
１ 

 

令和２年第１２回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和２年１２月７日（月）  開会 午後２時００分 

                      閉会 午後３時２０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  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 ８ 欠員 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 欠席  

 

５．欠席委員 

１９番 児玉 一成 

 

６．議事録署名者 

３番 己斐 潔   ４番 山本 香織 

 

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 
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（５）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について 

 

・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）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 

「令和２年度市長と農業者との懇談会」の開催（案）について 

 

・その他 

（１）農業委員の欠員募集について 

（２）生産緑地地区の都市計画決定について 

（３）農業に伴うごみ（稲わら等）の焼却に関する規制について 

（４）今後の地区協議会、農業委員会研修会の開催日程について 

（５）広島市農業委員会研修会の開催について 

（６）広島市農業振興センター研修生の応募状況・追加募集について 

（７）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の採択事業について 

（８）広島広域都市圏農作物生産・出荷促進商談会について 

（９）令和２年度第５回地区協議会の日程について 

  （「農地の多様な利活用」に向けた１１月地区協議会での協議結果について） 

（10）令和２年１２月の現地調査日程について 
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議  事 

 

議 長（福島会長） 

それでは、令和２年第１２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。安佐北区白木地区・上井原地区の奥推進委員、安佐北

区安佐地区小河内地区の中川推進委員にご出席いただいております。よろしく

お願いします。 

本日の欠席者は１９番の児玉委員ですが、出席者が過半数に達しており、総会

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。 

３番、己斐委員、４番、山本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、５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） 

まず、議案の書式を一部変更しましたのでご確認ください。農地に係る審議事項で、

委員からご意見をいただく案件は、表の右端にある申請事由又は備考欄に、ご意見を

いただく担当委員を記載するように変更しました。 

それでは、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、２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。 

３番は、新規就農のため農地を譲り受けるもので、露地野菜及び果樹を作付けする

旨の営農計画書が提出されています。 

５番は貨物運送業を営む譲受人が、前回の令和２年第１１回総会で解除条件付賃借

権の設定につき許可された農地の隣接地を追加で借り受けるものです。申請地は前回

申請した時点から事業用地に含まれていたもので、今回も同様に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。 

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、５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。 
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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、下谷です。 

 １１月１８日に佐藤委員と事務局職員２名で現地を調査しました。野菜を栽

培されるということで、特に問題はありません。 

 

議 長 

２番、３番は谷口委員。 

 

谷口委員 

 １４番、谷口です。 

 ２番の案件につきましては、１１月１７日に河野信義委員、事務局職員とで

現地調査を行いました。譲渡人は高齢で現在施設に入っておられて、農作業が

できない状況です。借受人は活力生でございまして、現在譲渡人の自宅を借り

て入居されております。それで、入居されている住宅に隣接する農地を譲り受

けて経営規模の拡大を図るということで、異議はございません。 

 ３番につきましても、１１月１７日に河野信義委員、事務局職員とで現地調

査を行いました。両者とも以前からの知り合いでございまして、譲渡人の農業

後継者がいらっしゃらないということで、譲受人が野菜を作られるもので、譲

渡人から野菜の指導等も応援していただけき、新規就農されるもので、異議は

ございません。 

   

議 長 

４番は山縣委員。 

 

山縣委員 

 １６番、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、１１月１６日に私と河野

芳徳委員、事務局職員２名で現地調査しました。申請地は農地として管理され

ています。譲渡人は高齢かつ遠距離に住んでいるため、耕作が困難であり、近

隣に居住する譲受人が経営規模拡大のため、所有権移転するものです。下限面
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積１，０００㎡はクリアしており、近隣農地等に支障はないものと思われるの

で、許可相当と認めます。 

 

議 長 

５番は吉田委員。 

 

吉田委員 

１７番、吉田です。 

５番の件ですが、先月の総会に上程し、継続するものでございます。事務局

から説明がございましたように、経営規模拡大ということで、譲渡人が協力い

ただくということになりましたので、今回上程させていただきました。異議は

ございません。 

 

議 長 

それでは、その他、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、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、５件を許可することに決定します。 

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１

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、雑種地への転用事案で、貸露天駐車場として利用しようとするもの

です。 

申請地は、中山間地域に所在する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
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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。この案件は、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。 

５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、１１月１７日に事務局職員２名と私、それに、丁

度別のところを調査する谷口委員も参加していただいて、４人で調査しており

ます。 

飯室の内トンネルを出たところの山間に入る小さい狭い地域でございまして、

谷に入ると右側は建設機械のリース会社がございますが、左側は下に畑が少し

ある部分だけで、上は山林で、ほとんど野菜を作っておられないということは、

あまりよくできる場所ではないということです。ここを２００㎡ほど駐車場に

するということでございまして、特別悪いことはないと思います。 

 

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せんか。 

 

            （委員：異議なし） 

 

議 長 

異議がないので、１件を許可することに決定します。 

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。事務局から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
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可申請１０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番から４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、太陽光

発電設備として利用しようとするものです。 

５番は、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、庭敷として利用しようとするも

のです。 

６番は、雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、資材置場、駐車場として利用

しようとするものです。 

７番、９番は宅地及び雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、庭敷き及び資材

置場、駐車場として利用しようとするものです。 

８番、１０番は、雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、８番は災害復旧

工事の資材置場、１０番は、高圧電線の架け替えに係る資材運搬基地として利用しよ

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。 

２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２月２７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。また、この案件は担当委員と現地調査した時点では農地でしたが、

先週金曜日の１２月４日にパネル等が設置されていることが判明しました。このため、

申請者の代理人へ連絡したところ、施工業者との連絡ミス等によるものであり、原状

回復する旨の申出がありました。本日午前に現地確認したところ、パネル等が全て撤

去されていることを確認し、始末書も提出されたことから予定どおり、本日の総会へ

上程しています。 

９番の案件につきましては、申請地の一部がすでに庭敷として使用されていますが、

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。 

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３号の説明を終わります。 

 

議 長 

担当委員のご意見をお伺い致します。 

１番から４番、己斐委員。 
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己斐委員 

３番、己斐です。 

１番については、令和２年１１月１７日に事務局職員と現地の調査を行いま

した。譲渡人は相続により取得した農地であるが、管理ができないため、譲受

人に〇〇円の賃借料で向う３０年間の賃借権を設定し、太陽光発電設備を設置

するということでございます。当申請地の西側は休耕田、北と東と南側は、現

在耕作されておりますが、設置することによる耕作への影響はないものと思い

ます。 

続きまして、２番も同年同月に事務局職員と現地の調査を行いました。先ほ

ど事務局の説明があった件でございます。譲渡人は地区外に居住しておられま

して、現在耕作を放棄されており、この度太陽光発電用地の売却の話があり、

管理ができないことから、業者に所有権を移転するというような案件でござい

ます。設置の周囲も休耕しており、耕作には問題ないと思います。 

３番、４番も先月１１月１７日に事務局職員と現地の調査を行っております。

３番は、以前相続で取得した農地ですが、譲渡人は地区外に居住されておりま

して、これも管理ができないということで、所有権を移転することにし、譲受

人は申請地に太陽光発電により安定した収入を得るという申請でございます。 

４番は法面を隔てて接しておりまして、周囲の耕作には影響はないと思いま

す。 

 

議 長 

５番は下谷委員。 

 

下谷委員 

９番、下谷です。 

１１月１７日、事務局職員２名と現地調査をしました。事務局の説明通りで、

周辺農地への影響はないと思われ、問題はないと思います。 

 

議 長 

６番は沖田委員。 

 

沖田委員 

１２番、沖田です。 

１１月１７日、事務局職員２名と現地調査しました。周囲は宅地に囲まれて

おり、別に問題はありません。 
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議 長 

７番、谷口委員。 

 

谷口委員 

１４番、谷口です。 

 令和２年１１月１７日に事務局職員とで現地の調査を行いました。この案件

は、借受人が隣接する宅地を購入され、居住される予定ですが、一段高いとこ

ろにありまして、車を置くところがないというので、地主さん方と相談されま

して、宅地に隣接するこの３筆を合わせて購入されるもので、駐車場及び仕事

で使う資材を置くとお聞きしております。問題はないと思います。 

 

議 長 

８番、９番、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、１１月１６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。申請地は休耕地となってお

ります。国道２号に接している土地です。譲渡人は、災害復旧工事の資材置場

として、事業所に令和４年１２月３１日まで貸し、賃借権を設定するものです。

周辺農地に被害は生じないものと思われ、許可相当と認めます。 

続きまして、９番について説明します。この件は、同日同じメンバーで現地

調査しました。申請地は県道に接しており、宅地及び休耕地となっておりまし

た。１行目の申請地は県道の買収の残地で、宅地の拡張、２行目の申請地は駐

車場及び資材置場として利用するため、譲渡人から譲り受け、所有権移転する

ものです。周辺農地等に被害は生じないものと思われ、許可相当と認めます。 

 

議 長 

１０番は河野芳徳委員。 

 

河野（芳）委員 

１５番、河野です。 

１０番の案件については、１１月１６日に事務局職員２名と現地調査を行い

ました。これは譲受人が送電線鉄塔の建替工事に伴う資材運搬を行うものであ

りまして、モノレールで運搬をするわけですが、その基地として使用するもの

です。概ね９か月の工期ということで、一時転用として賃借権を設定しており

ます。 
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議 長 

それでは、その他、ご意見、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、「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 

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 

この案件は、１番、２番とも私の案件です。 



１１ 

 

１１月１９日、事務局職員２名と現地調査を行いました。１番、２番とも適

正に管理されておりましたので、別に問題はないと思います。 

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） 

 

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５号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の、２件について説明

します。 

令和２年１１月１８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、９ページから１７ページをご覧ください。 

１番の申請者は、昭和４９年から就農しており、現在は、ビニールハウスで

青ネギ、コマツナ、シュンギク等の野菜を栽培しています。今後は、青ネギの



１２ 

 

優良品種の導入の検討や、パソコンを用いた経営分析によるコスト削減に取り

組むとともに、作業環境の改善や福利厚生の充実、実習生の増加と長期雇用に

よる業務熟度の向上及び法人化による各工程の役割分担の明確化などにより、

年間労働時間〇〇時間、年間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。 

２番の申請者は、現在、成乳牛と和牛子牛の育成を行っています。今後は、

優良精液の使用により、分娩事故が低く、乳量が維持できる牛群の更新を進め

るとともに、生産寿命を伸ばすため、牛群検定を活用した個体管理に努めると

のことです。また、パソコンを利用した複式簿記記帳によって、経営の合理化、

酪農ヘルパー制度の利用による月４回の休日の確保、付加価値の高い和牛ＥＴ

子牛の積極的な生産などにより、年間労働時間〇〇時間、年間所得〇〇万円を

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 

議案第５号の２件について、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、奥推進委員。 

 

奥推進委員 

 私は、安佐北区の白木町の上井原地区を担当しております、農地利用最適化

推進委員の奥秀信と申します。よろしくお願いいたします。 

 １２月４日に己斐農業委員とともに、農園を訪問し話を伺いました。農園は

現在、ご夫婦と、常用の雇用者７名、それから実習生１５名で、ビニールハウ

ス１２３棟を含む、約１３．８ヘクタールの農地を使って経営されております。

ビニールハウスでは、青ネギ、コマツナ、シュンギク等の葉物野菜を中心に、

また、ほ場では、水稲の栽培も行っておられます。市場出荷がメインですが、

スーパーで朝採りのトウモロコシを出荷する等、付加価値のつけ方にも工夫さ

れております。年間労働時間〇〇時間、年間所得〇〇万円を目指して頑張って

おられます。 

移行内容ですけれども、経営改善について、先ほども話がありましたが、来

年４月を目途に法人化を行う予定です。実際には１月を目途に行おうと思った

のだけれども、遅れそうだということで４月には立ち上げたいということでし

た。法人化によって、各工程の役割分担を明確にして、スタッフとの新たな連

携の仕組みを構築したいということです。２番目に、冬場の低温障害に対応出

来るような優良品種の導入を図りたい。それから、土壌改良により生産安定を

目指していきたい。この土壌改良はトウモロコシを植えることによって、かな

り効果があるということです。それから、４番目の福利厚生の充実について、

さらに充実したいということです。５番目にパソコンを活用した経営分析、６

番目に特定技能実習生を増やし、５年間の長期滞在ができるようにして、業務

の熟度を高めたいということです。 



１３ 

 

規模拡大については、特に今のところ必要ないとのことです。 

地元と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認定申請書については、問題はありません。 

 

議 長 

その他、己斐委員、何かございますか。 

 

己斐委員 

 １２月４日に奥推進委員と申請人と直接お会いして、お話をお聞きしたわけ

ですけれども、現在７名ほど常時雇用ということでやっておられます。実習生、

先ほど奥推進委員の方でありましたけれども、今現在、１０名の外国人労働者

が入っておられます。 

 

議 長 

続きまして、中川推進委員。 

  

中川推進委員 

安佐北区安佐町小河内地区を担当しております、農地利用最適化推進委員の

中川です。よろしくお願いいたします。 

２番の案件ですが、１１月２４日に谷口農業委員とともに、申請人を訪問し、

お話を伺いました。 

 申請人ご家族は３人で、酪農家として乳牛を飼育しているほか、和牛子牛も

飼育されています。家族仲良く健康にをモットーに、平成１５年に家族経営協

定を結ばれております。お父さんが高齢となり、体調を崩されたことから、一

昨年から稲作りを休み、牧草の採草もあまりしないで、田んぼの方は保全管理

とされております。このようなことから、牛の餌である飼料は、ほとんど購入

しており、値段については、協定を結んでいるので安定しているとのことでし

た。また、牛糞堆肥は小河内に就農した活力生の野菜ハウスや、旧市内、安佐

南区等の野菜農家に持って行かれているとのことでございました。今の経営に

ついては、どうにか生計を維持できる状態にあるとのことでございました。 

今後の経営方針については、難産が少ない、乳量の多い牛の優良精液を使う

ことで、牛群の更新を進める。２番目として、付加価値の高い和牛子牛の生産

を行い、農業所得を上げていく。３番目が月４回の休みを維持するなど、今後

の経営を体力と体調がある限り続けていきたいということでございました。酪

農家は安佐町には、申請人だけなので、地元としても、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、問題はないと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 

議 長 

谷口委員、その他ございますか。 

 

 



１４ 

 

谷口委員 

 １１月２４日に中川推進委員とともに、私も伺いました。今の中川推進委員

のお話の中にありましたように、安佐町で唯一の酪農家ということでございま

すので、皆さんと一緒に応援していきたいと思います。 

 

議 長 

その他、ご意見、ご質疑がございますか。 

 

佐藤委員 

今の中川さんのお話で理由は分かったのですけれども、牧草飼料を全部購入

ということで、持ち物として機械はトラクターとかいっぱい書いてあるのです

が、全部今は使われていないのですか。 

 

中川推進委員 

 はい、お休みです。 

 

佐藤委員 

 お休みですよね。申請書には８畝とありますが、この面積だけで、申請書類

が上へあがっていったときに、今のような返事だけで通るのですか。 

 

事務局（森下技師） 

今回の申請は農地基準ではないですが、農業生産施設として、牛舎の堆肥舎

があるので、通ると聞いております。 

 

議 長 

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、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、２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号の専決処理等について、８４件を一括して報告します。

事務局に説明をお願いします。 



１５ 

 

 

事務局（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の２６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法届出の３４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６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２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についての５件は、広島市農業委員会事務局規程第８条の規

定により、事務局次長が専決処理をしました。 

以上で報告第１号から第６号までの説明を終わります。 

 

議 長 

報告第１号から第６号まで説明がございましたが、何か質問がございますか。 

 

             （委員：質問なし） 

 

議 長 

質問がないようなので、報告事項を終了致します。 

続きまして、「農政に係る審議事項」に入ります。 

議事日程５の「市長と農業者との懇談会の開催について」です。事務局に説明をお

願いします。 

 

事務局（森下技師） 

配布資料の１ページをお開きください。「令和２年度 市長と農業者との懇談会」の

開催案についてです。１番、目的及び内容についてです。市長と農業者が、本市の農

業・農村の実情とこれからの農業のあり方について、情報交換や意見交換の場とする

ことを目的に開催します。当懇談会は平成１２年度から継続して行っており、本年度

は、「農業で輝くひと～共助～」をテーマに農業者が発表し、今後の取組等について意

見交換を行います。 

 主催は広島市農業振興協議会と広島市農業委員会で行います。 

 ３番の開催日時及び開催場所について。開催日時が、来年令和３年１月２６日火曜

日１６時から１７時を予定しております。例年でしたら、懇談会ののちに、懇親会を

行っていたのですが、今年はコロナウィルスの影響もあり、中止予定としております。

２番の開催場所については、広島市農業協同組合本店４階会議室を予定しております。

懇談会の参加予定人数が約８０名でどなたが出席するかというのは、配布資料の４ペ

ージ、５ページに記載されてありますのでご確認ください。 

 また、最終調整等は１月の地区協議会の際に行いたいと思います。 



１６ 

 

 開会があって、開会あいさつ、来賓あいさつ、出席者紹介があった後に「農業で輝

くひと～共助～」をテーマに農業者の取り組み事例の紹介を行い、市長コメントのの

ちの閉会あいさつは福島会長にお願いしたいと思います。 

 ２ページと３ページに、今まで平成１２年から行ってきた市長との懇談会の開催実

績表を付けておりますので参考にご覧ください。 

 

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 

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 

 異議がないので、（案）のとおり実施することにします。 

 第４回地区協議会で、出席する委員を決めていただきましたので、出席さ

れる委員は、よろしくお願いします。 

続きまして、議事日程６の、「その他」の議題に入ります。 

 事務局からの説明をお願いします。 

 

事務局（山室主幹） 

農業委員の欠員募集について説明します。 

 お手元にお配りしております広島市農業委員会の農業委員の募集案内のチラシをご

覧ください。農業委員に欠員が生じたため、農業委員会法に基づき、次のとおり、農

業委員を募集するというものでございます。 

まず１番の農業委員の募集人員等についてです。（１）の募集人員は一人ということ

になっております。現在の農業委員会法では地区を定めて募集することができないと

なっておりますので、地区を定めず１名ということで募集するということです。（２）

の任期は、予定では、来年４月１日から令和４年６月１６日まで、他の委員の終了時

までということになります。続きまして７番の受付期間ですが、１２月８日から来年

１月８日まででございます。期限必着ということになっています。 

続いて８番の募集案内及び申込書の入手方法についてです。募集案内と申込書は広

島市ホームページからダウンロードすることができます。募集案内の配布については、

市の農政課、農業委員会事務局、全ての区役所、全ての出張所に備え付けています。

それから、市の広報誌「市民と市政」の１２月１５日号に掲載するということにして

おります。なお、全推進委員にも、本日付けで情報提供ということで、募集案内を送



１７ 

 

るということにしております。それから、チラシの最終面の農業委員選出の流れにつ

いてです。先ほど申し上げましたように、募集期間は１２月８日から１月８日までで、

その後選考を経て市議会の同意を得て４月１日の予定で市長が任命するという流れに

なっております。 

 この農業委員会法が改正されておよそ５年が経過しますが、改正５年後調査という

ものを、現在国の方で調査を行っておりまして、課題を改善するよう調査が行われて

おります。現在の農業委員会法は、地区割をして募集するようにはなっていませんの

で、多くの農業委員会では農業委員について地区割を創設して欲しいということが要

望されています。 

 続きまして、生産緑地地区の都市計画決定について説明します。 

６ページの資料２をご覧ください。 

これは、７月の総会でもご説明しました「生産緑地地区の指定に係る事務の流れ」

です。 

農家からの申請を受け、案の作成、縦覧等の手続きを経て、１１月３０日に都市計画

審議会で承認され、今月１日付で生産緑地地区が都市計画決定されたところです。 

指定された一覧は７・８ページのとおりです。 

指定された地区は３２地区、面積は約５．８ヘクタールとなっています。 

なお、この一覧表は今後事務を推進していくうえで必要であることから、委員の皆様

にお配りするものですが、個人に関する情報が含まれていますので、取扱いには十分

注意していただくようお願いします。 

推進委員には、１月の地区協議会で配布することとしています。 

なお、来年度からの農地利用状況調査では、担当委員に生産緑地一覧表とエリアが分

かる図面を配布し、耕作状況を確認していただくことにしています。 

また、来年度の農地基本台帳調査では、調査票に生産緑地の欄を設け、提出された

申告書の内容を確認することとしています。 

 

事務局（次長） 

それでは、「農業に伴うごみ（稲わら等）の焼却に関する規制について」配布資料の

９ページ、資料３に沿ってご説明します。 

今年はウンカの被害を受けた稲わらの焼却が増えたこと等から、周辺住民が警察へ

通報し、農業者が環境局の担当課や消防、警察からの指導を受ける事例が例年以上に

発生していることが、地区協議会で報告されました。このため、規制の内容について、

担当課である環境局の業務第一課、消防局の予防課へ確認しましたので、委員の皆さ

んにご説明するものです。なお、資料には書いておりませんが、環境局の業務第一課

によると、煙などに関する市民からの苦情は、例年は年間で７０件から８０件程度で

すが、今年は１１月２０日現在７６件で、約４割増加しているとのことでした。 

まず１の「廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）関係」の規制につ
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いてです。上に、業務第一課に確認した事項を、下の四角内に、法令の条文や通知の

関係部分を記載しております。 

まず１番目で、焼却を規制する条文ですが、廃棄物処理法第１６条の２で、廃棄物

の焼却は原則として禁止されています。例外は、下の四角内の条文のとおり３項目あ

り、１番目は、基準に合った焼却施設などでの焼却、２番目の他の法令等による廃棄

物の焼却は、例えば、家畜伝染病予防法による家畜の大量焼却などがこれに該当しま

す。農業に伴う焼却は、四角の中ほどの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第

１４条にある通り、３番目の例外に該当します。他には、例えば「とんど焼き」など

地域の行事における焼却などがこれに該当します。 

続いて２番目ですが、「農業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却」は、先

ほどご説明したとおり、同条第３号の例外に当たりますが、その趣旨は、罰則の対象

に馴染まないものを例外としているもので、適法であると認める趣旨ではない、との

ことです。これについては、四角内の一番下、焼却禁止などの法改正が行われた平成

１２年度に、当時の厚生省の担当課から出された通知がありますので、ご覧ください。 

通知にあるとおり、「この焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが

困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、

これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることか

ら、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。した

がって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼

却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること」

とされています。このため、環境局としては、通報があれば「周辺の生活環境への影

響が軽微でない」ものとして担当課等が現場へ出向き、近隣への配慮や自粛を要請す

る、という対応を行っています。 

なお、罰則の内容は、四角内の上から２番目の第２５条で、「五年以下の懲役若しく

は千万円以下の罰金」と定められています。また、一番下の通知にあるように、農業

に伴う焼却であっても、廃ビニールの焼却は最初から例外には該当しません。また、

この通知は、現在は環境省のホームページに掲載されています。 

続いて３番目ですが、以上のような規制内容であることから、環境局業務第一課と

しては、農業に伴うごみであっても、焼却せず、「事業ごみ」又は「家庭ごみ」として

排出することが基本と考えています。出荷農家であれば「事業ごみ」となり、自ら処

理施設へ搬入するか、許可を受けた業者への処理依頼が必要とのことです。 

廃棄物処理法の規制内容は以上のとおりで、禁止の例外ではあっても適法とはいえ

ず、指導等の対象となるという点が非常に分かりにくいところですが、法の趣旨から

は、できるだけごみの減少や、事業ごみ等としての適正な排出に努めることを基本と

し、やむを得ず焼却せざるを得ない場合には、周辺の生活環境への影響が最小限とな

るよう、十分な配慮をお願いしたい、ということになると思います。 

続いて、２ページ目の２、「広島市火災予防条例関係」についてです。先ほどの廃棄
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物処理法と同様に、上に、消防局予防課に確認した事項を、下の四角内に、条例の関

係条文を記載しております。説明は、「規制」というより、焼却に伴って必要となる「届

出」の根拠と、その趣旨について、ということになります。 

まず、１番目ですが、焼却を行う際の届出は、広島市火災予防条例第５７条第１号

の、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為をしようとする者は、あら

かじめ、所轄の消防署長に届け出る必要がある。」という規定が根拠となります。 

次に２番目ですが、この１号の規定は、火災と間違われて通報があるなど、消防隊

の現場活動等への影響があることが考えられるため、あらかじめ消防署で情報を把握

しておく趣旨で定めているものです。４号の、消火活動に影響する断水の情報や、５

号の、消防車の通行に影響のある道路工事の情報など、あくまでも、消防活動へ影響

する可能性がある行為が幅広く届け出の対象となっているもので、届出によりその行

為の許可が与えられるものではありません。 

このため、３番目のとおり、消防署への届出を行った行為であっても、火災の危険

があれば消防署の指導を受けますし、煙やにおいなどで周辺住民が迷惑と感じて通報

すれば、警察や環境部署からの指導を受け、それらに従う必要があります。 

火災予防条例に関する説明は以上です。先ほどの廃棄物処理法関係及び火災予防条

例関係の規制等について、広島市のホームページに掲載されているチラシを資料の３、

４ページで配布しておりますので、参考にご覧ください。 

最後に「その他」ですが、これらの農業に伴うごみの焼却の規制については、あま

りご存じない農業者の方も多いと思われることから、現在、来月発行する「農業委員

会だより」において、農業者の方への広報を行うことを、環境局、消防局、農政課と

調整中であり、現在の広報文案を掲載しております。 

説明は以上ですが、広報に関するものも含め、ご質問やご意見がありましたら、お

願いしたいと思います。 

 

議 長 

農業に伴うごみの焼却について、事務局から説明がありましたが、何か質問等があ

れば、お願いします。 

 

沖田委員 

農業ではないのですけど、風呂で薪を焚くのはどうなんですか。ウチは薪風

呂ですが、やめた方がいいんですか。 

 

事務局 

 直接問い合わせはしておりませんけれども、問題ないと思います。 

 

議 長 

 他にございませんか。 
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吉田委員 

 参考までに話させていただきます。実は私の町内会で、５年くらい前に引っ

越して来られた方が、こういうことに非常に神経質な方でございまして、周辺

はほとんど農地、田畑なのですが、やはり農地には、先ほどの藁とか草とかで

すね、あるいは場合によっては落ち葉やごみといったものを、野焼きとかをや

るのですが、そういった焚火というか、匂いとか埃とか煙、そういったものに

注意深い方がいらっしゃいまして、常に消防や警察に連絡されて、月に２度く

らいは消防車が駆けつけるという状況なんです。この資料を深く見させていた

だいて、今までの認識と資料が少し変わっている、変化が出ているのかどうか

確認させてもらいますけども。 

要はそういった煙に非常に敏感な方がいらっしゃるということは改めて注意

しなければいけないかなと。農家としてはですね、やはり、草むらを畦にして

も藁にしても焼きたい時がありましてね、残念ながら、今町内会が深刻な状態

になっていまして、このことは改めて皆さんが注意しなきゃいけないのかなと。

今のところはですね、農家が悪いということにしています。当然、ダイオキシ

ンが出るわけですから、そういったことは数十年前から禁止になってますんで

ね、農家としては気をつけないといけない、ただ、そういう方がいることに対

しては少し考え方もかえなきゃいけないのかな、というふうに思います。参考

までに話させていただきました。 

 

議 長 

その他ございますか。 

続いて、その他の配布資料について、事務局からの説明をお願いします。 

 

事務局（山室主幹） 

 今後の地区協議会・農業委員会研修会の開催日程についてご説明します。 

先月の総会におきまして、今後の地区協議会・農業委員会研修会の開催日程の課題

及びその対応についてご提案をしました。その後の各地区協議会で推進委員さんのご

意見もいただきましたが、対応案のとおりでよい旨のご意見をいただきました。 

以上のことから、今後地区協議会の開催日は、各地区協議会で調整し決定していた

だくこととします。また、７月の研修会は６月の総会終了後の開催を基本とし、委員

の改選年は、８月の総会終了後に開催することとします。 

 続きまして、１５ページ資料５をご覧ください。 

 広島市農業委員会研修会開催についてです。毎年７月と１月と両委員の研修会を開

催しております。今度は１月の研修会で、日時は来年１月５日でございます。 

時系列でいきますと、農業委員会の総会は１月５日の１３時３０分から１４時４５

分の予定で、ここの会議室で開催する予定でございます。引き続き、１５時から１６

時３０分まで地域福祉センターの大会議室で開催します。内容は「農地の利活用の推

進」に向けた農業委員会活動についてということで計画をしております。なお、７月

と同様に、その後の懇親会は、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、やむ

なく中止とさせていただきたいと思います。 
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事務局（森下技師） 

 農業振興センター研修生の応募状況・追加募集についてご説明します。 

配布資料１６ページ、資料６をご覧ください。農業振興センターの研修生の応募状 

況・追加募集についてです。 

まずは、今年８月から募集していた来年度の農業研修生についての報告です。１２

月１２日に実施予定の活力２次選考は鍜治山職務代理者に、１２月２２日に実施予定

のスローライフ２次選考は己斐職務代理が出席予定です。 

引き続き、農業研修に興味がある人への声掛けや情報提供をお願いいたします。 

続きまして、配布資料１８ページ、資料７をご覧ください。 

９月の総会の際情報提供させていただいた、元気なまちづくりプロジェクト地域活動

支援事業補助金について、採択事業が決定しましたことをお知らせいたします。今回

は１８ページから２０ページにかけて記載のある５２の事業が採択されております。 

委員や推進委員が関係しているプロジェクトもあり、今後の地域活性が期待されます。 

 続きまして、広島広域都市圏農作物生産・出荷促進商談会についてです。 

 広域都市圏内農産物の地産地消促進を目的に、小売業者等との商談会を開催すると

いうものです。開催日時が来年の令和３年２月２日を予定しております。午前の部と

午後の部に分かれているとのことです。こちら、「ひろしま園芸ステーション」という

大町のとれたて元気市の隣に今建てている建物で開催されるとのことです。主催は広

島広域都市圏産業振興研究会 農水産物等地産地消推進部会で、広島市では、事務局

が農政課になります。 

 募集農家は、広島広域都市圏内生産者４０名で、１２月１５日から募集を予定して

いるとのことです。 

 参加業者については、小売業者等２０社程度を予定しており、基本的には広域都市

圏内の小売業者等へ公募を行って決定する予定でございますが、青果商組合や、スー

パーマーケット協会、県飲食店等へ事前に案内を予定するとのことです。こちら、小

売業者等のブースに生産者の方が訪問して商談を行うという形になっておりまして、

詳細はまだ検討しているとのことで、今後ホームページやチラシで情報提供をさせて

いただくとのことです。 

 今のところ、開催予定で準備をしておりますが、新型コロナウィルス感染拡大の状

況により、中止の可能性もあるとのことです。 

 続きまして、令和２年度第５回地区協議会開催日程についてです。 

 配布資料２３ページ、資料９をご覧ください。 

 こちら、第５回地区協議会開催日程の予定でございます。来年１月６日から１月１

４日までを予定しており、旧市が１月６日、安佐南区が１月１２日、白木・高陽が１

月８日、可部・安佐が１月１４日、安芸区が１月８日、佐伯区が１月１３日を予定し

ております。 
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 内容は、市長と農業者との懇談会について、認定農業者との意見交換会について、

生産緑地地区の都市計画決定について、農業に伴うごみの焼却に関する規制について、

農地の多様な利活用について、推進委員の活動報告についてという予定としておりま

す。 

また、先月開催された地区協議会についての報告を行いたいと思います。 

１１月の地区協議会では、まず、広島市の多様な農地について理解を深めました。 

① 市内農地を１００％とすると、ほ場整備地では３０％程度、一般農地では約２％程

度、活用されていますが、残りの白い部分については、なかなか農地活用が進んで

いないことを示しております。 

② 市内全筆農地のうち、約７割が１筆あたり３００㎡以下で分布しております。 

③ こちらは、市内に存在する様々な農地の航空写真です。市内には多種多様な農地が

点在していることがわかります。 

④ 今後の取り組みの方向性です。行政の方でも、担い手育成や農地活用を充実させる

ための施策を検討しているところですが、我々農業委員会でも、市や区役所農林課、

農協などの関係機関と連携し、市内にある多様な農地を、様々な形で活用する人が

少しでも増えるように、一緒に取り組んでいけたらと思います。 

３５ページに各地区協議会で出た感想・課題を記載しております。 

 旧市では、 

・「小さな農業」に、農業の未来を開く可能性を感じた。 

・自分も街中の小さな農家だが、余った野菜は近くの薬局で安く売ってもらってい

る。 

・農地が小さく、消費地に近い市街地ではこうした小さな農業が向いている。 

・野菜の代金を前払いして、地域が農家を支えるやり方は魅力的と感じた。 

・野菜のネット販売は一つの方法だが、多額の送料がかかるなど課題もある。 

・耕作放棄地の解消にもつながる「半農半Ⅹ」の形を広めることが必要。 

・農地の小さな市街地等では、下限面積の撤廃を真剣に考える必要がある。 

といった意見がありました。 

安佐南区では、 

・事例もあった無肥料では栽培は無理だと思う。無農薬ということか、落ち葉など

自然に近いものを使っているのだろう。 

・パソコンをどんどん使っていくことが必要と感じた。 

・事例では売上げの割に所得が大きい。経費をどう抑えて利益を上げているのか興

味がある。 

・消費者もいろいろで、安いのがいい人、高くても買う人もいる。誰に売るのかを

考え、売先を確保した農業経営が必要。 

・中間管理機構は担い手でないと貸さない。農地を貸借しやすくする必要がある。 

・希望者には誰にでも、農業のやり方を教えてあげてほしい。 
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・市民農園開設のハードルが高い。トイレや井戸、駐車場、面積の条件緩和ができ

ないか。 

といった意見がありました。 

白木・高陽地区では、 

・農地の利活用を進めることは農業委員会の重要な役割であり、今日紹介のあった

事例も参考に、取り組んでいきたい。 

・事例では小面積の割に所得が高くて驚いた。内訳を知りたい。 

といった意見がありました。 

可部・安佐地区では、 

・個人的には「小さな農業」に魅力を感じるが、過疎化の進む地域では直売所が少

なく、高齢農家は輸送や販売にも苦労しており、農業の楽しさを感じられない。

こうした実情も踏まえた対策が必要だと思う。 

・現状の研修制度は、受けるのに結構敷居が高いため、気軽に農業について学べる

研修があればよいと感じた。 

といった意見がありました。 

安芸区では、 

・事例にあるように、高くてもおいしい野菜を買う人もいるが、大半の消費者は、

安いものを求めている。消費者の考え方が変わることも必要だと感じている。 

・消費者は、同じ品物であればきれいな方を選ぶ。無農薬の良さについての教育や、

コミュニケーションが必要である。 

・消費者とのつながりで農業経営を行う小さな農業には、今後に大きな期待を感じ

ており、農業委員会として積極的に取り組んでいくべきだと思う。 

といった意見がありました。 

佐伯区では、 

・事例の小さな農業は魅力的であり、自分でもやってみたいと感じた。 

・紹介事例のように、誰でもこんなにうまくいくとは思えない。市街化区域の農家

は、税負担や高齢化で苦労しており、実態に応じた対策が必要である。 

といった意見がありました。 

 

事務局（西村） 

 資料２７ページ、資料１０をご覧ください。 

 令和２年１２月の現地調査日程です。今月の許可案件の受付締切日は１２月１５

日となっております。同日の夕方５時１５分から６時の間に電話で調整させていた

だきます。 

 現地調査の日程です。１２月１６日の午前が旧市、午後が安芸区、１２月１７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。

３日目は１２月１８日の午前が安佐南区、午後が佐伯区で予定しておりますので、

日程の調整をお願いいたします。 



２４ 

 

 

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。 

  

             （委員：意見なし） 

 

議 長 

これで令和２年第１２回総会を終了します。 

 次回の総会は、事務局から説明がありましたとおり、令和３年１月５日午後１時３

０分から、東区役所３階第４・５会議室で行う予定です。 

 また総会終了後は研修会が東区地域福祉センターでありますので、よろしくお願い

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ございました。 

 今日は奥推進委員、中川推進委員、本当にお忙しい中、ご出席いただきありがとう

ございます。 

 今回で今年の総会は終わりということで、今度は１月、新しい年になりますが、新

しい年が、コロナが沈静していい年になればと思っております。 

 本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 


