
１ 

令和２年第３回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年３月５日（木）  開会 午後１時３０分  

                     閉会 午後４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  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（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  

１０番  佐藤  和夫  

 

６．議事録署名者  

２番  鍜治山  正照    ３番  己斐  潔  

 

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）農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について  
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（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  

（農地中間管理事業に係るもの）  

（７）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  

（８）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  

（９）青年等就農計画の認定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)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 

 

・その他 

（１）令和２年度農業委員会活動計画（案）について  

（２）認定農業者との意見交換会の開催結果について（報告）  

（３）令和３年度広島市農政に関する意見書について  

（４）平成３１年度の農業体験学習について  

（５）平成３１年度第６回地区協議会開催日程について  

（６）令和２年３月の現地調査日程について  

 

  



３ 

 

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が、新型コロナウ

イルスの感染防止対策として、本日はこの会議室の窓を一部開けることとし

ますのでご理解の程よろしくお願いします。  

それでは、総会を開催させていただきますので、会長、よろしくお願いい

たします。  

 

議  長（福島会長）  

 今大変な時期で、みなさんも大変だと思いますけど、頑張っていきたいと

思います。よろしくお願いします。  

３月４日に「ひろしま活力農業研修生」の面接があり１名が決まりました。

これは、最初３名の申込者がおりまして、内２名が決まり、１名が欠席によ

り決まらなかったことによる２次募集でした。これで合計３名が研修生に決

定し、内１名は九州出身の女性であることをご報告します。  

それでは、ただいまから、令和２年第３回の広島市農業委員会総会を開会

します。  

本日、農業経営改善計画及び青年等就農計画の審議案件がありますので、関係す

る４名の推進委員にご出席いただいています。安佐北区可部地区の前坊推進委員で

す。安佐北区安佐町の舩木推進委員です。安佐北区白木町の世羅推進委員です。佐

伯区湯来町の林谷推進委員です。  

よろしくお願いいたします。 

本日の欠席は、１０番、佐藤委員です。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。  

２番、鍜治山正照委員、３番、己斐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、１４件

を上程します。事務局に説明をお願いします。  



４ 

 

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ページから５ページをご覧ください。  

 １番は、本年１月に法人を設立し、２月に農地所有適格法人として農地を取得し

て新規に就農した譲受人が、隣接する農地を借り受け、経営規模を拡大するもので

す。 

２番、１１番は、同一農家世帯から、経営移譲を受けるものです。  

３番から５番、８番から１０番、１３番、１４番は、経営規模拡大のため、農地

を取得するものです。 

６番は、病院に勤務している譲受人が、農地を譲り受けて新規就農し、薬草等を

栽培するものです。  

７番は、遺言により農地を譲り受け、新規就農により野菜・果樹を栽培するもの

です。 

１２番は、譲受人が戦前貸借により耕作していた借入地を譲り受けるものです。  

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番から３番、伊藤委員。  
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伊藤委員  

７番の伊藤です。  

 ２月１９日に、梶山委員、事務局職員と現地調査を行いました。  

 この１番は、水稲計画がなされておりまして耕作も管理もされていますの

で問題はないと思います。  

 それから２番は、防護柵を廻らせて野菜を耕作されているのですが、管理

は十分されておりましたので、これも問題はないと思います。  

 ３番の土地は、ほ場整備のされた農地でして、譲渡人が農業ができないと

いうことで譲受人に贈与し、農地を引き継ぐということです。一筆は果樹を

栽培し、一筆は従来通り水田として水稲を作るということでありました。  

 

議  長  

４番、溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口です。  

 ２月１８日に福島委員、事務局職員２名で現地調査を行いました。綺麗に

管理されており、特に問題ないと思います。  

 

議  長  

５番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 ２月１７日に己斐委員、事務局２名と現地確認を行いました。譲渡人は、

県外に住まれていて、譲受人の親戚だと思います。譲受人が今まで耕作をず

っと引き受けてやられておりまして、もう田んぼも、鋤いたりなんかして管

理は十分に届いておりますので、問題ないと思います。  

 

議  長  

６番、７番、己斐委員。  
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己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 ６番につきまして、本年２月１７日に岩重委員、事務局職員と現地調査を

いたしました。申請地は綺麗に耕作管理されていました。譲渡人が遠方に居

住しておられまして耕作ができない為ということで、新規就農される譲受人

に農地及び住宅を譲渡する申請でございます。  

譲受人は、長男の経営する病院に勤務する傍ら、農業に従事しておりまし

て、シャクナゲ等の薬草栽培を行う案件でございます。  

 ７番ですが、これも同年２月１７日に岩重委員と事務局職員とで現地の調

査を行いました。申請地の原野を除く田畑につきまして、自家消費するタマ

ネギ、イチゴ、葉物野菜、作型では、カボチャ、スイカとなっております。

他の農地につきましては、梅、柿、栗、ブルーベリーが植えてございます。  

この案件は遺言により、祖父所有の不動産を全部孫に寄贈する旨を公正証

書を書かれておられまして、被相続と養子縁組を行い、当家の継承を譲受人

として家族が農作業を分担し、引き続き農業経営を行うものでございます。  

 

議  長  

８番、９番、沼田委員。  

 

沼田委員  

 １１番の沼田です。  

 ８番の案件ですが、譲受人の近くの田んぼを譲り受けるということで、現

地も去年までは荒れていたのですが、保全管理しておられて問題ないと思い

ます。  

 ９番も親族から親族へ農地を譲渡すということで、譲受人がなぜ遠方の農

地を取得するのか分かりませんが、事情があるのでしょう。果樹ということ

で問題はないのではないかと思います。  

 

議  長  

１０番、谷口委員。  
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谷口委員  

 １４番の谷口です。  

 ２月１７日に河野信義委員、事務局職員で現地調査を行いました。譲渡人は高齢

の為、管理ができないということで、譲受人へ譲るものですが、昨年購入された家

の入口にあたりまして、管理及び耕作がしやすいということで問題ないと思います。 

 

議  長  

１１番、河野芳徳委員。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 ２月１８日に山縣委員、事務局職員で現地調査を行いました。譲渡人と譲受

人は親子関係にありまして、譲渡人が高齢で、子供へ所有権を全て変えていかれる

ということで、問題はないと思います。  

 

議  長  

１２番、児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。  

 ２月１９日に奥田委員、事務局２名で現地確認をしました。譲受人は長年、

譲渡人の畑を借りて作っておられましたが、このたび無償で譲渡するということで、

譲受人がもらう案件ですが、今はしっかりと耕作されて畑になっておりますし、周

りは農地なので問題ないと思います。 

 

議  長  

１３番、１４番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

 １月２０日に私と奥田委員、事務局２名で現地確認いたしました。１３番、

１４番のいずれも譲受人が定年を機に規模拡大の為に農地をまとめるもので許可
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相当と思われ、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１４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

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６ページをご覧ください。 

１番は、雑種地への転用事案で、運送会社が利用する大型トラック等の貸駐車場

として利用しているものです。 

２番は、宅地への転用事案で、宅地拡張し、庭敷きとして利用しているものです。 

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

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、１番・２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・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、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

 ６番の梶山です。  

 今、事務局の方から説明がありましたように、以前からそこは埋め立てて

駐車場になっていますが、車までは置いていません。事務局の説明のとおり違

反転用のようになっていたのだと思います。他の農地については特に問題なく、

しかたないと思います。  

 

議  長  

２番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 議案２番ですが、本年２月１７日、事務局職員と現地調査を行いました。

地目は田ですが、現況は宅地で住宅と隣接しておりまして、周りは宅地拡張

としての利用する案件でございますが、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。  



１０ 

 

（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

１３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の１３件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７ページから９ページをご覧ください。  

１番は宅地への転用事案で、自動車部品の販売業を営む譲受人が、申請地を借り

受け、倉庫敷地及び駐車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、配管業を営む譲受人が、申請地を借り受け、鋼管

等の資材置場として利用しようとするものです。  

３番・５番・１１番・１２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、経済産業省の設備認定通知書が添付されてい

ます。 

４番は空き家を取得するのに伴い、付随している申請地を合わせて取得し、宅地
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拡張するもので、通路・駐車場及び庭として利用するものです。  

６番は雑種地への転用事案で、遺言により取得した土地が車両置き場となってい

るものです。  

７番から１０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け又は借り受けて従業

員用の駐車場として利用するものです。  

１３番は宅地への転用事案で、祖父から申請地を借り受け、農家住宅を建築する

ものです。市街化調整区域内の宅地転用ですが、農家住宅であることから開発行為

の許可は不要であることを関係課に確認しています。  

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、６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。  

３番、１１番及び１２番の案件は農振農用地でありましたが、農業振興地域の整

備に関する法律に基づく１２条公告が令和２年２月２７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ております。  

１番から１３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、２番、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

 ６番の梶山です。  

 ２月１９日に事務局と現地調査いたしました。１番につきましては休耕に

なっており、２番については休耕と記載されていますが、ほとんど原野に近

い状態でありました。１番、２番とも特に問題ありません。  



１２ 

 

議  長  

３番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 この案件は、令和元年９月１８日に農振除外の案件として事務局２名と私

で現地調査を行いました。周りの田んぼはみな休耕田で、カヤが立っている

ような状況でございました。２月１７日に再度調査をしましたが、やはり現

状のままで、周りの農地には被害はないと思われますので、問題ないと思い

ます。  

 

議  長  

４番から６番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 議案４番、５番、６番は本年１２月１７日に事務局職員と現地の調査を行

いました。  

議案４番は、現況休耕中となっている農地とで、北側に接している空き地

となっている住宅を、敷地拡張する申請でございます。申請地は住宅への進

入路として一部利用していますけれども、進入路の幅が狭い上、県道と申請

地の間に側溝がありまして車の進入に支障をきたすことから、県道からも進

入路を作る計画です。また子供や孫が来たことを想定して、申請地を転用し

て通路及び駐車場４台、それと孫の遊び場として確保したいということでご

ざいました。周辺農地に与える影響もございませんので、問題はありません。  

 議案５番は、土地の有効利用として太陽光発電を設置する案件でございま

すが、申請地は小高い位置にあります。北側が山林でございまして、周辺農

地への対策も耕作には影響はないものと思われます。  

 議案６番ですが、車両置場とする案件ですけども、先ほど事務局からご説

明もありましたが、申請地の一部に廃車となった車が６台放置されてありま

した。進入路が狭く、撤去作業に伴う重機の搬入等が無理と思われ、止むを
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得ない事だと思っております。車両置場にすることにより、周辺への耕作等

への影響はございません。  

 

議  長  

７番、８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、２月１７日に事務局２名と現地調査を行ってお

ります。３反近くある広い土地で、その中に一部工場の近くを通る公衆用道

路がありますが、昔の言う３尺道路が作ってあります。そこも今回の面積に

一緒に入っております。この農地は、近くには耕地が一部あるだけで、ほと

んどありません。近くは工場及び倉庫、その上に住宅。また南側は鈴張川に

囲まれたところでありまして、周りに迷惑をかけることもございませんし、

この工場の車はあちこちに今、分散しているのをまとめるというようなこと

でございますので、問題ございません。  

 

議  長  

９番から１２番、谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

 ９番、１０番について、２月１７日に事務局職員とで現地調査を行いまし

た。譲受人はプラスチックを加工する会社なのですが、これの従業員の駐車

場として利用されるもので現地は県道、農道及び工場により区切られており、

周辺への影響はございません。  

 １１番、１２番については、同じく令和元年１０月１７日に事務局職員と

で農振除外のための現地調査を行いました。現況は休耕となっておりますが、

実質的には耕作放棄をされた土地でございまして管理ができない状況であり、

太陽光への切り替えを行うもので周囲も似たような状況で原野となっており

ますので、影響はないと思います。  

 



１４ 

議  長  

１３番、児玉委員。  

 

児玉委員  

 １９番の児玉です。  

 譲渡人の親が子供の農家住宅を建てるという案件ですが、この農地、休耕

になっていますが一部に約２０㎡の倉庫が建っており、これについては事務

局の人と確認していますので、事務局の方から指導してもらいます。  

また周りは譲受人のおじいさんの土地なので問題ないのですが、昨年の推

進委員さんが見て回った時に問題なしであげられていたので、後日推進委員

さんと現地へ行き、こういう場合は一部転用になっているよというような指

導もしておきました。  

 

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、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１３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。  
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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、溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口です。  

 ２月１８日に福島委員、事務局２名と現地確認しました。綺麗に耕作して

あり、別に問題ないと思います。  

 

議  長  

２番は私です。  

 ２月１８日に事務局２名と溝口委員とで現地を確認していまして、適正に

管理されていて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）  
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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。  

議案第５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２２番から２６番及び５５番は岩重委員の親族、４１番は奥

田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２２番から２６番、４

１番及び５５番を除く１２４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４３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１２件と一体的なも

のであり、それぞれ議案第６号、議案第７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５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議案番号２２

番から２６番、４１番及び５５番を除く１２４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２年２月１４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３２ページをご覧ください。 
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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４４件、継続分として利用権設定の終期が本年３月３

１日までとなっている計画の更新が７９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。 

１１番から１３番、３１番から３３番、３７番から４０番、及び４５番から５０

番は、広島市農林水産振興センターが農地を借り上げ、「スローライフで夢づくり」

新規就農者に貸し付けるものです。先月の総会でご説明しましたとおり本年４月１

日から農地利用集積円滑化事業は、広島県森林整備・農業振興財団に統合一体化さ

れますが、利用集積計画の作成時点では、スローライフ研修生の耕作農地を広島県

森林整備・農業振興財団が中間保有できるかどうか協議中であったため、当面はセ

ンターが従来通り中間保有できるように本年３月３１日を利用権の開始日としてお

ります。なお、その後の協議により、現時点では、スローライフ研修生について、

当初の１年間は相対で、その後の継続分は広島県森林整備・農業振興財団が中間保

有して利用権設定できる見込みとなっております。 

次に継続分につきまして、資料の訂正をお願いします。２６ページの議案番号９

９番の期間について、資料ではＲ２．３．３１からとなっていますが、正しくはＲ

２．４．１です。申し訳ありませんでした。 

継続分の内容については、議案のとおりですが、一部補足説明いたします。 

５２番、５３番、７５番から８７番、９１番から９８番、１２４番から１３０番

は、広島市農林水産振興センターが農地を借り上げ、「スローライフで夢づくり」の

就農者にすでに貸し付けがされているものです。貸付期間は本年３月３１日までと

なっていましたが、先ほど申し上げましたとおり広島市農林水産振興センターが行

う利用集積円滑化事業の開始日を、本年３月３１日からとし再設定するものです。

３月３１日が１日重複することとなりますが、土地所有者、広島市農林水産振興セ

ンター、転貸先の三者とも変更がなく、当事者間で不利益が生じることがないため、

契約上問題がないと広島市から説明を受けています。 

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
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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。 

１３１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１２４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２年３月３０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２２番から２６番、４１番及び５５番を除く１２４件の説明を終

わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号２２番から２６番、４１番及び５５番を除く１２４件につ

いて、事務局の説明が終わりました。新規分の５０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番から８番、１０番、１３１番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

 ３月１日に全ての案件について現地調査を行いました。１番から８番のう

ち、５番の権利設定を受ける者以外は面識がありますし、耕作状況もよく分

かっております。５番の方も明日からでもすぐ耕作できるように準備がされ

てあります。何ら問題はないと思います。  

 １０番は、数年前の台風でハウスが損傷うけて実際は休耕になっていたよ

うですが、４月１日から従来通り花きを続けて行きたいということでありま

すので、問題はないと思います。  

 １３１番ですが、譲受人はいちごを主に栽培していまして、譲渡人から今

借りている農地を今回買い取りたいということで所有権移転するものです。

ここは譲受人の本拠ですから、周辺にもほ場を持っており、適正に管理もさ

れていますので全く問題ありません。  

 

議  長  

９番、１１番から１３番、梶山正治委員。  
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梶山正治委員  

 ６番の梶山です。  

 ９番につきましては、３月２日に現地調査しました。利用権設定をする者

は、以前にも他の人へ貸しておられたのですが、その方が高齢の為、使用で

きなくなって、やむなく近くに住んでいる利用権設定を受ける者が受けてや

るということで、無償で借りるものです。  

 １１番については、農業振興センターに貸すもので問題ないと思います。  

 １２番も同じです。  

 １３番の利用権設定を受ける者は５０代で、３０代の息子と市内に住んで

いらっしゃいますが、申請地まで少し距離があり、道路もあまり広くないの

で、女性の方で本当に出来るのかなと疑問に思ったのですが、本人にやる気

があり問題ないと思います。  

 

議  長  

１４番、沼田委員。  

 

沼田委員  

 １１番の沼田です。  

 ３月１日に現地を確認しました。現地は野菜が植えられて、現在は作って

おられるようです。旧市内から申請地に来てやられるということで、少し遠

方からの耕作者という事で心配ではありますが、問題はないでしょう。  

 

議  長  

１５番から２１番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 議案番号１５番、１６番ですが、譲受人によりますと、自動潅水によるブ

ルーベリー栽培を行うものでございます。地表面に防水シートを張りまして、

その上にブルーベリーを植えた鉢を並べられるということでございます。あ

と水量、液肥等は自動潅水で行い、収穫は２年後、令和４年６月頃からご夫

婦で観光農園として営業を開始する予定ということでございます。  
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１５番の農地に約３００鉢、１６番に約２００鉢のブルーベリーの鉢を据

え置くということでございます。当地区の活性化、並びに町おこしにつなが

ればいいかなと期待をしているところでございます。  

 １７番の譲受人は認定農業者で、さつまいもの作付けを行うものでござい

ます。品種は紅あずまを栽培して、芋の原酒の材料にする申請のようでござ

います。５年前に当地区に就農されまして、にんじんとか広島菜等を栽培さ

れておりまして、今回就農されます鳥井原地区は、休耕田の非常に多いとこ

ろでございまして、これを機に更に規模拡大に努めていただき、遊休農地解

消にご尽力をお願いしたいところでございます。  

 １８番から２１番ですが、認定農業者が水稲による規模拡大をする申請で

す。就農して２年になりますけども、現在１．１ｈａ、受注委託が１ｈａ、

将来は、１０ｈａくらいの規模に拡大を努めたいということでございます。  

今回は全てほ場整備の農地に賃借権を設定して、水稲栽培に取り組むとい

うことでございまして、大いに頑張っていただきたいと思っております。  

 

議  長  

２７番から２９番、谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

 ２７番の利用権設定を受ける者は、桑の葉、ハブ草を原料としたお茶の加

工販売をしたいということで土地を探しておられました。これは推進委員の

あっせんにより遊休農地を利用していただくことで話がまとまりました。問

題はないと思います。  

 ２８番は、露地野菜を中心として栽培されるもので、すでに現地で耕作を

されており、これも推進委員のあっせんを受けての土地の利用でございます。 

 ２９番は、利用権を設定する者が２筆ほど水稲を作っておられたのですが、

今回体が無理だということで以前から利用権設定を受ける者が４筆作ってい

ただいていたので、規模拡大として今回追加で設定されるもので問題はござ

いません。  

 

議  長  
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３０番から３３番、下谷委員。  

 

下谷委員  

 ９番の下谷です。  

 ３０番の案件はスローライフの利用権の設定を受ける者が現在耕作されて

いる土地の隣を借りて野菜を栽培されるものです。栽培面積を増やされるこ

とで特に問題ありません。  

 ３１番から３３番については、今回スローライフの研修生が借りられ、国

産の小河原おくら等の野菜を栽培されるようです。特に問題ありません。  

 

議  長  

３４番、３７番、３８番、河野芳徳委員。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 ３４番の案件は、耕作放棄地で長い間カヤが立っており周りの農家の人が

気をきかせて草刈りをすると、土地所有者が自分の土地をいじらないでくれ

と言うようで、非常に周りの農家の人が苦労していたところですが、そこへ

教員を定年退職された利用権設定を受ける者が、今ブルーベリーをたくさん

作っておられるのですが、ここの土地も自分が借り受けてブルーベリーを作

りたいということで周りの農家の人も非常に喜んでおられるし、非常に結構

なことだと思いますので問題ありません。  

 ３７番、及び３８番は、貸主が広島市農林水産振興センターの方に貸し付

け、スローライフで夢づくりの新規就農者が借りられる、３７番でセンター

が借り受けたものを、３８番で利用権設定を受ける者に貸し付けるというも

のです。ここも遊休農地になっていたので、結構な話だと思います。問題は

ありません。  

 

議  長  

３５番、３６番、３９番、４０番、山縣委員。  
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山縣委員  

 １６番の山縣です。  

 ３５番について説明します。２月２９日に私と推進委員及び利用権設定を

受ける者で現地調査しました。申請地は以前借受人がビニールハウスで野菜

を作っておられた場所で、その跡地を借りて本年４月１日から５年間野菜を

栽培するものです。なお、利用権設定をする者は農業経験もなく、耕作する

ことが困難と認められ利用権の設定はやむを得ないものです。  

 続いて３６番は、３５番と同じメンバーで現地調査しました。申請理由は

３５番で説明した内容と同様です。利用権設定をする者は高齢の為耕作する

ことが困難な為、利用権設定を受ける者と本年４月１日から５年間野菜を栽

培する目的で利用権設定を行うものです。利用権の設定はやむを得ないもの

と認めます。  

 続いて３９番は、以前、推進委員が借りておられたのですが、振興センタ

ーが借りて４０番でスローライフの新規就農が借りて作られるということで

現地は綺麗に耕されており、問題はないと思います。  

  

議  長  

４２番から４４番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

 ４２番、４３番、４４番合わせて意見申し上げます。利用権設定を受ける

者は共に８０歳以上の高齢者です。一定の農業機械をそれぞれ所持されてお

り、家族等の助力を得て水稲を耕作されるものと解釈いたします。少子高齢

化の現実を受け止め異議はございません。  

 

議  長  

４５番から５０番、奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番の奥田です。  

 ４６番の利用権設定を受ける者はスローライフの新規就農者で耕作意欲も
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高く計画もしっかりしており、土壌も日当たりもよく、問題ありません。  

 ４８番の利用権設定を受ける者もスローライフの新規就農者ですけども、

耕作意欲も高く計画もしっかりしており営農条件もよく問題はありません。  

 ５０番の利用権設定を受ける者もご夫婦で耕作されておりますけども、全

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５号の議案番号２２番から２６番、４１番及び５５番

を除く１２４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５号の議案番号２２番から２６番及び５５番の案件に入ります。 

岩重委員は退席をお願いします。  

 

             （岩重委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第５号の議案番号２２番から２６番及び５５番の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、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の２２番から２

６番及び５５番の６件の新規分について説明いたします。 
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１４ページをご覧下さい。 

２２番から２５番は、終期が令和７年３月３１日の賃借権、２６番は終期が令和

５年３月３１日の賃借権を新規で利用権設定するもので、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、先ほど申し上げました法律

等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が令和２年３月３０日

に公告を行い効力が発生することとなります。 

以上で議案第５号の２２番から２６番及び５５番の６件について説明を終わりま

す。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号２２番から２６番について、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。  

 ２２番から２６番の案件は全部ほ場整備をされた農地でございまして、認

定農業者である権利設定を受ける者の、水稲の規模拡大の申請でございます。

現在でも白木で面積５ ha ぐらいを米作り１本で頑張っておられます。父親が

認定農業者の方でございまして、後進の育成に取り組まれ、田植時期は親子

で田植えをし、刈り取りも親子で刈り取られておりまして、頑張っておられ

ます。白木町の遊休農地解消にかなりご尽力いただいておりまして、今後益々

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  

意見がないようでございますが、議案第５号の議案番号２２番から２６番及

び５５番の６件は、計画案のとおり決定してよろしいでしょうか。  
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（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２２番から２６番及び５５番の６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。  

岩重委員の着席をお願いします。  

 

            （岩重委員着席）  

 

議  長  

岩重委員、議案第５号の議案番号２２番から２６番及び５５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。  

続いて、議案第５号の議案番号４１番の案件に入ります。  

奥田委員は退席をお願いします。  

 

            （奥田委員退席）  

 

議  長  

それでは、議案第５号の議案番号４１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、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の４１番につい

て、説明いたします。 

１７ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が令和５年３月３１日の新規１件で、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、先ほど申し上げました法律

等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が令和２年３月３０日

に公告を行い効力が発生することとなります。 

以上で議案第５号の４１番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号４１番について、担当委員のご意見をお伺いします。
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児玉委員、お願いします。  

 

児玉委員  

 １９番の児玉委員です。  

 利用権設定を受ける者は、家が近所で、野菜を作っておられ、規模拡大す

るということで申請地の土地を借りられる案件ですが、利用権設定をする者

も高齢なので、ここの約１，０００㎡を利用権設定を受ける者、１，０００

㎡ほどを振興センターへ貸付されてスローライフに提供される案件ですが、

別に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  

意見がないようでございますが、議案第５号の議案番号４１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５号の議案番号４１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。  

奥田委員の着席をお願いします。  

 

            （奥田委員着席）  

 

議  長  

奥田委員、議案第５号の議案番号４１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。  

続きまして、３３ページからの議案第６号、「農業経営基盤強化促進法によ
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る農用地利用集積計画」についての４３件と、４１ページからの議案第７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１２件を、

先ほど申しましたとおり、一括して上程します。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４３件と、議

案第７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１２件につ

いて説明します。  

議案第６号、議案第７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３３ページをご覧ください。 

議案第６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４１ページをご覧ください。 

議案第７号の配分計画案は、議案第６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２年２月１４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６号で中間管理機構が借り受けた農地を、議案第７号の借受希望者に転貸

しようとするものです。 

議案第６号の議案番号１番から３番を除く４０件と、議案第７号の議案番号１番

を除く１１件は、令和２年３月３１日まで“ひろしま活力農業”経営者育成事業用

地として広島市農林水産振興センターが借り受け、活力生へ転貸していましたが、

先ほどご説明しましたとおり、農地利用集積円滑化事業が統合一体化されたことか

ら広島県森林整備・農業振興財団が中間管理事業を行うこととし、新規分として上

程するものです。そのため、農地所有者と転貸先の状況は変わらず、耕作状況も変

更がないため、担当委員の意見については省略させていただきます。 

次に議案第６号の議案番号１番から３番と、議案第７号の議案番号１番は、平成

３１年４月１日から令和６年３月３１日までの期間を土地所有者から広島市農林水

産振興センターが借り受け、活力生に転貸していましたが、活力生の離農に伴い、

その農園の従業員に転貸するものです。 

本案件が承認されますと、広島市長が令和２年３月３０日に議案第６号の農用地

利用集積計画を公告し、また、議案第７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。 
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なお中間管理機構では、令和２年３月３０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４３件

と、議案第７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１２件

の説明を終ります。 

 

議  長  

議案第６号及び議案第７号について、事務局の説明が終わりました。事務

局の説明のとおり、議案第６号の議案番号４番から４３番、及び議案第７号

の議案番号２番から１２番については、引き続き営農活動が行われているの

で、担当委員のご意見については省略します。  

それ以外につきまして、担当委員のご意見をお伺いします。  

議案第６号の議案番号１番から３番、議案第７号の議案番号１番について

岩重委員、お願いします。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重委員です。  

 １番の案件につきましては、２月２８日に利用権設定を受ける者本人と会

って色々とお話をさせてもらいましたけども、現地は小松菜を中心に栽培さ

れていました。  

 ２番の利用権設定を受ける者は活力と認定農業者の方ですが、何年前ぐら

いからですかね、井原の方で小松菜を重点に作っていて、管理も十分に行き

届いておりました。  

 

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  

意見がないようでございますが、議案第６号は計画のとおり決定し、また、
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議案第７号は「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、そのように決定いたします。  

続きまして、議案第８号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」につ

いて５件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第８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２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。 

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４５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、

ナス等を栽培しています。 

今後は、経営承継するため、長男夫婦を育成するとともに、作付回転の向上によ

り出荷量を増やすことで、年間の労時間○○時間、農業所得○○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、ひろしま活力農業経営者第１期生で、平成１２年４月から安佐

北区白木町井原に就農され、現在は、白木町井原・志路において、ハウス及び露地
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で広島菜、コマツナ、ホウレンソウ等を栽培しています。 

 今後は、ハウス増設等経営規模を拡大し、契約栽培により単価が安定している広

島菜の栽培を増やし売上高の向上を図るとともに、外国人技能実習生の受け入れに

取り組むことで、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目指す計画を立て、

再認定を受けるものです。 

３番の申請者は、安佐北区三入において、ハウス及び露地でホウレンソウ、コマ

ツナ、キュウリ等を栽培しています。 

今後は、経営面積の拡大と、若手人材の雇用に取り組むことで、年間の就労時間

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

４番及び５番の申請者は、ひろしま活力農業経営者第１１期生で、平成２２年４

月から安佐北区安佐町飯室に就農され、ハウスでホウレンソウ、コマツナ、ミズナ

等を栽培しています。 

４番の申請者は、作付け計画を見直し、高単価期に出荷できるようにするととも

に、施肥設計を見直し単収の向上に努め、出荷量の増加を図ることで、年間の就労

時間○○時間、農業所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。 

５番の申請者は、栽培技術向上による増収を図るとともに、経営管理の合理化に

よる利益率の向上を図ることで、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目

指す計画を立て、再認定を受けるものです。 

以上で議案第８号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第８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番は武内推進委員の担当地区ですが、本日はご欠席ですので、溝口委員お願い

します。 

 

溝口委員 

 ５番の溝口です。 

 １番の案件の申請人は佐東農青連の盟友でありまして、昔からよく知っておりま

す。なかなか徳がございまして、今度は息子さんもやられると、息子さん夫婦もや

られるということで問題ないと思います。 

 

議  長  

２番は奥推進委員の担当地区ですが、本日はご欠席ですので、岩重委員お願いし

ます。 
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岩重委員 

 ８番の岩重です。 

 ２月２８日に推進委員と、申請人のハウスへお伺いして色々と話を聞いたわけな

のですが、申請人は活力農業の第１期生。２０年ぐらいの大先輩でございます。現

在はハウスを３か所持って１ｈａ弱だろうと思うのですが、ハウスを拡大しておら

れます。主に、小松菜、ほうれん草を栽培されており、今後ハウスを５０ａぐらい

は拡大して、今も広島菜の契約栽培をされているわけですが、これをハウスでやれ

ば４回転ぐらいは可能だということで、そういう方で販売を伸ばし、所得を○○万

を目標に頑張っていきたいというように言われております。 

 また雇用のパートの方ですけども、今外国人６名を雇っておられます。これも拡

張すれば人数も増やしていかなければいけない。地元ではなかなか見つからないの

で、どうしても外国人をあてにするようになるというように言われておりました。 

 

議  長  

３番は前坊推進委員、お願いします。  

 

前坊推進委員 

 前坊です。  

 ２月２８日に沼田農業委員と共に申請人のほ場を訪問しました。申請人は、

スーパーの出荷グループに入っておられまして、契約栽培をされております。

品目は、ハウスと露地でほうれん草、小松菜、水菜、葉物と、夏場に露地で

きゅうりの栽培をされております。経営は息子さん、お嫁さんとでされてお

ります。就農されて今３年程経ちますが、計画書に書いてある通りで順調に

生産されております。今後は、規模拡大等も考えておられるそうです。特に

問題はないと思います。  

 

議  長  

前坊推進委員からご意見をお伺いしましたが、沼田委員、このほか何かご意

見はありますか。  
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沼田委員  

 私もほ場を見させていただきましたが、几帳面に作っておられて問題ない

と思います。  

 

議  長  

４番、５番は舩木推進委員からご意見をお伺いします。舩木推進委員、お願い

します。  

 

舩木推進委員  

 安佐北区安佐町飯室を担当しております、農地利用最適化推進委員の舩木です。

初めて総会に出席いたしますのでよろしくお願いします。 

 ２月２７日に河野農業委員と共に４番の申請人、５番の申請人を訪問し、お話を

伺いました。 

４番の申請人は事務局から説明がありました通り、活力生で平成２２年から安佐

町飯室に就農され安佐町に住んでおられます。お父さんとお母さんとパート３人で

経営されています。人件費高騰などでパートの確保が困難な状況と言っておられま

した。外国人労働者を雇用したいが、経営者が住居を考えないといけないので困難

であると思っておられます。しかしながら、お父さんが会社にお勤めなのですが、

定年退職されましたらフルに手伝っていただけるとのことでした。 

現在、ほうれん草、小松菜、水菜、春菊で堅実な経営をされていますが、今後小

松菜を止めて、ほうれん草、水菜を中心に考えられているようです。現在は広島の

市場の他、呉にも出荷されております。また、安佐町農事研究会で今年から地区委

員をやっていただくことになり、鈴張の活力生を副会長、小河内の活力生を副委員

として活力主体の勉強会を来年から年２回程度開催することを計画されております。

この農業経営改善計画については問題ありません。 

 次に５番の申請人も４番の申請人と同期の活力生で平成２２年から安佐町飯室に

就農され、安佐町に移住しておられ農地利用最適化推進委員でもあります。奥さん

とパート５人で経営されています。地域貢献として昨年から遊休農地を借りて水稲

の栽培にも取り組んでおられます。昨年は就農されて以来の安値や経費がかさみ、

所得が○○万円だったそうです。今後、徐々に経費の削減に努め○○万を達成した

いとのことでした。また従業員の熟練化により作業短縮化を図りたいと言っておら

れました。この農業経営改善計画について問題はありませんが、最後に申請人から、
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どうしても福島会長をはじめ、農業委員の皆様に聞いていただきたいとのことで。

自分が就農した１０年前は○○万円を７年で返済でしたが、年々上がり現在は○○

万円を１０年で返済しなければなりません。人件費、物流費、資材費等、年々上昇

しています。なのに、小松菜の取扱量は１０年で２倍となり安値です。このままで

は死活問題です。私も聞いたのは２月２７日だったのですが、２月２８日の中国新

聞にも小松菜需給バランス不良との記事が掲載されておりました。自分の子供や孫

がこのような状況でこの制度を利用して農業をさせたいと思われますか。可部・安

佐地区協議会や認定農業者の意見交換会でも意見を述べられております。どうか検

討願いますとのことでした。もう個人の経営者の力でどうにかできるレベルではな

くなってきていると思います。 

 

議  長  

舩木推進委員からご意見をお伺いしましたが、河野信義委員、このほか何か

ご意見はありますか。  

 

河野信義委員  

 今、舩木委員さんから話がありましたように、両名ともコマツナの安値続きで大

変困っていると強く言っておりました。特に５番の申請者の方は今舩木さんが言っ

た最後の言葉にありますが、福島会長によくよく言って聞いてくれと言っています。

福島さんだったら息子さんにこういった経営をさせてもいいか、どう判断するかよ

く聞いてくれと言っておりましたが、確かに大変だろうなと話を聞いていました。

今までのような値段でだいたい行けば、なんとか計画は立つのだが、昨年からの値

段を見ると全く計画通りにいかない。この冬の１１月から１月頃の値段はだいたい

安定してくるはずだが、今年はとても下がっているということを大変強く言ってお

りました。大変大変ばっかり言っていてはいけないのですが、安値続きで大変困っ

ている。それから自分の何でもないことなのですがこれを作ってみた。それから今

ではえんどう豆を作っております。色んな研究をしてみたいというようなことを言

っておりました。  

 

議  長  

今、言われた私も専業農家です。息子がちょうど１年前に就農しまして、

ずっと安値が続いているので、私も返済して今度、ハウスとかトラクターと
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か結構投資にかかったのを返していかなければいけないので、今の安値のま

まだったら返していけるのかいう感じで単価がものすごく下がっている。私

が就農した時よりも。これも仕方ないのでなんとかしないといけない。今の

ままでは手の打ちようがないので、単価的なものは。あとは自分の売り先を

見つけるか、ちゃんとしない限りは返済関係がちょっと困るので。現状農家

の経営は大変です。こちらの方も収入がものすごく下がっているので、たぶ

ん農家で上がった人はほとんどいなくて、同じように下がっていると思うの

ですけど、溝口委員も含め専業農家の知り合いも何人かおられるのですが、

たぶん上がっている人はいないと思います。今年度、今は特に、例のコロナ

ウイルスみたいなことでまた給食がなくなりまして、値段が上がるようなこ

とはないと思います、しばらく変わらないと思います。単価的なものは分か

らないし、出荷量を調整するしかないと思います。  

その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

沼田委員  

会長。今、５番の申請者や認定農業者の方が言われるのは単価だけではな

くて、地区協議会で私が聞くのに毎年、認定農業者は何人か農林振興センタ

ーから輩出されて各地区に就農させよるわけでしょう。これがみな、小松菜

やら葉物野菜を作っていて値段を下げているわけでしょう。みんなで首の絞

め合いをしているわけです。そのことを言っているのです。それをずっと続

けていくのですかと。  

 

議  長  

 これは昨日もちょっと話があったのですが、ある程度考える方向ではある

そうです。小松菜とか水菜とか。  

 

沼田委員  

 考えよったら無くなりますね。  

 

議  長  

 単価などをみて就農者が困っていることは、振興センターとか市の関係者

は分かっていると思います。  
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沼田委員  

 現実に就農してやっとられる方は今、河野さんが言われるように本気で困

っておられますので。  

 

議  長  

 大変だと思います。  

 

沼田委員  

 大変ですねと言っているうちに終わってしまうのではないかと思って、ち

ょっと心配で言いました。  

 

議  長  

 いいえ、これはずっと出ている話ですので。ただ問題なのは新規就農者の

中で水菜とか小松菜とか失敗がほとんどないのですよ。最初の１年ぐらいは

それがいいのではないかというので、どうもそれで実習をやったらしいので

すが、今言われるようにやはり小松菜、水菜に集中して、新規就農者みなが

全部やるので単価が下がってきたのです。本年度からはホウレンソウとか違

う作物などを研修させようかなと昨日話があったのです。作付け作物が変わ

ると思います。そうしないとお互い全部農家も潰れるし、新規就農者も潰れ

るという感じになる。  

 

沼田委員  

いいえ、心配してあげてください。  

 

河野 (信 )委員  

 今の関連でもう１つこの時に言っておきたいのですが、この後の審議で新

規就農の議案第９号４番の申請者が出てきますけど、５番の申請者の状況を

見て、新規就農者をまた飯室に１名入れるのですが、それをこのまま入れて

いいものか、僕だったら今の状況ではやらないよということを言っていまし

た。というのは、あれだけ大きなお金を割いてハウス、現在は景気の問題で、

もうすでにハウスが立ってないといけないのにまだ立っていない。ハウスは
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まだないが真砂土はいれた。今ようやくハウスの準備をしよる。いうことで

時間的にはない。それでもまだ入るのですかとこういうことまで言っていま

したので、振興センター等への話が出来る時があったら農業委員会としても

話をしてみたらどうか。  

 

議  長  

 返済の方では７年を長く１０年ぐらい伸ばしてくれいう話が結構出ている

らしいので、それは検討はするようにＪＡの方にも、考えないといけないか

なと話はされておりました。  

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８号の５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９号、「青年等就農計画の認定に係る意見聴取」につい

て５件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

西村主事  

議案第９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２年２月１４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
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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４７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、就農地において、地区内の農園が経営していた農地を１２月か

ら引き継ぎ、同園より譲渡された２４．５ａのハウスで、コマツナを栽培していま

す。 

安定した生産・出荷をするとともに、栽培技術を高めることで、年間の就労時間

○○時間、農業所得○○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。 

２番の申請者は、就農地において、“ひろしま活力農業”第６期生の農園で平成２

８年７月から従業員として働いていました。園主の離農に伴い、経営地とハウス、

機械設備をそのまま引き継ぎ、４月から２９ａのハウスで、コマツナ、ホウレンソ

ウ、ミズナを栽培します。 

栽培技術を向上させ、収量を増やし、収益を安定させるとともに、住居近くのナ

シ園の経営者からナシ成木５０本を継承し、収益向上に努めることで、年間の就労

時間○○時間、農業所得○○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。 

３番から５番の申請者は、“ひろしま活力農業”第２２期生で、平成３１年度は、

広島市農林水産振興センターで基礎研修を受講されています。 

それぞれ３０ａのハウスで、今年の４月から、３番の申請者は、安佐北区白木町

秋山、４番の申請者は、安佐北区安佐町飯室、５番の申請者は、佐伯区湯来町和田

において実地研修され、１２月から自立される予定です。定住要件がついて、初め

ての方々です。 

３番の申請者は、ハウスでコマツナを栽培します。 

作付け計画をたて、ハウスを十分に活用することで、年間の就労時間○○時間、

農業所得○○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。 

４番の申請者は、ハウスでコマツナを栽培します。 

日々作業日誌を記帳するとともに、技術指導員、安佐町活力グループの方々と情

報交換し、栽培技術の向上を図ることで、年間の就労時間○○時間、農業所得○○

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。 

５番の申請者は、ハウスでコマツナ、ホウレンソウを栽培します。 
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堆肥を用いた土づくりを重視し、徐々にホウレンソウの割合を増やしていくとと

もに、生産技術の向上に努め、年間の就労時間○○時間、農業所得○○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、担当の委員のご

意見をお伺いします。  

１番、２番は奥推進委員の担当地区ですが、本日はご欠席ですので、岩重委員、

お願いします。  

 

岩重委員 

 ８番の岩重です。 

 ２月２８日に奥推進委員と私とで、１番の申請者、２番の申請者のハウスをお伺

いしました。 

まず１番の申請者ですが、地区内の農園で実習生として２年間実践して勉強され

ました。農園のハウスの一部を譲渡していただいて２４．５ａのビニールハウス、

棟数で７棟でございますけども、そこで葉物野菜を中心に栽培をすると。まず１年

間は、安定して作りやすい小松菜を作って軌道に乗せたいというように言われてお

りました。今後は、余裕ができたら契約栽培、また規模拡大を図っていきたいとい

うように希望を持って頑張っておられます。これは家族経営みたいなかっこうで奥

さんと、お母さんと、本人と３人で営農されておりまして、日常だいたい３０ケー

スぐらいを目標にということで頑張っておられました。元両親はですね、露地野菜

を家庭菜園なんかで作っておられて、野菜作りには子供さんも興味を持っておられ

てこのような結果になったのではないか思います。頑張っていただきたいと思いま

す。 

 次に２番の申請者ですけども、住んでおられるのは近隣市町村に住んでおられま

す。そこはナシの産地で有名なとこなのですが、ナシ農家が高齢化によって規模縮

小するために申請者がアルバイトで行っていて、そこから本数で言うと５０本ぐら

いのナシの木を譲っていただいて、研修をしてナシも作っておられました。３年前

からは活力農業の第６期生が井原でハウス栽培をされていました。そこで３年前か

ら従業員として働いておられました。私らも時々は覗いたりなんかして見とるわけ

なのですが、第６期生はちょっと病弱で休むことも多くて、申請者は１人でコツコ
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ツコツコツ頑張ってやっておられました。そういう関係で第６期生が体調もあまり

よくないということで、その従業員の申請者に経営移譲して後継者としても頑張っ

てもらえないかなというような話が出まして申請者も、それはものすごく興味を持

って熱心にやっておられまして、ハウスの償却も済んだことですし、経費もあまり

かからないということで賃借料も、ある程度安く借りられるようにして経営移譲と

いうかっこうで申請者が頑張るということになって、３年ぐらい前からですね、ハ

ウスの中には、小松菜、ほうれん草、春菊等が蒔いてあって大きくなって立派に出

来ておりました。ナシの方も、ハウスと作業が被らないように作業分担して頑張っ

ていきたいという風に言っております。 

雇用労働者ですが、従来第６期生のところへ来られた人が２人程おられました。

その人が引き続きパートとして来られるということで確保されています。販売も、

契約栽培やら主には市場出荷を計画にあげておられます。今後規模拡大については、

今申請者のハウスの横に５反ぐらいあてになる土地があるわけなのですが、それも

話をして規模拡大も考えておられました。ということでまだ３０歳。元気盛りでご

ざいます。はりきってやっておられましたので問題なく思います。頑張って地域の

ために貢献していただきたいという風に思います。 

 

議  長  

３番は世羅推進委員、お願いします。  

 

世羅推進委員 

 安佐北区白木町市川を担当しています農地利用最適化推進委員の世羅でご

ざいます。初めて総会に出席します。よろしくお願いします。  

 まず報告していきます。２月２１日に己斐農業委員と現地調査いたしまし

た。ハウスは完成しておりましたが一部工事が未了となっていました。  

 ２月２６日に己斐農業委員と共に農林水産センター研修中の申請者を訪問

し、同センター技師、安佐北区役所農林課中村課長補佐に同席いただきお話

を伺いました。申請者は事務局から話があった通り、ひろしま活力農業の新

規就農者でございます。平成３１年４月から農林水産振興センターで１年間

研修を受けられました。今年４月からＪＲ上三田駅約１キロ北側の白木町秋

山のほ場で現地研修を行い、１２月から申請者本人が農地中間管理機構から

農地を借りて就農される予定となっております。  
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申請者は先ほどから話がありますように、地域の農園で１０年余り勤務さ

れており、育てた野菜をみなさんに食べていただきたいと、独立して１から

種を蒔き、収穫できたらとの思いで活力生になられたとのことです。人・農

地プランの副会長ら近隣の先輩農家宅に伺い、挨拶をしましたけれども、み

なさん好意的に接してくださり申請者の地区内での就農を大変喜んでおられ

ました。地元としても申請者を応援していきたいと思っています。この青年

等就農計画について問題はありません。  

 

議  長  

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。  

先ほど世羅推進委員の方からありましたが、先般、私と世羅推進委員と安

佐北区農林課の中村課長補佐と一緒に回らせていただいたのですが、地元の

方はよく御存じでございます。地元の方からの歓迎もあり、本来初めての定

住ということでございますので、住まいの方も近くの方に決まっておりまし

て、ご家族は、奥様と子供さんがおられ、近くに幼稚園がありまして、そこ

へ子供さんをお預けになられておりまして、ご夫婦で頑張ろうかなという話

を聞いております。それとやっぱり人件費というのがかなりかかっています。

特にトップじゃないかと思います。ご主人のご実家も瀬野の方だそうですし、

奥さんの実家が県東部でみかん農家をされておるということで、時間があれ

ば声かけて人件費削減につながるという、手伝いに来ていただこうかなとい

う話もされておりました。さすが１０年安佐北区の農園で頑張っておられた

結果というのが、話をするとにじみ出てくる。先が有望ではあるのですけど、

なんとかご夫婦で頑張っていただきたいというところでございます。  

 

議  長  

４番は舩木推進委員、お願いします。  

 

舩木推進委員  

 農地利用最適化推進委員の舩木です。  
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 ２月２７日に河野 (信 )農業委員と共に深川にある広島市農林水産振興セン

ターで研修されています申請者を訪問し、お話を伺いました。申請者は非農

家で広島の方です。兼業でみかん栽培をしておられたようです。昨年の４月

から１年間センターで基礎研修を受けられ今年の４月から１１月までほ場で

実地研修を受け、１２月から一人暮らしされる方です。住居は農園の近くに

移り住む予定でいらっしゃいますが、現在まだ交渉中という状況です。申請

者は近年の大雨の被害の話やイノシシ、シカの増加の話を聞くことが多くな

った時、ひろしま活力農業のことを知り、農業に従事し、一次産業に貢献で

き、自立できることを思い、活力生になられたそうです。周囲の住民の方や

出荷先の方々に安心と信頼を得られるよう努めていきたい、よい作物を栽培

し、安定供給できるよう頑張りたいとのことでした。物事に一つ一つ取り組

んでいき、やり通して行くのが好きなタイプの方のようで、いつまでもチャ

レンジ精神でやっていきたいと言われていました。地元としても熱い気持ち

で就農される申請者を応援していきたいと思っております。この青年就農計

画について問題はありません。  

 

議  長  

舩木推進委員からご意見をお伺いしましたが、河野信義委員、このほか何か

ご意見はありますか。  

 

河野信義委員  

 １３番の河野です。  

 今、舩木推進委員が言ってくれた通りでございます。２月２７日にお会いしたの

ですが、その時に、私も１番はじめから世話をしておりました空き家が、まだ決定

してないのですよと伺ったのですが、その後、農業振興センターからその件につい

ては概ね決定をして申請者は河野委員の下の家に概ね決まったよと連絡いただきま

した。 

議  長  

５番は林谷推進委員、お願いします。  

 

林谷推進委員 

 佐伯区湯来町水内地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の林
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谷です。初めて総会に出席しております。よろしくお願いします。  

 ２月２５日に吉田農業委員さんと共に農林水産振興センターで研修中の申

請者をお訪ねしまして、お話を伺いました。申請者はひろしま活力農業、新

規就農者でございます。平成３１年４月から農林水産振興センターで１年間

研修を受けられております。今年の４月からほ場での現地研修会を受けられ、

１２月から本人が農地中間管理機構から農地を借りて就農される予定となっ

ております。現地は国道に面している農地でございます。あの辺りはほ場整

備がされていない小さい土地がたくさんあったのですが、農地１７筆、地権

者が１１名を前任の推進委員がまとめていただき、市の方で小規模整備をし

ていただき就農されることになりました。ハウスもすでに完成しておりまし

て、あとはこの４月から就農されて土作りをやっていくような段取りになっ

ているようでございます。申請者は県外から活力に応募されてやって来られ

ました。自分の努力と工夫次第で収穫という結果に反映される。また自分の

健康が続く限りやれる。人生をかけてやれる価値があるとの思いから活力生

になられたとのことでした。栽培品目につきましては、生産が難しいホウレ

ンソウに挑戦してみたいと言っておられます。地元としても、また推進委員

である私も、これから申請者の応援をしていきたいと思っております。この

青年等就農計画につきまして問題ありません。  

 

議  長  

林谷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  

 １７番の吉田です。  

 林谷推進委員と申請者にお会いしたのですが、好青年で意欲満々でこの４

月から先ほどから話題になっております、ハウス栽培をやるということです。

非常に好青年で、また地域で生活するということを期待しておるのですが、

半面ですね、新聞記事で出ましたように葉物野菜をやることについての市場

バランスが非常に崩れているという中の記事から、彼３０歳で独身ですが１

人で頑張るということで、期待は大きいのですが、その裏に、何か背中に重

いものを持ったような違和感といいますか不安を感じるような光景でござい
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ました。ただ、地域にとっては、住民が増えると、空き家を活用して住んで

いただくということが活力につながり、とても期待しておるところでござい

ます。先ほどから河野信義委員が申されましたように、あるいは舩木推進委

員もおっしゃられましたように、広島市が、農業委員をはじめ、過去５年あ

るいは１０年ですね、農地を活用した新規就農者を養成するということで取

り組んできたのですが、すでに今年、昨年ぐらいから少し揺らぎ始めて、さ

らに今年４月から新たな研修が始まる。来年、再来年とコマツナ生産者の養

成が続くのではないかということで、今の状況からいって、若い人は随分苦

労するのだなという風に感じております。市の政策を今回よく検証され、新

たな政策を農業関係者として生み出さなければいけないなという風に感じて

おります。最後に、この新規就農される地域に申請者が生活されるのですが、

そこの周辺には２町内会で５０軒から６０軒ぐらいございます。その土地を

今後どのように活用するかということを、今回この機会にご意見を聞きたい

ということで人・農地プランの作成、それに向けての今アンケート調査を、

町内外、町外に住んでいる方にも郵送して、農地の活用ということをご意見

聞いた上で近未来、あるいは１０年ぐらいの先の見通しを立てようかという

風に考えております。  

 

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９号を、「意見なし」と、市長に回答することに決

定します。  
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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、１０件を上程します。事務局に説

明をお願いします。  

 

西村主査  

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４８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３番の１０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」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。  

１番から３番、河野芳徳委員。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 この番号１番、２番、３番、の農地に関しては、１月１８日に髙山推進委

員と現地調査をし、その結果、山林であるということを報告いたします。  
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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、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１０号の１０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、８９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８号の規定による農地転用届出４９ぺージか

ら５１ページの２４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５２ページから５９ページの４３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６０ページの６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６２ペ

ージ、６３ページの１６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  
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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：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の「その他」事項に入ります。 

はじめに、「令和２年度農業委員会活動計画（案）」について、事務局から説明を

お願いします。 

 

石原次長 

お配りしている資料の１ページ、資料１をご覧ください。 

令和２年度の活動計画案です。 

平成３１年度の活動計画と変わっておりませんので、主な点だけ、ご説明します。 

１の「活動方針」は、農業委員会の全般的な役割についての内容となっています。 

２の「重点活動」も、引き続き、農地のあっせんに関する事項です。これは広島

県農業会議のスローガンである「１人１年１マッチング」ということに呼応して取

り組むということと、「ひろしま活力農業経営者育成事業」のことがございますので、

優良農地のあっせんに取り組むことを挙げております。 

３の令和２年度の「活動内容」です。 

（１）から（５）まで、前年度同様に挙げておりますが、この中で、「（２） 地

域農業・農村の活性化」の「ア 組織活動の促進」の（エ）「人・農地プランの取組

への積極的な参画」は、昨年１１月に施行された農地中間管理事業法の改正により、

「人・農地プラン」策定等への農業委員会の協力が義務化されたことにより、平成

３１年度から新たに盛り込まれたものです。引き続き、「人・農地プラン」が地域の

農地の集積・集約化に繋がるよう、その作成や見直しの話しに関する地域の話し合

い中に農業委員、推進委員に参画をお願いするというものです。 

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、皆さんからのご意見、ご質問等はござ
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いますか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見が無いようでございますので、原案通り決定してもよろしいでしょうか。 

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので原案通り決定をさせて頂きます。 

この活動計画については、明日からの地区協議会で、推進委員にも説明します。 

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

換の開催結果」についてです。 

全体的な報告を己斐職務代理者にお願いし、それぞれの班での意見交換の内容等

は、班の司会進行役を務められた方からお願いしようと思います。 

それでは、己斐職務代理者に全体的な報告をお願いします。 

 

己斐会長職務代理者 

それでは報告致します。 

資料２、２ページをご覧ください。 

２月１８日の午後２時１５分から、東区役所５階講堂で開催いたしました。 

３ページからの名簿にあるとおり、認定農業者が２２名参加されました。 

農業委員会からは、農業委員１１名、農地利用最適化推進委員１８名、計２９名

が出席しました。出席された農業委員、推進委員さんは、ご苦労さまでした。 

「直面している営農の課題について」をテーマに３時４５分まで約１時間３０分、

３班に分かれて、認定農業者が日頃、感じている問題や、要望などについて意見交

換しました。 

その後、各班からの発表、全体での意見交換、認定農業者協議会の佐藤会長の講

評という流れで実施しました。 

７ページから１５ページにあります通り、認定農業者からは、生産緑地制度、後

継者、活力生の現状と課題、有害鳥獣対策、などの意見が出されました。 
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また、今回は、参加者へのアンケートを実施し、２０ページの上段（３）が、意

見交換に関するアンケート結果です。 

意見交換の後、午後４時から５時まで、研修会がありました。 

研修は、日本一の取扱高を誇る青果卸、「東京青果株式会社の部長が語る経営改革

のヒント」と題しまして、同青果の鈴木秀臣営業管理部長から話がありました。 

１６ページから１８ページがその概要です。 

 ２０ページの下段（４）から２１ページが、研修会に関するアンケート結果です。 

 

議  長  

では、次に、各班での意見交換の内容について、各班で司会進行を行っていただ

いた委員から報告をお願いします。 

Ａ班、溝口委員。 

 

溝口委員 

 Ａ班のことを説明していきます。Ａ班としまして市街化区域の農家の方、認定農

業者が中心で意見がでました。要約しますと税制に問題があるということで、いく

ら儲けても固定資産税で取られるということで非常に儲からんということと、生産

緑地は今、進行中ではございますが、どれだけ手を上げてくれるかなということが

問題になっております。中には、農業を辞めようかということで、農業では飯が食

えないとかいうような辛辣な意見もありましたが、半面本当かなとも思っておりま

す。いうことでＡ班としましては、大都市である広島市の大きな市場があるわけで

すから、今後とも出来るだけ農地を残して生産に努めていきたいというようなこと

でございます。 

 

議  長  

Ｂ班、鍜治山正照委員。 

 

鍜治山正照委員 

 Ｂ班なのですけれども、初めからからここに書いてあるように、認定農業者との

意見交換があるのなら日頃からの思いを述べたいので、事前に知らせてほしいとい

うようなのを最初に言われました。そうは言いながら、意見はしっかり出ておりま

した。やはり野菜の単価が安いとか、労働力がないとか、法人も高齢化していると
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か、補助事業として中山間地域支援制度ですか、支払制度そういったものがないと、

なかなか法人はやっていけないというような切実な話も出ておりました。またその

中で先ほど舩木委員とか、河野（信）委員、また沼田委員が言われていたように、

本当に今、厳しいんだと。どうしたらいいか。本当に農業を辞めたいのだとか。な

んとかもうちょっと政策を考えてほしいとか。その中で議案第８号５番の申請者も

言われていたのですが、儲かる施策とか、即効性のある施策、また活力生に何か役

立つことをちょっとやってほしいと。そういった切実な話も出ておりました。みな

さん全体的に、やはり今の野菜なんか単価が安いのでなかなか生活していくには厳

しい時代に来ているのだというのを切実に話しておられました。そういった中でも

今からの農業委員との色んな形でやっていってほしいという要望がたくさんあるの

だろうと思うのですが、ひとつひとつこれをどう実行していくかいうのが今からの

課題だろうと思いますし、みなさんと共に考えてほしいというそういう意見がこの

班では出ました。 

 

議  長  

Ｃ班、岩重委員。 

 

岩重委員 

 Ｃ班の方は、農業振興地域ということでほとんど認定農業者の方でした。中山間

地ということで有害鳥獣の問題が出ていました。これは、とにかく捕獲をしなけれ

ば減らないのだと。捕獲する為には駆除班と言うか、猟友会の方が頑張っていただ

いているわけなのですが、鹿、猪等が、農業委員会でも話がありましたように１頭

当たり４０００円。そんなことでは、猟友会も本気になれないのです。その１頭捕

まえて湯来の方まで、焼却のためにあそこへ連れて行くのも２人で行かなければい

けないし、２人で行っていたら１人２０００円の日当ではどうにもならないと。よ

そこでは、１頭１万円ぐらいは出しているという地区もあるので、広島もそこらを

考えてもらえばいいのではないかというようなご意見も出ておりました。 

それともう１つは雇用問題ですが、パートの人があの問題が出たときに、シルバ

ーの人が口ばっかりで手が動かないからあんまり面白くないと。だから私は、外国

人を雇用していると。外国人を雇用するには、日本人よりか、１．５倍ぐらい経費

がかかるのだというような意見も出ておりました。それは衣食住の面倒をある程度

見ないといけないというようなことからと思うのですが、外国人を入れたいけれど
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も人件費がかさむんだというような意見も出ておりました。ある認定農業者の人が、

農業と福祉の関係の連携を取って、障害者を雇用している。月に２、３回程度来て

いただいて、それには障害者さんに対してサポートの人が付いてきてくれるのだと。

心配なくその人に箱詰め等の簡単な作業はしていただくというような意見も出てお

りました。 

 あれともう１つ。災害時に、災害はいつやってくるか分からんと。修理等がなか

なか出来ない、資材がない、ビニール等がいっぺんに被害に遭ったら注文が出てき

て、なかなか物が入らない。そのためにはやはり無駄になるようなけども、ある程

度はストックをしておくのがいいんじゃなかろうかと。全部が全部じゃなくて、１

割なり２割のビニール等をストックしとけば、割とスムーズに行くのではないかと

いうようなご意見もありました。 

 養鶏組合の認定農業者の方がおられたのですが、１８万羽を使用して、１日に約

１０トン生産をしております。従業員は１６人を雇用しているが、若い人が多くて

継続して頑張っていただいとる。雇用、今のとこ問題ないというような良い意見も

出ておりました。ただし、牛糞は利用がなかなか難しいというような問題があるよ

うに言われておりました。 

ひとつ聞いたのですが、とくかく安く作って高く売れば農業は儲かるのだという

こともありましたけども、やはり努力してコスト下げて作るいうのも大事なことじ

ゃないかというように感じております。 

 

議 長 

皆さま、ご報告ありがとうございました。 

ただいま、意見交換の内容を報告いただきましたが、ご意見、ご質問等は、ござ

いますか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

この度の意見交換会では、活力生の苦しい現状や、生産緑地のあり方などについ

て、多くの意見が出されたように思います。これらをもとに具体的な提案の形とし

ていければ、広島市などへの意見書にも反映できるのではないかと思っています。 

引き続き、「広島市農政に関する意見書」の話がありますが、認定農業者の皆様か
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らでてきた意見等の具体化に向けて、今後、議論を深めていければと思いますので、

皆さま、ご協力をお願いします。 

続きまして、「広島市農政に関する意見書について」について、事務局から説明を

お願いします。 

 

石本専門員  

資料３、２２ページをご覧ください。  

令和３年度広島市農政に関する意見書についてです。 

１の意見書作成の方針については、農地等の利用の最適化推進で①遊休農地の解

消、②担い手への農地利用集積、③新規参入の促進の施策の改善等についての具体

的な意見といたします。 

２の意見書の作成の進め方については、推進委員からも意見を求めることとし、

明日からの地区協議会において、意見の提出依頼をする予定です。 

３のスケジュールについては、意見書の提出依頼をし、５月の協議会においても、

その確認をし、６月の総会で項目整理、７月の総会でたたき台、８月の総会で意見

書の素案、９月の総会で意見書の最終決定を行う予定としております。 

「令和３年度広島市農政に関する意見について」具体的な意見等ありましたら、

４月１５日（水）までに２３ページの様式で、郵送又はファックス等にて、事務局

へ提出いただきますようお願いします。 

以上で令和３年度広島市農政に関する意見書について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。 

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

それでは、「令和３年度広島市農政に関する意見書について」は、この内容として

よろしいでしょうか。 

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

それでは、「令和３年度広島市農政に関する意見書について」は、説明のあったス

ケジュールに沿って進めることに決定します。 
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市に対して意見がある委員さんは、お手元に配布されています、様式に記入し、

事務局へ提出ください。 

続きまして、「その他の項目」について、事務局から説明をお願いします。  

 

石本専門員 

資料４、２５ページでございます。 

今年度の農業体験学習の実績報告のお願いです。 

２５ページから２７ページに昨年度農業委員、推進委員が実施されました、農業

体験学習を掲載しています。 

２９ページが報告様式になっておりますので、農業体験学習を実施された農業委

員、推進委員は、こちらの様式を使って事務局に、今月末までに提出して頂ければ

と思っております。 

 

西村主事 

 続きまして資料３１ページの資料（５）になります。第６回地区協議会開催日程

になります。期間は明日から３月１３日金曜日までを予定しております。それぞれ

読みあげます。 

 旧市地区協議会が３月９日月曜日１６時からを予定しております。 

安佐南地区協議会は３月６日明日金曜日からを予定しております。 

白木高陽地区ですが、３月１２日木曜日２時から１６時。 

可部安佐地区は、３月１０日火曜日１０時から１２時。 

安芸地区協議会が、３月９日月曜日１０時から１２時。 

佐伯区地区協議会が、３月１３日金曜日１０時から１２時を予定しております。

内容につきましては後ろの通りでございます。 

続きまして３２ページ、資料４をご覧ください。今月の現地調査の日程です。許

可案件の締切は３月１３日金曜日となっております。現地調査の日程は、日程調整

は３月１３日の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

調査の日程です。１日目が３月１６日、２日目が３月１７日、３日目が３月１８日

でそれぞれ担当区域ごとに行う予定ですが、今、会計検査が入っておりまして１６

日から１９日に広島市があたっておりまして、それに伴って３月１８日水曜日が、

ひょっとすると内容によっては、３月１９日木曜日に移行することがございます。

そのことにつきましてはまた電話で調整させていただきたいと思いますのでご了承

いただきたいと思います。 
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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：意見あり）  

 

児玉委員  

 今出た生産緑地制度のことなのですが、ここ最近私の方へ市街化区域で農業をや

っておられる方がよく言われているですが、いつから制度が始まるのか、新聞等々

でこの前１月のＪＡ広島市中筋店であった説明会に出られている方なのですが、そ

ういうのがまず明確でなかったことと、基本は５００㎡あれば誰でも受けられるの

か。ＪＡの窓口が受付になっていますよね、ＪＡに行っても知らないと言われて、

その農家の方がどこへ行けばいいのかと私に聞かれました。どのように事務局は動

いているのか。基準とかいうのがやっぱりあるわけでしょう。それを表に出てない

ですよね。だから５００㎡以上あればすぐ受けられるとみなさん思っているのです

よ。そんなのを私の方に聞いてこられるので困っています。 

 

事務局 

事務局の方も、詳しい要項を都市計画課の方から受けておらず、最終的なものを

まだ受けておりませんので、ちょっとよく分からない状況です。今１番よく分かっ

ているのは、本庁の農政課というところが所管して、都市計画課と一緒に制度設計

しておりますので、そちらの方にお尋ねいただく方がいいです。現段階では情報が

農業委員会にはありませんので。 

 

児玉委員  

 窓口は、農家の方も新聞見れば行政と農協がタイアップしてやりますという風に

書いてあるので、農協の窓口行かれたら１人も知らないというのがまず言われて、

農業委員もそう言われてどうなのですかっていう質問があって、どこに申し込めば

いいんかと。今言った基準やら、色んな部分が明確になってないから今行っても駄

目と思いますよとしか言えないので。 
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事務局 

 最後の詰めをしているところと聞いております。ＪＡの方も色々勉強会とかはさ

れていると聞いております。本店の中では、ある程度話が出来ているのでしょうけ

ど、なかなか支店の方までは、情報というのがまだ行かないのかなという気がいた

します。もうちょっと待たないとまだ受付できない。 

 

児玉委員  

 明確なチラシかなにかが。 

 

事務局 

 ５００㎡でとか、そういった色々条件があると思います。 

 

児玉委員  

 それは農家で受けられるのですか。市街化区域に住んでいて５００㎡の、私の地

域というのは５００㎡から２，０００㎡ぐらいの方が多いのですよ。その人らも、

さっき言われた出荷はしてないけど、自分で食べるものを作っていて固定資産税を

３０万円も４０万円も田畑で必要なので、ちょっと安くなればという相談なのです

が。 

 

事務局 

 現に耕作している面積が５００㎡以上で、一団の農地になります。あちこち離れ

ているのではなくて、ある程度固まった農地が５００㎡以上あるということが１つ

の条件になります。その他の項目はまだ色々詰めておりますので、事務局の方で状

況を把握しきれてないという状況です。 

 

児玉委員  

 そう回答しておきます。 

 

福島委員 

 原則、出荷が原則となります。 
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児玉委員  

 出荷が原則。そういうのがどこにも書いてないわけなんですよ。新聞の中でも。

私らもこの前、勉強会させてもらっても書いてないので。 

 

福島委員 

 農協はまだ窓口になっていない。 

 

事務局 

 今事務局が申し上げた通りなのですけれども、今の進み具合としては生産緑地制

度の申請をする際に都市計画の申請になるのですが、その都市計画の申請をする際

の協力をする都市計画協力団体ということについてホームページも出ていますけれ

ども、来週いっぱいぐらいにまでに都市計画協力団体の申請受付というのが、今出

てます。ですから、まずそこが決まって都市計画がおそらくＪＡを想定しているの

だろうと思うんですけど、ＪＡの方に手を上げてもらってそれを申請して協力団体

にＪＡがまずなるということになれば、そこがおそらく申請の段階で要件がどうか

とか、ここは出来るかどうかという取りまとめの協力をする団体としてまず機能し

始めるということになるので、まずはそこからになります。内容的には先ほど事務

局が申し上げたように、細かい基準についてまだ事務局にも来てないので検討して

いるところなのですが、もちろん協力団体ということで、申請、協力するところが

決まったら、そう時期を置かずに申請が始まる。もちろん当然その段階ではこうい

う基準ですよというのはホームページとか色んなもので公表されるということにな

ると。進んではおるということは間違いないです。 

 

福島委員 

 まだ決まっていない。まだ検討段階中なのです。詳細言われてもこちら全然答え

られない。 

 

児玉委員  

 分かりました。 

 

福島委員 

 そういうことなので。 



５６ 

 

沼田委員  

 あと１ついいですか。この前先ほどもあったように認定農業者との意見交換会の

時に色んな意見が出ましたよね。それを次の地区協議会で答えを出してもらうわけ

にはいきませんか。せっかくみなさんの意見を言われて、認定農業者の空気抜きに

言わしとけばいいんよというなら、それはそれでもいいのですが、一生懸命実情を

話されているわけでしょう。それに対して農業委員会も聞いて永井局長以下聞いて

おられるわけですから。認定農業者が言われたこういう意見は、本庁の誰と話をし

てどういう理由で駄目ですよ、どういう理由でいいですよという答えを出さないこ

とにはいつも言いっぱなし、聞きっぱなしで終わってしまい、まぁ頑張りますで回

答していたのでは１歩も前に進まないのではないかと思うのです。 

例えば私ら農業委員になって以来ずっと鳥獣対策を言っているのですけども、こ

の度の１匹１万円ぐらいの補助金を出せということが書いてありますよね。私以外

にも言う人もおってでしょう。本庁の誰と相談したのですが、市長と相談したので

すが予算がないので駄目ですよという答えを返してやらないと。言うたがどうなっ

たかのというようなことでは、だんだんその皆さんの意見も小さくなりますよ。言

っても駄目だよねというような話になってきはしないか。何らかの答えを返してあ

げないと。こういう意見が出たのですよと。でもこれは相談したらこうこうこうで

駄目でしたと。もうちょっと待てということでしたというような話にせんと。意見

が出ました、出ましたと報告しても、前から知っているという話ですよ。 

 

永井局長 

 この度は、意見交換会で出た色んな意見については意見書という形で市の方へ返

してまいります。その意見書の中身というのは、具体的なアイデアを出さないと、

単に駄目出しじゃないし、これは駄目ですよと具体的にこういう政策もやってくれ

たらどうですかみたいな感じで返さないといけない。この度は、こうやって２月に

やったのは、それで意見をもらってそれをまた色々総会の方で扱いながら形として

再来年の予算に向けて提案していくような流れになります。簡単にパンパンと返せ

るような質問だったらいいのですけど、やっぱり深く議論していかないといけない

し、さらにその政策についても予算要求してきて最終的にどうなるか財政当局の判

断するような格好になりますが、そういった流れを踏んでやってまいりますので、

この度の地区協議会において、こうでした、ああでしたという答えは現実的には難



５７ 

しいかと思います。 

 

沼田委員  

 今の永井局長が言われるようなことを地区協議会でこういう意見が出たのですが

今から取りまとめて本庁の担当部局、この問題はここへ言いますよと、いつまでに

話をしますからと、いつ頃にはそれ相応の返事が戻ると思いますよというような答

えを返してあげてもらえればみなさんも納得しやすいのではないかと思うんです。

よろしくお願いします。 

 

永井局長 

 先ほど意見の募集もしていますので、具体的な良いアイデアを出していただけた

ら、行政の方へ言って政策提案できますので意見書の方、ご協力の方よろしくお願

いします。 

 

河野 (芳 )委員  

 本庁の方へまた話を持って行かれるのだったら、１５ページの有害鳥獣駆除は地

元の猟友会及び駆除班の場合は１頭あたり５，０００円になっているはず。それ以

外の人は４，０００円。 

 

沼田委員  

駆除班は６，０００円に上がっている。 

 

河野 (芳 )委員  

５，０００円からさらに上がったのですか。 

 

沼田委員  

私が持っていったら４，０００円だけど、駆除班が持っていくと６，０００円。 

 

河野 (芳 )委員  

そこがちょっと違う。報奨金が少ないと意見を上げたら、もう金額を上げている

となってはいけないと思って。 

 



５８ 

沼田委員  

私が前から言っているのは、一律に１万円くださいと提案しているのです。駆除

班も何も関係なしに同じ値段くださいと言っている。 

 

舩木推進委員  

 具体的なアイデアっていうのは、例えば活力であれば具体的に販路を拡大するた

めに、こういうことをやりたいから、予算つけてくれとかいうことですか。 

 

永井局長 

 はい。イメージ的なものでいいですよ。具体的に細かいところまでじゃなしに、

こういう流れの中でこういう政策がいいのではないかと。そういう提案をお願いし

ております。具体的には、活力生が借りとる法面の草刈りが多いとそれに対しては

行政の方にもよく言われとった斜面の草刈りをやる機械がありますよね、ああいっ

たことを行政の方に提案はしているのですけど、なかなか政策として当然予算的な

ものがありますから今としてはまだ形にはなってない。提案の方はずっとさせても

らいたいと思っております。 

 

議 長 

 出来るだけ提案させていただきたいと思います。 

それでは、これで令和２年第３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４月６日（月）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。  

 事務局の永井局長が今年３月をもって定年を迎えられます。今回定例会総

会出席の最後となりますのでみなさまにご挨拶をということで。よろしくお

願いします。  

 

 



５９ 

永井局長 

 この事務局においては３年ということでありましたけど、１９８３年昭和

５８年に役所の方に入りましてついにこの日が来たんかなというような色々

感慨深いものもあります。この間皆様方には本当助けていただいたなと感謝

の気持ちばっかりでございます。農業委員、推進委員の皆様におかれまして

は、まず何よりも健康が１番だろうと思いますので健康の方にご留意されて

農業振興の推進、さらに地元に帰られればみなさんリーダーだろうと思いま

すので引き続きご活躍されることを祈っております。本当に３年間お世話に

なりました。ありがとうございます。  

 

議 長 

それでは、鍜治山会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

鍜治山会長職務代理者  

 みなさん大変お疲れ様でした。長時間の間ご協議いただきありがとうござ

います。今は世の中縮小とか色んな形で出てまいりましたけども、地区協議

会会はしっかりありますので、またみなさん体には十分気を付けていただい

て、また出席いただきたいと思います。本日はどうもありがとうございまし

た。  


