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令和２年第９回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年９月８日（火）   開会 午前１０時３０分  

                      閉会 午前１１時４０分  

 

２．場  所  東区役所  ３階 第４・５会議室 

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １７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（欠席） 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 ) １８ 奥田 一成  

１９ 児玉 一成   

 

５．欠席委員  

７番  伊藤委員、  ８番  岩重委員  

 

６．議事録署名者  

１４番  谷口委員    １５番  河野芳徳委員  

 

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）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 
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・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）相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について 
（７）農地転用（農業用施設）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について(案) 
 
・その他 
（１）家賃支援給付金について 

（２）元気なまちプロジェクトについて 
（３）令和２年度第３回地区協議会の日程等について 
（４）令和２年９月の現地調査日程について 
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議  事 
 

大畦事務局長  

 今回の総会の延期ということがありましたので、事務局からご説明させて

いただきます。  

昨日影響がありました台風１０号につきましては、事前に大型で強い勢力

であるとの情報があったこともありまして、総会の影響が懸念されたことか

ら、事務局において、皆様の移動時間等を考慮しまして、午前１０時時点で

警報があれば延期するという判断基準等を検討して、会長に相談させていた

だいた上で、皆さまにお知らせしました。  

 それでは会長よろしくお願い致します。  

 

議  長  

 先ほど局長も言われたように、総会を急きょ変更させていただきました。  

 思ったほど大きな被害はなく、ビニールハウスの破れなどもほとんどあり

ませんでした。  

 それでは、ただいまから、令和２年第９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、７番伊藤委員、８番岩重委員の２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。なお、沼田委員から所用の為、総会

途中で退席させていただきたいとの申し出があります。  

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。１４番、谷口委員、

１５番、河野芳徳委員にお願いします。  

それでは、審議に入ります。  

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９件を上程

します。 

事務局からの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９

件について説明します。  

議案の３ページ、４ページをご覧ください。  

１番、２番、４番、８番及び９番は、経営規模拡大のため農地を譲り受け

または借り受けるものです。  

３番は、新規就農のため伯父から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。  



４ 

５番から７番は、新規就農のため農地を借り受けまたは譲り受けるもので

す。果樹を作付けする旨の営農計画書が提出されています。  

なお、６番の申請地の一部は、大雨による損壊部分に真砂土を敷いて整地

しており、休耕の現況ですが、この部分についても耕作を行う旨の申立書が

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、沼田委員。  

 

沼田委員  

 ８月１８日に沖田委員と事務局とで現地調査しました。田を分筆して買わ

れるということなので、譲渡人と譲受人に話をしましたが、お互いにご了解

しておられるということで、問題はないと思います。  

 

議  長  

２番、河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

１３番の河野です。  

この案件につきましては、先ほど事務局が説明されたとおりでございまし

て、８月１８日に谷口委員と事務局職員とで現地調査をしています。先ほど

のように、経営拡大のためでございまして、特別に問題はございません。  

 

議  長  

３番、谷口委員。  

 

谷口委員  

１４番の谷口です。  

８月１８日に私と河野信義委員、事務局職員と現地を調査いたしました。

新規就農とありますけども、譲受人と譲渡人は甥と叔父の関係でございまし
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て、現地はきれいに耕作及び管理をされておりましたので、特別問題はない

と思います。  

 

議  長  

４番、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

４番について説明します。この件につきましては、本年８月１７日に私と

河野芳徳委員及び事務局職員２名で現地調査しました。申請地は梅が植えら

れており、果樹畑として管理されておりました。譲渡人は高齢のため農地の

維持管理が困難で、経営規模を拡大したいということで、譲受人に所有権移

転するものです。移転後の耕作面積は下限面積をクリアしており、許可相当

と思われます。  

 

議  長  

５番から７番、吉田委員。  

 

吉田委員  

１７番、吉田です。  

５番、６番、７番、それぞれ去る８月１９日に事務局２名、児玉委員と現

地調査を行いました。譲受人は全部で１４筆あり、これらは１か所に集中し

ています。果樹、イチジク、柿、梅、ブルーベリー等を作付けされたいとい

うことです。この地区では珍しく果樹栽培であり、安心した次第でございま

して、特別異議はございません。  

 

議  長  

８番、９番、奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番、奥田です。  

８月１９日に児玉委員、事務局と現地調査を致しました。８番は譲受人が

規模拡大の為に、果樹が植えてあるところを使用貸借するものです。問題な

いと思います。  

９番も所有者が県外で、長年草を刈るのがやっとの状態であったところを、

家の近くということで所有権移転するもので、問題はないと思います。  
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議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、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９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。 

 

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、雑種地への転用事案で、太陽光パネルを設置しようとするもので

す。  

２番は雑種地への転用事案で、申請地の奥の農地への進入路として利用し

ているものです。  

３番は宅地及び雑種地への転用事案で、住宅敷地の一部及び農業用の車両

の駐車場として利用しているものです。  

４番は宅地の転用事案で、住宅敷地の一部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。  

３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

法律に基づく第１２条公告が本年８月２６日付でされており、農用地区域か

ら除外されたことを確認しています。  

なお、２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。  

これらの案件は、本総会で承認されますと、農業委員会会長名で許可する
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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  、梶山正治委員。   

 

梶山委員  

６番の梶山です。  

８月１９日に事務局職員と現地の調査を致しました。１番については太陽

光パネル設置ということですが、近隣の農地はなく、特に問題はないと思い

ます。ただ、太陽光発電が今後どうなるのかなという心配をしながら現地を

見ました。  

２番については、駐車場の進入路を拡幅するということで、特に問題はあ

りません。  

 

議  長  

３番は伊藤委員ですが、本日は欠席です。意見は事務局に伝えているとい

う事ですので、事務局から説明をお願いします。  

 

事務局（山室主幹）  

伊藤委員からの報告をお伝えします。  

 本件は農振除外の関係で、本年２月１９日に事務局職員と現地調査を行い

ました。本件は宅地の一部として、また、駐車場としてすでに利用している

ものです。周辺農地に影響はなく、問題ないと思います。  

 

議  長  

４番、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。４番の案件について、申請人は農家の娘さんでありま

して、市街化調整区域に以前から家を建てておられました。その一部がまだ

登記上田んぼになっていますが、既に住宅の敷地の一部でありまして、ここ

を宅地にするということで、特に問題はないと思います。  

 

議  長  
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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件を許可することに決定いたします。  

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

１０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１０件について説明します。  

議案の６ページ、７ページをご覧ください。  

１番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、ドッグランとして利用

しようとするものです。  

２番、９番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け又は借り受け、資

材、建設機械等の置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、申請地を譲り受け、隣接する太陽光発電設

備の通用口、保守用の資材置場、作業員の休憩所として利用しようとするも

のです。  

４番、６番、７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す。  

５番は宅地への転用事案で、申請地を借り受け、住宅を建設しようとする

ものです。  

８番、１０番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、駐車場として

利用しようとするものです。なお、８番については、一部資材置場として利

用するものです。  

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。  

２番、３番、５番から７番の５件の案件は、農振農用地でありましたが、
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農業振興地域の整備に関する法律に基づく第１２条公告が本年８月２６日付

でされており、農用地区域から除外されたことを確認しています。  

８番の案件につきましては、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。  

これらの案件は、本総会で承認されますと、農業委員会の会長名で許可す

ることとなります。  

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、河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

１３番、河野であります。  

この案件につきましては、先ほどの事務局からの説明のとおり、ドッグラ

ンとして使用するということでございまして、特別問題はございません。  

２番につきましては、これは農振除外の案件であり、今年の３月１７日に

現地を調査しております。一番家が少ない地域で工場があるというところで

ございます。休耕ですがきれいに草を刈ってきているところで、建設機械を

置くのはもったいないとは思いますが、問題はございません。  

 

議  長  

３番は岩重委員ですが、本日は欠席です。意見は己斐委員に伝えていると

いうことですので、己斐委員から説明をお願いします。  

 

己斐委員  

３番、己斐です。  

３番につきまして、令和２年３月１７日に農振除外案件として事務局職員

２名と岩重委員と私とで現地調査を行ったところです。改めて８月１８日に

事務局職員２名と岩重委員と私とで現地の再調査を行っております。  

現地は県道沿いで、既に太陽光発電施設が設置されていまして、先ほど事

務局の説明があった通り、資材置場及び作業員の休憩所並びに太陽光発電施

設に入る通路に使用するもので、問題はないと思います。  

 

議  長  
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４番から７番は己斐委員。  

 

己斐委員  

３番の己斐です。  

４番につきましては、令和２年８月１８日に事務局職員２名と一緒に現地

調査を行いました。譲受人が所有権を移転して太陽光発電設備を設置という

ことで、パネルを設置しない残地は、資材置場並びに駐車場とするというも

のです。現地は旧県道沿いになり、設置場所としては利便性も良好でござい

ます。譲渡人は高齢で耕作はできないということです。設置をすることによ

る近隣農地には影響はないと思います。  

５番から７番は、農振除外に伴う案件ですが、令和２年３月１９日に事務

局職員２名と現地調査を行っております。５番は農地を転用して宅地として

住宅を建てる案件ですが、現地周辺農地は休耕状態になっておりまして、問

題はないと思います。  

６番、７番は譲渡人が同一の方で、遠方に住んでおられ、農業ができない

ということから、休耕地を有効活用利用したいということです。太陽光発電

設備のために譲って欲しいという要請があったということで、譲ることにし

たという案件です。２案件とも問題はないと思います。  

 

議  長  

８番は山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番、山縣です。  

８番について説明します。この件につきましては、今年８月１７日に私と

河野芳徳委員及び事務局職員２名で現地調査しました。申請地は県道に面し

ており、すでに雑種地の状態になっております。譲渡人は遠方に居住の為、

申請地を管理することが困難なため、近くで会社経営をしている譲受人が、

駐車場及び資材置場として利用する為、所有権移転するものです。近隣農地

等に被害はないと思われ、許可相当と認めます。  

 

議  長  

９番は奥田委員。  

 

奥田委員  

１８番、奥田です。  

８月１９日に児玉委員と事務局と現地調査を致しました。譲受人は高齢の
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為、農地を重機や資材等の雑種地として賃貸借するというものです。隣接地

に農地がありますが、直ちに影響があるとは思われず、問題ないと思います。  

 

議  長  

１０番は児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番、児玉です。  

１０番の件は、去る８月１９日に事務局職員２名と現地確認しました。譲

受人は、この申請地の周りに畑や水稲をやっておられ、譲渡人の土地を購入

して駐車場にするという案件です。周りは譲受人の農地でもあり、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。  

 

河野（芳）委員  

 ドッグランを開設する時に、例えば排泄の問題など管理者に対する義務は

何かあるのですか。  

 

議  長  

 事務局分かりますか。  

 

事務局（山室主幹）  

 特に法的な義務というのはありません。ただ、あとでトラブルが起きない

よう近隣の方と話をしていただくということが必要だろうと思います。  

 

河野（芳）委員  

民家等が近いところで、ドッグランに集まる犬の排泄物をそのままにする

者がいれば、周りが迷惑を被ってしまう。  

 

事務局（山室主幹）  

 今回の案件は、譲受人が業としていませんが、繁殖しているブリーダーな

どは、当然業としていますので、届出等が必要になってくると思います。  

 

吉田委員  

 参考までに、私のところに犬猫譲渡センターというのが最近開設されたん
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です。それは２４時間、犬猫が３０匹から５０匹いるのですが、そういった

施設は、広島市動物管理センターへ届出が必要だということになります。  

一応行政のもとで管理されていますが、ここはドッグランで田んぼの中で

犬を走らせるということで、そこへ連れてきて走らせるということだと思う

のですが、数頭が糞をする程度だったら、その農地、あるいは自分で持って

帰って水洗便所へ流すということではないかなと思います。  

 

河野（芳）委員  

 一般的に、道路等で犬を散歩される場合には、それなりに糞の処理をされ

ますよね。だけど、このドッグランについては、そこまではいらないのか。

やっぱりそのあたりの処理も、「それは常識よ。」ということになるのか。  

 

議  長  

河野信義委員、どうですか。  

 

河野（信）委員  

 ドッグランの件は、私の地区で２年くらい前に、今回の案件と同じような

件がありました。それは民家を買われ、その裏に農地があり、農地の中を農

業用水路が通っているということで、その農業用水路に糞をするんではない

かということが問題になり、また犬が鳴くのが近所に聞こえるんじゃないか

というような問題がありました。  

譲受人は、自治会の条件に合うような方法で経営していくということで話

をされて、今では順調に良い具合にやっておられます。  

 

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。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第３号の１０件を許可することに決定いたします。  

続きまして、議案第４号、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない
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ことの判断についてについて、１９５件を上程します。  

事務局から説明をお願いします。  

 

事務局（西村主事）  

説明の前に、先月の総会で、登記地目が公衆用道路で、現況が原野と判断

して上程した、安佐北区の３筆の件についてご説明いたします。  

農業委員会では、農地法第３０条第１項に基づき、農業委員会の必須業務

として利用状況調査を行っており、その中で再生利用が困難と見込まれる荒

廃農地であると判断した農地について、現地調査を行い、その結果、原野や

山林である土地に対して行うのが非農地判断です。  

その調査根拠として活用しているのが農地台帳であり、登記地目もしくは

現況地目が田畑である場合、農地台帳に記載され、利用状況調査の対象とな

ります。  

つまり、登記地目が公衆用道路、宅地、雑種地など、農地以外の地目であ

っても、現況が田畑であれば農地台帳に記載され、その後の現況の変化によ

っては非農地判断を行うことで、利用状況調査の対象から除外されることに

なります。  

安佐北区の３筆について法務局で登記簿をとったところ、昭和２４年に公

衆用道路として登記されており、その後、現況が田畑となりましたが、登記

地目は変更されないまま現在に至ったものです。  

では、議案第４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

の判断についてです。  

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８ページをご覧ください。詳細については、９ページか

ら２１ページをご覧ください。  

今回、１番から１０番で上程している合計１９５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、竹等の山林もしく

は、笹、カヤ等の原野であり、農地に該当しないと判断される土地です。  

以上で議案第４号の説明を終わります。  

 

議  長  
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 議案第４号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

 １番は岩重委員ですが、本日は欠席です。意見は己斐委員に伝えていると

いうことですので、己斐委員から説明をお願いします。  

 

己斐委員  

３番、己斐です。  

岩重委員より非農地の件につきまして、意見を伺っております。  

１番につきましては、令和２年５月１５日に奥推進委員と現地の調査をさ

れております。現地はカヤが密集しておりまして、原野であることを確認さ

れておられます。その結果、非農地であることでご報告申し上げます。  

 

議  長  

２番は下谷委員。  

 

下谷委員  

９番、下谷です。  

 ２番は８月２４日に上口推進委員と現地調査をしました。その結果、雑木

が森林のように生えておりましたので、山林であることをご報告致します。  

 

議  長  

３番、４番は谷口委員。   

 

谷口委員  

１４番、谷口です。  

３番につきましては、７月２８日に中川推進委員とともに現地調査を致し

ました。いずれも山際であり、雑木、笹等が生えており、非農地相当と判断

し、山林とご報告させていただきます。  

 ４番につきましては、６月２日と３日に沖田推進委員とともに現地調査を

行い、いずれも、これも山際なんですが、雑木が生えており、非農地相当と

判断致しました。  

 

議  長  

５番、６番  は吉田委員。   

 

吉田委員  

１７番、吉田です。  
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去る６月１９日と２０日に木村農地利用最適化推進委員と対象地を確認し

ました。その結果、原野と山林というふうに分けましたけれども、現状はそ

のような状況になっているという判断を致しました。  

 

議  長  

７番から１０番は児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番、児玉です。  

 去る２月２０日に川本推進委員と現地を回りました。７、８、９、１０番

は、どれも竹、雑木、カヤ等が生えており、非農地、山林、原野ということ

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：意見あり）  

 

吉田委員  

最初に事務局で説明いただきました公衆用道路の件ですが、内容は分かっ

たのですが、この公衆用道路という地目はどのようなものだったのでしょう

か。前に意見は述べたのですが、公衆用道路とはどういうものでしょうか。  

 

事務局  

 「どういうものか。」の意味について、再度ご説明いただけますか。  

 

吉田委員  

 要するに、地目が宅地とか農地は分かりますが、公衆用道路という地目は

どういうようなものが公衆用道路なのか。  

 

事務局（西村主事）  

 その件につきまして、公衆用道路という例をいくつか見てきました。例え

ば道路のセットバックで道路に出したようなところは、公衆用道路として登

記していることが多いのです。  

そのほか自分だけが使用するのではなくて、複数の人が利用するような形

態のところで、公道から公道に続くような道が公衆用道路として登記される

ことが多いようです。  
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吉田委員  

 わかりました。それから、非農地の判断は、それぞれの地区で提出されて

総会に諮っており、大体たくさんの筆数を上程するのが普通だと思うのです

が、五日市や狩留家とかで、１筆を非農地として諮るというのがあります。

これはどういう状況で１筆なのでしょうか。たくさんあると思うのですが、

そこしか見ないということになるのですかね。  

 

下谷委員  

 今まで山林として非農地として上程しましたが、１筆だけ残っていたので、

そこを上程するということです。  

 

吉田委員  

 以前、梶山委員だったと思うのですが、この調査結果というのは、農業委

員として責任を取らなきゃいけないのだろうかということがあったと思いま

す。この非農地の調査は平成２８年度から始まって、平成２９年度から総会

にかけて了解を得ているという過程があると思うのですが、本日まで随分た

くさんの山林があるいは原野になっているということが報告され決定されて

います。  

本来、農地に該当しない旨の判断をした場合、対象地の所有者や広島県、

あるいは広島市、法務局等の関係機関に対して、その旨を通知するというこ

とになっているのですが、その後農地台帳を整理するということになると思

います。  

結局、この調査は積極的にやらなきゃいけないわけですよね。それで調査

が不十分だなと思うのです。農地利用最適化推進委員が最初に調査して、そ

れを農業委員が同行して確認して、結果的に総会にかけるという過程なので

すけども、ほとんど出ていないようなところもあるのじゃないかと思います。

それで、農業委員が責任を取るということになるのかどうか、そのことがち

ょっと心配なのです。  

また、平成２９年度から審議して、かなりの面積が山林や原野など非農地

になっていると思うのですが、固定資産税担当部署等にどこまで進んでいる

のか、あるいは台帳がどこまで整理されているのかということも、今日は結

構ですけども、また報告をお願いしたいと思うのです。  

それによって、推進委員や農業委員が積極的に適正に調査するという姿勢

にならなきゃいけないのだと思うのです。進む地域は進むけれども、調査を

躊躇しているという地域もあるのではないかと思うのです。そういうことが

あるかないかも含めて、今度事務局で報告願いたいと思います。  



１７ 

 

事務局（山室主幹）  

 分かる範囲でご説明いたします。  

 吉田委員がおっしゃいますように、非農地判断は平成２９年１２月の総会

から上程して、どんどん非農地判断をしています。現在までにおよそ約２５

０ヘクタールを非農地判断しております。吉田委員がおっしゃいますように、

地区によって積極的に非農地判断されているところと、そうでもないところ

があります。これは、各推進委員の活動によるところと思いますが、例えば、

２か月ごとの地区協議会において、今までどれくらい非農地判断してきたか

という一覧表を作って、皆さんに見ていただくなどが考えられます。  

農業委員会が非農地判断をしましたら、関係部署の方に通知します。当然、

固定資産税課は、農業委員会の通知を見て、現地確認のうえ、その地番を山

林等で課税します。  

あとは、農業委員会の責任ということですが、総会に諮って、皆の総意で

決定していますので、責任は個人にいくということではなくて、農業委員会

の総意ということになります。  

 

梶山委員  

 公図は現況と合っているかどうか分からないのよね。だから、農業委員や

推進委員の判断だけでは、ちょっとどうかなと思うのです。というのは、私

の場合は、これはどうかなと思ったら、所有者の方に確認して書類を提出し

ています。谷間なんかだったら非農地で間違いないと思うのですが、そうで

ない所は、本人に確認しないと不安になります。  

そうしないと、農業委員会の総会で決めたから、一人の責任ではないよと

言っても、それは問題だろうと思います。  

 

吉田委員  

 非農地通知の調査の流れについて、推進委員が平成２８年度にいただいて

いると思うのです。それは過程があって、最終的には事務局が公図で所有者

を確認して、確かにそれが山林か原野であると確認した上で、課税課等の各

部署へ通知するということになっています。  

それからいくと、一個人が非農地の調査をしないとか、調査を控えめにす

るとかいうことは、成り立たないと思うのです。事務局でしっかり公図確認

をして、本人確認をして、課税課等へ通知するようになっているのですから。  

 

議  長  

 今の件に関して、なかなか判断が難しいと思うんですけど、できるだけ協
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力して、事務局も分かることがあれば報告してもらって、事務の方法を変え

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

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４号の１９５件を非農地の判断をすることについ

て決定いたします。  

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７号の専決処理について、９０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７号までの専決処理について、説明します。  

報告第１号、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の２３

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３１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行いました。  

報告第３号、非農地証明申請の７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。  

報告第５号、農地転用届出撤回の１件、報告第６号、相続税の納税猶予に

係る特例農地等の利用状況の確認の１６件、報告第７号、農地転用（農業用

施設）届出の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行いました。  

以上で報告第１号から第７号までの説明を終わります。  
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議  長  

 報告第１号から第７号まで説明がございましたが、何か質問がございます

か。ございませんか。  

 

（委員：質問なし）  

 

議  長  

質問がないようですので、報告事項を終了します。  

続きまして、議事日程５の、「農政に係る審議事項」の議題に入ります。 

「令和３年度広島市農政に関する意見書について」でございます。事務局から説明

をお願いします。 

 

事務局（森下技師） 

配布資料１の１ページをご覧ください。市農政に関する意見書（案）についてで

す。先月の総会で承認を得られました案をもとに、意見書の形式に整えて提案させ

ていただくものです。先月の総会から、文章表現を改める箇所があるかもしれない

旨をお伝えいたしましたが、先月と変更なしということで、最終決定をはかるもの

です。 

  

議  長  

 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

 それでは、令和３年度広島市農政に関する意見書の案については、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、この意見書を農業委員会法第３８条の規定に基づく意見とし、市長へ

提出することにします。 

 続きまして、意見書提出の日程、出席者についてです。配布資料の５ページをお

開きください。 

市長への意見書提出は、令和２年１０月２８日（水）１０時、議長への要請は同
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日の１１時からです。出席者については、前体制では、会長、職務代理者、各地区

代表で行っていました。 

今年もそのような形にするということでいかがでしょうか。皆様のご意見を伺い

ます。 

 

（委員：意見なし） 

 

 

議  長  

 それでは、地区協議会毎に会長、副会長が今年と来年で交互に出席することとし

てよいでしょうか。 

 

 （委員：異議なし） 

 

議  長  

それでは、今年度は組織順で言いますと、旧市は会長の 鍜治山正照委員、安佐南

区は副会長の溝口委員、白木・高陽は会長の佐藤委員、可部・安佐は副会長の中川

推進委員、安芸区は会長の河野芳徳委員、佐伯区は副会長の川本推進委員とします

ので、よろしくお願い致します。 

明日からの地区協議会等で、副会長として推進委員が出席される地区の方は、連

絡をよろしくお願い致します。 

続きまして、議事日程６の「その他」事項に入ります。 

事務局から報告をお願いします。  

 

事務局（森下技師）  

配布資料の７ページをお開きください。家賃支援給付金のお知らせについてです。

８月の総会では、経済産業省のチラシを情報提供させていただいたんですけれども、

今回農林水産省の方から改めて、農地版としてチラシをいただいたので、情報提供

するものです。 

今回給付対象として、新型コロナウィルス感染症拡大の影響などにより、売上が

減少した事業者を対象として、農地の地代について、賃借されている農地の地代に

ついて、半年分まで支給されるというものです。特に認定農業者等の方で土地を借

りて経営をされている方については対象となりますので、お近くで対象となる方が

いらっしゃいましたら情報提供をお願いしたいと思います。次のページの８ページ

の一番下に家賃支援給付金コールセンターというところがありますので、こちらが

受付となっておりますので、よろしくお願いします。 

続きまして、配布資料９ページ、資料３の補助金についてのお知らせです。「コロ
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ナに負けない！元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金」というも

のがございます。募集期間がちょっと短くて、８月１７日から始まっておりまして

９月末までが募集期間となっておりますが。これが地域団体や商店街等が新型コロ

ナウィルスを想定した「新しい生活様式」等を踏まえて、中長期的な視点に立ち、

地域の魅力を高めるため新たに挑戦する取組に対して、集中的に支援しますという

ものです。 

具体的にどういうものが支援されるかと言いますと。１０ページを開いていただ

きたいんですけど、左下に対象となる事業というのが書いてあります。この中で対

象となるのが、「１番 地域資源に磨きをかける」、「２番 地域の強みをつくる」、

「３番 新たな工夫を凝らしたにぎわいづくりを行う」と書いてありまして、例は、

「山や川、海岸などでの来訪者が訪れやすい環境づくり」、「地産地消により地域経

済の好循環につなげるための加工場や直売所の設置」、「地域の魅力を発信するサイ

トや周遊を促すスマホアプリの開発、地元商品のパッケージデザイン開発」、「道路

占有許可基準の緩和を活用したテラス営業」などといったことが対象となっており

ます。右上の補助率、補助限度額を見ていただきますと、補助限度額が１,０００万

となっておりますので、もし、そういう地域活性に関して興味がある３人以上の団

体さんがいらっしゃいましたら、情報提供をお願いしたいと思います。 

続きまして、配布資料の１１ページ、資料４を開いてください。 

令和２年度第３回地区協議会開催日程についてです。日時が９月８日から１４日

までで準備をさせていただいております。旧市の地区協議会は、９月１１日、安佐

南区地区は本日９月８日、白木・高陽地区は１４日、可部・安佐地区も１４日、安

芸区は９日、佐伯区は１０日を予定しております。 

 内容は遊休農地の決定、推進委員の活動、その意向調査についての説明、農地の

利活用の推進に向けた農業委員会活動について、市長への意見書についてなどとな

っております。その中で、（３）の農地の利活用の推進に向けた農業委員会活動につ

いて、ご説明させていただきたいと思います。配布資料の下に別紙１枚ものを入れ

させていただいております。１枚ものの表だけ書いてあり、今回この「農地の利活

用の推進に向けた農業委員会活動について」のねらいや内容についてご説明させて

いただきます。 

はじめに、１つ目の項目として、農地の利活用の推進に向けた取組のスタートと

して実施した７月６日の農業委員会研修会の内容や、アンケート結果について情報

共有のための項目とさせていただきます。この部分は地区協議会での協議のねらい

にもつながるものですので、少し詳しく説明します。資料の下の二重の枠囲みの場

所をご覧ください。 

まず、研修会の内容については資料に記載している通りで、１として農地の利活

用につながる取組みに関する農政課長からの説明。２としてあっせん、再生利用等

の農地の利活用実例に関する委員の皆さまからの説明と情報共有。３として利活用
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が望ましいと感じている遊休農地に関する委員の皆さまからの報告と意見交換を行

いました。 

 次に、研修会後にいただいたアンケートでの問題点です。 

 まず、運営については、大雨等の厳しい状況であったこともあり、時間や会場設

定にも無理があって、資料の理解や十分な議論が出来なかったこと等、全般的な意

見が多くありましたが、その他、地区内の他の委員と問題点を共有することができ

た、地区別に時間をかけて話し合いをしながら意見を拾ってはどうか、もっと多く

の利活用の実例を聞かないと、いいアイデアを出すのは難しいといったご意見があ

りました。 

 また、アイデアとしては、将来の日本の農業の姿について考えていくべきである、

地域での取り組むためには、町内会や近所同士での協力が必要である、農地の利活

用のモデルケースがあればよい、農地の立地など条件を考慮し、農地として残す地

域と耕作放棄地として自然に返っても仕方ない地域に分けて利活用を推進する必要

がある、といったようなご意見がございました。 

 これら様々なご意見を踏まえ、事務局としては、今後の取組の進め方として、地

区協議会別に、引き続き利活用の推進について協議を行ってはどうか、また、「多様

な農地の利活用」について、地区ごとにモデル的に取り組みをしてはどうか、と考

えて、この度の地区協議会の議題として挙げているものです。 

 ２つ目の項目の、農地の多様な利活用の必要性等についてでは、国の方が農地の

利用の在り方を検討するために立ち上げた勉強会の資料がございますので、参考に

提供させていただきたいと思います。 

 また、３つ目の項目での広島市農業委員会の活動の現状と今後の取組についてで

は、本市農業委員会の活動の現状を確認し、今後の具体的な取組の進め方について

意見交換を行いたいと思います。 

地区協議会での「農地の利活用の推進」に向けた農業委員会活動については、以

上のとおりです。 

 

事務局（西村主事）  

続きまして、資料の１２ページ、資料５をご覧ください。 

令和２年９月の現地調査についてです。今月の許可案件の締切日は９月１５日です。

許可案件の現地調査の日程調整については、９月１５日の５時１５分から電話で調

整させていただきたいと思います。 

 現地調査の日程です。９月１６日、午前中を旧市、午後を安芸区で予定しており

ます。９月１７日、午前を可部・安佐地区、午後を白木・高陽地区で予定しており

ます。９月１８日、午前を安佐南区、午後を佐伯区で予定しておりますので、日程

の調整をよろしくお願いします。 
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議  長  

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、ご意見、ご質問等はございます

か。 

 

吉田委員  

先ほど事務局から説明いただきました資料で、資料４の９ページの「元気

なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金」は、私ども砂谷地区で

挑戦しようということで、今書類を作成しております。  

 

議  長  

 頑張っていただきたいと思います。 

これで令和２年第９回総会を終了しますが、その他全体的にありませんか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

次回の総会は、令和２年１０月５日（月）午後１時３０分から、会場は東

区役所３階第４・５会議室で行う予定です。よろしくお願いします。  

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苦労でございました。  

私事ではございますが、今週土曜日に料理対決の番組があり、ちょっと出

させていただきます。地場の野菜の普及促進ということで、狩留家の狩留家

なす、小河内地区のオクラ、祇園のパセリがありますが、白木は一応大長な

すがあり、中国新聞の一面にも掲載されて、ホテルのシェフが料理教室を開

いておられまして、なすびを使ったり、パセリを使ったり、オクラを使った

りして、地場産業の野菜を使った料理教室をされておられます。  

 以上でございます。どうもご苦労でございました。  

 

 

 

 


