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令和元年第８回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年１１月５日（火）  開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後４時０５分  

 

２．場  所  東区役所３階第３会議室  

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １８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 (欠席 ) １７ 吉田 米治  １８ 奥田 一成  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

１６番  山縣委員  

 

６．議事録署名者  

１２番  沖田  光春   １３番  河野  信義  

 

７．職務のため出席した事務局職員等  

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 

(公財)広島市農林水産振興センター農業担い手育成課 課長 土井 環  

 

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条の規程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 



２ 

（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 
（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）広島農業振興地域整備計画の変更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 

 

・農政に係る審議事項 

（１）遊休農地について 
（２）広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交換会に

ついて 
（３）先進地視察研修について 

 

・その他 

（１）平成３１年度農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック研修会の開催に
ついて 

（２）平成３１年度第 4 回地区協議会の日程について 
（３）令和元年１１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８回の広島市農業委員会総会を開会

します。  

本日の欠席は、１６番、山縣委員。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。  

１２番、沖田委員、１３番、河野信義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」についてですが、議

案番号の５番は○○委員に関する案件で、４番と５番は同じ譲受人であり、関連し

た事案です。  

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４番、５番を除く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の４番、５番を除く５件につい

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、４ページをご覧ください。  



４ 

 １番、７番は、譲受人が農地を取得し、新規に就農するものです。１番は、小麦

を栽培する旨の営農計画書が添付されており、７番は、水稲、野菜、及び果樹を栽

培する旨の営農計画書が添付されています。  

 ２番、６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、譲渡人である父親と譲受人である子が共同で耕作をしていましたが、譲

渡人が高齢となったことから経営移譲をするものです。  

 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４番、５番を除く５件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、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。１０月１８日に梶山委員、事務局職員２名とともに現地

調査を行いました。この件は、住宅付きの屋敷とともに譲渡されるものであ

りまして、申請地は屋敷に接続しています。パンを作るための小麦を作付け

すると聞いております。条件もいいと思いますので別に異議はありません。  

 

議  長  

２番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。１０月１７日に己斐委員と事務局職員２名で現地の確認

をいたしました。現在は、河川工事が行われていまして、進入路として使わ

れています。肥土は一か所に盛り上げて確保されており、工事が済み次第畑

に戻すということでした。譲受人は遠方の居住者ですが、通っての耕作は難

しいため、果樹を植えるという計画です。別に問題はないと思います。  

 

議  長  

３番、沖田委員。  

 



５ 

沖田委員  

１２番の沖田です。１０月１６日に事務局職員２名と現地調査をしました。

譲渡人は高齢のため、息子である譲受人へ経営を譲渡するものです。主に水

稲を作付けされております。別に問題ありません。  

 

議  長  

６番、谷口委員。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。１０月１７日に河野信義委員と事務局職員２名とで現

地調査を行いました。譲渡人は高齢のため通っての耕作が困難で、後継者も

いらっしゃらないことから譲受人へ所有権の移転を行うもので、譲受人の家

の近くで水稲を中心に耕作されており、問題はないと思われます。  

 

議  長  

７番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。１０月１８日に奥田委員、事務局２名と申請地の１０

筆について調査を行いました。譲受人は３０年の農作業歴があり、新たに所

有権を得て水稲、野菜、果樹の栽培予定とのことでございます。対象地は１

０筆ありまして飛び地や大小はございますが、耕作や管理をされるというこ

とで営農環境も含めて良い所であると判断します。異議はございません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

           （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）  

 

 



６ 

議  長  

異議がないので、議案第１号の４番、５番を除く５件を許可することに決

定します。  

続いて、議案第１号の議案番号４番，５番の案件に入ります。  

○○委員は退席をお願いします。  

 

        （○○委員退席）  

 

議長  

それでは、議案第１号の議案番号４番、５番の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１号 農地法第３条の規定による許可申請の４番、５番の２件について説

明します。  

農地法第３条の許可基準については、先ほど説明したとおりです。 

４番は、休耕地を譲り受け、５番は、樹園地を借り受けるもので、いずれも花木

栽培に活用されます。 

以上で議案第１号の４番、５番の２件の説明を終わります。 
 

議  長  

議案第１号の議案番号４番，５番について、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。１０月１７日に私と事務局職員２名で現地調査を行い

ました。沖田委員は別の日に現地を確認いただいております。譲渡人は居住

地から遠方に居住されており、管理が困難であるために長年休耕状態が続い

ていました。譲受人は○○委員が関係する会社の従業員でございまして、こ

の会社の隣地が申請地となっております。譲受人は規模拡大のために花木を

植栽するとのことで今回申請されました。５番の案件は、譲受人が経営規模

を拡大するために、譲渡人と相談されて使用貸借権を設定するということで

合意されたもので、農地は花木が植えられてしっかり管理されており問題な

いと思います。  



７ 

 

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、議案第１号の議案番号４番，５番は許可相

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１号の議案番号４番、５番の２件を許可することに

決定いたします。  

○○委員の着席をお願いします。  

 

           （○○委員着席）  

 

議  長  

○○委員、議案第１号の議案番号４番、５番について議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２号、「農地法第４条の規定による許可申請」について

１件を上程します。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。 



８ 

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の１７ページから３２ページに記載してありますの

で、ご参照ください。 

それでは、議案の５ページをご覧ください。 

1 番は、雑種地への転用事案で、申請人が代表取締役を務める法人が利用する貸

駐車場及び資材置場として利用するものです。 

1 番の申請地は、立地基準の「５の(1) 農業公共投資の対象となっていない小集

団の農地」で、第２種農地であり、その許可方針「申請に係る農地等に代えて周辺

の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができる

と認められる場合以外は、許可する。」に該当するものと思われます。 

また、一般基準である「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。 

1 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。  

奥田委員。   

 

奥田委員  

１８番の奥田です。１０月１８日に事務局職員２名と現地確認をいたしま

した。申請人は自営業をされていまして、自宅すぐ横の農地を駐車場と資材

置き場にされるということですが、周辺に農地はなく問題ありません。  

 

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。  



９ 

 

             （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の１件を許可することに決定します。  

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６ページから８ページをご覧ください。  

１番から９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、譲受人の事業所は遠隔地であるため、定期的なメン

テナンスを近隣の業者に委託しており、再生可能エネルギー発電事業計画に定める

保守計画に基づきメンテナンスを行うこととしています。  

１０番は雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、高圧送電線路鉄塔建替

工事に伴う資材搬入のための索道基地を設置しようとするものです。  

一時転用期間は令和３年５月２５日までとなっています。  

１１番は雑種地への転用事案で、塗装業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、資

材置場及び駐車場として利用しようとするものです。  

１２番は宅地への転用事案で、隣接地の宅地と共に申請地を譲り受け、宅地の庭

敷として利用しようとするものです。  

１３番は宅地への転用事案で、自動車整備業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、

資材置場兼自動車整備工場として利用しようとするものです。  

１４番は雑種地への転用事案で、建築業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、建

築残土及び型枠等建築資材の仮置き場として利用しようとするものです。  

１５番は雑種地への転用事案で、自動車販売業を営む譲受人が、申請地を借り受

け、販売用車両置場として利用しようとするものです。  



１０ 

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。  

１番から９番を除く案件は、本総会で承認されますと、農業委員会の会長名で許

可することとなります。  

１番から９番の案件は、転用面積が３，０００㎡を超えるため、本総会で承認さ

れますと、１１月１８日に開催される広島県農業会議常設審議委員会の意見聴取の

のち、「異議なし」の回答を得て、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番から９番、岩重委員。   

 

岩重委員  

８番の岩重です。４月の１７日に農振除外の案件で私と事務局職員２名で

現地調査を行いました。申請地は、一面が休耕田で、一部で水稲が作られて

いる地域でございます。譲受人が、土地を取得して太陽光発電を行うという

ことで申請をされました。申請内容としては問題ないのですが、ひろしま活

力農業の就農地にできたらと思っていた所なので誠に残念ですが、止むを得

ないと思います。別に問題はないと思います。  

 

議  長  

１０番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１１番の沼田です。１０月１７日に沖田委員と事務局に見ていただきまし

て、私は１０月１８日に現地を調査いたしました。これは電力会社の鉄塔と

送電線を少し移設するということで、その工事を譲受人が施工されます。そ

の仮設基地として一時転用されるもので、近隣農地を含めて問題ありません。 

 



１１ 

議  長  

１１番、１２番、沖田委員。  

 

沖田委員  

１２番の沖田です。１０月１６日事務局と現地調査しました。１１番は譲

受人の住宅敷地に隣接する農地です。裏には山があり資材を置いても全く問

題ないと思われます。１２番は譲受人がこれから入居される住宅敷地の隣に

面しているわずかな面積を住宅の敷地として取得するもので、周囲に影響は

ありません。  

 

議  長  

１３番、河野信義委員。  

 

河野信義委員  

１３番の河野です。この件につきましては１０月１７日に事務局と現地調

査をいたしております。現在は休耕されとる畑でございますが、工場の一部

を資材置き場にして、荒れている土地を所有権移転して資材置場、工場敷地

とするものです。近隣には別段影響ないのでよろしいかと思っております。  

 

議  長  

１４番、１５番、奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番の奥田です。１０月１８日に事務局職員２名と現地調査をしました。

１４番の雑種地につきましては譲渡人が、近所の方に頼んで野菜など作って

いたのですが、作る方も本人も高齢となり、耕作出来ないことから、今回資

材置き場と残土置き場に転用することになりました。近隣に農地はないので

問題ないと思います。  

１５番、譲受人が遠方の車両基地に車を置いているものを会社近くに移動

させたいということで、以前から駐車場用地を探されておりまして、今回○

○㎡の農地転用の申請がありました。申請地が小学校に近いため、通学路と

の関係を現地で調査しましたが、通学路は道路の向こう側にありまして、直

接は関係ないので、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。  



１２ 

 

吉田委員  

７ページの１０番の高圧送電線の件ですが、一時転用ということで作業期

間だけ土を入れて作業場を確保し、作業を終えたら農地として返すというこ

とでしょうが、そのままでは農地として使えないですよね。  

 

沼田委員  

この土地は、別の建設業者が平成２６年の災害の後始末に使っていた所で

す。堰堤工事をするのに、作業場に入る道がないので使用し、同じ土地を譲

受人が再度使われるのです。平成２６年の災害の時に土砂で埋まり、以降ず

っと休耕にしておられた所へまた土砂が入ったのですが、建築業者が資材置

き場として使用した後、あと肥土で戻した。それが終わって３、４年非農地

です。使い易いのは使い易いのだろうと思うのですが、鉄板を引いて使われ

ますので油さえ漏れなければ、畑として使うのには問題はないと思います。  

また戻されても作れるような所ではない。鉄塔の移設先は、実を言うと私

の山なので、山の一番奥の方で鳥獣害被害が多い所で、近隣もほとんど作っ

ていません。ですから近隣を含めて問題ありません。  

 

吉田委員  

心配されるのは、作業場として使う時には土を入れてある程度整地して作

業して、終わったら元の農地に戻すということが条件だとは思います。田畑

に戻された確認は、どこで審議して了解を得て最終的には農地に返したとい

う確認は誰かがしなければいけない。地主も含めて現地調査の時には確認し

た方がいいと思います。  

 

沼田委員  

仮設計画の中で鉄板の絵が書いてありましたので、恐らく肥土は剥がさず

そのまま使用して、使用後に重機で少し耕して返すと思います。新たに土砂

を入れるということにはならないと思います。  

 

議  長  

 そのほか、意見や質問はないですか。  

 

             （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。  



１３ 

 

             （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第３号の１番から９番を除く６件を許可することに

決定します。  

１番から９番の案件については、１１月１８日に開催される広島県農業会

議常設審議委員会の意見聴取ののち、「異議なし」の回答を得て、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９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、令和元年６月７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、取得後に令和元年９月６日までに工事完了する予定でしたが、太陽光

パネルメーカーの製造が遅れたため、令和２年３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。己斐委員、お願いします。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。現地調査を令和元年１０月１７日に事務局職員２名と行

っております。申請地は、○○ kW の太陽光発電設備を設置する予定でしたが、

履行延期申請理由に記載の通り、パネルメーカーの製造遅延のため当初の工

事完了が元年９月６日であったところを、令和２年３月３１日まで工事を延

期するということでございます。別に問題はないと思います。  

 

議  長  

そのほか、意見や質問はないですか。  



１４ 

 

             （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、事業計画変更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１件を許可することに決定します。  

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

ついてでございますが、議案番号の２番は○○委員に関する案件です。  

先ほど申し上げましたとおり、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の

制限の規定がありますので、初めに議案番号１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５号、相続税の納税猶予に関する適格者証明申請の議案番号１番について、

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１０ページの議案番号１をご覧ください。  

１番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号の議案番号１番について説明を終わります。 



１５ 

 

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、担当委員の意見

ですが、私の担当です。１０月１６日に事務局２名と現地を調査いたしまし

た。適正に管理されていて別に問題ないと思います。  

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、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号の議案番号１番を、適格者として証明するこ

とに決定します。  

続いて、議案第５号の議案番号の２番の案件に入ります。  

○○委員は退席をお願いします。  

 

            （○○委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第５号の議案番号２番を上程します。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の議案番号２番について、

説明します。  

審査事項については、先ほど説明したとおりです。  

それでは、議案の１０ページの議案番号２をご覧ください。  

２番につきましては議案に記載しているとおりです。  



１６ 

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号の議案番号２番について説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号２番について、担当委員のご意見をお伺いします。  

奥田委員、お願いします。  

 

奥田委員  

１８番の奥田です。１０月１８日に事務局２名と現地確認いたしました。

相続人は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号の議案番号２番を、適格者として証明するこ

とに決定します。  

○○の着席をお願いします。  

 

            （○○委員着席）  

 

議  長  

○○委員、議案第５号の議案番号２番について議案のとおり決定しましたこ

とをご報告いたします。  

続いて議案第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」

についてですが、議案番号の２５番は○○委員の同居の親族に関する案件です。 



１７ 

農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限の規定がありますので、初

めに議案番号２５番を除く５０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３４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３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。  

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のうち議案番号２５

番を除く５０件について、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１０月１５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１１ページから１９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１７件、継続分として利用権設定の終期が本年１１月

３０日までとなっている計画の更新が３２件、所有権移転が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。 

新規分について主な案件を中心に説明いたします。 

１番は、小作地関係の使用貸借権設定がされていましたが、借受人が亡くなられ

たことを契機に、利用権設定へ切り替えるものです。 

１０番は、広島市農林水産振興センターが借り受けていたものを「ひろしま活力

農業」経営者２１期生１人に転貸するものです。 

１１番、１２番は、期間満了による継続に併せて、新たに借り増しするものです。 

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。 

 ２２番は期間の終期を受人の在留期限である令和２年２月２５日としていました

が、現在は永住権を取得していることから、今回の終期は令和５年３月３１日とし

ています。 



１８ 

次に所有権移転ですが、農用地利用集積計画により農用地区域内の農地等を所有

権移転した場合、譲渡人については譲渡所得に係る所得税算定において８００万円

の特別控除が受けられ、譲受人については登録免許税の軽減及び不動産取得税の軽

減の税制上の特例及び、不動産登記においては、市町村による嘱託登記を受けられ

る特例があります。農用地利用集積計画により所有権移転を行うためには、本市の

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想において、利用権設定の適用要件に加

え、「農地適正化あっせん基準に適合することとなる者として農業委員会が作成する

あっせん譲受け等候補者名簿に登録されている者であること。」としており、認定農

業者はこの名簿に登録されています。 

５１番の受人は認定農業者であり、この要件を満たしております。 

上程した５１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１１月２９日に公告

を行い効力が発生することとなります。 

以上で議案番号２５番を除く５０件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。このうち、継続分に

ついては、引き続き営農活動が行われます。新規分の１７件と、所有権移転

分の１件について、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。１０月１１日に現地確認をしてまいりました。以前利用

権設定を受ける者の夫が使用貸借権を設定されていましたが、夫の就農によ

り今は新規の利用権設定の申請をするものです。引き続き水稲を作られると

のことでした。問題ないと思います。  

 

議  長  

２番から５番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。この４件は、ひろしま活力農業経営者であり、熱心に取

り組んでおられます。全く問題ないのですが、期間が１年になっていますの

は、軟弱野菜を作っているので人手がかかるのです。要は人手が確保できる

かどうかを心配しており、規模拡大をまだまだやりたいということでありま



１９ 

したが、一応１年間自分で栽培したので、今回利用権申請をするということ

でありました。  

 

議  長  

６番、９番、１０番、５１番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。６番ですが、３年前に定年退職された事を機会に、自分

の所有している農地と隣地の休耕田を取得して、現在なすび、米、さといも、

きゅうり、ブロッコリー等を、家族３人で育てて出荷までされております。  

出荷先はスーパーですが出荷グループのメンバーでもあります。今回休耕

となっている利用権を設定する者の農地を規模拡大のために使用賃借権を設

定して、さらに野菜の出荷に向けて販路を広げたいということでございまし

た。結構近隣の農地を借りておられ、有休農地の解消にもご協力いただきま

して感謝をしております。  

９番ですが、かれこれ約２０年前にほ場整備された所でございますが、地

区外へ転居されたり、耕作意欲が低下されたり、今後耕作者の高齢化と、後

継者不足等から、遊休農地化されそうな地域です。このような現状を、今回

は下中推進委員のご協力もありまして利用権設定を受ける者へあっせんした

案件でございます。認定農業者の利用権設定を受ける者は、近隣の農園に勤

められる傍ら、葉物野菜について勉強され、現在独立されました。ご夫婦と

二十歳になるご長男さん、それから外国からの研修生が３名来日されており、

これだけの人数で利用権設定を受ける者の農園を経営されております。利用

権の設定をする者のご兄弟は地区外に居住されておりまして、農地の管理が

できないということから、借り受け期間を５年に設定して露地栽培で小松菜

を栽培し、ＪＡへの直販を行うものであります。利用権設定を受ける者には、

遊休農地の解消について、今後ともほ場整備した地区に更なる遊休農地解消

に向けてご協力をお願いしたいといったところでございます。  

１０番の案件は、農林水産振興センターのひろしま活力農業研修生の２１

期生として１年間の研修を受けて、本年４月に当地区へ新規就農されました。

当初栽培技術の未熟さから失敗されたそうでが、現在はハウス８棟を本人と

アルバイト３名で小松菜栽培をされています。順調に小松菜の出荷もできて

いるということでございました。今回は農林水産振興センターから、利用権

設定を受ける者に、利用権の設定変更する申請です。異議はございません。  

５１番は、９番と同じ利用権設定を受ける者の申請でございます。申請地

は、既に利用権設定をしており、ビニールハウスで水菜を栽培されておりま

す。今回は、令和元年１２月に双方合意による所有権の移転をする申請でご



２０ 

ざいます。所有権の移転を受ける者が引き続き水稲の栽培をされるというこ

とでございまして異議はございません。  

 

議  長  

７番、８番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。１０月２８日土曜日に現地を確認いたしました。７番８

番の申請地は、近隣の農園がハウスを建てて野菜を栽培されている農地です。

設定を受ける者は、近隣の農園の研修生でありまして、１２月で利用権の設

定が切れるので、今度は新たに研修生である設定を受ける者が契約を結んで、

のれん分けの状態で継続して野菜を作るということでありますので、別に問

題ないと思います。  

 

議  長  

１１番、児玉委員  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。設定を受ける者は、継続分が７件ありまして、規模も

大きく○○ａを耕作されておられます。設定をする者の田んぼも約○○ａ耕

作されておられ、今回の申請の畑は設定を受ける者の隣地であり、また借り

て作るという新規の申し込みで、問題はありません。  

 

議  長  

１２番から１７番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。１２番と１３番は合わせてご報告します。設定を受け

る者が、新たに規利用権を設定して和牛の飼料作物を栽培するために賃貸借

される件です。  

続いて１４番と１５番は、設定を受ける者が新規に利用権の設定を受けて

野菜と稲作をされるということでございます。以上４つの案件を１０月８日

に現地確認いたしました。４件は同じ集落内で該当農地もほぼ隣り合わせの

ような状態で周辺の環境も含めて特別問題なく、異議ありません。  



２１ 

１６番は、利用権設定を受ける者が地区外の居住者から３筆の利用権の設

定を受けて水稲をされます。耕作歴や周辺の状況も含めて、問題なく異議は

ございません。  

１７番も設定を受ける者が利用権設定を受けて水稲をされます。１６番、

１７番いずれも４筆ございますが１０月８日に現地確認いたしまして、いず

れも異議ございません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございませんか。  

 

            （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号のうち２５番を除く５０件を、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２５番の案件に入ります。  

○○委員は退席をお願いします。  

 

            （○○委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第６号の議案番号２５番を上程します。事務局に説明をお願

いします。  

 

西村主事  

議案第６号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の２５番につい

て、説明いたします。 

１５ページをご覧下さい。 



２２ 

利用権設定の終期が本年１１月３０日までとなっている継続で、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、農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各号並びに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１１月２９日に公告

を行い効力が発生することとなります。 

以上で議案番号２５番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第６号の２５番について、事務局の説明が終わりました。継続分であ

り、引き続き営農活動が行われます。  

 

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  

意見がないようでございますが、議案第６号の議案番号２５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）  

 

議  長  

異議がないので、議案第６号の議案番号２５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。  

○○委員の着席をお願いします。  

 

              （〇○委員着席）  

 

議  長  

〇〇委員、議案第６号の議案番号２５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。  



２３ 

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」（農地中間管理事業に係るもの）についての３４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３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４番から３４番の

３４件と、議案番号８号の３番は、○○委員自身と、○○委員が代表を務める農事

組合法人の案件です。農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限の規定

により、はじめに議案第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」（農地中間管理事業に係るもの）のうち４番から３４番を除く３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

うち３番を除く２件について上程します。  

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４番から３４

番を除く３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３番を除く２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２０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２６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９月２０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。 

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、経営規模拡大のため、新規に借り受けるものです。 

２番及び３番の案件は、もともと相対で利用権を設定していましたが、合意解約

をした後、中間管理事業を活用するものです。 

本案件が承認されますと、広島市長が令和元年１１月２９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。 



２４ 

なお中間管理機構では、令和元年１１月２９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、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の４番か

ら３４番を除く３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３番を除く２件の説明を終ります。 

 

議  長  

議案第７号のうち４番から３４番を除く３件、及び議案第８号のうち３番

を除く２件について、事務局の説明が終わりました。  

それでは、説明を伊藤委員にお願いします。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。対象地はほ場整備が終わって、それぞれ中間管理機構を

介して１番の農地は農事法人組合へ、２番はひろしま活力農業経営者へ利用

権設定がされ、耕作されることが予定されています。何の問題もありません。  

 

議  長  

それでは、ご意見、ご質疑がございませんか。  

 

             （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号のうち４番から３４番を除く

３件は計画のとおり決定し、また、議案第８号のうち３番を除く２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、そのように決定します。  

続いて、議案第７号の４番から３４番の３１件、議案第８号の３番の１件の

案件に入ります。  

○○委員は退席をお願いします。  



２５ 

 

             （○○委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第７号の４番から３４番の３１件、議案第８号の３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４番から３４

番の３１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３番の１件について説明します。 

２０ページから２８ページをご覧ください。 

中間管理権の取得、及び配分計画は議案のとおりです。 

本案件が承認されますと、先ほどと同様に、広島市長が令和元年１１月２９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。 

以上で議案第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４番か

ら３４番の３１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３番の１件の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第７号の４番から３４番の３１件、議案第８号の３番の１件について、

事務局の説明が終わりました。それでは、担当の梶山委員に説明をお願いし

ます。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。先ほど事務局の方から説明がありましたが、ほ場整備地

でもありますし、申請地の状態も良く、特に問題ありません。  

 

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）  

 

 



２６ 

議  長  

意見がないようでございますが、議案第７号の４番から３４番の３１件を

計画案のとおり決定し、議案第８号の３番の１件について、「異議なし」とし、

その旨を市長へ回答することしてよろしいでしょうか。  

 

            （委員：意見なし）  

 

議  長  

異議がないので、そのように決定します。  

○○委員の着席をお願いします。  

 

            （○○委員着席）  

 

議  長  

〇〇委員、議案第７号の４番から３４番の３１件を計画案のとおり決定し、

議案第８号の３番の１件について、「異議なし」とし、その旨を市長へ回答す

ることを決定したことをご報告いたします。  

続いて、議案第９号、「広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取」

についてですが、農用地区域からの除外と編入する農地について、○○委員

に関する案件が含まれていますので、農業委員会に関する法律第３１条の議

事参与の制限の規定により、〇〇委員は退席をお願いします。  

 

           （○○委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第９号、「広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取」

について、農用地区域からの除外分２５件と、農用地区域への編入分１件、

合計２６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、広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見の聴取について説明い

たします。 

本件につきましては、議案の２９ページの説明にありますように、広島市が当初

に計画していた農業振興地域整備計画を変更しようとする場合は、農業振興地域の



２７ 

整備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定に基づき、広島市長は農業委員

会に意見を聴くこととなっており、この度、意見の照会があったものです。 

変更内容は、議案に記載しているとおりです。 

今回、ご審議いただくのは、令和元年８月末までに「土地利用計画変更申出書」

が提出されたものです。農地法第５条許可申請予定の案件が１９件、非農地証明に

係る案件が３件、公共用施設に係る案件が２件、ほ場整備の換地処分に係る従前地

番の削除が１件、合計２５件を農用地区域から除外しようとするものです。 

また、農用地区域へ編入するものは、ほ場整備の換地処分に係る新地番の追加１

件です。 

農用地区域から除外する案件のうち、農地法第５条の許可申請予定となる案件の

詳細は、今回、議案と一緒に送付しました別冊の「農業振興地域整備計画の変更に

係る意見の聴取に伴う参考資料」のとおりです。 

審議事項の案件ごとに、議案の表の右端の理由欄に関連する番号を「別紙農地法

第５条許可申請予定の○番」と記載しております。 

農地法第５条の許可申請予定の案件については、いずれも担当委員と事務局職員

が現地調査を行っています。 

この度の農業振興地域整備計画の変更につきまして、広島市は、農業委員会の意

見聴取の後、広島県との事前協議、広島市農業振興対策審議会への諮問等を経て、

今年１２月下旬に農振法第１１条に基づく公告が行われる予定であり、農地転用許

可申請は、この公告後に受付けることとなっております。 

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、別冊の「参考資

料」の「１．農地法第５条申請予定のもの」の１番から順次、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。３０ページの１番は、コミュニティー広場として広島市

が設置するということで、事務局の説明のとおりであり、何の問題もありま

せん。  

 

議  長  

２番から７番、谷口委員。  



２８ 

  

谷口委員  

１４番の谷口です。２番から７番について１０月の１７日に私と事務局職

員とで現地を確認いたしました。所有者が高齢のため耕作ができず長年休耕

状態となっておりまして、それぞれの土地の周囲にも耕作されているところ

がなく、太陽光を設置しても影響ないものと思われ異議はございません。  

 

議  長  

８番、９番、河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

１３番の河野です。９月の１８日に現地の調査を行っております。この案

件につきましては、最近多い事例だと思います。父親が農地を購入して水稲

をされていて、その方が亡くなられて２年経過しておりますが、大草になっ

ております。近くで耕作されている人は、息子さんは勤めをされております

ので耕作してないから困った事だと話しておりましたが、こうして太陽光発

電を設置するということで、周りの方は草の管理をしてもらえるという事で、

かえって喜んでおられるようであります。ですので、異議はございません。  

 

議  長  

１０番から１３番、岩重委員。  

  

岩重委員  

８番の岩重です。９月１８日に事務局職員２名と現地調査を行いました。  

１０番の案件は、数年前から休耕になってカヤが生えた所で、近隣の農地

には別に問題ないと思います。  

１１番の案件は、近隣なので資材置き場として利用したいということでこ

の度申請をしておられます。特に他の農地には問題ないと思います。  

１２番の件につきましては、これは太陽光発電を設置したいという申請で、

申請者は遠方から毎年草刈りに帰って来ておられるわけですが、とても耕作

は無理ということで、太陽光発電の話がありまして農地転用をしたいという

ことでした。申請地の隣にも太陽光発電があります。近隣の農地には影響な

く問題ないと思います。  

１３番の案件は、１２番の案件の太陽光設備を設置するための進入路がな

いので、狭い面積ですが併せて購入して、太陽光発電の設置工事に入りたい

ということですので、別に他の農地には関係なく、問題ないと思います。  
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議  長  

１４番から１６番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。令和元年９月１８日に１４番、１６番の農地転用につい

て現地調査を事務局職員２名と行いました。１４番、１６番ともに太陽光発

電を設置する申請でございます。１４番は休耕地になっておりますが、非常

に日当たりもよく、場所的にも太陽光パネルを設置するのも良好と思われま

す。設置することによって、周辺農地、あるいは耕作に影響はございません。  

１５番はこの秋まで稲が作付けしてありましたが、収穫を機に太陽光発電

用地に転用することになっております。耕作を引き継ぐ者もいないという状

況から、太陽光発電設備用地として活用することにしたということでござい

まして、設置場所としても非常に良好と思われます。  

１６番の農地は、現在休耕中でございます。ここも日当たりが非常によく

て、設置しても、周辺も休耕になっておりますので、他の農地に影響もなく

異議はありません。  

 

議  長  

１７番は山縣委員ですが、本日はお休みしています。意見は、河野芳徳委

員に伝えているということですので、河野芳徳委員、よろしくお願いします。  

  

河野（芳）委員  

１５番の河野です。１７番は、９月１７日に山縣委員と事務職員２名で現

地を調査しました。申請地はすでに住宅用地の進入路となっています。申請

地は農振農用地となっており、現在農振除外の手続き中です。近隣農地等に

被害が生じることはないと認められ許可相当と思われます。  

 

議  長  

１８番、１９番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。１８番、１９番の２件は９月１９日に事務局２名と現

地を確認しました。１８番の案件は、譲渡人がどういう意思かということが

心配されるのですが、１９番もやはり譲渡人の意思ですね、休耕地を何かに

活用したいという事で太陽光発電なのだと思いますが、いずれも土地利用計
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画変更申出を出されたもので、周辺の環境等に配慮したうえで、豊かな緑の

景観を損なうことを心配する意見もあるのですが、やむを得ない事情で太陽

光発電事業をされるということです。一農業委員としては、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、「異議なし」と回答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９号の２６件を「異議なし」と市長に回答するこ

とに決定いたします。  

○○委員の着席をお願いします。  

 

            （○○委員着席）  

 

議  長  

○○委員、議案第９号、「広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取」

について「異議なし」と市長に回答することに決定したことをご報告いたし

ます。  

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、１４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。 
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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（人力又は農業用機械では耕起、整地が

できない土地）であって、農業的利用を図るための条件整備（基盤整備事業の実施

等）が計画されていない土地で、 

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６３ページをご覧ください。詳細については、６４ページをご

覧ください。 

１番の１４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。 

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。河野芳徳委員お願いします。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。１０月１日に髙山推進委員と現地調査をしました。そ

の結果、竹等の山林であったことを報告させていただきます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

              （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、非農地、つまり農地に該当しないと判断すること

について、異議はございますか。  
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             （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１０号の１４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４号の専決処理等について、６８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４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６５ぺージか

ら６８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６９ページから７４ページの２９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７５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７６ペ

ージ、７７ページの１３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。 

以上で報告第１号から第４号までの説明を終わります。 

 

 

議  長  

報告第１号から第４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「農政に係る審議事項」に入ります。 
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それでは、「遊休農地について」の議事に入ります。事務局に説明をお願いしま

す。 

 

石本専門員  

１、遊休農地についてです。前回第３回の地区協議会で選定のうえ、現地調査を

経て、今年度の遊休農地を決定しましたので、報告します。資料１、２ページをお

開きください。 

まず、１番上の表のとおり、広島市全体では、347 筆、192,022 ㎡であり、その内

訳は、平成３１年度の新たな遊休農地、65 筆、26,052 ㎡、平成 30 年度以前からの

遊休農地が 282 筆、165,970 ㎡となっております。 

昨年度からの推移ですが、平成 30 年度の遊休農地は、中ほどの表にありますとお

り、370 筆、225,718 ㎡でしたが、その上の表のとおり、推進委員及び農業委員に遊

休農地の解消に努めていただいた結果、耕作・保全管理農地が 57 筆、39,013 ㎡、

非農地等が 31 筆、20,735 ㎡合計 88 筆、59,748 ㎡が解消されました。なお、解消さ

れなかった遊休農地の中で、勧告となる農地が 1 筆 1,163 ㎡あります。次の 3 ペー

ジから４ページは、地区協議会ごとに、遊休農地の筆数及び面積を掲載しておりま

す。 

２、次に平成 30 年度以前からの遊休農地についてです。５ページからです。６ペ

ージをお開きください。表の右端に農地所有者等の意向を記入しております。 

また、右端から２番目の欄に、平成 31 年度の調査で、農地がどのようであったか

を記入しております。この農地で、調査した時は、遊休農地であったが、その後に、

耕作・保全管理などがされていましたら、事務局まで、お知らせください。 

３、勧告農地についてです。１５ページからです。１６ページをお開ください。

勧告が行われる農地は、農業振興地域内の農地で、1,000 ㎡以上の農地です。 

現在、農地中間管理機構への意思表明をしておらず、自ら耕作の再開を行わない

など、遊休農地を放置している場合です。また、中間管理機構への貸付申込書の提

出のない場合も該当いたします。勧告になりますと、課税強化となり、令和２年度

から固定資産税が１.８倍となります。 

11 月には、勧告しなければならないことから、委員におかれましては農地利用最

適化推進委員とともに、再度、現地確認及び所有者への保全管理等のお願い、中間

管理機構への貸付申込書の提出等の御指導をよろしくお願いします。 

また、現地が保全管理等されていましたら、至急事務局までお知らせください。

勧告を取り下げます。具体的には、１６ページが該当します。 

４、最後に平成 31 年度新たな遊休農地についてです。１７ページからです。１８

ページをお開ください。決定した遊休農地の一覧表です。 



３４ 

現在、推進委員に 11 月末を目標に農地所有者等への意向調査を実施いただいてい

るところでが、農業委員におかれましても、適宜推進委員と協力して、意向を聞い

ていただければと思っております。よろしくお願いします。 

以上で遊休農地の説明を終わります。 

 

議  長  

平成３１年度遊休農地につきましては、現在、推進委員さんが、意向調査を実施

されておりますので、その支援をよろしくお願いします。  

また、本日の資料は、９月の地区協議会で決定した遊休農地ですが、再度、遊休

農地でよいのか、確認いただければと思います。  

続きまして、「広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との

意見交換会について」です。事務局に説明をお願いします。 

 

石本専門員  

資料２、２２ページです。 

今年度の広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交換会

でございます。 

１、日時は来年の２月１８日火曜日、午後２時１５分から５時です。 

２、場所は、東区役所５階講堂です。 

３、出席者は、認定農業者２０名、関係機関２０名程度となる見込みです。農業

委員、推進委員２２名の参加予定となっております。 

４、スケジュールです。 

認定農業者は、意見交換会に先立って午後１時半から２時まで、認定農業者協議

会総会等が開催されます。 

認定農業者でない農業委員・推進委員は、午後２時１５分からの参加となり、３

時４５分まで、認定農業者との意見交換会をお願いいたします。テーマは、「直面し

ている営農の課題について」で、２班に分かれて実施する案としております。 

次回の総会で司会進行、発表者を２名ずつ選出していただきたいと思います。 

意見交換会の後、午後４時から５時まで「東京における青果の動向」についての

研修会を開催いたします。東京青果株式会社の鈴木営業管理部長から葉物野菜（コ

マツナ、ミズナなど）及びその他青果の動向、全国の農業経営改善の事例、農家の

技術革新と意識改革の重要性等のお話をしていただく予定としております。 

５、懇親会です。 

会場は、アパホテル広島駅前大橋です。 
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２３、２４ページです。 

認定農業者との意見交換会の農業委員、推進委員年度別出席表です。 

１１月６日から１４日までの間に開催する地区協議会において、今年度から令和

３年度までの、出席について決めて頂こうと思います。 

会長、会長職務代理者は、毎年の出席となります。 

なお、その他の農業委員、推進委員は、任期３年間のうち１回以上の出席という

ことで、今年度、来年度、再来年度の出席を決めていただきたいと思います。 

参考に、平成２８年度から平成３０年度までの出席及び役割を記入しております。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長  

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

佐藤委員 

今回の講演会には、東京青果株式会社から講師を派遣していただいています。非

常に為になる面白い話をしてくれる人です。認定農業者も、推進委員も、２０名と

いう枠があるのですが、今回はこの講演があるので、ぜひとも参加の方を呼び掛け

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長  

このことについて、案のとおり実施す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、（案）のとおり実施することにします。 

明日からの地区協議会において、出席する年度を決めて頂きますので、よろしく

お願いします。 

また、次回の総会で、司会進行役とそれぞれの班の発表者を決めていただきます

ので、よろしくお願いします。 

 

議  長  

続きまして、「先進地視察研修について」です。事務局に説明をお願いします。  
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石本専門員  

資料３、２５ページでございます。 

平成３１年度先進地視察研修について案でございます。 

１、目的です。現在、農業委員会及び事務局で課題となっている事項等について、

視察調査し、農業委員会活動の参考とするために実施します。 

２、視察先です。今年度は、トマト、キュウリ栽培におけるスマート農業技術の

視察研修を企画しております。 

環境制御技術によるトマト栽培として、長崎県諫早市の干拓にある愛菜ファーム

株式会社へ訪問し、施設見学のほか環境制御技術の特長、海外も含めた販路等につ

いて、お話を伺う予定としております。 

きゅうりの「トレーニングファーム」農業研修です。 

JA さが 杵藤エリア園芸指導課の案内で、佐賀県武雄市で「JA さが」が、環境制

御技術導入によるきゅうりの高収量化等が可能である研修を実施されています。こ

の、研修棟に行き、研修内容と施設の概要等の話を伺う予定としております。 

３、視察年月日は、１１月２６日火曜日から２７日水曜日、バス借り上げで１泊

２日です。  

４、視察参加対象者は、農業委員・農地利用最適化推進委員２１名です。地区協

議会ごと概ね 3 分の１の人数としております。 

５、その他で、参加者負担金が○○円程度必要です。参加者の報酬から差引する

予定としております。 

集合場所は、東区役所、JR 広島駅、中筋としております。 

明日からの地区協議会で参加者を決めていただきたいと思います。 

６、参考に平成２９年度、３０年度に参加された農業委員・推進委員を掲載して

おります。 

基本的には、３年に１回、全農業委員、推進委員が参加いただければと思ってお

ります。 

２７ページに、概略の旅程表を掲載しております。また、２８ページは、から２

９ページはそれぞれの視察研修先の概要資料となっております。 

以上で先進地視察研修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。 
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              （委員：意見なし） 

 

議  長  

案のとおり実施す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、案のとおり実施することにします。 

明日からの地区協議会において、今年度出席する農業委員・推進委員を決めて頂

きますので、よろしくお願いします。 

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。 

 

石原次長 

先月平成３０年度の決算の特別委員会が開かれましたので、そこで農業関係の質

疑についてご報告をします。 

安佐北区の今田議員から２点質問がありました。  

まず１点目は小規模農家への技術指導に関してということで、今年ウンカによる

水稲への被害が多く発生したことを踏まえて、被害が発生した場合の情報把握や農

家への伝達方法、それから市と農業協同組合への連携について質問がありました。

これに関して担当の農政課長から、被害発生については、県から情報提供をされる

ことになっており、情報提供があった場合は農協に状況を確認の上、県と市と農協

で構成される農業技術部会のスタッフが、巡回指導や農事研究会の農業講習会、水

稲農談会などで農家に伝えていくこと、今後とも農業経営における病害虫のリスク

管理の必要性を認識し、被害発生情報の伝達や指導を適切に行っていく等の答弁が

ありました。なお、対応の一環として、現在では市のホームページから県の被害発

生情報のホームページを閲覧できるようになっております。  

次に 2 点目として有害鳥獣対策に関して、捕獲の状況や今後の対策に関する質問

がありました。これに対して担当の農林整備課森づくり担当課長から、イノシシ、

鹿、猿などの捕獲頭数などの答弁のあと、今後の対策として生息数の減少が最も重

要であり、駆除のさらなる強化が必要であると考えていること、今年度はカメラや

スマートフォンによる大型捕獲柵のシステムの試行的な導入と効果の検証、駆除班

の処理費等の増額、地域で取り組む有害鳥獣対策の支援費の増額など対応を行って

おり、今後とも狩猟者の増加対策も含め、捕獲の強化に取り組んでいきたいとの答

弁がありました。議会報告は以上です。  
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それから配布資料の３０ページから３９ページですが、農業委員会の綱紀粛正に

ついてのお願いです。資料５の３０ページが広島県農業会議から本市の農業委員会

あての綱紀粛正の通知文、それから３１ページと３２ページが県からの通知の元と

なった全国農業会議所から県の農業会議への通知文です。３３ページ以下が個々の

不祥事の新聞記事等になっております。３３ページと３４ページが奈良県の安堵町、

３５ページから３８ページが大分県の別府市、３９ページが大阪府南部の８市町の

農業委員会連合会の事例、詳しくはまた後程お読みいただくようになるのですが、

簡単に各事例を申し上げますと、奈良県の安堵町は農業委員会の会長で不動産会社

の社長である容疑者が営農目的と偽って、約４４０㎡の農地を取得して提供してい

たという農地法違反の事例で、会長と不動産会社の社員、それから、元の町の農政

課長が１０月１７日に逮捕されたというものです。またこの不動産会社は、この農

地を含む８ｈａの農地を取得して開発を進めていたということです。次に大分県の

別府市の事例ですが、昨年の４月に約１５ｈａの農地転用手続きに便宜を図る見返

りとして、会長が土木会社から数十万円の賄賂を受け取っていたという事例で、会

長と土木会社の役員が１０月２３日に逮捕されたということです。正式な申請書も

出さずに許可したということで、事務局が全く事実関係を把握していないというこ

となので、一体どの様な事務処理がされていたのかというのはよく分かりません。  

最後に大阪府南部の８市町の農業委員会連合会ですが、昨年１１月の公務の視察

研修で鳥取県を訪れた際に、昼食時に飲食をし、酒代も含めた旅費の大半が公費か

ら支出されていたということが１０月１８日の取材で分かったという事です。会の

事務局は、今後視察の取りやめも含めて検討したいと話しているということです。  

以上の事例を受けてこの度綱紀粛正の通知があったものですが、当農業委員会で

事務手続きの流れを見ても、こうした恣意的な不正事務処理というのはあり得ない

ものと考えております。しかし、書類誤りや、色々な見落としとかを含めて不適切

な事務処理にならないように事務局でも気を引き締めて取り組んでいきたいと思い

ますので、委員の皆様にも引き続き適切な事務手続きに向けてご協力いただきます

ようにお願いします。説明は以上です。  

 

佐藤委員 

今説明いただいた３９ページの大阪の件ですが、今までも視察に行かせてもらっ

て、初日の夜の宴会の食事のときに若干のアルコールを飲む事はありました。この

記事によるとそれすらだめという話ですよね。  

 

次 長 

基本的に視察先に行く時点で酔っ払っていたら完全にいけませんが、その日の業

務が終わり、宿に帰ってから夜の食事で飲まれることについては、業務外であり、

問題ないと思われます。 
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佐藤委員 

 広島市の農業委員会としては、今まで通りで問題ないと判断しているということ

ですか。 

 

次 長 

 これまでの視察で、昼間からお酒を飲むということは全くないと、担当職員から

聞いており、相手方との対応の時点では、飲酒せずに研修を受けていますから、問

題にはならないと思います。  

 

佐藤委員 

 ここに書いてある出張旅費規程というのは、今までの視察では経費で言うとクリ

アしてきているという事ですか。３９ページには旅費規程を超過しているという事

が書いてあるのですが、広島市では問題ないという事ですか。  

 

次 長 

 今までの視察では、旅費規程を超える支給はなく、問題はありません。  

 

石本専門員 

４０ページの資料５です。今年度の農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック

研修会の開催について、事務連絡がありましたので、ご案内いたします。日時は、

１２月３日の１３時から１６時まで、広島国際会議場の地下１階で研修が行われま

すので、役員の方と、農業委員、推進委員の皆様にも参加いただきたいと思います。

研修事項は、農地利用最適化の取組についてと、農業者年金の加入促進についてで

す。研修会への出欠については、資料下段のとおり１１月１５日までに農業委員会

事務局へご連絡ください。この研修案内については、地区協議会でも推進委員へ参

加を呼び掛けたいと思います。  

続きまして、４１ページ資料６です。明日から地区協議会が開催されますので、

よろしくお願いいたします。旧市地区協議会は１１月１３日の１６時から１７時で

す。安佐南区地区協議会は、１１月１２日の１５時半から１７時です。白木・高陽

地区協議会は、１１月１４日の１４時から１６時です。可部・安佐地区協議会は、

１１月１２日の１０時から１２時です。安芸区地区協議会は、１１月６日１０時か

ら１２時です。佐伯区地区協議会は、１１月８日の１５時半から１７時半です。  

内容につきましては、先ほど説明しました遊休農地について、意向調査をお願い

するものです。続いて、前回総会で決まりました下限面積の変更について、推進委

員へ情報提供します。農地等の利用の最適化の推進に関する指針については可決を

していただきます。推進委員の総会への出席については、出席予定の表をつけて今
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後の出席を依頼するものです。５番の先進地視察と６番の認定農業者との意見交換

会については出席人数を決めていただき、出席者を報告いただきたいと思います。  

続いて、管内のあっせん農地等について、ひろしま活力農業の就農地などの候補

をすでに出していただいていますが、この他にもこんなところがあるとか、そうい

った情報交換をしていただきたいと思います。  

 

西村主事  

４２ページ、資料７です。令和元年１１月の現地調査日程についてです。  

今月の許可案件等の受付締切日は、１１月１５日です。現地調査の日程は、１１

月１５日の夕方１７時１５分から１８時頃に電話で調整します。  

現地調査の日程です。１１月１８日の午前が旧市、午後が安芸区。１１月１９日

の午前が安佐・可部地区、午後が白木・高陽地区。１１月２０日の午前が安佐南区、

午後が佐伯区を予定しています。  

 

議  長  

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございま

すか。 

 

佐藤委員 

認定農業者との意見交換会は説明にありました。しかし、市長との懇親会は日程

が決まっていないという事でしたが、３年分の出席者を決めるのならば日時が決ま

っていなくてもいいのではないですか。 

 

会 長 

次の地区協議会で決める予定です。 

 

佐藤委員 

 それでもいいです。 

 

 

河野（信）委員 

先程次長から良い事をおっしゃったのですが、市議会の質問で、今田議員から小

規模農家に対して病虫害の周知をしたいということだと思います。よく話に出てく

るのが、今年で言えばウンカのことで大変困った農家が多く、実際どこから連絡し

てもらえるのかという問い合わせが地元でありました。今の話によると農業委員会

ではなく、実際は市・区から連絡があるのが一番初めになるだろうと思いますが、

今年だけではなく、今まで一度も病虫害について市から連絡を受けていない。その
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ことについて、農業団体の代表と話を進めてもらって、連絡体制の構築を全農家へ

徹底するようにしてほしいと私は思います。 

 

河野（芳）委員 

広島県の農業共済組合にはいろいろな共済事業があるのですが、一般的には、農

作物共済、家畜共済、畑をされていれば畑作物共済、園芸施設共済、建物共済、農

機具共済といった７つの事業の保険をしている。今のようなウンカとか鳥獣害とか

で被害が出た場合には、その各々の地区に共済委員が居るのですが、その人に申し

出ていただいて農済へ申請し、広島県農業共済組合の職員と評価委員が、現地を調

査して評価に対する被害状況に応じた補償をしていくという制度がある。それは県

の職員ではなく、農業共済組合の職員で行うのですが、その事を農家への周知がま

だ徹底してないのではないでしょうか。 

 

佐藤委員 

今言われたのは事前に被害が出る前の話だと思います。 

 

河野（芳）委員 

出た後の話ではないのですか。 

 

河野（信）委員 

ウンカ被害などの出始めた時の連絡についてです。先ほどの話で、ホームページ

で知らせるという事でしたが、田舎の人間にはあまりホームページを見る者はおら

ず、ホームページでの周知は無理です。若者だけが見るので。このような例は、こ

のあいだもあった。どうやって連絡するのですか、と聞いたのですがホームページ

ですよと言うと、そんなホームページを誰が見るのですかと。こんな話をちょっと

若い青年に言ってはいけないが、あの市やら県の農業関係から連絡するのは、若い

方が組織にいるのだろう。農業者へ周知するための方法としては、ホームページで

伝達したのではダメですと、このことは県、市、農協とよく話をしてほしいです。 

 

児玉委員 

９月９日の佐伯区地区協議会で農協の組合員からウンカ情報が発せられたのです

が、そこで伝達が終わったために佐伯区の観音地区とか石内地区、八幡地区、あと

湯来町でもすごい被害にあったのです。発信がそこで止まったら意味がないと思う

ので、ウンカ情報を市が出すのかＪＡが出すのか、市とＪＡが共同で出すのか。何

にしても、情報の発信が中途半端なのです。各農家でウンカが発生して９月１０日

１１日には薬の在庫がない。９月に入って薬を大量に仕入れると、９月末が棚卸な

ので農薬の在庫を多く置くわけにはいかないというような理屈を言うから、怒りま
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した。こんなことではみんなウンカの被害にあって農家がどうしようもなくなる。

所詮ＪＡは職員なので、農業には必死じゃないよね。農業をやっている営農指導員

なら本気になって動いてくれるけど、たまたま営農指導に回された職員はピンとこ

ないわけなのです。ウンカが出た福岡で出たという通知をもらって、少しばかり周

りに言うだけで、私も観音地区と河内地区も見たのですが、もうほとんどの田にウ

ンカが付いていて、各農家に事前予告ができなかった。こういうのはやはり行政の

市か区が、もしくはＪＡがもっと早く情報を発信してくれればと思う。情報発信を

しますと総会で言っても、実際に情報発信をやってないわけだから、ウンカ情報を

きっちりとよく言ってもらえれば、今年の農家被害も少しは少なくて済んだのでは

ないかと思うのです。 

 

奥田委員 

もっと前に情報発信してもらえたらよかったのにね。 

 

児玉委員 

そうであれば、もっと被害が少なくて済んだと思う。結果的にＪＡは何も言って

こなかった。自分たちで防除するしかないが、今回は需要が集中してしまったので

薬がなかった。 

 

河野（芳）委員 

市と農協のどっちが情報発信をやらないといけないというのは別にないと思いま

す。農協サイドとしては、病虫害の報告を農家から聞いた場合は、その情報は発信

しています。ですが、発信についてどの程度徹底しとるかというのは分かりません。 

 

己斐委員 

白木あたりは有線で朝に夕に放送しています。今回のウンカ情報も放送していま

した。出穂前、出穂後の防除ですから、ウンカが出てから防除したのでは遅いので

す。ウンカが出るかもしれないと思ったら防除する。１０ａ当たり薬が３キロぐら

いですかね。農家によっては１０ａを超えていたりします。防除についてですが、

白木ではドローンを活用して散布したようですが、薬が下まで落ちないというので、

ウンカには効かなかったというのを聞いています。最善の方法としては、やはり出

穂前、出穂後の防除をしていただいた方がいいと思います。 

 

河野（信）委員 

稲の水を切ってやって錠剤をやってもあまり効果がない。その当たりも良く理解

してから指導しないといけないと思う。 
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議 長 

その事についても、農協が農業技術を一番把握しているはずですので、私の方か

ら注意しておきます。 

 

下谷委員 

今の話は、稲作の先進的な技術を導入した話でしたが、全般な最新の栽培方法に

ついて若い人に聞いても丁寧に教えてもらえないのです。どこに聞いたらいいのか

分からないので、もう新しい技術を取り入れるのをやめておこうという農家が多い。

そこで、栽培技術で困った事を聞くことのできる救急センターを作ってもらいたい。

それともう少し指導を丁寧にして、とにかく田んぼに毎日入ってみなさい、ウンカ

が出たら防除するのですよ。分からなければ聞くのですよという事でもいいので、

各農家に伝えていくと被害が少なくなると思います。 

 

議 長 

そういうことで。 

 

吉田委員 

今の、「そういうことでいうことで」で終わったのでは進展ないと思うのです。で、

これは事務局が意見として記録されていると思うのですが、また来年同じような事

を言うような状況になるのだと思うのです。そこを農業委員会が今後の対応につい

て検討していくのかが大事だと思います。あるいは事務局にお願いするのか、ＪＡ

にお願いするのか、区役所にお願いするのか、そこらはしっかり方向性を示した方

がいいのだと思いますがどうでしょう。 

 

局 長 

今回の議会答弁の中にもありますが、農業生産技術指導に関しては県、市、ＪＡ

で構成する各地区の技術部会という組織がございます。この度の特異的なウンカ、

それ以外でも病気などが異常発生することがあるのですが、国、又は県などが情報

を一番に収集しやすいということがありますので、技術部会を中心にして情報共有

をして色んな対策等を周知していく事を再度確認すると答弁しておりますので、今

後については技術部会からの連絡を強化していくということで、この度のような連

絡が各農家に届かないということがないようにする方針は、市が出されています。 

 

佐藤委員 

今さっき次長がホームページでウンカ等の病虫害の情報を公開しますと言われた

のですが、ホームページを見てから、ウンカに対する危機感を持つ者が、果たして

何％いるのかという話です。情報公開はやっていますよということになってしまう
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とまた来年も同じことを起こすので、本当に危機感を持って現場が動けるような体

制を作っておかないと、また来年も病虫害についてどこに聞けばいいのかという話

になってしまう。農事研究会などに出席される方は意識が高いが、今回ウンカの被

害がひどかったのは農家の意識がやはり下がっているのだと思います。だからその

意識が下がっているのをもう１回上げていかなければならないというところも含め

て、考えていかないといけない。ただ通り一辺倒な広報、ペーパーを流して終わっ

たら同じようなことを繰り返すような気がします。 

 

下谷委員 

農家の人と話をすると、農薬をするのが大変なのです。農薬は覆ってやらないと

いけない、看板立ててやらないといけない、田んぼの中に入られないとかなど。そ

れで、初期段階で処置するのが１番いいのですが、農薬を散布するように言ってあ

げても、うちは農薬の散布までしなくていいよというようなところから被害が広が

っていくので、やはり集落がまとまって相談を受けたり一緒にやったりするような

方向性に持っていくようにすれば違うのではないかと思う。生産区長がいる所はそ

の人を中心として、そこに指導する人を１人付けるなどすれば集落でまとまった対

策ができるのではないか。市町の委員の中でも私らは古いから、あの人にこういう

ことは聞けばいい、このことはこの人に聞けばいい、それぞれの特技があることを

知っているので選んで相談はできるけど、一般の人はそこまでの人脈はないですか

ら、相談できる人を一か所にまとめて今このような質問が来ていますけど誰か分か

る人いますかというような感じで繋いでもらえると１番いいと思います。 

 

議 長 

難しい問題ですね。これは皆さんにもできるだけ協力してもらいながら、また良

い方法があれば、意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

農業振興センター 

広島市農林水産振興センターの土井です。本センターが現在行っております担い

手育成事業の農地の貸し借りは、令和２年の４月１日から変更となりますので、そ

の事についてご説明させていただきたいと思います。今、お手元に農水省の資料１

枚ものと、資料１と書いてある４枚を綴ってあるもの、本センターの研修事業の広

報のチラシを持ってきております。 

みなさんご存じのように本センターでは、ひろしま活力農業経営者育成と、ふる

さと帰農者支援、スローライフで夢づくり新規就農者育成事業において、研修事業

と農地の貸借の２つをセットで行っております。農地の貸借といいますのは、本セ

ンターが地主から農地を借りて、センターが中間保有し、研修生に転貸するという

ものです。これは本センターが基盤強化促進法に措置された農地利用集積円滑化事
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業に規定される農地利用集積円滑化団体として県の認可を受けて実施しているもの

であります。 

これまでに活力農業で約３０ｈａ、スローライフで７ｈａの農地を借り入れて、

担い手へ転貸を行っております。このような実績が上がっておりますのも農業委員、

推進委員の皆様のご協力あっての事だと思っております。厚く御礼申し上げます。 

さて、今年度５月２４日に農地中間管理事業の推進に関する法律、これは簡単に

言うと「農地バンク法」と言うのですが、そちらが改正されまして、本センターが

現在行っている農地利用集積円滑化事業が、国の中間管理事業へ統合一本化される

ことが決定しております。法改正時には施行期日というのがはっきり決まってなか

ったのですが、この度正式に令和２年４月１日から施行されるということになりま

したので、本日こちらでご説明させていただくものです。 

農地中間管理事業はご存じの通り平成２６年に施行されていまして、この法の中

に５年を目途に事業の見直しを図るということになっています。その５年間の課題

を整理して、次の５年はどのようにするかということを決めるということです。今

お配りしています、お手元の１枚ものの資料をご覧ください。こちらは何度も言わ

れていますが、国は全農地面積の約８０％を担い手に集約化することにしておりま

す。真ん中の括弧書きで目標２０２３年に８割と書いてあるかと思います。昨年度

の実績は全国平均で５６.２％です。この裏面を見ていただくと、都道府県別に実績

が載っています。北海道はすでに９１％を担い手の方に農地が集積されております

が、広島県は２３．９％になっています。中山間地域をかかえる広島県は、目標値

を８０％でなく５０％にしているのですが、それでもまだ半数にも至っていない状

況です。国は、この目標値の８割に近づけるために今後農地バンクにどんどん働い

てもらおうということになっておりまして、表面の下に対応方針と書いてあると思

いますが、このことを５年後の見直しで大きく変えようとしておりました。 

ここの１番にあります、地域の関係者が一体となった「人・農地プラン」の実質

化については、すでに総会などで何度もお話しされていると思いますが、農業委員

や推進委員が「人・農地プラン」を作る時にその協議の場に入られるということで、

以前担当地区の一表を見せていただいております。 

ここの２番目にあります、農地バンクの手続きに関する農地利用集積・集約を支

援する体制の統合一本化について、私が今日説明させていただくところであります。 

なぜ一本化しないといけないかいうことなのですが、平成２６年度に農地バンク

が創設設置されまして、これまで円滑化事業というのは市町の事業として運営して

いますが、広島市は市町の事業にかわり振興センターがその役割を担っています。

この農地バンクの農地利用集積円滑化事業の活動自体は、徐々に減少してきまして、

あとは現在の貸付の終期を迎えたものから、市町によっては中間管理機構へ移行さ

せているところもある。あとは農地集積の方法が相対でやられている方もいらっし

ゃれば、円滑化を使っている方もいらっしゃる。その他農地バンクを使っておられ
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る方もいらっしゃるということで、色々複数のものがあるので調整が大変だという

こともありまして、それなら事業を一本化して関係者が一体となって農地の集積を

進めていこうということで法律が改正されています。 

次に資料１の方をご覧ください。広島県中間管理事業の状況をまとめています。

県は一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団で中間管理事業を行っております。

中間管理事業は市町がやるものではなく、県が取りまとめとしてやるということに

なります。でも実質事務をしているのは全部市町ではありますが、全部を中間管理

機構の事業としてやっております。この表の真ん中にあります農地の転貸実績です

が、東広島市と世羅町はかなりの面積を集積しておられるのですが、広島市は１０

０ha にも満たない状況になっております。これは東広島市は水稲をされていますの

で、集落法人があるところを全部こちらの中間管理機構に鞍替えをすることで成果

を上げている状況であります。ですが、これ以外にも５０％にするために広島県は

頑張っていかないといけないという状況にあります。その次の２ページをご覧くだ

さい。こちらのポイントと書いてあるところに、頑張っていかなければいけないが

何をするかというと、まず農地利用集積円滑化団体を農地バンクに統合一本化する。 

３番目の次に、その方法も書いてあります。契約期間が満了したものから随時農

地バンク事業に移行させるとなっております。ですから円滑化の終期が終わったも

のから順次中間管理機構に移行するということになります。ですから本センターが

現在中間保有する農地は、令和２年４月１日開始分の利用権設定、新規継続分も含

め新たな契約はできなくなり、中間管理事業へ順次移行します。ただこの中で問題

なのはスローライフ事業です。スローライフはお手元の資料４ページ目を見ていた

だきたいのですが、農地中間管理機構のホームページを印刷してきたものなのです

が、こちらの対象となる方というところで、まず１番が集落法人、２番が農業参入

企業、３番目が認定農業者、４番が認定新規就農者いうように書いてあります。要

するに国が決めている担い手に農地を転貸するということになっております。スロ

ーライフ事業の担い手は、国の対象に含まれないということになりまして、今、県

の中間管理機構へこちらも含めて移行していただけるようにお願いしているところ

であります。 

１枚前に戻りますが、３ページ目をご覧ください。そもそも農地バンク事業は農

地利用集積円滑化事業と事業内容が若干異なっておりました。見直し前と見直し後

を見ていただきたいのですが、農地バンク事業は事業区域が農業振興地域内のみと

なっておりまして、センターが中間保有していた農地利用集積円滑化事業は市街化

区域以外ということで、これを統合一本化されることによって市街化区域以外とい

うように対象範囲が広くなります。あとは対象の農地の見直し前を見ていただくと、

④の開発した農地または、農業用施設の用に供される土地とすることが適当な農地

というのは、中間管理事業には含まれてないのですが、農業用施設が建っている土

地は農地バンクの対象でした。しかし、これから農業用施設を建てようとする農地



４７ 

というのは対象外でして、色々ややこしいところですが、これも範囲が広い方に統

合一本化されまして、これから農業用施設を建てる農地についても中間管理事業で

移行させることができます。 

最後に事業内容ですが、これまで円滑化事業の③研修等事業というのがあり、農

地バンクには研修等事業がなかったのですが、本センターが活力事業でやっていま

す実地研修も統合一本化されて中間管理機構の事業に位置づけられることになり、

活力事業を移行させることについて全く問題はないです。 

先ほども言いましたようにスローライフ生が担い手に当てはまらないというので、

今県と財団とに市の農政課で集めていただいた資料をもって検討してもらっている

状況です。本来でしたら協議が済んでからこちらにお話しするのが筋なんですが、

４月１日から変更することが決まっておりますので、まずはみなさんに決定事項に

ついては報告しようということで、私の方が説明させていただきました。 

また詳しいことが決まりましたら順次農業委員会へお伝えしていこうと思います。 

また本日お話ししました内容については、明日からの地区協議会でも報告させて

いただこうと思いますのでよろしくお願いします。 

 

佐藤委員 

活力事業が、農地バンクへ移行するが、実際の研修は今まで通り振興センターで

研修をするのですか。 

 

農業振興センター 

１年目の研修は当センター内のほ場で行い、２年目の実地研修事業は、センター

が農地を借りることができると法律の改正がありましたので、振興センターが地研

修も行います。 

 

佐藤委員 

今まで通りですか。 

 

農業振興センター 

そうです。 

また１枚もので令和２年度の研修生の募集案内をご覧ください。今年は活力農業

の募集が定員に満たないのではないかと思っております。ぜひ委員のお知り合いで、

活力農業の対象となる方がいらっしゃれば、ぜひ声をかけていただきたい。全国的

に今、新規の就農者の取り合いのような形になっておりまして、東京や大阪などへ

も、今年に入ってかなりＰＲに行っているのですが、なかなか成果が出ていない状

況です。ぜひご協力をいただきたいと思っております。 
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沼田委員 

これは農業振興地域などで、市街化地域は除外なのですか。 

 

農業振興センター 

そうです。市街化地域は除外です。市街化区域は３条許可による賃貸・使用貸借

となります。 

 

議 長 

他に質問はございますか。また今後も詳しい情報を伝えてもらいたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

農業振興センター 

よろしくお願いします。 

 

議  長  

それでは、これで令和元年第８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  

それでは、次回は、令和元年１２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、鍜治山職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

会長職務代理者（鍜治山職務代理者）  

長時間にわたる審議本当お疲れ様でございました。明日から地区協議会も

始まりますので、またそれぞれよろしくお願いいたします。また次回からは

担当の推進委員が総会に出席して認定農業者の農場経営改善計画について意

見を述べていただく予定となっておりますので、そのつもりでよろしくお願

いいたします。本当今日はお疲れ様でした。  
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