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令和３年第２回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和３年２月５日（金）   開会 午後２時１５分  

                      閉会 午後３時３０分  

 

２．場  所  東区役所３階第４・５会議室 

 

３．委員定数  １９名 

 

４．出席委員  １７名 

１ 福島 幸治  ２ 鍜治山 正照  ３ 己斐  潔  

４ 山本 香織  ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

７ 伊藤 信彦  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  

７番   伊藤  信彦    ９番  下谷 邦代 

 

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）農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認申請について 

（５）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について 

（６）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 
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（７）青年等就農計画の認定に係る意見聴取について 

（８）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）農地転用許可取消の専決処理について 
（６）農地転用届出撤回の専決処理について 
（７）農地転用（農業用施設）届出の専決処理について 

 

・その他 

（１）令和３年度中山間地域お宝資源掘り起こし事業について 

（２）市民農園・体験農園・市民菜園の利用者募集について  
（３）令和２年度第６回地区協議会の日程（案）について 
（４）令和３年度農業委員会総会開催日程について 
（５）令和３年度現地調査日程について 
（６）令和３年２月の現地調査日程について 
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議  事 
 

議  長（福島会長）  

 コロナがだいぶ収まったようですが、まだ引き続き注意していきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。  

それでは、令和３年第２回広島市農業委員会総会を開会いたします。  

 本日の欠席者は、児玉委員です。出席者が過半数に達しており、総会は成

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。７番、伊藤委員、９

番、下谷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６件を上程

します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

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６

件について説明します。   

議案の３ページ、４ページをご覧ください。  

１番、２番、４番及び６番は、経営規模拡大のため農地を譲り受け又は借

り受けるものですが、以下、補足説明します。  

４番については、譲渡人との間で利用権設定により借り受けていた農地を

取得するものです。  

６番については、共有者間での持分移転となりますが、相続により持分を

取得した譲渡人が、その持分を譲受人に贈与するものです。  

３番及び５番は、新規就農のため農地を譲り受けるものです。３番は水稲

及び露地野菜を、５番は水稲を作付けする旨の営農計画書が提出されていま

す。  

なお、３番の譲受人は外国籍を有する方ですが、譲受人が農地の権利取得

ができる在留資格があること及び配偶者である夫が農業に参与できることを

在留カード及び住民票等により確認しています。  

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
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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  

ありがとうございます。それでは担当委員のご意見をお伺いします。  

１番から４番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 議案番号１番、２番、４番は、令和３年１月１９日に私と下谷委員と事務

局職員とで現地の調査を行いました。  

 １番は基盤整備された農地で、今でも戸石地区の営農法人が譲渡人の委託

により耕作をしています。譲渡人は高齢で後継者もいないということから、

以前から手伝ってもらっていた譲受人に譲渡することにしたということでご

ざいます。譲受人は、譲り受け後、引き続き営農法人に委託する予定である

ということでございまして、異議はありません。  

 議案番号２番は、現在休耕中の農地を無償で借受けて水稲の栽培を行う申

請でございますが、この申請は下中推進委員があっせんした案件でございま

して、わずかな遊休農地ではありますが、遊休農地対策につながるのではな

いかなと思っております。  

 議案番号３番は、令和２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。当初は、夫が譲受人であった申請を取り下げて、妻

を譲受人として再申請したものでございます。譲渡人は、平成２２年に相続

により農地を承継したのですが、今日まで耕作されることもなく放置されて

いたということでございます。譲受人は、耕作を目的として所有権を希望し

ており、自分の経営するスーパーや自身が経営する飲食店に出荷する作物を

作付けする予定でございます。許可後は本件農地に隣接する建物に居住し、

飲食店経営の合間を見ながら農場経営に従事するということでございまして、

異議はございません。   

議案番号４番は、譲渡人は高齢で、後継者もおられないということで農地
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を売りたいという話でありまして、譲受人の隣接地であることから、規模拡

大を兼ねて購入することにしたいということで、引き続き水稲栽培を行う予

定になっているところでございます。これも異議はないです。  

 

議  長  

５番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

 ５番の件ですが、譲渡人が高齢で、譲受人が息子に当たる方でございまし

て、家も別々なのですが５０ｍ離れたところにありまして、また農地も１０

０ｍ以内にあるということから、基盤整備した土地ですが何ら支障が無いと

いうことで異議ございません。  

 

議  長  

６番は児玉委員ですが、欠席しておられます。意見は事務局に伝えている

とのことで説明をお願いいたします。  

 

事務局（山室主幹）  

 児玉委員から意見を伺っております。  

 １月２０日に奥田委員と事務局職員２名と現地確認を行いました。現地は

畑として耕作されており、この案件は共有者の持ち分を一部移転するという

ものであり、問題ありません。児玉委員からの意見は以上のとおりです。  

 

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）  

 

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。  
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            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、６件を許可することに決定いたします。  

続いて、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条の許可申請の５

件について説明します。それでは議案の５ページをご覧ください。  

 １番は、宅地への転用事案で、三篠川の河川改修工事に伴い、支障となる

住宅を曳家移転しようとするものです。  

 ２番は議案第３号の３番と関連した雑種地への転用事案で、裏山を利用し

た地域活動団体の活動拠点としての広場・駐車場・進入路として利用するも

のです。  

 ３番は倉庫敷・駐車場及び公衆用道路として使用するものです。  

４番は、雑種地への転用事案で、貸資材置場として利用しようとするもの

です。  

 ５番は貸露天駐車場として利用するものです。  

申請地は、いずれも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。  

 なお、３番と５番の案件については既に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。  

２番から５番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。  

また１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１１条公告が本年１月８日付でされており、農振法の第

１２条公告により、農用地区域から除外されたことを確認したうえで農業委
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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番から３番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 議案番号１番は、令和２年１０月１９日に事務局職員２名とで農振除外で

現地調査を行っております。これは三篠川の河川改修に伴う案件でございま

して、現在居住しておられる家の前に、申請地があるわけですが、これも本

人が所有している農地でございまして、ここへ住宅を移動するということで

す。移設することによって周辺農地には影響はございませんので、問題あり

ません。  

 続きまして、２番、３番は、令和３年１月１９日に下谷委員と事務局職員

２名とで現地の調査を行いました。議案番号２番の申請地は、申請人の寺院

の裏側です。調査時に申請人がおられまして、色々と転用目的をお聞きする

ことができました。このお寺の後ろの山で活動するために、車の進入路及び

駐車場として利用したいという申し出でございます。そこを利用することに

よる周辺農地への耕作には問題はございません。  

 議案番号３番の申請地は、平成５年頃から寺院の前の方なのですが、駐車

場として利用しておられまして、公道か私道に当たると思うのですが、転用

しております。この案件につきましては、先ほど事務局説明がありましたよ

うに周辺の人も利用されるということで、許可相当として認めざるを得ない

と思います。  

 

議  長  

４番、５番、奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番の奥田です。  
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 ４番の資材置場への転用事案ですが、申請人の水田の隣の家が空き家にな

っておりまして、そこからイノシシが水田に入ってくるので電気柵を設けた

そうですが、昨年はウンカの被害に遭われまして全滅でした。転用後の資材

置場については、よく知っておられる会社に頼まれての売却で、農地の一部

を売り、転用される案件で問題は無いと思います。  

 ５番は駐車場への転用ですが、以前は草津沼田道路の近くでガソリンスタ

ンドとして使われておりました。そのガソリンスタンドをやめまして、雑種

地、駐車場として使われる農転で、地目は田んぼのままで地目変更されてい

ませんでしたが、始末書も付けておられまして、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、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、農振法の第１２条公告により、農用地区域から除外されたことを確認し

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３号、「農地法第５条の規定による許可申請」について

５件を上程します。説明をお願いいたします。  

 

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５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、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅敷地とするもので
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す。  

２番は、雑種地への転用事案で申請地を譲り受け、隣接に建築予定の老人

福祉施設の駐車場として利用しようとするものです。  

３番は、議案第２号の３番と関連した雑種地への転用事案で、申請地を譲

り受け、裏山を利用した地域活動団体の活動広場として利用しようとするも

のです。  

４番は、雑種地への転用事案で、申請地を借り受け、トラック等の駐車場

として利用するものです。  

５番は、雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、貸駐車場・植栽場・

資材置場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。  

４番の案件につきましては、既に転用済みとなっていますが、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。  

２番から５番の案件は、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。  

また、１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１１条公告が本年１月８日付でされており、農振法の

第１２条公告により、農用地区域から除外されたことを確認したうえで農業

委員会の会長名で許可することとなります。  

以上で議案第３号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第３号について、担当委員から意見をいただきます。  

１番  は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

 本件は昨年の９月１８日に事務局職員２名と一緒に現地調査を行っており
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ますが、当時は一畝の一部を転用すると言っておったのですが、この度分筆

登記が終わったということで、１月２０日に私が単独でまた現地の調査に行

きました。ここはほ場整備に参加されなくて長い間耕作されずに背丈ほどの

草が生えて、周りはきれいに整備されているところなので困っていたのです

が、転用されることによって住宅でも隣接の農地にはいい影響になるだろう

と思います。異議はありません。  

 

議  長  

２番、３番  は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 議案番号２番ですが、申請地の周りが老人施設の建設場所となっており令

和３年３月から着工する予定になっております。申請地を取得しまして、従

業員の駐車場とするということでございます。譲渡人は遠方におられるもの

で、耕作は出来ないということで、売買により土地の有効活用が出来たらと

いうことでございました。申請地は県道に面しておりまして、南側はすでに

建設予定地として買収されておりまして、申請地を駐車場にすることによる

耕作への影響は無いと思います。  

 議案番号３番は、農地法第４条の許可申請の議案番号２番の関連でござい

ます。譲渡人の所有する農地で、山林に近く、耕作するのにも農機具の搬入

等々困難な場所にあり、申請地を有効活用してもらえれば、ということで譲

り渡したいということでございます。譲受人につきましては、青少年育成と

健全な森の育成を目的とする活動を通して、自然へのつながりを深め、明る

い社会に向けて活動を行うための活動の広場として利用したいということで

問題はございません。  

 

議  長  

４番は河野信義委員。  

 

河野 (信 )委員  

 １３番の河野であります。  



１１ 

 この件につきましては、今年１月１９日に事務局職員と一緒に現地を調査

したものであります。この案件は、国道のすぐそばの田んぼでありまして、

向かい側すぐ下に川が流れておりまして、それで道路挟んでの水田です。昔、

私らが子どもの時には小さい水田が並んでおりました。そこに水害の土砂で

埋まったようなことでございまして、今まで何にも使っておりませんでした。

譲渡人は、いつ貸されたのかは知りませんが、「よその車が停まっているな」

という私らの判断でありましたが、そういったところでございまして、駐車

場に使うということでございまして、問題はございません。  

 

議  長  

５番は山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。  

 ５番につきましては、本年１月１８日私と事務局職員２名で現地調査しま

した。申請地は県道に接しており、農地として管理され、休耕地となってお

りました。譲渡人は、農地の経営が困難なため、申請地を売買しようとして

いたところ、近隣で造園業を経営している譲受人が譲り受け、貸駐車場、植

栽場及び資材置場とするために、申請地が必要なために所有権移転するもの

です。周辺農地及び住宅等に被害はないと認められるため、許可相当と認め

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）  
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議  長  

 異議がないので、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、農振法の第１２条公告により、農用地区域から除外されたことを

確認し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、「農地法第５条の規定による許可条件の履行延期

承認申請」について、１件を上程します。説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第４号、農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認申請につ

いて説明いたします。  

議案の７ページをご覧ください。  

本案件は、倉庫・資材置場・駐車場への転用目的で、令和２年８月２８日

付けで農地法第５条の許可を受け、取得したものです。  

当初は、令和３年２月に完了する予定でしたが、新型コロナウィルスの影

響による業績悪化のため、完了予定を令和５年３月３１日とする、履行延期

の承認申請があったものです。  

なお、５条許可に基づき申請地の所有権はすでに申請人に移転しており、

また、コロナの収束後に事業を実施する意向は変わらないことを確認してい

ます。  

以上で議案第４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、担当委員から意見をいただきます。  

１番  は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

 本件は今説明がありましたように、事情が変わり、仕事量が非常に減って

きたということで、○○万円で予定していた事業費が非常に心配で、予定通

り実施できないということでありますので、この業績ではやむを得ないだろ

うと思います。ただ、意見を言いますと、一応今の予定では来年の秋に着工

して、令和５年の３月いっぱいまでには完了したいという予定になっておる
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ようですが、これがまた再延長、再延期承認というのが出来るのでしょうか、

どうでしょうか。というのが、事業が元に戻るかどうかが非常に不安定で、

この申請者も個人的に知っておりますが、この事業がどうなるかというのは

分かりませんので調べてみたのですが、適切な資料を見つけ出すことが出来

ませんでした。４条なら比較的簡単ですが、５条で許可をもらってすぐそれ

に基づいて所有権移転の登記が終わっているのです。これを元に戻すという

ことは、譲渡人にしても、譲受人にしても現実問題には難しいだろうと。こ

れが実現出来ない時にはどうするのだろうという危惧はあります。意見があ

りましたら、お聞かせを願いたい。  

 

河野 (信 )委員  

 事業費が足りないから完了しないのですか。  

 

伊藤委員  

 コロナの影響が出るまでは、申請があった頃には転用されることは間違い

ないということで判断しました。ところがこういう状況になってきて、仕事

量が減ってきて、申請者は木材を扱う会社なのですが、仕事量が減ってきて、

転用事業費、造成から含めて、倉庫を建てて、機械を入れてというのは○○

万円を予定していたらしいです。それが難しいから延期をするということら

しいので、それは今の段階ではやむを得ないだろうとは思います。  

 

河野 (信 )委員  

 よく分かりませんね。  

 

議  長  

 また再延期される可能性がある、ということですね。  

 

伊藤委員  

 そうなった時にどうするかという意見があればお聞かせ願いたいと言った

のです。  

 令和４年のうちに着工出来るか、今の段階では私には分かりません。  
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議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑はございませんか。  

難しい問題みたいなのですが、皆さんほかに意見があればお願いします。  

 

河野 (信 )委員  

 要は、履行延期を認めるか、認めないかということでしょう。農業委員会

として。  

 

議  長  

そうです。  

 

河野 (信 )委員  

 これ以上のことはよう分からない。  

 

議  長  

今のところはね。  

 

事務局（山室主幹）  

 先ほど事務局から申し上げましたとおり、今回は所有権が既に申請人へ移

っておるというのが一つあります。それから、コロナが今後どのようになる

か、まだ見通せないのですが、コロナがひと段落、収束した後には事業を実

施する意向あることを確認しておりますので、現段階では、伊藤委員がおっ

しゃるように、履行延期はやむを得ないのかなという思いがしております。  

今回履行延期した後に、さてどうなっているか、というのは、コロナの状

況がどういうことになっているか、ここの申請者の業績がどのようになって

いるか、また総合的に見て、その時でまた再延期が妥当かどうか、その時に

なってみないと分からないのかなという感じがしております。いずれにして

も、現時点ではやむを得ず延期を認めるのが妥当ではないかなと思っており

ます。  

 

伊藤委員  

 私の意見は、今日のところは、やむを得ないと思うのですが、さっき言っ
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たのは、所有権移転も終わっていますから、これが実行出来ない場合にどう

するのか、ということを調べてみたのですが、なかなか適切な資料がなかっ

た。所有権移転が無ければ、まだいいのですが、登記手続きも終わっていま

すから、これを簡単に元に戻すことは出来ないだろうということがあります。

これをどうするかっていうのを、意見があったらお聞かせ願いたいと言うこ

とです。  

 

議  長  

今事務局から説明があったように、この件に対しては承認することに異議

はございませんか。  

 

        （委員：異議なし）  

 

議  長  

 異議がないので、１件を承認することに決定いたします。  

続きまして、議案第５号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」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、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８ページをご覧ください。  

今回、３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
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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ので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番は山本委員。  

 

山本委員  

 ４番の山本です。  

 １月１８日に事務局職員の方と現地調査をいたしました。申請地は一面に

野菜と果樹を栽培されておられました。問題ないと思います。  

 

議  長  

２番  、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

 ２番の鍜治山です。  

 １月１８日に事務局２名と現地を確認いたしました。ここも、キャベツ、

大根などがしっかり作ってあり、適正に管理されているので問題はございま

せん。  

 

議  長  

３番は溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口でございます。  

 ３番の案件でございますが、１月１９日に事務局職員２名と私とで現地を

確認しました。適正に管理されており、問題ないと思います。  



１７ 

 

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、３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６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。事務局に説明をお願いします。  

 

西村主事  

議案第６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。  

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９ページをご覧ください。  

この案件は令和２年１１月５日開催の令和２年第１１回総会の議案第３号

で審議し、買受適格証明書を交付したものですが、裁判所の競売が取り消さ

れ、再度、本年３月９日から３月１６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（競売）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。  
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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  

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、奥田委員。  

 

奥田委員  

 １８番の奥田です。  

 令和２年１０月２０日に児玉委員、事務局の方と現地調査をいたしました。

現地は休耕状態で、周辺の農地、水路、道路等についても現地調査いたしま

したが、問題は無いと思いました。  

 

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、買受適格者として証明することに異議はございま
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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、証明することとし、最高価買受人から許可申請があった

場合は事務局次長の専決により許可することとします。  

続きまして、議案第７号、「青年等就農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７号、青年等就農計画の認定に係る意見聴取について、説明いたし

ます。  

令和３年１月２２日付けで、広島市農業経営改善支援センターから、農業

経営基盤強化促進法に基づく青年等就農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、広島市青年等就農計画認定要領により、公益

財団法人広島市農林水産振興センターに設置された広島市農業経営改善支援

センターが、関係機関への意見聴取により審査を行うものとされており、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、２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。  
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となっています。  

それでは、議案の１０ページをご覧ください。  

青年等就農計画認定の申請概要は、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１をご覧ください。  

１番から３番の申請者は、“ひろしま活力農業”第２３期生で、令和２年度

は、広島市農林水産振興センターで基礎研修を受講されています。  

それぞれ３０a のハウスで、今年の４月から、１番の申請者は、安佐北区白

木町志路、２番の申請者は、佐伯区湯来町下、３番の申請者は、佐伯区湯来

町伏谷において実地研修され、１２月から自立される予定です。  

１番の申請者は、ハウスでコマツナを栽培します。  

日々作業記録を記帳するとともに、農業指導機関との情報交換により、栽

培技術の向上に努め、土壌改良資材投入や生産資材の利用により高品質、安

定生産を図り、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目指す就農計

画を立て、認定を受けようとするものです。  

２番の申請者は、ハウスでコマツナ、ホウレンソウを栽培します。  

ハウス設備管理の自動化技術を取り入れることで省力化に努め、各種セン

サーによるデータ把握や比較を行うことで高品質化を図り、単価の高いホウ

レンソウの生産割合を徐々に増やすことで、年間の就労時間○○時間、農業

所得○○万円を目指す就農計画を立て、認定を受けようとするものです。  

３番の申請者は、ハウスでコマツナを栽培します。  

土壌改良資材の投入により安定生産を図り、農業指導機関や先輩就農者と

の情報交換により生産技術の向上を図ることで、年間の就労時間○○時間、

農業所得○○万円を目指す就農計画を立て、認定を受けようとするものです。 

以上で議案第７号の説明を終わります。  

 

事務局長  

 ちょっと事務局からお断りがあるのですが、この就農計画の認定につきま

しては、新型コロナウィルス対策のこともありまして、担当の農業委員から

ご意見をいただくように調整させていただいておりますのでご了承ください。 

 

議  長  

 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
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り、本日は担当の農業委員からご意見をお伺いします。  

１番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ３番の己斐です。  

 令和３年１月２７日に、橋本推進委員とで申請者の就農先の施設へ進行状

況の確認に行きました。６３ａの面積に調整棟入れて１０棟建つのですが、

２７日現在では７棟ほど建っておりまして、たまたま一昨日通ってみました

ら、全部のハウスが１０棟きれいに建っていました。２７日に、農林水産振

興センターに橋本推進委員と一緒に、お伺いしまして、就農計画について申

請者から意見をお聞きいたしました。３０歳代でございまして非常に若い子

でございます。就農先は安佐北区白木町志路というところでございます。定

住先は○○学区内、居住地から車で５分程度行ったところがハウスの施設と

なっております。令和３年４月１日から令和３年１１月３０日までの実習研

修に今から入るということで、申請者はセンターでの研修を受ける前は、○

○市の農場で約１年３か月農業に従事していたそうです。年間雇用関係なの

ですが、これはご両親が若干お若いということもあるそうでお手伝いをされ

るということでございます。以下につきましては、ここに記載されていると

おりでございまして、今後しっかり頑張っていただきたいなと、陰ながら応

援しておる次第でございます。  

 

議  長  

２番、３番、吉田委員。  

 

吉田委員  

 １７番の吉田です。  

 １月２８日に農林振興センターへ伺いまして、推進委員２名と私の３人で

参りました。  

 まず２番の申請者の認定申請ですが、林谷推進委員の担当でございます。

申請者は廿日市市出身の４０歳代の方です。大学卒業後ＩＴ企業に勤務中に

ネギ作りを手伝う機会があったそうで、その体験中にものづくりに興味を持

ち、再度庄原の農業技術大学に入学し、作物の基本的知識、技術を学び、広
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島市の中山間地域へのビジネス推進支援事業に応募したとのことでございま

す。就農地は湯来町○○川沿いの○○地区に就農予定です。将来的には、先

ほど事務局から概要について説明がありましたが、若干言葉が違いますけれ

ども、ＩＴ技術を活用して、ハウス管理の自動化に取組み、省力化、或いは

高品質な生産活動を行うなど、意欲満々でございました、という林谷推進委

員の取材でございました。  

 続いて３番の申請者は、小林推進委員の担当です。申請者は４０歳代の女

性です。他県の出身で、約６年間イチゴ農家で栽培に従事したことがあり、

その体験で農業の楽しさを感じ、広島市の技術推進支援事業を知り、移住を

決意して応募をしたとの状況でございます。就農経営地はいくつかの候補地

から、湯来町○○地区に魅力を感じ、母親と二人の生活ですが、一日も早く

地元の人たちと楽しく生活を始めたいという意気込みでございました。  

 私から一言申したいのですが、一昨年はコロナの前の年で、２３期生の２

人の募集にあたり、湯来町内の水内、砂谷両地区に就農経営者を招く呼び込

み活動を行いました。結果、今回２人が就農いただくことになりました。過

去、そして来期であわせて４家族が当地で生活を始め、始まる予定でござい

まして、彼らはご承知の通り、コマツナから生産開始しますが、ゆくゆくは

収益性のある品目等導入して、或いは販路拡大を目指すという経営ビジョン

を夢見ております。その期待と心配が交差しますが、それぞれが家族を持た

れ、末永く暮らしてくれることを期待しております。現在の私たちはコロナ

の患いの中で、これまでにない生活を余儀なくされておりますが、三密にほ

ど遠い中山間地が注目を集め始めているということもございまして、移住定

住を、山間地では少しでも期待をしているところでございます。しかし、こ

れから農業をするには、住まいは便利な、或いはリッチな町で、都会で生活

をし、昼間は山間地へという通勤農業、都市型が多くなるのではないかと、

そのような情報もございまして、これからは通勤農業が主流となりますと、

山間地で生活している高齢者は、土地を守るというか、夜中は高齢者ばかり

というような状況になりかねないかなと、色々なことを考えさせられる昨今

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。  
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佐藤委員  

 事務局に聞きたいのですが、議案番号２番の申請者で、初年度所得が○○

円、所得率が○○％という書き方がしてあることが気になります。その後は

ほぼ同じ推移ですよね。地域の問題なのか、どうなのか気になって、今私が

もらった資料を見る限り、議案番号２番の申請者は初期投資がものすごく大

きいわけですよね。これは活力事業として、そういうことも出来るのですか。

個人的に、多分色んな、ここへ書いてある施設、管理機、各種センサーなど

を初年度から入れるということなのですかね。  

 

森下技師  

この申請者についてはそうです。最初のころからＩＴ技術を導入していっ

てデータの蓄積をされていくということです。  

 

佐藤委員  

 それは活力事業としては、そういうことをしてもいいわけなのですか。個

人的に。自分で使う分にはいくらかけてもいいと。  

 

森下技師  

そうです。自分でされる分には問題ないと聞いております。  

 

議  長  

佐藤委員、これでいいですか。その他意見はございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、「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）  
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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。  

続きまして、議案第８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、１０３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８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１１ページをご覧ください。詳細については、別冊２を

ご覧ください。  

今回、１番から９番で上程している合計１０３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８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番の己斐です。  

 １番につきましては、令和２年１１月１１日に下中推進委員と現地の非農

地の調査を行いました。その結果、山林、原野であったことを報告いたしま
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す。  

 

議  長  

２番、３番、河野信義委員。  

 

河野 (信 )委員  

 １３番の河野です。  

 この件につきましては、昨年１１月２３日に私と同じ名前の河野推進委員

と一緒に現地を確認しております。２番、３番につきましては、３番は全部

といっても１件だけですが山林、それから２番につきましては、資料のよう

に山林がほとんどですが、原野が含まれております。  

 

議  長  

４番から９番、河野芳徳委員。  

 

河野 (芳 )委員  

 １５番の河野です。  

 ４番の船越地区から矢野地区、この２地区を１１月２４日に高山推進委員

と現地を調査し、その結果山林、原野であったことを報告いたします。  

 

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、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、異議はございませんか。  

 

            （委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第８号の１０３件を非農地の判断をすることについ

て決定いたします。  

以上で、農地に係る審議事項を終了します。  
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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、８２件を一括して報告します。

事務局から説明をお願いします。  

 

西村主事  

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１２ぺ

ージから１５ページの１９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１６ページから２２ページの３９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２３ページの５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  

２４ページ、２５ページの１３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、農地転用許可取消２６ページの１件、報告第６号、農地転用

届出撤回２７ページ、２８ページの４件、及び農地転用届出２９ページの１

件は、広島市農業委員会事務局規程第８条の規定により、事務局次長が専決

処理をしました。  

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  

事務局から説明がありました報告第１号から第７号について何か質問がご

ざいますか。ございませんか。  

 

              （委員：意見なし） 

 

議 長 

 質問がないので、報告事項を終了いたします。  

続きまして、「農政に係る審議事項」に入ります。事務局に説明をお願いします。 
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事務局（森下技師）  

農業委員会森下から説明させていただきます。別冊の配布資料をご覧ください。  

１ページ目、開いてもらって資料１、令和３年度中山間地域お宝資源掘り起こし事

業についてです。令和３年度中山間地域での農家ビジネスにつながる活動を支援する

事業です。募集期間が令和３年２月１日から始まって２月１２日来週の金曜日までと大

変短い期間となっております。次のページを開いていただいて、右側に今までの活動の

事例などが書いてありますので参考にしてください。対象となる事業等々ございましたら

区役所の農林課に電話連絡していただければと思います。次のページ開いていただい

て、下の方に農林課の電話番号が書いてありますのでよろしくお願いします。  

続きまして、資料２、配布資料５ページをお開きください。市民農園、体験農園、市

民菜園の利用者募集について、ということで資料の５ページと６ページになります。こち

らは農林水産振興センターが管理しております市民農園、体験農園、市民菜園の利

用者の募集ということで、２月１日からこちらも募集が始まっていて２月１５日が応募締め

切りとなっておりますのでご案内いたします。小規模で小価格で、借りる面積が１０００㎡

もいらないという方がおられたら是非ご案内をしていただければと思います。  

続きまして、資料３の、配布資料７ページ、令和２年度第６回の地区協議会の開催

日程案についてです。今回、１月の第５回地区協議会はコロナウィルスの影響で中止

になって、資料は皆さまに郵送させていただいていたところですが、次の今年度最後の

地区協議会について、先月の総会に各地区からの希望日程を元に作成したものです。

日時が令和３年３月８日の月曜日から３月１１日木曜日で予定しております。旧市が３

月９日火曜日、安佐南区が３月１０日の水曜日２時から４時、白木・高陽地区が３月９

日火曜日の２時から４時、可部・安佐地区が３月１０日水曜日の１０時から１２時、安芸

区が３月８日月曜日の１０時から１２時、佐伯区が３月１１日木曜日の１０時から１２時で

予定しております。内容については、令和３年度の農業委員会の活動計画、来年度の

計画や、農地の多様な利活用について、また、再来年度になりますが、広島市農政に

関する意見書について、農業委員、推進委員による農業体験学習について、来年度

の耕作放棄地再生・利用事業について、来年度地区協議会、研修会、総会等の日

程について、また、活動報告等の提出について、を予定しております。  

  

事務局（西村主事）  

 続いて８ページ、資料４をご覧ください。  

 来年度の総会開催日程になります。基本的には毎月５日を予定しておりま
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す。土日にかかった場合は月曜日へと日にちを設定しております。５月につ

きましては、連休の次の日は事務のため１日いただきまして、５月７日を総

会の開催日とさせていただきたいと思います。各開催時間は１時半を予定し

ております。続いて備考欄をご覧ください。６月研修会、懇親会の開催を予

定しております。１１月５日に県知事選挙がありますので、会場が地域福祉

センターを予定しております。そして、１月は研修会、懇親会の開催を予定

しております。それぞれ日程の確保をお願いいたします。  

 続きまして、９ページ資料５をご覧ください。令和３年度の現地調査日程

についてです。毎月１５日が許可案件の締切日になっております。それに基

づいて第１日目を旧市、安芸区、２日目を安佐北区可部・安佐地区、白木高

陽地区、３日目を安佐南、佐伯区を予定しております。現地調査日程の予定

日についても確保していただくようにお願いいたします。  

続いて１０ページ資料６をご覧ください。今月の現地調査の日程です。今月２月

１５日月曜日が許可案件の締切日になりますので、１５日の夕方５時１５分から６

時の間に電話にて日程の調整をさせていただきたいと思います。調査日程です。第

１日目、２月１６日火曜日、午前が旧市、午後が安芸区。２日目、２月１７日水曜

日、安佐北区の可部・安佐地区、午後が安佐北区白木・高陽地区。３日目、２月１

８日木曜日、午前が安佐南区、午後が佐伯区を予定していますので、日程の方、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 

 先日の中国新聞に白木町の小豆プロジェクトの記事が掲載されていましたので、

お手元にお配りしています。このプロジェクトに携われている己斐職代から、ご説

明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

己斐委員 

 昨年ですね、私どもの農事研究会で１２ａの田で、小豆をＪＡの方から転作とい

うことで作ってみました。ここは基盤整備されたところでございましたが、ちょっ

と水持ちが悪く、小豆を作るにはいいところではないかということで作ったわけな
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のですが、約１２ａの農地に小豆を植えたわけですが、収穫量が約２１０㎏余りあ

りました。これを全部選別するので収穫時はかなりあったのですが、殻とか全部の

けましたので、正味２０８㎏が出荷出来る状態になったということです。結構きれ

いな、いい小豆ができていました。小豆を作るにあたって、播種機で植えていくわ

けですが、あとはもう除草剤を１回、２回したのかな、２回ほど除草をかけました

ら、結構秋まで草も生えませんでした。その点、稲作ですとやっぱり水まわり、水

の管理等々をしなくてはいけないのですが、その間は作業をしなくてもいいから楽

かなとは思います。ただ今度は逆に、収穫時期が非常に苦労したわけです。収穫は

総勢３０人くらい、ＪＡの職員、並びに農林課の職員の方、農事研究会の職員の応

援もあって、午前と午後の部に分かれまして、午前中は９時から、午後は４時には

終わったのですが、コンバインのように機械で刈るということが無理なのです。原

始的なやり方ですが、手ばさみで１個１個枝を切って、切ったものを山にしといて、

この写真に載っていますが、その取った枝を機械の中に入れ込んでしまう。そうす

ると豆も枝も全部入れるので、枝はもう前に向けて飛ばしていくんですが、小豆が

要は横から吸い上げた格好で籾袋に入るということでやりまして、だからわりと、

収穫量としてはよく採れたのではないかなと思います。逆に機械でやると、ほぼ半

分くらいは畑の上に落ちるのだそうです。私らの場合、手作業でやっとるから案外

落ちる部分が少なかったのかなと思うのです。これも地元の菓子組合と、メーカー

からの要望で、今北海道産の小豆を仕入れているようですが、広島の地場産の小豆

をぜひ使って、もみじ饅頭などを作ってみたいというご意向でございます。今日の

新聞、昨日か今朝かな、米の価格がまた来年から下がるという内容が一面の記事で

載っていました。やぱり、米の需要というのがどんどん減ってきているわけで、だ

から米の生産が過剰になってくるということです。米に代わるもの、私どもで言い

ますと小豆を植えまして、その植えた後麦を植えています。昨日も畑の横を通って

きましたが、麦が２㎝くらいきれいに伸びていました。植えた時は、麦の芽を切る

のかいなと思って心配していたのですが、結構芽を切っても青々とした筋が５０本

くらいできていたようなことです。二毛作ということで、これも転作奨励金に該当

するということもあり、小豆でかれこれ、いくらですかね、一反で、２０万ぐらい

ほど儲けたようですが、プラスの補助金がまた何万か入りますので、水稲やるより

いいかなということでした。先ほど言いましたように、収穫して後、小豆ですと、

要は小豆の大きさを選別しないといけないのと、それから、店に出そう、買っても

らおうと思うと、小豆を化粧しなければいけないわけです。特に磨きをかける、つ

やを出す。採った時にちょっと薄いような、膜を張ったような色なのですが、磨き

をかけますと、赤々ときれいな小豆が出来るのですが、世羅町に選別機があり、世

羅町に持って行って、今度は磨きをかけるために三次に持って行って磨きをかけて

もらうという手間がいったのです。要はその後の作業というものを、ある程度ＪＡ

さんの協力を得て、こうした機械等々の購入もしていただかないといけないのかな
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という感じでございました。要は、稲と比べれば植えた時の、植えてから収穫まで

は、小豆は放っておけばよいが、収穫後の時から考えると、売ってお金に変えるの

はかなり手間がかかるかなと思います。それに負けずに今年も６０ａほど今作りま

す。今４０ａほど土地を確保しましたので、あと２０ａほど確保して、出来れば１

町ほどやってくれないかという相談ではあるのですが。今年７月にまた小豆の種ま

きに入るので、それまでにある程度農地が確保できれば、いうことで頑張ってみよ

うかと思っております。 

 

議 長 

ただいま己斐職代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 

己斐職代ありがとうございました。 

これで令和３年第２回総会を終了いたします。  

次回の総会は、令和３年３月５日（金）午後１時３０分から、東区地域福祉セン

ター３階会議室で行う予定です。またこの時期は確定申告の時期でありますのでよ

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  

 皆さん大変長時間の審議ありがとうございました。お疲れ様でした。今も

う立春には入りましたが、まだ寒さ厳しい折ですので皆さん体には十分気を

つけていただいて春を迎えようと思います。本日はどうもお疲れ様でした。  


