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令和元年第９回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和元年１２月５日（木）  開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後３時２０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  ３ 己斐  潔  

４ 山本 香織  ５ 溝口 憲幸（欠席） ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守  ９ 下谷 邦代  

１０ 佐藤 和夫（欠席） 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  

５番  溝口  憲幸   １０番  佐藤  和夫  

 

６．議事録署名者  

１４番  谷口  憲   １５番  河野  芳徳  

 

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）特定農地の貸付けの承認申請について  

（６）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  



２ 

（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）特定農地貸付けの承認の取消の専決処理について  

 

・市長と農業者との懇談会の開催について 

 

・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の開催について 

 

・その他 

（１）研修会・懇親会の開催案内について  

（２）平成３１年度第５回地区協議会の日程等について  

（３）令和元年１２月の現地調査日程について  
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議  事 
 

 

議  長（福島会長）  

ただいまから、令和元年第９回の広島市農業委員会総会を開会します。  

１０月の総会で、農業経営改善計画等の審議案件から関係農地利用最適化推進

委員の出席を求めることが決定され、今回の総会から推進委員に出席していただく

ことになりました。 

今回は３名の推進委員にご出席いただいています。安佐北区白木町の奥推進委員

です。佐伯区湯来町の加藤推進委員です。同じく湯来町の小林推進委員です。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、令和元年第９回の広島市農業委員会総会を開会します。  

本日の欠席は、５番、溝口委員、１０番、佐藤委員の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。  

１４番、谷口委員、１５番、河野芳徳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、９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、４ページをご覧ください。 

 １番及び２番は、譲受人が農地を取得もしくは兄から借り受けて、新規に就農す

るものです。野菜、果樹を栽培する旨の営農計画書が添付されています。 

３番から９番は、譲受人が経営規模拡大のため、取得もしくは借り受けているも

のです。なお、５番、６番については、譲受人が家の周りの畑を小規模に耕作して
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いましたが、同居の子が農業を積極的に始めるため、規模拡大するものです。水稲・

野菜の他、パンパグラス、ダリアなどの園芸種を栽培する計画となっています。 

 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。  

 

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、２番、山本委員。  

 

山本委員  

４番の山本です。  

 １１月１８日に事務局職員と現地調査をしました。鍜治山委員は後日確認

いただいております。  

 １番につきましては、自宅そばの農地を買い受ける案件です。現状は一部

畑で一部は保全管理されておりました。問題ないと思います。  

 引き続き２番は、同日同メンバーで調査いたしました。鍜治山委員は後日

確認いただいております。お兄さんから弟が農地を借り受ける案件です。現

地は畑できちんと耕作されておりました。問題ないと思います。  

 

議  長  

３番、４番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

 １１月１９日に、己斐委員と事務局職員２名と現地確認をいたしました。  

 ３番の案件につきましては、１番目と２番目の農地は、山田で休耕になっ

ておりました。３番目と４番目の農地は、昨年度作付けされていまして、管

理は行き届いておりました。ただし、初めの２筆は、山田でちょっと耕作が

難しいのではなかろうかというような感じがしまして、譲渡人が県外におら

れまして、近所におられる親戚関係と思われる譲受人へ移譲して管理してい

ただく方が良いんではなかろうかということで、問題ないと思います。  

 ４番につきましては、譲受人は、三篠川のすぐ隣で３０数棟ハウスを建て
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て栽培されております。それの一番下の田んぼになります。別に問題ないと

思います。  

 

議  長  

５番、６番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

 ５番、６番は、１１月１９日に２案件とも岩重委員と事務局職員２名と現

地調査を行いました。  

 ５番の申請は、譲受人の自宅に接している農地で、それを取得して野菜の

栽培を行うというものです。  

 ６番も自宅の近くの田で、使用貸借権を設定して水稲栽培を行う案件でご

ざいます。２案件とも問題はありません。  

 

議  長  

７番は佐藤委員ですが、本日は欠席です。意見は、下谷委員に伝えている

ということですので、下谷委員、よろしくお願いします。  

 

下谷委員  

９番の下谷です。  

７番の案件について、１１月１９日に佐藤委員、事務局職員２名と現地確

認をいたしました。維持管理、作付けされており、佐藤委員からも問題ない

と報告を受けております。  

 

議  長  

８番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

 １０月２日に事務局職員２名と奥田委員と４名で現地を調査いたしました。

譲受人宅に隣接する休耕地でございまして、譲渡人の農地を譲り受けて畑作

をされるということで、大変結構なことと思います。問題ございません。  

 

議  長  

９番、奥田委員。  
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奥田委員  

１８番の奥田です。  

８月２０日に児玉委員、事務局職員で現地調査をいたしました。現地の譲

渡人の田んぼは、譲受人の田んぼを通って進入するため、一体化して利用し

たいというお話を以前から伺っておりまして、全く問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の９件を許可することに決定します。  

続きまして、議案第２号、「農地法第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。 

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、宅地への転用事案で、申請人の子の結婚に伴い、息子夫婦が住むための

住宅を建築しようとするものです。 

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
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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。 

本案件については、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。吉田委員お願いします。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

 先ほどと同じ１０月２日、事務局２名と奥田委員と４名で現地を確認いた

しました。申請者の子どもが、先ほどの事務局の説明のとおり、新しく住ま

いを建てるということで、一般農地の土地を宅地に転用するという件でござ

いまして、特別問題はございません。  

 

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）  

 

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いたします。  

続きまして、議案第３号、「農地法第５条の規定による許可申請」について

８件を上程します。事務局に説明をお願いします。 
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西村主事  

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について説明します。 

農地を転用目的で売買したり、貸し借りしたりする場合は、農地法第５条第１項

の許可が必要とされており、同条第２項に、農地等の転用に関する許可基準が規定

されています。  

同項の許可基準は、第１号から第７号まであり、各号のいずれかに該当する場合

には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。  

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の１７ページから３２ページに記載してありますの

でご参照ください。  

それでは、議案の６ページ、７ページをご覧ください。  

１番は雑種地への転用事案で、造園業等を営む譲受人が、申請地を譲り受け、資

材置場として利用しようとするものです。  

２番及び８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。  

３番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、ドッグランとして利用しよう

とするものです。  

４番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、太陽光パネルを設置しようと

するものです。  

５番は宅地及び公衆用道路への転用事案で、申請地を譲り受け、宅地への転用に

ついては所有する隣接地と共に農業用施設（ライスセンター）の敷地として、公衆

用道路の転用については里道への進入路として利用するものです。  

６番については雑種地への転用事案で、造園業等を営む譲受人が、申請地を譲り

受け、事務所及び資材置場への進入路として利用するものです。  

７番について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、業務用車両等の駐車場として利用するものです。  

２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。 

２番の申請地は平成１８年度から２２年度に実施された「基盤整備促進事業」区

域内の農地で、第１種農地ですが、宅地として異種目換地を受けた非農用地区域内

の土地であり、その転用目的が宅地であることから、第１種農地の不許可の例外「土

地改良法第７条第４項に規定する非農用地区域と定められた区域内にある土地を当

該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為」に該当す

るものと思われます。 
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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、５番から７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。申請書には、始末書を添付させています。  

２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。  

２番の案件は、申請地が第１種農地であるため、本総会で承認されますと、１２

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、山本委員。   

 

山本委員  

４番の山本です。  

 １１月１８日、事務局職員と現地調査を行いました。資材置き場等に使わ

れるそうですが、近隣に農地はなく転用後も農地への問題はないと思います。 

 

議  長  

２番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

 １１月２０日に現地調査を事務局職員とともに行いました。事務局の方か

ら説明がありましたように、本件は約１０年前にほ場整備が終わり、これが

異種目換地として整備が終わりましたものですから、本来は事業が終わった

ときに転用しておくべきだったかもしれませんが、今まで引き続いてずっと

使っておりますが、今回改めて所有権移転をしたいということで、ここに出

てきたものであります。造成することも全くありませんし、従来通り一部は

宅地の法面になっております。何ら問題ありません。  
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議  長  

３番から５番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

 ３番は令和元年１１月１９日に現地調査を行いました。この２筆の農地は

隣接地にすでにドッグランとして利用しておられまして、この度、大小の犬

を分けて遊ばせる敷地の広さが必要であるということから、規模拡張のため

に購入することにしたいということでありました。現地は河川と市道との間

にありまして、また近所の方との交流もあるようでございまして、問題はな

いと思います。  

 ４番は平成３１年３月１８日に事務局職員と現地の調査は済んでおります。

この隣接地周辺にはすでに２基の太陽光発電が設置されておりまして、この

施設を設置することによる農地、民家への影響はありません。  

 ５番は令和元年１１月１９日、事務局職員と現地の調査を行いました。こ

の申請は平成３０年８月２４日の判決により転用するものであり、１番目の

農地は近隣農家が利用するライスセンターの敷地として、利用するというこ

とでありまして、２番目の農地は進入路として利用する案件でございまして、

問題はございません。  

 

議  長  

６番、７番、河野信義委員。  

 

河野信義委員  

１３番の河野です。  

 ６番、７番につきましては、１１月１９日に事務局職員２名と現地を確認

しております。  

 ６番につきましては、先ほど説明がございましたように、譲受人の農園の

事務所への進入路で使用するということでありますが、昔からこの道路を通

って会社へは入っておりました。最近になりまして、譲受人から所有権を移

転させていただいて、そこを道路で使用するということで、異議がございま

せん。  

 ７番の譲受人については、以前の総会で審議をいただいておりますが、最

近また２台のトラックが置ける用地を取得するということで、会社のすぐ近

くでございますし、太田川の河川敷のすぐ隣ということで、別段異議はござ

いません。  



１１ 

 

議  長  

８番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

 先ほどと同じ１０月２日に事務局２名と奥田委員と４名で現地を確認いた

しました。譲受人は、休耕しております農地を宅地化されるということで、

求める畑地は家と家の間、谷間にありまして、畑地であるためその宅地を拡

張するということで、譲受人が求めるものでございまして、特別問題はござ

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。  

 

河野信義委員  

 ２番の伊藤委員がおっしゃったところは、だいたい異種目換地は基盤整備

が済んだ後、すぐ地目変更をするのではないでしょうか。  

 

伊藤委員  

 本来しないといけなかったのですが、その時には既に譲受人が住んでいま

して、自宅のある２４６の２と申請地の２４６の６は接しているのですよ。

２４６の２に元々譲渡人が住んでいたのですが、そこを譲受人に貸されて、

周辺の農地の形状を整えるために、当初から異種目換地をしたいということ

だったものですから、当時の状況は造成をすることもないし、全く従来とは

変わらんわけです。だから、本来は１０年くらい前にやっとかなきゃいけな

かったわけです。今回、所有権移転をしたいというので、どうしても地目変

更しないといけないと、そういう事情で転用することになったのだと思いま

す。よろしいでしょか。  

 

河野信義委員  

 登記間違いということですね。  

 

伊藤委員  

 登記間違いではありません。元々、宅地にする予定で換地をする。だから

異種目の換地です。農地として換地するのではなくて、当初から農地以外に

換地しますよ、いうことでやったわけですから、登記間違いではありません。
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そういう事例はたくさんあります。  

 

議  長  

良いですか。他に何かご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、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２番を除く７件を許可することに決定しま

す。  

２番の案件については、１２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、「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 

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８ページをご覧ください。  
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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。担当は佐藤委員ですが、本日は欠席です。意見は下谷委

員に伝えているということですので、下谷委員、お願いします。  

 

下谷委員  

９番の下谷です。  

 佐藤委員から、きちんと管理されていて問題ないと報告を受けています。  

 

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、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４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５号、「特定農地貸付けの承認申請」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５号、特定農地貸付けの承認申請について、説明いたします。 

議案の９ページをご覧ください。 



１４ 

令和元年１１月１５日付けで、特定農地貸付けの承認申請がありました。 

これは、特定農地貸付けにより申請者が市民農園を開園するものであり、特定農

地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定により、特定農

地貸付けを行おうとするときは、農業委員会に承認を求めることとなっているため、

承認申請があったものです。 

承認にあたり審査を行う点は、４点あります。 

第１点が、申請地が適切な位置及び妥当な規模であること。      

第２点が、募集及び選考の方法が公平かつ適正であること。 

第３点が、適正かつ円滑な利用を確保する方法であること。 

第４点が、申請地が所有権以外の権原に基づいて耕作されていないこと。 

となっております。 

申請概要は、議案に記載しているとおりです。 

議案番号１番の申請地は、１１月１５日付で、広島市との間で貸付協定を締結

しており、令和２年４月１日に開園予定の市民菜園用地です。 

第１点目、位置及び規模については、集団優良農地を分断することなく、利用

者の数等からみて、適切であり、第２点目、募集及び選考方法については、広島

市広報紙「市民と市政」２月１日号に掲載するほか、ホームページ等により一般

公募し、申し込みの受付及び利用者の選考は、特定非営利活動法人広島エコ果樹

菜園で行うこととなっており、公平かつ適正であり、第３点目、申請者は申請用

地の所有権を有しており、貸付け条件も違法不当でなく、適正かつ円滑な利用を

確保する方法となっており、第４点目、申請地は、所有権以外の権原に基づいて

耕作されておらず、４つの要件を満たしています。 

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。河野芳徳委員、お願いします。  

 

河野芳徳委員  

１５番の河野です。  

 事務局の説明のとおりで、令和２年４月１日に開設する予定の市民菜園で

あります。申請人の方は、夫婦二人住まいで、今まで水稲をやっておられた

のですが、もう農業ができないということで、何か利用目的の良いものはな

いだろうかということで、市民菜園をいうことになったものです。市民菜園

でよく問題になるのが、駐車場、これがまあ適当な場所がないので周りから

いろいろクレームがくることがあるのですが、ここは申請人所有の幅４ｍ、

長さ２０ｍくらいの私道と、申請人所有の車庫が３台くらい置かれる状態で、
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そういった面ではそういったクレームがないものと思い、また周りに対する

農地への影響はないものと思い、妥当なことだと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございませんか。  

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

意見がないようですが、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５号の１件を承認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１１月１５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１０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、別冊をご覧ください。  
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１番の申請のあった法人の代表取締役及び取締役は、ひろしま活力農業経営者第

２期生及び６期生で、それぞれ平成１３年及び１７年４月から安佐北区白木町に就

農され、平成２６年に法人を設立されました。  

現在、ハウスでコマツナを栽培しています。 

今後は、ハウスを増設することにより作付面積を拡大するとともに、経営地を効

率よく回転させることで、年間の就労時間〇〇時間、農業所得〇〇万円を目指す計

画を立て、再認定を受けるものです。  

２番の申請者は、佐伯区湯来町において、現在、成牛４０頭、育成牛１４頭を飼

養しています。  

平成２７年１月から認定新規就農者として酪農をしておられ、青年等就農計画の

認定が終了することから、新たに農業経営改善計画の認定を申請されたものです。  

今後は、牛群を改良し、乳量を増やしつつ、人工授精による子牛生産に重点を置

くとともに、良質な堆肥を使い牧草の収量を増加させることで、年間の就労時間〇

〇時間、農業所得〇〇万円を目指す計画を立て、新たに認定を受けるものです。  

３番の申請者は、佐伯区湯来町において、現在、経産牛１５頭、育成牛４頭を飼

養しています。  

これまでは、申請者の母が経営していましたが、申請者に、経営移譲するもので

す。現在、経産牛１５頭、育成牛４頭を飼養しています。  

今後は、放牧頭数を増やしつつ、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

就労時間〇〇時間、農業所得〇〇万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、担当推進委員の

ご意見をお伺いします。  

冒頭で申し上げましたとおり、今回から農地利用最適化推進委員に出席してい

ただいています。 

初めに、１番は奥推進委員からご意見をお伺いします。  

 

奥推進委員 

安佐北区白木町井原地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の奥です。

よろしくお願いします。 

以前は、農業委員をしておりまして、久しぶりに、総会に出席します。 

１２月２日に岩重農業委員とともに申請者を訪問し、お話を伺いました。 
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申請のあった法人は、３人の方がそれぞれ、地域で分かれて小松菜を栽培されて

おるのですが、今回行ったのは、そのうちの一人の方のハウスを訪問いたしました。

３人の共同出荷の選科場になっております。そういうことで、月曜、水曜、金曜が

共同出荷の調整の日だそうです。したがって、当日は月曜だったので、３人の方と

パートの方が７人、小松菜の出荷調整作業をされておりました。とっても活気があ

ったように思います。だいたい１日平均が３０箱、束数にして９００を出荷するそ

うです。先ほども言いましたが、この法人は３人の方、それぞれ役員ですけども、

それぞれの場所で受け持ちの農地で栽培して、一か所で出荷調整をされております。

意向の内容を聞きましたけども、規模拡大については、先ほど事務局の方から話が

ありましたが、規模拡大した農地がまだハウスが建っておりませんので、令和２年

に真砂土を入れてハウスを建設して小松菜の栽培の拡大を目指したいということで

す。経営の管理については、新しくハウスが出来ると、パートも増員し、小松菜の

みの栽培では経営的に非常に厳しいということでしたので、別の葉物栽培も取り組

みたいということでした。こういうことで、地元としても応援していきたいと思い

ます。この農業経営改善計画については問題ありません。 

  

議  長  

奥推進委員からご意見をお伺いしましたが、岩重委員、このほか何かご意見

はありますか。  

 

岩重委員  

別にないですが、先ほど言われましたように、小松菜だけの一品じゃ中々

経営が難しいので、他の葉物を時期的に取り組んだりして、経営安定を図り

たいというように言われていました。別に問題ありません。  

 

議  長  

続いて、２番は小林推進委員からご意見をお伺いします。  

 

小林推進委員 

佐伯区湯来町伏谷地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の小林です。 

今年から推進委員をしています。よろしくお願いします。 

１１月２５日に吉田農業委員とともに申請者宅を訪問し、お話を伺いました。 

申請者の家は、曾祖父の代からの酪農をやっておられて、酪農一家です。申請者

は県外へ行って勉強されましたし、お父さんも県外で勉強されたのです。お父さん

も積極的に機械化とかやっておられまして、設備の方も充実しておりました。申請

者は６年前に広島に帰って、酪農されるようになったのですが、４年前から本格的
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に酪農を継がれました。 

２年前には、「健康第一で明るく家族の和を大切に」をモットーに家族経営協定を

３世代で結ばれて、酪農をやっておられます。今後の経営改善の抱負としては、先

ほど話があったのですが、そのひとつとして、生産性の高い後継牛を確保すること

で、乳量を増やすということ。その後継牛は今頃約９０％の確率で、雌が生まれる

ような性別判別機というのがあるのだそうです、これを使って優秀な雌から後継牛

を確保する方法を使っていくこと。そしてもうひとつは、牛の能力、ここが大事な

のですが、牛の能力に応じて繁殖用と搾乳用との牛に分けて、子牛を生産し、搾乳

牛を増やせるように効果的な繁殖管理を行うということです。この繁殖が上手くい

かなかったら、すぐ１か月、２か月が過ぎるので、ここが一番大事なところなので

すよということでした。そして、繁殖牛は分娩後、早期に人工授精を行います。と

いうのは、搾乳用の牛は受胎すると乳量が減少するそうなのです。 

さっきもありましたけども、ここのところは申請者が一生懸命やっておられるの

ですよね。牛の管理、飼い方ですね。それとお父さんがやっておられた牛の餌やり

の話を聞きましたら、個々に餌のやり方も違うのだということでした。そして、飼

料作物ですが、さっきの話のとおり、牧草は暑さに強い弱いがあって、一種類では  

なく複数の牧草を使用するということです。次に働き方なのですが、酪農共同組合

だろうと思うのですが、ヘルパーさんいう、一般のヘルパーさんではなしに、技術

力を持った人がおられるのだそうです。それを年間何日か使用しないといけないよ

うなことも聞きました。そして労働時間なんかですね、目標は〇〇時間ということ

で、家族で労働分担して週休２日分確保したいということでした。経営の事務的な

ことなのですが、奥さんが主に簿記の方をやられまして、こっちの管理をされるそ

うです。経営をしっかり分析して、やっていきたいと。５年先には１割アップを目

指しますということでした。 

以上のように家族３世代でやっておられるのですが、翔さんがお父さんに変わっ

て中心的に頑張ってやっておられます。これは別に問題ないように思いました。 

 

議  長  

小林推進委員からご意見をお伺いしましたが、吉田委員、このほか何かご意

見はありますか。  

 

吉田委員  

今説明あったように、３世代でやっておられまして、申請者が３０歳台でＩＴが

活用できるということで、従来の酪農経営と違った機械的な管理をしているという

世代になっていまして、あまり本人としては動くことなく、あるいはパソコン、あ

るいは機械的な操作をすることによって、繁殖やら生乳に心がけておるということ

で、おじいちゃんの存在感というか、これが５０年以上やってこられた中でだんだ
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んと薄れてくると、そうかといって手作業がいるのですが、機械的な時代に入った

かなあというふうに感じます。また農地が、牧草地が従来は生乳させるためにたく

さん牧草を使っていたのですが、近年は外来の飼料ですね、それが非常に生乳に高

まるということで、それと混合しながら利用しとると、従来の農地はだんだん活用

がなくなるかというと、今国の補助制度で農地を活用することで、何とか切り盛り

しとるというようなことが、印象的な意見だったと思います 

 

議  長  

続いて、３番は加藤推進委員からご意見をお伺いします。  

 

加藤推進委員 

佐伯区湯来町白砂地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の加藤です。

よろしくお願いします。 

申請者は、農地利用最適化推進委員であるため、隣の地区の私が担当しておりま

す。 

１１月２３日と昨日、吉田農業委員とともに申請者宅を訪問し、お話を伺いまし

た。 

申請者は、昔から私の家庭と一緒なんですが、酪農をされていまして、牛を飼わ

れて繁殖させたり乳を搾ったりというような仕事をされておられまして、平成２年

頃からは、繁殖農家として、お父さんがやっておられて子牛を生産されたりしてお

られたのですが、その中で申請者は、若いころからご両親のお手伝いをされて、自

分はサラリーマンしながらそういった形で手伝ってこられたのを、目の当たりに見

ております。 

そこで平成２０年代にお父さんを亡くされまして、お母さんが今年の夏くらいま

で認定農業者としてやってこられておりました。そこでお母さんが亡くなられたの

で、経営移譲することで、今回申請をされました。 

申請者は、現在峠地区という棚田のところがあるのですけど、そこで牛舎を大き

く建てておられるのですけど、畑とか田んぼ、これは本当に棚田であり、申請者か

ら、そこの地形を守るために、牧草地もあるのですけどそこで牧草を作って牛を放

牧したい、そうやって繁殖牛を飼うというところへ力をいれて、中山間棚田を大切

にするという地域の、集落のために頑張っておられるような話をされておられまし

た。 

実際そういうことで、牧草はイタリアンライグラスやスーダングラスとかそうい

ったものを幅広く生産されて、牛に食べさせる。乳牛とはちょっと繁殖期が違いま

すのでそれを主にやって、牛の放牧のところとはちょっと離れた所で、湯来の一番

奥の地区で、土地の景観を農地の景観を守ることも含めて、牧草を植えて、撒いて

そこに放牧して牛を成長させる。繁殖のための牛を飼われておられます。そこで母
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牛もやはり繁殖させるということは非常に難しいことなので、それもよくよく勉強

して繁殖をどんどんして増やしたい。底なしに増やすのではなく、５頭～６頭くら

いは増やしたい。現在やっておられるのが、生産牛が１５頭、育成牛で４頭を飼わ

れているんですが、もう５頭くらいは生産牛として増やして、収益にもつなげて安

定した収益を上げたいということでございました。それで、今からは配合飼料、こ

れも大切なのですけども、こういった形で収入源の安定するための飼育、これを主

にやっていきたいというところの話でございます。今現在、団体職員をしながら毎

日３６５日、牛の世話はさせていただいておるというところで、地域のためにも私

どもはとにかく続けてやっていただきたいというふうに思います。 

農業経営改善計画は別に問題なく、身体には十分気を付けてやっていただきたい

というふうに思いました。以上、問題ないと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長  

加藤推進委員からご意見をお伺いしましたが、吉田委員、このほか何かご意

見はありますか。  

 

吉田委員  

 申請者の集落に和牛をもう一人飼ってらっしゃる方がいるのですね。そう

いう方と連携といいますか、協力、技術、スキルアップしながらこれからも

更に高めていかれると、私も感じていまして、ぜひ頑張っていただきたい。

また、先ほどありましたように、今年度から推進委員となっていただいてお

るのですが、期待しておるところでございます。  

 

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）  
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議  長  

異議がないので、議案第６号の３件を、「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、５２０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１１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９番の５２０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」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７号の説明を終わります。 

 

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、岩重委員。  
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岩重委員  

８番の岩重です。  

 １０月２５日に正木推進委員と現地調査を行いました。今回は平地が多く

て畑が何割か、８割くらい占めておりまして、山林の方は少なかったわけな

のですが、何しろ平地でもカヤが密集して特に灌木が生えたりして、これは

とても農地とは認めがたいと決断いたしまして、非農地ということで、確認

をいたしました。  

 

議  長  

２番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

 ２番の安佐北区白木町大字三田地区について、令和元年１０月１４日に下

中推進委員と非農地の調査を行いました。１２３筆を農地に復元するのは難

しいだろうということで、山林及び原野であることを報告させてもらいます。 

 

議  長  

３番から７番、谷口委員。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。  

 ３番から５番の安佐北区安佐町後山の地区について、９月３０日から１０

月４日及び１０月２９日に河野英治推進委員と現地を確認いたしました。雑

木等が生えており山林になると判断いたしました。  

 ６番の安佐北区安佐町小河内、これは小河内小学校の西側の地域なのです

が、１０月１５日から１０月１８日及び１０月２９日に岡田推進委員ととも

に現地調査をし、山林の判断をいたしました。なお、この７８筆のうち半数

の３６筆が原野でありますが、現状が山際でございまして周囲も同じくカヤ

等が生えており、現地に至るまでの里道も整理ができていない状況で、所有

者である管理者も高齢のため耕作及び維持管理ができないということで、非

農地としての判断をいたしました。  

 ７番の小河内、これは小河内小学校から東側の地域でありますが、９月２

５日から９月２７日及び１０月２９日に中川推進委員とともに現地調査をい

たしました。雑木等が生えており山林であることの判断をいたしました。  
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議  長  

８番、９番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

 ８番につきましては、湯来町大字白砂でございますが、加藤推進委員と現

地確認をいたしまして、非農地、山林というふうに４筆を確認いたしました。  

 ９番につきましては、１０月２日、４日、６日、１０日と４日間をかけま

して、小林推進委員と現地を再確認いたしました。筆数が大変多く、一番右

の表にありますように、非農地、山林というふうに書いてありますが、部分

的に原野というのがございます。また、非農地と認めがたい、確認しがたい

ということもございまして、保留地も何筆かございました。  

 

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、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５２０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、９３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の２８件、及

び報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の４５件は、
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広島市農業委員会事務局規程第７条第２項の規定により、事務局次長が専決処理を

しました。 

報告第３号、非農地証明申請の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。 

報告第５号、農地転用届出撤回の２件、報告第６号 特定農地貸付けの承認の取

消の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：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。 

それでは、「市長と農業者との懇談会について」です。事務局に説明をお願い

します。 

 

石本専門員  

資料１、１ページです。  

今年度の市長と農業者との懇談会です。  

１、 目的及び内容です。  

市長と農業者が、本市の農業・農村の実情とこれからの農業のあり方につい

て、情報交換や意見交換の場とすることを目的に開催します。 

この懇談会は、平成１２年度から継続して行っており、本年度は、「農業で輝

くひと～都市農業～」をテーマに農業者が発表し、今後の取組等について意見

交換を行うこととしています。 

２、主催は、広島市農業振興協議会と広島市農業委員会です。  

３、開催日及び開催場所です。  

開催は来年の２月３日月曜日、午後４時から５時を予定しております。  

懇親会は、午後５時１５分から６時４５分です。  
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開催場所は、広島市農業協同組合本店４階会議室です。  

４、懇談会出席者は、８０名予定しています。今年の懇談会では、「都市農業」を

テーマに農業者の取組事例を各区４～５名の方から発表いただきます。  

５、懇親会です。  

例年通り、ひろしまそだち産品を使った料理を予定しております。  

 ２から３ページは、平成１２年度からの開催実績として、テーマ、意見発表者を

掲載しております。  

４から５ページは、市長と農業者との懇談会の農業委員、推進委員年度別出席表

です。 

１月８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年度までの出席を記入しております。なお、

この間に出席されていない委員は、２回以上の出席をお願いします。  

以上で説明を終わります。 

 

議  長  

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

開催案のとおり実施することとしてよいでしょうか。 

 

議  長  

それでは、開催案のとおり実施することにします。 

１月の地区協議会で、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。 

続きまして、議事日程６「認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員

との意見交換会の開催について」です。事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

資料２、６ページです。 

日時は、来年の２月１８日（火）１４：１５～１７：００、場所は、東区役所５

階講堂です。 
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３でグループ単位での意見交換を６０分としています。 

４で委員による意見発表を１０分としています。 

５で全体での意見交換を５分としています。 

６で認定農業者協議会会長である佐藤委員からコメントをいただくこととしてい

ます。 

意見交換会が終わりましたら、研修会を１６：００～１７：００の予定で開催し

ます。「東京における青果の動向について」東京青果株式会社の営業管理部長から、

「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」などの講演をしていただきます。 

その後、懇親会が１７：４５からアパホテル広島駅前大橋で開催されます。 

７ページです。 

認定農業者との意見交換会の進め方についてです。 

１の共通の認識が持ちやすい営農環境が共通な地域ごとに３グループに分かれて

意見交換を行うこととし、例えば、Ａ班は市街化、Ｂ班は市街化周辺、Ｃ班は農業振

興地域等に分かれて意見交換を行います。 

２の意見交換のテーマとしては、「直面している営農の課題について」です。 

８ページに「営農課題例」を添付しており、当日も配布いたします。 

３の意見交換での進行です。 

例年、進行は、認定農業者の農業委員にお願いしています。 

自己紹介を兼ねながら認定農業者一人ずつから意見を述べていただき、認定農業者

全員が発言できるよう時間配分を考えていただければと思います。 

意見交換会のはじめに、意見が出にくい場合は、農業委員・農地利用最適化推進委

員が認定農業者を兼ねている方に意見を聞く方法もございます。 

認定農業者でない、農業委員・農地利用最適化推進委員の意見は、時間の都合上、

発言の必要なく、質問等に対する回答のみの進行に心掛けてください。 

認定農業者から出た意見について、その対策となる行動や取組について、農業委

員・農地利用最適化推進委員が、他の認定農業者にも聞くなどして、できるだけ具

体的な形となるよう心掛けるようにしていただければと思います。 

認定農業者が意見交換会に参加してよかったと思えるような運営に心掛けていた

だきたいと思います。 

４農業委員による意見発表について、それぞれのグループで発表をお願いします。 

グループでの意見交換の発表ではできるだけ、 

① 自分ができること 

② 他の農業者と一緒に「地域」や「グループ」でできること 

③ 自治体、国、ＪＡ等の施策、取組として行う必要があること 

等に分けて、それぞれ２～３項目ずつ挙げてもらうようにと思います。 

例えば、「労働力が足りない場合は、何々して人を集めている。」「後継者が確保
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できない 場合は、何々して育成している。」「法面管理が大変な場合は、何々して

共同で機械を借り、定期的に集落で取り組むようにしている。」等です。  

  ９から１０ページは、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。  

１月８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。急遽

欠席される場合は、代理出席を依頼していただきたいと思います。  

また、過去３年間のうち１回も出席のなかった委員は、２回以上の出席をお願い

します。 

参考に、平成２８年度から平成３０年度までの出席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。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないので、案のとおり実施することとします。 

それでは、３班に分けて、実施することから、司会者３名、発表者３名を決めた

いと思います。 

司会者は、例年認定農業者からお願いしています。どなたか司会者を務める方お

られますか。 

それでは、鍜治山委員、溝口委員、岩重委員にしていただきたいと思うのですが、

どうでしょうか。職務代理の鍜治山さん、よろしいですかね。では、認定農業者か

ら司会者は、鍜治山副会長、溝口委員、岩重委員よろしくお願いいたします。 

それでは、発表者の方３名を決めたいと思いますので、こちらから、山本委員、

山縣委員、吉田委員さんでお願いしたいと思うのですが、どうでしょうか。 

 

（委員：意見なし）  
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議  長  

では、その３人の方、よろしくお願いいたします。 

続きまして、「先進地視察研修の結果報告について」です。  

私が、出席しましたので、私から説明します。  

資料の１１ページをご覧ください。１１月２６日から２７日に農業委員８名と推

進委員１３名で環境制御技術を導入してトマトを生産している長崎県諫早市の愛菜

ファーム㈱と、同じく環境制御技術を駆使しきゅうりの研修施設である佐賀県武雄

市のＪＡさがトレーニングファームへ視察してきました。１７ページから２４ペー

ジが愛菜ファームの概要で、２５ページから３３ページはＪＡさがトレーニングフ

ァームの概要です。１１ページから１６ページはその時の質問です。 

規模が大きすぎて私らの農業とは大きくしがっていて説明しにくいので、詳しい

内容は資料を見ていただければと思います。 

 行かれた方で、何か意見があったらお願いします。  

 

佐藤委員  

 視察に参加した者ですけども、まあ広島市でも、今軟弱野菜等を推進され

ているように思いますけども、環境制御型省力型で少し経費は３分の１くら

い多めにかかるという話でしたけど、広島市や近郊でも取り入れて家族経営

を中心に推進していくということも、参考になりました。広島市も大いに参

考にしていただいたら良いと思います。  

 

議  長  

参加された農業委員・推進委員は、視察研修で学ばれたことを、それぞれ地域で

活動に役立ててください。 

また、参加された委員は、１月の地区協議会で報告をしていただきますよう、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。  

 

石本専門員 

 お手元の資料４、３４ページでございます。令和元年度広島県農業再興シンポジ

ウム開催のご案内です。集落営農の自力発展に向けた事業計画策定等の取り組みと

題して開催されます。 

１番の趣旨は、将来に渡って地域の農業を誰が担っていくのかを、地域で決めてい

くことが重要になります。そのため現在の各地域の実情に応じた、新たな集落営農

の仕組み作りを進めるのを契機とし、集落営農を取り巻く情勢や事業計画策定手法

実績実例の共有を目的にシンポジウムを開催されるということです。  
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 ２番目に、日時及び場所です。来年の１月６日（金）１時から４時、場所は広島

県民文化センターです。参加されたい方は、１２月１７日（火）まで農業委員会事

務局へ申し込んでください。なお、推進委員には事務局の方から郵送いたします。  

 

山室主幹 

 続きまして、３５ページ、資料５をご覧ください。  

１月７日に開催します農業委員会の研修会と懇親会の開催についてのご案内です。

時系列でご説明しますので、まず１番下の参考を見てください。  

まず、総会についてです。１月７日の総会は開始時間が１４時３０分で、いつも

より１時間遅くスタートしたいと思います。予定は１４時３０分から１５時５０分

ということで、場所はこの会場です。  

元に戻りまして、１番の研修会その１です。対象は、今年６月に就任された新任

の農地利用最適化推進委員の方です。時間は総会と同じ１４時３０分から１５時５

０分です。この総会とは違う場所で同時開催ということで行いたいと思います。内

容は農地法第３条、４条、５条、利用権設定等について、初任者向けの内容で説明

をしたいと思います。これは新任の推進委員向けですが、２期目の推進委員さんか

ら農地法のことが良くわからないという声が上がりましたもので、この研修会を開

催しようということを企画したものでございます。内容は基礎的な内容ということ

になっております。ただ、新任以外の推進委員の方も参加可能としておりますので、

希望の方は事務局までご連絡ください。  

続いて２番は、研修会その２で、農業委員、推進委員全員が参加ということで、

時間は１６時から１７時、場所は５階の講堂になります。内容は「生産緑地制度に

ついて」というタイトルで予定をしております。市街化区域内の都市農業に関する

制度について、お話をしようということを考えております。  

３番は懇親会です。これも農業委員、推進委員さん全員ということで、時間は１

８時から２０時まで、場所はホテルセンチュリー２１広島で計画しております。欠

席される場合は１２月２５日までに、事務局に必ずご連絡ください。推進委員の方

にはこれから郵便で案内するということにしております。  

 

西村主事 

続いて、３６ページ、資料６です。 

平成３１年度第５回地区協議会の日程です。 

旧市の地区協議会は１月８日（水）、東区役所３階第３会議室です。安佐南区地区

協議会が１月１４日（火）、１４時から１６時、安佐南区役所３階第４会議室です。

白木・高陽地区協議会は１月１０日（金）、１４時から１６時、振興センターの１階

大会議室です。可部・安佐地区協議会は１月１０日（金）、１０時から１２時、安佐

北区役所１階第２会議室です。安芸区地区協議会は１月９日（木）、１０時から１２

時、安芸区役所３階第１会議室です。佐伯地区協議会は１月１４日（火）１０時か

ら１２時、佐伯区役所３階応接室になります。内容は、市長と農業者との懇談会、
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先進地視察研修の結果報告、推進委員等の活動報告、耕作放棄地再生・利用事業に

ついて予定をしております。 

続いて３７ページ資料７です。 

令和元年１２月の現地調査日程についてです。 

１２月の許可締切日が１２月１３日（金）となっております。現地調査の日程調整

ですが、１３日（金）の夕方１７時１５分から１８時頃に電話で調整させていただ

きます。現地調査日程です。１２月１６日（月）午前が旧市、午後が安芸区。２日

目、１２月１７日（火）午前が安佐北区可部・安佐地区、午後が白木・高陽地区を

予定しております。３日目ですが、１２月１８日（水）午前が安佐南区、午後が佐

伯区を予定しております。よろしくお願いします。 

 

事務局長 

 続いて、別刷りでチラシがあると思うのですが、これをご覧ください。 

総会や地区協議会の方で、研修事業の方の募集期間が延長になるということは、

センターの職員が申しておったと思うのですが、応募期間が１２月２５日まで延長

されています。その理由については、次の一枚めくっていただきますと、現時点で

のそれぞれの研修事業の応募状況。活力については２名、スローライフが３人、ふ

るさとが６人、チャレンジが１人というふうな状況で、かんばしくありません。活

力については、佐賀に視察に行った時も、全国的な担い手の取り合いみたいなこと

を話されておりました。広島市もそれと同じような状況なのですけども、この背景

をいろいろセンターで分析されているようなのですけど、若い人がいないのが一つ

と、仕事今、経済過多、なんぼでも仕事がある、更に就農目指すという方について

は、生産法人、例えば広島市ですと、中川農園なんかがありますけど、一旦そうい

うところに入って、技術的な部分を自分で身に付けて、独立されるような方が多い

というふうな状況のようです。更に、佐賀の方も言っとりましたが、佐賀管内、佐

賀市とか鹿島市、いろんな市や町があるわけですけど、国の補助金、ビニールハウ

スの設置にあたったら国の補助金を取ってきて、更に県の補助金を。更には、市町

の補助金を上乗せして、いかに魅力的な就農条件にするかということが、取り合い

になっとるという話もありました。広島市については、現在２人ということで、中々

これを皆さん方に紹介してください、掘り起こしてください、いうわけにはいかな

いのですけど。その次のスローについても、３人ということで、これも例年ちょっ

と減少傾向にあるような実態です。で、こちらの方の理由としてはやっぱり年金を

もらえる年齢がちょっとずれ込んでいきよる関係で、減ってきているのかなという

ことを、数年前からセンターの方は感じておられるようです。で、この二つについ

ても、非農家の方の新規就農ということなのですけど、その下の二つについては、

技能、チャレンジ、ふるさと帰農については、１０人前後研修の方へこられており

ます。チャレンジの方は５人きるくらいだろうと思います。これらについては、農

家の方が対象になっておりますので、皆さま方の掘り起こしも十分可能かと思いま

すので、まだ約１か月ありますので、この２点については最低でも思い当たるふし

があったら声かけていただいて、一人でも応募が増えるよう協力していただきたい
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と思います。 

４ページ目は、活力の方のいろんなＰＲの強化ということで、取り組んでおられ

る内容の方、更にこの２か月でいろいろ新聞とか、そういった所、テレビとかに依

頼して、露出を広げていこうというふうなことを、センターの方は考えられている

ようです。非農家の方の進出については、中々皆さん方しんどいかと思うのですけ

ど、そういう農家の方の研修への参加、これらについて、皆さま方の地域で取り組

まれているような事例、私はこういう感じで研修生に応募させたんよ、とかそうい

う話や活力なんかは初めてなのですが、こういったところに募集かけてみてはどう

か、いうところのご意見がありましたらちょっと急な話なのですが、この場で発表

していただけたらと思うのですけど、どなたかお願いいたします。 

 

下谷委員 

 私が感じたのは、両親が元気で農業をしておられる方は、親に聞いてやれば大丈

夫なのです。しかし、聞く人がおらず、どういうふうな事をどれからやったら良い

かわからんので、取りあえずぶらぶらしているような人を見たら、声をかけてこう

いう研修がありますよというので、研修に行かれた方もおられます。だいたい定年

前１年くらいから声かけるのですけど。そういうふうな人をターゲットにしてやっ

てもいいと思います。その人がふるさと帰農をやられてから、集落の中心になって

いろんな掘り起こしをやってくれますので、やっぱり声かけは必要じゃないかと思

います。 

 

事務局長 

この後、皆さま方、地域等いろんな人を思い浮かべながら、こうしてみたら、あ

あしていたらと考えていただいて、更に活力なんかもこういった所へＰＲしたら良

いのではないかいう、ご意見がありましたら、事務局の方へお知らせいただいたら

と思います。 

よろしくお願いします。 

 

議  長  

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございま

すか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

それでは、己斐会長職務代理が全国農業委員会会長代表者集会に出席いただきま

したので、報告をしていただきたいと思います。 
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己斐会長職務代理者 

１１月２７日から２８日までに開催されました、令和元年度全国農業委員会会長

代表者集会に出席をさせていただきました。広島県から１３名の会長さん、職務代

理私入れて２名、県農業会議から４名が出席をしておりました。 

１日目がメルパルクホールで令和元年度の農業者の加入推進セミナーに参加して

まいりました。３名の会長さんから加入推進に関する活動理念の報告等ありまして、

その中で長崎県雲仙市における年金加入推進の取り組みについての発表がありまし

た。ここは過去５年の新規加入の実績の報告がありまして、平成２６年、目標は２

１名が実質２２名、平成２７年が目標２０名に対して２５名、平成２８年が目標２

０名に対して１７名。ちょっとここは３名少なかったですが。平成２９年が目標２

１名、平成３０年が１９名に対して１９名。いうことで、かなりの新規の加入を増

やしておられます。そうした実績の報告もありました。加入の推進の取り組み方と

いうことで、いっておられましたけど、毎年８月頃に農業委員、最適化推進委員、

受給者協議会の役員さん、或いはＪＡの職員と参集して、加入推進会議というのを

開催されておるようでございます。会議では、制度についての研修とか推進の強化

月間を定め、加入推進の方針を決めておられるということでございました。個別訪

問は信頼関係がつきやすい利点で、同地区の農業委員さん或いはＪＡの受給者協議

会の役員さん３名で実施しているというような報告でございました。推進活動の取

り組みは、加入対象者又は家族にお会いして制度の説明、チラシ、パンフレットの

配布、不在の場合はチラシを訪問時に入れると。訪問時には事前準備を行って個別

訪問を始めるということでございました。訪問時間は、訪問時には丁寧な説明と年

金についてわかってもらえるまで、加入推進を続ける。やる気が大切であるという

ことでございました。最後に申し合わせ決議というのがありまして、平成３０年度

から令和４年までの加入累計１３万人の早期達成３か年計画における加入推進につ

いて、２０歳から３９歳の農業者の新規加入、２，８００人に加え女性農業者１，

３００人を含む新規加入の確保、この目標達成のために各都道府県における目標達

成に向けて取り組んでいただきたいという報告がございました。これが初日の行程

でありました。終了後、参議院会館に広島県選出の国会議員への要請活動を行いま

した。 

 ２日目ですが、午前中は衆議院会館へ今度は衆議院ですね、選出の国会議員さん

の所へ要望活動に行きました。１時から、令和元年度全国農業者会議代表者集会に

参加いたしました。この主催の目的というのがあるわけなのですけども、現在、中

長期的な農政の指針となる「食料・農業・農村基本計画」の見直しの論議が進めら

れているところでございます。このような中、農地中間管理事業の見直しにより農

業委員会は、地域の関係機関や団体で一体となって「人・農地プラン」の実質化に

積極的に取り組み、将来に向けて農地確保、集積、集約を進めているところでござ

います。更に、農業委員会には地域の代表者として、農地制度の適正な執行、認定
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農業者、意欲のある担い手の確保、育成、遊休農地への発生防止、解消、実現向け

て取り組み全力で進めていく必要があるということでございます。一応細部にあた

りましては、皆さま手元に１１月２２日全国農業新聞で見られた方おられると思い

ますけども、配布されております。その中に、私コピーしておりますけども、これ

全部１１月２２日の全国農業新聞です。「人・農地プラン」の実質化を目指してとか、

７５歳以上の農地所有者の意向調査等々、書いてございます。で、最後の方に、農

業新聞に、農業者年金について、国民年金＋農家向けの公的年金というのが、これ

も１１月２２日ですね、丁度私が２７日、２８日で前日でございまして、良いのが

あるなあと思いまして、コピーした資料でございます。手元にお持ちの、新聞行っ

ていると思いますのでぜひそれを見ていただきまして、勉強していただければと思

っております。最後に、申し合わせ決議というのがありました。 

以上で終わらせていただきます。  

 

議 長 

 ありがとうございました。 

本日お手元に「令和元年台風第１９号等災害義援金」の募集についての資料が配

布してあります。ご覧ください。これは、広島県農業会議を通じて全国農業会議所

からの案内です。 

 この義援金は、１０月１２日に上陸した台風１９号により被害を受けた農業者等

を支援しようというものです。 

募金の方法としては、記載してある振込先に各個人が有志で寄付するか、事務局

に取りまとめをお願いし、委員親和会から１人１口１，０００円の１９名分、１９，

０００円を寄付するという方法などが考えられます。 

どのようにするのが良いでしょうか。皆さんのご意見を伺いたいと思います。  

 

吉田委員 

 ただ今の件で結構でございますけども、金額は一律千円ということでございます

か。 

 

議  長  

 親和会、農業委員としては、１口千円で１９，０００円ということにさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

これで令和元年第９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。  

次回は、令和２年１月７日（火）午後２時３０分から東区役所３階第３会

議室で行う予定です。  

事務局から説明がありましたとおり、午後２時３０分開始となりますので
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お間違えのないようお願いします。また終会後は研修会と懇親会があります

ので、よろしくお願いします。  

それでは、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）  

 本日は、３名の推進委員さんには、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがと

うございました。  

 それから、本日から下限面積が１反ということになりました。人も時間も

大切ではあるのですが、やっぱり狭い、出来ればそこを作っていっていただ

ければと思います。先般、ある推進委員さんから電話がありまして、ご近所

の方で野菜を作りたいのだ、いうのを聞いたので、己斐さんどうしたら良い

だろうかという電話がありました。１反まで下限面積が下がったので、そう

いった話をしてみたら良いのではないかなということで、早速事務局に電話

をしたようで、良い話になる方向に向いているのではないかと思います。  

皆さんもひとつ、下限面積、なぜ下げたのかというとこを考えていただきな

がら、より遊休農地の改善に努めていただけたらと思います。  

 本日はどうもご苦労でございました。  
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