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令和２年第７回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年７月６日（月）   開会 午後１時００分 

                      閉会 午後２時５５分 

 

２．場  所  東区役所３階第４・第５会議室 

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １９名 

１ 福島 幸治 ２ 鍜治山 正照 ３ 己斐  潔 

４ 山本 香織 ５ 溝口 憲幸 ６ 梶山 正治 

７ 伊藤 信彦 ８ 岩重  守 ９ 下谷 邦代 

１０ 佐藤 和夫 １１ 沼田  聖 １２ 沖田 光春 

１３ 河野 信義 １４ 谷口  憲 １５ 河野 芳徳 

１６ 山縣 由明 １７ 吉田 米治 １８ 奥田 一成 

１９ 児玉 一成  

 

５．欠席委員 

なし 

 

６．議事録署名者 

１０番 佐藤 和夫   １１番 沼田  聖  

 

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）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について 



２ 

 

（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 

（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）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 

（９）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 

（10）農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任の同意について 

 

・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 

 

・農政に係る審議事項 

（１）令和３年度 市農政に関する意見書の項目案・文案素案について 

 

・その他 

（２）狩猟免許試験日程・初心者講習会 

（３）令和２年７月の現地調査日程（案） 

（４）生産緑地地区の指定に係る事務スケジュール等について 

（５）農地の相続税納税猶予に係る防草シートの取扱いについて 

  



３ 

 

議  事 

 

議 長（福島会長） 

それでは、ただいまから、令和２年第７回広島市農業委員会総会を開会しま

す。  

本日、農業経営改善計画の審議案件がありますので、関係する推進委員にご

出席いただいています。安佐南区沼田町の浅元推進委員、よろしくお願いいた

します。  

本日の欠席者はいません。出席者が過半数に達しており、会議は成立します。 

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。  

１０番、佐藤委員、１１番、沼田委員にお願いします。  

それでは、ただいまから議事日程により、審議事項に入ります。  

議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請」について、３件を上程

します。事務局に説明をお願いします。  

 

事務局（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。 

議案の３ページをご覧ください。 

１番及び３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、１番の

申請地は、譲受人が従前より農業を手伝っていた農地であり、この度、自身で管理 

するために取得するものです。 

２番は、新規就農のため農地を譲り受けるものです。水稲を作付けする旨の営農

計画書が提出されています。 

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号の３件について、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、沖田委員。  

 

 



４ 

 

沖田委員 

６月１７日に沼田委員、事務局職員と現地調査をしました。現地は山の麓

の細長いところで、果樹、野菜が作付されており、許可していいと思いま

す。 

 

議 長 

２番、谷口委員。  

 

谷口委員 

１４番の谷口です。６月１７日に私と河野信義委員と事務局職員２名で現

地調査を行いました。譲渡人は市外にお住まいで、高齢のため自宅周辺の農

地を管理するのが手一杯となり、この度、規模縮小を考えられておられまし

た。譲受人は新規就農を希望されており、水稲を作付けする計画で、場所的

にも自宅の前にあり、しっかり管理されているようなので、異議はございま

せん。  

 

議 長 

３番、奥田委員。  

 

奥田委員 

１８番の奥田です。  

６月１８日に事務局と児玉委員と一緒に現地調査をいたしました。現地は

長い間遊休農地化していて、葦などがかなり生い茂っている状態ですが、譲

渡人が市外に住んでいる関係で少しやりとりに時間がかかりましたが、遊休

農地を取得し耕作されるという事で、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３件を許可することに決定します。  



５ 

 

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。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局(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 ４件につ

いて、説明いたします。 

議案の４ページをご覧ください。 

１番は宅地への転用事案で、自宅敷地を拡張しようとするものです。 

２番は雑種地への転用事案で、ＪＲ芸備線の上三田駅前であることから月極及び

送迎用の駐車場として利用しようとするものです。 

３番は雑種地への転用事案で、運送会社が利用する貸駐車場として利用しようと

するものです。先月の第６回総会において、近隣住宅への騒音被害が予想されるとの

ことから審議保留となった案件です。申請者及び不動産仲介業者に対策等を依頼し

たところ、駐車する車両が中型トラックや乗用車に限られること、防音壁の設置、住

宅近くでは暖機運転をしない等の利用方法等の防音対策をすることとなったため、

再度上程するものです。 

４番は雑種地へ転用事案で、自動車の修理販売を行う法人が利用する貸駐車場と

して利用しようとするものです。 

１番の案件は、平成１６年度に実施された基盤整備促進事業区域内にある非農用

地として換地を受けた第１種農地であり、非農用地を設定した目的が宅地利用であ

るため、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。 

１番以外の申請地は全て、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、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」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番を除く２番から４番の３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。 

１番は第１種農地であることから、広島県農業会議常設審議委員会において、異議

なしとの回答を得たのちに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。 



６ 

 

１番、伊藤委員。 

 

伊藤委員 

７番の伊藤です。 

今事務局から説明がありましたように、本件は５月２０日に現地調査を行っ

ておりますが、ほ場整備計画の当初より転用を予定していたため、ほ場整備を

する際に非農用地として、異種目換地という形で整備を終えたものであります。

隣の宅地と申請地とは隣接しており、一体的に宅地として利用するということ

なので、全く問題はないと思います。 

 

議 長 

２番、己斐委員。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。 

令和２年６月１７日に事務局職員２名と現地の調査を行いました。この申

請地は相続により取得した農地で昭和３０年代に転用の許可を得ることなく

建物を建てて、その後平成２９年にその建物を取り壊しております。今現在

まで駐車場として利用しており、今後農地に戻す見込みもなく駐車場として

利用するということですが、周囲に農地もなく、問題はないと思います。 

 

議 長 

３番・４番、奥田委員。 

 

奥田委員 

１８番の奥田です。 

３番は、６月１８日に吉田委員、児玉委員、事務局とで調査を行いました。

３番については前回皆様からいろいろ意見をいただき、ありがとうございます。

よくよく精査し、現地の申請者等、地元の意見を聞き、転用についても問題な

いと思われます。 

４番は同じく駐車場で、近隣への影響もなく妥当に思われます。 

 

議 長 

３番に関しては、児玉委員と吉田委員にも現地を調査していただいています。

吉田委員、何か補足することはありますか。 

 

 



７ 

 

吉田委員 

今の報告の通りでございます。地区内の農業委員という立場で、児玉委員と

３名で調査しまして、環境を含めて問題ないと確認しました。その後に地元で

いろいろなご意見を聞いたうえで、今のような判断をされたと奥田委員から聞

きましたので、私もとてもよかったと思っております。 

 

議 長 

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。 

 

伊藤委員 

今の件ですが、主問題が片付いたそうで、良かったと思うのですが、許可す

るかしないかの判断は、農地法以外の問題と別問題です。我々農業委員会とし

ての判断は、今後こういう問題があったとしても農地法で判断すればいいので

はないかと思います。前回の総会でもいろいろ梶山委員などから意見が出たの

ですが、それでいいのだと思います。 

 

議 長 

ほかにございませんか。 

 

             （委員：意見なし） 

 

議 長 

意見がないようですが、許可相当と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２号の１番を除く３件を許可することに決定いたし

ます。 

１番の案件については、事務局の説明のとおり、広島県農業会議常設審議委

員会において、異議なしとの回答を得た後に、農業委員会の会長名で許可する

ことにいたします。 

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

１１件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

 

 



８ 

 

事務局（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１１件について説明します。 

議案の５ページ、６ページをご覧ください。 

１番、３番、７番及び１０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、資材

置場として利用するものです。 

２番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、太陽光発電設備として利用し

ようとするものです。 

４番、９番は公衆用道路及び宅地への進入路への転用事案です。 

５番は、雑種地への転用事案で、自動車修理業を営む譲受人が申請地を譲り受

け、駐車場・倉庫・修理車両の仮置き場として利用しようとするものです。なお、

申請地のうち２筆は市街化区域内の農地で届出の案件ですが、市街化調整区域の農

地と一体利用する転用であるため、合わせて許可案件としています。 

６番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、庭敷きの拡張及び駐車場として

利用するものです。 

８番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、ガレージとして利用しようと

するものです。 

１１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。 

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。 

なお、３番から５番、及び９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、２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。 

１番から１１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 

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、岩重委員。  

 

 



９ 

 

岩重委員 

８番の岩重です。  

１番の案件につきましては、６月１７日に事務局職員２名と私とで現地確

認の調査をいたしました。この土地は私が小学校時代には家が建っていたの

です。地目は田という事で確認し、びっくりしたようなことです。それか

ら、前面の道路拡張の時には空き家になっていまして、拡張工事に伴ってそ

の家は崩されて、現在は雑種地になっています。この土地は田んぼと川との

間で隣には住宅がり、他の農地には影響がないので、問題はないと思いま

す。  

２番の案件につきましては、昨年の９月１８日に農振除外の時に現地調査

をいたしております。周りはみな減反で、ほかの農地が被害を受けるような

ことはないと思われますので、問題はないと思います。  

 

議 長 

３番・４番、河野信義委員。  

 

河野（信）委員 

１３番の河野です。  

３番の案件は、６月１７日に現地を調査しております。先ほど事務局から

説明がございましたように、資材置場に利用するということで、いままでも

譲受人が車を置いたり材料を置いたりという事を、私たちもよく見ておりま

したが、自分のものだろうと思うくらい随分前から利用されておりました。

場所は、○○小学校、今現在は○○小学校と合併しておりますので、子ども

らは通学しておりませんが、そのすぐ小学校の下隣の向かい側でございまし

て、この地区の街中ではありますが、別に問題はございません。  

それから４番につきましては、先ほどの説明により公衆用道路で１９㎡で

ございますので問題はございません。  

 

議 長 

５番・６番、山縣委員。  

 

山縣委員 

１６番の山縣です。  

５番は、６月１７日に私と河野芳徳委員、事務局職員２名で現地調査をし

ました。申請地は埋め立てられており、雑種地の状態となっておりました。

譲受人は自動車修理業をされており、現在の敷地では手狭であるため、この

度駐車場、倉庫、修理車両の仮置場を確保するため、農地所有者から農地を



１０ 

 

買い取り、農地転用するものです。隣接農地等に被害はないと認められ、農

地転用は許可相当と思います。  

続きまして、６番の件は５番と同じ日に同じメンバーで現地調査しまし

た。申請地は休耕地となっています。譲受人は宅地、庭敷きの拡張、駐車場

として使用したいため、譲渡人から買い、所有権移転するものです。なお、

譲受人の家屋が建っており、この土地と一体として使用するものです。隣接

農地等に被害は及ばないと認められ、農地転用は許可相当と思います。  

 

議 長 

７番、８番、吉田委員。  

 

吉田委員 

１７番吉田です。  

７番、８番ともに、６月１８日に私と事務局２名で現地調査をしておりま

す。７番は、資材置場への転用ですが、畑であるが日当たりがよくないので

す。休耕地を仮設資材置場として活用したいということで、面積も大きくな

い事から許可相当だと判断いたします。  

また８番は、譲受人が遠方に住んでおりますが、車庫として利用されると

いうことです。この地区の河川際にある休耕地を車庫として利用するという

事で、立派な車庫の計画が出ております。畑として活用するのには少し無理

があるという農地で、車庫への転用計画は許可相当と判断いたします。  

 

議 長 

９番から１１番、奥田委員。  

 

奥田委員 

１８番の奥田です。  

６月１８日に児玉委員、事務局と現地調査をいたしました。９番は農家住

宅を建てる際の進入路を確保するために、賃貸借をされるという事で問題は

ないと思います。  

１０番は資材置場で、農地の進入路として一部使われるという事で問題は

ないと思います。  

１１番の農業用倉庫はかなり老朽化しており、建て替えということで問題

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。  



１１ 

 

 

佐藤委員 

国籍は、５条で受けられる場合は関係ないのですか。 

 

事務局（山室主幹） 

農地法では、特段ありません。 

 

佐藤委員 

３条でも、別に関係ないのですか。 

 

事務局（山室主幹） 

３条は、継続して耕作していただくということがあるので、永住とか、在

留証明とかを求めています。今回の申請は５条の転用であり、譲受人は実際

は日本に住んでいらっしゃいます。 

 

佐藤委員 

だからこっちにおられて、５条の申請なら問題ないということですか。 

 

事務局（山室主幹） 

はい、そうです。 

 

河野（信）委員 

５ページの５番に米印が２か所ついていますが、これは何ですか。 

 

事務局（西村主事） 

米印は、市街化区域内の農地になります。 

 

河野（信）委員 

市街化調整区域は、どれですか。 

 

事務局（西村主事） 

市街化調整区域は、一番上の米印がついていないものになります。 

 

河野（信）委員 

雑種地が市街化区域なのですか。 
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事務局（山室主幹） 

一番上の申請地が、市街化調整区域です。二つ目と三つ目の米印がついて

いるのが市街化区域ということになります。その市街化区域は届け出で済む

のですが、これは一体利用ということで、分割することが難しいので、一体

で許可申請されたものです。 

 

議 長  

よろしいですか。 

 

河野（信）委員 

はい、了解しました。 

 

沼田委員 

ついでにもう一つ聞かせてください。１１番の農業用倉庫、２００㎡まで

は農業用倉庫として認めて、農地としても認められるのではないかという、

私自身の思いがあるのですけども、これは宅地に変えないといけないものな

のですか。 

 

議 長 

事務局、どうですか。 

 

事務局（山室主幹） 

農業用倉庫で２００㎡未満のものは、本来であれば、４条の場合は転用許

可をとらないといけないのですが、農地所有者自らが２００㎡未満の農地を

農業用施設用地とする時には、農業施設の届け出で済むのです。今回の場合

は５条になりますので、農業用倉庫での届け出はできません。 

 

沼田委員 

これは宅地として届けないといけないのですか。農業用倉庫じゃなくて。

これが２００㎡以上なので、隅から隅まで倉庫を建てるとは思えないのです

が。 

 

事務局（山室主幹） 

これはもともと農業用倉庫が建ててあり、現況が既に宅地ということにな

るので、農業用倉庫を建て替えるのです。今あるものを壊して、また新しい

農業用倉庫を建てるのです。市街化調整区域ですが、宅地開発指導課のほう

で市街化調整区域の建築は問題なしと判断されています。 
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沼田委員 

市街化調整区域に２００㎡未満の農業用倉庫を建てようとしたら、宅地に

転用しないと建たないという理解の仕方でよろしいでしょうか。 

市街化調整区域に２００㎡未満の農業用倉庫を建てようとした場合は、建

て替えようとした場合でも、宅地に転用しないと建てたらいけないという判

断でよろしいですかということです。 

 

事務局（西村主事） 

現地が既に農地でない区画になっておりまして、農地というよりは、すで

に実質宅地である土地で、宅地の形状になっております。 

 

沼田委員 

ご本人さんが宅地に転用されるのだと言われるのだから、それはいいので

すが、通常２００㎡未満の農業用倉庫は農地として見てもらえるのではない

かという思いがあるので聞いているのです。確か２００㎡未満は農業用施設

として農地として見てもらえますよね。 

 

事務局（山室主幹） 

農業用倉庫がある所が宅地の評価で、残った部分が農地のままで課税する

と思います。税の方は一筆の中で二つの評価をするということになると思い

ます。 

 

沼田委員 

農業用倉庫は、農地ではないということですね。だから納税猶予を受けて

おられるところでも農業用倉庫を建てておられたらそこはもう農地ではない

のですか。 

 

事務局（山室主幹） 

そうです。建物が建っていたところは除きます。 

 

沼田委員 

わかりました。 

 

伊藤委員 

今の件を分かりやすく言うと、建物を建てようと思ったら、何㎡であろう

と本来はそこを分筆しないといけないのです。ただ２畝まではそうまでしな



１４ 

 

くても、地目変更をしなくても農業用施設であれば届け出で済みますよとい

うのが、この規定です。几帳面に言えば、分筆して建てるところは宅地にし

て、他は農地となります。だけど、いちいち２畝くらいの小さい敷地に農業

用倉庫を建てるのであれば、分筆しなくてもそういう形状にすれば済みます

よと。地目変更しなくてもいいですよと。ただし、税金は別ですよ。これが

農地法の扱いです。倉庫の面積は関係ないです。 

 

沼田委員 

今まで自分は、小さい農業用倉庫にトラクターとかコンバインでやっとら

れるような農業用倉庫を農地として判断してきましたので、そういう思い込

みがずっとあったものですから、２００㎡未満なら農業用倉庫を建てられま

すよと。いう形で許可もしてきたつもりでいるので、ちょっと大きな思い違

いをしておりました。建物を建てるには当然、新しく建てるには建築許可を

取ってでしょうけど。農地としての判断をしていたものですから。だから農

業用倉庫があるところは宅地として見ないといけないのですね。 

 

議 長 

納税猶予の時は、除外します。 

 その他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３号の１１件を許可することにいたします。  

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。  

 

事務局（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  
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② 相続人が引き続き農業経営を行うと認められるか  

③ 申請農地等は、農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で、適

正に管理が行われているか  

などを審査し、適格者証明書を交付するものです。  

それでは、議案の７ページをご覧ください。  

今回、２件の申請があり、その内容につきましては議案に記載していると

おりです。  

この申請につきましては、先ほど申し上げました①～③の要件を満たして

いることを確認しており、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受け

る農地に該当します。  

以上で議案第４号の説明を終わります。  

 

議 長 

議案第４号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

 

議 長 

１番、山本委員。  

 

山本委員 

４番の山本です。１番につきご報告いたします。６月１６日に事務局と現

地調査をしました。現地は相続人である申請人がきちんと耕作しておられる

ことを確認いたしました。問題はないと思います。  

 

議 長 

２番、溝口委員。  

 

溝口委員 

５番の溝口でございます。２番の案件でございますが、６月１８日に事務

局職員２名と現地確認しました。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）  
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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２件を、適格者として証明することに決定

します。  

続きまして、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、４１件を上程しますが、議案番号３番は〇〇委員に、議案番

号２６番は〇〇委員の親族に関する案件です。 

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３番、

２６番を除く３９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１１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３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。 

 

事務局（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うち議案

番号３番及び２６番を除く３９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６月１５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８ページから１４ページをご覧ください。 

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２４件、継続分として利用権設定の終期が本年７月

３１日までとなっている計画の更新が１５件となっております。 

新規分について説明をいたします。 



１７ 

 

２番、４番から６番及び１６番から２５番は広島市農林水産振興センターが

令和３年度から「ひろしま活力農業」経営者育成事業の第２３期生３名の実地

研修農地として使用するため、令和２年１０月１日から借り受けてハウス設置

等、ほ場の整備を行うものです。 

その他は、いずれも経営規模拡大のため、農地を借り受けるものです。 

続いて継続分について、内容は議案のとおりです。 

上程した３９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７月３１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３番及び２６番を除く３９件の説明を終わります。 

 

議 長 

議案第５号議案番号３番、２６番を除く３９件について、事務局の説明が終

わりました。このうち、継続分については、引き続き営農活動が行われており、

新規分の２４件について、担当委員のご意見をお伺いします。 

１番、梶山正治委員。 

 

梶山委員 

６番の梶山です。６月２２日に現地を確認し、また貸付人と面談いたしまし

た。借受人が、２、３年ものだろうと思うのですが、レモンを植えておられま

す。貸付人は現在、県外の方で働いておられますので、休みの時帰って農地を

管理するという状況で、なかなか困っておられる、借受人へ貸し出されるとい

うことで、特に問題はありません。 

 

議 長 

２番、４番から６番、岩重委員。 

 

岩重委員 

８番の岩重です。この案件は２番・４番・５番・６番ですけども、令和２年

度の活力農業の研修生が就農するところでございます。２番・４番は、昨年ま

で水稲が作付けされておりました。 

５番につきましては、休耕でちょっとカヤが生えていたもので、原野と判断

しているわけですが、今回はハウスを建てるための農地として必要となり、手

を入れております。 
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６番の貸付人は、もう高齢でずっと草刈りだけの休耕田でございました。あ

そこは全部合わせて６５アールくらいの面積になろうかと思いますけれども、

別に問題はないと思います。 

 

 

議 長 

７番から１０番、己斐委員。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。７番は借受人によるブルーベリーの栽培の規模拡大に伴う

申請でございます。苗木、鉢等の栽培用置き場として借り受ける案件ですが、

問題はないと思います。 

それから８番・９番・１０番は、借受人による規模拡大に伴う申請です。３

案件とも、現在は耕作されておらず、遊休農地という格好になっておりまして、

以前から貸付人の方の賃借による内諾は得ておりまして、この度借受人が農地

を借り受けて、ピーマンとかホウレン草の栽培を行うということでございます。

借受人は農園を経営しながらベジスタイルを立ち上げ、従業員〇名で頑張って

おられます。今後しっかりと頑張っていただきたいと思います。問題はござい

ません。 

 

議 長 

１１番から１３番、下谷委員。 

 

下谷委員 

９番の下谷です。１１番から１３番まで６月３日に現地確認をしました。１

１番は小河原オクラ、１２番は狩留家なす、１３番はサツマイモなどを栽培す

ると聞いています。１１番から１３番について、問題なく異議はありません。 

 

議 長 

１４番、沖田委員。 

 

沖田委員 

６月３０日に現地調査したところ、畑としてきちんと耕作しておられますし、

利用権設定は問題ないと思います。 

 

議 長 

１５番、山縣委員。 
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山縣委員 

１６番の山縣です。１５番について説明します。この件につきましては６月

４日に借受人と私、安芸区農林課職員で現地調査しました。申請地は畑の状態

で管理されておりました。貸付人は健康状態が思わしくなく耕作はできないた

め、申請地の近隣で農業経営をされている借受人が野菜を栽培したいとのこと

で使用貸借権を設定し５年間借りるものです。借受人は現在ハウス栽培・露地

栽培とかなり多くの経営をされておりますので利用権の設定に問題はありま

せん。 

 

議 長 

１６番から２５番、吉田委員。 

 

吉田委員 

１７番の吉田です。１６番から２５番は一括して農林水産振興センターが利

用権の設定を受けるものでございまして、まず１６番の○○氏の件ですが、ほ

場整備による土地改良した土地でございまして、実質７,２９８㎡、これは活

力農業経営者育成事業の２３期生が来年度就農するという状況でございます。

また１７番から２５番はやはり農林水産振興センターですけども、従前の土地

ですが、〇人の地権者がいまして同じように活力農業育成の２３期生が農地と

して活用するということで〇名一団地の設定者です。ともに異議がございませ

ん。 

 

議 長 

それでは、新規、継続分について、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、計画案として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号の新規分３番を除く２４件、及び継続分のうち

２６番を除く１５件、計３９件について、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。 



２０ 

 

続いて、議案第５号の議案番号３番の案件に入ります。〇〇委員は退席をお

願いします。 

 

（〇〇委員 退席） 

 

議 長 

それでは、議案第５号の議案番号３番の１件を上程します。事務局に説明を

お願いします。 

 

事務局（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３番につ

いて、説明いたします。 

８ページをご覧下さい。 

広島市農林水産振興センターが令和３年度から「ひろしま活力農業」経営者

育成事業の第２３期生３名のうち１名の実地研修農地として使用するため、令

和２年１０月１日から借り受け、ハウス設置等ほ場の整備を行うものです。 

本件につきましては、先ほどご説明しましたとおり、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７月３１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３番の説明を終わります。 

 

議 長 

議案第５号の議案番号３番について、担当委員の己斐委員に意見をお願いしま

す。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。３番は先ほど岩重委員が言われました２番、４番、５番、

６番に関連する申請でございます。〇〇委員の農地を農林水産振興センターが

借り受け、新規就農する活力生の候補者の就農地となる案件です。別に異議は

ございません。 

 

議 長 

それでは、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 

異議がないので、議案第５号の議案番号３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。 

〇〇委員の着席をお願いします。 

 

（〇〇委員着席） 

 

議 長 

〇〇委員、議案第５号の議案番号３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２６番の案件に入ります。 

〇〇委員は退席をお願いします。 

 

 （〇〇委員 退席） 

 

議 長 

それでは、議案第５号の議案番号２６番の１件を上程します。事務局に説明を

お願いします。 

 

事務局（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２６番に

ついて、説明いたします。 

１２ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が本年７月３１日までとなっている継続分で、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、先ほど説明しましたとおり、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７月３１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２６番の説明を終わります。 

 

議 長 

議案第５号、議案番号２６番の事務局の説明が終わりました。この案件は継

続分であり、引き続き営農活動が行われております。 

それでは、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 

異議がないので、議案第５号の議案番号２６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。 

〇〇委員の着席をお願いします。 

 

（〇〇委員着席） 

 

議 長 

〇〇委員、議案第５号の議案番号２６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、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（農地中間管理事業に係るもの）」についての１１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」についての３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。 

 

事務局（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（農地中間

管理事業に係るもの）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１５ページ、１６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１７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６

月１５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号の借受希望者の法

人等に転貸しようとするものです。 

１番から３番の案件は、いずれも経営規模拡大のため、新規に借り受けるもの

です。 

本案件が承認されますと、広島市長が令和２年７月３１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７月３１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号及び議案第７号の説明を終わります。 

 

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ので、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４番、議案第７号の議案番号１番は岩重委員。 

 

岩重委員 

８番の岩重です。この案件は、４件とも５月の初めに、中間管理機構へ地権

者から貸したいという申請が出まして、私へ案内が来ました。６月の末頃に、

近所で第８期生の借受人が野菜を作っておられまして、その人が農地を規模拡

大したいということで農地を探しておられまして、ちょうど近くでしたのでご

紹介をしたところ、４筆で６反余りあろうかとは思うのですが、それを貸して

いただきたいということで、話がつきました。 

その農地は、３０数年前にほ場整備があり、新産地育成事業という事業で、

あそこでハウスが１ヘクタール余りあったわけなのですが、そこを使っていた

方が高齢者で撤退をし、１・２年ないし５年くらい前から休耕ということで管

理をされておりました。今回、地元推進委員から中間管理機構へというご依頼

があって、こういう話の運びになったのではないかと思います。おかげさまで、

遊休農地が解消されて喜んでおるような状態で、問題はございません。 

 

議 長 

議案第６号の議案番号５番から９番、議案第７号の議案番号２番は河野信義

委員。 

 

河野（信）委員 

１３番の河野です。ここは昔から野菜の産地で立派な野菜の生産をしており

ましたところです。最近になりまして、耕作者がお年寄りになられましてほと

んどの畑が休耕になっております。ここの地域は山からの潅水設備のパイプラ

インを引いておりまして、畑は水に困ってはいない、立派なところでございま

す。これが先ほど言いましたように休耕になっておりましたのが農業振興財団

の世話によりまして、借受人が野菜を生産するという事でございます。別段問

題はなく、いいと思います。 
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議 長 

議案第６号の議案番号１０番から１１番、議案第７号の議案番号３番につい

て、谷口委員。 

 

谷口委員 

１４番の谷口です。１０番・１１番はそれぞれの貸付人は、いずれも本当は

農家をやめたいという意見を持っておられましたが、極力作っていくようにお

願いしまして、所有しておられる農地を中間管理機構へ出され、すぐ近くで就

農されております活力生の借受人が、規模拡大を希望されておりまして、３年

くらい前から農地がないかということで探しておられました。露地野菜を規模

拡大したいという事で今回申請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、議案第６号は計画のとおり決定し、ま

た、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１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

事務局（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の、１件について説明

します。  

 令和２年６月１７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
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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１８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番の法人は、平成１７年に安佐南区沼田町で設立され、露地で水稲・広

島菜・玉ねぎ等を栽培しています。平成２７年の認定が終了したことから、

更新するものです。ドローンを新たに導入することにより、生産方式の合理

化を行うことで、年間の就労時間〇〇時間、農業所得〇〇万円を目指す計画

を立て、再認定を受けるものです。  

 以上で議案第８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、担当の浅元推進委員、意見をお願いし

ます。  

 

浅元推進委員 

 安佐南区を担当しております農地利用最適化推進委員の浅元でございま

す。１番の法人についてですが、７月１日に伊藤農業委員とともに代表理事

を訪問し、お話を伺いました。法人は、露地で水稲・広島菜・玉ねぎ等を栽

培されております。また、作業委託も引き受けておられます。現在主たる従

業員〇〇人のほか、地域の組合員約〇〇人が担い手として働いておられま

す。生産物は〇〇等に出荷するとともに、地域の施設、個人に直販という形

で販売をしておられます。最近の状況については概ね順調に推移していると

いうことでございます。  

先ほど事務局から説明がありました通り、今回の計画ではドローンを導入

して経営の合理化を図っていくということでございます。地元としても法人

を応援しており、今後も応援していきたいと思っております。この農業経営

改善計画について問題はありません。  
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議 長 

 伊藤委員、何かございますか。  

 

伊藤委員 

 今、浅元委員の報告について、別に言う事はありませんが、この法人は、

設立から１５年が経過したところです。今回理事の全員が今年の総会で変わ

られておりますが、今までずっと順調に来ておりまして、こうした社会変動

がない時には、５年・１０年安定的な経営状態が続くのではないかと思いま

す。全戸参加型の集落法人でありますので、近くの３つの法人が連携をしな

がら集落維持のために寄与できればと思っております。  

 

議 長 

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

吉田委員 

 ただ今の件で、別冊で農業経営改善計画申請書というのが資料として出て

おりますけども、最初の１ページの申請者が法人（印）と書いてあります

が、押印がないのですが、ただの資料ということで、中の数字は若干違いが

あるけどもということなのか。これは申請が市長あてに出ているわけですよ

ね。農業委員会が審議するという中で、押印がないというのはどういうもの

かということです。  

 

議 長 

 事務局、お願いします。  

 

事務局（森下技師） 

 お配りしている資料は、押印がないですが、数字等は変更ないまま、押印

つきのものが市長から依頼がきています。 

 

吉田委員 

 だから数字というのはゆるぎないものの数字だと思うのですが、本来法人

の代表理事がされるものだと思いますが、こういうものですか。  

 

事務局（森下技師） 

 市長からの依頼文については押印つきのものがくるが、総会での配布資料

については個人情報のため押印なしのものを配布している。 
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沼田委員 

 これは教えてほしいのですが、農業用ドローンというのはどれくらいの金

額のものなのか、それと多分空中散布は、粉を散布するのか水系の防除剤・

防虫剤を散布されるのか、両方やられるのかちょっと分からないのですが。

どれくらいのものを買ったらできるのかと思って興味があるので教えていた

だきたいと思います。 

 

議 長 

 それは単価がいろいろあるのですよ。使われている委員はおられますか。  

 

伊藤委員 

 うちは去年やりました。今はまだ開発途上のものでしょうから、特にバッ

テリーの持ちが悪いです。去年は１５分くらいでしたから。だから３個も４

個も準備しておかないと継続的に使えない。使いきったらすぐに充電すると

いうことで、多分バッテリーがどんどん開発されていけばもっと普及すると

思います。去年使わせてもらったのは、だいたい〇〇万円前後だったと思う

のですよね。薬剤は液体です。  

 

沼田委員 

 何キロくらい、何反くらいを一回で撒かれるものですか。  

 

伊藤委員 

 ドローンの機能で違うと思うのですが、これはエンジンではなく、モータ

ーですからね。エンジンにすればもっといいのでしょうけど、ちょっと容量

がかさむので、だから今はエンジンよりもバッテリーで対応されていくだろ

うと思います。  

 

沼田委員 

 〇〇万円くらいのドローンで１５分くらいですか。  

 

伊藤委員 

 去年の実績は、バッテリー１個で１５分くらいですかね。  

 

沼田委員 

 何反ぐらいができるものなのでしょうか。  
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伊藤委員 

 地形にもよるのでしょうが、きれいなほ場整備がしてあるところなら割と

効率よくいけます。２反くらいはいくのではないかと思います。高低差があ

るとまずいのです。一定の所を３メートルですかね、一定の高さを飛びます

ので。風がない状態で。だからそれが上がったり下がったりするという事に

なると、ますます作業面積が減ってくるだろうと思います。  

 

沼田委員 

 我々は稲作だったら、例えば粉を一袋５キロ１反撒きなさいと農協が言わ

れますけど。２反といえば１０キロくらいは下げて上がってくれるというこ

とですか。  

 

伊藤委員 

 沼田委員、１０キロは無理でしょう。  

 

浅元委員 

 水系の原液を１０リットルくらいで１反という事で話は聞いています。今

現在はまだ購入していないので、今年も、去年も試験的にそういう形でテス

トされているのですけど。今年も限られたエリアをそういう業者の方に委託

してやってもらう。それを将来的には自分のところで運用できるように免許

を取ったり、機械を購入したりということで進めていこうとしています。  

 

沼田委員 

 これは興味があるから一生懸命に聞くのですが、２反撒くのに〇〇万円で

一回買えばずっと使える、バッテリーさえ交換すれば使えるのであろうと思

うのですが、効率的には大変いいですか。  

 

伊藤委員 

 今までは動力噴霧器でやっていたのですが、暑いときに４人も５人もかか

って労力を費やして、ホースを引っ張りながらやるのは大変なのです。それ

をするなら、賃料を払ってもドローンがいいかなということですが、これは

１町・２町ぐらいのことはすぐしますから。だから単独で購入するというよ

りも、購入すれば自分のところはもちろんですが、他の請負も考えるとか、

よそとの合流化を。そうでないと３６０何日は倉庫に置いたままになります

から。  
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沼田委員 

 ドローンを飛ばすのに許可が必要だし、免許も必要です。これからだんだ

ん高齢化される方々が、上手にやられるのに〇〇万円の投資としてやられる

のには、それだけの理由があるのかなと聞いてみたものです。 

 

伊藤委員 

 これができれば、農業は楽です。それはもう資格者がついてするのが一番

いいですけど。  

 

沼田委員 

 わかりました。  

 

議 長 

 その他ございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

 異議がないので、議案第８号の１件を、意見なしと市長に回答することに

決定します。  

 続きまして、議案第９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、１８８件を上程します。事務

局に説明をお願いします。  

 

事務局（西村主事） 

 議案第９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）の判断についてですが、説明の前に議案の訂正をお願いします。３番の

安佐南区沼田町大字吉山の筆数が３２筆となっていますが、正しくは４３筆

となります。また、合計は１７７筆となっていますが、正しくは１８８筆と

なります。併せて１ページの審議事項件数調も非農地判断の安佐南区が９７

筆となっていますが、正しくは１０８筆となります。それに伴い、縦の合計

が１８８筆に、横の合計が１１２筆に、そして右下の総合計の筆数が２６０

筆となります。  

 それでは、議案の説明をいたします。  

 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、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



３０ 

 

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１９ページをご覧ください。詳細については、別冊２を

ご覧ください。  

 今回、１番から８番で上程している合計１８８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、担当委員のご意

見をお伺いします。  

 １番、梶山正治委員。  

 

梶山委員 

 ６番の梶山です。図面上他にも非農地だろうというとこはあったのです

が、この土地については所有者の人に面談し、非農地と確認しました。 

 

議 長 

 ２番・３番、伊藤委員。  

 

伊藤委員 

 ７番の伊藤です。阿戸地区につきましては、浅元推進委員とともに４月３

０日に現地の調査を行いました。そして吉山地区については、５月２３日に

野稲推進委員と現地調査を行っております。記載してあります分につきまし

ては、その通り山林もしくは原野というふうに判断しました。いつも言って

おりますが、判断の難しいものというのは、位置が特定しにくいものと、そ

れから地目もそうすね、原野か山林かどうでもいいのですが、農地性がある

かないのかというのは、まぎらわしいものは残しております。  

 

議 長 

 ４番、己斐委員。  
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己斐委員 

 ３番の己斐です。令和２年の５月２５日に世羅推進委員と非農地調査に行

きました。非農地の調査が５筆ほど出ていまして、その中の１筆ですけど

も、あと４筆は非農地にするにはどうかなということで、それは推進委員と

協議した結果、もう１年ずらしてみようということで、４件をずらしてこの

１件だけですね、農地所有者ともお会いして、木が生えているということ

で、非農地で山林ということで決めたということでございます。  

 

議 長 

 ５番から８番、河野芳徳委員。  

 

河野(芳)委員 

 １５番、河野です。４月７日、９日と植野推進委員と現地調査をいたしま

した。調査の結果、山林あるいは原野であることを確認しました。  

 

議 長 

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。 

 

              （委員：意見なし） 

 

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９号の１８８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、５７件を一括して報告しま

す。事務局に説明をお願いします。 

 

事務局（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。 
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 報告第１号、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の１５件、及び

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の３６件は、広

島市農業委員会事務局規程第７条第２項の規定により、事務局次長が専決処理をし

ました。 

 報告第３号 非農地証明申請の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の４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 

 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、議案第１０号、「農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任の同意

について」について上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

事務局（山室主幹） 

 議案第１０号、農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任の同意について説明し

ます。 

 議案第１０号にありますとおり、早副和剛農地利用最適化推進委員から、６月２

９日付けで辞任願いが提出されております。これは、体調不良によるものでありま

す。 

 このことにつきましては、農業委員会等に関する法律第２３条に「推進委員は、

正当な理由があるときは、農業委員会の同意を得て、推進委員を辞任することがで

きる」と規定されておりますので、この同意についてお諮りするものです。 

 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。この同意についてお諮り

いたします。 

 辞任に同意される方は挙手をお願いします。 
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             （同意委員 挙手が多数あり） 

 

議 長 

 同意が過半数と認められましたので、早副農地利用最適化推進委員の辞任願につ

いて、同意することに決定します。 

 それでは、議事日程５の、「農政に係る審議事項」に入ります。「令和３年度 市

農政に関する意見書の項目案・文案素案」について、事務局に説明をお願いしま

す。 

 

事務局（森下技師） 

 令和３年度市農政に関する意見書の項目案・文案（素案）について、配布資料１

の１ページを開いてください。市農政に関する意見書の項目案・文案（素案）につ

いてです。先月の総会終了後の意見書検討班で、４ページを基に議論いただき、項

目案については承認が得られましたので、今回、各項目に小項目及び文案を加えた

資料を提出しております。なお、趣旨を変えない範囲で、事務局で３の項目の文言

を一部変更しております。 

 また、前回の意見書検討班で出されました主な意見としては、 

 一つ目の項目では、活力生の実態等を踏まえた担い手育成事業の見直しや、指導

体制、関係機関との連携の強化が必要など。 

 ２つ目の項目では、生産緑地制度への理解が不十分であり、今後とも丁寧な説明

が必要など。 

 ３つ目の項目では、特に有害鳥獣事業の強化が必要など、が主なものでした。 

 この案については、総会・研修会終了後に開催する意見書検討班において、詳細

に検討いただくこととなっていますが、検討班以外の委員の方も、ご意見がある場

合は、この説明の後にお願いしたいと思います。 

 まず、一つ目の、「農地の利活用に向けた多様な担い手の育成について」です。 

 小項目として、 

(１)  本市は、農村部から都市部に至る市域内に多様な農地を有していることか

ら、その立地条件などに応じた農地の利活用を進める多様な担い手の育成・確保に

取り組むこと。 

(２)  多様な農地の利活用に向けた施策の着実な推進のため、市の専門職員を育

成するための効率的な研修やＪＡほか関係機関・団体などとの密接な連携による推

進体制の強化に取り組むこと。の二つを挙げています。 

 項目の説明文として、市はこれまで、多様な担い手育成事業が継続的に実施さ

れ、多くの受給者が各地域へ就農して、農業振興のみならず、地域の活性化にも大

きく貢献してきた。 
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 一方、農業の核となる若い農業経営者の育成を目的に平成９年に開始された

「“ひろしま活力農業”経営者育成事業」は、事業開始から２０年余りが経過する

中で、資材費の高騰による初期投資額の大幅な増加や小松菜などの推奨品目の価格

低迷など、就農後の経営を圧迫する課題も見えている。また、農業従事者の高齢化

が一層進み、耕作放棄地の増加がこれまで以上に懸念される状況にあるなかで、農

業委員会でも、農地の利活用を進めるために、農業者へのあっせんに向けた活動を

日々行っているが、狭小や不整形などの営農条件の劣る中山間地域や市街地の農地

などでは、経済性だけで利活用を進めることが困難な状況となっている。 

 こうした状況を改善するには、農地の持つ多様な機能を発揮させることを念頭

に、農地の立地状況や各地域での農業の特性等に応じ、経済性だけでなく農業体験

の場や良好な景観形成など幅広い視点での利活用が重要になる。そして、その利活

用を支える多様な担い手の育成・確保に向けた取り組みに関して、総合的な見直し

を行う必要がある。 

 また、こうした担い手育成等の施策を企画・立案し、着実に推進していくために

は、市の専門職員の育成と、関係機関・団体などとの連携が必要不可欠である。効

果的な研修による知識・技術の習得や、ＪＡなどの関係機関・団体の職員、農業委

員・農地利用最適化推進委員を含む関係者との連携により、推進体制を強化するこ

とが重要になる。としております。 

 二つ目の項目は、「都市農業の振興について」です。 

 小項目として、 

 (１) 市街地の農地を守り、都市農業の振興に寄与する生産緑地制度について、

農業者への周知に努め、普及を図ること。 

 (２) 農地の多様な機能に着目し、生産緑地指定後の農地が新鮮な農産物の供給

だけでなく、農業体験の場、良好な景観の形成などの機能を発揮できるよう、農家

が取り組みやすい制度の運用にすること、の二つを挙げております。 

 項目の説明文として、今年度、本市で初めて導入される生産緑地制度では、市街

地での農地の必要性を認め、都市農業の振興に寄与するものであり、指定の拡大が

望まれるところであるが、農業者からは、制度の詳細がわかりにくいとの声もあ

る。広報による周知を引き続き行いながら、農業者との対話を進めることなどによ

り、理解を深める必要がある。 

 また、採算緑地指定農地を拡大し、市街地の農地が持つ多様な機能が発揮される

よう、対象農地の出荷要件や面積要件を緩和するなど、農家が取り組みやすい制度

となるよう運用の改善に取り組む必要がある、としています。 

 三つ目の項目は、「多様な農地利用に必要な条件整備に資する施策の強化につい

て」です。 

 小項目として 
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 (１) 営農の継続に深刻な影響を与える有害鳥獣被害への対策は急務であること

から、頭数の減少などの確実な効果につながるよう、駆除体制の強化や捕獲報奨金

の増額の検討などに取り組むこと。 

 (２) 小規模農地整備事業や耕作放棄地再生・利用事業など、遊休農地の解消や

農地の適正な利用の推進に効果のある施策の拡充を検討するとともに、取組事例の

周知等により事業の普及促進を図ること、の二つを挙げております。 

 説明文として、近年、有害鳥獣の被害相談件数は増加傾向にあり、生息環境の変

化などから、被害に遭う農地の範囲も広がる傾向にある。営農継続に深刻な影響を

与える有害鳥獣被害は、耕作放棄地の増大にもつながることから、地域で取り組む

有害鳥獣対策事業や、有害獣の防除用施設の補助等の既存の施策に加え、頭数の減

少など確実な効果につながるよう、駆除体制の強化や、捕獲報償金の増額の検討に

取り組む必要がある。 

 また、狭小で不整形な農地を耕作しやすいように改善する小規模農地西部事業

や、農業者による農地の再生活動を支援する耕作放棄地再生・利用事業は、対象農

地が、新規就農者等による確実な活用に結びついており、農地の適正利用の推進に

効果的な役割を果たしている。こうした事業については引き続き実施のうえ、対象

農地の拡大や予算の増額などの拡充を検討するとともに、事業に関する積極的な広

報や、効果的な実施例の周知などにより、普及促進を図る必要がある。としていま

す。 

 以上で、令和３年度市農政に関する意見書の項目案・文案（素案）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、ご質疑はございますか。 

 事務局から、説明がありましたとおり、研修会終了後に開催する意見書検討班に

おいて詳細に検討していただくことにお願いいたします。なければ検討会をやるか

やらないかはここで決めてもらってもよろしいですが、どうでしょうか。 

 

河野（芳）委員 

 このメンバーの中で意見が無いのだったら、新たに集まって審議する必要はない

のではないですか。 

 

議 長 

 今の河野（芳）委員の意見はどうですか。検討委員の方で意見がありますか。 

 

河野（芳）委員 

 意見が無い言うものを、開く必要はないと思います。 
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議 長 

 検討委員の方で意見のある方はおられますか。 

 

梶山委員 

 文章は柔らかいよね。効果があるのかなと思います。 

 

河野（芳）委員 

 建議から意見書に変わった時点でどういうふうにとらえるかいうことだけど、あ

くまでも意見書だから、民間会社でいう目標に対する達成率を云々、普通民間会社

だったら通用しないですよ、こういうのは。だけどそこはやっぱり意見書なので、

こういう言い方になるのだと思います。 

 

議 長 

 研修終了後に検討委員会をなしとしてよろしいですか。 

 

              （なしとする声あり） 

 

議 長 

 それでは、研修終了後の検討委員会はなしということで、今の文案でお願いいた

したいと思います。 

 

議 長 

 事務局からの報告をお願いします。 

 

 

事務局（森下技師） 

 狩猟免許取得について、資料２、５ページをご覧ください。 

 今年度の狩猟免許の日程等が決定しましたのでお知らせいたします。 

 試験日は狩猟免許試験についてというところの上の四角枠に書いてある６日程で

開催予定です。そして、狩猟免許の講習会の案内が６ページ以降です。１番から６

番までの日程で、狩猟免許の試験対策をしていただけるということです。 

 今年度は、新型コロナウイルスの影響があり、定員人数を制限しているとのこと

です。また、今後の動向で変更となる可能性もありますので、免許取得を希望され

る方は、ホームーページ等で随時ご確認していただくようお願いいたします。 

 

事務局（西村主事） 
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 続いて、資料３、令和２年７月の現地調査日程（案）です。令和２年７月の現地

調査の日程についてですが、許可申請の締め切りが７月１５日水曜日となっており

ます。現地調査の日程調整は７月１５日の夕方に日程調整させていただきます。 

現地調査の日程ですが、７月１６日木曜日午前が旧市で午後が安芸区、７月１７

日金曜日午前が可部安佐地区で午後が白木高陽地区と予定しております。７月２０

日月曜日午前が安佐南区、午後を佐伯区で予定しております。調整の方をお願いい

たします。 

 

石原事務局次長 

 ６月８日から２５日まで開催された令和２年第４回広島市議会定例会での農業関

係の質疑についてご報告いたします。 

 １２日の一般質問において、安佐北区の今田議員から、有害鳥獣対策について、

農作物被害や駆除対策に関する質問がありました。これに対し、経済観光局長か

ら、農作物被害については、国がシカとイノシシの捕獲強化対策を開始した平成２

５年度以降、本市でもこの２種の捕獲頭数は増加傾向にあるが、農作物被害額は横

ばいとなっており、その要因は、農地に出没し被害を及ぼす個体の捕獲が十分でき

ていないことであること、駆除対策については、夜間の銃による駆除については、

現在県が許可しておらず、実施の可能性を今後県と協議していくこと、わなによる

捕獲については、直接被害を及ぼす個体を捕獲でき、効果的・効率的に被害を軽減

できるものであり、今年度から、講習会や試験の費用の一部を補助する「有害鳥獣

駆除従事者育成事業」を開始したこと、捕獲頭数の増加が期待される狩猟期間の延

長や将来的な撤廃については、県への働きかけ、協議を行っていくこと、などの答

弁がありました。 

 また同日、南区の中原議員から、種苗法の改正による農業者の負担への懸念や改

正に関する市の見解、主要農作物種子法の復活の必要性等について質問がありまし

た。これに対して経済観光局長から、種苗法の改正により許諾料が必要となるの

は、イチゴの新品種などの登録品種であるが、本市で利用されているほとんどの品

種は、許諾がいらない一般品種であること、種苗法の改正は、優良品種の海外流出

を防ぐことなどで、農業の競争力向上に資するものと考えていること、平成３０年

４月の主要農作物種子法の廃止を受け、県で優良な種子の生産と安定供給のための

「広島県稲、麦類及び大豆種子取扱要領」が制定されており、これに基づき農業振

興に努めていきたい、などの答弁がありました。なお、種苗法の改正については、

６月の国会では成立が見送られ、継続審議となっております。 

 そのほかの、市の総合計画改定に関する特別委員会及び常任委員会では、農業関

係の質疑はありませんでした。 

 以上でございます。 

 



３８ 

 

事務局（山室主幹） 

続きまして、１２ページの資料４をご覧ください。生産緑地地区の指定に係る事

務スケジュールにつきまして、左が項目、右側が農業委員会の事務等について示し

ております。 

まず①として農家からの事前相談とありまして、これは今年の４月から６月の間

隔で事前相談がありました。市の方では事前調整ということで農地であるかどうか

現地確認等、それの要件確認を行っております。右の方をご覧ください。市の都市

計画課、農政課、各区の農林課そして、農業委員会事務局で現地確認を実施して実

際に農地であるかどうかという確認を行っております。 

続いて②としてＪＡからの事前協議があり、６月１９日にＪＡ広島市で申し込み

の締め切りを行いました。その結果、市の情報によりますと、申請のあった農家件

数は１８件あったということでございます。地区数は３１地区、１世帯あたり違う

場所で複数申し込みをするというのがありますので、農家数は１８戸、地区数は３

１地区ということでございます。面積は約６.１ヘクタールとい状況になっており

ます。 

そして②番のＪＡからの事前協議ということで６月の下旬から７月中旬にかけ

て、市の方に提出されたということです。次の③番の提案予定内容の事前審査とい

うことで、ＪＡの提案予定内容の確認を７月下旬に行ったということで、市の都市

計画課から関係各課へ意見照会があるということです。農政課、農業委員会、各区

農林課、各区維持管理課等に、市の都市計画課から意見照会されるということでご

ざいます。③番の事前審査書類を受け取りましたら、担当の農業委員さんと推進委

員さんへ関係書類一式を送付するということにしたいと思います。必要であれば、

委員さんの現地案内も農業委員会事務局のほうで実施したいと思います。市からの

意見照会なのですが、これは事務局の方にあるのですが、事務局が農地基本台帳等

を基に意見を回答するということにしたいと思います。と言いますのは現地の方は

先ほど申しました通り、４月から６月にかけて事前相談があったときに市の関係課

が集まってすでに現地確認を行っておりますので、市の方から再度、農業委員会の

方に現地確認を要請する考えがないという意見をもらっているということで現地確

認はもう確認済ということで、書類等での確認ということにさせていただきたいと

思います。 

続いて④番から⑩番は市の中でのいろいろな事務の手続きが行われるということ

であります。そして⑪番の都市計画決定告示ですが、１２月上旬に決定が下される

ということで、都市計画決定の内容を総会で報告をさせていただくということにな

ります。１２月の総会あるいは１月の総会で決定した内容のご報告をさせていただ

くということになります。下の方に流れ図の方を書いておりますので参考にしてい

ただきたいと思います。 



３９ 

 

 続きまして、１３ページの「農地の相続税納税猶予に係る防草シートの取り扱い

について」でございます。これは委員さんから問い合わせがあった案件でして、実

際に税務署で確認したものでございます。相続税の納税猶予は税務署が所轄であり

ますので、税務署のほうに確認して次のような回答をいただいたので情報提供させ

ていただきます。 

まず１番として、農地の相続税納税猶予地は、土地に労賃を加え、肥培管理を行

って作物を栽培することが条件であるということで、納税猶予地内の耕作地に労賃

を加え、肥培管理を行って作物を栽培していれば、耕作地以外の土地に防草シート

を設置しても良いと回答がきました。参考に次のページに参考事例ということで写

真を張り付けております。必要なところに苗木を植えております。苗木の間隔が広

いとか、もうちょっといい写真があればよかったのですが、もうちょっと植えたほ

うがよいと思いますが。 

３番は防草シートの面積、設置期間等については、常識的に判断するということ

でございます。土地の形状とかいろいろあると思いますので、一律こうだというふ

うにはいかないということで、現場現場で判断する。４番は果樹の場合、納税猶予

を受ける農地は、農地面積に応じた本数の果樹を植え、根回りスペースを開けたう

えで、他の農地部分に防草シートを設置しても良いという回答を受けております。 

まとめとして、本件は、相続税納税猶予に係るものであるが、上記の防草シート

の取扱いは、納税猶予の有無に関係なく、農地管理の指導全般に適用してくださ

い。 

 

議 長 

 その他何か質問等はございますか。 

 

河野（芳）委員 

 ４番目の、農地面積に応じた本数の果樹を植えというのはどういうことをいうの

ですか。農地面積に応じた本数の果樹を植えというのは具体的に言ったら１反に何

本植えたらいいのですか。 

 

佐藤委員 

 以前、何か１回出た話ですよね。 

 

河野（芳）委員 

 そういうのは決まっているのですか。 

 

 

 



４０ 

 

大畦事務局長 

 明確なものはないのですが、昔、転作をやっていた時は、１畝で３本という目安

がありました。いま、佐藤委員がおっしゃられる通りで、果樹によって違いますか

ら。やっぱり個別に判断していくようになると思います。 

 

河野（芳）委員 

 そういう基準になるものが、あるのはあるわけですか。 

 

大畦事務局長 

 作物ごとにあるというよりは、標準的なものを引用してきた格好になると思いま

す。 

 

河野（芳）委員 

 例えば、参考例としてこのようなものが適応できるのだったら、簡単なことよ

ね。ほとんど植えてある面積よりも、はるかに防草シートのほうが多いよね。 

 

大畦事務局長 

 将来、大きくなった場合の本数の苗ですから。もしその、どういった状況か確認

したい場合は個別にお問い合わせください。 

 

議 長 

 それでは、これで令和２年第７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８月５日（水）午後１時３０分から東区地域福祉セ

ンター３階大会議室で行う予定です。 

 

                                    

 


