

年の候補地に赤色のマークが入っているのを見たことがあったのですが、よく知ら

なかった。ここに谷があり、そこへ田んぼを５０ａほど候補地と決めていた。そう
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すると、広島市が今まで何も言わなかったのに、最近になってここはだめよと言っ

てきて、来年の候補地が駄目になった。要するに土砂災害特別警戒区域に入ってい

るから、青年が金をかけてハウスを建てても危険が残るためだめですよ、というこ

とになりました。今、中川推進委員が心配されるには、そういうように次々心配に

思うのだが、虫食いのような状態になって面白くないじゃないか、こういうことを

心配されておるのが事実です。だからと言って、小河内の方は、耕作放棄地が広が

ることを大変心配されておられて、耕作放棄地再生事業を使って、外部から入る人

を少しでも入れて、藪にならないようにしようと、そういう事業をされておりまし

た。それが二人連れて家に来られまして、あんたら下限面積を下げるというのは検

討しないのか、下げないらしいじゃないか、こういうことでしかられましたが、そ

ういうことはありませんよと言って話しました。結局小河内の人は下限面積を下げ

るか、北広島町のような制度にしてほしい、というのを要請しに私のところへ来ら

れました。それで、変更案の数字が入っていないのは、可部・安佐の代表の沼田委

員に、今初めて言ったのですが、安佐地区内で下げてはいけない、下げてほしいと

いう強い意見があったのであります。 

 

議  長  

 沼田委員さん、何かありますか。 

 

沼田委員 

 そのことについてはありません。ところで、安芸区では阿戸だけが２０ａで、他

は１０ａということになっておりますが、同じ区内でも分けて下限面積を作ること

は可能なのですか。それとも広島市は全体で決めなければいけないのですか。 

 

議  長  

 出来れば統一した方が、事務局としては望ましいということなので、絶対という

ことはないらしいです。だけど出来れば、一般の人に説明することもあるので、同

じ地区で１０ａ、こっちは２０ａでは理由が必要になる。だけど説明が難しいので、

出来れば統一してもらいたい。 

  

沼田委員 

広島市は、広島市全体を統一で１０ａにするとか２０ａにするとかいうことにし

なさいということになる。  

 

議  長  

その方がよい。  
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河野（芳）委員 

それは地域性があるから、そういうわけにはいかないだろう。それがために、安

芸区は分けているのではないのか。  

 

議  長  

そのために、今日相談しているのです。  

 

河野（芳）委員 

だから、変更案のところで、１０ａもあれば、２０ａもある。広島市全体で１０

ａにしなさい、２０ａにしなさいという問題ではない。  

 

議  長  

そこを皆さんが決めてください。  

 

河野（芳）委員 

それは地域性があるから、市街地もあればそうでない所もあるので同じにはなら

ない。 

 

議  長  

地域性があっても、地区内で少なくしてくださいとういう意見もあればこのまま

でいいとう意見もある。  

 

河野（芳）委員 

広島市全体を１０ａにしなさい、２０ａにしなさいという問題じゃない。  

 

議  長  

それは決めているわけではない。そこを皆さんで相談してどうするかを決めてい

くのです。  

 

河野（芳）委員 

地域によって１０ａの所もあれば、２０ａの所もある。  

 

沼田委員 

ちなみに下限面積いうのはどうしても決めなければいけないものなのですか。  

 

議  長  

そうらしいですね。  
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沼田委員 

私らの隣の吉田町は、ほ場整備以外のところは１㎡でも良いですよ。小規模農家

の方というのは、下限面積を１０ａにしても１０ａを手でやるというのは、ちょっ

と難しいです。それより規模が大きくなれば機械がいりますし、１０ａも２０ａも

大して違いがないような気がするのです。いろんな事情を聞いたら、小規模農家を

増やしたいと言う人もおられますし、それじゃ困るという人もおられる。実際に新

規に就農する人からすれば、１０ａというのが中途半端だなあと思っているらしい

ですよ。１０㎡や２０㎡なら手で鍬をもってやる気になる広さですよね。  

１０ａも２０ａも私の頭の中では、一緒のような気がするのですよ。これが１㎡、

２㎡いうことになれば、話は変わるのですけど。ほとんど下限面積がないに等しい

ですからね。小規模農家を増やそう思えば、１㎡、２㎡にした方がよいでしょう。

１０ａというと中途半端になるでしょう。２０ａを手で鍬をもって打とうとすれば

無理ですよ。  

事務局が難しいというのなら、よい方法を教えてください。  

 

議  長  

事務局、何かありますか。 

 

沼田委員 

私は地区協議会でもお話ししたのですけども、下げても上げても関係ないけど、

後始末についてですよ。下限面積を下げた後、不法転用等になった時の後始末を誰

が確実にするのか、しないのかということです。やりっぱなし、やられっぱなしで

農業委員会がこれから先やって行けるのかいうことです。実際、不法投棄という問

題がないところは良いですよ。中区の方では目立って仕方がないから多分ないと思

う。周辺地域ではどうしてもそういう事が起こり得るし、そうなったときに誰がど

う始末をするのかということです。その流域からして、もう農業が出来なくなる。

不法転用した１０ａ、２０ａ部分が出来んようになるだけではない。その流域が汚

染されてきますよということですよね。その辺を含めて、誰がきちっと始末してく

れるのか。言うのは簡単ですよ。私みたいに１０ａでなくても１㎡、２㎡にしなさ

いや、後はどうなっても良いのではないか、という考えでやるのならそれはそれで

いいですし、今まで私がずっと見てきて、こういう不法投棄の問題があって始末が

ついたことがない。だれも言いに行かれない。また所有者も転々とする、すぐ売っ

て逃げられる。誰が不法投棄したのか分からなくなれば、始末のつけようもない。

どこでもそうでしょう。全国でも、ごみを山にしてから、売って逃げられたり、所

有者がわからんようになったり。現実的には、行政がみな処分することになるでし

ょう。そのようになるのではないかと思って、それが小規模であっちもこっちもい
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うたら困る。  

 

議  長  

やる人はやるよ。  

 

沼田委員 

結局そういうことになるでしょう。  

農業委員会として、不法投棄はいけませんよと言っても、不法投棄されたら言う

所がない。  

 

吉田委員 

ただですね、あちこちで小規模な田んぼほど遊休農地になりその後、荒廃してい

くのですよね。そうするとどうしてもそこで生活する人は生活し難くなっていくと

いう、追い詰められますよね。そういうのが周辺部ではどんどん広がって発生しつ

つあるのですよね。そこをなんとか下限面積を抑えて多少でも、１ａでも２ａでも

作ってもらいたいというのが一つ希望はあるのですよね。そういうことによって３

軒の入居があってやっと生活環境が、猪や猿の被害にあわない環境が整うとうこと

がある。それが５年続くか１０年続くか、２０年続くことはないと思いますが、絶

えてしまう。そういうことから、現状としては下限面積を下げて少しでも里を維持

していくという方法もあると思うのです。 

もう一方、河野（信）委員が言った、大規模新規就農者を５０ａ、あるいは１０

０ａでも提供してそこで生活をさせるという。これは荒廃していくようなところ、

山際とか地形的に無理なとこは無理だと思うのですよ。それで、新規就農者に１ｈ

ａくらいの規模の農地を用意するとなると、何十人も何百人も新規に就農させるこ

とはありえない話ですよね。よくて５人から１０人。そういう所は、ある程度安全

なところで、ある程度の敷地がまとまっている所か、鳥獣害のない安全な所に限定

されると思うのですよ。そういうところはひろしま活力農業経営者事業の修了生に

与えておいて、その他の周辺で小さい面積のところは、何かの形で耕作してもらう

という方向性を、農業委員会で地域を決めて、コントロールしていかなきゃいけな

い時代にきているのかなと思います。  

そういう視点に立って、やはり下限を下げて耕作してもらう、あるいは大規模就

農者を歓迎する場所、というように分けて考えていくべきではないかと思うのです。

もっとも、昭和３０年代、４０年代の意気盛んな時代は良かったのですが、こうい

う状況になった限りは、ある程度無理なこともやむをえないのかなと、いうように

思います。  

 

河野（信）委員  
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 今、吉田委員がおっしゃるように、農業振興地域ですよ、いうのは今まで

決めておるのですが、これまで以上に今度は農業振興地域を詳しく区切って

いけばそういうことは出来るかもしれませんが、いろんな方法を考えながら

でも、そこまで出来るのだろうか、出来ないのだろうか、沼田委員がおっし

ゃるように、下限面積を下げたにしても、上げたとしても、よう考えたら変

わりはないかもしれません。いろんな点を考えてみて、広島市全体が１０ａ

にまとめなければいけないというのはないと思うのですよ。だから今、吉田

委員がおっしゃるように、こういうところは農業振興地域で１０ａ、他のと

ころは１ａでも良いのではないかというような決め方ができればそれが一番

良いと思うのですよ。ちょっと難しいと思いますね。  

 

議  長  

 山縣委員、どう思われますか。  

 

山縣委員  

 去年の災害でショックを受けているのですが、ひろしま活力農業の修了生

の候補地が２か所とも流失して、これが再開できるのかどうかわからない。

再開できないのなら１０ａにしても良いと思います。農業振興地域といって

も、農業する者がいないので、農地だけあっても仕方がない。私のような７

０歳代が若いほうですから。７２歳では１０年ももたない。  

 

河野（信）委員  

 安芸区のところの、新しく新規就農者が入る予定のところが流されたので

すね。それを安佐地区の来年予定していた所へ入れる。すぐに農地を用意し

てくれと市が言うので、ここはどうですかと紹介したのです。それから調べ

たのでしょね、ここはだめですとなった。で、山縣さんに入る予定の修了生

は農業をやめて帰ったということもあったから、山縣委員から見れば、１０

ａなら１０ａ、２０ａなら２０ａで決めてもらわないと分からないというこ

とでしょう。  

 

河野（芳）委員  

 安芸区の場合は、なぜ阿戸町を２０ａで他を１０ａにしているかという一

つの理由は、阿戸町は、安芸区で唯一の農業振興地域なのです。あとは一般

地域なのです。だから、阿戸町には農地としてまとまった所がある。そうい

う関係で地域農家の人が、山縣さんを含めて２０ａの方でいこうやというこ

とで決まった。だから、広島市全体で地域性を無視して、１０ａしなさい、

２０ａにしなさいという問題じゃ全然なく、下限面積を考えるときに次元が
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違う。  

 

議  長  

 どういう様にしたらよろしいですか。  

 

梶山委員  

 もう一回地区協議会で再度検討して、そこででた判断を尊重しましょう。  

 

河野（芳）委員  

 それが今の話ではないのですか。河野（信）委員さんが今言ったように、

安佐地区は両方の強い意見があったから、よう決めなかったというのですよ。

あとは決まっている。  

 

梶山委員  

そこは、もう一度決まっていない所についても、その他についても、まだ他の意

見がある所もあるかもしれないので、もう一度話をしたらいいのではないですか。 

 

議  長  

結論は出ないので、河野（芳）委員が言うように、阿戸は決まっていると言われ

て、山縣さんとこは話が違うのかなと思いました。もう一度地区協議会で意見を聞

いてみてはどうかという意見がありましたが、事務局はどうですか。 

 

事務局 

 今日の下限面積の見直し調査表の資料は、前回いろんな意見が出ましたので、事

務局として地域に下限面積の差をつけることの説明が出来るのか、ここは１０ａで

ここは２０ａでという説明が出来るのかを、何か客観的な尺度として、現況の面積

の分布などを分析してみたのですが、地域によって差をつけることは中々難しい、

という結論がひとつ。そして、今の時点での地区協議会の検討結果を基に総会で協

議したのですが、今度また地区協議会の方で審議したとしても、意見がばらばらに

なった場合、最終的には農業委員会としてここは１０ａにする、ここは２０ａにす

る、というのはここの地区の意見がこうだったいうだけでは、理由として中々難し

いという思いはあります。ですから、地区協議会にかける上で、事務局がどんなも

のが提示できるかどうか、今見当がつかないのですけども、今後申請される方に対

して、やはり市全体として、ここはこういう理由でこういう事にしました、という

ような理由が説明出来る、その様な形に最後は総会でしないといけないと思います

ので、地区協議会にかけるにしても、もう少し客観的に、全体的に統一の取れたよ

うな考え方で結論を出せるような、そんな提示の仕方が必要であると思います。そ
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ういうことを、踏まえてもし地区協議会にかけるのであれば、各地区協の会長が進

められる中でご配慮いただくことが必要と思います。 

 

梶山委員 

 要は、この変更案の所に理由が書いてある、その内容を少しかみ砕いて、各地区

で話をすれば良いのではないか。それがまともな表現になっていれば説明になるの

ではないか。後は部分的には事務局の方で、これでは考え方がおかしい、これは直

してほしいという様な案を出してもらいたい。 

 

議  長  

下限面積の変更は、広島県農業会議にも説明が必要になるので、しっかりとした

理由が必要になる。 

 

河野（信）委員 

 この新しくもらった資料に、５月の地区協議会で話したデータがここに出ている

わけです。問題がある所というのは、私が勝手なことを言いましたが、可部・安佐

か決定していないよ。安芸区と佐伯区が２０ａよ、１０ａにしようと思ったらここ

は問題よ、こういうことは問題じゃない。それだったら、佐伯区と安芸区について

は、安芸の方は二人がおっしゃったように、元々このような決まりがあるのなら、

佐伯区はどうなん。 

 

児玉委員 

 佐伯区はこの前事務局の人と話したのですが、市街化が結構あります。佐伯区で

も湯来町は違うので、佐伯区の市街の方です。ここの場合、転用でどんどんアパー

トやら駐車場に変わってしまうので、下限面積は広い方があまり売り買いはないか

なあと思います。単価が高いのでね。 

 

議  長  

１０ａで問題はないんですか。 

 

児玉委員 

問題はないです。 

 

梶山委員 

 ちょっと思うのが、奥田委員の近くの所は安佐南区に近いが、２０ａというのも、

どうかなと思うのですがどうですか。 
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奥田委員 

 さっきから出ているスローライフ研修生とか、定年してから農業参入する人もい

らっしゃるので、１０ａの方が、そういう人には良いのではないかと思います。 

 

梶山委員 

 隣の区域が２０ａになっていることについては、何か思うところはありますか。 

 

奥田委員 

 集落の辺については、さっき吉田委員が言われたように、不法投棄の問題とかど

こでもあるような問題は依然としてありますけども、農業に参入する方法としては

良いと思います。 

 

己斐委員 

 白木では、空いた所が全部太陽光発電になってしまっている。２０ａでは

買い手がいないからどうしてもそうなる。太陽光ならば、転用してしまえば

売買できる。今日は三日市の方へ行ってきたのですが、良いほ場なのですよ。

日当たりの良いところなのですけどね、集落と集落の真ん中に田んぼなんで

す。そこに一つ太陽光発電が出来れば、連鎖して５つも６つもできてしまっ

て、太陽光団地になるのではないかと思います。だから、下限面積を１０ａ

にすれば、案外別に野菜を作らんでもいいわけですから、米を作ってもいい

わけですから。  

 

吉田委員 

 先ほど、沼田委員が話をされたのは、いいお話だったと思うのです。やは

り１ａ，２ａ、５ａくらいなら手作業で出来る面積なのですよ。就農しやす

い。２０ａという下限があると、もう２０ａだったら耕運機などの、機械が

なければできないのですよ。そうすると機械を買わなければいけない、機械

を買って元が取れるだけの生産がないのですよ。そういう２０ａというのは

ハードルが高いのです。ですから、本当は一輪車で、或いはミニの耕運機、

ホームセンターで売っているくらい物で耕作が可能な面積、それは１０ａと

いう話なのですよ。そこまで下げないと、遊休農地、荒廃がどんどん進むば

かりです。  

河野（芳）委員の安芸区ですが、これはもう集落でまとまって２０ａで全

体で頑張っていこうという姿勢が、５０戸あるか１００戸あるか知りません

けど、その方向というのは考えられる。ただそういうのは、堅い結束であっ

て、周辺部まではいってないのです。各々が耕作放棄をし、或いは新規に１

ａ，２ａ作るというような状況なのですよね。ですから、やっぱり１０ａく
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らいに緩めないと耕作が難しいと思います。地域が維持できないと思います。 

 

議  長  

 もう一回地区協で話し合って、最終ということではないですが、再確認し

てはどうかいう話がでたのですが、その方がいいですかね。  

結論は、最終的には決まらないと思うのですが、ある程度地区協議会で、

もう一回話した方が良いのではないかいうことで、皆さんの意見はどうでし

ょうか。ちょっと時間の関係がありますので、地区協議会の内容を決めたい

と思います。決まってない地区協議会だけ話をするのか、全体的に詳しく掘

り下げるのか、地区の判断に任せましょうか。  

 

沼田委員 

 今私が言ったように、不法転用、不法投棄の問題は、下限面積を１０ａ、

２０ａにする以前に、去年から周辺部を非農地にしてきていますよね。そう

いう事になると、自分らからすると農地を非農地にしたばかりに、我々の目

も届かない山林になって、平たい元農地が安く農業委員会の目を通さずに売

買が可能になりますよと、いうことになると、先ほど私が言ったような問題

が、１０ａ、２０ａの問題以前に出てきます。私が不法投棄しようと思った

ら、農業委員の目の届かない非農地になった、割と平たい所の草だけ、草が

生えとっても関係ないからあそこに投げとけということになりますよね。そ

こらを、市役所として、もう少し目が届くようなことを、考えていただけけ

ればありがたいと思います。下流域には農地があります。まあ恐らく広島市

全域で非農地が増えているということでしょう。ということになると、宅開

も目が届かん、我々農業委員も農地調査も審査もしない、農地じゃないから

知らないよ、ということになってくると増々、下流域では農業しづらくなる

のではないかと思います。可部でも１０ａでも、２０ａでも関係ないのです

けど。農業振興地域でもないですし。逆に不法投棄のほうが怖いと思いまし

た。ぜひ、ご配慮お願いしたいと思います。  

 

事務局  

 農地法の中で我々は動いているわけですから、できる事が限られます。  

 

沼田委員 

 農地法から離れるわけでしょう。１０万㎡が農地から離れるわけですから。

逆にその方が監視できずに怖いなあという思いです。  

 

事務局  
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 それはまた別に協議させてもらいたいと思います。 

 

議  長  

 では地区協議会で再確認するということでよろしいですか。 

 

              （委員：異議なし） 

 

議  長  

 それでは、今度は１０月の総会に最終案ではないですけど、もう一回再確認させ

ていただきたいと思います。 

続きまして、農地等の利用の最適化の推進に関する指針について、事務局に説明

をお願いします。  

 

石本専門員  

 それでは、資料２、６ページをお開きください。  

 ６ページから１１ページまでが、新たな指針（案）で、１２、１３ページ

が前回の指針です。  

３月の地区協議会で指針を改定することについて、お話をしたところです。 

この指針は、３年ごとの農業委員・推進委員の改選期に合わせ、目標設定

の考え方や取組方法いついて、検証・見直しを行うこととしております。  

農業委員会等に関する法律に基づき、指針の項目は、３点となっておりま

す。１つ目は、「遊休農地の解消」、２つ目は、「担い手への農地利用集積」、

３つ目は「新規参入の促進」です。  

６ページをご覧ください。中ほどの１の「遊休農地の解消について」です。  

前回の目標は、「遊休農地率１ .０％以下の維持」でした。現状のところで、

平成２９年３月の遊休農地の割合は、０ .９％、平成３０年３月は、０ .７％、

平成３１年３月は、０ .８％でした。このため、３か年とも達成できました。  

 ７ページをご覧ください。  

 目標設定の考え方です。毎年、遊休農地率０ .８％以下の維持としています。                      

過去３か年間の利用状況調査結果をみると、概ね２０ ha から２５ ha（０ .７％

から０ .９％）の間で推移しています。このため、今後、遊休農地の解消と発

生防止に取り組み、現状の維持の遊休農地率０ .８ %以下を維持する目標とし

ます。                                       

遊休農地解消の具体的な取り組み方法です。  

ア、解消の取組は、１人１筆解消運動の実施。農業委員１９名及び農地利

用最適化推進委員４２名が１人１筆解消運動として、１年間１人１筆の遊休

農地の解消を図る。                           
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イ、農地の有効活用の推進利用状況調査により、将来遊休化が危惧される

保全管理地 (不作付地 )を把握するとともに、所有者への働きかけのほか、農

地中間管理機構への貸付や新規就農者への農地あっせん等、農業委員、農地

利用最適化推進委員が連携して農地の有効活用を図る。                                       

ウ、非農地判断について、荒廃農地については、現況に応じて速やかに、「非

農地判断」を行い、守るべき農地を明確にする。                                   

８ページをお開きください。２の「担い手への農地利用集積について」で

す。前回の目標は、「平成３５年度農地集積率１３ .８％としており、毎年２

４ ha を担い手に新規に集積」でした。一番下の表の右端の前年度からの増減

で、平成２９年３月の集積面積は１３ .９ ha、平成３０年３月は１１ .４ ha、

平成３１年３月は４ .８ ha でした。３か年とも達成できませんでした。   

 目標設定の考え方です。担い手への農地利用集積面積を毎年１２ ha とする。                        

平成２８年３月（１７４ .４ ha）から平成３１年３月 (２０４ .５ ha)の間に担

い手への集積面積が３０ .１ ha（年平均１０ ha）増加している。この実績を２

割上回る面積を目標とし、現状より、さらなる集積面積の増加を目指す。  

９ページをご覧ください。担い手への農地利用集積に向けた具体的な取り

組み方法です。ア、毎年、“ひろしま活力農業経営者”育成事業の新規就農者

４人に必要な農地を約４ .０ ha 確保する。イ、認定農業者や認定新規就農者等

担い手の規模拡大を支援する。  

ウ、このため、①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。②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。

③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。

④地域での話し合いを通じて、支援体制を構築する。                                        

１０ページをお開きください。  

 ３の「新規参入の促進について」です。前回の目標は、「毎年１４経営体」

でした。現状の右端の計で、平成２９年３月の新規参入者数、１経営体、平

成３０年３月は、１９経営体、平成３１年３月は、１３経営体でした。２８

年度、２９年度は達成できましたが、昨年度は達成できませんでした。   

 目標設定の考え方です。新規参入を毎年１７経営体とする。令和元年から

３年の間に、「ひろしま活力農業経営者」７人及び「スローライフで夢づくり

新規就農者」１３人の参入がある見込みである。これにその他の新規就農者

を加え、３年間で５１経営体（過去３か年の実績と同じ）の確保を目標にす

る。  

１１ページをご覧ください。新規参入の促進に向けた具体的な取り組み方

法です。ア、毎年、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

り新規就農者へ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。イ、窓口等における新規参入希望者へは、意向に応じた
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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。                      

ウ、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。エ、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。オ、市の実

施する新規参入研修のＰＲを積極的に行う。カ、下限面積の引き下げなど、

新規参入しやすい環境づくりを進める。  

 まとめますと、遊休農地の解消については、「毎年１％を０ .８％」に、面

積で言いますと、「全遊休農地を２６ .４ ha から２０ .１ ha 以下に」担い手の

農地利用集積については、「毎年２４ ha を１２ ha に」新規参入の促進は、「毎

年１４経営体を１７経営体に」とする案です。  

事務局からの説明は以上です。  

 

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。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、指針について、この案で、９月に開催する地区協議会で推進に関して、

委員から意見を聴取することとします。 

続きまして、人・農地プランの担当農業委員・農地利用最適化推進委員について、

事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

資料３、１４ページをお開きください。農地中間管理事業の推進に関する

法律の改正により、人・農地プランを変更する場合や新たに作成する場合は、

担当地区の農業委員、農地利用最適化推進委員が、地元との協議の場への出

席と協議の円滑な実施のために必要な協力が義務づけられました。  

この表は、現在、広島市の人・農地プランを掲載しております。右端に担

当地区の農業委員、推進委員の名前を記入しております。  

今後、区役所農林課から、人・農地プランの変更や新たに作成する場合、

農業委員及び推進委員へ、地元での寄合・協議の場への出席依頼があると思

います。その場合は、出席していただきますよう、よろしくお願いします。  

 また、「ひろしま活力農業経営者」育成事業で新規就農される地区や、ほ場

整備を新たに実施する地区は、人・農地プランが必要となりますので、よろ

しくお願いします。  

 １５ページから２２ページは、人・農地プランの概要を掲載しています。  

事務局からの説明は以上です。  
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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。 

 

己斐委員  

 地元の農林課かどこからか電話連絡か何かあるのですか。  

 

石本専門員  

 そうです。連絡があった時には、出席の方をよろしくお願いします。  

 

己斐委員  

 必ず農業委員と推進委員の二人で出席という事ですね。  

 

石本専門員  

 出席依頼が、農業委員と推進委員と両方にあります。法律で明記されてい

る通りですので、基本は両委員です。  

 

議  長  

 この他、質問はありませんか。  

それでは、人・農地プランの担当農業委員・推進委員は、出席方よろしくお願い

します。また、９月に開催する地区協議会で推進委員も含め報告することとします。 

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 

別添のカラーのチラシをご覧ください。 

“本気で農業”広島市中山間地域就農・定住セミナーの開催案内です。 

８月１７日土曜日、中区袋町の広島市まちづくり市民交流プラザで開催されます。

近所、知人等で“ひろしま活力農業”経営者育成事業に興味のある方がおられまし

たら、ぜひ、ＰＲをよろしくお願いします。 

裏面に、今年度、募集の箇所が掲載されています。 

広島市は、安佐北区白木町志屋地区、佐伯区湯来町砂谷地区、同じく水内地区の

３か所が掲載されています。 

当初、もう一か所、安佐北区安佐町飯室地区を候補としていましたが、飯室の５

筆のうち３筆が土砂災害防止法で土砂災害特別警戒区域に指定されていることが、

判明しました。 

人が住む建築物の場合は、構造規制がかかります。ハウスを含め農業について規
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制はございませんが、本事業は、中山間地域の活性化を図るため、定住を条件とし

新規に農外から就農者を募るものです。 

本市においては、近年多くの災害により市民・農業者が被害を受けていることを

鑑み、法令等により、災害で大きな被害が生じるおそれのある土砂災害防止法の「土

砂災害特別警戒区域」に指定されている農地は、新規の本事業の就農地としては、

適当でないと判断されました。 

ビニールハウス等施設が崩壊すれば、復旧に長時間を要します。その間は収入が

なく、復旧費の一部負担も生じます。また、施設のリース期間が残っていれば、負

担はさらに大きくなります。当該農地が唯一の生活基盤となる、経営が不安定であ

る新規就農者は、農業の継続が困難であると考えられ、このため、今年度の募集は

４か所予定していましたが、３か所となったものです。 

      

事務局からの説明は以上です。 

 

西村主事  

続いて、「所有地及び耕作地に関する申告書」について説明します。資料２３ペー

ジをご覧ください。  

今年の７月３１日、８月１日、２回に分けて、９，２９０世帯に送付しております。

問い合わせ等ありましたら、よろしくお願いします。  

 

石本専門員 

続きまして、資料５の２６ページでございます。 

平成３１年度第３回地区協議会の開催日程案でございます。９月６日から９月１

３日の間でございます。旧市地区協議会は９月１３日（金）、４時からこちらでござ

います。終わった後に懇親会がございます。安佐南区地区協議会は９月１０日３時

半から、こちらも会議終了後懇親会がございます。白木・高陽地区協議会は９月１

２日、２時から４時。可部・安佐地区協議会は９月１０日、１０時から１２時。安

芸地区協議会は９月６日、１０時から１２時。佐伯地区協議会は９月９日、１０時

から１２時となっております。主な予定としましては、遊休農地の決定で、推進委

員さんに決定していただき、皆さん農業委員さんに再度チェックしていただき、Ｏ

Ｋがとれれば解散という例年の流れですので、でよろしくお願いします。  

 

西村主事  

続きまして、資料２７ページの現地調査日程についてですが、今月の許可案件の

締切日は８月１５日（木）となっております。現地調査の日程についてですが、８

月１５日の夕方、５時１５分から６時頃にかけて電話で調整させていただきます。

現地調査の日程ですが、８月１６日が午前中が旧市、午後が安芸区。８月１９日（月）

午前が安佐北区可部・安佐地区、午後が安佐北区白木・高陽地区。８月２０日（火）

午前安佐南区、午後佐伯区の予定となっておりますので、よろしくお願いします。  



４３ 

続きまして、お手元に配布しております、農業委員会だよりと農林水産振興ニュ

ースについてお配りしておりますので、目を通していただきたいと思います。  

先月質問が出ていました公民館の利用についてですが、農業委員・推進委員の活

動であれば無料で使用できます。事前に事務局から公民館へ利用申請する必要があ

るため、使うことが決まった時には事務局へ連絡してください。  

 

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  

それでは、これで令和元年第５回総会を終了しますが、その他全体的にご

意見等がありますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

次回の総会は、令和元年９月５日（木）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。  

それでは、己斐会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

会長職務代理者（己斐職務代理者）  

 長時間にわたりまして、ご苦労でございました。   

下限面積につきましては、また地区協議会に持ち帰っていただき、ご検討

いただきたいと思います。  

皆さん、体調には十分気をつけられまして、９月５日総会には元気に出席

していただきたいと思います。  

本日は大変ご苦労でございました。  

 


