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令和２年第１１回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年１１月５日（木）  開会 午後１時３０分 

                      閉会 午後３時３０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  １５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 欠席 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 欠席 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 欠席 

１９ 児玉 一成  

 

５．欠席委員 

５番 溝口 憲幸、８番 岩重 守、１０番 佐藤 和夫、１８番 奥田 一成 

 

６．議事録署名者 

１９番 児玉 一成   ２番 鍜治山 正照 

 

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）民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格証明申請について 

（４）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 



２ 

 

（５）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 

（６）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）特定農地貸付けの承認の取消の専決処理について 

（７）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 

 

・農政に係る審議事項 

（１）遊休農地について 

（２）広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交換会について 

 

・その他 

（１）令和３年度市長意見書の提出・議長要請結果報告について 

  



３ 

 

議  事 

 

議 長（福島会長） 

先月２８日に、市長と議長に意見書を提出してまいりました。出席した委

員さんは、ご苦労様でした。 

この件につきましては、また、後程説明させていただきます。 

また、今回、市民と市政の秋号に溝口委員が出ております。参考に見てい

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１１回広島市農業委員会総会を開会

します。 

本日の欠席者は、５番 溝口委員、８番 岩重委員、１０番 佐藤委員、 

１８番 奥田委員の４名ですが、出席者が過半数に達しており、会議は成立し

ます。 

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。 

１９番、児玉委員、２番、鍜治山正照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」についてですが、５番

は山縣委員に関する案件です。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５番を除く１１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条の許可申請のうち議

案番号５番を除く１１件について説明します。 

議案の３ページから５ページをご覧ください。 

１番は、譲受人が耕作を行っている申請地が譲渡人との共有地であり、安定的な 

耕作の継続を図るため、譲渡人の持分全部を譲り受け、譲受人の単有とするもので

す。 

２番及び１２番は、父から子へ経営移譲するものです。 

３番、４番、６番及び１１番は、経営規模拡大のため農地を譲り受けるものです。 

７番から１０番は貨物運送業を営む譲受人が、新規就農のため、解除条件付賃借

権を設定するものです。キャベツ・白菜・根菜類・葉菜類等の少量多品目を栽培す

る旨の営農計画書が添付されています。なお申請書に障害福祉サービス事業との連

携を予定している旨の記載があります。 



４ 

 

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。 

また、７番から１０番については、同条第３項各号に規定する、解除条件付き貸

借に係る要件を満たしていることを添付書類により確認済みです。 

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号のうち議案番号５番を除く１１件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番は私です。先ほど説明があったように相続により、共有となった農地

を１人が農業をしないということで譲り受けるもので、問題はないと思いま

す。 

２番は、梶山正治委員。 

 

梶山委員 

６番の梶山です。事務局は１０月２０日に現地へ行かれ、伊藤委員と私は

所用で行かれなかったのですが、１０月２２日に農地所有者と会い、現地を

見させていただきました。問題はないと思います。 

 

議 長 

３番、己斐委員。 

 

己斐委員 

３番、己斐です。１０月１９日に私と下谷委員と事務局職員２名とで現地

調査を行いました。登記地目は畑で、調査時点では防草シートがかかってお

りましたが、譲受人は近所に住んでおり、自家用野菜の栽培に都合がいいと

いうことで、受けることとしたということです。譲受人は高齢ではあるが、

子２人といっしょに水稲等の栽培をされており、問題はないと思います。 

 

議 長 

４番、沖田委員。 

 

沖田委員 

１２番、沖田です。譲受人は申請地を取得し、今後は野菜等を作付すると

いうことで、問題はありません。 



５ 

 

 

議 長 

６番から１１番、吉田委員。 

 

吉田委員 

１７番、吉田です。６番は１０月２０日に奥田委員、事務局２名と現地調

査をしました。譲渡人は高齢であり、近隣の方が規模拡大のために購入する

ということで異議はございません。 

７番から１０番は一括で申し上げます。１０月２０日に奥田委員、事務局

２名と現地調査をしました。本件は市より照会があった案件で、私が事業者

と農地所有者との交渉にあたりました。運送業を営む法人が新事業として、

就労継続支援Ｂ型事業を発足するということで、休耕地４名、７筆、５６アールの

農地を借り受けるという案件で問題はありません。 

１１番も１０月２０日に現地を確認しました。町外在住の譲渡人は、後継者もい

ないことから譲ることとなったということで、譲受人は町内でいろいろな農事業を

されており、異議はございません。 

 

議 長 

１２番は奥田委員ですが、本日は欠席ですので、児玉委員にお願いします。 

 

児玉委員 

１９番、児玉です。１０月２０日に奥田委員、事務局２名と現地確認しま

した。譲渡人が子へ経営移譲する案件で、水稲を作っており、今後も水稲を

継続するということで問題はありません。 

 

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すか。 

 

            （委員：異議なし） 

 

議 長 

異議がないので、議案第１号の５番を除く１１件を許可することに決定し



６ 

 

ます。 

続いて、議案第１号の議案番号５番の案件に入ります。 

山縣委員は退席をお願いします。 

 

             （山縣委員 退席） 

 

議 長 

それでは、議案第１号の議案番号５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条の許可申請の議案番

号５番について説明します。 

議案の３ページをご覧ください。 

５番は、経営規模拡大のため農地を譲り受けるものです。 

本件につきましては、先ほどご説明しましたとおり、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。 

本件は、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。 

以上で議案番号５番の説明を終わります。 

 

議 長 

議案第１号の議案番号５番について、担当委員の河野芳徳委員に意見をお

願いします。 

 

河野芳徳委員 

１５番の河野です。１０月１６日に山本委員、事務局職員２名と現地調査

しました。譲渡人と譲受人の関係は兄弟であり、経営規模拡大のために譲ら

れる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。 

 

            （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。 

 



７ 

 

            （委員：異議なし） 

 

議 長 

異議がないので、議案第１号の５番を許可することに決定します。山縣委

員の着席をお願いします。 

 

（山縣委員着席） 

 

議 長 

山縣委員、議案第１号の議案番号５番について、許可された事をご報告いた

します。 

続きまして、議案第２号、「農地法第５条の規定による許可申請」について

９件を上程します。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（西村主事） 

議案第２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９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、２番は、雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、貸資材置場、貸駐車

場として利用しようとするものです。 

３番、４番は、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、宅地拡張、駐車場とし

て利用しようとするものです。４番については、譲受人が家具の製作を行っている

ことから、材料となる原木を置く場所としても利用しようとするものです。 

５番、６番は、雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、社用車、業務用車両

の駐車場として利用しようとするものです。 

７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。 

８番、９番は、宅地への転用事案で、申請地を借り受け、住宅として利用しよう

とするものです。 

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。 

７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、１行目の申請地については本年２月２７日付で、２行目の

申請地については本年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。 



８ 

 

以上の案件は、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２号の説明を終わります。 

 

議 長 

議案第２号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。 

１番、２番、山本委員。 

 

山本委員 

４番の山本です。議案番号１番、２番について説明させいただきます。１

０月１６日に事務局職員と現地調査しました。休耕中の農地を譲受人が取得

し、貸資材置場・貸駐車場として使用するとのことです。近隣の土地は資材

置場や駐車場が増え、近隣の農地も休耕中です。転用に伴い、近隣農地への

影響はないと思われます。 

 

議 長 

３番から６番、河野信義委員。 

 

河野信義委員 

１３番の河野です。３番・４番につきましては、宅地申請となっています

が、駐車場として利用するもので問題はないと思います。５番は駐車場、６

番は大型車の駐車場として利用されるもので、問題はないと思います。 

 

議 長 

７番、谷口委員。 

 

奥田委員 

１４番の谷口です。７番の案件につきましては、Ａの申請地は令和元年１

０月１７日、Ｂの申請地は令和２年３月１７日に事務局職員とで調査を行い

ました。現地は、不在地主のため、管理ができず荒れておりましたが、当初

はＡで太陽光発電設備を設置するという話が進んでいたが、Ｂを含めた計画

となったものです。周囲に影響がございませんので問題ないと思います。 

 

議 長 

８番、山縣委員。 

 



９ 

 

奥田委員 

１６番の山縣です。８番について説明いたします。この件につきましては

本年１０月１６日に事務局職員２名と河野芳徳委員と山本委員で現地調査を

行い、私は所用のため、同日あとから現地調査しました。現地は農地として

管理されている、県道に沿った土地です。子が自己住宅を建築し、使用貸借

権を設定するものです。周辺農地に支障はなく、許可相当と認められます。 

 

議 長 

９番は奥田委員ですが、本日欠席です。意見は児玉委員に伝えているとい

うことですので、児玉委員から説明をお願いします。 

 

児玉委員 

１９番の児玉です。奥田委員より、この案件は子が親の土地を使用貸借権

により借りて、農家住宅を建てるもので、問題がないと聞いております。 

 

議 長 

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。 

 

             （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９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、「民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格

証明申請」について１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） 

議案第３号、民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格証明申請について説

明します。 

買受適格証明は、裁判所の競売や、税務署等の公売に参加するときに必要となる

もので、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、農地法

の規定による許可の見込みがないと、競売・公売に参加することができないという

ものです。 



１０ 

 

この買受適格者証明の審査は、農地法第３条許可、第５条許可・届出の申請と同

一の審査が必要であるとされております。 

それでは、議案の８ページをご覧ください。 

本件は、令和２年１１月２４日から令和２年１２月１日までの間、広島地方裁判

所において実施される農地を含む不動産の売却に係る期間入札に参加するため、農

地法第５条許可関係の証明申請があったものです。 

本件は、申請人が申請地を取得し、貸資材置場として利用するため、競売に参加

しようとするものです。 

申請地は、転用取得であり、先ほど説明しました農地法第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。 

今後、入札の結果、申請人が最高価買受人となった場合には、農地法第５条の許

可申請をすることになりますが、買受適格証明申請の内容と異なる場合を除き、事

務処理の迅速化を図るため、過去の事例と同様に、事務局次長が専決処理を行い、

許可することにしたいと思います。 

この事務局次長の専決処理について、広島市農業委員会事務局規程第８条におい

て、「特別な事由がある場合は、事前に総会の承認を経て、その事項について専決す

ることができる。」と規定されており、事務局次長の専決処理についても、合わせて

ご承認いただきたいと思います。 

なお、この許可については、直近の総会において報告させていただきます。 

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

見を伺います。 

奥田委員ですが、本日欠席です。意見は児玉委員に伝えているという事で

すので、児玉委員から説明をお願いします。 

 

児玉委員 

１９番の児玉です。去る１０月２０日奥田委員、事務局職員２名と現地を

確認しました。内容は事務局から説明のあった通りで、現在は休耕で草も刈

ってあり、周りに支障となる田畑もないことから問題はないと思います。 

 

議 長 

それでは、その他のご意見、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、買受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 

また、証明書交付後、入札をした者の中で最も高額な入札金額の申出をし

た最高価買受人が、証明の内容どおりの第５条の許可申請を提出した場合に

は、事務処理の迅速化を図るため、事務局次長が専決処理を行い、許可する

ことに異議はございませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

異議がないので、議案第３号の１件を適格者として証明することに決定し

ます。また、証明書交付後、最高価買取人が、農地法第５条の許可申請を提

出した場合には、事務局次長が専決処理を行い、許可することに決定いたし

ます。  

続きまして、議案第４号、「農業経営基盤強化促進法による農地利用集積計

画」について、１５８件を上程しますが、議案番号７番から９番は伊藤委員

が代表理事を務める農事組合法人に、議案番号１３番は己斐委員に、議案番

号２４番及び２６番は河野信義委員に関する案件です。  

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７

番から９番、１３番、２４番及び２６番を除く１５２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、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

７番から９番、１３番、２４番及び２６番を除く１５２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１０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
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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。 

なお、農地中間管理事業に関する案件については、農用地利用集積計画により農

地中間管理機構が中間管理権を取得し、受け手に農用地利用配分計画を設定するこ

ととなっていましたが、農地中間管理事業の推進に関する法律の改正により、別添

資料のとおり、農用地利用集積計画と同時に農地中間管理機構が賃借権の設定等を

行う場合は、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の設定等を行うことができ

ることとなりましたので、当該案件に関しても本議案にて審議を行います。 

それでは、議案の９ページから２３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４７件、継続分として利用権設定の終期が本年１１月

３０日又は１２月３１日となっている計画の更新が１０４件、所有権移転が１件と

なっております。 

新規分について主な案件を中心に説明いたします。 

３番、４番、２７番から２９番、３２番から３５番は経営規模拡大のため、地権

者から広島県森林整備・農業振興財団が借り受け、法人等に転貸するものです。 

１６番から１９番、２１番から２３番、２５番、３７番から４８番は地権者から

農地中間管理機構が借り受け、「ひろしま活力農業」経営者育成事業の第２２期生３

名の新規就農地として転貸するものです。 

その他は、いずれも経営規模拡大のため、地権者と利用者間で農地の貸借を行う

ために利用権の設定を行うものです。 

続いて継続分について、内容は議案のとおりですが、一部補足説明します。 

今回、安佐南区の戸山地区の農事組合法人２者が利用権設定の終期を迎え、計画

の更新を行いますが、このうち１つの農事組合法人については、８１件、１９１筆

と件数が多いため議案では５５番から１３５番及び１３６番と集約したものとして

います。詳細を別冊１の資料１にまとめていますので、ご確認ください。 

次に所有権移転ですが、農用地利用集積計画により農用地区域内の農地等を所有

権移転した場合、譲渡人については譲渡所得に係る所得税算定において８００万円

の特別控除が受けられ、譲受人については登録免許税の軽減及び不動産取得税の軽

減の税制上の特例及び、不動産登記においては、市町村による嘱託登記を受けられ

る特例があります。農用地利用集積計画により所有権移転を行うためには、本市の

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想において、利用権設定の適用要件に加

え、「農地適正化あっせん基準に適合することとなる者として農業委員会が作成する

あっせん譲受け等候補者名簿に登録されている者であること。」としており、認定農

業者はこの名簿に登録されています。 

１５８番の受人は認定農業者であり、この要件を満たしております。 

上程した１５２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
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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１２月１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７番から９番、１３番、２４番及び２６番を除く１５２件の説明

を終わります。 

 

議 長 

議案第４号の議案番号７番から９番、１３番、２４番及び２６番を除く１

５２件について、事務局の説明が終わりましたが、継続分については、引き

続き営農活動が行われております。  

新規分の４８件及び所有権移転の１件について、担当委員の意見を伺いま

す。  

１番から６番は伊藤委員にお願いします。  

 

伊藤委員 

７番の伊藤です。１番から６番は私が単独で、２番は１０月２８日に、そ

れ以外の１番、３番、４番、５番、６番は１０月２１日に現地調査を行いま

した。現在も野菜が作ってありますが、今後も引き続き野菜を作って行こう

という事で問題はありません。 

５番・６番についてですが、当地区で利用権設定を行う場合は、所有者が

水の管理・法面の草刈り等を行うこととしておりますが、５番・６番は不在

地主であり、作業ができないため、譲受人が行うこととなっています。問題

はありません。 

 

議 長 

１０番から１２番、１４番から１９番は己斐委員にお願いします。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。１０番は葉物野菜による規模拡大と聞いております。１

１番も同じ借受人ですが、水稲と野菜による規模拡大をするものです。受人

は農事研究会の会員であり、私たちの模範的な生産者であります。１２番は

現在まで野菜を栽培しておりましたが、今回改めて利用権を設定し、オクラ・

里芋・茄子等を栽培するという事で、高齢であるという事から５年間の使用

貸借権を設定するものです。受人はスーパー等へ積極的に出荷されておりま

す。１４番は水稲による規模拡大を図るもので受人は認定農業者であり、遊

休農地の解消に頑張っておられます。１５番はブルーベリーの鉢植えによる
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規模拡大を行うということで、遊休農地を借り受け、鉢の増設を行うもので

す。現在、３０００㎡の農地で５００鉢を置かれ、ブルーベリーの苗を定植

されており、すべて自動監視による露地栽培が行われるということです。１

６番から１８番は先ほど事務局の説明にあったように振興財団が活力生のた

めに借り受けるもので、４月から活力生が新規就農し、小松菜等の栽培に取

り組んでおりますが、何とか利益が出ているようです。１９番は１６番から

１８番の振興財団が借りた農地を転貸により利用権設定で活力生が借り受け

るもので４月から夫婦で栽培を行っており、地域の方もかなり応援している

ようです。夫婦でのさらなる活躍を期待しているところです。以上１０番か

ら１２番、１４番から１９番は問題ありません。 

 

議 長 

２０番は沼田委員にお願いします。 

 

沼田委員 

１２月１日に受人と面談し、問題ないと思います。 

 

議 長 

２１番から２３番、２５番、１５８番は河野信義委員にお願いします。 

 

河野信義委員 

受人は申請地で野菜を作っており、よく頑張っている青年で問題はありま

せん。１５８番の申請地は花木団地の一部にあり、受人はトマトを生産して

いる青年で申請地を購入し、ハウスでトマトの栽培をするもので問題はあり

ません。 

 

議 長 

２７番から３１番は谷口委員にお願いします。 

 

谷口委員 

２７番につきましては、今まで地域の方に手伝ってもらいながら水稲を作

っておりましたが２、３年前から引き続いて耕作される方を探しておられま

したが、今回、振興財団を通じて、近くで耕作されている２９番の活力生の

方へ利用権を設定するということで話がまとまりました。２８番につきまし

ても現地におられないので管理が非常に難しいということで耕作者を探して

おられましたが、２９番の活力生と利用権を設定することで両者が合意した

ものです。３０番・３１番について、受人は農業振興センターのふるさと帰
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農の研修の卒業生で、活力生のところで野菜作りを勉強され、この度、３年

間近所の土地を借りて本格的にやろうということで問題はありません。 

 

議 長 

３２番から３５番は山縣委員にお願いします。  

 

山縣委員 

１６番の山縣です。３２番について説明します。この件につきましては、

１０月１６日に現地調査を行いました。現地は農地として管理されており、

利用権を設定する所有者は高齢で耕作が困難なことから振興財団へ管理をお

願いするものです。３３番は３２番の農地を活力生が利用権の設定を受ける

もので、５年間の賃借権を設定し、野菜を栽培しようとするもので問題ない

と認められます。３４番は遠距離・耕作困難なため、振興財団が利用権の設

定を受けるものです。３５番は３３番の活力生が振興財団を通じて転貸を受

けるもので、野菜を作付けることとしており問題はありません。 

 

議 長 

３６番から５２番は吉田委員にお願いします。  

 

吉田委員 

１７番の吉田です。３６番の利用権を受ける受人は、５年間の限定で水稲

での規模拡大を図るもので問題はございません。３７番から４７番まで一括

して申し上げます。中間管理機構が利用権の設定を受けるもので問題はござ

いません。４８番は中間管理機構が借りた農地を活力生が利用権により借り

るもので、現地ですでに頑張っており、異議はございません。４９番は野菜

による規模拡大を図るもので、これも異議はございません。５０番から５２

番は、一括して利用権の設定を受けるもので規模拡大し、近所の和牛育成者

のために飼料用作物を作るもので、結構なことであり、異議はございません。 

 

議 長 

５３番は奥田委員ですが、欠席ですので児玉委員から説明をお願いします。 

 

児玉委員 

１９番の児玉です。この件につきましては、奥田委員より、所有者が耕作

できないため、受人が借り受けて、ブルーベリーやネギを植えられるという

ことで問題はないと聞いております。 
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議 長 

それでは、その他のご意見、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ので、計画案のとおり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４号の新規分のうち７番から９番、１３番、２４

番及び２６番を除く４７件、継続分の１０４件、及び所有権移転の１件の計

１５３件について、計画案のとおり決定し、その旨を市長に回答します。  

続いて、議案第４号の議案番号７番から９番の案件に入ります。  

伊藤委員は退席をお願いします。  

 

（伊藤委員 退席）  

 

議 長 

それでは、議案第４号の議案番号７番から９番の３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） 

議案第４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７番から９番

について、説明いたします。 

１０ページをご覧下さい。経営規模拡大のため、地権者から農地中間管理機構が

借り受け、法人に転貸するものです。 

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１２月１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７番から９番の説明を終わります。 

 

議 長 

７番から９番は、梶山正治委員に説明をお願いします。 
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梶山正治委員 

６番の梶山です。１０月２２日に現地へ行き、土地所有者及び農事組合法

人の代表理事と話をしました。問題はありません。 

 

議 長 

それでは、その他のご意見、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ので、計画案のとおり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４号の議案番号７番から９番の３件について、計

画案のとおり決定し、その旨を市長に回答します。  

伊藤委員の着席をお願いします。 

 

（伊藤委員着席） 

 

議 長 

伊藤委員、議案番号７番から９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、議案番号１３番の案件に入ります。  

己斐委員は退席をお願いします。  

 

（己斐委員 退席）  

 

議 長 

それでは、議案第４号の議案番号１３番の１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） 

議案第４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１３番につい

て、説明いたします。 

１１ページをご覧下さい。経営規模拡大のため、地権者と利用者間で農地の貸借
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を行うために利用権の設定を行うものです。 

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１２月１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１３番の説明を終わります。 

 

議 長 

１３番は、担当委員の下谷委員に説明をお願いします。 

 

下谷委員 

９番の下谷です。１０月１９日に現地確認しました。ほ場整備された農地

で維持管理されており、周囲をワイヤーメッシュで囲い、野菜を作付される

ということで問題はございません。 

 

議 長 

それでは、その他のご意見、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ので、計画案のとおり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４号の議案番号１３番について、計画案のとおり

決定し、その旨を市長に回答します。  

己斐委員の着席をお願いします。 

 

（己斐委員着席） 

 

議 長 

己斐委員、議案番号１３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４号の議案番号２４番及び２６番の２件の案件に入ります。 

河野信義委員は退席をお願いします。  



１９ 

 

 

（河野信義委員 退席）  

 

議 長 

それでは、議案第４号の議案番号２４番及び２６番の２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） 

議案第４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２４番及び２

６番について、説明いたします。 

１３ページをご覧下さい。地権者から農地中間管理機構が借り受けるものです。 

当該農用地は、「ひろしま活力農業」経営者育成事業の第２２期生の新規就農地と

して転貸する農用地利用集積計画となっています。 

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１２月１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２４番及び２６番の説明を終わります。 

 

議 長 

２４番及び２６番は、谷口委員に説明をお願いします。 

 

谷口委員 

１４番の谷口です。先ほど河野信義委員も述べられましたが、２１番から

２３番・２５番を含めて中間管理機構へ利用権設定を行い、２６番の活力生

へ利用権設定を行うもので、河野信義委員も含め地域の方も応援されておら

れますので異議はございません。 

 

議 長 

それでは、その他のご意見、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ので、計画案のとおり決定してよろしいでしょうか。  

 

             （委員：異議なし） 
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議 長 

異議がないので、議案第４号の議案番号２４番及び２６番の２件について、

計画案のとおり決定し、その旨を市長に回答します。  

河野信義委員の着席をお願いします。 

 

（河野信義委員 着席） 

 

議 長 

河野信義委員、議案番号２４番及び２６番の２件について、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５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２０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、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、議案の２４ページの説明にありますように、広島市が当初

に計画していた農業振興地域整備計画を変更しようとする場合は、農業振興地域の

整備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定に基づき、広島市長は農業委員

会に意見を聴くこととなっており、この度、意見の照会があったものです。 

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８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４件、農地法第５条許

可申請予定の案件が１０件、非農地証明に係る案件が１件、公共用施設その他に係

る案件が５件、合計２０件を農用地区域から除外しようとするものです。 

また、農用地区域へ編入するものは、小規模農地整備事業を実施予定に伴うもの

４件、中山間地域等直接支払事業実施に伴うもの２件です。 

農用地区域から除外する案件のうち、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、
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今年１２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５号の説明を終わります。 

 

議 長 

別冊２の１ページ、「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、担当委員の意見を伺います。 

最初に農地法第４条許可申請予定のものについて、１番・２番は伊藤委員

にお願いします。 

 

伊藤委員 

７番の伊藤です。９月１８日に事務局職員２名といっしょに現地調査しました。

１番は既に資材置場となっており、無断転用ですが、周囲の状況は耕作地になって

おりますが、やむを得ないと思います。２番は申請者が子の住む住宅を建てるもの

で、周囲に被害もなく、問題はありません。 

 

議 長 

次に３番・４番は、己斐委員にお願いします。  

 

己斐委員 

３番の己斐です。３番・４番は先月１０月１９日に事務局職員２名と現地

調査を行いました。３番は母屋の宅地拡張で農地の一部を転用するもので既

に宅地になっており、残地部分は登記が田ですけれども現況は畑で、自家用

野菜が作付けされており、違反転用ですが始末書が添付されており、異議は

ございません。４番は平成３０年７月の水害による河川拡張工事により拡幅

の要請があり、申請者の支障となる母屋を曳家するための住宅敷地とするも

のです。許可があり次第、地質調査等を行い、申請地が軟弱地盤であった場

合には、場所を変えることも考えているとのことでした。納屋と蔵は解体し、

母屋だけを移設するということで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について、１番は伊藤委員にお願

いします。 

 

伊藤委員 

７番の伊藤です。この土地は長年耕作されておりませんで、安佐南区農林

課の担当者は苦労しておりましたが、この度一筆のうちの一部といえども住
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宅が建って管理ができるとなりますと、隣接の農業環境が多少は良くなるで

あろうと歓迎しております。 

 

議 長 

次に２番・３番は、河野信義委員にお願いします。  

 

河野信義委員 

１３番の河野です。この土地は、加計の手前の方であり、最近まではこの

地域は野菜の有名な産地でありましたが、その産地を太田川沿いに 200ｍ程

度下ったところで、申請地は草ぼうぼうの休耕地であり、何も作っておりま

せん。転用者が建設機械の保管場所とするということで、現地確認は１０月

１９日に事務局と確認を行いました。特別に野菜の産地であっても、申請地

は別に問題はありません。  

 

議 長 

次に４番から７番は、谷口委員にお願いします。  

 

谷口委員 

１４番の谷口です。  

１０月１９日に河野信義委員と事務局２名とで調査をしております。４番

につきましては、太陽光発電設備を設置するものですが、現地は長い間休耕

状態で非農地に該当するかなという状況です。周囲に影響はないものと思わ

れ、異議はございません。  

５番につきましては、農地自体はきれいに管理されていますが、人がやっ

と通るくらいの里道しかなく、機械等が入れないので耕作が難しいため、太

陽光発電設備を設置するものです。周囲に影響はないものと思われ、ここも

異議はございません。  

６番につきましては、住宅敷地の拡張ということで所有権の移転を行うも

ので、異議はございません。  

７番につきましては、寺の参拝者のための駐車場を設置しようとするもの

で、駐車場と進入路に利用するもので、これにつきましても異議はございま

せん。  

 

議 長 

次に８番・９番は、山縣委員にお願いします。  
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山縣委員 

１６番の山縣です。８番について説明します。この件につきましては本年

９月１６日に私と河野芳徳委員、事務局職員２名とで現地調査済みです。現

地は休耕地となっており、県道瀬野呉線に面しております。譲渡人は遠方に

住んでおり、耕作困難なため、譲受人へ所有権移転し、車庫及び駐車場に利

用するものです。周辺農地等へ支障がないと認められ、許可相当と認められ

ます。  

続いて９番です。この件は前述の８番と同日に事務局と調査しました。８

番の案件に隣接した土地で一体利用するものです。譲渡人は農業耕作の経験

もなく、休耕地となっております。譲受人へ所有権移転し、車庫及び駐車場

に利用するものです。周辺農地等へ支障がないと認められ、許可相当と認め

られます。  

 

議 長 

次に１０番は、吉田委員にお願いします。  

 

吉田委員 

１７番の吉田です。１０番の件ですが、去る９月１８日に事務局とともに

現地を確認しました。譲渡人は市外から毎週のように農地の管理をしており

ますが、本件はその一部を太陽光発電設備にしたいという申し出があったも

ので、許可相当と認められます。  

 

議 長 

それでは、その他のご意見等ございますか。  

 

             （委員：意見なし） 

 

議 長 

意見がないようですが、「意見なし」と、市長に回答することにしてよろし

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３件を、「意見なし」と、市長に回答します。 

続きまして、議案第６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」について、７５件を上程します。 
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事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（西村主事） 

議案第６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３３ページをご覧ください。詳細については、別冊３の１ペー

ジから８ページをご覧ください。 

今回、１番から７番で上程している合計７５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６号の説明を終わります。 

 

議 長 

議案第６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

見を伺います。 

１番は、２番は山本委員にお願いします。 

 

山本委員 

４番の山本です。９月１４日、川﨑推進委員と現地調査し、山林であるこ

とを確認しました。 

 

議 長 

３番から５番は己斐委員にお願いします。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。３番につきましては、○○筆の合計面積が○○㎡、所有

者は８名です。４番につきましては、○○筆の合計面積が○○㎡、所有者は

１５名です。５番につきましては、○○筆の合計面積が○○㎡、所有者は９

名です。総面積○○㎡、所有者は○○名ということで、３番、４番、５番に

つきましては、令和２年６月２１日から２３日にかけて、生田推進委員と現

地調査し、その結果、山林及び原野であったことを報告します。 
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議 長 

６番、７番は奥田委員ですが、本日は欠席です。意見は児玉委員に伝えて

いるという事ですので児玉委員から説明をお願いします。 

 

児玉委員 

１９番の児玉です。去る４月３０日に奥田委員と川本委員の二人で回られ

て、対象地が原野・山林で問題がないことを報告してくださいということで

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６号の７５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７号の専決処理について、１０３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２４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４４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。 
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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１８

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４件、報告第６号、特定農地貸付の取消の専決

処理についての１件、報告第７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３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７号までの説明を終わります。 

 

議 長 

事務局から説明のあった報告第１号から第７号について、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７号「農業委員会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７号、農業委員会委員の辞任の同意について説明します。 

お手元の議案第７号にありますとおり、岩重 守委員から、１０月３１日

付けで辞任願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１３条第１項に「委

員は、正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員

を辞任することができる」と規定されておりますので、同意してよろしいか、

お諮りするものです。 

なお、農業委員の辞任につきましては、農業委員会の同意に加え、今後市

長が辞任に同意して認められることになります。 

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。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） 

 

議 長 

同意が過半数と認められましたので、岩重委員の辞任願について同意する

ことに決定します。 

なお、農業委員の辞任につきましては、農業委員会の同意に加え、今後市

長が辞任に同意して認められることになります。その後の欠員補充などの取

り扱いについては、市の方で検討を行うこととなります。 

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。 

はじめに、遊休農地について事務局から説明お願いします。 

 

事務局（森下技師） 

遊休農地についてです。別冊の配布資料１、２ページをお開きください。 

広島市全体では、２６１筆、１５５，４３１㎡となりました。 

その内訳は、令和２年の新たな遊休農地、２９筆、２２，１１０㎡、平成３１年

以前からの遊休農地２３２筆、１３３，３２１㎡です。 

平成３１年度の遊休農地は、表の中ほどにありますとおり、２８９筆、１６５，

４２４㎡でした。 

その表の上に、令和２年に解消された遊休農地があります。推進委員及び農業委

員に遊休農地の解消に努めていただいたところ、５７筆、３２，１０３㎡解消され

ました。 

内訳は、耕作・保全管理された農地が４３筆、２３，０１７㎡、非農地等となっ

た農地が１４筆、９，０８６㎡ありました。 

さきほど、申し上げましたように、解消されなかった、遊休農地が２３２筆、 

１３３，３２１㎡となっています。 

解消されなかった、遊休農地の中で、勧告となる農地はありません。 

次の３ページは、地区協議会ごとの、遊休農地の筆数です。次の４ページは地区

協議会ごとの遊休農地の面積を掲載しております。 

続きまして、５ページから１２ページは平成３１年度以前からの遊休農地につい

て示しております。 

表の右端に農地所有者等の意向を記入しております。 

また、右端から２番目の欄に、令和２年の調査で、農地がどのようであったかを

記入しております。 

この農地で、調査した時は、遊休農地であったが、その後に、耕作・保全管理な

どがされていましたら、事務局まで、お知らせください。 

続いて資料１４ページをお開きください。勧告農地についてです。 
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勧告が行われる農地は、農業振興地域内の農地で、１，０００㎡以上の農地です。 

現在、農地中間管理機構への意思表明をしておらず、自ら耕作の再開を行わない

など、遊休農地を放置している場合です。 

また、中間管理機構への貸付申込書の提出のない場合も該当いたします。 

勧告になりますと、課税強化となり、令和２年度から固定資産税が１.８倍となり

ます。 

今年度、解消されなかった遊休農地の中で、新たに勧告となる農地はありません。 

また、昨年度までに勧告済みの農地が、２筆 ２，４２７㎡であります。 

これらの勧告済みの農地で、現地が保全管理等されていましたら、至急事務局ま

でお知らせください。勧告を取り下げます。 

つづきまして、令和２年度新たな遊休農地についてです。 

１６ページをお開ください。 

前回第３回の地区協議会で、推進委員及び農業委員に遊休農地を選定していただ

きました。 

また、９月から１０月にかけて、事務局と推進委員で現地調査をいたしまして、

この表を作成しております。 

現在、推進委員が１１月末を目標に農地所有者等へ意向調査を実施しているとこ

ろです。 

委員におかれましては、推進委員と協力して、意向を聞いていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

以上で遊休農地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：質問なし） 

 

議 長 

それでは、令和２年度遊休農地につきましては、現在、推進委員が、意向調査を

実施されておりますので、その支援をよろしくお願いします。 

また、本日の資料は、９月の地区協議会で決定した遊休農地ですが、再度、遊休

農地でよいのか、確認いただきたいと思います。 

続きまして、「広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との

意見交換会について」です。事務局に説明をお願いします。 

 

事務局（森下技師）  

資料２、１７ページをご覧ください。 
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今年度の広島市認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交換会

についてです。 

目的は２つあります。 

（１）認定農業者等が抱える営農上の課題や、その具体的な解決方法について、農

業委員、農地利用最適化推進委員を交えて意見交換し、今後の経営改善に向けた

取組の糸口とする。（２）農業振興施策の改善に関する意見について、次年度の意

見書検討の参考とすることです。 

日時は来年の令和３年２月１０日水曜日、午後２時４５分から５時を予定して

います。 

認定農業者は、意見交換会に先立って午後２時から２時半まで、認定農業者協

議会総会等が開催されます。認定農業者でない農業委員・推進委員は、午後２時

４５分からの認定農業者との意見交換会と、そのあとの研修会のご参加をお願い

いたします。 

意見交換会では、司会進行、発表を委員にお願いしたいと思います。 

なお、懇親会については中止の予定となっております。 

場所は、東区地域福祉センター３階の大会議室です。 

出席者は、認定農業者２０名程度となる見込みです。農業委員、推進委員は 

２２名の参加予定となっております。関係機関は必要に応じて調整予定です。 

意見交換の方式・テーマ等についてです。 

昨年度までは、営農上の課題全般をテーマとしていたため、時間内で議論が深

まらず、出席者にとって必ずしも有意義なものとなっておりませんでした。この

点を踏まえ、今回は次のとおり実施します。 

まず、①意見交換のテーマとする具体的な営農上の課題を、事前に何点かに絞

り込む。 

（例：栽培技術や品目選定について、販路確保や拡大について、労働力の確保、

有害鳥獣対等） 

次に②テーマについては、委員との協議等により、農業者の実情に沿った最適

なものを検討する。③ここは今後、関係機関と要調整ですが、選定されたテーマ

に沿った関係機関職員も加わり、意見交換、情報提供を行うことを予定しており

ます。 

１８、１９ページです。 

認定農業者との意見交換会の農業委員、推進委員年度別出席表です。 

１１月６日から１３日までの間に開催する地区協議会において、今年度の出席

について決めて頂こうと思います。会長、会長職務代理者は、毎年の出席となり

ます。 

なお、その他の農業委員、推進委員は、任期３年間のうち１回以上の出席とい

うことになっております。参考に、平成２８年度から令和元年度までの出席及び
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役割を記入しております。 

 

議長（福島会長） 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等はございませんか。  

 

己斐委員 

白木地区の司会進行が岩重委員となっていますが、どうですか。  

 

事務局（森下技師） 

去年の司会進行は岩重委員がしたということです。  

 

己斐委員 

了解しました。  

 

議長（福島会長） 

ほかに、ご意見、ご質問等はございませんか。  

 

             （委員：質問なし） 

 

議長（福島会長） 

意見がないようですが、案のとおり実施することとしてよいでしょうか。  

 

             （委員：異議なし） 

 

議長（福島会長） 

それでは、案のとおり実施することにします。 

明日からの地区協議会において、出席する予定の委員に日程を確認して頂

き、都合がつかない場合は、代わりの出席者を選んでいただきますので、よ

ろしくお願いします。 

続きまして、議事日程６の「その他」事項に入ります。 

「令和３年度広島市農政に関する意見書の市長提出・議長要請結果報告」につい

てです。 

配布資料の２０ページ、資料３をご覧ください。先月２８日に農業委員６名、農

地利用最適化推進委員２名が出席し、市長へ意見書を提出し、また、議長へ農政に

関する要請を行いました。 

市長からは、別紙にある通り、 

担い手育成について、 
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・コロナウイルスの影響により、食料を供給して市民生活を支える農業の重要性

を改めて認識し、農業施策を追求することが重要であると感じている。 

・専業農家の生活を支える農業政策をコアとしながら、新規に農業参入する就農

者、若い人、女性、他職の方、帰農者など、裾野の広い就農構造が大切である。 

生産緑地について、 

・委員のアイデアや地元の要望を反映し、弾力的な運営にしていきたい。 

・今都市農業、都市農地も生産緑地制度を活用して有効利用を進めることは、多

様な市民がいきいきと暮らせる活力あるまちづくりになる。 

意見書はよくまとめてもらっている。これを活かすべく、しっかりと農政に取

り組んでいきたいと思っている。 

といったコメントがありました。 

議長からは、別紙にある通り、 

・担い手育成については、ずっと前から課題となっていた。知り合いに就農した

人もいるが、収入がついてこないと難しいところはある。 

・生産緑地については議会でもたくさん議論になった。地域の中に緑地があるこ

とは、災害時の避難場所になるなどもあり、市民の方に制度を活用してもらいた

い。 

・有害鳥獣の議員連盟があり、その会長を務めている。耕作放棄地や遊休農地の

増加についても考えながら、総合的な対策をする必要がある。有害獣のジビエ等

の活用について、課題は多くあるが、利益に資するように結びつけられるとよい。 

今回の意見書は、議会も協力し、農家、ＪＡ、市、関係団体と併せて一生懸命

頑張っていきたいと思う。 

といったコメントがありました。 

 

議長（福島会長） 

出席した委員から所感があれば、いただきたいと思います。鍜治山正照委員に

お願いします。 

 

鍜治山委員 

皆さんといっしょに市長へ意見書を持って行ったわけですが、市長も農業に理

解があり、将来の構想等についても話があり、いろいろと文書も用意されておら

れました。農業については大切であるとも言われており、生産緑地については、

国の要綱とはあるが始まったばかりであり、市として合うやり方等の意見を募っ

てやったらどうかと意見されました。市長は農業に対する理解が深かったと感じ

ました。 

議長については、市議会から農業委員として出ていたこともあり、理解があり、

農業委員会のこともよく知っておられました。鳥獣害のこともよく知っておられ
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たと思います。 

 

議長（福島会長） 

このほか、ご意見、ご質問等はございますか。 

 

             （委員：質問なし） 

 

議長（福島会長） 

続きまして、「今後の地区協議会・農業委員会研修会の開催日程の変更」について

です。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（山室主幹）  

はじめに、地区協議会につきまして、開催時期は総会の翌日から農地転用等許可

申請の締切日前日の間としていますが、９月の稲刈りの時期など農繁期は出席が難

しいといった課題があります。このため、次の回の地区協議会の開催日は、各地区

協議会で調整して決定するようにしたらどうかと考えています。 

次に、研修会及び地区協議会につきまして、７月の総会終了後の研修会は梅雨期

間であることから、令和元年、２年とも災害が発生しました。また、本年７月の地

区協議会は、大雨・暴風のため２地区で開催を延期しました。このため、梅雨時期

を避け、６月の総会終了後に研修会を開催することとし、ただし、委員の改選年は、

改選後の８月５日に研修会を開催するようにしたらどうかと考えています。 

 なお、総会、研修会、地区協議会の延期の基本的な考え方は、判断時期は、開

催当日の３時間前、判断基準は、広島市を含む地域に気象庁から大雨・洪水・暴風

等の警報が発表、決定内容は、判断基準に該当する場合は延期とし、大規模地震は

状況により判断することとします。 

 

議長（福島会長） 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等はございますか。  

 

             （委員：質問なし） 

 

議長（福島会長） 

意見がないようですが、変更案について、明日からの各地区協議会で協議

いただきますよう、よろしくお願いします。その他について、事務局からお願

いします。 
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事務局（次長）  

１０月に開催された広島市議会決算特別委員会での農業関係の質疑についてご報

告いたします。 

まず、７日の総括質疑において、中区の並川委員から、「市民への補助・助成金の

利用促進について」という項目の中で、「農業の担い手確保対策事業」の執行状況な

どについて質問があり、農政課長から、予算は１，４３３万６，０００円だったが、

国に採択されなかったため、全額が執行残となったなどの答弁がありました。 

農政課に確認したところ、この「農業の担い手確保対策事業」とは、「人・農地プ

ラン」の中心経営体などの要件に該当する農業経営者が、融資を受けて農業用施設

の導入などを行う場合に、融資の残りの事業費の一部を補助するもので、国の予算

による補助のため、市の負担はありません。昨年度は、要望に基づいて予算措置し、

最終的には、ビニールハウスの整備について２件要望しましたが、審査の際に事業

ごとに付けられる点数が低かったため、採択されなかったとのことです。 

次に、１３日の経済観光関係の分科会です。 

まず、東区の川村委員から、有害鳥獣対策について、捕獲頭数や課題、ジビエや

ＩＣＴの活用などについて質問がありました。これに対し、森づくり担当課長から、

令和元年度の捕獲頭数は３，４５１頭で、主な内訳はイノシシ１，５０７頭、シカ

１，５２６頭、サル６４頭であったこと、有害鳥獣の生息数を減少させることが課

題であり、このため、令和元年度は、「地域で取り組む有害鳥獣対策事業」を前年度

の１２地区から４５地区に増やすとともに、令和２年度から、わなの狩猟免許への

補助を開始したこと、また、ジビエについては、市として新たな取組の予定はない

が、地域資源としてジビエの活用を目指す佐伯区湯来町での取組を支援する、ＩＣ

Ｔについては、昨年度整備した遠隔害獣捕獲システムの検証結果を踏まえて活用を

検討していく、などの答弁がありました。 

 次に、安佐南区の椋木委員から、「農業の多様な担い手の育成について」として、

ひろしま活力農業経営者育成事業のこれまでの実績と効果、課題とその対応などに

ついて質問がありました。これに対し農政課長から、今年の４月時点で、広島市３

８名、安芸太田町５名の計４３名が就農者として定着し、令和元年度は活力生によ

る葉物野菜の供給量が１，１５０トン、売上は約６億円で、地元雇用は２３６名で

あり、地域活動にも積極的に参加するなど、地域の担い手として期待されているな

どの実績と効果があがっていること、今後の課題としては、こまつなについて、市

内産の増加や、他産地からの供給量の拡大により、価格低下が生じ、今後の供給過

剰が懸念されており、このため、平成３０年度から、ほうれんそうやしゅんぎくな

どへの品目転換に向けた栽培方法の情報提供やモデル栽培を実施するとともに、令

和元年度は、市とＪＡグループが生産者や卸売業者と調整し、県東部や県外へのこ

まつなの出荷を２月から開始しており、販路拡大に努めているなどの答弁がありま

した。 
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事務局（森下技師）  

令和２年度第４回地区協議会の日程について、資料６のとおり、１１月６日から

１３日の間に開催します。内容は(1)から(6)のとおりです。 

 

事務局（西村主事）  

はじめに、今年も緑の募金に協力したいと思いますので、よろしくお願い

します。 

続いて、今月の現地調査日程についてです。 

今月の許可案件の受付締切日は１１月１３日になります。現地調査日程は、１１

月１３日の夕方に電話で調整をさせていただきます。 

 現地調査は１１月１６日が旧市、安芸区、１１月１７日が安佐北区、１１月１８日

が安佐南区、佐伯区となります。 

 

事務局（山室主幹）  

各種委員名簿の修正についてです。 

先月の総会で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が決

定され、同日付けで推進委員に委嘱しました。これに伴い、地区別・地区協議会別等

の名簿を修正したものです。 

 

議長（福島会長） 

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。 

 

（意見なし） 

 

【議長（福島会長）】 

これで令和２年第１１回総会を終了します。  

次回の総会は、令和２年１２月７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閉会のあいさつをお願いします。  

 

己斐会長職務代理者 

昨日、令和２年度の農業委員と農地利用最適化推進委員のブロック研修会

がアステールプラザで午後１時から開催されました。出席されました委員の

皆様はご苦労様でした。議題として、農地の利用最適化に向けた農業委員会

組織の取り組みについて、２番目が地域の農地利用最適化に向けての科目で、

農業振興施策と連動した農業委員会活動の勧め、３番目が農業者の老後の安
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心のための農業者年金制度の加入の促進、４番目が農業共済からの農業経営

の構えということで全ての農産物を対象に減所得を補填する収入保険の説明

があり、詳しいことは地区協議会または農事研究会で事務局から詳しい説明

があると思います。これで第１１回総会を閉会します。  

 

 

 


