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令和２年第４回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年４月６日（月）   開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後３時０５分  

 

２．場  所  東区役所３階第３会議室 

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １６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（欠席） 

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守（欠席） 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（欠席 ) １８ 奥田 一成  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

６番  梶山  正治、  ８番  岩重  守、  １７番  吉田  米治  

 

６．議事録署名者  

４番  山本  香織    ５番  溝口  憲幸  

 

７．職務のため出席した事務局職員  

事務局長    大畦 裕之    事務局次長  石原 健二 

主幹（事）主任 山室 勝志    主 事    西村 昌敏 

技 師     森下 まゆ 

 

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５条の規定による許可申請について 
（３）農地法第５条の規程による許可条件の履行延期承認申請について 
（４）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について 

 

・農地に係る報告事項 
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（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（農業用施設）届出の専決処理について 
 

・その他 

（１）生産緑地制度について 
（２）令和２年度農業委員会事務局職員業務分担について 
（３）令和２年度農業委員会総会開催の年間予定について 
（４）令和２年度地区協議会開催の年間予定について 
（５）令和２年度第１回地区協議会開催日程について 
（６）令和２年度の現地調査の年間予定について 
（７）令和２年４月の現地調査日程について 
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議  事 
 

議  長（福島会長）  

 それでは、ただいまから、令和２年第４回の広島市農業委員会総会を開会

します。  

本日の欠席は、６番、梶山委員、８番、岩重委員、１７番、吉田委員の３

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。４番、山本委員、５

番、溝口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１５件を上

程します。 

事務局に説明をお願いします。 

 

西村主事  

議案第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、戦前からの賃借地を、現に耕作者している譲受人が購入するもの

です。  

２番は、母親から子供へ経営移譲するものです。  

３番と４番、１０番と１１番は、それぞれ双方の利便性の向上のため、農

地を交換するものです。  

５番から９番、及び１５番は、経営規模拡大のため農地を譲り受けるもの
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です。  

１２番は、譲渡人の田とその近隣の山林を譲り受け、クルミの木を植えて

新規に就農するものです。譲受人は高齢でありますが、その子どももクルミ

の木を受け継いで栽培する意思がある旨申し立てがされています。譲り受け

る農地の隣接地に、耕作中の田がありますが、地権者とはクルミの栽培に関

する取り決めをしていくという事で、田に影響を与えるおそれのある場所は

育苗のみを行い、高木にはしないことを隣接する農地所有者に提案すること

を確認しています。  

１３番、１４番は、古民家付きで農地を譲り受け、又は借り受けて新規に

就農するものです。  

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、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

３番の鍜治山です。３月１６日、山本委員、事務局とで現地を確認致しま

した。戦前からずっと耕作されており、現在もしっかり耕作されていますの

で問題ございません。  

 

議  長  

２番は梶山正治委員の担当ですが、本日は欠席です。意見は事務局へ伝え

ているという事ですので、事務局お願いします。  

 

事務局  

梶山委員からメモを預かっております。この案件は、母から子への経営移
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譲するものであり問題はありません。  

 

議  長  

３番、４番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

３番と４番について説明します。この件は、農地法の許可を取ることなく、

昭和５６年頃に申請人相互で交換をしておりました。ここをきれいに整理し

ておきたいと、私の所へ分筆の依頼に来たものです。  

 色々聞き取りをしたところ、議案第２号の第５条許可、６ページの４番、

５番にも出てきます。３ページの３番、４番の農地交換と、６ページの４番、

５番の土地交換のように見えるのですが、実は３ページの３番は６ページの

４番の土地と交換をされていることがわかりました。それから３ページの４

番は、先代が交換したもので、時期は分からないのですが、おそらく農地法

ができる前の、６０から７０年前に交換されて、本日まで何も手続きをせず

に来ているため、今回処理をしたいということで３条と５条の申請をされた

ものです。３月１５日に梶山委員と事務局とで現地調査をしましたが、既に

交換されて相当な年月が経ち、新たな被害が出るということは考えられませ

んので、やむを得ないと思います。農地はきちんと管理されております。  

  

議  長  

５番は、岩重委員の担当ですが、本日は欠席です。意見は己斐委員に伝え

ているという事ですので、己斐委員、よろしくお願いします。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。５番の譲渡人は、後継者もなく高齢で農業ができないた

め、譲受人に所有権を移転する件でございます。現地は保全管理されており、

譲受人の居住地に近く、志路地区の米作り農家です。年齢にも負けずに規模

を拡大し、更に米の生産拡大に尽力されるものと思われます。  
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議  長  

 ６番から９番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。議案６番から９番は、平成２年３月１７日に岩重委員、

下谷委員、事務局２人と現地調査を行いました。下谷委員は、６番の許可申

請が○○委員の親族に関連があるため、同伴のお願いをいたしました。６番

は○○委員の息子さんですが、経営規模拡大のため所有権を移転する申請で

す。申請地は以前から水稲栽培をされており、譲渡人より無償譲渡の話があ

り、経営規模拡大のため譲り受ける案件でございます。譲受人は認定農業者

であり現在、約５ヘクタールの農地で米の作成から販売、その他委託作業を

受けています。多忙な中、○○地区農事研究会会長も務め、各関係機関、会

員からも信頼されており、父親にも劣らない有望な人材でございます。  

次の７番ですが、休耕となっていました。譲渡人から売買の話があり、自

宅に近いことから規模拡大のため購入する案件でございます。現在○○㎡で

水稲栽培、茄子、白ねぎの栽培をされておられまして、直売所等に出荷し、

販売をされております。  

続きまして８番の申請地は、譲受人自宅の近くの私道に接しており、耕作

に便利なことから購入したいと思っていたということでございます。この度

双方譲渡の合意が成立して、自家消費用の野菜栽培を行うため、所有権を移

転する案件でございます。  

続きまして９番の申請地の地目は田ですが、現況は畑として作付けされて

おります。譲渡人から譲り受け、農地取得後も引き続き畑作を行う予定でご

ざいます。６番から９番まで問題もなく許可相当であると思います。  

 

議  長  

 １０番、１１番  沼田委員。  

 

沼田委員  

 １１番、沼田です。３月１７日に沖田委員、事務局と共に現地を確認しま

した。この土地は両方とも、かなり前に交換をされておられて、それぞれが

管理、耕作しておられます。お互いに歳をとられて、きちんと登記を整理し
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ておこうということでございます。問題ございません。  

 

議  長  

１２番、１３番  河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

 １３番、河野でございます。１２番につきましては、○○中学校の向い側、

○○山の下で、ほとんど日が当たらないような所でございますが、ここで新

規就農してクルミを栽培ということであります。特別な迷惑はないですが、

木を育てるわけですから、他の畑等に日照問題が出る可能性があり、条件付

きということであります。日照が問題となるようなら、樹高を低くしなさい

ということでございます。特別何か問題があることもないと思います。  

それから１３番につきましては、空き家となっている家がございまして、

そこを譲受人が購入し、それに付随する農地を購入して新規就農するという

ことでございまして、実にありがたいことでございます。  

 

議  長  

 １４番、１５番は吉田委員の担当ですが、本日は欠席です。意見は児玉委

員に伝えているという事ですので、児玉委員、よろしくお願いします。  

 

児玉委員  

 １９番、児玉です。３月１８日に、吉田委員と事務局２名で現地を確認し

ました。今、河野委員が言われました１３番と同じ譲受人なのですが、１４

番も○○坪くらいの、現在は田になっていますが、畑として作付けするとい

うことで問題ないと思います。  

また１５番も、１４番の土地に近い所でありまして、現在は田でありまし

て、譲受人が経営規模拡大のためそのまま水稲を続けていくということです。

周りもほとんど田んぼだらけなので、問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  
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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１号の１５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２号、農地法第５条の規定による許可申請について説明します。  

農地を転用目的で売買したり、貸し借りしたりする場合は、農地法第５条

第１項の許可が必要とされており、同条第２項に、農地等の転用に関する許

可基準が規定されています。  

同項の許可基準は、第１号から第７号まであり、各号のいずれかに該当す

る場合には、許可をすることができないというものです。審議事項について

は、不許可の要件に該当するか、しないかを判断することになります。  

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会

長の処分に係る審査基準等について」の１７ページから３２ページに記載し

てありますのでご参照ください。  

それでは、議案の６ページ、７ページをご覧ください。  

１番、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、資機材置場及び駐車場として利用しようとするものです。  

なお、１番にあります公衆用道路については、昭和終期に公団が高速道路

を建設する際に整備した道路に農地が含まれていたことから、今回の所有権

移転に併せ、本来の地目に変更するものです。  

３番は雑種地への転用事案で、土木・建築工事及び電気工事業等を営む譲

受人が、申請地を譲り受け、資材置場として利用しようとするものです。  

４番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、既存建物の敷地として利
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用するものです。  

５番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、所有する農地への農機

具進入路として利用するものです。  

なお、４番と５番は双方の申請人が現状の土地利用状況に従い、土地を交

換するものであり、双方とも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。  

６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。  

７番は宅地への転用事案で、隣接する土地及び建物と共に申請地を譲り受

け、既存建物の敷地として利用するものです。  

申請地は既に転用済みですが、広島市農業委員会の「違反転用に係る事務

処理要領」第５条ウ「転用許可の見込みがあれば、追認許可する」に該当す

るものと思われます。申請書には、始末書を添付させています。  

８番は雑種地への転用事案で、宗教法人が譲渡人と生前に取り交わした寄

附証書に基づき、既に寄附受領している建物を総本部とするとともに、建物

に隣接する申請地を譲り受け、信者等の駐車場として利用しようとするもの

です。  

９番は宅地への転用事案で、申請地を借り受け、美容室及び来客用駐車場

として利用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。  

６番及び９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６番については令和２年２月２７日付け、

９番については平成３１年２月６日付けでされており、農用地区域から除外
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されたことを確認しております。  

８番を除く８件の案件については、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。  

８番については、転用理由が「申請地に隣接する建物を宗教法人の総本部

とし、宗教法人の行事に参集する信者等の駐車場として使用する」ことであ

り、総本部を当該建物に移転する旨の議事録が提出されているため、総本部

が当該建物に移転した事実を看板の掲示等で確認の上、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、２番  山本委員。  

 

山本委員  

 ４番、山本です。１番、２番につきご報告いたします。３月１６日に、鍜

治山正照委員及び事務局と現地調査を行いました。譲渡人が高齢で農業がで

きないため、建築業を営む譲受人お二人に申請地を譲渡され、資材置場とし

て使用されるとのことです。近隣の土地には、資材置場が増えており、農地

は少なくなっており、今回の転用による近隣農地への影響はないと思われま

す。  

 

議  長  

 ３番は梶山正治委員ですが、本日は欠席です。意見は事務局にお伝えして

いるという事ですので、事務局から説明をお願いします。  

 

事務局  

 梶山委員からメモを預かっております。この案件は、土木建築業用の資材

置場とするものであり、周辺の他の農地に影響を及ぼす事もないので問題な

いものと思います。  

 



１１ 

議  長  

４番、５番  伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。先程の第１号議案の３番、４番と同じ対象農地でして、

すでに農地転用済になっております。４番の土地は、譲受人が居住する建物

の敷地の一部になっておりますし、５番の土地はここを通らないとトラクタ

ーが譲受人の農地に入れないので、農地法の許可を取らずにすでにアスファ

ルトを敷いて通路として利用されています。特別な問題は今更ないと思いま

す。  

 

議  長  

６番、７番  己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。令和元年９月１８日に、農振除外の申請時に現地調査を

行っております。申請地は、譲渡人が相続によって取得した土地で、休耕地

であることから、譲受人が有効利用したいということから太陽光設備設置の

申し出があり、許可申請を行いました。他の耕作地等に影響ないものと思わ

れます。  

７番は令和元年３月１７日、事務局と現地調査を行いました。転用目的は

敷地拡張をする申請です。現在、家庭菜園となっている隣接する住宅敷地を

延長して譲受人が利用する案件でございます。異議はございません。  

 

議  長  

８番、佐藤委員。  

 

佐藤委員  

 １０番の佐藤です。３月１７日に事務局２名と現地を確認しました。事務

局からの説明にもありましたが、若干事情があるようですけれども周りの農

地に影響はありませんので、隣接地へ宗教法人の総本部の移転を確認後に許

可することが妥当だと思います。  



１２ 

 

議  長  

９番、河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

 １３番の河野です。この件は、先程事務局からの説明がございましたよう

に宅地へ転用して、美容院を建てて自分がやるということでございます。周

囲には農地はなく、一般農地と離れた所にございまして、もともと中国道の

建設の時にトンネルの用土を数枚の田んぼに埋めて、１枚にした少し斜めに

なった土地でございまして、特別これで影響はございませんのでよろしいと

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。  

 

伊藤委員  

 今の河野（信）委員の案件は、面積のバランスに極端な差があるのですが、

法面が含まれるなどの事情があるのでしょうか。  

 

河野（信）委員  

 もともと法面が大きかったのですが、先ほど説明したように、現在では用

土が入り、１枚の畑になっています。昔の急な斜面を埋めたということでご

ざいます。それを現地調査したのは、平成３０年９月に農振除外案件が出た

ときに現地を確認しています。  

 

議  長  

 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。  



１３ 

 

        （委員：異議なし）  

議  長  

 異議がないので、議案第２号の８番を除く８件を許可することに決定いた

します。  

８番については、宗教法人の総本部が申請地隣接の建物に移転した事実を

確認後に、農業委員会の会長名で許可することとなります。  

続きまして、議案第３号、「農地法第５条の規定による許可条件の履行延期

承認申請」について、１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第３号、農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認申請につ

いて説明いたします。  

議案の８ページをご覧ください。  

本案件は、倉庫及び事務所への転用目的で、平成３０年６月６日付けで農

地法第５条の許可を受け、取得したものです。  

申請人は、取得後に平成３０年１１月１日から着工する予定でしたが、当

該建物請負工事契約が遅れたため、令和２年４月３０日まで、履行延期の承

認申請があり、令和元年の第４回総会で承認しましたが、正面道路から進入

するためには県有地及び里道を介する必要があり、当該土地を払い下げ後に

着工することとしたため、再度、令和４年３月３１日までを期限とする、履

行延期の承認申請があったものです。  

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。  

己斐委員、お願いします。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。事務局の方からご説明がありましたように、延期理由に

つきましても議案に記載してございますように、申請人は取得後に倉庫及び



１４ 

事務所１棟を建築する予定で、当該建物履行期限の令和元年７月８日付で履

行延期承認を受けていました。このたび、接面道路の里道及び県有地の払い

下げ完了後に着工することとしたため、再度、履行延期するものです。なお、

申請地の所有権はすでに移転済となっております。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。  

 

伊藤委員  

 里道県道の払い下げの見通しはついているのですか。  

 

己斐委員  

 これは今進行中です。  

 

伊藤委員  

 ２年くらいかかるのですよね。手続きがね。  

 

己斐委員  

 そうです。  

 

議  長  

他に意見がないようですが、履行延期承認申請を承認することに異議はご

ざいませんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第３号の１件を承認することに決定します。  

続きまして、議案第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。  

 

 



１５ 

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９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  

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。  

沼田委員、お願いします。  

 

沼田委員  

 １１番の沼田です。  

３月１７日に沖田委員と事務局で現地を確認させていただきました。現地

をきちんと農業を管理されており、問題ないと思われます。  

 

議  長  

その他、質疑、質問がありますか。  



１６ 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、適格者として証明することに異議はございませんか。 

 

（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。  

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５号の専決処理等について、６７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５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１０ぺ

ージから１３ページの２５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１４ページから１８ページの２８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１９ページの２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

２０ページの１１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。  

農地転用届出２１ページの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５号までの説明を終わります。  



１７ 

 

議  長  

報告第１号から第５号まで説明がございましたが、何か質問がござい  

ますか。  

 

沼田委員  

 議案３号の５条の履行延期ですけどね。先ほど伊藤委員が質問された履行

延期。これは農業委員会としては、いくらでも延ばせるという考え方でよろ

しいのですか。  

 

事務局  

 理由が正当・明確であれば延ばすことは可能です。特に３年とか５年とか

いう制限は定めてないです。  

 

沼田委員  

 私には何が正当で、何が正当でないかはわかりませんが、結局は平成３１

年に終わるように事業しますという時に、許可をしているわけでしょう。そ

れが令和４年３月末まで時間をかけないとできませんよということになった

ということは、建設地の里道、水路、県有地を買わないとできないという考

え方なのですか。それとも買わなくてもいいけど、買ったほうがいいから待

ってくれということなのですか。  

当初許可がおりた時に、前の里道とか県道が関係なしに工事できるのであ

れば延期する必要はないですよね。  

 

己斐委員  

 現地調査を折に事務局職員と行ったのですが、ちょうどそこの県道と里道、

それから申請地があるわけですよね。その前の里道と県道が要は支障になる

という事です。  

 

沼田委員  

それは最初からあったのでしょう。  

 



１８ 

己斐委員  

ありました。  

 

伊藤委員  

農業委員会は、それを買わないと入れない所の許可をしたのでしょう。  

 

沼田委員  

 いや、入れないことはないです。  

 

事務局  

 最初は違う所に出入り口を計画していたのですが、県有地を買い取ること

で出入りが容易になるので、県からの払い下げを待とうかということになり

ました。無理をすれば、今回の申請地を使用せずに出入りはできます。  

 

沼田委員  

 当初の計画で許可をしているのですから、それを履行された後で里道、県

道の話が出てくるのであれば理解できますが、このように里道、県道が途中

から出てくる事は、正当な理由なのだと思わないといけないのかも分かりま

せんが、当初から県有地があることが分かっていた事を事業計画に入れるの

であれば、もう一度許可を取り直すようにしてみたらどうなのですか。  

 

伊藤委員  

 沼田委員、この案件は転用許可が下りた後にすでに所有権移転しているの

ですよ。  

 

沼田委員  

 もう所有権は移転しているのですか。  

 

伊藤委員  

 許可書があれば所有権の移転できるから。だから今から許可を取り消すと

いっても、これは難しいですね。  

 



１９ 

沼田委員  

 そうですか。これは地目を宅地に変えるのでしょう。宅造法は関係ないの

ですか。２，０００㎡だから開発になるのですか。  

 

伊藤委員  

 なりますかね。  

 

沼田委員  

 でしょう。  

 

伊藤委員  

 宅造法は当然クリアしているのではないでしょうか。転用許可時に同時許

可が出ているということではないですか。  

 

沼田委員  

 これは、宅地開発指導課の許可はおりてないのでしょう。  

 

伊藤委員  

おりてなかったら転用許可は出ない。  

 

沼田委員  

里道水路を買っていないのだから、開発許可は出ないでしょう。もしくは、

里道水路を今から買いますよ、元の設計を変更して里道水路を含みますよと

いう申請を出し直さないといけないですよね。  

 

事務局次長  

 都市計画区域外の案件になります。  

 

沼田委員  

 一般区域では２，０００㎡を超えても自由にできるのですかね。宅造法の

許可はいらないのですかね。１，０００㎡以下なら許可不要だけど、開発だ

から今度は県の許可になる。そういう宅開の許可申請の許可見込みがあるか



２０ 

ら、許可をしましたという農業委員会の立場ですからね。今から申請するの

であれば許可見込みの段階に入っていないのではないですか。今から里道買

いますよとか、県道買いますよとかという話が出てくるのであれば。  

 

事務局  

 そもそも、この申請地は県有地がなくても、道路から進入はできていたの

です。  

 

沼田委員  

 だからそれで許可をしたのでしょう。  

 

事務局  

 そうです。長方形の土地としましょうか、道路に接していて、真ん中だけ

ぽつんと道路に接するところがある県有地、里道があって、両サイドは道路

に面しているので、そこから出入りしようと考えていたのですが、この度県

道の払い下げを受けるという話になり、中央の一番使い勝手のいいところを

出入り口にした方が使い勝手がいいという事になりました。  

 

沼田委員  

 ですから、そのために開発許可や宅造の許可申請をとりなおしているので

しょう。これは開発とか宅地造成法の許可を受けないのですか。  

 

事務局  

 受けない案件です。  

 

沼田委員  

 ５００㎡以上だったらいりますよね。  

 

事務局  

 平成３０年の時に許可をしたのですが、その時には宅地開発や宅地造成許

可などそういう関連法令の審査の案件にしていないです。  

 



２１ 

沼田委員  

 農地を宅地に変えるのに許可がいらないのですか。  

  

事務局  

開発や宅地造成の許可申請は不要の案件で、整理がされています。  

 

沼田委員  

 木々でも森でもないということですよね。  

 

事務局  

関連法令に係る許可不要については、少しだけお時間いただけますか。調

べてまた後程報告させていただきたいと思います。  

許可不要が前提の上で、今回のように、法人の建物請負工事契約が遅れた

ので一回履行延期をして、今度は履行期日の４月３０日を迎えるのでこれは

困ったな。いやいやそれで困っているのは里道県有地の払い下げの予定があ

るので、それまでもう一回待ってくださいという履行延期申請です。己斐職

代の話で、今話が進行中ということでありますので、それがおおむね２年く

らいかかるだろうと、また再延期というようなことになりました。  

 

伊藤委員  

事情を知らずに物を言うのは無責任ですが、令和４年３月３１日となって

いる期日は、この里道県道の払い下げが関係していますよね。この様に書か

ないとしょうがないのでしょうね、履行延期申請のためには。  

この様な見通しは、たぶん明確にはつかないと思うのです。ふつうの理由

は、水路で供用廃止されているようなものは、半年もあれば払い下げできま

す。だから事情を知らずに物を言うのは失礼で、非常に無責任なのはわかっ

ているのですが、この２年後に、また履行延期になる気がします。まあ、こ

ういうのは現地を見ただけではわからないですからね。  

 

 

河野芳徳委員  

 許可した時と条件が違うなら、根本的には再申請しないといけない話では
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ないですか。工事ができないのであれば、１度許可を引き下げて、県の所有

地を使うという事業計画に書き換えないといけないのではないか。だからこ

ういうことになっているのですよ。申請時の工事と工事の内容が違ってきて

いるからこういうことになってきているのです。  

 

伊藤委員  

今回の案件は、５条の転用許可ですでに所有権を移転しているのですから、

所有権を元の地主へ戻しての再申請は難しいです。４条許可であればまだい

いですよ。５条許可で所有権移転しているから、許可を取り消して、契約自

体が無効だという訳にはいかないと思います。  

 

沼田委員  

 我々は、令和４年に農業委員をしているかどうかわからないのに、完成す

るかどうかわからない履行延期を承認するのもどうかと思う。  

 

河野芳徳委員  

 結局は、工事内容が変わったために工事ができない。申請した時と工事内

容が変わっている。  

 

伊藤委員  

 工事が出来ないのではなくて、やらないのでしょう。当初の計画であれば

着工できるのでしょう。  

  

  

河野芳徳委員  

 やろうと思えば工事できるけど、実際しないわけでしょう。だから差し替

えないといけないのではないですか。条件が違っているがためにできないの

ですから。  

 

事務局  

 申請の土地利用計画は同じなのです。面積も○○㎡で、形も全く同じで、

建物も同じ位置です。入り口の位置が多少変わるだけの話ですので、内容が
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変わるという事ではないです。例えば、ここへ住宅を建てる計画で５条の許

可申請が出てきて、事務局へ建物図面等を提出しますが、入り口が少し変わ

るくらいで、工事内容が違っても許可の取り消しはしていないです。  

 

河野芳徳委員  

 問題は、真ん中に通路を作るがためには県の所有地をもらわないといけな

いわけですよね。ということは初めの計画とは、条件が根本的に違っている

のではないですか。  

 

事務局  

 通路を作るのではなくて、そこの払い下げをしたところを利用して出入口

を作ろうとしています。  

 

河野芳徳委員  

 だから申請した時と、この事業計画が違っているという事ですよね。  

 

事務局  

 申請した当初の計画時には、出入り口はここにするよという明確なものは

特に明記されておらず、建物の位置はこの敷地の中でここに建つよという事

が配置図に示されています。例えば事務所がなくなって違うものにするとい

う事であれば、当初の事業計画からは決定的な違いになりますが、図示して

いない出入口の変更が許可を取り消すような事業計画の変更ということでは

ないと思います。  

 

河野芳徳委員  

 県の土地がない事業計画と、県の土地を取得した後の事業計画では、はじ

めと条件が違うわけでしょう。事業計画の変更があっても、履行延期で認め

ると、また軽微な変更で完了が延びる可能性がでてきますよね。履行延期申

請があればまた延期日を延ばしますか。  

 

事務局  

 すこし図面が小さくて見えづらいかと思いますけれども、ここに道路があ
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ります。ここが申請地になります。ここの奥に倉庫を建てようとする計画で、

この道路の右側から出入りをしようという計画があったのですが、少し待て

よ、ここに県道里道があるから、これの払い下げを受けた方が利活用しやす

いのではないかということで、では払い下げを受けるまで少し待とうかとい

う事になりました。当初の計画でも、こちらから出入りはできるのですが、

ここの申請地そのものの内容は全く面積も変わらず、用途も変わらない、全

く一緒なのです。出入口がこちらより真ん中の方がいいということで、この

ように変更しようということで申請人が考えられました。  

申請地そのものが、形状が変わるとか利用目的が変わるとかいうことでは

ないです。使い勝手を少し良くしようということでお考えいただけないでし

ょうか。  

 

沼田委員  

 建築確認はおりているのですか。  

 

河野芳徳委員  

地目が宅地ということになっているからね。  

 

沼田委員  

 建築確認も、他法令が許可にならないと、転用許可もおろさないはずです

よね。  

 

事務局  

 建築確認がおりているかどうかは確認していないですが、当然建物が建つ

予定ですから出ていなければなりません。  

 

沼田委員  

 今まで駐車場にしますとか、いろいろな予定はあるのに、実行されていな

いという件を多々みてきましたので、私たちが心配しているのです。  

２，０００㎡から造成し直して許可がいらないというのもちょっと分から

ないです。  
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事務局  

 ２，０００㎡の宅地造成は、法律をすぐに確認しますので、少しだけ保留

ということでお願いできないでしょうか。すぐに調べてきます。  

  

議 長 

 では事務局が調べるという事ですので、次の議題に進みます。  

続きまして、「その他」事項に入ります。 

 

石原次長 

まず３月に開催された市議会の令和２年度予算特別委員会における農政関係の質

疑について、ご報告します。 

たくさんありますので順次ご説明します。 

最初に、生産緑地に関連する複数の質疑について、まとめて報告します。 

まず、１１日の建設関係の委員会で安佐南区の碓氷委員から、「生産緑地制度の導

入に向けた取組について」として、１月１５日の説明会や今後の取組について質問

がありました。 

これに対して、都市計画課長から、説明会では、参加した７７名の農家に対し、

５００㎡以上の面積要件や３０年間の農地としての管理義務、都市農業の振興に資

する農地であるなどの指定要件などを説明し、アンケートでは７割を超える方から

「制度に興味がある・利用したい」との回答があり、後継者の確保や営農の長期継

続への不安などの意見もあったが、市の制度案は受け入れられていると考えている

こと、今後はＪＡとも協力して、制度の周知や営農指導を含む総合的な支援を行い、

早期に指定できるよう努めたい、などの答弁がありました。 

また、１２日の経済観光環境関係の委員会で、同じく碓氷委員から、「都市農業の

振興について」として、生産緑地説明会に関する農政部局としての感想や、都市農

業の振興施策などに関する質問がありました。 

これに対し、農政課長から、生産緑地に関しては、アンケートの回答から農家の

関心が高いと考えており、今後、導入について関係機関との協議、調整を進めるこ

と、「農業継承円滑化支援事業」など都市農業に資する事業は、生産緑地制度導入後

も継続し、総合的に都市農業の振興に取り組んでいきたい、などの答弁がありまし

た。 

さらに、１８日の、市政全般に関する総括質疑の委員会において、安佐南区の海

徳委員から、「生産緑地について」として、生産緑地を導入しようとする理由や手続

き、指定に伴う固定資産税額への影響などについて質問がありました。 

これに対し、都市計画課長から、都市農地の位置付けの変更や貸借の円滑化など

国の制度改正があった一方で、市街化区域での農業継続が難しくなっている本市の
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状況を踏まえ、生産緑地制度について検討し、１月に導入案の説明会を行ったとこ

ろ、７割を超える人から「興味がある」などの回答があったことから制度を導入し

ようと考えたこと、１０アール当たりの一般の市街化区域農地と生産緑地地区農地

の固定資産税額の平均額は、東京都では約７９万円と約３千円、大阪市では約４０

万円と約２千円であること、生産緑地の指定に当たっては、農家の意向を十分に尊

重するため「都市計画提案制度」を活用するとともに、農家に代わって案の作成等

を行う「都市計画協力団体」を、全国で初めて指定しようとしている、などの答弁

がありました。 

また、農政課長からは、農地の減少など、都市農業の現状は厳しいとの認識のも

と、これまでの支援事業は継続し、生産緑地制度も活用しながら都市農業の振興に

取り組むとの答弁が、また財政課長からは、生産緑地指定に伴う固定資産税額の減

少分の７５％相当額については、普通交付税の増加により措置される、との答弁が

ありました。 

次に、生産緑地以外の質疑です。 

１２日の経済観光環境関係の委員会において、佐伯区の石田委員から、「有害鳥獣

対策について」として、被害額の推移や対策の内容などについて質問があり、農政

課長から、被害額は平成２２年度の約６０００万円がピークで、直近の３年間は４

０００万円前後で横ばいであること、森づくり担当課長から、来年度予算額は、捕

獲柵等設置補助など、防除が約１２００万円、有害鳥獣捕獲事業など、駆除が約６

０００万円、緩衝帯の整備など、環境整備が約２００万円で、また、狩猟免許取得

費用の２分の１を補助する有害鳥獣駆除従事者育成事業を来年度から新たに開始し、

駆除活動の担い手の増加を図るなどの答弁がありました。 

また、西区の田中委員から、「市民菜園について」として、市民菜園の現状などに

関する質問があり、農政課長から、広島市市民菜園は市内で１０９箇所あり、年間

使用料が３０００円から５０００円、開園時に５０万円を限度に補助しており、令

和２年度予算は１００万円であること、今後とも都市部での開園について、ＪＡ等

と連携して所有者等への意識啓発を図りたいなどの答弁がありました。 

また、１８日の総括質疑では、まず安佐南区の藤井委員から、「食の安全について」

として、有機農業の推進等について質問があり、農政課長から、化学肥料や農薬を

全く使用しない有機農業は、病害虫被害やコスト増大等の課題があり採用する農家

はほとんどなく、本市としては引き続き、化学肥料や農薬を低減する栽培方法の普

及やエコファーマーの認定等による安全・安心な農作物の生産などを進めていきた

いとの答弁がありました。 

また、安芸区の三宅委員から、「農協及び農業委員改革と地域拠点について」とし

て、平成２８年度の農業委員会の制度改革に関する市の評価や、農業振興地域であ

る安芸区阿戸町の地域拠点である農協阿戸支店の閉店などについて質問がありまし

た。この農業委員会に関する質問は、農業委員の選出方法が、地域ごとの選挙によ
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る選出から、地域を定めない全市での面接による選考方法となったことに伴い、安

芸区の委員も定員４名であったものが２名となっており、地域の声が伝わらなくな

っているのではないか、などの懸念があって行われたもののようです。 

これに対し農政課長から、農業委員会については、制度改革により、農業委員３

８名だったものが、現在では農業委員・推進委員合わせて６１名で、体制が強化さ

れており、活力生等への農地のあっせんに当たって、農地の利用状況の把握や地権

者等との折衝などの農地利用の最適化の活動が、効果的・効率的に行えるようにな

ったと考えていること、また安芸農協の阿戸支店は３月１３日に廃止されたが、今

後改修し、営農相談機能を充実した阿戸グリーンセンターを整備されると聞いてい

ること、阿戸地区の農業振興については、今後も引き続き、農協等の関係機関との

連携を強化して取り組んでいきたいなどの答弁がありました。 

質疑については以上でございます。 

 

議  長  

今の説明に対して質問や意見はありますか。  

 

山縣委員 

今の市政は、農業を重要に思っていないような気がします。人事異動にしてもベ

テラン職員が本庁へ行き、新規採用の未経験者がその後任に来て、今から活力生を

受け入れていこうというところで、肩透かしにあったような、足払いみたいな感じ

です。農協の支店はなくなるし、ひとつもいいことがありません。今日も小銭を立

て替えて、地元にないから萩原まで行かないといけないのです。移動金融車は週に

２回しか来ないのです。農作業していたら農協へ行く時間もありませんよ。みなさ

ん、いいですねと言われますけど、一つもいいことはない。農協はだめにされ、農

政もだめにされ、何が農業振興地域でしょうか。本当に本気で考えてくださいよ。  

 

議 長 

続いて、先ほどの件について事務局からお願いします。  

 

事務局  

先ほどの件について、広島市のホームページで地図を確認しました。この申請地

は、宅地造成区域外でありました。宅地造成区域ですと５００㎡以上の造成は宅地

造成の許可が必要ということになっております。宅地造成区域外ですと、２，００

０㎡を超えると県知事の許可が必要となってきます。ここの申請地は更地のまま造

成工事、例えば２メートルを超える切土や、１メートルを超える盛土とかそういっ

たものがなく、更地のまま利用するということですので、宅地造成工事は行わない

という事です。宅地造成区域外でありますと、普通は２，０００㎡以上で県知事の
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許可が必要なのですが、今回の場合は切土も、盛土も行わず、そのまま利用すると

いうことですので、県知事の許可は不要ということになります。  

 

 

沼田委員  

長く建設業をやらしてもらっていますが、造成工事をせずに田んぼの中へ倉庫を

建てるのを見たことがないです。田んぼの中にトラックを入れるのも見たことがな

いですから。それをやると言われるのだから、それはやってだろうと思いますが。 

 

事務局  

２メートルを超える切土と１メートルを超える盛土にすると、宅造の許可案件   

となります。  

 

沼田委員  

それはよく解っています。宅造区域が一般区域なら１，０００㎡、２，０００㎡

を越えても許可が必要ありませんということで、よろしいですか。  

 

事務局  

２，０００㎡を超えるものは普通、県知事の許可がいるのですが、切り盛りが基

準以下であるため、許可不要であります。  

 

沼田委員  

５００㎡超えても許可は必要ないですということで、よろしいですか。  

 

事務局  

切土盛土がなければ大丈夫です。整地、ならす程度ならいらないという事です。  

 

沼田委員  

普通で考えて肥土の上にはトラックは入らないですよね。  

 

事務局  

肥土であればずぶずぶになりますよね。今回の現地はすでに休耕でありますから、

多少は地面が固くなっていると思います。  

 

沼田委員  

そうは言っても、１０ｃｍか２０ｃｍは表土を入れ替えるのでしょうから、大丈

夫なのでしょう。それはそれで、事務局が許可不要という事なのでいいですが、あ
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とは入り口の工事の問題だけということですか。今は、５条の許可の履行を待って

いるという状況でしょうか。  

 

 

事務局  

もともとの５条の転用許可は、事業面積○○㎡に、倉庫と事務所を建てたいとい

うそのものの履行延期の申請になっています。  

 

沼田委員  

建築課の仕事ということですか、それを農業委員会が代行しているんですか。建

築をするのを農業委員会が審議しているのですか。  

 

事務局  

建築をすることを審議しているのではなく、田んぼを宅地に転用するということ

について履行期間を過ぎるので、延長の申請ができないかということです。期間の

延長だけです。内容は農地転用の事についてです。  

 

沼田委員  

許可をして、土地の名義は変えているのだから、今更取消にはならないというこ

とですよね。  

 

事務局  

結論から言えばそういうことになります。名義まで元には戻せないということに

なります。  

令和４年と随分先のことにはなるのですが、いくつかの理由がありますので認め

ざるを得ないということで上程させていただいております。  

県と折衝中ということですので、相手が県なので着実に進んでいくのではないか

と思います。  

 

沼田委員  

それは想像ですか。  

 

事務局  

そうです。県の担当者に直接聞いているわけではありません。 

 

沼田委員  

わかりました。  
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事務局  

よろしくお願いします。 

 

佐藤委員  

前回の記憶がないのですが、７月８日の履行延期承認というのがありますよね。

当然農業委員会の審議にかかっているわけですよね。その時の履行延期の理由はこ

こへ書いてある通り、建物請負工事契約の遅れということですよね。  

 

事務局  

その時の理由はそうです。  

 

佐藤委員  

今回は、またそれ以降に新たな理由をつけての履行延期ですよね。前回の時には

里道や県有地の払い下げ云々というようなことはないわけですよね。  

 

事務局  

単に契約が遅くなったからという理由だったのですが、時間が経つにつれて、そ

こは県有地を払い下げてもらうのであれば待ってみようということになりました。  

 

佐藤委員  

ちなみに先ほど河野委員が言われましたけど、新たな理由の場合は取得する県有

地なり里道の面積は書かなくてもいいものなのですか。  

 

事務局  

それは、登記地目は田や畑ではないから、農地転用の議案に上程する必要がない

ためです。今回は、農地転用許可面積○○㎡についてのみご審議いただきます。  

 

伊藤委員  

今回は仕方ないのです。許可を得て、契約に基づいて所有権移転をしてしまった

ら、やりようがないですよね。まだ、延期承認申請が出てくる会社は、良心的かも

わかりません。今回の履行延期は、事務局から催促したのですか。期間が来たけど

まだ履行されていませんよと。  

 

事務局  

うちのほうから催促してはないです。  
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伊藤委員  

そういう面ではまだ良心的ですよ。普通は知らん顔ですよ。  

 

 

沼田委員  

次また理由ができたら、また延期するということですか。１０年でも２０年でも

延ばそうと思えば延ばせるということですか。  

 

事務局  

それについては、許可をする時に具体的な計画のないものは許可しないことにし

ています。いずれはここに何か建てたいから、転用の許可申請をするというのはだ

めです。具体的な計画がないと上程していません。  

 

 

沼田委員  

この度言ったようにその度にいろいろな理由をつけてくれば、許可はしますよと

いう考え方でよろしいでしょうか。  

 

事務局 

それが正当であると判断すれば、許可になります。  

 

議 長 

いろいろな課題があると思うのですが、勉強してからやっていきたいと思います。

どうですか、皆さん、今回はこれでいいですかね。  

 

伊藤委員  

まあ仕方ないですね。 

 

議 長 

では、次をお願いします。 

 

西村主事 

生産緑地制度について説明します。  

当日配布資料の１ページ、資料１です。  

生産緑地制度について、４月１日の「市民と市政」及び広島市ホームページに掲

載されています。  

 公表されている生産緑地制度の概要を説明します。  

１、 生産緑地制度とは、市街化区域の農地を計画的に保全し、緑豊かで良好な都
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市環境を作ることを目的としています。  

２、 生産緑地に指定されると、農地として管理することが義務付けられます。原

則建物の建築、宅地の造成はできなくなります。また、「都市農地の貸借の円滑化に

関する法律」に基づき、農地貸借が可能になります。税金に関しては、相続税・贈

与税の納税猶予に関する営農期間の条件が、２０年から終身に変更され、固定資産・

都市計画税の評価が市街化調整区域の農地と同様になります。  

３、 指定要件についてです。対象となる区域は、①１区画あたり５００㎡以上の

一団の農地であり、②販売するために農作物を生産している農地、言い換えると、

生産された農産物が販売されていることであり、③食農体験等に協力する農地であ

り、④長期的に営農し、営農の継続が困難となった場合は、貸借のあっせんに同意

された農地であることです。一団の農地の考え方については２ページの図の通り、

隣接・又は幅員６ⅿ以下の道路・水路の向かい側にある農地も含みます。以上①か

ら④の要件をすべて満たす必要があります。  

４、 申請ために準備していただくものとして、申請に係る土地の登記簿謄本、公

図の写し、位置図、現況写真、その他指定要件を示す書類が必要となります。  

５、 指定までの流れは、各農家の方には農政課又は各区役所で事前相談を受けて

いただき、先ほど説明した書類を受付窓口である農協へ提出することになります。

農協は、農家から受け付けた書類を取りまとめ、広島市へ生産緑地制度の指定素案

を提出することになります。その後は、都市計画課が、縦覧や都市計画審議会など

の手続きを概ね半年かけて進めていきます。生産緑地地区の指定がされれば、都市

計画決定の告示と、標識の設置がされることになります。  

６、 指定後の流れについて、３ページのフローチャートに従って説明します。指

定後３０年間営農すると、継続して営農するかしないかを選択することになります。

継続する場合は、特定生産緑地の指定を受けて１０年延長されることになります。

一方３０年営農を継続しない場合や、主たる従事者の死亡により営農継続できない

場合は、農地貸借のあっせんを受けることになり、貸借が成立すれば、営農を継続

することになり、不成立となれば市長へ買い取りの申出がされ、買い取ることも農

業者へのあっせんも不成立となると、生産緑地の指定が解除されます。  

続いて５ページをご覧ください。４月１日の市民と市政に記載された記事です。

右端に生産緑地制度の概要という事で、先ほど説明した内容がまとめられています。

参考までに、市民と市政をお配りしています。掲載されている場所は、表紙をめく

った２ページ目の下段になります。  

続いて６ページをご覧ください。日本農業新聞の紙面です。ＪＡ広島市とＪＡ安

芸が都市計画協力団体に指定されたという記事です。  

今後も、新たな情報があれば総会等でお知らせしたいと思います。  

以上で生産緑地制度について説明を終わります。  

 

続きまして令和２年度農業委員会事務局職員業務分担表についてです。資料の７

ページをご覧ください。各担当について説明します。 

３条の許可については有馬主査が担当いたします。４条の許可については横山主
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事が担当いたします。５条の許可については私西村が担当します。庶務全般につい

ては中川主査が担当いたします。農地利用状況調査については、森下技師と岡村技

師の２名で担当していきますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして資料８ページ資料３をご覧ください。こちらの表は２月に配布してお

ります。内容の変更はありませんが、４月ということで年間の計画をまとめており

ますので再度ご確認いただきたいと思います。 

 

続いて９ページ資料４です。こちらも２月に配布している資料になります。資料

４と資料５は、地区協議会に関しての資料ですが、地区協議会の日程については表

の通りです。５月の地区協議会では懇親会を予定しておりますが、皆様ご存じの通

り広島市内ではコロナウィルスの感染が広まっている状況ですので、開催について

は状況を見ながら判断していくこととなります。５月の地区協議会については今年

度初の会議で、推進委員の年間活動の説明があるため、できるだけ開催していきた

いと考えていますが、懇親会については今のような状況が続く場合は、開催は難し

いのではないかと考えています。農業委員会事務局を含め市の歓送迎会はすべて中

止または延期されている状況ですので、懇親会を中止決定する場合にはご理解をい

ただきたいと思います。 

 

続きまして資料１０ページ資料５でございます。令和２年度第１回地区協議会の

日程でございます。令和２年５月１１日から１４日までで開催いたします。旧市地

区協議会は５月１１日東区役所で、安佐南区地区協議会は５月１２日安佐南区役所

で、白木・高陽地区協議会は５月１４日農林水産振興センターで行います。可部・

安佐地区協議会は５月１２日安佐北区役所で、安芸区地区協議会は５月１１日安芸

区役所で行います。佐伯区地区協議会は５月１３日佐伯区役所で行います。 

内容は、利用状況調査の提出及び担い手への各種意向調査の推進委員への依頼、

意見書、推進委員の総会へ出席予定、水田活用の直接支払交付金、有害鳥獣の防除

用施設補助及び狩猟免許試験などを予定しております。 

 

続いて令和２年度現地調査の年間予定について１１ページ資料６でございます。 

こちらは２月に配布した内容となっておりますので説明は省略いたします。 

続いて１２ページ資料７です。令和２年４月の現地調査日程について、今月の許

可案件の締め切りは４月１５日です。 

現地調査の日程調整について４月１５日水曜日の夕方１７時１５分から１８時頃

に電話で調整させていただきます。 

現地調査の日程です。１日目、４月１６日木曜日の午前が旧市、午後が安芸区、

２日目、４月１７日金曜日の午前が可部・安佐地区、午後が白木・高陽地区、３日

目、４月２０日月曜日の午前が安佐南区、午後が佐伯区を予定していますので日程

の調整をよろしくお願いいたします。 
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森下技師 

 かわりまして事務局の森下が説明いたします。  

お配りしました、ひろしまそだちだより第２６号について説明します。  

今回は、「美味しい“ひろしまそだち”野菜の商品化」「学校給食における地場産

物の使用」「ひろしまそだち産品のＰＲ」についての記事が掲載されております。  

ページをめくって左上の「美味しい“ひろしまそだち”野菜の商品化」の記事を

ご覧ください。昨年度、農業振興センターで試験栽培した品目を使用して、店舗で

の試食提供による市場調査と、生産流通関係者による試食検討会が行われ、下の表

のような有望品目が選定されました。有望品種に選定されたトマト苗については、

この春、市内農家が栽培の準備を進めております。  

この試食会では、食農コーディネーターによる、コマツナの食べ方紹介があった

のですが、その際、参加者の方から「コマツナをはじめとする地場産野菜のさらな

る消費拡大に向けて、食べ方の紹介が必要になってくる」という意見が多くありま

した。 

そのような取り組みは、昨年度、様々なところで行われておりまして、下の記事

にありますように、学校給食における地場産の野菜についての紹介でしたり、右ペ

ージにありますように、食農コーディネーターによる、昨年のひろしまフードフェ

スティバルでの「こまつなカレー」、また、修道大学で「こまツナ丼」の試食提供が

挙げられます。  

今後も、“ひろしまそだち”野菜の消費拡大に向けて、様々な取り組みが行われる

予定ですので、ご期待ください。  

以上でひろしまそだちだより第２６号の説明を終わります。  

 

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、ご質疑は、ございます

か。 

 

佐藤委員 

今ひろしまそだちの説明を受けたのですが、ちょっと気になることがありまして、

活力の修了生が「ひろしまそだち」のマークを使っていない人がいっぱいいますよ

ね。どういっていいかわからないけど。広島市の施策として活力の研修制度を設け

て、そこで育った人が、この「ひろしまそだち」のマークを使わずに独自に動かれ

ているのを市として何とかしてほしいです。マークを使わない事情を知っておられ

たら、教えてほしいです。 

 

事務局長 

各自の事情で、それぞれの販売戦略ということでやりたいだろうと思うのですが、
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おっしゃる通りだと思います。ここでどうこう申し上げることはできませんから、

そういったご意見があったという事は農政課に伝えておきます。 

     

佐藤委員 

   きっちりこれを義務付けてほしいです。きちっとマークを付けてやっておられる

方もいらっしゃいますのに、独自戦略といっても、やはり活力生には最低限使って

ほしいですよね。研修のスタートの時からきちっと「ひろしまそだち」のマークの

ことが伝えられていないためだと思うのです。先ほど４名でしたかね、また新規に    

この研修制度を受講される方もいらっしゃるという事ですが、この制度を生かすた

めにも最低限マークを利用してほしいなと思います。 

 

会 長 

最初の活力生の頃は、「ひろしまそだち」のマークで出してなくて、途中から「ひ

ろしまそだち」のロゴができたのでしょう。最初からではなく、途中からできた制

度です。 

 

河野（信）委員 

「ひろしまそだち」のロゴは、私はよく分からないのですが、このマークを使え

れば、費用を負担するのですか。 

 

会 長 

いえ別に費用負担はないです。 

 

河野（信）委員 

   今現在農業振興センターで育ってきた活力生が、各農家のところへ入っているじ

ゃないですか。研修が終わる時に、特に指導はないのですか。 

 

会 長 

それは大体あるとは思います。 

  

河野（信）委員 

普通はあるかないかわかりませんが、通常はやってないのでしょうか。 

 

 

事務局長 

「ひろしまそだち」は、話としてはしているのだろうと思うのですが、明確に義

務づけているわけではないです。 
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初期の頃の活力生は、使っていたと思うのですけど、途中からいろいろ出きて収

拾がつかなくなった。 

 

議 長 

経費の関係で、独自で安い店で探すのです。これによると農協とかで買うと高く

なるのですよ。自分で独自に安いところで作ればコストをおさえられるのですよ。

また、独自で販売先を決めて契約をやられるのもある。一概には言えないですが。

佐藤さんがよく知っていらっしゃると思います。 

 

佐藤委員 

個人農家が独自にされるのは別に構わないのですが、活力生は莫大な補助金を受

けて、しかも就農指導までも受けてきたのですから、「ひろしまそだち」のブランド

に協力するべきだと思います。 

 

河野（信）委員 

このマークは農協が作ったわけではないのでしょう。 

 

佐藤委員 

広島市です。自分の独自ブランドでもいいですから、「ひろしまそだち」マークも

入れたらいいじゃないですか。若干のコストアップにはなるのでしょうけど、せめ

ていうところは協力してもらいたい。今後もこうやって活力生の農地のあっせんを

するなど、そうして育てた活力生が、これからは私たちが自分勝手にやりますとい

うのを認めていくと、既存の農家が、私も含めてこの制度の恩恵にあずかっていな

い農家が、活力生が補助金をいっぱいもらって好き勝手やってもいいのかという話

があちこち出るわけですよ。最低限この「ひろしまそだち」マークだけは条件に入

れてもいいのかなと思うんですけどね。 

 

事務局長 

はい、おっしゃることはよくわかりました。ただそれは農政課のほうには伝えま

す。こういった話があったことを。 

 

佐藤委員 

最初の講習で言っていても問題ないと思うのですけど、最初に何も伝えていない

から、農家は皆経営が苦しいですから、１円でも２円でコストを下げたいという意

識は私らも解るのですが、少なくとも補助金をもらっているあんたらが、ロゴを入

れずにやってはいけないだろうという人たちがロゴなしで営業している。 

ほとんどの人がロゴを使っている。活力の方もほとんどが使っていると思うので
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すけど、それ以外の人が、私らはロゴなしでこれだけ安くやっている、やっている

と、集まりの中で言うわけですよ。それはどうかと思うのです。 

 

議 長 

「ひろしまそだち」のロゴの使用は、強制力がないから、強制はできない。私ら

の出荷組合も、最初は「ひろしまそだち」のロゴを外そうという雰囲気だった。だ

けども、同じ地区内の農家だから、できるだけ協力をしてくださいと言われて、ロ

ゴを入たのです。しかし、ロゴを入れるような強制力はない。もちろんさっき言っ

た活力生は補助金ももらっているので、最低でも何年かは、５年なら５年、１０年

なら１０年でも強制力を付けてもいいと思う。 

他にございませんか。よろしいですか。 

 

             （意見なし） 

 

議  長  

 これで令和２年度第４回総会を終了します。  

次回の総会は、令和元年５月８日（金）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  

長時間にわたりましてご審議いただきまして、お疲れさまでございました。

４月ということで私も今朝こちらに来るときに、川の土手できれいな桜をみて

きました。ちょうど満開ではないかと思います。どこかで弁当でも買ってそこ

らで食べてもいいかなと思いもしたのですが、花見は禁止でした。まあそうし

たことで、特に３月入ってからいろいろとスケジュールが延期ならまだしもい

いですが、中止、中止ということでとうとう３月は私も職務代理を務めさせて

いただいていますが、５件くらい入っていた行事が、全部キャンセルとなり、

まあそのおかげでなんとかなすびを植えることができたということで、全部植

えられて助かってはおりますけども、ともあれ今こういうご時世であります。

皆さんも体には十分気をつけられて、自粛ということで出ておりますので気を

付けてもらってとりあえずは、来月も元気でまたお会いできたらと思います。 

本日はご苦労さまでした。  

 


