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令和元年第７回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年１０月７日（月）  開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後２時４６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 福島 幸治  ２ 鍜治山正照（欠席） 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（欠席） 

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  

２番  鍜治山  正照    １５番  河野  芳徳  

 

６．議事録署名者  

１０番  佐藤  和夫   １１番  沼田  聖  

 

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）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について  

（５）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  



２ 

（６）農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないこと（非農地）の判断に

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  

 

・下限面積の変更について 

 

・広島市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針について 

 

・その他 

（１）農地利用最適化推進委員の総会への出席について  

（２）生産緑地制度について 

（３）農業委員会だよりの取材依頼（令和２年冬号）について  

（４）平成３１年度第４回地区協議会の日程等について  

（５）令和元年１０月の現地調査日程について  



３ 

議  事 
 

 

議  長（福島会長）  

それでは、ただいまから、令和元年第７回の広島市農業委員会総会を開会

します。  

本日の欠席は２番、鍜治山正照委員、１５番、河野芳徳委員の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。  

１０番、  佐藤委員、１１番、沼田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。 

 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番から３番、及び５番は、譲受人が経営規模拡大のため、譲り受けるものです。 

 ４番は、譲受人が農地を取得し、新規に就農するものです。水稲及び露地野菜を

する旨の営農計画書が添付されています。 

 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。  

 

 



４ 

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、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

先月９月１８日に、私と岩重委員と事務局の職員２名と現地の調査を行い

しました。譲渡人は、地区外に居住されておりまして、耕作等管理が出来な

いということで、譲受人に売るということです。申請地は、譲受人の家の前

にあたる所でございまして、以前から草刈り等をされておられたようでござ

います。現在、イチジクを植え、きれいに草も刈っていますし、問題ないと

思います。  

 

議  長  

２番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１１番の沼田です。  

９月１８日に事務局と現地を確認いたしました。きれいに作付けしてあり、

問題ないと思われます。  

 

議  長  

３番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

３番は、本年９月１７日に私と河野芳徳委員及び事務局２名で現地調査を

いたしました。申請地は農地として適切に管理されております。譲渡人は、

遠方のため耕作できないので、申請地の近隣に住んでおられる譲受人が経営

規模拡大のため譲り受けるものです。下限面積２，０００㎡も満たしており、

近隣農地等に被害が生じることもないと認められるため問題はありません。  

 

議  長  

４番の河野芳徳委員ですが、本日は欠席です。意見は山縣委員に伝えている

ということですので、山縣委員から説明をお願いします。  



５ 

 

山縣委員  

河野（芳）委員に代わりまして説明します。４番は、本年９月１７日に河

野（芳）委員と私と事務局職員２名で現地調査いたしました。申請地は休耕

地となっていますが、農地として管理されております。譲渡人は高齢のため

耕作が出来ないので、譲受人が新規就農するため、所有権移転するものです。

下限面積の２，０００㎡は満たしており、周辺の農地に被害はないと認めら

れますので問題はありません。  

 

議  長  

５番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

この案件は９月１９日、事務局２名と児玉委員、私の４名で調査しました。

譲受人が親戚ということでございます。経営拡大で所有権移転されるという

ことで、周辺の環境をみましても、何も問題はないと判断ました。  

 

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

４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。 



６ 

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、宅地への転用事案で倉庫の敷地として利用するものです。 

２番は、宅地への転用事案で進入路及び倉庫の敷地として利用するものです。 

３番は、宅地への転用事案で農業倉庫の敷地として利用するものです。 

４番は、宅地及び雑種地への転用事案で、３７４９番１は庭敷きとして敷地拡張

するもので、２７４９番３は来客用等の駐車場として利用するものです。 

１番から４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番から４番の案件については、既に農地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～４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、己斐委員。  

 

 



７ 

己斐委員  

８番の己斐です。  

先月の１８日に事務局職員２名と私で現地確認を行いました。１番と２番

の案件ですが、同じ申請人の案件です。１番は、ずいぶん昔のことですが、

道路の拡張で農地を提供し、残りの農地は面積が小さいために休耕にしてい

た訳ですが、現地には倉庫があり、耕作はされていません。  

２番は、道路の拡張に伴い、自宅への進入路が狭かったため、進入路の拡

張と、５㎡の小さい倉庫を建てるために農地を既に転用されています。これ

は、申請者の父の時代にされておりまして、息子さんがちゃんと整理してお

きたいという申請でございます。近隣には農地がほとんどなく、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。  

これは先ほどの議案第１号の２番の案件と同一場所で、一部を農業倉庫及

び駐車場として利用しておられ、一緒にすることができないので宅地として

転用されるものです。近隣農地等も道路のすぐ隣で、随分前から農業用倉庫、

駐車場として使用されており、近隣に迷惑がかかるようなことはないと思わ

れますので問題はないと思われます。  

 

議  長  

４番の河野芳徳委員ですが、本日は欠席です。意見は山縣委員に伝えてい

るということですので、山縣委員から説明をお願いします。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

河野（芳）委員に代わり説明します。４番についてです。９月１７日、河

野（芳）委員と私、事務局職員で現地調査をしました。申請地は宅地及び雑

種地となっております。申請人が自分の農地を、宅地拡張並びに来客用の駐

車場にしたいと申請するものです。周辺農地に被害は生じないと認められる

ため転用されることに問題はございません。  

 

 



８ 

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４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

１５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番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、農家住宅１棟を建築しようとす

るものです。 

２番は雑種地への転用事案で、運送事業等を営む譲受人が、申請地を譲り受け、

業務車両及び社員用の駐車場として利用しようとするものです。 

３番から５番、８番及び９番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け又は借

り受け、太陽光パネルを設置しようとするものです。 

６番は雑種地への転用事案で、建設業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、資機

材置場として利用しようとするものです。 



９ 

１０番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅１棟を建築しようとする

ものです。 

１１番から１４番は雑種地への転用事案で、不動産業等を営む譲受人が、申請地

を譲り受け、車両置場として運送業界内で共同利用しようとするものです。 

１５番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅１棟を建築しようとする

ものです。 

最後に７番ですが、これは市街化区域内の雑種地への転用事案です。譲受人は病

院を経営しており、病棟の拡張の計画に伴う建築確認の手続きにおいて、本市の「建

築物における駐車施設の附置等に関する条例」の規定で駐車場の設置の届出が必要

であるため関係法令等を確認していたところ、以前より駐車場として利用している

申請地は農地法の手続きが漏れていることが判明しました。市街化区域の農地転用

は事前に届出書を提出することで許可不要となりますが、本件の場合は届出なく工

事を行ったため、農地法違反の状態となっています。これを是正するため、改めて

転用に係る追認許可を受けようとするものです。 

７番を除く申請地は全て、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。 

７番の申請地は、立地基準の「３の（１） 市街地の区域内又は市街地化の傾向

が著しい区域内にある農地」で、第３種農地であり、その許可方針「原則として許

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、１番、７番及び１１番から１４番の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。１１番から１４番を除き、申請

書には、始末書を添付させています。 

１１番から１４番の申請地については、昭和５０年代に、当時は許可不要として

小学校用地に転用されていましたが、地目は農地のまま変更されておらず、その後

工場敷地を経て現在の更地の状況に至ったものです。こうした経緯から、今回の申

請者には違反転用に係る責を問えないことから、始末書の添付を求めていません。 

以上の案件は、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。 

以上で議案第３号の説明を終わります。 

 

 



１０ 

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、山本委員。  

 

山本委員  

４番の山本です。  

９月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。祖母の土地に孫が農家

住宅を建築するため、宅地に転用する案件です。現地調査の際、既に着工済

みでしたが、周辺農地への影響はないと思われます。  

 

議  長  

２番は鍜治山正照委員ですが、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、事務局から説明をお願いします。  

 

事務局  

鍛冶山正照委員からメモを預かっていますので、読み上げます。２番につ

きまして、９月１７日に事務局職員と現地調査をしました。運送業を営んで

いる譲受人の駐車場に利用するもので、周辺の農地への影響がなく問題ない

と思います。  

 

議  長  

３番から５番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

３番、４番につきましては、平成３１年３月１８日に事務局職員と現地調

査を行ったところでございます。一部は、事業拡張のために９月１８日に再

調査を行っております。周辺農地に与える影響はないものと思われます。  

５番につきまして９月１８日に現地調査を行っております。現地は定植し

て１０年位になる梅の木が植えてあるのですが、手入れがされていない状態

で、カヤも入っておりました。このまま放置されるよりは太陽光発電設備で

も設置されて、きれいに管理された方がいいような気もします。日当たりの

良い所でございますので、別に問題はないと思われ、異議はございません。  

 



１１ 

議  長  

６番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１１番の沼田です。  

６番は、９月１８日に沖田委員と事務局職員とで現地を調査いたしました。

譲受人は、下水工事をされる会社ですが、長年にわたり耕作放棄だったとこ

ろを会社のすぐ隣という事で買われて資材置き場にされるということで、問

題はないと思います。  

 

議  長  

７番、沖田委員。  

 

沖田委員  

１２番の沖田です。  

９月１８日に沼田委員、事務局と現地調査をしました。２００５年に職員

駐車場として整備されておりました。先ほど説明のあったように、周辺には

農地がなく適正であると思われます。  

 

議  長  

８番、９番、河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

１３番の河野です。  

７ページ８ページを見てください。この案件は、９月１８日に事務局と相

談のうえ見る予定でございましたが、私の都合上、事務局が２名で午前中に

調査してもらって、私が夕方調査してまいりました。これは２件とも久地の

地域でございまして、８番と９番は距離が約１００ｍ程度離れた土地であり

ます。今までは米を作っており、きれいな農地でありますが、今回、太陽光

パネルを設置するということです。周りには影響はございませんので特別問

題はありません。  

 

議  長  

１０番から１４番、谷口委員。  

 



１２ 

谷口委員  

１４番の谷口です。  

１０番は平成３１年３月１８日に河野（信）委員、事務局２名とで、農振

除外のための現地調査を行っております。譲受人は、自宅を建てるために申

請されるもので、周辺への影響もなく排水も浄化槽による排水で処理され、

下流側には耕作地がないため問題はないと思います。  

１１番から１４番ですが、令和元年９月１８日に事務局２名とで現地調査

を行いました。申請地は元々小学校用地として昭和２９年から昭和５３年ま

で使用されていました。４件で合計○○㎡という面積になりますが、説明に

もありました通り、現地は更地にしてアスファルトで舗装されております。

周囲をフェンスで囲ってありまして、耕作地とは区切りがついております。

使用目的は大型の車両を２５台、普通車を８台、区画線を引きまして共同駐

車場としての利用のために取得されるということで、周囲への影響はないと

思われますので異議はございません。  

 

議  長  

１５番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

１５番は、本年４月１６日に農振農用地除外申請があり、すでに調査済の

案件です。９月１７日に再度調査したところ、農地として管理されておりま

した。譲渡人は耕作が出来ないため、譲受人に所有権移転し、住宅を建築す

るものです。周辺農地に被害は生じないと認められ、申請に問題はありませ

ん。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

梶山委員  

 １５番の位置は市街化調整区域ですか。  

 

山縣委員  

 農業振興地域で、都市計画区域ではないです。  

 

議  長  

他にご意見、ご質問はございませんか。  



１３ 

 

           （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１５件を許可することに決定いたします。  

続きまして、議案第４号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」に

ついて、２件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第４号、相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について、説明します。  

この相続税の納税猶予の特例については、相続人が、農業を営んでいた被相続人

から農地等を相続し、農業を原則２０年以上継続する場合に限り、農地価格のうち

農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予する制度です。  

農業委員会としましては、 

① 被相続人が農業を営んでいたか 

② 相続人が引き続き農業経営を行うと認められるか 

③ 申請農地等は、農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で、適正に管

理が行われているか（耕作しているか） 

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１０ページをご覧ください。  

今回、２件の申請があり、その内容につきましては議案に記載しているとおりで

す。 

この申請につきましては、先ほど申し上げました①～③の要件を満たしているこ

とを確認しており、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受ける農地に該当

します。 

以上で議案第４号の説明を終わります。  

 

議  長  

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番の佐藤委員、お願いします。  



１４ 

 

佐藤委員  

１０番の佐藤です。  

９月１８日に事務局と確認に参りました。被相続人は、私の前任の農業委

員です。昨年亡くなられて、息子さんが相続されました。現在も水稲、イチ

ジク、一部花等を市場に出荷されております。農地は適正に管理されており

問題はないと思います。  

 

議  長  

２番、奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番の奥田です。  

９月１９日に事務局２名と現地調査をいたしました。相続人は野菜、花き

などを適正に栽培されており問題はありません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

            （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、適格者として証明することに異議はござ

いませんか。  

 

             （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の２件を、適格者として証明することに決定

いたします。  

続きまして、議案第５号、「農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５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。 



１５ 

令和元年９月１３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１１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、申請地において、現在、経産牛１５頭、育成牛４頭を飼養し、

近隣で飼料作物を栽培しています。 

これまでは、申請者の妻が経営していましたが、申請者に、経営移譲するもので

す。 

今後は、放牧頭数を増やし、自給飼料の割合を増やし経営効率を上げるとともに、

最新の血統情報を取り入れ、市場性の高い和牛を生産します。 

また、積極的な放牧により、増頭しても負担の少ない経営を行うことで、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。吉田委員、お願いします。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

経営についての改善計画でございますが、ただ今事務局から説明があった

経営報告の概要の通りでございます。そのうえで、農地利用最適化推進委員

の木村氏と私とで農地の規模拡大の状況について１０月５日に現地調査を行



１６ 

いました。いずれも周辺の農地を牧草化するという取り決めをなされている

なかで、その周辺を求めるという計画が従前からあったので、特別心配事も

なく順調に計画がされておるというふうに認識しましております。周辺の農

地には、なんの影響もないものと思います。  

 

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５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６号、「農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないこ

と、非農地の判断について」について、１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 



１７ 

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１２ページをご覧ください。詳細については、１３ページをご

覧ください。 

１番の１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

況が竹の「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。 

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、令和元年８月の総会から、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も、上程しております。 

委員におかれましては、推進委員が一度調査をしたものについて、状況欄の再確

認及び非農地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、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」であり、非農地とする場合は、総会に上程するに○をご記入

いただけば、幸いです。 

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。  

１番は私が担当です。９月５日に事務局２名、島本推進委員と現地調査し、

その結果、竹の山林であったことを認めます。  

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。  

 

           （委員：異議なし）  

 



１８ 

議  長  

異議がないので、議案第６号の１件を、非農地の判断をすることについて

決定します。  

以上で、農地に係る審議事項を終了します。  

続いて、農地に係る報告事項に入ります。  

報告第１号から第６号の専決処理等について、７９件を一括して報告しま

す。事務局に説明をお願いします。  

 

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１４ぺージか

ら１６ページの２３件、及び報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による

農地転用届出１７ページから２２ページの３５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２３ページ、２４ページの８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２５ペ

ージの１０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２６ページの１件、報告第６号、農地転用届出撤

回２７ページの２件、は、広島市農業委員会事務局規程第８条の規定により、事務

局次長が専決処理をしました。 

以上で報告第１号から第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：意見なし）  

 

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「下限面積の変更」について、事務局に説明をお願いし

ます。 

 



１９ 

石本専門員  

議案第５号、下限面積の変更について説明をします。  

 当日配布資料の１ページをご覧ください。 

本年３月の総会において、新規就農の促進のため下限面積を引き下げるべきでは

ないかとの意見があったことを受け、本年４月の総会、５月の地区協議会、６月の

総会、８月の総会、９月の地区協議会において協議・検討を行ってきました。 

 ９月６日から１３日の間に開催しました第３回地区協議会では、全地区とも、１

０a に引き下げるとの意見になったため、この度、変更案として提案するものです。 

１、変更内容は、「農地法第３条第２項第５号に規定する別段の面積について、  

下限面積が２０アールとなっている、東区旧安芸町、西区、安佐南区、安佐北区、

安芸区旧畑賀村、旧瀬野村、旧熊野跡村、佐伯区の区域の下限面積を１０アールに変更す

る。」で、この結果、全市域が１０アールとなります。 

２、変更理由は、「新規就農者の受け入れの促進により農地の有効利用を図るため。」 

３、適用日は、周知期間を設ける必要があることから、「令和元年１２月６日から

適用する。令和２年１月７日以降開催される総会から適用して審議する。」としてお

ります。  

 以上で議案第５号の説明を終わります。 

 

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。 

 

河野（信）委員  

 やっと下限面積の案件が議案としてまとまったものだと思います。あれほ

ど、２０ａに固執されておられた人も居ましたが、まあ、よろしいと思いま

す。  

 

議  長  

他には、ご意見、ご質問等はございますか。  

 

             （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見はないようですが、事務局から提案のありました「下限面積の変更」につい

て、原案のとおり決定してよいでしょうか。 

 

            （委員：異議なし）  
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議  長  

それでは、下限面積の変更を令和元年１２月６日から適用し、令和２年１月７日

以降の総会から適用後の下限面積で審議することにいたします。  

続きまして、議事日程６「広島市農業委員会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  

資料２、農地等の利用の最適化の推進に関する指針です。  

 ２ページから７ページまでが、新たな指針です。 

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

方や取組方法について、検証・見直しを行うこととしているもので、８月５日に開

催した総会で改正案について御了承いただき、その後、９月６日から１３日の間に

開催した、第３回地区協議会において、推進委員も交えて協議いただいたものです。 

各地区協議会では、意見等はなかったため、本日は８月の改定案を提出しておりま

す。 

内容について、簡単に御説明します。 

指針の項目は、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」の３点となっております。 

各指針の目標は、２ページの１の遊休農地の解消については、「遊休農地率０.８％

以下の維持」、面積で言いますと、「遊休農地を毎年２０.１ha 以下にする。」 

 ４ページの２の担い手の農地利用集積については、「毎年１２ha 集積する。」 

 ６ページの３の新規参入の促進は、「毎年１７経営体の参入」としております。           

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。 

 

             （委員：意見なし） 

 

議  長  

それでは、事務局から提案のありました「広島市農業委員会農地等の利用の最適

化の推進に関する指針」について、原案通り決定してよいでしょうか。 

 

             （委員：異議なし） 
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議  長  

それでは、異議がないので原案どおり決定します。指針に沿って、目標を達成で

きるように、みんなで取り組みましょう。  

続きまして、「農地利用最適化推進委員の総会への出席」について、事務局に説明

をお願いします。 

 

山室主幹  

農地利用最適化推進委員の総会への出席について説明します。 

 これは先月の総会に提出したものであり、その後の各地区協議会での協議を踏ま

え、再度提出するものです。 

それでは、８ページの資料３をご覧ください。 

 ９月の各地区協議会で農地利用最適化推進委員も交えて協議した結果、大きな反

対はなく了承を得られたため、９月の総会に提出した９ページの資料にしたがい、

農業経営改善計画等の審議案件から関係推進委員の出席を求めることとするもので

す。 

 なお、実際に推進委員の出席を求める際、担当の農業委員に事前に情報提供し、

調整するものとします。 

 また、今後の運用は、このたび各地区協議会で出された意見を十分に踏まえて進

めるものとします。 

各地区協議会での主な意見としまして、 

 安佐南区、可部・安佐、佐伯区では、「推進委員にとっては勉強になると思う。ま

た、推進委員としても、総会の議論を見てみたいという思いはある。」との意見があ

りました。 

 全地区において、「意見があれば地区協議会で言うことはできると思うが、総会に

呼ばれれば出席してもよい。」との意見がありました。 

 安佐南区、白木・高陽、安芸区では、「推進委員の仕事量は多く、出席回数が多い

と負担が大きい。」との意見がありました。 

 可部・安佐では、「農業委員と推進委員の意見が食い違う場合はどうするのか。」

との意見がありました。 

 なお、各地区協議会では、いずれも了承はいただきましたが、協議の過程では、

資料に記載したとおり、各推進委員からさまざまな意見が出されています。 

 今後の運用については、こうした意見を十分に踏まえて進めていきたいと考えて

いますので、よろしくお願いします。 

事務局からの説明は、以上です。  

 

議  長  

ただ今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。  
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             （委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、農業経営改善計画等の審議案件から関係推進委員の出席を求めること

としてよいでしょうか。 

 

             （委員：異議なし）  

 

議  長  

それでは、そのようにすることにいたします。  

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。 

 

石原事務局次長  

資料４の生産緑地関係の中国新聞の記事は、先月の議会での質疑に関係するもの

ですので、議会報告と併せて、私の方から説明します。 

生産緑地に関する議会での質疑ですが、これは、１９日の本会議であったもので

す。 

まず、安佐南区の海徳議員から、都市農業の振興には生産緑地制度の導入が一つ

の切り札になると考えており、導入後の円滑な運用まで考えれば、ＪＡとの連携は

欠かせないと思うが、市の見解はどうかとの質問がありました。 

これに対して市長から、生産緑地制度は、都市農業に危機感を持つ方々に将来へ

の展望を持ってもらえる有効な手段の一つと考え、制度導入に向けて関係者との協

議・調整を進めようと考えているところであるが、制度の導入時及び導入後の安定

した農業経営のためにもＪＡとの連携は不可欠と考えており、都市農業の振興に、

これまで以上にＪＡと連携して取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

次に、安佐南区の碓氷議員から、都市農地を保全する手段として生産緑地の導入

は極めて重要と考えるが、市の見解はどうか、制度の導入に当たっての課題解決の

取組はどう進めていくのか、また、これまでの研究成果はどうだったのかとの質問

がありました。 

これに対して市長から、都市農業の強化のためには生産緑地制度の有効活用は欠

かせないものと考えており、導入に伴う課題については、できるだけ広く農家の方々

の意向を聴きながら、関係機関との協議・調整の中で措置するとの答弁がありまし

た。また、都市計画制度である生産緑地制度を所管する都市整備局長から、これま

での意見交換や情報収集による研究を通じ、都市農業を担う若手農家の育成、都市

農地の役割に関する周辺住民の周知や理解、営農の継続性確保のための経営環境の



２３ 

整備など、制度導入に当たって検討すべき具体的な課題が明らかになっているとの

答弁がありました。 

以上の生産緑地に関する答弁について、翌２０日の中国新聞朝刊で配布資料のと

おり報道があったものです。記事には、答弁内容のほか、制度の説明や導入検討の

背景及び市が想定する制度導入の流れの図も掲載されておりますが、要件や手続き

などについてはまだ決まった事項はないと聞いており、農業委員会の事務や委員の

皆さんの活動に具体的にどのような関りがでてくるかは現時点では不明です。今後

随時、市の検討状況や制度の詳細について、総会や研修会で情報提供していきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

なお、そのほかの議会での質疑としては、２６日の常任委員会で、安佐南区の藤

井議員から、農産物の安全について、昨年４月に廃止された主要農作物種子法によ

る市への影響や、農薬の使用などに関する質問がありました。担当の農政課長から、

広島県においては主要農作物種子法の廃止以降も要領を定めて優良な種子の供給を

行っており市への影響はないこと、農薬の使用については、ＪＡ等と連携して農事

研究会等で指導しているなどの答弁がありました。 

 

吉田委員 

広島市の見解としては、生産緑地制度を導入しようという方向性で検討を進めて

いるようで、私もいいと思うのです。農業委員会も過去１年になるのか３年になる

のか、こういった意見が出ておりましたよね。それで農業委員会として、例えば３

年、意見とか協議とかいうことを繰り返し、３年なら３年、広島市は広島市で例え

ば５年なら５年、生産緑地制度の導入についてどのくらいの時間をかけて、協議と

か意見を出し合ったのか、ということをお聞きしたい。 

 

議  長  

１番最初だと記憶しているのは、生産緑地制度について勉強するために、農業委

員として福岡へ行ったことです。１２年くらい前になりますが、この時が市と農業

委員会の最初の取り組みだったと思います。生産緑地制度の現地調査へ行って、そ

れから毎年広島市へ生産緑地制度の導入について提言していました。２年前からは

提言を出してないというのが、それが今までの経緯です。 

 

吉田委員 

ということは、スタートは１２年前に農業委員会から意見が出て、そこから検討

が始まったという事ですね。その意見を受けて市も制度導入に向けて協議というか

検討に入り、その後の検討は１、２年になるのですかね。 
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議  長  

 そういう事です。  

 

事務局長 

今までも、検討議題として生産緑地制度の導入についての話が続いていたのです

が、平成２３年に、当時の都市計画を所管する都市整備局や市長を含めて、この制

度そのものについて疑問があることや、税負担の公平性の観点から導入は先送りす

るという方針が決まりました。その後、都市農業の位置づけが都市にあるべきもと

という様に国の考え方が変わり、若手グループを中心に、農協、関連した市議会委

員から熱心な働きかけがあり、これを受けて市の内部で協議を進めておりました。

農業委員会としては生産緑地制度の導入に留まらずに、都市農業の振興という観点

から意見書の提出をしてきたところですが、生産緑地制度については国が方針を変

えたこともあり、市も方向転換し、今日のような流れになっております。 

 

佐藤委員 

 この新聞記事で一番気になるのが、これまで農家の要望が小さかったと書いてあ

ります。これは新聞記者の判断なのでしょうけども、決して小さくなく、何とかし

てくれと、１０何年も前から農業委員会としても、どんどん働きかけてきたつもり

ですが、市の反応や一般市民の反応が弱かったからこういう記事になったと思う。 

市が農協と協議するという図解になっているのですが、本来は農業委員会がこの

中の関係者として書かれていないといけないと思いますが、一つも農業委員会の名

前が紙面の中に出てこない。市の農政課がどのように考えているかわからないので

すが、その事について局長は何かご存じですか。 

 

事務局長 

 農業委員会の議論より先に、都市計画を決定する都市整備局へ市長から制度設定

の話がありました。農業委員会の意見書では、生産緑地制度の導入について市が前

向きに考えて頂けない状態が長年続いていまして、農業委員会は生産緑地制度にこ

だわらず、都市農業の振興という観点から新しい制度の導入を求めて展開してきた

経緯があります。農協が協力団体として指定された理由としては、都市計画を策定

するにあたり、既に制度化されている都市計画策定の手段を使った方が、スケジュ

ールが短縮できるというメリットがあるためです。これは、都市計画を定めたい地

域にある団体が、計画を立てて都市整備局へ申請する制度で、これを活用するため、

都市整備局から農協へアプローチして計画団体になってもらうと、市の方から聞い

ています。  
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佐藤委員 

 新聞記事の中に書いてあるのですが、若手農家はすぐにでも生産緑地制度を導入

してほしいのです。それなのに、協議や説明会だとか言っていたらすぐに１年や２

年が経ってしまう。話を停滞させないためにも、農業委員会も参入し、しっかりと

制度設計をしていきたい。要するに今の段階では、中身がどんな条件で、どういう

制度なのかの内容が決まっていないのです。その辺のことを決めるため、極端に言

えば、毎日でも協議をしてもらって、今年のうちに決めてもらいたいというぐらい

の意識を、若い人達はもっているのです。しかし、農協と協議という事では、１年、

２年があっと言う間に経ってしまうという危惧があります。是非とも農政課と、都

市整備局へ、農業委員会としての意見を述べて欲しいと思います。  

 

事務局長 

 先ほどの説明のとおり、協力団体として農協に入ってもらう事でスケジュールを

短縮できると聞いています。具体的な細かい要件については、最近になって生産緑

地制度を制定した高知市や、その前の明石市を参考にしているそうです。明石市の

場合は、結構ハードルを高くしているとも聞いております。先ほども言いましたが

税負担の公平性というのが、懸案の一番にくるようであり、細かな条件は今から決

めていくことと思います。ある程度の要件が決まれば、公表されてパブリックコメ

ントを求めるようになると思います。具体的に農業委員会がどのように関わるのか

については、市に話を聞くことになります。 

 

河野（信）委員 

今言われた様に、長年にわたり都市農業の振興に関係して生産緑地制度を検討議

題としてきました。その当時、初めごろ提案した時には「何のことや」と、市長も

関係者も解っていませんでした。それでも、何年か続けて提言した頃に、ようやく

「その事をまた言うのか」という認識になりました。今回は、市議会議員から議会

へ質問をされて、市長も返答をしております。だんだんと生産緑地制度を導入する

という風潮になったのではないかと思いますし、先ほどから、佐藤委員も言われた

ように、出来るだけ農業委員としても市へ要請して、是非このことについては早急

に進めていただきたいと思います。  

 

議  長  

どのように決まっても、農業委員会は、いずれは関わる事になると思います。今

の段階では、市から情報を提供してもらう様にしていきたいと思います。  
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西村主事  

農業委員会だより、令和元年冬号の１面記事について、説明します。１ページの

資料５をご覧ください。 

農業委員会だよりは、農業委員会の広報誌として年に２回、７月と１月に発行し

ております。１面の記事については、各地区で順番に委員が取材し、掲載すること

が決定されています。 

これは、管内の農家、集落での各種事業の取組みなどを、地区の農業委員と推進

委員で協議して取材し、４００～４５０字程度の文章を作成し事務局に提出してい

ただくというものです。写真については事務局で撮影いたします。 

次の発行は令和２年冬号で、担当地区は安芸区になります。安芸区の農業委員と

推進委員で協議の上、取材先等の決定をしていただき、決定しましたら、事務局に

ご連絡ください。原稿の提出は１１月８日までにお願いします。 

これまでの担当地区と記事について列挙していますので、参照してください。 

事務局からの説明を終わります。  

 

石本専門員 

平成３１年度第４回地区協議会の日程等についてです。  

１１月６日から１４日までの間で、各地区協議会を開催します。日程ですが、旧

市地区協議会は１１月１３日の１６時から東区役所です。安佐南地区協議会は、１

１月１２日６の１５時３０分から安佐南区役所です。白木・高陽地区協議会は、１

１月１４日の１４時から農林水産振興センターです。可部・安佐地区協議会は、１

１月１２日の１０時から安佐北区役所です。安芸地区協議会は、１１月６日の１０

時から安芸区役所です。佐伯地区協議会は、１１月８日の１６時からＪＡ広島市五

日市中央支店です。  

内容ですが、遊休農地の調査について推進委員への依頼と、ブロック研修会の案

内、イノシシ等捕獲技術研修会の案内、そして、ひろしま活力農業経営者の就農地

としてあっせんする農地の選定候補地についてです。  

 

吉田委員 

 佐伯地区協議会の開催日１１月８日（金）はいいんですが、１６時から１

７時の１時間となっています。会議がおよそ２時間位かかるので、１時間で

はちょっと終わらないと思うので、１５時からの間違いと違います。  

 

児玉委員 

 会場の農彩館の１階には会議室はないので、２階だと思います。  
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石本専門員 

 時間と会場については、訂正しておきます。  

 

西村主事 

令和元年１０月の現地調査日程についてです。 

今月の許可案件の締切日は１０月１５日です。調査日時の調整は、１０月１５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。  

調査日程です。１日目は１０月１６日、午前は旧市で、午後から安芸区。２日目

は１０月１７日、午前は可部・安佐地区で、午後から白木・高陽地区。３日目は１

０月１８日、午前は安佐南区で、午後から佐伯区です。  

 

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  

それでは、これで令和元年第７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。  

 

山縣委員 

イノシシがよく暴れているのですが、箱穴に入りそうにない。誘導するの

に手立てはないですか。米糠ぐらいじゃいい事にならない。  

 

河野（信）委員 

 餌は何をやっているのですか。  

 

山縣委員 

糠しか入れていない。  

 

梶山委員 

 糠に塩をちょっと揉んで入れておくといい。  

 

伊藤委員 

 糠をちょっと煎ったら良い。  

 



２８ 

河野（信）委員 

 糠はバラ撒いているのか、それとも山にしているのか。  

 

山縣委員 

 おりの中に入って、蓋が落ちたらいけないから、外からちり取りで撒いている。 

 

河野（信）委員 

 バラ撒かずに、山にしておいて、染みたほうが臭うから良い。 

 

議  長  

それでは、次回は、令和元年１１月５日（火）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、己斐職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

己斐職務代理者  

長時間に渡る会議ご苦労様でした。先ほど、下限面積の変更について１２

月６日から変更すると決まりました。１月の総会からの審議で変更されると

いうことでございます。下限面積が下がることで遊休農地が解消されること

を願いつつ、また委員さんの現地調査が忙しくなるくらい、新規就農者が増

えればいいなと思っております。それではご苦労さまでした。  

 

 

 


