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令和２年第１回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年１月７日（火）  開会 午後２時３０分 

                     閉会 午後３時４０分 

 

２．場  所  東区役所３階第３会議室  

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １９名 

１ 福島 幸治  ２ 鍜治山 正照  ３ 己斐  潔  

４ 山本 香織  ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守  ９ 下谷 邦代  

１０ 佐藤 和夫  １１ 沼田  聖  １２ 沖田 光春  

１３ 河野 信義  １４ 谷口  憲  １５ 河野 芳徳  

１６ 山縣 由明  １７ 吉田 米治  １８ 奥田 一成  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

なし 

 

６．議事録署名者  

１６番  山縣  由明   １７番  吉田  米治  

 

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  

（６）青年等就農計画の認定に係る意見聴取について  
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（７）農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないこと（非農地）の判断に

ついて 

 

・農地に係る報告事項 

（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の専決処理について  

（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の専決処理について  

（３）非農地証明申請の専決処理について  

（４）農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得届出の専決処理に

ついて 

（５）農地転用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  

（７）農地転用（農業用施設）届出の専決処理について  

 

・農業委員会の法令順守の申し合わせ決議について  

 

・その他 

（１）農業委員会だより（令和２年冬号）について  

（２）平成３１年度第５回地区協議会の日程について  

（３）令和２年１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２年第１回の広島市農業委員会総会を開会します。  

昨年１０月の総会で、農業経営改善計画及び青年等就農計画の審議案件から関

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、前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。安佐北区白木町の下中推進委

員です。安佐北区安佐町の中川推進委員です。安佐南区の武内推進委員です。 

よろしくお願いいたします。 

本日の欠席者はいません。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。１６番、山縣委員、

１７番、吉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」についてでございま

すが、議案番号の５番は〇〇委員に関する案件です。 

農業委員会等に関する法律第３１条に、「農業委員会の委員は、自己または同居の

親族、もしくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することが

できない。」という旨の規定がありますので、初めに議案番号５番を除く６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５番を除く６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ページをご覧ください。 
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 １番、２番は、譲受人が農地を取得又は借受けて、新規に就農するものです。１

番は、すでに農作業受託により耕作している田畑について、借受けるものです。２

番は、農繁期に使用している家屋に隣接している農地を取得するものです。就農後

は、水稲、ニンニク等の野菜を栽培する旨の営農計画書が添付されています。 

 ３番、４番は、譲受人が経営規模拡大のため、譲り受けるものです。 

 ６番は、高齢で耕作できなくなった譲渡人に代わり、隣接する譲受人が自己所有

の農地と一体的に管理するために借受けるものです。 

 ７番は、譲渡人である父親から、譲受人である子に経営移譲するものです。 

 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５番を除く６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、２番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

１２月１８日に梶山委員、事務局職員とともに現地の調査を行いました。

１番の案件の１番目と２番目の申請地はニンニクが栽培されておりまして、

３番目の申請地は水稲でした。問題ないと思います。  

２番の案件ですが、これも同じ人が取得するわけですが、農地性が損なわ

れておりませんし、問題ないと思います。  

 

議  長  

３番は私です。  

１２月１７日に溝口委員と現地調査致しました。これは経営規模拡大をす

るということで、別に問題ないと思います。  

 

議  長  

４番、沼田委員。  
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沼田委員  

１１番の沼田です。  

１２月１７日に沖田委員と事務局とで現地を調査致しました。現地は果樹

が植えてあり適切に管理されていました。問題はないと思われます。  

 

議  長  

６番、河野芳徳委員。  

 

河野芳徳委員  

１５番の河野です。  

１２月１６日に山縣委員と事務局職員で現地を調査しました。先ほど事務

局でも説明がありましたように、譲渡人が高齢のため、譲受人に作ってもら

いたいということで、賃借権を設定したものです。これは水稲が今まで作っ

てあった所で、問題はないと思います。  

 

議  長  

７番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番の吉田です。  

先ほど事務局からございましたように、１２月１８日に私と事務局２名で

現地を調査致しました。譲渡人と譲受人は親子関係でございまして、所有権

移転されるということで、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１号の５番を除く６件を許可することに決定しま
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す。  

続いて、議案第１号の議案番号５番の案件に入ります。  

〇〇委員は退席をお願いします。  

 

           （〇〇委員：退席）   

 

議  長  

それでは、議案第１号の議案番号５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１号、農地法第３条の規定による許可申請の５番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。 

５番は、自宅に隣接する農地を譲り受けるものです。  

以上で議案第１号の５番の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第１号の議案番号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。  

１２月１７日に沖田委員と事務局職員と現地を調査致しました。譲渡人は

会社勤めもあり、今まではご両親が主に農作業を行っておられましたけど、

規模縮小を考えておられました。〇〇委員ですが、水稲が２ ,９９６㎡、花木

が４ ,８６５㎡をされており、さらに規模拡大を考えておられるところへ自宅

の隣地ということで、今回の合意にいたったわけでございます。現地は畑で

休耕となっておりますが、しっかり管理されており問題はないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

           （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、議案第１号の議案番号５番は許可相当と認
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め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１号の議案番号５番を許可することに決定いたしま

す。  

〇〇委員の着席をお願いします。  

 

           （〇〇委員：着席）   

 

議  長  

〇〇委員、議案第１号の議案番号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

３件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

西村主事  

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、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、雑種地への転用事案で、墓参りのための駐車場として利用するものです。  

２番は、宅地への転用事案で、工場敷地及び農家住宅敷地として利用するもので

す。 

３番は、雑種地への転用事案で、農業倉庫１棟の敷地及び露天の貸駐車場として

利用するものです。  

１番から３番の申請地は、立地基準の「５の（１） 農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の農地」で、第２種農地であり、その許可方針「申請に係る農地等

に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成する

ことができると認められる場合以外は、許可する。」に該当するものと思われます。 
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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、２番と３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番から３番の案件については、本総会で承認されますと、農業委員会の会長名

で許可することとなります。  

以上で議案第２号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第２号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

１番は令和元年１２月１１日、事務局職員２名と農振除外の現地調査を行

いました。申請地は旧県道とＪＲの沿線に位置しておりまして申請人の墓苑

に行くための駐車場とする案件でございます。墓苑はＪＲ沿線を超えた内側

の山裾にあり車で侵入する踏切もなく、近くに駐車するスペースがないこと

から、やむを得ない申請と思います。駐車場にする事について、近隣の耕作

には影響はなく異議はありません。  

 

議  長  

２番、河野信義委員。  

 

河野信義委員  

１３番の河野です。  

２番の案件につきましては、令和元年１２月１７日に事務局２名と現地を

確認しております。位置は、安佐町飯室にあります公民館に近い位置であり

ます。これは先ほど事務局の説明がありましたように農振地域ではあります

けど、この度、宅地に利用されるということで特別近辺には迷惑はございま

せんので、何も申すことはございません。  
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議  長  

３番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

３番について説明します。この件につきましては昨年１２月１６日に私と

河野芳徳委員及び事務局職員２名で現地調査しました。申請地は以前、安芸

農協の施設の敷地として使用していた時のままの状態で、アスファルトで舗

装されてあります。  

今回、申請人２名は、駐車場４７区画を引き続き使用、また農業用倉庫１

棟を建築されているものを、引き続き利用するものです。周辺農地等に被害

はないものと認められるため、転用はやむを得ないものと判断いたします。  

 

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せんか。  

 

             （委員：異議なし）  

  

議  長  

異議がないので、議案第２号の３件を許可することに決定します。  

続きまして、議案第３号、「農地法第５条の規定による許可申請」について

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。  
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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、６ページをご覧ください。  

１番、７番及び８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１番の申請地は当初、資材置場への転用目的で、平成３０年８月８日付で農

地法第５条の許可を受けたものですが、所有権移転後に工事着手に至らず、今回の

申請者に事業計画を変更し承継することとなったため、事業計画変更承認申請と併

せて農地法第５条の許可申請をしたものです。  

また７番及び８番につきましては、定期的なメンテナンスは広島市内にある支店

が行うこととなっています。  

２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、資材

置場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、デイサービスセンターを運営している譲受人が、

申請地を借り受け、同デイサービスセンター用に従前から借り受けていた駐車場を

拡張しようとするものです。従前から借り受けていた部分は譲渡人が平成２８年３

月２２日付で農地法第４条の許可を受けており、今回の申請はこの部分を含む拡張

となり、駐車場として利用する部分は分筆しています。  

なお、分筆前の土地の一部は農業経営基盤強化促進法による利用権（使用貸借権）

が設定されていましたが、駐車場拡張に伴い農地部分が減少するため、現在の契約

については昨年１２月１１日付で合意解約しています。  

４番は雑種地への転用事案で、電気通信設備事業を営む譲受人が、申請地を譲り

受け、資材置場及び業務用車両等の駐車場として利用しようとするものです。  

なお申請地は当初、住宅を建築する目的で、平成３１年２月６日付で農地法第５

条の許可を受けたものですが、所有権移転後に工事着手に至らず、今回の申請者に

事業計画を変更し承継することとなったため、事業計画変更承認申請と併せて農地

法第５条の許可申請をしたものです。  

５番は雑種地への転用事案で、太陽光発電事業を営む譲受人が、申請地を譲り受

け、既設の太陽光発電設備のメンテナンス用駐車場として利用しようとするもので

す。 

６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。  

９番は雑種地への転用事案で、機械器具製造販売業を営む譲受人が、申請地を譲

り受け、資材置場及び倉庫として利用しようとするものです。  

なお申請地は当初、資材置場への転用目的で、平成１９年４月２３日付で農地法

第５条の許可を受けたものですが、所有権移転後に工事着手に至らず、今回の申請
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者に事業計画を変更し承継することとなったため、事業計画変更承認申請と併せて

農地法第５条の許可申請をしたものです。  

申請地は全て、立地基準の「５の（１） 農業公共投資の対象となっていない小

集団の農地」で、第２種農地であり、その許可方針「申請に係る農地等に代えて周

辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができ

ると認められる場合以外は、許可する。」に該当するものと思われます。  

また、申請地は全て、一般基準である「１ 農地等の転用の確実性」、「２ 被害

防除措置の妥当性」について、事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条

件に支障を生じるおそれもないものと思われます。  

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。  

 

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。  

１２月１６日、事務局職員と現地調査をしました。説明にもあったとおり、

申請地は、以前建設会社が資材置場に転用するということで、５条許可をと

った場所なのですが、進入路が確保できないということで、この度、太陽光

発電施設を設置する会社に売却される案件です。近隣農地に影響はないと思

われます。  

 

議  長  

２番、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

２番の鍜治山です。  

１２月１６日に山本委員、事務局職員２名と現地調査を行いました。資材

置場ということですが、周辺への影響もなく問題はございません。  

 

議  長  

３番、梶山正治委員。  
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梶山正治委員  

６番の梶山です。  

先ほど事務局より説明があったとおり、デイサービスの駐車場ということ

で、少し多いと思うんですが、特に問題はないんだろうと思います。周辺農

地には影響はありません。  

 

議  長  

４番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

先月の１８日に事務局職員と現地の調査を行いました。先ほど説明があり

ましたように、これは昨年一旦、住宅建築で許可が出されたところでありま

して、現地調査は２度目ということになりました。ちょうど、譲受人が住ん

でおられる隣の建設地のところで、資材置場のところが車を置こうというこ

とでありまして、別に問題はないと思います。  

 

議  長  

５番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

昨年の３月１８日に、この案件は農振除外の案件で、事務局２名と調査を

したところです。ここは道路が２面あり、１面は太陽光発電の設置というこ

とで三角の土地でございます。これを昨年太陽光発電施設を設置されたとこ

ろのメンテナンス用として駐車場として使用したいということで、今回所有

権移転で譲受人が取得されることになりました。問題はないと思います。  

 

吉田委員  

 昨年の３月の現地調査ですか。  

 

岩重委員  

 はい、平成３１年の３月です。  

 

議  長  
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６番から８番、己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

６番から８番は、令和元年１２月１７日に事務局職員２名と現地調査を行

いました。  

６番につきましては、梅とか柚子とか柿とか栗とか椿が植えてありました。

転用理由としては譲渡人所有の建物を譲受人が購入して、庭敷きとして敷地

拡張するという申請でございます。これにつきましては、異議はございませ

ん。  

７番と８番は、１２月１７日に現地調査を行っております。全筆とも１０

数年耕作されてない農地で、結構背丈のあるカヤが茂っております。７番は、

後継者もなく、譲渡人は高齢で、現在施設に入所中でございまして、管理の

ほうは後見人が管理されている状況でございます。  

８番は今後、耕作をするのに困難であり、敷地を有効利用したいというこ

とで、この度、太陽光発電施設を設置するにあたって売却をしたいというこ

とでございます。異議はございません。  

 

議  長  

９番、河野信義委員。  

 

河野信義委員  

１３番の河野です。  

この案件につきましては、先ほどと同じように１２月１７日に事務局職員

と現地を確認しております。場所は安佐町で太田川とあさひが丘団地の間の

所で、休耕の畑でございまして、今後資材置場、倉庫を入る道等を作ってこ

ういった状況にするということで、近隣には家等がございますが、影響はな

いと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

           （委員：意見なし）   

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございませんか。  
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           （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第３号の９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 

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７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、山本委員。  

 

山本委員  

４番の山本です。  

１２月１６日に事務局職員と現地調査をしました。申請地は果樹を植えて

あり適切に管理されておられました。問題ないと思われます。  
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議  長  

２番は私です。  

１２月１７日に、私と溝口委員、事務局２名と現地を調査して、そこには

果樹とか柿が植えてあり、適正に管理されていて、別に問題はないと思いま

す。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

           （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、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。 

令和元年１２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。 
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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８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、安佐北区白木町で就農し、平成２２年から認定農業者となって

います。 

現在、ハウスでミズナ、コマツナを栽培しており、平成２７年９月に再認定を受

け、平成２９年５月に変更しています。  

今回の変更内容は、前回の計画に、調整棟を建て替え、予冷庫を増強し、作業効

率の合理化と作業環境の充実を図ることを加えたもので、年間の就労時間〇〇時間、

農業所得〇〇万円は、変更しておりません。  

２番及び３番の申請者は、ひろしま活力農業経営者第１６期生で、平成２６年４

月から安佐北区安佐町に就農され、２番の申請者は、ハウスでミズナを、３番の申

請者は、ハウスでコマツナ、シュンギクを栽培しています。  

２番、３番の申請者とも、平成２６年６月に認定を受けた、青年等就農計画が終

了したことから、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、土づくりによる単収の向上、経営内容の見直しによる経費の削減等を図

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。  

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、担当推進委員の

ご意見をお伺いします。  

初めに、１番は下中推進委員からご意見をお伺いします。  

 

下中推進委員 

安佐北区白木町三田地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の下中で

す。初めて総会に出席しております。よろしくお願いします。 

１２月２０日に己斐農業委員とともに申請者の農園を訪問し、お話を伺いました。 

申請者は、白木町にある農園で平成１２年から１０年間修行され、平成２２年に

独立された方です。 

ビニールハウスで水菜や小松菜等の野菜を栽培し、市場やスーパー、農協への卸

売をしています。奥さん、息子さんも手伝っておられます。 
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５０a の所有地と２１７a の借入地で経営され、従業員は、外国人の方など６名が

働いておられます。さらに求人を募集されています。 

ほ場の近くに家も新築されております。 

事務局から説明があったように、この度の計画の変更は、現在、山の上に、集出

荷調整棟等などの拠点がありますが、手狭になったことから、家の近くの平地に移

転する計画です。 

これに伴い、農機具等の倉庫の新設や保冷庫の増設を検討されているとのことで

した。 

地元としても、一所懸命がんばっておられる、申請者さんを応援しており、今後

も応援していきたいと思っています。 

この、農業経営改善計画の変更について、問題ありません。 

 

議  長  

下中推進委員からご意見をお伺いしましたが、己斐委員、このほか何かご意

見はありますか。  

 

己斐委員  

申請者は４０代という若さで、息子さんも成人され、後継者ができていると

いう可能性があります。私のほうも安心しております。  

実はこの○○地区が圃場整備されたとこなんですが、やはりどこの地区も

同じだと思いますけども、農業離れと高齢化、ほ場整備したところがぼちぼ

ち空いてくる、ここ１０年位でほぼ空いてくるんじゃないかなという地区で

す。たまたま、その地区に申請者が入っておられるんで、このたびの農地の

あっせん等もしております。下中委員もやってくれています。ほ場整備され

ている所の維持管理を、先々申請者がしてくれると私は思っております。  

 

議  長  

続いて、２番、３番は中川推進委員からご意見をお伺いします。  

 

中川推進委員 

安佐北区安佐町小河内地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の中川

です。よろしくお願いします。 

２番と３番の申請人ですが、私が以前、農業委員をしておりました平成２６年４

月に小河内地区に就農していた活力農業１６期生３名のうちの２人でありまして、

まず２番の申請者についてですが、昨年の１２月２１日に谷口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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安佐町小河内に就農され、はや５年が経ちました。ミズナを栽培しておられ、市

場を開拓され出荷されております。 

売上高も順調のようで、アルバイトも確保できており、収穫調整作業をすべてア

ルバイトに任せております。今のところ、地元としては、安心しているところです。 

規模拡大した場所で今後、ホウレンソウ等の栽培をする事とされております。地

元消防団に入団し、活動され、また地域の祭り等の行事も参加されると、地元とし

ても期待と応援をしております。今後も応援していきたいと思っています。 

この、農業経営改善計画について、問題ありません。 

次に３番の申請者についてですが、同じく１２月２１日に谷口農業委員とともに

申請者を訪問し、お話を伺いました。 

２番の申請者と一緒に就農され、隣の農地でコマツナ、ホウレンソウを栽培し、

市場へ出荷されています。 

規格外品は、弁当の食材利用のため可部の事業所に出荷しています。 

雇用については、地元の安佐町小河内地区の４０～５０歳代の女性の方が５名働

いておられます。申請者は、安芸区から安佐町小河内地区に移り住み、従業員は、

全員地元の安佐町小河内の方であります。 

私は、この農園が「ひろしま活力農業の理想の姿である。」と思っております。 

申請者は先ほどの申請者と同様に消防団活動や地元の行事にも参加されています。 

地元としても、期待と応援しており、今後も応援していきたいと思っています。 

この、農業経営改善計画について、問題ありません。 

 

議  長  

中川推進委員からご意見をお伺いしましたが、谷口委員、このほか何かご意

見はありますか。  

 

谷口委員  

 小河内地区の高齢化に伴い、また人口が少なくなっておりまして、ほ場整

備した農地、未整備の農地につきましても、だんだんと荒れてきている状況

でございますので、活力生や中川推進委員とともに、農地の活力が与えられ

るよう、皆さんで頑張って行けたらいいと思っております。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

河野信委員  

 なかなか、よくやっておられると思います。  
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議  長  

それでは、「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  

議案第５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６号、「青年等就農計画の認定に係る意見聴取」につい

て１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第６号、青年等就農計画の認定に係る意見聴取について、説明いたします。  

令和元年１２月１３日付けで、広島市農業経営改善支援センターから、農業経営

基盤強化促進法に基づく青年等就農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、広島市青年等就農計画認定要領により、公益財団法

人広島市農林水産振興センターに設置された広島市農業経営改善支援センターが、

関係機関への意見聴取により審査を行うものとされており、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、２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。 

となっています。 

それでは、議案の９ページをご覧ください。  

青年等就農計画認定の申請概要は、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２をご覧ください。  

１番の申請者は、安佐南区川内において、ハウスで広島菜、シュンギク、キュウ

リ、露地で広島菜、ミブナなどを栽培しています。  

今後は、ハウス面積を増やし、広島菜、キュウリの作付けを増やすとともに、土

壌分析の実施と良質な堆肥投入により、安定的な収量の確保を図り、年間の就労時

間〇〇時間、農業所得〇〇万円を目指す就農計画を立て、認定を受けようとするも

のです。  

以上で議案第６号の説明を終わります。  
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議  長  

議案第６号について、事務局の説明が終わりましたので、担当推進委員の

ご意見をお伺いします。  

武内推進委員からご意見をお伺いします。  

 

武内推進委員 

安佐南区の安古市・佐東地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の武

内です。よろしくお願いします。 

昨年の１２月２９日に溝口農業委員とともに申請者を訪問し、お話を伺いました。 

申請者は、実家のある安佐南区の学校を卒業されて、すぐに就農され、親元で１

２年間、ハウスや露地で、広島菜、ミブナ、キュウリなど栽培の修行をされました。 

このたび、お父さんが亡くなられたことで、経営主となることから、青年等就農

計画を立てられたものです。 

申請者のお父さんは、ＪＡユース広島市の役員をされた方で、その技術は、確か

なもので、そうしたお父さんに鍛えられた、申請者は、昨年の「広島菜まつり」で

広島菜を出品し敢闘賞を受賞するほどの腕前となっています。 

申請者もＪＡユースや地元若手農業者のグループに参加し、栽培技術を磨いてお

られます。 

私も、申請者を応援していきたいと思っています。 

先日、御自宅を訪問した時には、資金のめどもたち、ハウスを増設されたらすぐ

にでも栽培を始めたいと、やる気いっぱいでお話をされておりました。 

この、青年等就農計画について、問題ありません。 

 

議  長  

武内推進委員からご意見をお伺いしましたが、溝口委員、このほか何かご意

見はありますか。  

 

溝口委員  

 申請者は昔から知っておりまして、お父さんとも親しくさせていただきまし

たが、その息子さんで、この子もまじめな子で、別に問題はないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

           （委員：意見なし）  
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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６号を、「意見なし」と、市長に回答することに決

定します。  

続きまして、議案第７号、「農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないこ

と（非農地）の判断」について、１２４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１０ページをご覧ください。詳細については、別冊３をご覧く

ださい。 

１番から１３番の１２４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、竹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
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見をお伺いします。  

１番から６番、山本委員。  

 

山本委員  

４番の山本です。  

１番から６番の東区の農地につきましては、令和元年１１月２８日から１２

月２日にかけて、川﨑推進委員と現地調査し、その結果、山林であることを

確認いたしました。  

 

議  長  

７番、下谷委員。  

 

下谷委員  

９番の下谷です。  

７番の案件について、安佐北区上深川町につきまして、令和元年１２月１

０日に上口推進委員と現地調査をしました。その結果、５筆２ ,１９０㎡が山

林、４筆１ ,８９８㎡が原野の非農地であったことを報告いたします。  

 

議  長  

８番から１３番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１１番の沼田です。  

１１月の終わりから１２月の初めにかけまして、前坊推進委員と一緒に現

地を確認し、いずれも山林及び原野という判断をさせていただきました。  

 

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。  
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           （委員：異議なし）    

 

議  長  

異議がないので、議案第７号の１２４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７号の専決処理等について、８３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７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８号の規定による農地転用届出の１５件、及

び報告第２号、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の４８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、非農地証明申請の５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、農地転用許可取消の専決処理の１件、報告第６号、農地転用届出撤回

の専決処理の３件、及び報告第７号、農地転用（農業用施設）届出の１件は、広島

市農業委員会事務局規程第８条の規定により、事務局次長が専決処理をしました。  

以上で報告第１号から第７号までの説明を終わります。 

 

議  長  

報告第１号から第７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の「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議の実施等」

に入ります。 

本日お手元に資料をお配りしておりますので、ご覧ください。広島県農業会議を

通じて全国農業会議所から依頼があったものです。 
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 これは、農業委員会の農地法違反等に関する不祥事が過去１年間に４回も発生し

たことから、先月、己斐職務代理者に出席していただいた全国農業委員会会長代表

者集会において、「農業委員会の委員等の綱紀保持に関する申し合わせ」が決議され、

各農業委員会総会においても、法令遵守に関する申し合わせを決議するよう依頼が

あったものです。 

６ページをご覧ください。全国農業会議所が作成した申し合わせ決議例を参考に

して、本市農業委員会の申し合わせ決議（案）を作成したものです。 

 

己斐委員 

決議（案）を読み上げます。 

農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議案 

 「私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関である

農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最

適化を実現する責務を負っている。  

 特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接することも

多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しなければならな

い。 

 私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵守を徹

底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。  

記 

１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農地制

度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、同第３３条

の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。 

２．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守を

徹底するための研修等を実施すること。令和２年１月７日。広島市農業委員会。」 

  

議 長 

 以上の本市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議案について皆さんの意見を伺

いたいと思います。 

 

伊藤委員  

 ７行目に「法令順守」と書いてありますが、その下に「法令遵守」とあり

ます。新聞用語では「法令順守」の字を使うと思うんですよね。  

 

河野信義委員  

 全国農業会議の原稿を見て、作ったということですか。  
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議  長  

 そうです。同じ内容なんです。  

 

沼田委員  

 法令遵守の決議にはなんの問題もないんですけども、農業委員会としての

法令遵守、何の法令をどう破ったら順守にならんのか、よくわからんのです

よ。  

農地最適化推進委員を含めて、みんな地元に隣接した人ばかりだと思うんで  

すよ。そういう中で、何をどうしたら法令遵守にならんのか、具体的に教え  

ていただかんと、農業をしている者は、古くからみんな地元の人間です。み

んな顔見知りの人間ばかりです。頼まれれば、なかなか嫌とは言いにくいと

ころも、実際あるわけですよ。農業委員としてやらんといけんことと、やっ

ちゃあならんことの境目がよくわからんのですよ。  

 

議  長  

先ほどの４つの案件になると思いますが、具体的に事務局どうですか。  

 

事務局  

 今手元に４案件の具体的な資料がないんですけれども、徳島ではある目的

に転用して、メガソーラーに再転用したという案件がありました。  

 

沼田委員  

 転用が悪いんですか。それとも金銭をもらってやるのがいけないのですか。 

 

事務局 

 もちろん、金銭をもらうことはいけませんし、もともと太陽光発電ありきで、迂

回したような転用をしたというのがよくないということです。 

 

沼田委員  

あとから何回も転用が続けば、迂回転用だと疑われてもしょうがない事例もある

わけでしょう。事前に知っとったか知らなかったかということになると、なかなか

難しい問題もでてくるんじゃないかと思うんです。 

我々だけじゃなく、地元に密着している最適化推進委員もおられるので。農地を
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もっている者は昔からの者ばっかりなので、今どこでも高齢化になって農地を持て

余している人が多いんでね。どういう形の時が、具体的にその法令に違反するんで

すよというようなことをわかりやすいものを提示してもらえれば、よく理解できる

と思うんですが。 

 

議  長  

事務局の方で、こういうのはいけませんよというのをいくらか書いてもらって、

研修みたいなものができたらよいと思います。 

 

河野芳徳委員  

一般的には、こういうふうな団体はコンプライアンス会議といって、それの専門

のところを呼んで、農業委員としては、こういうことについて過去全国の事例があ

るから注意して下さいよというコンプライアンス会議が年に１回くらいある。今、

農業委員会はそういうのはないんかね。 

 

事務局長 

そのあたりの事については、２のほうで法令順守を徹底するための研修会等を実

施することと記載しておりますので、県農業会議等の機関と相談して、研修会を考

えてみたいと思います。 

 

沼田委員  

よろしくお願いします。 

 

議  長  

それでは、案のとおりとしてよいでしょうか。 

 

           （委員：異議なし）  

 

議  長  

それでは、案のとおりとさせていただきます。  

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。  

 

石原事務局次長  

先月１２月に開催されました、令和元年第５回広島市議会定例報告を致します。

本会議のは、農業関係の質疑はありませんでした。常任委員会は、まず議案として

広島市市民農園の指定管理者の指定議案というのがありまして、これは広島市が設
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置する白木町の見張、三田、安佐町の三国、３つの市民農園があるんですけども、

これについては来年度から令和６年度までの指定管理者を引き続き、広島市農林水

産振興センターにするという議案だったんですけども、これに関して、安佐北区の

若林委員から、各農園の利用率などに関して質問がありました。これに関して担当

農政課長から、だいたい６割から８割程度の利用率である、などの利用状況を答弁

しました。若林委員からは広報の充実とか、利用者からの要望とかを聞いて、どの

ような対応をするかなど、さらに利用促進を図って欲しいというような要望があり

ました。 

続いて、同じ議案に関して、中区の馬庭委員から指定管理者の選考過程について

質問がありました。これに対して農政課長から応募はセンターとＮＰＯ法人の２社

からあり、選考項目毎に点数をつけて審査した結果、合計で点数を上回ったセンタ

ーを指定管理者として選定したという答弁がありました。  

馬庭委員からは、選考過程からは適当に行われていて異議はないけれども、公益

法人のスリム化も含めてＮＰＯ法人の活動なども今後検討して欲しいという要望が

ございました。  

また、議案以外の質問として、安佐南区の藤井委員から食の安全と農業の地産地

消推進について質問がありました。これに対して、担当の農政課長から、農薬の種

類とか使用基準のほか、学校給食への地場野菜による消費拡大の取組とか、広島そ

だち産品生産者への栽培技術への指導などによる安全な地場産物の生産振興の取組

といったような答弁がありました。以上です。  

 

西村説明 

 資料の７ページ、資料２です。令和元年度西部地域鳥獣被害対策全体研修会のご

案内です。受講対象者として農業委員、農地利用最適化推進委員等が対象となって

おります。開催日時は令和２年２月６日となっております。場所が広島市安佐南区

民文化センターになります。参加希望については地区協もしくは１月１７日まで事

務局にご連絡ください。  

 続いて９ページ、資料３になります。平成３１年度第５回地区協議会開催日程を

令和２年１月８日から１月１４日まで行います  

旧市地区協議会を１月８日、東区役所で行います。  

安佐南地区協議会を１月１４日、安佐南区役所で行います。  

白木・高陽地区協議会を１月１０日、農林水産振興センターで行います。  

可部・安佐地区協議会を１月１０日、安佐北区役所で行います。  

安芸地区協議会を１月９日、安芸区役所で行います。  

佐伯地区協議会を１月１４日、佐伯区役所で行います。  

よろしくお願いします。  

続いて１０ページ、資料４になります。令和２年１月の現地調査日程についてで

す。許可案件等の受付締切日は１月１５日になっております。現地調査の日程調整

を１月１５日水曜日の夕方にお電話で調整させていただきます。  

現地調査日程は第１日目、１月１６日木曜日午前が旧市、午後が安芸区を予定して
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おります。第２日目、１月１７日金曜日午前を安佐北区可部・安佐地区、午後を白

木・高陽地区を予定しております。第３日目、１月２０日月曜日午前を安佐南区、

午後に佐伯区を予定しております。ご協力をよろしくお願いいたします。  

 

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。 

 

議  長  

それでは、これで令和２年第１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。  

 

議  長  

このあと、研修会と懇親会が開催されます。研修会は、午後４時から５階

講堂で行われますので、よろしくお願いします。  

次回の総会は、令和２年２月５日（水）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）  

皆さん、大変お疲れ様でございました。農業委員の皆さん、推進委員の皆

さん、またありがとうございました。この後、また長丁場で研修会、懇親会

とあると思いますが、今年はネズミ年ということで十二支の始まりというこ

とで、しっかり頑張っていただきたいと思います。宜しくお願い致します。

ありがとうございました。  

 

 

 


