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令和２年第１０回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年１０月５日（月）  開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後２時３５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  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（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  

８番  岩重  守        

 

６．議事録署名者  

１６番  山縣  由明   １７番  吉田 米治 

 

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 

（５）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について 
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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 
 

・広島市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱の承認について 
 

・その他 

（１）農業委員会だよりの取材依頼（令和３年冬号）について 
（２）令和２年第６回広島市議会定例会 農業関係質疑の要旨  
（３）令和２年度第４回地区協議会の日程等について 

   （農地の利活用について） 
（４）令和２年度農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック研修会の 

開催について 
（５）農業経済部お役立ち情報 
（６）令和２年１０月の現地調査日程について 
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議  事 
 

議  長（福島会長）  

 ただいまから、令和２年第１０回広島市農業委員会総会を開会いたします。 

 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出

席いただいております。安佐北区白木町市川の世羅推進委員、よろしくお願

いいたします。なお安佐南区の安古市担当の武内推進委員と沼田担当地区の

野稲推進委員は、本日は所用によりご欠席です。  

本日の欠席者は、８番、岩重委員の１名で、出席者が過半数に達しており、

会議は成立いたします。  

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。１６番、山縣委員、

１７番、吉田委員よろしくお願いいたします。  

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５件を上程

します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

事務局  

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５

件について説明します。   

議案の３ページをご覧ください。  

１番は、新規就農のため農地を借り受けるものです。水稲を作付けする旨

の営農計画書が提出されています。  

２番は、申請地の隣接地を所有する譲受人が、戦前から賃借していた申請

地を譲り受けるものです。  

３番及び４番は、経営規模拡大のため農地を譲り受けるものです。  

５番は、新規就農のため農地を譲り受けるもので、野菜を作付けする旨の

営農計画書が提出されています。本市域内の農地取得は初めてで、取得面積

が１ ,０００㎡以下ですが、他市町の農業委員会から耕作している旨の証明書

が交付されており、許可後の耕作面積は申請地と合わせて１ ,０００㎡以上と

なり、下限面積の要件を満たしております。  

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
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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、下谷委員。  

 

下谷委員  

 ９番の下谷です。  

１番の案件について９月１７日、佐藤委員、事務局職員２名と現地調査を

しました。維持管理されているので問題ないと思われ、異議はありません。  

 

議  長  

２番、沼田委員。  

 

沼田委員  

 １１番の沼田です。  

９月１７日に事務局職員と現地を調査いたしました。戦前からの賃借地を

購入する案件で、隣接地も譲受人の農地で問題ないと思います。  

 

議  長  

 ３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の事務局の説明通り、谷口委員と事務局等

で９月１７日に現況を調査しております。譲受人は、譲渡人から２、３回に

わたり農地を譲り受けており、今までも審議をしてもらっている人でござい

ます。元々は、今まで農地を全く持ってなかった人でしたが、最近はいろん
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な場所の農地を取得し、農業をやっておられます。立派な人でございますの

で、この案件も経営を拡大するためということでございますし、別段異議は

ございません。  

 

議  長  

 ４番、谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

９月１７日に河野信義委員、事務局職員とで現地に行ってきました。譲渡

人は相続により土地を取得されたのですが、耕作をする意思がなくて、誰か

農地を使っていただけないかと探してくださったところ、譲受人が規模拡大

のため名乗りをあげられました。非常に頑張っておられますので、問題ない

と思います。  

 

議  長  

 ５番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

９月１８日に児玉委員、事務局職員の４名で現地調査を行いました。譲渡

人がお父さんより相続で所有権を取得されましたが、遠方で管理が難しいと

いうことでございます。市内にお住いの譲受人が耕作したいということから、

近隣に知人が多いという事で、野菜などを作ろうと思って新規就農されると

いう事でございまして、大変良いことだと思っております。異議はございま

せん。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございませんか。  

 

（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せんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の５件を許可することに決定いたします。  

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

５件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

事務局  

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５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、農地改良に伴う一時転用事案で、２枚の田のうち、１ .３ m 低いほ

うの田を嵩上げし、一体的に利用して農作業の効率化を図るものです。この

工事については１ m を超える盛土をすることから、土砂堆積等の許可申請がさ

れており、許可見込みがあることを関係課に確認しています。一時転用期間

は令和３年６月３０日までとなっており、造成工事完了後は水稲を作付する

こととなっております。  

 ２番は宅地への転用事案で、既存の農業用の倉庫及び車庫の敷地について、

農地転用許可を受けようとするものです。  

 ３番は宅地への転用事案で、既存の農業用倉庫を改築し、農家住宅に用途

変更するものです。  

 ４番・５番は雑種地への転用事案で、貸資材置場等として利用しようとす

るものです。  

１番は農地の一時転用事案であり、農地への復元が確実であり、一時転用

期間も適切であると思われます。  

１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
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われます。  

なお、４番、５番の案件については、既に事前着工または転用済みとなっ

ておりますが、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、１番を除く４件は、農業委員会

会長名で許可することとなります。  

また、1 番の案件は、土砂堆積等の許可を確認し、農業委員会会長名で許可

することとなります。  

 以上で議案第２号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案の説明が終わりましたので、担当委員から意見をいただきます。  

１番、梶山正治委員。  

 

梶山委員  

 ６番の梶山です。  

９月１８日に事務局職員と調査をいたしました。先ほどの事務局からの説

明の通り農地改良という事で、特に問題はありません。  

 

議  長  

 ２番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

９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。すでに農業

用倉庫が建てられておりまして、今更特に新たに被害が生じるという事はな

いと思いますので、適当だと思います。  

 

議  長  

 ３番、４番、奥田委員。  

 

奥田委員  
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 １８番の奥田です。  

９月１８日に事務局２名と現地調査をいたしました。３番の申請人は、息

子さんが家を出ておられたのが地元に帰ってこられて、農業用倉庫であった

ものを住宅として使われるもので、問題はありません。  

４番は、先ほど事務局が言われましたように、現状はすでに貸駐車場とし

て使われておりますが、始末書を書かれているということで、今回新たに転

用の許可を申請されるもので、問題はないと思います。  

 

議  長  

 ５番、児玉委員。  

 

児玉委員  

 １９番の児玉です。  

９月１８日に事務局職員２名と現地を確認しました。ここの土地について

は、確認を取る前から造成工事に入っておられたので、途中で止めてもらっ

て、新たに申請をしてもらい、始末書を添付の上、許可申請となりました。

一応周りは休耕地で、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４件を許可することに決定いた

します。１番は、土砂堆積等の許可を確認し、農業委員会会長名で許可する

ことにいたします。  
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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。事務局から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番は宅地への転用事案で、金属加工業を営む法人が申請地を譲り受け、

保養施設として利用しようとするものです。  

２番は宅地への転用事案で、地域おこし協力隊員として活動している借受

人が申請地を借り受け、レジャー施設として利用するためのカヤックの倉庫

等を設置するものです。  

３番から６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。  

なお、４番の案件については、本年８月７日付で５条許可したものですが、

権利内容が所有権移転とすべきところ、地上権となっていたため、９月８日

付で取消願と新たな許可申請が提出されたものです。  

７番は宅地への転用事案で、河川改修事業により自宅が立ち退きとなるた

め、申請地を譲り受け、自宅を建築しようとするものです。  

８番は宅地への転用事案で、申請地を借り受け、家具工場及び倉庫を建築

しようとするものです。  

９番は雑種地への転用事案で、砕石業等を営む法人が申請地を譲り受け、

資材置場及び土砂置場として利用しようとするものです。  

１０番は雑種地への転用事案で、建設業を営む譲受人が申請地を隣接する

住宅とともに譲り受け、駐車場及び資材置場等として利用するものです。  

１１番は雑種地への転用事案で、不動産貸付業を営む法人が申請地を譲り

受け、近隣の法人が使用する貸重機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。  

３番、１０番、１１番の案件は、農振農用地でありましたが、農業振興地
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域の整備に関する法律に基づく第１２条公告が、３番については平成３０年

２月２１日付で、１０番・１１番については本年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。  

２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。  

５番を除く１０件の案件は、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。  

５番の案件は、転用面積が３，０００㎡を超えることから、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、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

 ２番の鍜治山です。  

８月２６日に事務局と現地調査を行いました。1 番について、ここは周りに

も農地は無く、他に影響はないので問題はないと思われます。  

２番については同じく２６日に現地調査いたしましたが、ここも周りの農

地の影響もないので問題ないと思います。  

 

議  長  

 ３番は岩重委員ですが、本日は欠席ですので、意見は己斐委員に伝えてい

るという事ですので、己斐委員お願いします。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

３番につきまして岩重委員が欠席されておりますので、私から意見を述べ
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させていただきます。平成２９年１０月１７日に事務局職員２名と岩重委員

とで、農振除外の案件で現地調査を行いました。地目は田ですが、現況はも

う休耕地となっておりまして、太陽光発電設備を設置することによる、近隣

の作物への影響もなく、問題はありません。  

 

議  長  

 ４番から７番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。４番から７番まで報告させていただきます。  

４番は令和２年７月１７日に事務局職員２名と現地の調査を行いました。

令和２年７月１５日の農振除外の申請が賃借権および地上権の設定による案

件でしたが、令和２年９月８日付けにより所有権を移転するとの申請変更と

なった案件です。現況は休耕地で自己保全されておりまして、問題はないと

思います。  

５番は、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。

○○の交差点から○○に入るルートがあるのですが、３ ,０００㎡と広く日当

たりもよく、太陽光発電設備の設置場所としては、売電目的で発電するのに

は最適な場所であると思われます。譲渡人は遠方に居住し農地の維持管理が

困難なことから譲渡することが最善の判断、譲受人においては、排水溝は必

要な場所に設置し周辺の農地の影響のないように整備するとのことでござい

ます。異義はありません。  

続きまして６番は同年９月１７日に事務局職員２名と現地調査を行ってお

ります。申請地は休耕田の北側に、約○○㎡の宅地があり、合わせて約○○

㎡の所有面積に太陽光発電設備を設置する案件です。転用による他の耕作地

に影響は及ぶことはないと思います。  

７番も同年９月１７日に事務局職員２名と現地調査を行いました。譲受人

は河川被害復旧助成事業により自宅の土地建物が収用されるため、収用残地

と現地農地を合わせて居住用の住宅を建てる目的で、隣接する農地を転用す

る案件でございます。譲渡人においては農地面積が減ることにより、耕作の

効率が悪くなるため手放すことにしたものでございます。以上問題はござい

ません。  



１２ 

 

議  長  

 ８番、河野信義委員。  

 

河野 (信 )委員  

 １３番の河野です。  

８番は、９月１７日に現地を事務局職員と一緒に調査しております。この

件につきましては賃借権で工場並びに倉庫を建てるということでございまし

て、特別私が思うには異議はございません。  

 

議  長  

 ９番、谷口委員。  

 

谷口委員  

 １４番の谷口です。  

９月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。現地は、○○に採石場

があるのですが、この採石場に隣接しておりまして、里道はあるのですが採

石場を通らなければ現地へ行かれないというような非常に便利の悪い所でご

ざいます。この度譲受人が資材置き場としての所有権の移転を行うもので、

周囲に農地もなく、問題はないと思います。  

 

議  長  

 １０番は吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

本件は令和元年１２月１８日に農振除外案件として、事務局２名と現地調

査をすでに終えていたものでございます。転用の理由は譲受人が事業をされ

ておりまして、資材を置きたい、あるいは車を駐車したいという事から、農

地を求められるものでありまして、隣にはその方の住宅が隣接しているとい

うことでございまして、適正であると考えます。  

 



１３ 

議  長  

 １１番、奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番の奥田です。  

９月１８日に事務局職員２名と現地調査をいたしました。現地は県道に面

した休耕田で、隣接する土地も資材置場であり、隣にまた宅地がありますが

少し離れているということで、現状を見る限りは問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑はございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようですが、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５番を除く１０件を許可することに決定い

たします。５番は、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会長名で許可することとします。  

続きまして、議案第４号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」に

ついて、１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

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
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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７ページをご覧ください。  

今回、１件の申請があり、その内容につきましては議案に記載していると

おりです。  

この申請につきましては、先ほど申し上げました①～③の要件を満たして

いることを確認しており、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受け

る農地に該当します。  

以上で議案第４号の説明を終わります。  

 

議  長  

 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。山本委員、お願いします。  

 

山本委員  

 ４番の山本です。  

９月１６日に事務局職員と現地調査をいたしました。相続人は野菜、果樹、

水稲を作っておられました。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、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）  



１５ 

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の１件を、適格者として証明することに  決

定します。  

続きまして、議案第５号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」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。  

 

西村主事  

議案第５号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の３件について説明

します。  

令和２年９月１５日付けで、広島市長より農業経営基盤強化促進法に基づ

く農業経営改善計画の認定審査にあたり、意見聴取の依頼がありました。  

この計画認定にあたっては、農林水産省経営局長通知による「農業経営基

盤強化促進法の基本要綱」に基づき、「市町村は、農業者等専門的な知識を有

する者から意見を聴取することができる。」とされており、農業委員会の意見

を求めてきたものです。  

認定を受けるための要件は、３点あります。  

第１点が、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が策定した基本構想の経

営指標に照らして適切であること。  

第２点が、目標を達成することが確実であると見込まれること。  

第３点が、農用地の効率的、総合的な利用を図る内容となっていること。  

となっています。  

なお、御存じのとおり、農業委員会法第８条の規定により、農業委員は、

認定農業者が過半数を占めるようにしなければならないとされております。  

それでは、議案の８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、別冊をご覧ください。  

１番の法人は、平成１８年に設立され、現在、水耕施設では、サラダ用の

ホウレンソウ、ミズナ、ルッコラを、ハウスでは、ホウレンソウ、エダマメ、

広島菜を栽培しています。今後は、生産段階に合わせた液肥の調合による、

サラダ野菜の生産量の増加、移植機の導入による作業時間の短縮とホウレン

ソウの秀品率の向上、適期作付けによるエダマメの秀品率の向上に取り組む



１６ 

とともに、直接契約の継続により、取引単価の安定化を図ることで、１人当

たりの年間の就労時間〇〇時間、法人所得〇〇万円を目指す計画を立ててお

ります。今年６月に認定の更新予定でしたが、事情により辞退をされており、

今回改めて新規で認定を受けるものです。  

２番の法人は、平成２２年に設立され、露地で水稲、麦、スイートコーン

等の野菜、ブルーベリー等の果樹を栽培しています。今後は、米のブランド

化や、高付加価値の作物生産に取り組むとともに、所得率の向上を図ること

で、土壌改良や機械導入等により生産性を高め、年間の１人当たりの就労時

間〇〇時間、法人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。  

３番の申請者は、ハウスでコマツナ、露地でホウレンソウ、キュウリ、ミ

ズナの栽培を行っています。今後は、ホウレンソウ、キュウリの作付面積を

増やし収益の向上を図るとともに、役割分担を明確にすることで収穫・調整

作業の効率化を図ることで、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５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、担当の推進委員のご意見をお伺いしま

す。  

１番の担当の委員は武内推進委員ですが、本日はご欠席ですので、意見は

溝口委員からお願いします。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口です。  

１０月３日に武内推進委員と一緒に現地を確認いたしました。申請人とも

お話させてもらいまして、一応法人にはしておりますが、ほとんど家族経営

ということで、申請人も真面目にやっておりますので問題ないと思います。  

 

議  長  

２番の担当の委員は野稲推進委員ですが、本日はご欠席ですので意見は伊

藤委員からお願いします。  



１７ 

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

９月３０日に野稲推進委員と一緒に現地の事務所を訪問しました。対応し

てくれたのが代表理事と理事で、４人でいろいろ意見を伺いました。  

この法人は設立されて１０年が経過していまして、利益を上げるという目

的でも主に地域の維持をなんとかしてやっていこうという、いわゆる集落法

人です。地区のほとんどの人がこの法人に関わっていまして、組合員は〇〇

名ですが、準組合員というのが正式にはないのでしょうけど、組合員の家族

であるとか、非農家の方も一緒になって、全部で〇〇名だと言っていました

が、地域の維持のために汗を流す、そういう議決権のない人も一緒になって

やっておられるそうです。理事が９名、監査２人ということで役員の平均年

齢は〇〇歳。どこでも一緒ですが皆高齢化で、常勤が１人です。本当は最低

２人くらい欲しいのだけど、その経費が出せないということで当面は１人の

ままで、あとは役員が手を貸すとかでやっていかなければしょうがないと言

っていました。ということで規模拡大もなかなか多くは望めないような様子

です。  

それで、議案にも書いてありますように高付加価値のある作物を、何とか

知恵を出して、ニンニクとかの栽培に取り組んでおられるようであります。

ちょうど我々の地元に三つの農事組合法人がありますので、連携できるとこ

ろは連携をしてやっていきたいというようなことを言われました。  

 

議  長  

３番、世羅推進委員。  

 

世羅推進委員  

 安佐北区白木町の秋山と市川を担当しております農地利用最適化推進委員

の世羅でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。  

１０月 1 日に己斐農業委員とともに申請人にお話を伺いました。申請人の

農園は、現在、常時雇用の方３人と申請人と４人で経営されており、ビニー

ルハウスでコマツナ、ホウレンソウ、露地で、ホウレンソウ、オクラ、キュ

ウリを栽培して、契約栽培で○○へ出荷されております。農地は白木町○○
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と可部の○○の２か所にあり、現在〇〇アールで経営されております。農園

を始めて１４、５年になるそうです。  

モットーは品質重視と言われていて、良い野菜を作るには、土づくりを長

年養って得た勘と、状況に応じて土にコンスタントに栄養を補給することを

心掛けておられます。農園仲間が〇〇名でグループを作られて、質の高い野

菜作りを目指して、情報の交換をしながら、同じ品種が重なることがないよ

うに調整して育て、供給先に出荷されております。  

経営改善計画では、雇用者の役割分担の他に、より作業を効率的に行い、

きゅうりとホウレンソウの作付面積を増やし、収益を上げることを挙げられ

ております。地元としましても申請人を応援しており、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の変更については問題ないと

思います。  

 

議  長  

己斐委員、その他意見はございますか。  

 

己斐委員  

 申請者も、先ほど世羅推進委員から意見がありましたように、かれこれ１

４～１５年経営されておりまして、やはりバックボーンが〇〇との契約とい

うのが、強いのですが、この度ホウレンソウとキュウリをもって、露地の栽

培を増やして収益を上げていくという計画となっています。ちょっと露地と

いうのが厳しいなあという気もせんでもないのですが、ハウスであれば順調

な推移をたどるかなと思いますが、露地栽培ですので、寒さや天候不順等々

を気にはしておりますが、申請者自身がやる気になって頑張っておられます

ので、陰ながら応援したいということでございます。  

 

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  
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意見がないようですが、「意見なし」と、市長に回答することでよろしいで

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３件を、「意見なし」と、市長に回答するこ

とに決定します。  

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６号の専決処理について、８６件を一括して報告します。

事務局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１７ぺ

ージから２０ページの２７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２１ページから３３ページの６４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３４ページ、３５ページの１０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  

３６ページ、３７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３８ページの１件、報告第６号、農地転用

届出３９ページ、４０ページの１０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  



２０ 

事務局から説明がありました報告第１号から第６号について何か質問がご

ざいますか。ございませんか。  

 

              （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の議案第６号、「広島市農業委員会農地利用最適化推進委

員の委嘱の承認」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 

議案第６号、広島市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱の承認について説

明します。  

令和２年第７回総会において、早副和剛推進委員の辞任について同意することが

決定され、その後、８月中旬から９月中旬の約１か月間、欠員募集を行いました。 

それでは、お手元にお配りしています議案第６号の１ページをご覧ください。 

候補者の詳細については、２ページの候補者一覧をご覧ください。 

農地利用最適化推進委員の申込状況について、欠員募集人数１人に対し、２人の

申込がありました。 

定数を超えて申込があったことから、９月２９日に選考委員会による面接を実施

し、農地利用最適化推進委員の候補者として下土井武文さんを選考したものです。 

なお、本日、ご承認をいただいた後、下土井武文さんが、農地利用最適化推進委

員に委嘱するまでの間に、事故その他の事由により、委嘱することができない状況

となった場合は、次点者の方を繰り上げることとするものです。 

なお、議案第６号は個人情報が含まれていますので、総会終了後に回収させてい

ただきます。 

以上で、議案第６号の説明を終わります。 

 

議  長  

ただいまの説明について、意見、質問はございますか。  

 

            （委員：意見なし） 

 

伊藤委員 

 下土井さんは、私は６０年くらい前から知っていますが、次点者の住所は〇〇と

なっていますが、この担当地区の状況については、問題がないのでしょうか。 



２１ 

 

議 長 

 あまり担当地区のことはわかってらっしゃらなかったようです。 

 

伊藤委員 

 それで大丈夫なのですかね。 

 

議 長 

面接した時点で担当地区については伝えて、次点の点数は満たしたので、次点の

候補者とすることにしたものです。基準点はクリアしているので、問題はないです。 

 

事務局 

募集案内の２ページの欄の下の所に書いてありますように、募集している担当地

区は安佐北区可部地区の亀山、亀山南、可部町大字綾ケ谷、大毛寺、今井田、勝木

で１人募集しますと案内をしており、応募する人はどなたでも拒むことはなく、ど

なたが応募してもいいのです。ただ、推進委員の業務は、土地勘がないと活動を適

切に行うことができないため、業務への識見等について審査することになります。 

 

議 長 

よろしいですか。 

 

伊藤委員 

ない。 

 

沼田委員 

総会が始まる前に事務局に質問をさせていただいたのですが、これは、誰がどこ

へ立候補しても受け付けるというように広島市の規定でそうなっているわけですか。 

 

議 長 

拒否することはできないです。 

 

沼田委員 

ですから、だれがどこへ立候補してもいいですよということになっているという

ことが、問題があるのではないかなと思うのです。農業委員会として一緒に推進委

員とその担当地域を見ていこうとしたときに、調査区域がよく分からない人が１か

ら１０まで聞いてこられても、なかなか仕事が進まないなどの問題が出ないかと思

うのですが、どうでしょうか。   



２２ 

 

議 長 

あるでしょうね。 

 

沼田委員 

そうすると、担当する地域ないし区に限定するか、この度は亀山なので、可部地

区とか地域を絞って募集できませんか。安佐北区に住んでいる我々も、佐伯区の道

を知らないことはないですが、字までの地名を言われるとよくわかりませんよね。 

だから、推進委員と農業委員がお互いに理解し合いながら調査をやるということ

において、担当する地域の方に受付を限定になるとかどうかそういうことはできな

いのでしょうか。 

 

事務局 

農業委員会法に基づいて募集をしておりまして、地区外に居住している人は応募

してはいけないということが記載されていないので、法律上は誰でも申し込みがで

き、募集する方は申し込みを受けなければいけないとなっております。 

それは事務局としても悩ましいところであります。この人は地区外で全然地区の

事が分かっていなくても、法律上は、その事を理由に拒否できないので、どなたで

も受けますということになっております。全国どこの農業委員会でも、このような

事例はあると思いますので、いろいろ機会あるごとに国や全国農業会議に意見を上

げていきたいと思います。 

 

沼田委員 

広島市の意見ではなくて、国の法律で決まっているという事ですか。 

 

議 長 

そうです。同様に、農業委員も申し込みがあればどこの地区も関係なしに受け付

けることになります。推進委員と同様です。今後法律を変えてもらわないと地域を

限定して募集することはできないと確認しています。 

 

伊藤委員 

他地区に住んでいる方では推進委員の活動は実際にはできませんよね。 

 

沼田委員 

現実的にね。 

 

議 長 
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地区内の居住者でなければ、現実的には不可能に近いのですが、やはり申し込む

人はいらっしゃるのです。前回の農業委員や推進委員の改選にしても、地区外から

の申込者がいらっしゃいました。 

 

大畦事務局長  

今、ご指摘いただいた通りだと思います。私も今回の選考面接の前に気に

なったので確認しました。今回は補欠の選考ということでもあり、１回目の

最初に選ばれた時の地区割をそのまま採用したのですが、今後の課題だろう

と思います。現地の分からない方がいろんな調査を行うというのはかなり厳

しいと思いますので、面接の時の点数の配分などで改善ができないかという

事を次回までに検討していきたいと思います。  

 

議 長 

沼田委員、よろしいですか。このような規定なので、農業委員会ではどうにもな

らないそうなのです。 

 

沼田委員 

はい。 

 

議 長 

それではその他ございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

意見がないようですが、下土井武文候補者を農地利用最適化推進委員として承認

することとし、下土井さんが推進委員に委嘱するまでの間に、事故その他の事由に

より、委嘱することができない状況となった場合は、次点者を繰り上げることとし、

案のとおり決定することとしてよいでしょうか。 

 

              （委員：異議なし） 

 

議 長 

異議なしとのことでございますので、そのように決定させていただきます。 

続きまして、議事日程６の「その他」事項に入ります。 

事務局から説明をお願いします。 
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事務局（西村主事） 

農業委員会だより令和３年冬号の１面記事について、説明します。 

 １ページの資料１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３年冬号で、担当地区は安佐北区の可部地区になります。３年前

は、安佐北区の安佐地区に担当していただきましたので、今回は可部地区に担当し

ていただくことになります。安佐北区可部地区の農業委員・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１１月２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。 

 

事務局次長 

続きまして、９月１１日から２５日まで開催された令和２年第６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。  

今回の総会から、質疑の要旨に関する資料を配布資料としてお配りしております。

配布資料の３ページ資料２に資料がございますのでご覧いただきながら聞いてくだ

さい。 

１６日の一般質問において、安佐北区の西田議員から、生産緑地制度の進捗状況

等に関する質問がありました。これに対し、制度を所管する都市整備局長から、都

市計画協力団体であるＪＡ広島市とＪＡ安芸が、今年６月まで生産緑地指定希望農

地の募集を行い、８月に計３２地区、面積５．８ヘクタールの都市計画提案があっ

たこと、今後は、関係機関との協議、案の縦覧ののち、都市計画審議会へ諮る予定

であること、指定後は、関係機関と協議しながら、緑地や防災、農業と触れ合う場

などの多面的な機能を発揮することで、都市と農業が共生したまちづくりを推進し

ていきたいなどの答弁がありました。  

また、１７日の一般質問において、安佐南区の藤井議員から、「有機農業の推進と

学校給食について」の質問の中で、広島市が有機農業育成推進の立場に立つべきで

はないかとの質問がありました。これに対し、経済観光局長から、有機農業は、病

害虫による品質や収量の低下、生産コストの増加などの課題があって技術の難易度

が非常に高く、本市で採用する農家はほとんどないこと、化学肥料や農薬の使用を

低減する農家のエコファーマーとしての認定等により、安全・安心な農産物の生産

を進めていくなどの答弁がありました。  



２５ 

また、１８日の一般質問において、西区の田中議員から、SDGs のエシカル消費、

これは、消費者が、地球環境や社会に配慮した商品やサービスの購入を進めること

で、生産・消費のパターンを変え、持続可能な社会をつくっていこう、といった意

味のようですが、そのエシカル消費の一つである地産地消の推進のため、「ひろしま

地産地消の日」を制定して、広島の農産物、水産物の消費拡大に取り組んではどう

かとの質問がありました。これに対し，経済観光局長から、まずは毎月１９日の「わ

食の日」での地産地消のアピール等に取り組んだうえで、「ひろしま地産地消の日」

の制定を含め、今後必要な取組を検討したいとの答弁がありました。  

また、２４日の常任委員会では、安佐北区の木島委員から「営農指導体制につい

て」として、ウンカによる水稲の被害の拡大などを背景に、営農指導体制の現状に

対する懸念も含めまして、質問がありました。  

概要としては、このたびのウンカ発生への対応において、ＪＡの広報誌による注

意喚起の時期が遅かったこと、ＪＡが休みのため休日に必要な薬剤が入手できなか

ったことなどの問題が起こったというようにおっしゃいまして、以前に比べて農事

研究会は野菜が中心で、米作りに関する専門的な指導体制が弱くなっているのでは

ないかとの懸念を述べられたうえで、生産区長の活用も考えてはどうかとの質問が

ありました。これに対し、農政課長から、生産区長を通じた情報提供など、より良

い周知方法を検討するとの答弁がありました。  

また、２番目の項目ですが、この質問に関連して、農業委員会の意見書に関する

質問がありました。これは、平成２８年度の制度改革で、農業委員の選任が、選挙

制から市長の任命制になったことで、農業委員会から提出される意見書が、農家の

意見を踏まえたものになっていないのではないかとの趣旨から、市に対し、最近の

意見書の内容等に関する質問があったものです。これに対し、農政課長から、最近

の意見書の項目と、意見書を踏まえて営農指導体制の強化等に努めている旨を答弁

しましたが、木島委員からは、意見書の中身が「農業の現場をこのようにしたい」

といった具体的なものになっていないのではないかとの発言がありました。  

議会には私も事務局長も出席しておりましたが、市の見解を聞きたいとの委員の

意向もあって、農業委員会から答弁する機会はなく、意見書が農家の意向を踏まえ

たものかどうかといった議論にはなりませんでした。事務局としては、農家の代表

としての面も持つ農業委員、農地利用最適化推進委員の皆さんの意見を踏まえ、農

業現場の実態に応じた意見書の作成を進めてきたと考えております。来年度以降も

引き続き、より効果的な意見書となるよう、委員の皆様方の協力をお願いしたいと

思います。  

最後に木島委員から、２年前の豪雨災害で被災した小河原養鶏場に通ずる橋の復

旧の見通しについても質問がありました。農林整備課長から、８月に業者が決まり、

９月にも工事着手予定である旨答弁がありました。木島委員からは、県に言うべき

ことを言いながら、災害復旧を早急に進めてほしいとの要望がありました。  



２６ 

 

事務局（森下技師）  

 続きまして、配布資料の４ページをご覧ください。資料３の令和２年度第

４回地区協議会開催日程（案）についてです。令和２年１１月６日から１１

月１３日までで予定しております。  

旧市地区協議会は１１月１３日の１０時から、安佐南区地区協議会は１１月１１

日の３時半からで、会議後に懇親会を予定しております。  

白木、高陽地区が１１月６日午後２時から、可部、安佐地区が１１月１２日の１

０時から、安芸区が１１月６日の１０時から、佐伯区が１１月９日の１０時からで

す。 

内容は、遊休農地について、認定農業者との意見交換会開催について、管内のあ

っせん農地等について、農地の多様な利活用について、その他の事を予定しており

ます。 

その中で、農地の多様な利活用について、９月の地区協議会でも協議をさせてい

ただきましたのでその結果について報告いたします。  

配布資料の予定日をご覧ください。  

「農地の利活用の推進」に向けた農業委員会活動についてです。まず、９月の地

区協議会での実施内容について、７月に行った研修会の内容をアンケート結果につ

いて情報共有を行い、国の動向や市の現状についての説明をさせていただいた後に、

各地区で今後の農地の利活用についての意見交換を行いました。その中で各地区で

出ました意見をこちらにまとめさせていただいております。最初に新たな取り組み

のアイデア等について読ませていただきます。  

・家を探す際に、町内会で情報を教えてもらえるように、農地を活用したいときに、

農地の情報があるといい。（旧市）  

・農業経験がない農地の相続人向けに農業セミナー等ができないか。（旧市）  

・「半農半Ⅹ」を希望する人には下限面積の 1,000 ㎡では大きすぎるのではないか。

１畝や２畝程度の面積での活用方法を考えていくべきではないか。（旧市）  

・町内会単位等での体験農園ができないか。直接その人を知らなくても、間接的な

知り合いであれば、受け入れる側の心配も少なくなるのでは。農園利用方式で、体

験料としてお金をもらう方法も考えられる。（旧市）  

・耕作地と居住地が異なるスローライフ生等のため、直売所等が、道路の通行止め

等の生活情報が得られる地域の集まりの場になればよい。（旧市）  

・地権者が複数に渡る遊休農地解消の取組は、町内会単位で動く雰囲気を作れば、

やりやすいのではないか。（安佐南区）  

・矢野のような道路が狭い地域で、市民菜園を開くには駐車場が欠かせない。（安芸

区） 

・高齢者ポイント制度を農業に従事した方に適用してはどうか。市民農園では、高
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齢者いきいき活動ポイント事業を利用しており、グループ利用の場合などで利用で

きる。（安芸区）  

・農地の利活用は、地域の人だけで考えるのは難しく、コーディネーターが必要で

あると思う。（佐伯区）  

・農地の活用を希望する企業や福祉事業者などの情報をＪＡ等から提供できる仕組

みがほしい（佐伯区） 

・モデルケースを作るためにも、次回の地区協議会では具体的な話を行っていきた

い。（安佐南区）  

・農地全てを地区協で把握するのは難しいので、何ができるのか、何をしていくの

かを項目や地域を絞って検討していく方が良いのではないか。（安佐・可部地区）  

・優良農地以外の農地は、専業ではなく、サラリーマン農家などによる利活用を考

えた方がよいと思う。自分は昨年新たに水田を借りて稲作を始めたが、合計でも年

間２０時間くらいの労働時間で行うことができた。そんな利活用方法も考えればよ

いと思う。（安佐・可部地区）  

 などの意見が出ました。また具体的に各地区で行っている取り組み事例等につい

てもまとめております。  

・稲作農家の農地の一部を子ども会で借りて、町内会とともに米や野菜を栽培して

いる。米は有料で買い取ってもらっている。（旧市）  

・昨年、東区福木で「いもづくり体験」を開催し、４０名が参加した。（旧市）  

・学校側としては、コロナの影響があっても、三密防止対策をしたうえで農業体験

をやりたいという思いがあるようである。（旧市）  

・コロナ渦で外出機会をもつためか、市民菜園への申込が増えている。（旧市）  

・戸山地区では、町づくり委員会を立ち上げ、農業の担い手について話をした。ア

ンケートを取っても見たが、体制を作るのは難しい。遊休農地も、まばらに出てく

るので、地域で取り組むのも難しく、モデルケースに取り組もうとも話をしてみた

が、うまく進んではいない。（安佐南区）  

・社員に 1 反ずつ農地を持たせたいとの会社がある。この話が成功し、追随する会

社が出てくれば遊休農地の解消が進むのでは。（安佐南区）  

・ヒマワリを一面植えている方がいる。道路沿いなので、写真を撮って行く人もい

る。景観だけでなく、緑肥としても使われている。（安芸区）  

 などの具体的な例も出てきました。そんな中課題についても意見があったので紹

介させていただきます。  

・市外居住の地権者の増加や、ソーラーパネルの点在により、まとまった農地のあ

っせんや、ほ場整備が難しい。また、トラクターが入らないような農地だと借りる

条件にも入ってこない。（安佐南区）  

・自分の周りにも、３人ぐらい離農したい人がいる。農機が壊れたらそのまま辞め

るだろうし、自分もそうなると思う。草刈りでさえも、請負う会社が高齢化し、依
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頼を断ることが増えている。（白木・高陽地区）  

・過疎化が進み、米を作っても割に合わない時代では、担い手捜しは難しい。小手

先の対策を行うのではなく、国が今後の方向を示し、農業を維持していくための補

助金を入れることに注力していかないと、個人で農地を守っていくのは難しい。（白

木・高陽地区）  

・隣接の山が放棄され、ほ場整備済の農地が日陰となって利用不可能となっている

農地がある。一体で考える必要がある。（佐伯区）  

 などのご意見がありました。これら各地区協議会の皆様のご意見を踏まえて１１

月の地区協議会で、また農地の多様な利活用に向けての取り組み内容を検討したい

と思います。  

資料３については以上です。  

 続きまして、配布資料７ページ資料４をご覧ください。  

令和２年度農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック研修会の開催要領について

です。今年は農業委員会の最重点課題である担い手の農地集積、遊休農地の発生防

止、新規参入の農地の利用の最適化をするために毎年行われている研修会が今年も

開催予定です。１１月４日の１時からが広島市が対象となっている研修会でござい

ます。出欠について１０月１６日までに農業委員会事務局へ電話、FAX、メール等

でお知らせいただきたいと思います。  

 続きまして、配布資料の９ページ資料５をご覧ください。「営農経済部お役立ち情

報」、こちらは JA 広島市のほうから情報提供がありましたので、載せさせていただ

いております。トビイロウンカの被害があった収穫後の農地についての説明につい

て書いてあります。一応トビイロウンカは日本では越冬できないので、来年までほ

場にそのまま残るということはございませんので、坪枯れで被害にあった稲も刈り

取ってしまって、通常通り稲わらを土壌にすき込むという処理をしていただければ

よいと思います。こちらもまた情報提供等にご活用いただきたいと思います。  

 

事務局（西村主事） 

続いて資料１０ページの資料６です。  

今月の許可案件の締め切りは１０月１５日となっております。調査日の調整は１

５日の夕方５時１５分から６時に日程調整をさせていただきます。  

現地調査日程は、１６日の午前が旧市、午後が安芸区を予定しています。  

１０月１９日の午前が安佐北区の可部・安佐地区、午後が白木・高陽地区を予定

しております。  

１０月２０日の午前が安佐南区、午後が佐伯区を予定していますので日程調整の

方をよろしくお願いいたします。  

 

議 長 



２９ 

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質疑が、ございますか。 

 

   （委員：意見なし） 

 

議 長 

それではこれで令和２年第１０回総会を終了いたします。 

 次回の総会は、令和２年１１月５日午後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。よろしくお願いいたします。  

 それでは、鍜治山会長職務代理者に閉会のあいさつをお願いします。  

 

鍜治山会長職務代理者  

 皆さん大変お疲れ様でした。１０月２８日に市長に意見書を提出という事

で、出席される皆さんには、追って通知があると思いますので、よろしくお

願いいたします。  


