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令和２年第２回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年２月５日（水）  開会 午後１時３０分  

                     閉会 午後２時４５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 由明  

 

６．議事録署名者  

１８番  奥田  一成   １９番  児玉  一成  

 

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８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７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  

 

・「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更にかかる意見聴取につ

いて 

 

・その他 

（１）「令和元年度市長と農業者との懇談会」の開催結果について  

（２）令和元年度農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会について  

（３）令和２年度度総会開催日程について  

（４）令和２年度現地調査日程について  

（５）平成３１年度第６回地区協議会の日程について  

（６）令和２年２月の現地調査日程について  
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議  事 

 

 

永井事務局長  

定刻となりましたので、総会を開催させていただきます。会長、よろしく

お願いいたします。  

 

議  長（福島会長）  

先月の総会後の農業委員・推進委員研修会で、「生産緑地制度の概要」につ

いて、市の農政課から説明がありました。  

その後１５日には、ＪＡ本店で「生産緑地制度に関する農家説明会」が開

催され、市の都市計画課と農政課から説明がありました。約８０名の農家の

方が参加され、私も参加しました。  

詳細につきましては、後ほど事務局から報告していただきます。  

それでは、ただいまから、令和２年第２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、前々回の総会から推進

委員に出席していただくことになりました。 

今回は４名の推進委員にご出席いただいています。安佐南区高取の武内推進委員

です。安佐北区白木町の松原推進委員です。安佐北区深川の古河推進委員です。安

佐北区安佐町の中川推進委員です。よろしくお願いいたします。 

本日の欠席は、１６番の山縣委員の１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。  

１８番、奥田委員、１９番、児玉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  長  

議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請」について、４件を

上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

ご説明の前に、議案の訂正をお願いします。議案番号１番の土地の所在が

「安佐南区大字阿戸」とありますが、正しくは「安佐南区沼田町大字阿戸」

ですので訂正をお願いします。申し訳ありませんでした。  

それでは、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。  
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 農地を耕作目的で売買する時や、貸し借りする時には、農地法第３条第１項の許

可が必要とされており、同条第２項に、農地等の権利移動に関する許可基準が規定

されています。  

 同項の許可基準は、第１号から第７号まであり、各号のいずれかに該当する場合

には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。  

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の６ページから１６ページに記載してありますので、

ご参照ください。 

それでは、議案の３ページをご覧ください。  

 １番は、農地所有適格法人を設立し、新規に就農するものです。一般法人は、農

地を所有することはできませんが、農業経営を行う農地所有適格法人は農地を所有

することができます。農地所有適格法人になるための要件は４つあります。  

１つ目は、「法人形態」で、株式会社や農事組合法人等であること。 

２つ目は、「事業内容」で、主たる事業が農業であること。  

３つ目は、「議決権」で、農業関係者が総議決権の過半を占めること。  

４つ目は、「役員要件」で、役員又は使用人の一人以上が年間６０日以上農作業に

従事していること。  

であり、譲受人は、農地所有適格法人の４要件すべてを満たしていることを確認し

ています。添付された営農計画書では、ビニールハウス１棟で水耕栽培、その他は

露地栽培を行い、ヨーロッパ野菜を栽培する計画となっています。  

２番は、譲渡人が高齢となり、自宅から遠い農地を整理しており、譲受人が経営

規模拡大のため、取得するものです。  

３番は、平成２８年の相続時に、一筆の一部を譲受人に譲渡することが取り決め

られており、その履行のためにその筆を分筆して、申請地を譲り渡すものです。  

４番は、譲受人が父親から農地を譲り受け、ブルーベリーを栽培するものです。  

 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。  
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伊藤委員  

７番の伊藤です。  

１月２０日に鍜治山委員、事務局職員と現地調査を行いました。譲受人は

農地所有適格法人でありまして、問題ないと思います。  

 

議  長  

２番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 令和２年１月１７日に岩重委員と事務局２名と現地調査をいたしました。

譲受人は農事研究会の会員で、長なす・白ねぎの部の会員でもございます。

夫婦で同時に野菜を栽培されております。当地に就農されて約５年あまり、

熱心に野菜作りに取り組まれております。自宅近くの休耕田は購入して遊休

農地解消に努めていただいてとるところであります。現在耕作面積は１４ ,０

００㎡あってかなり広くやっておられます。  

１月３１日に譲受人に偶然お会いし、現地の確認をいたしました。先ほど

言いましたが面積がかなり広いので、計画的な栽培をしていただくようにお

願いしました。問題はないと思います。  

 

議  長  

３番、沖田委員。  

 

沖田委員  

 １２番の沖田です。  

 １月１７日、事務局と沼田委員と調査しました。譲渡人は平成２８年の相

続の約束を履行するために所有権を移転されるようです。譲受人は居住地の

隣接地であり、問題はありません。  

 

議  長  

４番、河野芳徳委員。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 １月１６日に山縣委員と事務局職員と現地を調査いたしました。譲渡人と

譲受人は親子であり、もう父親が９０歳代ということで農業継続が困難とい

うことで、息子さんに譲られるようです。別に問題はありません。  
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議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の４件を許可することに決定します。  

 

議  長  

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

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４ページをご覧ください。  

 １番は、雑種地への転用事案で、太陽光パネルを設置しようとするものです。  

 ２番は、宅地への転用事案で、県道の拡幅に伴い、農家住宅の立ち退きを余儀な

くされたため、現在の敷地の後ろに農家住宅を建築しようとするものです。  

 この案件は、市街化調整区域の建築案件ですが、公共事業による立ち退きで農家

住宅を新築することから開発行為は許可不要であることを関係課に確認しています。 

 １番、２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
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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、太陽光発電の設備認定通知を

確認し、農業委員会の会長名で許可することとなります。  

 ２番の案件については、本総会で承認されますと、農業委員会会長名で許可する

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、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。  

本件も先月２０日に事務局職員２名と現地調査を行いました。この集落は

太陽光発電の設備はあまりないんですけど、たまたま里道を挟んで両隣が設

備の用地になっておりまして、中を埋めるという格好になっています。特別

問題はないと思います。  

 

議  長  

２番は山縣委員ですが、本日は欠席です。意見は河野芳徳委員に伝えてい

るということですので、河野芳徳委員お願いします。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 ２番について説明いたします。１月１６日に私と山縣委員及び事務局職員

２名で現地調査を行いました。申請地は休耕となっております。申請人は県

道拡幅工事の為、現在居住している土地から申請地に移動して宅地として利

用するものです。近隣農地等に被害は生じないものと認められるため、許可

相当と認めます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  
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（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の２番を許可することに決定いたします。  

１番については、経済産業省の事業計画認定通知を確認した後に、農業委

員会の会長名で許可することとします。  

 

議  長  

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

１０件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について説明します。  

農地を転用目的で売買したり、貸し借りしたりする場合は、農地法第５条第１項

の許可が必要とされており、同条第２項に、農地等の転用に関する許可基準が規定

されています。  

同項の許可基準は、第１号から第７号まであり、各号のいずれかに該当する場合

には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。  

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の１７ページから３２ページに記載してありますの

でご参照ください。  

それでは、議案の５ページ、６ページをご覧ください。  

１番は雑種地への転用事案で、鋼材業等を営む譲受人が、申請地を譲り受け、資

材置場として利用するものです。  

２番は雑種地への転用事案で、鋼材加工業及び販売業等を営む譲受人が、申請地

を譲り受け、資材置場及び完成品の仮置場として利用しようとするものです。  

３番から８番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け又は譲り受け、太陽光

パネルを設置しようとするものです。  

なお、７番、８番については、定期的なメンテナンスは市外の太陽光パネル設置

業者が行うこととなっています。  
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９番は宅地への転用事案で、親から申請地を譲り受け、既存建物の庭として利用

するものです。  

１０番は宅地への転用事案で、運送業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、既存

建物の庭敷を拡張しようとするものです。  

申請地は全て、立地基準の「５の（１）農業公共投資の対象となっていない小集

団の農地」で、第２種農地であり、その許可方針「申請に係る農地等に代えて周辺

の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができる

と認められる場合以外は、許可する。」に該当するものと思われます。  

また、申請地は全て、一般基準である「１ 農地等の転用の確実性」、「２ 被害

防除措置の妥当性」について、事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条

件に支障を生じるおそれもないものと思われます。  

なお、１番及び９番の案件は、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、７番及び８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、７番及び８番の案件は農振農用地であり、現在、農業振興地域の整備に関

する法律に基づく１１条公告が令和元年１２月２５日付けでされており、農用地区

域から除外されたことを確認したうえで、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番は私です。この案件は去年の１２月１７日に私と事務局職員２名と現

地調査に行きました。申請地は市街化調整区域ですが、その当時は倉庫が建

って屋根がありましたので一旦保留としました。今回その屋根が取り除かれ

たということで、また再申請したもので、屋根は取り除かれており、建築物

でなくなったため問題ないと思います。  

 

議  長  

２番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  



１０ 

 昨年９月１８日に農振除外の案件で事務局２名と現地確認したものです。

この案件は、休耕田が近く、他の農地には影響ないのですが、譲受人は鉄工

所を営んでおられまして、すぐ隣にここの農地を欲しいということで、所有

権移転で資材置場と完成品の商品を仮置き場として使用したいということで

す。他の農地に影響はありませんので、心配ないと思います。  

 

議  長  

３番から５番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 ３番は平成３１年３月１８日に事務局と農振除外の現地調査をしておりま

す。先月３１日に偶然に譲渡人とお会いする機会がありまして話をいたしま

した。年齢的に耕作できないということと、高齢で規模の縮小を考えていた

ところだったということでございました。休耕田になっている農地に太陽光

発電設備用地としての賃借の話があり、手入れも大変なことから貸すことに

なったということでございました。周辺への耕作への問題はないと思います。 

 ４番及び５番は、平成３１年２月１８日に事務局職員２名と農振除外の調

査を行っております。この地区は日当たりも非常に良好でございまして、太

陽光発電の案件が多い地域でもあります。４番は今後耕作する予定がなく、

５番は譲渡人が県外に居住して管理ができないということでございまして、

この度所有権を移転するという案件でございます。太陽光発電設備を設置に

伴う周辺への影響はないものと思います。  

 

議  長  

６番から８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、１月１７日に調査を行っております。６番は清和

中学校のグラウンドの東側にあたります。日当たりはどうかなと思いました

が、特別そのことについては心配ないと思っております。譲渡人と譲受人は

親子であり、使用貸借するということでございます。特別これにつきまして

異議はございません。  

 それから７番と８番は同じ案件ですが、同じように太陽光発電をやるとい

うことで、国道２６１号線がございますが、その道路脇のすぐ近くでござい

ます。  



１１ 

 申請地は草だらけになっていますが、近くの人は太陽光発電をやるという

ことについて、特別異論もなく、問題ないと思います。  

 

議  長  

９番、河野芳徳委員。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 １月１６日に私と事務局２名で現地調査を行いました。これは第１号議案

の３条申請と同じ人でありまして、別に問題はないと思います。  

 

議  長  

１０番は山縣委員ですが、本日は欠席です。意見は河野芳徳委員に伝えて

いるということですので、河野芳徳委員お願いします。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 １０番について説明します。１月１６日に私と山縣委員及び事務局２名で

現地調査を行いました。申請地は休耕地になっています。譲受人が申請地の

隣を借り受けていますが、申請地は庭の一部であり物置場として利用するた

め、所有権移転するものです。近隣農地等に被害が生じることもないと認め

られるため、許可相当と認めます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（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、７番及び８番を除く７件を許可する

ことに決定いたします。  



１２ 

２番、７番及び８番については、農用地区域からの除外を確認した後、農

業委員会の会長名で許可することとします。  

 

議  長  

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７ページをご覧ください。  

今回、１件の申請があり、その内容につきましては議案に記載しているとおりで

す。 

この申請につきましては、先ほど申し上げました①～③の要件を満たしているこ

とを確認しており、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受ける農地に該当

します。 

以上で議案第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。  

児玉委員、お願いします。  

 

児玉委員  

 １９番の児玉です。  

 １月２０日事務局職員２名と現地確認しました。相続人は兄弟でずっと営

農をやっておられ、正月用の葉牡丹などをたくさん植えておられ、今もしっ

かりと耕作されていたので問題ないと思います。  

 



１３ 

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１件を、適格者として証明することに決定

いたします。  

 

議  長  

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

いてですが、議案番号の６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６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２年１月１４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。 



１４ 

 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・９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、安佐南区川内において、ハウス及び露地で広島菜、キュウリ、

ホウレンソウ等を栽培しています。  

今後は、資材コストの削減等により経費率の改善を図るとともに、承継予定者の

子を中心とした作業へ徐々に移行し、経営の安定化を図ることで、年間の労働時間

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、安佐南区川内において、ハウス及び露地で広島菜、キュウリ、

ナス等を栽培しています。 

今後は、資材コストの削減等により経費率の改善を図ることで、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、再認定を受けるものです。  

３番の申請者は、安佐南区川内において、ハウス及び露地でホウレンソウ、エダ

マメ、葉ネギを栽培しています。  

今後は、ホウレンソウ、葉ネギの作付回数を増やし生産性の向上を図るとともに、

子の妻が経営に加わることで、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。  

４番の申請者は、安佐南区川内において、ハウス及び露地で広島菜、ミズナ、ホ

ウレンソウ等を栽培しています。  

今後は、ミズナの作付数を増やし所得の向上を図ることで、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、再認定を受けるものです。  

５番の申請者は、安佐北区白木町三田において、ハウス及び露地でコマツナ、広

島菜、トウモロコシを栽培しています。  

今後は、コマツナの作付回数を増やし生産性の向上を図ることで、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、再認定を受けるものです。  

７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、ハウス及び露地でコマツナ、ホウレンソウ、青ネギを栽

培しています。  

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、経営面積の拡大、パイプハウスの増設による出荷量の増加を図ることで、

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号の議案番号６番を除く６件の説明を終わります。  

 



１５ 

議  長  

議案第５号の議案番号６番を除く６件について、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番から４番は武内推進委員、よろしくお願いします。  

 

武内推進委員  

安佐南区安古市・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。よろしくお願いいたします。 

先月の１月３１日の金曜日に溝口農業委員とともに、それぞれの申請者を訪問し、

お話を伺いました。 

１番の申請者は、広島菜の栽培のプロで、代々自家採取を行い、地域で名の知れ

た方です。 

２番の申請者も、広島菜の種を自家採取されており、広島菜、果菜類、キュウリ

やナスとも作られており、栽培技術に優れており、「立毛」の賞、田んぼに植わった

状態で品評する立毛の賞も数多く取られています。朝採れキュウリが有名で、市場

などで高値で取引をされています。 

３番の申請者は、野菜の袋詰機を開発された方です。自宅には、その１号機があ

ります。申請者は、お父さんとともに農業をされてこられましたが、お父さんが亡

くなり、息子さんとともに、農業をやっていき、ゆくゆくは後を継がせたいと思っ

ておられます。 

４番の申請者も、広島菜で賞を取るような立派な方で、１月３１日に伺った時も、

今年は安い安いと言いながら水菜の出荷を一生懸命されていらっしゃいました。 

いずれの１番から４番の方も川内の方です。 

高齢の方も若い方も大変意欲的に農業をされている地域であり、また個々の農家

のみなさんも一生懸命されておりました。１番から４番の農業経営改善計画につい

ては、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  

５番の溝口です。  

１月３１日に武内推進委員と一緒に回りましたけども、武内推進委員が非

常にまじめにやっておられまして大変ありがたく思っています。川内の農業

者はよく働きます。問題ないと思います。  

 



１６ 

議  長  

続いて、５番は松原推進委員、よろしくお願いします。  

 

松原推進委員  

安佐北区白木町三田の松原でございます。以前は、私は農業委員として、色々み

なさんと一緒にお仕事をさせていただいておりました。 

先月１月３０日に己斐農業委員とともに申請者宅を訪問しました。２人でハウス

の中でお忙しい中を手間を取っていただきましてお話をお聞きいたしました。その

中で今年は広島菜、小松菜の両方作付した関係で非常に忙しいということで訪問し

たときも泥だらけの手を差し伸べておられました。 

今後は広島菜、小松菜それにトウモロコシに取り組みたいということでございま

す。作付面積といたしましてもハウス１３棟、ご夫婦２人で処理されることは大変

だと思いますが、一生懸命にやっておられます。生産向上のため農業利益〇〇万円

を目指して昨年も小松菜の作付回数を増やし一生懸命取り組んだということでござ

います。そして来年度は、椎茸の栽培を手掛けていかれます。椎茸を栽培して一層

向上するということでございますので、農業経営改善計画の内容も非常に堅実だと

思います。私としてはこれからも応援したいと思います。 

 

議  長  

松原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  

 ３番の己斐です。  

松原推進委員と一緒に同行させてもらったわけなんですが、佐藤委員には

２０年頃大変色々お世話になったということでございまして、感謝を佐藤委

員にお伝えくださいとのことでした。  

 

議  長  

続いて、７番は中川推進委員、お願いします。  

 

中川推進委員  

安佐北区安佐町小河内を担当しております、農地利用最適化推進委員の中川でご

ざいます。よろしくお願いします。 

７番は、９月２８日に谷口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。 



１７ 

先ほど、事務局から説明がありましたとおり、平成２６年４月に１６期の活力生

として、小河内に３名入ってきましたが、そのうちの１人でございまして、それか

ら５年経ちまして、現在小松菜、ほうれん草、青ネギを栽培しておられまして、産

直市や市場等へ出荷されております。 

アルバイトについては、地元の小河内の方が３名、それから可部の方から３名、

計６名雇われておりまして、今後規模拡大を考えているので、もう３、４名必要だ

ということであります。今後は白ネギの露地栽培等のため規模拡大をし、ハウスの

増設をしたいということでありました。地元としましても期待をしており、今後も

応援していきたいと思っております。この農業経営改善計画について、問題はあり

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  

１４番の谷口です。  

１月２８日に中川推進委員とともに意見をお聞きしまし、利用権設定をし

て規模拡大を随分頑張られておりましたが、これまで以上に更に規模拡大を

するという考えを持っておられまして非常に頑張っておられます。中川推進

委員の助言もありまして、かなり経営がうまくいっているんじゃないかと思

います。ありがとうございます。これからも更に頑張っていただきたいと思

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、「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）  

 

 

 



１８ 

議  長  

異議がないので、議案第５号の議案番号６番を除く６件を、「意見なし」と、

市長に回答することに決定します。  

続いて、議案第５号の議案番号６番の案件に入ります。  

〇〇委員は退席をお願いします。  

それでは、議案第５号の議案番号６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号の議案番号６番農業改善計画の認定にかかる意見聴取について

の説明を行います。認定を受けるための条件は先ほど説明した通りです。  

６番の申請者は、安佐北区深川において、ハウス及び露地でキュウリ、トマト、

ダイコン等を栽培しています。  

今後は、暖房機の活用によるキュウリの収量増加と、遮光カーテン導入によるト

マトの高品質化・収量増加に取り組むことで、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。  

以上で議案第５号の議案番号６番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号６番について、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。  

古河推進委員、お願いします。  

 

古河推進委員  

安佐北区高陽の深川、落合、口田地区を担当しております、農地利用最適化推進

委員の古河です。初めて総会に出席させてもらいます。よろしくお願いします。 

２月１日に下谷農業委員とともに申請者のほ場を訪問し、お話を伺いました。６

番の申請者は農業委員です。ＪＡ広島市の営農指導員として勤務したのち、就農さ

れ、奥さん、後継者のお子さんとともに、家族経営をされています。 

トマト、キュウリ、大根を作られ鮮度の確保と消費者ニーズへの対応に心掛けて

おられ、安佐南区の直売所を中心に販売しています。 

１年のうち〇〇日は直売所へ出荷、顔を出して、消費者と交流をしておられ、申

請者の出荷するトマト等ファンが結構いるとお聞きしております。 

先日３日に開催された市長と農業者との懇談会で、都市農業について、熱く語ら

れた所です。申請者は、平成２７年にも市長との懇談会で発表されています。また、

広島市の認定農業者協議会の会長もしておられます。 

この、農業経営改善計画について、問題ないと思います 
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議  長  

古河推進委員からご意見をお伺いしましたが、下谷委員、このほか何かご意

見はありますか。  

 

下谷委員  

 ９番の下谷です。  

 言うことはないです。みなさん御存じのとおりで。深川の朝市も出しても

らっています。  

 

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、「意見なし」と、市長に回答することにしてよろし

いでしょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第５号の議案番号６番を、「意見なし」と、市長に回

答することに決定します。  

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５号の議案番号６番について、「意見なし」と市長に回答

することに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。  
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令和２年１月１５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１０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、平成３１年度“ひろしま活力農業”経営者育成事業の実地研修

生で、安佐北区白木町三田に就農されました。  

ハウスでコマツナを中心に栽培しつつ、土壌改良の進展により、ホウレンソウを

順次導入するとともに、栽培技術の向上を図ることで、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。  

 

議  長  

議案第６号の１件について、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。  

松原推進委員、お願いします。  

 

松原推進委員  

１月２５日に己斐委員とともに申請者のハウスを訪問いたしまして、非常に忙し

そうにパート２名の方と袋詰め等されておりました。 

申請者は、「ひろしま活力農業」新規就農者として、安佐北区にある農園で１年半

勤められ、その後平成３０年４月から広島市農林水産振興センターで、１年間の研

修を受けられた後に、昨年４月から、安佐北区白木町の三田の小学校の東隣の農地

で、実地研修され、１２月から申請者本人が、農地を借りて就農されています。今

年はコマツナを栽培しておられましたが、それとともに、ホウレンソウを栽培する

目標でございましたが、管理障害がひどいということで、コマツナ１本で頑張って
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やっておられました。来年からはまたこの人も椎茸の栽培を手掛けるということで、

ただいま山を探して準備中ということでございます。 

青年等就農計画についての本人の働き具合から考えますと問題はございません。 

 

議  長  

松原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  

３番の己斐です。  

申請者は、月に２回ぐらい、子どもさんや大人の方をハウスに招いて、コマ

ツナの袋詰めとかいったボランティアをやっておられるというようなことで

す。  

アルバイトは現在７名で、３交代ぐらいでやっとられるそうです。申請者

は非常に今熱心に頑張っておられます。今年の目標額も〇〇万円ちょっと指

定しとったらしいんですが、〇〇万円ぐらい売上げとるということで、私も

そこの農地をお世話した甲斐があったかなと思っております。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

 

議  長  

意見がないようですが、「意見なし」と、市長に回答することにしてよろし

いでしょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第６号の１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、６０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。 

１番の６０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「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。  

河野信義委員、お願いします。  

 

河野信義委員  

 １３番の河野です。  

 今、事務局の説明があったように、この６０筆のほとんどは雑木などです。

きれいにすれば出来そうなところが２、３件ありましたけど、これも希望が

ないということで山林判断を致しました。  

 

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）  
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議  長  

意見がないようですが、非農地、つまり農地に該当しないと判断すること

について、異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第７号の６０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、９４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８号の規定による農地転用届出の１８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５７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１件、及び報告第６号、農地転用届出撤回の３

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。 
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続きまして、審議事項の議案第８号「農業経営基盤の強化の促進に関する

基本構想の変更にかかる意見聴取」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８号について説明いたします。「農業経営基盤の強化の促進に関する基

本構想」の変更にかかる意見聴取についてです。 

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」（基本構想）は、「農業経営基盤

強化促進法」に基づき、県知事が定める基本方針に即して市町村が地域の実情を踏

まえて策定するもので、策定や変更に当たっては、農業委員会やＪＡからの意見聴

取及び県との協議が必要となっています。広島市では、平成７年３月に策定され、

その後法改正等に伴い何度か変更され、直近の変更は平成２６年９月となっており、

この度、資料の冒頭にありますとおり、令和２年１月２４日付けで市長から基本構

想の変更について意見聴取の依頼があったものです。  

まず、「変更の理由」ですが、１のとおり、令和元年５月２４日付の農地中間管理

事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の制定による農地中間管理事業の

推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法及び農地法の一部改正その他の法令の

改正に伴うものです。 

次に「変更の概要」ですが、２のとおり５つの事項があります。 

まず（１）ですが、農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化す

ることに伴い、基本構想の農地利用集積円滑化事業に関する記述を削除するもので、

広島市ではこれまで、公益財団法人広島市農林水産振興センターが農地利用集積円

滑化団体として利用権に係る農地の借受、貸付を行っていましたが、これが基本的

にできなくなります。 

次に（２）ですが、解除条件付きで農地の権利を取得した法人等からの農地の利

用状況の報告先は、これまで根拠法令ごとに、農地法は農業委員会、農業経営基盤

強化法は広島市、農地中間管理事業法は農地中間管理機構と、異なっていましたが、

手続きの簡素化・効率化の観点から報告先が農業委員会に一本化され、また農業委

員会が農地を適正に利用していないと判断した場合には、広島市や中間管理機構に

その旨を通知するとの規定を追加するものです。 

次に（３）ですが、新規就農者向けの研修事業を継続的に実施している市町村等

（旧農地利用集積円滑化団体等）が、引き続き研修事業を行うために利用権の設定

等を受けることができる旨の規定を追加するもので、これにより広島市農林水産振

興センターは、活力研修生の２年目の実地研修の期間については、引き続き利用権

により農地を借り受けることが可能となります。 

次に（４）ですが、共有に係る土地の利用権の設定又は移転の際の所有者の同意

について、当該土地の２分の１を超える共有持ち分を有する者の同意で足りるとす
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る利用権設定又は移転の存続期間を、５年以内から２０年以内に改めるもので、こ

れに係る農業経営基盤強化促進法の改正は平成３０年度に行われていましたが、こ

の度合わせて変更するものです。 

その他（５）として、前回の基本構想の変更以降の法令改正等により変更されて

いた文言等の整理を行います。 

次に、３の変更の施行期日ですが、令和２年４月１日となります。 

また、変更案の全文及び変更内容の説明の詳細については、４のとおり、資料１

の「変更案」及び資料２の「変更の内容及び説明」のとおりです。 

なお、参考に、意見聴取に係る農業経営基盤強化促進法施行規則の規定を記載し

ています。 

説明は以上です。 

 

議  長  

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８号について、「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、議事日程６の「その他」事項に入ります。  

はじめに、「令和元年度市長と農業者との懇談会」の開催結果についてです。  

これは、懇談会に出席された鍜治山会長職務代理者から報告していただきます。  

 

鍜治山職務代理者 

先日２月３日の午後４時からＪＡ広島市本店で開催されました。資料は２ページ

からです。農業委員は１２名、農地利用最適化推進委員が１５名で、計２７名が出

席しておられます。 

また今回は佐藤委員には、発表していただきました。本当にありがとうございま

した。 
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今年は、「農業で輝くひと～魅力ある都市農業～」ということで４名の方に発表し

ていただきました。 

川内の高西さんも、しっかり広島菜、ホウレンソウ、エダマメなど作っておられ

ますが「農地減少を食い止め、円滑な貸し借りができる仕組みが必要である。」とい

う生産緑地制度についても触れられました。 

また安佐北区の佐藤委員におかれましても、キュウリ、トマトなどしっかり作っ

ておられるわけですが、「市街化区域内で営農を行う我々を前向きに応援してほし

い。」という市長への提言でしたけれども、市長も最初のあいさつの中では前向きに

考えているというふうに回答をいただきました。 

また安芸区では、畑賀の熊野さんが、「農地を活用した防災対策、農地を守る活動

を進めていきたいので支援して欲しい。」という発表をされました。この方も協同労

働ということで発表されましたけれども、これも市長も協同労働については、やっ

ぱり今からはこういったことも大事であろうという回答をいただきました。 

また株式会社木下ファームの大田さんは、企業参入ということで、パクチーとか、

クレソン、サンチュなど色々作っておられるわけですけども、取組についてしっか

りと頑張っておられる。企業参入といってもしっかり頑張っておられるという発表

でした。 

そういった中で先ほども言いました、市長からも生産緑地制度について前向きに

考えていきたいという回答をいただき、農家にとっては嬉しい回答だったと思って

おります。 

 

議 長 

皆さんから何かご質問はございましょうか。 

出席された委員さん、何かございますか。 

 

（委員：質問なし）  

 

議 長 

続きまして、これ以外の事項について、事務局から報告をお願いします。  

 

石原次長 

私の方から２番目の生産緑地制度説明会についてということで、説明をしま

す。配布資料の中の９ページから１２ページまでが、関係の資料になってお

りまして、９ページが当日説明のために配布された資料です。それから１０

ページ裏面の参加者に対してのアンケートが当日行われました。１１ページ、

１２ページがこれに関する中国新聞と日本農業新聞の記事いうふうになって

おります。  
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この生産緑地については先ほど、ご報告していただきました、市長と農業者

との懇談会に深く関係するものですけれども、それに先立って１月１５日に農家を

集めての説明会というのが行われまして、時間は午後７時から、ＪＡ広島市の本店

４階の講堂で開催されました。参加者は約８０人。これは当日申し込みが８０名程

だったということなんですけれども、当日の参加もあり、また欠席もありというこ

とで、結果的にも８０名ぐらい参加をされ、その他関係者が４０人ぐらい。これは

都市計画課、農政課、農業委員会、区役所の農林課、それからＪＡ広島市とＪＡ安

芸、それからＪＡ中央会からも来られていたようです。 

初めに都市計画課長の方からあいさつがあり、その後都市計画課の担当者からこ

の配布資料とパワーポイントで説明があったんですけれども、パワーポイントは配

布されませんでした。 

説明は、まず生産緑地制度全般について、それから広島市の制度案について、そ

れから大まかな指定手続きについてということでされました。 

生産緑地制度全般についての説明は１月７日に研修会で農政課から説明がありま

したけれども、これと似かよった内容ではありましたが、大まかには生産緑地指定

の法律要件、これは公共施設の敷地として適しており５００㎡以上の規模が

あり、農業継続が可能な条件を備えていること、それから指定をされると農

業継続の義務が生じます。それから建築の制限がかかります。それから固定

資産税上の評価は宅地並みの評価から農地の評価になります。３０年経った

ら市に対して買取の申し出ができます。このような説明がありました。それ

から今回の提案に至った経緯についても説明があって、平成２８年に国で都

市農業振興基本計画が策定されて、市街化区域はこれまで宅地化すべきだっ

たものが、そこにあるべきものというふうに変わったこと、これを受けて５

００㎡の指定面積を条例によって３００㎡まで下げるようになったとか、生

産緑地の中で農地の貸し借りがしやすくなる。これは農業委員会でも議論い

ただきますけども、利用権の設定と同様、貸した農地の期限が来ればちゃん

と返ってくるといったようなことで、貸し借りがしやすくなるといった制度

改正が行われたというような説明がありました。  

それから次に、広島市の制度案として資料２の９ページの配布資料の中ほ

どに、２番にありますけれども３つの要件を考えているということです。こ

れは３つというか５００㎡を入れたら４つなのですけども、一団の農地等で

１地区あたり５００㎡以上が必要です。それから、２番目として都市農業振

興に資する農地ということで、広島市としては直近１年間に販売実績がある

ことという条件を考えているとのことでした。  

 それから、都市と農の共生に資する農地ということで、例えば農業体験を

しているとか、あるいは防災、災害があった際の避難とか、資材置場とか色
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んなことに活用できるようにするとか、あるいは市民菜園としての利用がさ

れているといったような要件が必要だということです。  

 それから、３番目に営農長期継続ができるものだということで、基本的に

は耕作者の方がずっと耕作されるという想定なのですけども、それがもし難

しくなったら貸し付けてでも、営農といいますか、ここでの農業を続けると

いう意思を表明するということを要件として考えているといったようなこと

がありました。  

 説明が終わった後の参加者からの質問を募ったんですけれども、主には、

いつからやるのかというような質問が出ましたけれども、順調に進めば年内

には何とかしたいという回答がありました。ただ農家のみなさんの意向をこ

れからも聞いていかないといけないので、ある程度時間はかかりますよとい

うことがありました。  

 それから１番関心が高いのが税金でどれくらい下がるのかという質問があ

りましたけれども、当然個々の農地の状況によって、ケースバイケースなん

ですけども、国が示した資料で、宅地並み課税だったら１０ａあたり数万円

が、農地並みだったら数千円になるといったようなものを示して説明されま

した。  

 それから、アパートとかが周りに建って日陰になったら営農が継続できな

くなるというような場合は途中で解除できるのかいうような質問があったん

ですけど、自己都合になるので、それはできませんよと。ただ区域で建築物

の高さ制限をするという制度があるので、そういうのが決められている区域

もありますよいうような都市計画的な説明もありました。  

 また５００㎡という要件について非常に都市の農地というのはひとつひと

つが小さいので、５００㎡集める大きな農地はないんじゃないかなと、下げ

てもらえないかというような質問や要望があったんですけど、基本的には５

００㎡が継続をしていくために必要な面積だと考えており、ただ一団の農地

というところについては、狭い道路を挟んでとか近接しているとかいうもの

については一団の農地として考えられるように検討していきたいという回答

がありました。  

 その他の意見としては、こういう説明を聞いてもなかなか継続は難しいん

で指定を受けるのはちょっと難しいいう風な意見であるとか、逆に今回説明

会やっていただいてありがたい。これをきっかけにいい制度作ってほしいと

いった色んな意見が出されました。  

 参加者の方には、１０ページのアンケートの用紙で市街化区域農地の現在

の活用方法、今後の活用の希望、生産緑地制度への興味とか、利用希望があ

りますかとか、その理由とか難しいということであればその理由とか、疑問
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とか不安な点とか、そういったものを書いてもらうアンケートが行われまし

た。アンケートの結果も今後検討材料にしていくということです。  

 最後は、農政課の藤原課長の方から締めの挨拶があったんですけども、原

稿は読まれず、自分の経験を話されて、平成２３年ぐらいに生産緑地につい

ては導入を検討したけれども、当時は都市計画と農業関係が水と油みたいな

感じで、うまくいかなかったけれども、今回こうやって都市計画と一緒に説

明会ができたということで、ぜひ今回のことをきっかけに、広島型の制度を

作っていきたい、参加されたみなさんにも今日家に帰って考えてくださいと

いうようなことを話されました。  

１１ページと１２ページは新聞記事ですので、参考にご覧ください。また

詳細については都市計画課を中心に検討していくということになると思いま

す。以上です。  

 

石本専門員 

続きまして資料３の１３ページの令和元年度農業委員、農地利用最適化推進委員

等研修会の開催についてでございます。  

１番の趣旨としましては、地域の農地利用の最適化を進めるため、農業委員会活

動や優良農地の確保と担い手の育成等の先進事例を学び、資質の向上を図るという

ことでございます。主催は広島県農業会館というところが主催されまして、３番目

ですけども、日時は２月２１日の１３時、場所は国際会議場でございます。  

広島県内の農業委員会委員、推進委員を対象に開催されます。ぜひ参加していた

だきたいと思います。 

参加される方は２月１０日までに事務局の方まで連絡をください。 

１５ページと１６ページは、過去この研修会に参加された委員の出席表をつけて

ます。 

 引き続きまして、４番目でございますけれども、ひろしま活力農業経営者育成事

業の２次募集についてということで、お手元にカラー刷りの資料を配布させていた

だいております。活力農業生には、３名受講者がおられましたが、その後辞退者が

出たため、急遽２次募集をすることにしておりますので、皆さま方の近所の方など

どなたかおられたら PR をお願いしたいと思います。募集期間が２月２５日までに

なっておりますので、よろしくお願いいたします。  

続きまして５番目でございますけど、令和２年度中山間地域お宝資源掘り起こし

事業について、こちらも例年でございますけども来年度の令和２年度の中山間地域

お宝資源掘り起こし事業ということで、中山間地域での農家ビジネスにつながる活

動を支援しますということでございます。募集期間は２月１４日までになっており

ますので、急遽みなさんの方にお配りしているということでございます。２ページ

目が今までの活動の事例等が書いてありますので参考にしてください。こんなこと
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が取り組めるんだと思ったら、区役所の農林課等に電話連絡していただきたいと思

います。３ページの１番後に農林課の電話番号書いてありますのでよろしくお願い

します。 

引き続きまして、６番目でございます。市民農園・体験農園・市民菜園の利用者

募集についてということで、資料の１７ページと１８ページになります。農林水産

振興センターが管理しております市民農園と体験農園と市民菜園の利用者の募集と

いうことで、２月１日から始まっておりますのでご案内します。小規模で小区画で

借りる面積１０００㎡もいらないよという方がおられたらご案内をしていただけれ

ばと思います。  

 

西村主事 

 続きまして、資料の１９ページ、資料５になります。令和２年度農業委員会総会

開催についてです。  

 原則として毎月５日の開催を予定しており、土・日等の場合はその翌日となりま

す。 

 続きまして、２０ページ、資料６になります。令和２年度現地調査の日程になり

ます。毎月の議案の締め切りが１５日になっており、そこから第１日目が旧市と安

芸区。２日目が安佐北区、可部・安佐地区、白木・高陽地区で、３日目が安佐南区、

佐伯区を予定しております。各委員の日程の調整をよろしくお願いします。  

 

石本専門員  

 続きまして、２１ページ、資料７でございます。今年度最後の第６回地区協議会

の日程でございます。旧市は３月９日で、懇親会がございます。安佐南区が３月６

日で、こちらも終了後懇親会がございます。白木・高陽は３月１２日２時から、可

部・安佐は３月１０日１０時からです。安芸地区は３月９日、佐伯地区は３月１３

日となっております。内容といたしましては、来年度の活動計画、市長と農業者と

の懇談会の開催結果、認定農業者との意見交換会の結果報告、農地等利用最適化推

進施策の改善についての具体的な意見、委員・推進委員による農業体験学習、耕作

放棄地再生・利用事業などとなっております。  

ここで、認定農業者との意見交換会について、司会をされる３名の方と、発表さ

れる３名の方、具体的には前回の総会で決めていただいた、司会進行の溝口委員と、

鍜治山職務代理者と岩重委員、沼田委員、発表される山本委員に総会終了後ちょっ

と打ち合わせしたいと思います。よろしくお願いします。 

 続いて、資料の２２ページ。資料の８になります。令和２年３月の現地調査日程

についてです。今月の受付締切日が２月１４日金曜日となっております。現地調査

の日程調整を１４日金曜日の夕方５時１５分から１８時に電話で調整させていただ

きたいと思います。現地調査日程ですが、１日目、２月１７日の月曜日、午前が安
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佐北区の可部・安佐地区。午後が白木・高陽地区を予定しています。２日目が、２

月１８日火曜日、午前中に旧市、安芸区を予定しております。なお、２月１８日火

曜日の午後は認定農業者との意見交換会が開催されますので、現地調査の日程を変

更しておりますのでご確認ください。３日目が、２月１９日水曜日、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。  

 

議 長 

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございま

すか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、これで令和２年第２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２年３月５日（木）午後１時３０分から東区役所

３階第３会議室で行う予定です。  

それでは、己斐会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

己斐会長職務代理者  

 市長と認定農業者との懇談会にご出席いただいた委員さんは、たいへんご

苦労さまでした。本日はどうもご苦労さまでした。  

 

 


