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令和３年第１回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和３年１月５日（火）  開会 午後１時３０分 

                     閉会 午後２時４５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 （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   

 

５．欠席委員  

なし 

 

６．議事録署名者  

５番  溝口 憲幸   ６番  梶山 正治 

 

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）特定農地貸付の承認の取消の専決処理について  

 

・その他 

（１）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  

（２）農業委員会の法令遵守について  

（３）広島市議会定例会（１２月議会）農政関係質疑の要旨  

（４）農業委員会だより（令和３年冬号）について  

（５）令和３年１月の現地調査日程について  

 

 

 

  



３ 

 

議  事 
 

 

大畦事務局長 

定刻となりましたので、総会を開催させていただきますが、新型コロナウィルス

の感染拡大が続くなか、広島市等を対象とする新型コロナ感染拡大防止集中対策の

期間が、当初の１月３日までから１７日までに延長されました。  

このため、本日開催予定の研修会及び懇親会、明日から１４日まで開催予定の地

区協議会は、中止することとしました。  

また、農業経営改善計画の認定については、担当地区の推進委員が農業委員と一

緒に現地調査を行い、農業委員会総会で説明していただくこととしていますが、同

様の理由から、今回の総会には推進委員の出席を求めないこととし、担当の農業委

員から意見を述べていただくこととします。  

それでは、会長、よろしくお願いいたします。  

 

議  長（福島会長）  

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。  

それでは、ただいまから令和３年第１回の広島市農業委員会総会を開会し

ます。  

本日は全員出席でございます。出席者が過半数に達しており、総会は成立

します。  

本日の議事録署名者を指名します。５番、溝口委員、６番、梶山正治委員、

よろしくお願い致します。  

 

議  長  

それでは、ただいまから、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、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１

１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番の申請地については、１枚の田を二分する形での筆構成となっており、

もう一方との所有者が異なるものを農地管理の実態に合わせ、譲受人に所有

権移転するものです。  
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なお、本件については、譲渡人及び譲受人が同じ農事組合法人の構成員で

あり、譲受人が当該法人に貸し付けている農地の面積も耕作面積に算入して

下限面積の判断をするとしており、これにより当該申請については下限面積

の要件を満たすとしたものです。  

２番、３番及び８番から１１番は、経営規模拡大のため農地を譲り受ける

ものです。  

４番から７番は、新規就農のため農地を借り受け又は譲り受けるものです。

４番、５番は露地野菜及び果樹を、６番、７番は露地野菜を作付けする旨の

営農計画書が提出されています。  

申請地はすべて、農地法第３条第２項に規定する不許可の要件のいずれに

も該当しないものと思われます。  

これらの案件は、総会で承認されますと、農業委員会の会長名で許可する

こととなります。  

以上で議案第１号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第１号について、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  伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番、伊藤です。  

 本件は１２月１８日に、私と梶山正治委員、事務局職員と現地調査を行い

ました。譲渡人とも面談をいたしました。この譲渡人と譲受人は兄弟でして、

ほ場整備された農地ですが、１枚の土地に２筆が登記されていて、これを今

回、弟さんに譲ることになりました。もちろん、耕作中であります。説明が

ありましたように、双方とも農事組合法人の構成員になっておられます。問

題はないと思います。  

 

議  長  

２番から５番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番、己斐です。  

 ２番から５番までの件を述べさせていただきます。  

 ２番につきましては、昨年１２月１７日に下谷委員と事務局とで現地の調

査を行いました。３筆とも自己保全管理されておりました。この農地は、譲
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受人の自宅の北側に接しておりまして、近くでもあり、規模拡大の為に譲り

受けて野菜を作る予定であるということでございます。譲渡人においては、

相続で取得した農地で、現在は区域外に居住しておられまして、耕作ができ

ないということであります。この農地につきましては、無償で譲り渡すとい

うことでございました。問題はないと思います。  

 ３番は、同じく昨年１２月１７日に下谷委員と事務局職員とで現地調査を

行っております。この農地は昨年秋まで譲受人が水稲を作付けされておりま

した。譲受人の倉庫の裏手で、今年の３月で賃借権が切れる機会にこの地番

の面積を譲り受けて、耕作するということでございます。譲渡人も、県外に

居住されておられまして、耕作できないということで、譲受人に農地を有償

で譲る案件でございますが、問題はありません。  

 ４番は、昨年１１月１７日に下谷委員と事務局職員と現地の調査を行って

おります。譲渡人は耕作する予定がなく、管理ができないので貸すことにし

たいということでございました。譲受人は自宅が近いということでございま

すので、譲渡人から農地を借り受けて自家野菜を作りたいということでござ

います。  

 ５番は１１月１７日に、下谷委員と事務局とで現地調査をしております。

１１月の調査時点では農地の状況でなかったために、草刈等、農地を復元す

るよう、代理人を通じて指導しております。去る１２月２３日に完了報告を

受けまして、再度調査を行いました。野菜と果樹を栽培するということでご

ざいます。この２筆では下限面積を下回りますので、先ほどの４番の農地を

入れて下限面積を上回ります。わずかではありますが、遊休農地の解消にな

ればと思っております。このような観点から問題ないと思っております。  

 

議  長  

６番、７番は山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番、山縣です。  

 ６番について説明します。この件につきましては、１２月１６日、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

ておりました。譲渡人は高齢のため、耕作できないので近隣農地に住む譲受

人が農地の一部を借りて使用貸借権を設定して露地野菜を栽培し、新規就農

しようとするものです。許可相当と認めます。  

 続いて７番について説明します。この件は６番の申請地と近隣にある農地

です。６番の案件と同じ日時、同じメンバーで現地調査しました。申請地は

畑となっておりました。譲渡人は遠方のため、耕作ができないため、近隣に
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居住する譲受人に所有権移転し、露地野菜を栽培するものです。６番及び７

番の耕作面積を合わせると下限面積はクリアされます。許可相当と認めます。 

 

議  長  

８番から１０番は吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番、吉田です。  

 ８番、９番、１０番は去る１２月１８日に児玉委員、事務局職員２名の４

名で現地調査をいたしました。  

 まず８番は、譲渡人は高齢で耕作困難になったということで、１００ｍほ

ど離れた近隣の農家に譲渡するということでございます。譲渡を受ける方は

以前から規模拡大をしたいということで、居住地に近いということで購入を

したということで、異議ございません。  

 続いて９番は、譲渡人が所有する土地、建物も一緒に売却するということ

になりまして、農地も一緒に売りたいということで、購入する話となったも

のです。また、譲受人も農業の規模拡大のため購入に至ったということでご

ざいまして、譲渡人は、１５キロメートルほど離れたところですが、譲受人

のそばの農地でございまして、２人の合意の下に、今回に至ったということ

で、異議ございません。  

 １０番にまいります。譲渡人は高齢で耕作が困難になったということから、

譲受人の家のそばにある農地を経営規模拡大のために求めたものでございま

す。譲受人は規模拡大ということで求めたということで、異議ございません。  

 

議  長  

１１番は児玉委員。  

 

児玉委員  

 １９番、児玉です。  

 去る昨年１２月１８日に、奥田委員、事務局職員２名と現地を確認に行き

ました。この土地はほ場整備をされており、４分の１ずつの持ち分で分けて

あったものを、譲受人が全部１人で引き受けるという所有権移転です。今も

田んぼを作っておられて、別に問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見等がございますか。  
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（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、１１件を許可することに決定します。  

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。事務局から説明をお願いします。  

 

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１件

について、説明いたします。  

議案の６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、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。  

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  

 議案第２号について、担当委員のご意見をお伺いします。  

１番、奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番、奥田です。  

 １２月１８日に事務局と現地調査をいたしました。申請人は高齢のため農

作業がきつくなったということで、駐車場に転用されるもので、周辺への影

響もなく適当であると思います。  

  

 



８ 

議  長  

 それでは、その他のご意見等はございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようですが、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１

６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

による許可申請の１６件についてですが、資料の訂正があります。８ページ

の議案番号９番の案件は、一時転用の案件ですが、記載が漏れておりました。

一時転用期間は許可後から令和４年１２月３１日までとなっています。  

それでは、説明に入ります。議案の７ページから９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、１番の申請地を譲り受け、１番へ

の進入路として２番の申請地を借り受け、貸資材置場及び貸駐車場として利

用しようとするものです。  

３番は、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、農業用倉庫及び駐車場

として利用しようとするものです。  

４番から６番及び９番は、雑種地への一時転用で期間は令和４年１２月末

までとなっており、送電線工事に係る資材置場、ヘリポートとして利用しよ

うとするものです。  

７番、８番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け、貸資材置場及び

貸駐車場として利用しているものです。  

１０番、１１番は、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、庭敷の拡張、

車庫として利用しているものです。  

１２番は、雑種地への転用事案で申請地を譲り受け、太陽光発電施設用地

として利用しようとするものです。  

１３番から１５番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け、元気なま

ちづくりプロジェクトで採択された地域周回道路として利用しようとするも



９ 

のです。  

１６番は、雑種地への転用事案で、申請地を借り受け、重機・土木資材・

運搬車両置場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、８番、１０番、１１番、１６番の案件につきましては、既に転用済

みでありましたが、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。なお、１６番については、９月の総会で許可した案件ですが、誤って隣

接する農地で許可を受けていたことが判明しました。このため前回の申請地

について許可の取消願が提出され、再度許可申請がされたものです。この許

可の取消願いについては、次回の総会で報告します。  

９番を除く１５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。  

９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、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、山本です。  

 １番、２番につきまして、１２月１６日、事務局と現地確認いたしました。

１番の所有権移転する案件は、貸資材置場及び駐車場にする案件で、２番の

賃借する案件は、１番の土地に入る進入路として借り受ける案件となってお

ります。今回の転用によって周辺の農地には影響はないと思われます。  

 

議  長  

３番  は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番、己斐です。  
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 ３番は、昨年１２月１７日に事務局職員２名と、当日３条許可がありまし

たので、下谷委員と一緒に現地を確認しております。現地調査中に、譲受人

と偶然に会うことができまして、購入理由等を聞きました。  

現在の農業倉庫が川のそばに建っており、大体大雨が降る度に浸かるとい

うことであります。また、丁度その倉庫も県道に面しておりまして、交通量

が非常に多くて、農機具の出し入れが不便であるということから、申請地を

購入することにより、隣接している親の土地が農地の近くにあり、農機具を

搬入するのに便利であるということから、農機具倉庫等を建てて、車を２台

と農機具倉庫を建てる計画になっているようでございます。耕作への影響も

ないと思われますので、異議はございません。  

 

議  長  

４番から８番は佐藤委員。  

 

佐藤委員  

 １０番、佐藤です。  

 ４番から６番までは、事務局の説明のとおり送電線工事の資材置場として

の一時転用ということで現地を確認しましたが、周りに農地もなく、影響あ

りませんので、問題ないと思います。  

 ７番、８番は雑種地の転用ですが、１２月１７日に事務局職員と確認に行

ったときに、ちょっと建物が建っていたのですが、その後適正に除去されて

おるということで、周りも農地もありませんので、問題ないと思います。  

 

議  長  

９番、沖田委員。  

 

沖田委員  

 １２番、沖田です。１２月１７日に事務局職員と調査しました。現地は可

部の市街地を見渡せる山の頂上近くにあり、周囲には野菜栽培をしている畑

もありましたが、広い土地でありますので、周りには影響ないと思われまし

た。  

 

議  長  

１０番、１１番は河野信義委員。  

 

河野（信）委員  

 １３番、河野です。１０番、１１番につきましては、１２月１７日に事務
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局職員２名と調査を行っております。  

 １０番につきましては、飯室に清和中学校がございますが、そこから、３

０ｍから４０ｍ下がった太田川へ近い方側の農地であります。譲受人が屋敷

を拡張するということでず。これにつきましては、特別周辺に迷惑しないの

でよろしいと思います。  

 それから、１１番につきましては、これは、太田川の新しい飯室に橋があ

りますが、そこを渡ったところでございまして、これも庭敷を拡張するとい

うことでございますが、特別、周辺に迷惑はないと思います。  

 

議  長  

１２番は河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

 １５番、河野です。  

 １２月１６日に事務局職員２名と現地調査を行いました。太陽光発電設備

を設置するという案件ですが、現地に行ってみますと、このすぐ隣に、既に

太陽光発電設備が設置してあるところもありまして、別に太陽光発電設備を

設置することによる支障はないと思います。  

 

議  長  

１３番から１５番は吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番、吉田です。  

 １３番、１４番、１５番は、去る１２月１８日に、児玉委員、事務局２名

で調査をしております。  

３件とも、譲受人は、空き家を活用した民泊者を受け入れる地域活動を行

っておられまして、限界集落的な地域でございますけれども、利用者が多く

地域は活気に満ちておると、この団体が活発に活動して利用者が多いという

ような状況の中で、昨年８月に広島市地域活動支援事業補助金に応募されま

して、５２団体が採択されたうちの１団体でございます。  

その補助金を活用して住民あるいは民泊者が利用するスポーツ広場の進入

路を確保することとし、今回災害を想定して、両方向からの避難、あるいは

進入できるということを目的に、３人の譲渡人から無償で提供していただき、

土木工事で避難路を確保するということでございます。大変よい取組が計画

されています。  
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議  長  

１６番、奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番、奥田です。  

 １２月１８日に事務局職員２名と現地を調査いたしました。この土地は、

前回９月に許可を得た土地のすぐ隣にありまして、代理人の方も地番の違い

に気付かず、所有者も気付かずに隣の土地へ駐車場を造成した案件でござい

まして、近隣への影響は無く、問題はないのですが、取り消しを来月される

ということで、現地は既に駐車場となっており、始末書が提出されています。

特に問題は無いと思います。  

 

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、９番を除く１５件を許可することに決定いたします。９

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の

ち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

度です。  

農業委員会としましては、  
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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１０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。  

１番、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

 １５番、河野です。  

 この案件については、現地を１２月１６日、事務局職員と調査を行いまし

たが、水稲が作られておりまして、耕作されるとの見込みは十分あり、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、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、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
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て４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、４件について  

ですが、説明の前に議案の訂正をお願いします。  

１番の申請者の備考欄が「継続」となっていますが、正しくは「新規」と

なります。また、４番の経営規模面積が１３０アールとなっていますが、正

しくは１ ,３００アールです。申し訳ございませんでした。  

それでは、議案の説明をいたします。  

令和２年１２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１１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番の申請者は、現在、ビニールハウスでミズナ、露地で大長ナス、白ネ

ギ、プリーツレタスを栽培しています。今後は、良質堆肥の投入による土づ

くりや、病害虫の適切な防除による収量・品質の向上、直販の拡大による出

荷額の拡大を図るとともに、役割分担の明確化による作業の効率化と作型に

よる年間労力の平準化などに取り組むことで、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、青年等新規就農者から認定農業者へ移行

し、新規で認定を受けるものです。  

２番の申請者は、現在、ビニールハウスや露地を活用して、広島菜、エダ

マメ、ナスや葉物野菜類を栽培しています。今後は、現状の契約栽培の単価

が維持できるよう、品種選定や差別化を図るとともに、経営分析や資材等の

価格調査、生産緑地制度の活用による経費の削減、子の経営参画による従事
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時間の削減などに取り組むことで、１人当たりの年間労働時間〇〇時間、年

間総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、現在、ビニールハウスでコマツナ、ホウレンソウ、ミズ

ナを栽培しています。今後は、ハウスの土壌消毒による病害虫の発生抑制、

人員育成による作業効率化やパソコンを活用した経営分析を行うことでコス

ト削減や所得率の向上を目指すとともに、令和３年度にハウスを増設するこ

とで、年間労働時間〇〇時間、年間総所得〇〇万円を目指す計画を立て、再

認定を行うものです。  

４番の申請者は、現在、成乳牛と育成牛の飼養を行っています。今後は、

優良精液の使用により、産乳能力の高い牛群の更新を進め、１頭あたりの乳

量を増加させるとともに、放牧酪農を行うことでブランディング化と労力削

減を図ります。また、乳製品の消費拡大と、従業員の意欲向上及び飼養管理

状況の向上に引き続き取り組むことで、１人当たりの年間労働時間〇〇時間、

年間総所得〇〇万円を目指す計画を立て、再認定を目指すものです。  

以上で議案第５号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第５号について、事務局の説明が終わりました。先ほど事務局長から

説明がありましたとおり、本日は担当の農業委員のご意見をお伺いします。  

１番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番、己斐です。  

 １番につきまして、昨年１２月２６日に世羅推進委員と営農改善計画につ

きまして申請者のお宅をお伺いし、状況を伺いました。申請人は、平成２８

年１月に新規就農されまして、現在白木町特産の大長ナスを露地で栽培され

ております。今は旬の白ネギを収穫されており、直販の方へ出荷されており

ます。その傍らプリーツレタスの播種作業と、ハウスで水菜の出荷をされて

いると思います。ハウスでは水菜の栽培に意欲的に取り組んでおられます。  

農業改善目標につきましては、令和７年には〇〇万円という目標を掲げて

おられます。水菜につきまして、今現在５作ですけど、１作増やして６作に

増やし、大長ナスの面積も〇〇アールのところを〇〇に増やし、生産量〇〇

トンということにやっていきたいという目標です。プリーツレタスにつきま

して、ちょっと〇〇アールほど減らしまして、白ネギの方へ〇〇アールほど

増やしまして、生産量で〇〇トンにして収穫量を増やすということでござい

ます。そのためには、良質な土づくりと病害虫の防除、収量や品質の向上を

図っていきたいということでございます。特に市場価格が低迷しておるため
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に、直販の比率を上げて、スーパーに出荷も増やして出荷額の向上に努めて

いくということでございます。  

来年には現在ありますハウスのリースと農業機械の償却もほとんど済むと

いうことで、経費削減にも図れるということでございます。ご高齢のご両親

と奥さんとで収穫、調整作業の役割分担を明確にして、両親の役割分担を少

し配慮していきたいなと言っておられました。今回の計画について、問題は

ないと思います。  

 

議  長  

２番は溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番、溝口でございます。  

 ２番の案件でございます。申請者は我々の盟友でございまして、篤農家で

ございます。息子さんもやっておられまして、生産緑地制度、今年から始ま

りますけれども、一番に手を挙げられたということで、大変熱心に頑張って

おられます。特に問題は無いと思います。  

 

議  長  

３番  は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番、伊藤です。  

 本件は浅元推進委員と本人と調整しながら、１２月２６日に現地へ３人が

立って話を聞くなどの現地調査をさせてもらいました。  

申請人はちょうど就農１０年が経過したというところでありまして、コマ

ツナを主体にやっておられます。今年中には、出来るだけ早いうちに、自分

のほ場に真砂土を搬入してビニールハウスを３棟建てたいということです。  

申請人の土地は、ほ場整備がされていない土地でありまして、形状が不整

形で高低差もありますし、ハウスがそれぞれ色んな方向に向けて建ててあっ

て、歩いて移動するだけなら別に問題ないのですが、機械がハウス間を渡る

のに、かなりあっちへ行ったりこっちに行ったりということで、非常に死に

地が多い、これは何とかしたいのですけど、今からどうにもならないという

ことを言っておられました。  

そういうことで、今まで一人でやってきたんでしょうけど、息子さんの力

を頼りにし、希望を持ちながら計画を達成しますと言っておられました。  
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議  長  

４番は吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番、吉田です。  

 本来は、先ほど説明がありましたように、推進委員と共同して取材に当た

るべきでございましたけども、諸事情がございまして、私の方で取材をさせ

ていただきました。  

 まず、先ほど事務局から説明いただいた改善計画の通りで、若干重複しま

すけども、それと合わせてこの企業の成り立ちも少し紹介していきたいと思

います。  

 まず、この経営改善計画でございますけども、一人当たりの所得を上げる

とで、現状は〇〇万円ですが、５年後の令和７年を目標に〇〇万円アップし

て〇〇万円に目標を持ちたいということでございます。現在牛の数が８０頭、

お乳が出るまでの育成牛が４０頭で、合わせて１２０頭いるのですが、それ

を５年後には９５頭、８０頭を６５頭、４０頭を３０頭というふうに頭数を

少なくして、生産量は今の量を維持するという目標を立てておられます。  

それは先ほど事務局から言いましたように、頭数を減らして量を確保する

ということは、優良な牛を飼って、お乳が出る牛を留めると、総数を減らす

ことによっても量は確保出来るということでございます。また、その生乳を

加工されて、アイスクリームやジェラートなど、現在〇〇万円を５年後には

〇〇万円というように目標を持っておられます。そして、農地の方も、今１

３ヘクタールですけども、１５ヘクタールにして、牛の飼育を今牛舎で飼っ

ているのですが、放牧をして、自然で育てるという手法をさらに拡充したい

という目標を持っておられます。  

そして、雇用される職員は、今の人数から変わらず、今の状態を維持した

いということです。また、現在この農場を、農業体験、そしてこの地を憩い

の場として多くの方が訪れており、年間８万人訪れておるということから、

今の放牧等、或いは生乳の加工品を、その８万人の方にご利用いただいて、

消費を拡大していくという目標でございます。  

   

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

児玉委員  

 ２番の申請者の従事時間を削減するとなっていますが、労働時間が〇〇時

間から〇〇時間となると、１日１１時間働いても３６５日ずっと働かないと
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いけないような感じですが。〇〇時間というのは間違いじゃないですか。  

 

事務局（森下技師）  

 年間労働時間が現状〇〇時間で目標が〇〇時間というふうになっているの

ですけども、現状は主たる農業従事者お１人で〇〇時間ということになって

おりますが、５年後の令和７年には息子さんが経営に参加して、主たる従事

者の人数が２人になるので、２人で〇〇時間という計画としています。  

 

児玉委員  

 わかりました。  

 

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、「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、「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、８７件を一括して報告します。

事務局に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の２０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４

７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
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を行いました。  

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９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

次長が専決処理を行いました。  

報告第５号、農地転用届出撤回の専決処理の１件、及び報告第６号、特定

農地貸付の承認の取消の専決処理の１件については、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６号までの説明を終わります。  

 

議  長  

事務局の説明がありました報告第１号から第６号について、何かご質問、

ご質疑がございますか。ございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

質問がないようですので、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「その他について」です。事務局に説明をお願いします。  

 

森下技師  

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、

１１月の総会や地区協議会で情報提供しているものですが、改めてお知らせ

いたします。  

一番上の四角に書いてありますように、現在新型コロナウィルスの感染急

拡大が続いている状態ですので、今後中止になる可能性がございます。  

状況が変わりましたら改めてご連絡させていただきます。  

２の日時スケジュールにありますように、令和３年２月１０日認定農業者

総会の後に研修会、意見交換会を開催予定です。  

研修会は「ポストコロナ時代の日本の農業」ということで、県立大学の先

生にお話しいただく予定です。  

続きまして、今後の行事について３点ほど情報提供です。  

まず、明日から開催予定でした地区協議会について、冒頭に事務局長から

もお伝えがありましたとおり、中止となりました。  

地区協議会会長または副会長のお席に第６回の日程予定表を置かせていた

だいていますので、  

次回の地区協議会について、３月８日から３月１２日の中で、第１候補、
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第２候補をご記入いただき、今日お帰りの際にご提出いただきたいと思いま

す。  

２点目に、市長と農業者との懇談会についてです。こちらは１月２６日に

開催予定となっておりましたが、コロナウィルス感染症拡大防止のため、今

年度の開催は中止となりました。出席予定だった方はご予定を開けていただ

いていましたのに、申し訳ありませんでした。  

３点目に、視察研修についてです。  

年明けごろを考えながら、地区協議会で候補地についてアンケートを取ら

せていただいておりましたが、こちらもコロナウィルス感染症の感染拡大防

止のため、今年度の開催を中止とさせていただきます。  

 

石原次長  

 それでは、農業委員会の法令遵守について、ご説明します。  

資料は、全国農業会議所が作成した裏表６ページのカラーのリーフレット

「信頼される農業委員会であるために」と、Ａ４版１枚の「最近の農業委員

会の主な不祥事」をお配りしております。  

令和２年１月の総会において、「農業委員会の法令遵守の申し合わせ」につ

いて決議していただきましたが、その際の全国農業会議所からの通知にもあ

ったとおり、定期的な注意喚起や情報提供は必要と考えられることから、本

日時間を取り、委員さんの活動に関係する部分を中心に、ご説明するもので

す。  

 まず、カラーのリーフレット資料の表紙の裏、２ページをお開きください。  

１番では、コンプライアンスとは法令等の遵守という意味で、法令違反しな

いことに加え、社会的倫理を守るという意味があるが、この資料では法令遵

守に絞ってまとめている旨、記載されています。  

次に、２番の「農業委員会における法令違反のリスクとその対処」では、

実際にあった法令違反の事例が掲載されています。「最近の農業委員会の主な

不祥事」の資料と併せてご覧ください。  

時間の関係もありますので個々の説明は行いませんが、一点だけ、事例の

一番上の「不動産会社が農地を無断転用していると知りながら、農地法上の

手続きを進めた」との事例について、少し注釈します。  

これは、別紙の主な不祥事の資料の一番上の、大阪府羽曳野市の事例を指

したもので、農業委員、事務局職員が書類送検となっています。過去の報道

内容等でもう少し詳しく確認したところ、約１ ,５００㎡の農地を不動産会社

が駐車場に無断転用したもので、会社の代表者と取締役が逮捕されています。  

通常、無断転用が発見された場合は、本市でも、また他の農業委員会でも、

転用の実施者を指導し、許可の見込みがある場合は、申請書及び始末書を提
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出させ、追認許可する、という手続きを取っており、この事例のように、逮

捕や書類送検に至るというのは極めて異例ですが、何らかの理由により、悪

質性が高いと判断されたようです。実際問題として、無断転用のすべてにつ

いて、多額の費用と労力をかけさせて農地に戻すとか、あるいは、個人で３

年以下の懲役又は３００万円以下の罰金、法人で１億円以下の罰金とされて

いる刑罰を科すなどの対応は現実的ではないため、今後も同様の対応をして

いくことになりますが、無断転用者への指導、始末書等の提出、総会でのそ

の旨を踏まえた説明、審議等については、今後とも徹底していく必要がある

と考えています。  

次に、３、４ページです。許可権限の適正な執行のポイントとして、「１  法

律上の審査手続きを確実に踏む」「２  透明性を確保する」「３  詳細で正確

な記録を残す」の３点が挙げられ、また４ページの下の３で、「権限行使の基

本は「公正」と「公平」」等と記載されています。  

これらの事項については、事務局で複数職員による許可要件や添付書類の

チェックを行い、許可見込みと判断した案件について委員さんとの現地調査

を行い、総会での全委員による審議を経て許可する、という一連の手続きを

確実に踏むとともに、総会での審議の過程については、議事録により記録に

残すことなどで、徹底を図っています。委員の皆さんにおかれましても、こ

れらの手続きの流れを改めてご確認いただくとともに、普段の調査や審議な

どで、公平、公正の観点からお気づきの点がありましたら、遠慮なくご意見、

ご質問を頂くことで、より適正な事務執行につながるものと思われますので、

よろしくお願いいたします。  

次に、５ページのパワハラ、セクハラは飛ばしまして、６ページをご覧く

ださい。  

「６  個人情報の取り扱いについて」ですが、私たち一般の公務員と同様

に、委員の皆さんにも守秘義務が課されています。総会での審議のほか、農

地の調査やあっせんなどの際、農地に関する個人情報に触れる機会が多くあ

りますが、それらの情報を、本人の承諾なしに、関係のない第三者に漏らし

てはいけないということが、基本になると思います。具体的な事例で疑問点

等があれば、個別にお問い合わせください。  

最後に、「７  選挙運動の注意点」として、委員の皆さんには、公務員の地

位を利用した選挙運動が禁止され、具体的な禁止行為の例が挙げられていま

す。今年は衆議院議員選挙や知事選があり、その際にも注意喚起させていた

だきますが、これについても、具体的な疑問点等がありましたら、個別にお

問い合わせいただければと思います。  

説明は以上です。今後とも引き続き、法令遵守、適正な事務執行の徹底に、

ご協力いただきますようお願いします。  
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続いて、先月開催された、令和２年第８回広島市議会定例会での農業関係

質疑についてご報告します。資料の２ページ、資料２をご覧ください。  

１２月８日の一般質問において、安佐南区の海徳議員から、ＪＡと連携し

た生産緑地機能の発揮について、２件の質問がありました。  

まず、ＪＡの提案どおり都市計画決定されたのかとの質問があり、都市計

画を担当する都市整備局長から、ＪＡから３２地区、５．８ヘクタールを生

産緑地に指定する案が提案され、１２月１日に提案どおり都市計画決定した

旨の答弁がありました。この指定の内容については、先月の総会でご報告し

たとおりです。  

続いて、ＪＡと連携協力しながら、今後、生産緑地の機能をどのように発

揮させていくのかとの質問があり、都市整備局長から、生産緑地は営農等の

継続を前提としていることから、その推進には、農家に丁寧に対応し、かつ

農業に関する知見と経験を生かすことができるＪＡとの協力関係が欠かせな

い。今後は、生産緑地が、新鮮な農産物の供給のみならず、地震時の避難場

所などの防災機能や、農業体験・学習の場の提供機能など、ＪＡとの連携協

力のもとで、多様な機能を発揮できるようにしたい、との答弁がありました。  

また、これらの答弁後、海徳議員から、意欲ある農家がもっと頑張ること

ができ、都市農業がもっと振興できる制度とするため、ＪＡとの協力体制や

指定条件が適正か、改善が必要かについて、今後の議会でも状況を確認する

ので、よろしくお願いする、との要望がありました。  

なお、常任委員会では、農業関係の質疑はありませんでした。報告は以上

です。  

 

山室主幹  

続きまして、農業委員会だよりの令和３年冬号についてご説明させていた

だきます。お手元に農業委員会だよりをお配りしております。この農業委員

会だよりは、各生産区長さんから各農家さんに配っていただくように、昨日

生産区長さんに郵送したところであります。各農家さんには、もうしばらく

したら届くことになっております。  

この農業委員会だよりで、１点ご説明させていただきます。３ページの一

番上の記事です。農地賃借料情報について、ご説明させていただきたいと思

います。  

 この表につきましては、令和２年１月から１２月までの間に、農地法第３

条の許可を受けて賃貸借契約を締結したもの及び利用集積計画を策定し、賃

貸借契約を締結したものについて、１２か月分を集計し取りまとめたもので

す。  

 １０アール当たりの農地賃借料水準につきましては、年頭から広島市のホ
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ームページでも公表しています。  

この数値というのは、参考として公表しているものです。３ページの上の

方にも書いてありますように、この数値はあくまでも目安ですので、実際の

賃借料を決める際は、当事者でよく話し合いのうえ決めてくださいというふ

うに記載させていただいております。  

表を見ていただくとお分かりと思いますが、基盤整備地域への平均額が８，

６００円で、未整備地域の平均額は１２，２００円となっております。通常

は基盤整備地域の方が高くなりますが、昨年のデータを集計してみますと、

基盤整備地域の方が低いという状況になりました。ちなみに、一昨年の基盤

整備地域の平均額は１４，０００円ということでしたので、かなり低くなっ

ておるということです。  

これについて、説明させていただきたいと思います。お手元の資料をご覧

ください。１０ａ当たりの賃借料を、１，０００円刻みでどれだけ件数があ

ったかというのをまとめたものです。昨年のデータは２３５件ございました。

この中で、１，０００円から２，０００円の賃借料のところが、１２４件と

およそ半分ありました。それをグラフにしたのが、右側のところでございま

す。１，０００円から２，０００円の青い線が、ぐんと伸びております。こ

れが１２４件ということで、平均値をすごく下げておるという特殊な要因が

あります。  

普通の年は、どれもなだらかな平均であるのですが、去年は〇〇などが１，

０００円から２，０００円ということで平均値をぐっと下げてしまったとい

うのがあります。特殊要因を除いて計算しまして、平均値を１．７倍オーバ

ーしたもの、それから平均値を０．３より下のものは、集計から外すという

ことで、１０年来こういうふうな計算方法でやっております。  

ということで、棒グラフの赤いところ、それから右の赤い印を付けたとこ

ろを除いたもので平均値をとっているということになりますので、今回の平

均値が８，６００円ということになっております。  

ただ、統計データですので、恣意的にどうこうすることができないので、

こういうふうな結果になったということです。この計算のやり方が今後もこ

れでいいのかどうか、ちょっと検討していきたいと思います。  

 それから、令和３年１月の現地調査日程でございます。本日の配布資料３、

３ページをご覧ください。１月の現地調査日程ですけれども、今月の許可案

件の受付の締切日は１月１５日でございます。２番の現地調査の日程調査で

すけれども、１月１５日の夕方午後５時過ぎくらいから電話で調整をさせて

いただきますので、よろしくお願い致します。３番の現地調査日程ですけれ

ども、１日目が１月１８日、旧市、安芸区。２日目が１月１９日、可部・安

佐、白木・高陽。３日目が１月２０日、安佐南区、佐伯区を予定しておりま
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すので、よろしくお願いいたします。  

 

議  長  

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、何かご意見、ご質問等は、

ございますか。ございませんか。  

 

佐藤委員  

農業委員会の最近の主な不祥事の中で、ちょっと気になったのが、７番目

の生産緑地の個人情報を自宅に持ち帰った際紛失というのがあるのですけど、

これは、どういう経過でこれは出てきたのでしょうか。  

 

石原次長  

一般の公務員でも、個人情報、いわゆる個人が特定される情報が入ったデ

ータ、それから紙の資料も含めて、家に持ち帰ったりするというのは厳しく

制限され、どうしても持ち帰る場合は許可がいるというような形になってい

ます。農業委員さんの場合は、ちょっとそこまでの規定というのはないので

すけれども、ご自宅でご自分がご覧になるというのは、もちろんいいんです

けれども、関係のない第三者が見るかもしれない、紛失ということになると、

その可能性が出てきますので、そこは一般の公務員と同じように、紛失した

ら市などでも、マスコミに出て処分されるということになりますので、同じ

ような不祥事に当たってしまうと思います。  

 

佐藤委員  

持ち帰った本人が、紛失したと農業委員会に報告されたのか、それとも、

外部に出てしまったのでしょうか。  

 

石原次長  

この事例がどうだったかは分かりませんが、第三者が見つけてどこか届け

たという場合もありますし、本人から申告がある場合など、色々あるかとは

思います。  

 

議  長  

何か別にございませんか。  

 

          （委員：意見なし）  
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議  長  

これで令和３年第１回総会を終了します。  

次回の総会は、令和３年２月５日の午後１時３０分から、東区役所３階第

４・５会議室で行う予定です。  

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  

 今日はたいへんご苦労でございました。  

 連日コロナについて報道されていますが、２月の総会に元気にお会いでき

たらと思っております。以上で本日の総会を終わります。   



２６ 

 


