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令和２年第５回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年５月８日（金）  開会 午後１時３０分 

                     閉会 午後３時４７分 

 

２．場  所  東区役所５階講堂  

 

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  

６番  梶山  正治    ７番  伊藤  信彦  

 

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）事業計画変更承認申請について  

（５）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について  

（６）広島農業振興地域整備計画の変更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）農地転用届出撤回の専決処理について  

（６）農地転用（農業用設備）届出の専決処理について  

 

・農政に係る審議事項 

（１）平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について  

（２）令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について  

（３）令和２年度利用状況調査の実施計画（案）について  

（４）令和３年度広島市農政に関する意見書について  

（５）令和３年度県農業・農村施策に対する提案について  

（６）令和３年度農林関係税制改正に関する要望について  

（７）令和２年夏号農業委員会だよりについてについて  

 

・その他 

（８）有害獣の防除用施設の補助制度等について  

（９）水田活用の直接支払交付金について  

（１０）担い手育成研修修了生について  

（１１）中間管理機構、借受希望者一覧について  

（１２）農地利用最適化推進委員の活動内容の資料配布及び説明について  

（１３）令和２年５月の現地調査日程について  
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議  事 
 

 

議  長（福島会長）  

 新型コロナウイルスの感染の関係でスポーツなど様々な行事が中止になり、

農業委員会も５月の地区協議会を中止することになりました。それから、広

島県農業会議常設審議委員会も今月から半数の人数で審議することになりま

した。商業関係も多少は影響が出たように聞いています。皆さんも気をつけ

ていただきたいと思います。  

それでは、ただいまから令和２年第５回の広島市農業委員会総会を開会し

ます。  

 本日の欠席者は、１６番山縣委員です。出席者が過半数に達しており、会

議は成立します。  

 議会に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。  

６番  梶山  正治委員、７番  伊藤委員にお願いします。  

 それでは、ただいまから、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、  

１６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、耕作目的の農地の売買等に関する農地法第３条の許可申請について

説明します。  

今回新型コロナウイルスの感染防止対策として会議時間の短縮も求められている

ことから、この機会に事務局の議案説明内容を見直し、必要なポイントは押さえな

がら、できるだけ省略することといたしました。この説明で特に支障がないようで

したら、以降もこの例によりたいと思います。 

 議案の３ページから５ページをご覧ください。  

 １番は、母から子へ経営移譲するものです。  

２番は、農地の共有者及び共同耕作者であった譲渡人が県外に転居したため、父

である譲受人に農地を賃貸し、今後も農地として利用することを明確化することで、

経営の安定化を図るものです。  

３番、４番、６番、７番、９番から１２番及び１４番は、経営規模拡大のため農

地を譲り受けるものです。なお、３番については農事組合法人が譲受人となってい

ます。 
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５番は、社会福祉法人が、障害福祉サービス利用者の活動の場として、農作業経

験者の指導及び協力のもとで、稲作及び野菜作りを行うため、農地を借り受けるも

のです。なお、この案件は、社会福祉法人が業務の運営に必要な施設の用に供する

ために借り受けるものであり、農地法及び農地法施行令により、農地所有適格法人

要件、常時従事要件及び下限面積要件の適用はありません。  

８番は、遺言により孫が農地の遺贈を受けるものです。  

１３番は、子の夫に経営移譲するものです。  

１５番は、子の夫婦に経営移譲するものです。  

１６番は、遺言により、譲受人を含む孫２名に各々２分の１を遺贈することとし

ていましたが、他の１名が農業を行わないという理由で遺贈を放棄したため、当該

放棄分に係る３名の相続人の持分、及び譲受人が権利を有する遺贈分をあわせた全

部の所有権を譲受人に移転するものです。  

 申請地はすべて、農地法第３条第２項に規定する不許可の要件のいずれにも該当

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。本日は会場が広いので、マイクを持って発言をお願いし

ます。また、ご意見が終わりましたら、次の委員にマイクを手渡していただ

くようお願いします。  

１番  鍜治山  正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

 ２番の鍜治山でございます。  

１番の件は、譲渡人の子どもである譲受人に経営移譲したいということで

す。４月９日に山本委員、事務局と現地調査を行いました。経営移譲したい

という案件ですので問題ございません。  

 

議  長  

２番は私が担当です。  

４月２０日に事務局２名と現地調査を行いました。溝口委員は後日調査を
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しています。譲渡人が地元である県外に転居することで不在地主となり、以

前から農業経営している父に賃借するもので、父親が経営安定の為に規模拡

大することになったので問題ないと思います。  

 

議  長  

３番、梶山正治委員。  

 

梶山委員  

 ６番の梶山です。  

４月２０日に事務局職員と現地調査しました。伊藤委員は別の日に調査し

ていております。経営の規模拡大ということで、特に問題ありません。  

 

議  長  

４番、佐藤委員。  

 

佐藤委員  

 １０番の佐藤です。  

４番の案件は、４月１７日に下谷委員と事務局とで現地の確認に行きまし

た。譲受人は高齢ですが、息子さんも一緒に農業されるということなので問

題ないと思います。  

 

議  長  

５番、沼田委員。  

 

沼田委員  

 １１番の沼田です。  

４月１７日に現地調査を行いました。耕作できるように耕してありました

ので問題ないと思います。  

 

議  長  

６番、沖田委員。  
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沖田委員  

 １２番の沖田です。  

４月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。○○キャンプ場が近く

にありまして、道端なのですが、ハウスを建てて枝豆とトウモロコシを栽培

したいということなので、作物を作る意思があり、問題はありません。  

 

議  長  

７番、８番、河野信義委員。  

 

河野信義委員  

 １５番の河野です。  

７番の案件は、４月１７日に谷口委員と事務局職員で現地を確認しており

ます。この件は、○○トンネルから２００メートルくらい離れたところにあ

る家でございます。譲受人が譲渡人より農地を譲っていただく案件で、隣接

する家も一緒に譲受人が購入されてそこに住まれるということでございまし

て、特別異議はございません。  

 ８番の件につきましては、○○団地の一番端の農地でございまして、タラ

の木が多く植えてあり、今の時期はちょうど採って食べていいような状態で

す。○○工場の近くですが、今後必ず栽培を続けてくれるでしょう。異議は

ございません。  

 

議  長  

９番から１１番、谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

４月１７日に河野 (信 )委員と事務局職員とで現地調査を行いました。９番

は、譲渡人が高齢の為、甥である譲受人へ遺贈するもので、異議はございま

せん。  

 １０番、１１番は、所有者が亡くなっておられるので、財産管理人の譲渡

人が１０番の譲受人、１１番の譲受人へ所有権を移譲するもので、どちらも

以前から耕作をされており、特に異議はございません。  
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議  長  

１２番から１４番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

１２番については３月１８日、児玉委員と事務局２名で現地調査を行って

おります。譲渡人は、父から受け継いだのですが、耕作困難で後継者もいな

いことから、譲渡することにしたということです。譲受人は、以前から規模

拡大をしたいと考えており、居住地から近いので購入したいということで、

異議ございません。  

 １３番は４月２０日、私と事務局２名で調査を行いました。奥田委員は別

の日に調査されました。譲渡人は高齢であるため、耕作困難であり、子の夫

に農業を託すために、譲渡するということです。譲受人は、農地を引継いで

耕作をする為に購入するということであり、異議はございません。  

 １４番の案件は、４月２０日に事務局２名とで調査を行いました。奥田委

員は別の日に調査されました。譲渡人は、父より相続で所有者になりました

が、農地の管理が難しいということで、近所で農業をされている方を探して

おられました。譲受人は、実家の裏にある農地で、管理もしやすいというこ

とで、野菜などを作ろうと思い、申請地を取得するということでございます。

この家は不在地主対策の位置づけにそれぞれなっていると思います。この件

につきましても特別異議はございません。  

 

議  長  

１５番、１６番  奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番の奥田です。  

１５番の案件ですが、親から子ども夫婦に経営譲渡するものです。現地は、

４月２０日に事務局２名と私で現地調査致しました。児玉委員は別の日に調

査されました。現地は畑でございまして、耕作できる状態にあります。問題

はないと思います。  
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 １６番は、遺言により農地の所有権を取得する案件で、現地は畑で耕作さ

れており、問題はありません。  

 

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  

 意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございませんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の１６件を許可することに決定致します。  

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、

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  

議案第２号、所有者自らによる転用に関する農地法第４条の許可申請の４件につ

いて、説明いたします。 

議案の６ページをご覧ください。 

１番は、公衆用道路への転用事案で、進入路として利用しているものです。  

 ２番は、雑種地への転用事案で、資材置き場として利用しようとするものです。 

 ３番は、宅地への転用事案で、住宅敷地として利用しているものです。 

 ４番は、雑種地への転用事案で、貸資材置場として利用しているものです。 

 申請地は全て、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、転用許可できない区域に立地する農地ではなく、また、転用の確実性があ

り、被害防除措置も妥当と認められることから、農地法第４条第６項に規定する不

許可の要件のいずれにも該当しないものと思われます。  

なお、１番・３番・４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」に基づき、追認許可しようとする

もので、申請書には始末書を添付させています。 

 １番から４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
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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、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

 ２番の鍜治山でございます。  

 １番の案件ですが、これは資材置場として使う時の進入路で、もうすでに

進入路となっておりますが、始末書も提出されておりますので問題ございま

せん。  

 

議  長  

２番、梶山正治委員。  

 

梶山正治委員  

 ６番の梶山です。  

４月２０日に事務局職員と現地調査をしました。２番ですが、特に問題あ

りません。  

 

議  長  

３番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

３番につきまして、令和２年４月１７日に事務局職員と現地調査をしまし

た。登記地目は畑になっておりますが、現況は宅地であり、家が建っており

ます。申請者は、今回の違反の違反転用について、農地法を十分に理解して

いなかったということで深く反省されておりまして、以後農地法を遵守した

いということでございました。住宅を建てることによって周辺農地への影響

は無いと思います。  
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議  長  

４番  奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番の奥田です。  

４月２０日に事務局２名と現地調査を行いました。現地はすでにアスファ

ルト舗装されていまして、事務局の説明がありましたように農地法を知らず

に転用しているということで、始末書を提出しています。現地は特に問題は

ございません。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

             （委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございませんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の４件を許可することとします。  

 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、

１６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、転用を目的とする農地の売買等に関する農地法第５条の規定による

許可申請の１６件について説明致します。 

議案の７ページから９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、資材置場及び駐車場を拡張しようとするも

のです。 

３番は雑種地への転用事案で、建物解体・建築工事を営む譲受人が、申請地を借
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り受け、資材置場等として利用しようとするものです。  

４番から６番は宅地への転用事案で、申請地を借り受け、スーパーマーケット・

物品販売店・駐車場として利用するものです。市街化調整区域内の建築案件ですが、

地区計画に伴う開発計画であり、許可見込みがあることを関係課に確認しています。 

７番・９番・１０番・１６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。なお、７番の譲受人は県外居住者ですが、太陽光パネルの維持管理は、安佐

南区の業者が行うこととなっています。  

８番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、農業用倉庫を建築するものです。  

１１番は公衆用道路・宅地への転用事案で、現況に合わせるものです。  

１２番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、自動車販売修理工場を建築す

るものです。  

１３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。  

１４番は、雑種地への転用事案で、自宅への進入路として利用しているものです。  

１５番は雑種地への転用事案で、自動車解体を行う法人が申請地を譲り受け、事

業用の駐車場として利用しようとするものです。  

１３番を除く申請地は全て、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、転用許可できない区域に立地する農地ではなく、また、転用の

確実性があり、被害防除措置も妥当と認められることから、農地法第５条第２項の

不許可の要件のいずれにも該当しないものと思われます。  

１３番の申請地は平成４年度に実施された基盤整備促進事業区域内の農地で、非

農用地として換地を受けた非農用地区域内の第１種農地で、第１種農地の不許可の

例外に該当するものと思われます。  

なお、３番・１１番・１４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」に基づき、追認許可しようと

するもので、申請書には始末書を添付させています。  

また、７番・９番・１０番・１２番・１４番・１６番の案件は、農振農用地であ

りましたが、農用地区域から除外されていることを確認しています。  

１３番の案件については第一種農地であるため、広島県農業会議常設審議委員会

の意見聴取の対象となりますが、新型コロナウイルス対策として会議時間の短縮を

図るため、本年５月から９月まで、同委員会の意見聴取の対象を農地面積が３０ａ
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を超える転用案件等に限定することとしたため、意見聴取から除外されています。  

１番から１６番の１６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、山本委員。  

 

山本委員  

 ４番の山本です。  

１番、２番につきご報告いたします。４月１６日に事務局の方と現地調査

致しました。譲渡人等は高齢で農業が出来ない為、近隣の土地を所有されて

いる譲受人２人に申請地をそれぞれ譲渡されることとなりました。譲受人は

建築業をされており、資材置場及び駐車場として使用されるとのことです。

近隣の土地も資材置場が増え、農地は減っており、今回の転用による近隣農

地への影響は無いと思われます。  

 

議  長  

３番、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山正照委員  

 ２番の鍜治山でございます。  

３番の件について、先ほどの４条の時と同じなのですが、資材置場として

使用したいということで、周りへの問題も無く、これは大丈夫だと思います

ので、問題はありません。  

 

議  長  

４番から６番、梶山正治委員。  
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梶山正治委員  

 ６番の梶山です。  

４月２０日に事務局職員と現地調査致しました。４、５、６番は議案のと

おり、スーパーマーケットを建設するということで、物品販売店と駐車場と

を併せて雑種地○○㎡と書いてありますが、以前は住宅展示場として使用さ

れていました。展示場の移転後の跡地と、周辺の農地を併せてスーパーを作

るということで、特に問題ありません。  

 

議  長  

７番、８番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

７番の件は、４月１７日に事務局職員２名と現地確認を致しました。この

農地は、長年休耕でありまして、お母さんが毎年草を刈って管理はされてお

りましたが、息子である譲渡人は遠方に住んでおられ、なかなか農地の管理

が出来ないということで、譲受人へ所有権を移転して、太陽光パネルを設置

することになりました。現地は、県道と工場の駐車場との間にありまして、

他の農地への影響は無く、問題無いと思います。  

 ８番は、４月１７日に事務局職員２名と現地確認を致しました。譲渡人は

県外におられまして、長年農地の世話が出来ないのでどうしようかと悩んで

いたところ、近所におられる譲受人が、農業をするための農機具倉庫や物を

入れる倉庫がないので非常に困っておられました。周りの農地には全く影響

がなくて、問題は無いと思います。  

 

議  長  

９番、１０番、谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

９番、１０番の２つは一緒に説明します。令和元年１０月１７日に農振除

外の関係で事務局職員２名と調査を行い、４月１７日にも再度確認を致しま
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した。９番、１０番いずれも高齢の為管理が出来ないということで、休耕状

態が続いております。また、周囲にも休耕状態で耕作される気配も無く、太

陽光パネルを設置するもので、問題無いと思われます。  

 

議  長  

１１番から１３番は河野信義委員。  

 

河野信義委員  

 １３番の河野です。  

９ページを見てください。１１番、１２番、１３番の３件を合わせて説明

します。この１１番は、先ほど議案第１号に出ました譲受人と譲渡人の案件

でございます。申請地を譲受人が、家と農地を一緒に買われるということで

あります。昔からの事だと思いますが、公衆用道路と言っても、家と溝の間

にある水路の管理道路と言いますか、川があるところに、くっついているよ

うな道路でございまして、この道を利用して、奥の田んぼの進入路としても

使用しております。それから宅地の敷地も一部広げる、そういった件でござ

いまして、これらの案件について、異議はございません。  

 それから１２番につきましても、これは、先ほど事務局からも説明がござ

いましたように、３月１８日に事務局と私が農振除外の件で現地を調査して

おります。その後、農振除外が済んだようでございまして、今回は、５条の

農地転用関係で４月１７日に現地を確認しております。２６１号線の道路際

にあるようなところでございまして、他にも迷惑はございませんし、異議は

ありません。  

 それから、１３番の申請人は、活力生の２２期生が、私の近くで農業を始

めるということでございまして、今年からの条件として、就農地近くに居住

せよということでしたので、譲渡人の家を購入してそこに住むということで

ございます。その家についている農地が少しございます。そこを、農地と言

っても非常に狭いところでございますので、車を置いたりする、宅地拡張と

いうことで転用するということでございまして、異議はございません。  

 

議  長  

１４番、１５番は山縣委員ですが、本日は欠席です。意見は、河野芳徳委
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員に伝えているということですので、河野芳徳委員、よろしくお願いします。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 １４番は、令和元年１０月１７日に農振除外の為、山縣委員と事務局２名

で現地調査を行いました。現地はすでに住宅への進入路として使用されてお

ります。また、本年４月１７日に再度山縣委員が現地調査をしたところ、申

請地は以前の調査の状況でありました。譲渡人は、自宅から遠距離の為、耕

作が困難であり、譲受人の住宅への進入路として所有権移転するものです。

周辺の農地等の被害の影響は無いものと判断し、許可相当と認めます。  

 １５番は、本年４月１７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。申請地は国道２号線沿いに位置し、農地として管理されてお

ります。譲渡人は、農地として管理出来なくなり、事務所が駐車場として使

用したいと要望があり、所有権移転するものです。転用に伴い、周辺農地等

に被害は無いものと判断し、許可相当と認めます。  

 

議  長  

１６番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

 １６番の件ですけれども、去る４月２０日に私と事務局２名で現地の調査

を行いました。現況は田となっていますが、休耕中で、譲渡人は売却したい

ということで、太陽光発電の業者へ譲り渡すということでございます。この

辺りは太陽光発電の設備が無いので、新たに太陽光発電設備ができる事は残

念な気持ちはありますが、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）  
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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１６件のうち、４番から６番を除く１３件

を許可することとします。４番から６番については、他法令の許可手続きの

完了を確認した後許可することとします。  

 続きまして、議案第４号、「事業計画変更承認申請」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４号、事業計画変更承認申請の１件について説明致します。  

それでは、議案の１０ページをご覧ください。  

本件は、広島市発注のトンネル建設工事に伴い、当初、Ａ建設会社が平成２９年

１月６日付けで、農地法第５条第１項の規定による一時転用許可を受け、仮設現場

事務所及び資材置場用地として利用していましたが、別の工事を受注したため、平

成３０年８月８日の事業計画変更承認により期間を延長しました。その後、運動広

場造成工事を受注したＢ建設会社が引き続き使用することとなったため、一時転用

期間を令和２年５月１５日まで延長することを承認しましたが、土砂災害等により

工事期間が延びたため、再度令和３年２月２８日までの事業計画変更承認を受けよ

うとするものです。 

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。  

谷口委員。  

 

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

４月２８日に現地を確認しました。この土地は、説明がありましたように、
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現場事務所及び資材置場として使用されており、現地はきちんと管理されて

おりましたので、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。  

 

             （委員：意見なし）  

  

議  長  

 意見がないようでございますが、事業計画変更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４号の事業計画変更を承認することとします。  

 続きまして、議案第５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５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致します。  

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１１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
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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５号の説明を終わります。  

 

議  長  

 議案第５号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番  溝口委員。  

 

溝口委員  

５番の溝口でございます。  

１番の案件でございますが、去る４月２０日に事務局職員と現地確認しま

して、適正に管理されていると思います。  

 

議  長  

２番  佐藤委員。  

 

佐藤委員  

 １０番の佐藤です。  

２番の案件は、４月１７日に事務局職員２名と確認しましたが、適正に管

理されており、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、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）  
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議  長  

 異議がないので、議案第５号の２件を、適格者として証明することに決定

いたします。  

 続いて、議案第６号、広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取につい

て３０件を上程します。それでは、事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第６号、広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見の聴取について説明い

たします。  

本件につきましては、令和２年４月１５日付で広島市長から意見の照会があった

もので、変更内容は議案に記載しているとおりです。  

今回、ご審議いただくのは、令和２年２月末までに「土地利用計画変更申出書」

が提出されたものです。農地法第４条許可申請予定の案件が１件、農地法第４条許

可申請と非農地証明を合わせた申請予定の案件が１件、農地法第５条許可申請予定

の案件が２０件、非農地証明に係る案件が６件、公共用施設に係る案件が２件、合

計３０件を農用地区域から除外しようとするものです。  

なお、農用地区域へ編入するものはありません。  

農用地区域から除外する案件のうち、農地法第４条許可と農地法第５条の許可申

請予定となる案件の詳細は、今回、議案と一緒に送付しました別冊の「農業振興地

域整備計画の変更に係る意見の聴取に伴う参考資料」のとおりです。  

審議事項の案件ごとに、議案の表の右端の理由欄に関連する番号を「別紙農地法

第５条許可申請予定の○番」と記載しております。  

農地法第５条の許可申請予定の案件については、いずれも担当委員と事務局職員

が現地調査を行っています。  

この度の農業振興地域整備計画の変更につきまして、広島市は、農業委員会の意

見聴取の後、広島県との事前協議、広島市農業振興対策審議会への諮問等を経て、

今年６月下旬に農振法第１１条に基づく公告が行われる予定であり、農地転用許可

申請は、この公告後に受付けることとなっております。  

以上で議案第６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、別冊の農地法第４条・第５条許可申請

予定案件の１．農地法第４条申請予定のものの１番から順次、担当委員のご

意見をお伺いします。  

最初に農地法第４条許可申請予定のもので、１番、伊藤委員。  
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伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

１３ページの１番の申請地は、既に宅地になっておりまして、建物は既に

壊されて、今、整地中になっております。２月１９日に現地の調査を行って

おります。  

次に、２番の件ですが、これも同じ２月１９日に事務局職員と現地調査を

行いました。ここは、ほ場整備をしていなかった土地です。間口が狭すぎて

大きな機械が入れられないというので、市が農振除外されたということで、

近所の農作業の手伝いをされる方の駐車場として借りるように計画は立てて

おるようであります。  

それから、２番の所在地が、既に山になっておる、原野になっておると書

いてありますが、実際は山林であろうと思います。いつ頃からこのような現

況になっているのかよく分かりませんが、現地は農地ではなく山です。  

 次の３番は、昭和４０年代だろうと思いますが、建物が建てられて、現在

宅地となっております。入居者はおりません。非農地証明申請が出される予

定です。  

 次の４番は、隣が太陽光発電設備が設置されておりまして、土地もまとま

っているので一緒に利用されるというように聞いております。周辺の農地へ

の被害も、新たに出るということは無いと思います。  

 それから最後の５番の申請地は、ほ場整備を予定していた地区なのですが、

当初から転用が計画されておりましたので、ほ場整備からは除外をしており

ました。資材置場と倉庫を建てるということで農地転用の申請がされている

ように聞いております。上程通りでありますので、承認をしていただきたい

と思います。  

 

山室主幹  

 事務局からよろしいでしょうか。  

丁寧にご説明いただいてありがとうございます。今、伊藤委員からご説明

いただいたのは、本編の１３ページの１番から５番までの農振除外の変更に

ついてです。いつも総会では、４条の転用の許可案件と５条の転用の許可案

件について、各委員から現地調査の結果についてご報告をいただいているも

ので、全てご説明いただいてもいいのですが、４条と５条の転用について、
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ご意見をいただいております。今回、伊藤委員につきましては、２番の４条

許可申請についてです。本日ご意見をいただきたいのは、こちらの別冊の資

料になります。この別冊は、本編の分を抜粋したものでございます。この別

冊の１ページに、４条許可申請のものということで、まず１番の案件を、伊

藤委員にご説明をいただいたということです。  

 

議  長  

２番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

令和２年３月１７日に、事務局職員２名と現地調査を済ませております。

申請地は、ここ数年耕作されておらず、休耕となっております。今回、当地

区の老人広場として、申請地を転用したいということでございます。広場と

して利用することによる周辺地への影響等々問題はございません。  

 

議  長  

 続いて農地法第５条許可申請予定のもので、１番、２番は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 先ほど、間違えてまとめてご報告しました通りです。  

 

議  長  

 ３番、河野信義委員。  

 

河野信義委員  

２ページの３番を見てください。譲受人が、建設機械を保管する場所を取

得したいということでございまして、現地を確認したのは、３月１７日に事

務局と私で確認をしております。申請地は、山側に１反５畝、約１５００㎡

の、昔造成したのではないかというような土地がございまして、今は何も作

っておらず、土地はきれいに草を刈ってございます。こういったところでご

ざいまして、近くには家もありませんし、民家もありませんし、機械の保管
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場所としてはよろしいのではないかと思っております。  

 

議  長  

 ４番から７番は谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

４番は、令和２年３月１７日に事務局職員と現地調査を行っております。

４番につきましては、住宅を建設するということで、位置的には水路の一番

下流にあたり、前面が道路、その向こうが川ということで、浄化槽も設置し

てあり、問題ないと思います。  

 ５番は、高齢の為、管理が難しくなってきたということで、また今後も耕

作する意思も無いということで、太陽光発電設備を設置するもので、周囲へ

の影響も無いと思われ、問題ないと思います。  

 ６番は、所有者が県外におられる為、管理が難しいということで、これも

太陽光発電設備を設置するもので、周囲への影響もありませんので、問題な

いと思います。  

 ７番は、高齢の為管理が出来ないということで、以前より休耕となってお

り、太陽光発電を設置することで近隣への防草の影響を抑えることで、問題

はないと思います。  

 

議  長  

 ８番は岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 ３月１７日に事務局職員と私とで現地確認を致しました。ここは、以前に

太陽光発電で、メガソーラーのような大きな太陽光発電に転用し、先月完成

しました。その太陽光発電の通用口、太陽光発電の設備の保守点検の作業員

駐車場、また、資材置場として使用したいということで、この度所有権を移

転されるものなのですが、他の農地には全く影響がございませんので、問題

無いと思います。  



２３ 

 

議  長  

９番から１３番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 ９番から１３番までは、令和２年３月１７日に事務局職員の方と現地調査

を行っております。  

 ９番と１０番は、農地が隣接しておりまして、２つとも現在休耕となって

おります。その手前に１件太陽光パネルを設置しておりまして、そこからち

ょっと奥まったところが今回の申請地でございます。近隣の農地には全く問

題無いと思います。  

 １１番は、申請地に住宅を新築する申請でございます。申請地は休耕中で

ございまして、周囲の農地等も耕作されておりませんで、住宅が建つことで

近隣の農地等への影響は無いと思います。  

 １２番は、申請地のちょうど西隣りには、もう既に太陽光パネルが設置さ

れておるところでございまして、そこに設置する件でございますが、太陽光

パネルを設置することによる弊害等は無いと思います。  

 １３番も、太陽光発電設備の設置の予定ですが、建設地は平成２９年１０

月６日付けで５条の許可を受けて、平成３０年２月１０日に工事を完了して

いたのですが、平成３０年７月の豪雨災害によって太陽光パネル等々流失し

た為、今回もここへ再設置する案件でございますが、問題は無いと思います。  

 

議  長  

 １４番は下谷委員。  

 

下谷委員  

 ９番の下谷です。  

 １４番の案件について、３月１７日に事務局職員２名と現地調査をしまし

た。息子さんが家を建てられるということで、周辺農地への影響は無いと思

われます。問題はありません。  
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議  長  

 １５番から１８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、よろしくお願いしま

す。  

 

河野芳徳委員  

 １５番の河野です。  

 １５番から１８番について説明します。  

 この件につきましては、今年１月１７日に山縣委員が現地調査をしました。

申請地は県道呉線沿いになり農地として管理されております。譲受人は保管

倉庫の用地を探していたところ、申請者の所有者の１人が譲受人と面識があ

り申請者土地所有者３人と協議したところ、所有者全員の承諾を得たので所

有権移転をすることになったものです。申請地は農振農用地のため今回、農

振除外を目的に申請があったものです。申請農地等に被害がないと判断し農

振除外及び転用に問題ないと考えます。  

 

議  長  

 １９番、２０番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

 先に２０番からですが、この備考欄に転用事由が書いてございますが、雑

種地、製品置場ということでございます。製品置場というのは、薪の貯蔵場

でございまして、薪を貯蔵する、薪の製品を作っておりますが、その敷地が

手狭になったということで、今回、その土地を利用したいということでござ

います。ちなみに薪を利用する施設ですが、広島市で地域活性化支援、有効

活用の目的で整備していただきまして、地元で運営するということになって

いまして、一年ほど前から薪の生産が始まっています。間伐材を利用して、

薪に加工して地元の温泉施設の薪ボイラーの燃料とする事業でございまして、

今回の譲渡人が貯蔵場の確保に協力するということで、この申請が出たもの

でございます。特別異議はございません。        

 １９番は、１２月１８日に私と事務局２名で現地調査を行っております。
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譲受人が、資材置場と駐車場にしたいということで申請が出ておりまして、

これも異議ございません。転用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。  

  

河野委員  

 １３番の己斐委員の案件ですが、太陽光の設備が流れたかどうか、今まで

やっておられたのが事故で、ということであったのですが、どういうことな

のでしょうか。  

 

己斐委員  

 これは、平成３０年７月に豪雨災害があり、その時にはもう平成２９年に

太陽光設備への転用許可がおりて設置してあったところが流れまして、そこ

へ再度太陽光発電を設置するのですが、地目が農地であるため、再度太陽光

発電への転用許可をするということです。  

 

河野委員  

 太陽光が流れたところですか。  

 

己斐委員  

 そうです。太陽光設備が流れたところは、もう許可になっていますので、

そこへ設置するのですが、その隣と言いますか、今から農振除外をするので

すが、そこも含めて新たに太陽光の設備を設けるということです。  

 

河野委員  

 それは大丈夫なのですか。  

 こういう許可は、流れてもどうこうというのは、別な問題で、農業委員会

はいいでしょう。流失の危険ということについては、実際流れたりなんかし

ても、業者が責任をもって自分でやるということだけでいい。  
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己斐委員  

 そうです。ただ、その流れたということについても、もう以前に、済んだ

ことではございますので、ちょっと私の説明の方が、「豪雨災害」ということ

をちょっと入れたものでご心配されたのでしょう。  

 

河野委員  

 今まで設置されているところで、全国的に洪水で流れたということが、あ

まり新聞にも出てないですよね。それを、一度流れたというところに設置す

るというと、どうも心配するのですが、特別今日のこの案件については、ど

うこういう意見はありません。  

 

議  長  

 その他ございませんか。  

 

           （委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようでございますが、「異議なし」と回答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６号の３０件を「異議なし」と市長に回答するこ

とに決定いたします。  

 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

との判断について、７６件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第７号、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないことの判断につい

て、説明いたします。 

農地の利用状況調査の結果、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おり、その判断基準は、
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農業的利用を図るための基盤整備事業等が計画されていない土地のうち、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、

又は、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利用できないと

見込まれる場合のいずれかに該当するものと定められています。 

それでは、議案の２１ページをご覧ください。詳細については、２２ページから

２５ページをご覧ください。 

今回、１番、２番で上程している合計７６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、農地に該当し

ないと判断される土地です。 

以上で議案第７号の説明を終わります。  

 

議  長  

 議案第７号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番、２番は谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

 １番の案件につきましては、令和２年１月１０日に中本推進委員とともに

現地を確認し、雑木が生えており、生えていたことを確認しております。  

 ２番の案件につきましては、元の農協があった土地です。４月２１日中川

推進委員とともに現地を調査し、雑木が生えており、山であることを報告し

ます。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

           （委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようですが、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、異議はございませんか。  
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梶山委員  

 異議ではないのですが、調査用の航空写真、公図は談合図みたいなところ

はぐちゃぐちゃ、これはもう間違いないよという判断ができないところで、

航空写真の地番が違うところがあるが、そこは、どのように判断されていま

すか。  

 非農地にするということで、「誰がしたんや」と、もし言ってきた場合、「あ

なた、何見てやったのだ」と言われたら、どのような対応を取られています

か。全部、本人に確認してから現地を見ているのなら良いのですが、そうで

なければ、違うところがあるような気がして、ちょっと心配です。地主に黙

って判断して、地主から言って来なければいいのですが、もし言って来られ

たら、誰が責任取るのか、と言われた場合、「お前、そう言っても、その土地

じゃないじゃないか。」ということが、多分出てくるだろう。それで、私らは

ちょっと気にしとるのはそういうことです。本人に話をして、「これは現地を

確認したからそうなっている。」というのを確認してからやってください、と

いうのであればいいのですが、今から何かが起きたら、今までどうしていた

のだと。今まで問題が出ている可能性はあると思うのです。  

 

議  長  

 事務局の方で、ちょっと説明してください。  

 

山室主幹  

 今までは非農地の判断について、より確実な山際のようなところから、非

農地判断を始めましょうということで、農地利用状況調査で推進委員に調査

していただいて、同じところを農業委員さんの方にもダブルで調査していた

だいて、総会に上程をして、非農地の判断をするよ、ということでやってき

ました。今までは、「これは非農地として間違いないだろう」というところを

してきたのですが、今後のことということですか。  

 

梶山委員  

 谷間で、その畑は完全に荒廃しているようなところはいいのですが、ちょ

っと山際になると、本人の許可を得ないと、本人も地番が分からないという

こともありますし、「うちは違うじゃないか」ということがあるのです。今回
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私もちょっと見たのですが、ソーラー発電と看板があったので、「ここはあん

たの土地なのか。」と聞いたら、「あれはうちのではないよ。」という事があっ

た。ちょっと怖いなと思いました。今後どのようにしたらいいか、お互いよ

く検討しないといけないのではないかと思います。  

 

議  長  

非農地判断する前は、ある程度、多少分からないところもあったでしょう。

確認しようがない場合もある。誰が責任を取るのかという事ですか。  

 

梶山委員  

 この場所で確実だ、と言えればいいのですが。  

 

伊藤委員  

 今、ちょうど私の所も現地調査を行って、一緒に預かった航空写真の資料

で、推進委員が見ていて「山だ」と言うのですが、ほ場整備が去年終わった

ばかりでして、中に５筆くらい、まさにほ場整備をした土地が入っているの

ですよ。それで、全く違うところに保全管理である黄色いマークが入ってい

て、これは公図があればすぐ分かるのですが、せめて公図をですね、各委員

分だと大変だと思いますけど、これが無いと航空写真だけで判断すると非常

に大きな間違いが起こるものなのです。これは、たまたま私が見て分かった

のですけど。現地に詳しくない場合は、航空写真だけで見ると明らかに木が

生えたところにマークがしてあったりします。  

今のようにほ場整備がしてあれば、従前地と現在の地番が分かりますので、

全部確認が出来るのですが、せめて公図は準備してもらえれば、ありがたい

と思います。  

 

吉田委員  

 私も山林ということで、ひと山と言いますかね、あの辺りは全部山になっ

ているということから、１筆１筆は、非常に細かい面積も大きい面積もある

のですが、それを事務局にお任せして、そこの山の中に１００筆あろうと２

００筆あろうと、その辺一体が山林化しておるというように届出している。

水田、農地が山林になるという登記ですよね、これはご本人がされると、あ
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くまでも農業委員会事務局で、農業委員会として非農地として判断している

というふうに私は理解している。だから、登記上はあくまでも田は田になっ

ているわけですよね。で、ご本人が山林と登記地目変更されれば、当然山林

になるのですけれども、実質は農業委員会で非農地と判断する、それはどう

なるかと言ったら、固定資産税は「山林」と認定されるわけですよね。で、「山

林」も「農地」もほとんど変わらないです。１㎡が０．３円とか０．５円と

か、そのぐらいですから。農地が山になる、そんなに変わらないと思います。

市街地周辺はですね。  

 

梶山委員  

 それはいいのですが、要は、大字で、「もうここは完全に山になっとるよ」

というのはいいのですが、そうでないところがあるのです。本人にも確認し

て「これは非農地でいいよね」と言えばそれでいいのですが。  

 

吉田委員  

 それは当然そうですね。非常に、住宅のすぐそばの裏山というようなとこ

ろは、やはり１筆１筆確認しないと一山だけで「山林」というわけにはいか

ない。  

 

梶山委員  

 本人に確認しないと、ただ、推進委員と農業委員が見ただけで、こうやっ

て「非農地よ」というのは、ちょっと危ないのではないかなと。  

 
吉田委員  

 そういうところはちょっと注意しないといけないですね。  

 

議  長  

 非農地判断をした場合、色々問題があると思いますけど、お互い気をつけ

て、事務局と相談していきたいと思います。よろしくお願い致します。  

 

河野 (信 )委員  

 私はこう思います。調査図の１冊には何十枚かの調査図がある。これを調
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査しなさいというので、手渡されます。それを全部一緒に調査して、提出し

ないといけないというので出すのだろうと思います。今、おっしゃるように、

分からないところは、それを非農地で出さない、次回にまわして、確認をす

るようにしていった方がよろしいかなと思います。  

 

議  長  

 どうですか。そういう方法がいいですか。  

 

伊藤委員  

 それはそうですね。  

  

河野 (信 )委員  

 全部の調査図面が来るから、全部やろうと思うのですよ。この期間に出さ

ないとと思うので、つい、全地域を一緒に出します。それでその一冊の中に

非農地と確認できないようなところがあるわけですから、「これは非農地よ」

と出した時もありますし、今回は一切非農地じゃないと出したこともありま

す。だから、そういった、分からないというところは、後に残した方がいい

と思います。  

 

議  長  

 当然分からないところは出しようがありませんよね。後回しでも、確認し

てから出すことが大事だと思います。よろしくお願い致します。  

 

伊藤委員  

 この利用状況調査というのは、本人の意思で決まるのではなくて、客観的

に分かるわけですから、どちらの境界か分かるように公図がいるのです。公

図が無いところも、中にはあるかもしれませんが、広島県の公図は大体揃っ

ていますから、これが今の判断基準になります。それでも分からない時はた

くさんあります。今さっき河野 (信 )委員が言われたように、こういう場合は置

いとかざるを得ない。適当にしたというわけにいきませんから。私はこうや

っています。  
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議  長  

 皆さんの意見を色々言ってもらったので、一番いい方法を考えていきたい

と思います。よろしくお願い致します。  

 それでは、他に意見はございませんか。  

 

            （委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようですが、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７６件を、非農地の判断とすることとしま

す。  

 以上で農地に係る審議事項を終了致します。  

 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、８３件を一括して報告しま

す。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

報告第１号から第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２６ぺージか

ら２８ページの１７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２９ページから３６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３７ページ、３８ページの９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３９ペ

ージ、４０ページの１２件は、広島市農業委員会事務局規程第７条第５項の規定に

より、事務局次長が専決処理をしました。  

 報告第５号 農地転用届出撤回の専決処理４１ページの１件、及び報告第６号 
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農地転用届出４２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：意見なし）  

 

議  長  

 質問がないので、報告事項を終了します。  

 続きまして、議事日程５「農政に係る審議事項」に入ります。 

 はじめに、「平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」

及び「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」事務局に説明を

お願いします。 

 

森下技師 

 「平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」について、総会

の配布資料１ページの資料１をご覧ください。 

農業委員会の審議の透明化や活動の周知を目的にホームページ等で公表する、前

年度の活動の点検・評価及び今年度の活動計画の案を取りまとめましたので、その

概要を説明します。ポイントのみを説明いたしますので、詳細については、適宜資

料をご覧いただきますようお願いします。 

まず、資料１の「平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動点検・評価案」

です。 

２ページを開いてください。２ページの「担い手への農地の利用集積・集約化」

については、２のとおり、目標が、２１６.５ha のところ、実績は２１８ha で、う

ち新規は１８.１ha となっており、活力生へのあっせん等により、目標を達成して

おります。 

次に３、４ページの「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」については、

２のとおり、目標１７経営体のところ、実績は２８経営体であり、活力生やスロー

ライフ生の新規就農により、目標を達成しています。 

続きまして５ページを開いてください。次に５ページの「遊休農地に関する措置」

については、２のとおり、現状維持を目指す、目標の解消面積０ha のところ、実績

は６.１ha で、目標を達成しています。 
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続いて７ページと８ページに「農地法等によりその権限に属された事務に関する

点検」として、農地法３条、４条、５条の処理件数と処理期間を記載しております。 

続いて９ページでは、地域農業者等からの主な要望・意見とその対応内容として、

認定農業者との意見交換会での意見や個別の要望等の内容と、これらへの対応につ

いて記載しております。 

次に「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画案」について説明させて

いただきます。令和元年１０月に策定した「広島市農業委員会農地等の利用の最適

化の推進に関する指針」の内容に基づいて記載しております。 

１２ページの「担い手への農地の利用集積・集約化」については、目標は２３０

ha で、活動内容としては、ひろしま活力農業新規就農者の就農地の確保、年間を通

しての認定農業者や認定新規就農者等の担い手の規模拡大の支援、そのための、担

い手との連携意向把握、あっせん可能な優良農地の把握及び、所有者の意向確認、

地域の支援体制の構築等を挙げております。 

次に同じく１２、１３ページの「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」

については、目標は１７経営体で、活動内容としては、ひろしま活力農業新規就農

者、スローライフで夢づくり新規就農者への次年度就農地のあっせん、就農後の支

援、また、窓口等における新規参入希望者への農地の紹介、農地中間管理機構との

情報交換及び連携、市の実施する就農支援研修の積極的な PR 等を挙げております。 

次に１４ページの「遊休農地に関する措置」については、目標は現状維持を目指

す０ha とし、活動内容としては、農地利用状況調査や意向調査により、遊休農地の

解消と発生防止に取り組み、引き続き、非農地判断も行うこととしております。 

また、違反転用についても、引き続き適切に対応することとしています。 

なお、この点検・評価及び活動計画については、ホームページ上で公開するとと

もに、県をとおして、国に提出することとしております。 

以上で、説明を終わります。 

 

議 長 

 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

               （委員：意見なし） 

 

議 長 

 それでは、「平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」

及び「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」は、この内容と

してよいでしょうか  

 

               （委員：異議なし） 
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議 長 

 異議がないので、原案どおり決定させていただきます。 

 続いて、「令和２年度農地利用状況調査の実施計画（案）について」の議題に入

ります。事務局に説明をお願いします。 

 

森下技師  

令和２年度農地利用状況調査の実施計画案について、１５ページの資料３をご覧

ください。 

今年度の農地利用状況調査の実施計画案です。昨年度と変わっておりません。 

１の実施概要です。実施方針として管内全農地を調査することとしております。 

調査時期は、５月から８月１４日までとし、来週以降、推進委員には、活動内容

の資料配布及び説明の際に、調査図面を配布いたします。 

調査対象農地は、１耕作地、２不作付地、３遊休農地、４非農地、５転用農地と

し、５つに分類することにしています。 

下段の表の調査方法についてです。１実施体制は、「担当する農地利用最適化推進

委員が農業委員の協力のもと図面を持参し、一筆の農地ごとに行う。」としておりま

すので、農業委員は、担当地区の各農地利用最適化推進委員と少なくとも１日は、

協力して、調査の実施をお願いいたします。 

４の「特に、前年、遊休農地と判断した農地の状況について」は、勧告となる場

合もありますので、農業委員も調査の協力をお願いします。 

今年度も、昨年に引き続き、ほ場整備実施農地の調査ということで、調査表を作

成しております。これも、昨年と同様に、ひろしま活力農業経営者の農地を探して

いくということで、お願いするものです。 

また、納税猶予農地、非農地の調査も昨年と同様に実施することとしております

ので、よろしくお願いします。 

１６ページを開いてください。 

取りまとめ、提出、報告です。１で「推進委員は、調査図面を８月１４日までに

事務局へ提出する。」としておりますので、農業委員は、推進委員と連絡・調整をよ

ろしくお願いします。 

２の遊休農地の状況、ほ場整備実施農地の状況についても、８月１４日を期限と

していますので、同様に連絡・調整をお願いします。 

３で９月８日～１４日に開催を予定しております、第３回地区協議会で、今年度

の遊休農地を決定することとしておりますので、こちらも、事前に、推進委員と協

議等していただきたいと思います。 

２段目の表の意向調査です。１で「推進委員は、遊休農地として決定した農地につ

いて、所有者を戸別訪問し、利用意向調査を１１月末までに実施する。」としており
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ます。今年度も、引き続き推進委員へお願いしようと思いますので、農業委員も協

力をよろしくお願いします。  

３で不在地主など地域において所有者が不明な場合は、事務局で、意向調査を実施

することとしております。  

なお、この資料は、来週以降、推進委員へそれぞれ説明することとしております。  

以上で、農地利用状況調査の実施計画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、この案のとおり、「利用状況調査の実施計画」といたします。 

 続きまして、「令和３年度 市農政に関する意見書について」の議題に入ります。 

事務局に説明をお願いします。  

 

森下技師  

 令和３年度市農政に関する意見書について、資料４、１８ページをご覧ください。 

令和３年度市農政への提案・意見についてです。 

前々回、３月５日の総会及び３月の地区協議会配布資料で市農政への提案・意見

についてお願いしたところですが、これまでに提出のあったものと、昨年度の地区

協議会や、認定農業者と農業委員・推進委員の意見交換会の際に出た意見・提案を

取りまとめたものを今後の意見書検討の参考資料としてお配りしております。資料

は、農業委員会の主な職務である「農地利用の最適化の推進」（遊休農地の解消・担

い手への農地利用集積・新規参入の促進）及び「その他」の大項目に分類して一覧

としています。皆さまからは多くの意見・提案をいただき、ありがとうございまし

た。 

この資料をもとに、５月の各地区協議会で協議・検討を行う予定としておりまし

たが、新型コロナウイルスの関係で中止といたしましたので、来週この資料を推進

委員に配布したうえで、農業委員も含めて追加でご意見・ご提案をお願いしたいと

思います。 

追加で具体的な意見・提案がありましたら、２１ページの様式で、５月２０日（水）

までに郵送、ファックス、又は E メール等にて、事務局へ提出いただきますようお

願いいたします。 

次に、検討の進め方についてです。２３ページをご覧ください。１のとおり、委

員の皆さまの意向を十分に反映するため、少人数の委員による「意見書検討班」を
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設置し、提出項目や文案について、検討班で事前に協議・調整の上、総会で承認・

決定するという流れで検討を進めたいと考えております。 

次に、具体的な協議方法です。意見書決定までのスケジュールは２のとおり、６

月の総会で項目素案提示、７月の総会で項目案、文案素案、８月の総会で意見書項

目・文案の審議、承認、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

が、この中で、意見書検討班による協議は、６、７月の総会後の２回、総会で他の

委員から出された意見も参考に、６月は項目案、７月は文案について検討を行う、

という流れにしたいと考えています。 

本日は、この進め方について、ご了承いただいたうえで、意見書検討班の委員の

選任までをお願いしたいと考えております。なお、事務局としては、委員は、会長、

職代２名と各地区代表１名（基本的に地区協議会会長）で構成してはどうかと考え

ております。 

ただし、その場合、各検討委員は、地区の意見を取りまとめるというのではなく、

あくまで、全体の代表という立場で検討いただくということになります。 

以上で令和３年度市農政への提案・意見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。 

 

沼田委員 

 毎年同じことを言わせてもらうようで大変申し訳ないのですが、提出する

為の意見を提出するということですか。  

 

議 長 

 去年は１回意見書を提出するのを見送りました。それというのも、あまり

意見が無かったため、去年は提出していない。意見というのは、ずっと出さ

ないのであれば何の意味も無いし、出さないと進展が無いので、今年は意見

を提出していこうじゃないかということなのです。それが実現するか、全部

政策として反映するかは分からないのですが、今年は意見を出す方向で考え

ていきたいと思います。  

 

沼田委員 

 意見書を出すことに何の異議も無いのですが、意見書というのは、通常の

建議といっていたものと違うのですか、一緒なのですか。  
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議 長 

 同じようなものと思うのですが、事務局に説明してもらいます。  

 

山室主幹 

 従前は建議と言われておりましたが、平成２８年に農業委員会法が改正さ

れまして、「意見書を提出する」ということが、農業委員会法に規定されてお

ります。内容的には建議を引き継いだような形になっております。  

 

沼田委員 

 建議を引き継いだような形というのがどういうものなのか、よく分からな

いのですが、建議というのは、返事を求めてはいけないと、先輩の農業委員

から言われて、私は聞いてはいけない、返答を求めてはいけない、という様

に理解をしているのですが、意見書も一緒ですか。  

 

山室主幹 

 説明不足でした。当然、意見書を提出しますと、市の方で検討して、例え

ば次年度の予算に反映するなど、施策に反映してもらうためのものです。最

近の実績でいいますと、耕作放棄地再生利用事業は農業委員会から広島市へ

意見書を提出し、予算化され、事業化された事業です。黙っていては変わら

ないので、全部が実りあるものではないかもしれないですが、会長がおっし

ゃるように、行政委員会としての意見は市へ言わなくてはいけない。去年は

特に新しい項目もなく、意見書を提出していませんでしたが、会長がおっし

ゃいましたように、ぜひ意見書を出していこうということでありますので、

内容を考えていきたいと思います。  

 

沼田委員 

 だから、９月７日に最終決定をして、市長というか、議長、関係部署に提

出させてもらいます。会長に持って行ってもらえるのでしょう。  

それに対して、１０月か、１１月に、関係部署から意見書の回答が戻るこ

とを期待してはなりませんよ、という判断でよろしいでしょうか。  
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山室主幹 

意見書の返事は、すぐに求めるのは難しいと思います。先ほど言いました

ように、予算化しなくては事業が出来ません。次年度の予算要求をして、予

算を獲得したうえで、次の年度に反映するというのが一般的な流れだろうと

思います。意見書を提出したその結果について、新年度の４月あるいは５月

の総会で、市の農林水産部課長など数名に来ていただいて、農業委員会から

出してもらった意見書について、このようになりましたよという報告をいた

だいておりますので、今回もそのような形で報告をいただこうと思っており

ます。  

 

沼田委員 

 意見書の報告を次年度の春にいただくということですね。  

  

山室主幹 

 そういう事になります。  

 

議 長 

 それでは、「令和２年度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２年度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。 

 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、

５月２０日までに事務局へ提出ください。 

また、意見書検討班の委員の選任について、先ほど事務局から委員は会長、職務

代理２名、各地区代表１名で構成してはどうかとありましたが、いかがでしょうか。 

 

             （委員：異議なし） 

 

議 長 

 選任されました委員は、６月と７月の総会終了後に検討を行っていただくようお

願いします。  



４０ 

 続きまして、「令和３年度 県農業・農村施策に対する意見書について」の議題に

入ります。事務局に説明をお願いします。  

 

森下技師  

 令和３年度県農業・農村施策・予算に対する提案についてです。２５ページの資

料５をご覧ください。 

例年、広島県農業会議から県農業・農村施策・予算に対する提案についての依頼

があります。 

このため、広島県に対しての「農業・農村施策に対する提案」がある委員におか

れましては、５月２２日までに、２７ページの様式にご記入の上、事務局へ、郵送

またはファックス等にてご提出いただきますようよろしくお願いします。 

 なお、広島県への農業・農村施策・予算に対する提案については、来週、推進委

員には、活動内容の資料配布及び説明の際に依頼することとしております。 

以上で、「令和３年度県農業・農村施策に対する提案について」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、県へ意見・要望がある委員は、お手元に配布されています、様式に記

入し、事務局に提出してください。 

 続きまして、「令和３年度農林関係税制改正に関する要望について」の議題に入り

ます。事務局に説明をお願いします。  

 

森下技師  

 令和３年度農林関係税制改正に関する要望について２９ページ、資料６をご覧く

ださい。 

広島県農業会議から令和３年度農林関係税制改正要望の提出依頼がありました。  

 このことについて、委員のみなさまから案を取りまとめたうえ、農業会議に提出

いたします。  

要望案がある委員におかれましては、５月２２日までに、別紙様式にご記入の上、

メールまたはファックス等にてご提出いただきますようお願いします。  

 なお、この税制要望の提出については、来週、推進委員には、活動内容の資料配

布及び説明の際に依頼することとしております。 



４１ 

以上で令和３年度農林関係税制改正要望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、税制改正要望のある委員は、お手元に配布されています、様式に記入

し、事務局に提出してください。  

 続きまして、「農業委員会だより令和２年夏号について」の議題に入ります。事

務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

農業委員会だより令和２年夏号１面記事について、説明します。４９ページの資

料７をご覧ください。  

農業委員会だよりは、農業委員会の広報誌として年に２回、７月と１月に発行し

ております。１面の記事については、各地区で順番に委員が取材し、掲載すること

が決定されています。 

これは、管内の農家、集落での各種事業の取組みなど、地区の農業委員・推進委

員で協議して取材し、４００～４５０字程度の文章を作成し事務局に提出していた

だくというものです。写真については事務局で撮影いたします。 

次の発行は令和２年夏号で、担当地区は佐伯区になります。佐伯区の農業委員・

推進委員さんで協議の上、取材先等の決定をしていただき、決定しましたら、事務

局にご連絡ください。原稿の提出は５月２９日までにお願いします。 

これまでの担当地区と記事について列挙していますので、参照してください。 

事務局から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、佐伯区の方は、誰が取材を行うか協議し、事務局へ報告をお願いしま

す。 



４２ 

 続きまして、「その他」事項に入ります。 

事務局から説明をお願いします。 

 

森下技師  

全部で７点ほどあります。  

１点目。「有害獣の防除用施設の補助制度」についてです。５１ページの資料８を

ご覧ください。  

イノシシやシカ、サルなどの有害鳥獣対策で、防除柵等を設置する際に、２分の

１以内の補助を行うというものです。補助対象となる資材は下の表のとおりです。  

昨年度からの変更点が２つあります。一つ目は、仮予約の期限が設定されました。

こちら、５１ページの下の方の四角の中にあるのですが、資材購入前に仮予約をす

る必要があるのですが、今年からは、仮予約から６０日以内に防除柵等を設置しな

い場合に、自動でキャンセルされるようになりましたのでお気をつけください。  

二つ目は、ワイヤーメッシュの対象範囲が増えております。今までは、補助対象

のワイヤーメッシュの網目が一律１５ｃｍ以下だったのですが、今年からは、地上

から概ね５０ｃｍ以下の網目の縦横合計が３０ｃｍ以下の資材が対象となりました。

５２ページに、新しく対象となったワイヤーメッシュについて。５２ページの真ん

中辺りの下線、ワイヤーメッシュのところです。地上から概ね５０ｃｍ以下の網目

の縦横合計が３０ｃｍ以下の資材というふうに書いてあるのですけれども。こちら

も基本的には、下部はウリ坊対策で目が細かく、上部は網目が１５ｃｍ以上のワイ

ヤーメッシュを想定したものとなっております。 

補助対象となる資材は、今年の４月から原則来年２月１２日までに購入したもの

に限ります。予算に限りがありますので、お早目にお申込みください。  

続きまして、５３ページをご覧ください。こちら「地域で取り組む有害鳥獣対策

事業補助金」についてです。町内会、自治会等の地域団体が実施する鳥獣害被害対

策に必要な資機材の購入経費等の一部を助成するものです。  

補助金の額は、１団体あたり年間上限２０万円で、補助金の対象となるのは、団

体による防護柵の設置、わなの補修、打ち上げ花火等の追い上げ資材の購入、有害

鳥獣対策講習会等の講師謝礼等です。詳しくは資料をご覧ください。  

続きまして、５５ページの資料９をご覧ください。「水田活用の直接支払い交付金

について」です。水田において、麦や大豆、飼料作物、野菜等の生産を行う方に補

助金を交付しております。対象となる作物や参考価格については、次のページ以降

に記載されておりますので、詳しくは資料をご覧ください。  

 続きまして、５９ページの資料１０をご覧ください。「担い手育成研修修了生につ

いて」です。こちらは、昨年度、農林水産振興センターで農業研修を修了されて、

今年の４月１日から就農した人の名簿です。広島活力農業経営者育成事業２２期生

４人については、４月１日から安佐北区白木町、安佐町、佐伯区湯来町、安芸太田
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町坪野でそれぞれ就農予定地にて実地研修に入っております。また、「スローライフ

で夢づくり」１５期生７名中６名が、安佐南区沼田町、安佐北区狩留家町、安芸区

阿戸町、畑賀、佐伯区石内に２名、就農されております。農地の斡旋にご協力をあ

りがとうございました。  

 次の６０ページは、今年の４月からセンターで農業研修を受けている研修生の名

簿です。今年の活力期の研修生の実地研修農地の予定場所は、安佐北区白木町の志

屋、佐伯区湯来町の砂谷と水内を予定しております。スローライフについて、今年

２名いらっしゃるのですけど、一人は廿日市に就農されて、就農予定で、もう一人

の方について、一応今東区にお住まいで、今のところ家の近くで就農を希望されて

いるということですので、斡旋のご協力がありますので、よろしくお願い致します。  

 次の６１ページから７６ページまでは振興センターの研修生、修了生の一覧でご

ざいます。参考にご覧ください。  

 続きまして、７７ページから８１ページの資料１１についてです。こちらは、中

間管理機構から報告のあった広島市内における「中間管理機構借受希望者公表一覧」

の広島市内の部分を載せておりますのでご覧ください。こちらについて、今、各区

右側に担当委員、推進委員のリストを付けているのですけれども、こちらを除いた

ものが、今、中間管理機構のホームページに掲載されております。  

 もう一冊、別冊のカラー刷りでお配りしている資料があるのですけれども。ちょ

っと、下の方、配布資料の下にある農地中間管理事業活用事例集という、カラーの

冊子があるのですが。こちらも中間管理機構から提供いただいている資料でして、

農事組合法人ほなみが、６ページに掲載されておりますので、ぜひご一読ください。  

 すみません。配布資料に戻ります。  

 続きまして、本日の配布資料８２ページ、資料１２をご覧ください。農地最適化

推進委員の活動内容の資料配布及び説明についてです。  

 今年５月の第１回地区協議会につきまして、先月１３日付けで中止にする旨通知

させていただきました。これは、全国的な新型コロナウイルスの感染拡大が止まら

ない状況の中、本市においても、可能な限り人と人との接触の機会を減らし、感染

拡大防止を図る必要があることから、中止とさせていただいたものです。  

こちらの資料１２についてですが、これは農地利用最適化推進委員の皆様に、今

月１１日から１４日の間、最寄りの会場に事務局職員が出向き、農地利用状況調査

の図面等を手渡して、本年度の活動内容について説明する機会を設けることとした

ものです。その配布資料は、本日の配布資料の下にあります地区協議会配布資料と

書いたものと少し違うのですが、こちらをお渡しします。本日説明した議題以外で

は、資料４の、推進委員の総会出席予定表をつけておりますので、ご参照ください。  

 また、今回の配布資料に戻ります。  

配布資料の８３ページにあります第２回地区協議会開催日程についてです。  

次回は７月７日～１４日までを予定しております。内容は、利用状況調査の目合
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わせ、ひろしま活力農業経営者就農候補地、耕作放棄地再生利用事業地、認定農業

者等優良事例等の現地調査を行う予定となっております。日程は、他の地区協議会

と重複しないように、開催日時を各地区協議会で調整したいと思います。候補日の

提出は終わりましたか、まだの地区は５月１４日まで事務局までご連絡をお願いい

たします。  

続きまして、別紙の地区別担当者一覧の一枚ものの紙をご覧ください。  

こちらは、以前お配りしたものに、広島市職員と広島市農協、安芸農協の各担当

の一覧をつけたものです。なお、今年度から、五日市地区の推進委員の担当地区を

修正しております。  

本日ご説明させていただいた、有害鳥獣や水田活用の補助金に関する問い合わせ

のほか、農業委員、推進委員の皆さまが、地域で得られた農地や担い手の情報を、

各機関で共有することも、農地利用の最適化や、農業の振興を進めるうえで、重要

を考えておりますので、積極的な情報交換等にご活用いただきますようお願いしま

す。 

続きまして、別冊の、全国農業図書目録についてです。  

こちら最新版を全国農業会議所から提供いただきましたので、こちらも業務の参

考としてください。  

これら別紙のお配りしている資料も推進委員に配布予定としております。  

農政担当からは以上です。 

 

西村主事 

続きまして、令和２年度現地調査日程についてです。新型コロナウイルス対策と

して、先月と同様、現地調査は事務局の車に同乗していただくのではなく、できる

だけマイカーで調査をお願いしたいと思っております。  

 それでは、資料の８４ページ、資料１３でございます。令和２年５月の現地調査

日程について。許可案件の受付締切日は５月１５日金曜日となっております。調査

日程ですが、５月１５日水曜日の夕方１７時１５分から１８時頃にお電話で調整さ

せていただきたいと思っております。調査の日程ですが、１日目が５月１８日月曜

日、午前が旧市、午後が安芸区になります。２日目、５月１９日火曜日、午前が可

部・安佐地区、午後が白木・高陽地区を予定しております。３日目、５月２０日水

曜日、午前が安佐南、午後が佐伯区を考えています。日程の調整をさせていただき

ますので、ご都合の方よろしくお願い致します。 

 

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、ご質疑は、ございます

か。 

 



４５ 

             （委員：意見なし） 

 

議  長  

 これで令和２年第５回総会を終了しますが、その他全体的にご意見等がご

ざいますか。  

 

              （委員：意見なし）  

  

議  長  

 次回の総会は、令和２年６月５日午後１時３０分からです。会場は今日と

同じ東区役所５階講堂で行う予定です。  

 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  

 はい。大変長い間、長時間ご審議いただき、本当にありがとうございます。  

 世の中、本当コロナ、コロナといっておりますけれども、皆さんもコロナ

に負けないように、頑張っていただきたいと思います。本日はどうもご苦労

様でした。お疲れ様でした。  

 

 

 


