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令和３年第３回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  令和３年３月５日（金）   開会 午後１時３０分 

                      閉会 午後４時１０分 

 

２．場  所  東区地域福祉センター ３Ｆ 大会議室 

 

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 

１０番 佐藤 和夫   １１番 沼田  聖 

 

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）事業計画変更承認申請について 



２ 

 

（５）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 

（６）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について 

（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）特定農地貸付の承認の取消の専決処理について 

 

・農政に係る審議事項 

（１）令和３年度農業委員会活動計画について 

（２）令和４年度広島市農政に関する意見書について 

（３）令和２年度の農業体験学習について 

（４）令和３年第１回広島市議会定例会の報告について 

（５）令和２年度第６回地区協議会開催日程について 

（６）令和３年３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３年第３回広島市農業委員会総会を開会します。 

本日、農業経営改善計画等の審議案件がありますので、関係する推進委員にご

出席いただいております。 

安佐北区下井原地区、正木推進委員。  

安佐北区可部地区、中道推進委員。  

安佐北区久地地区、中冨推進委員。  

安佐北区飯室地区、舩木推進委員。  

よろしくお願いいたします。 

本日の欠席者は、ございません。出席者が過半数に達しており、総会は成立致

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。 

１０番、佐藤委員、１１番、沼田委員、よろしくお願い致します。 

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） 

議案第１号、耕作目的の農地の売買等に関する農地法第３条の許可申請５件につい

て説明します。 

議案の３ページをご覧ください。 

１番は譲渡人との間で利用権を設定している申請地を譲り受けるものです。 

２番は造園業や苗木の販売を行う譲受人が、工芸農作物の栽培をするために申請地

を取得するものです。譲受人は本市域内に農地を所有していませんが、東広島市農業

委員会から５，０８８㎡を耕作している旨の証明書が交付されており、許可後の耕作

面積は申請地と合わせて６，０６９㎡となりますので、下限面積の要件を満たしてお

ります。 

３番は譲受人が戦前から賃借していた申請地を譲り受けるものです。 

４番は不在地主である譲渡人から、蓮田の維持管理を引き継ぐために申請地を譲り

受けるものです。 

５番は主に県外で事業を行う譲渡人から、主な農業従事者である譲受人が農業経営

の安定化のため申請地を譲り受けるものです。 

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。 



４ 

 

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、己斐委員。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。 

議案番号１番について、令和３年２月１７日に、下谷委員と事務局２名とで

現地の調査を行いました。現況は畑で白菜が植えてあり、適正に管理されてい

ました。譲受人は賃借地である譲渡人の農地を取得して引き続き自家野菜を作

られるということでございます。問題は無いと思います。 

 

議 長 

２番、３番、沖田委員。 

 

沖田委員 

１２番、沖田です。 

２月１７日に沼田委員、事務局職員で現地の調査を行いました。 

２番はコウヤボウキという植物を栽培するために土地を求めておられました。

調査日はあいにくの雪でしたが、しっかり確認しております。 

３番は、以前から耕作しておられるものを取得されるということでした。問

題はありません。 

 

議 長 

４番、谷口委員。 

 

谷口委員 

１４番の谷口です。 

４番の案件は譲渡人が大阪へ移住されることになりまして、不在地主となる

ものです。申請地は蓮の花が植えてあり、毎年夏に蓮の花まつりが地域で行わ

れ、譲受人がこの活動の中心的人物、もしくは世話人であり、経営移譲という

かたちで行われるもので異議はございません。 

 



５ 

 

議 長 

５番、奥田委員。 

 

奥田委員 

１８番の奥田です。 

２月１８日に事務局と現地調査を行いました。譲受人は、自宅周辺に２反あ

まりの土地を譲り受けるということですが、譲渡人であるお父さんは他県での

農業を主体にしておられます。現地はすでにきれいに耕作をしておられまして、

問題はありません。 

 

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、４件

を上程します。事務局から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４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、墓地及び議案第３号の１１番の駐車場への進入路として利用するも

のです。 

２番は平成８年に換地処分が行われたほ場整備事業により、非農用地設定さ

れた農地であり、平成８年１月２５日付で農地転用許可を受け、資材置場とし

て利用していたものですが、平成１５年に現在の貸事務所・車庫・駐車場を設

けたものです。 

３番は住宅の増築に伴う敷地の拡張を行い、宅地として利用しているもので

す。 



６ 

 

４番は、平成７年３月に換地処分が行われた圃場整備済の第１種農地ですが、

不許可の例外規定に基づき、機械保管庫・出荷調整室・保冷庫等を兼ねた農業

用倉庫を建築し、農業用施設用地として利用しようとするものです。 

１番、３番の申請地は、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。 

また、２番の申請地は非農用地設定された第１種農地ですが、既に農地転用

許可を受けた土地であることから、第２種農地として許可判断することについ

て広島県農業会議に確認しています。 

なお、１番の墓地部分は農地法施行以前の大正時代に設置されたもので、始

末書は求めておりません。 

２番・３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。 

また、３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。 

４番の案件についても、農振農用地でありますが農業用施設用地への用途変

更手続きが３月３日付で完了しております。 

４番を除く３件の案件には、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。 

４番の案件は第１種農地であることから、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２号の説明を終わります。 

 

議 長 

それでは担当委員の意見を伺います。 

１番  、河野信義委員。  

 

河野（信）委員 

１３番の河野であります。 

この案件は、今事務局の説明された通りでございまして、申請人が、すでに

申請地へ墓地を建てておられます。それから、駐車場への進入路ですが、これ

は、この次の６ページの１１番と関連があり、その駐車場へ入るための進入路

を設置するということでございまして、小さい田んぼであり、別に問題はござ
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いません。 

 

議 長 

２番から４番、己斐委員。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。 

議案番号２番は、令和２年１０月１９日に事務局職員２名とで農振除外の現

地調査を行い、令和３年２月１７日に改めて現地の確認を行っております。先

ほど事務局から説明がありましたように、平成１５年頃事務所、車庫１棟並び

に駐車場として現在使用されており、これには始末書が添付されております。

申請地は県道広島三次線に面しておりまして、北側は芸備線、東西に農地はあ

りますが、耕作には影響が無く、問題はありません。 

議案番号３番ですが、令和３年２月１７日に下谷委員と事務局職員２名で現

地の調査を行いました。以前に住宅が増築されておりまして、宅地拡張した部

分について転用する申請でございます。既に農振除外を待っており、始末書が

同じく添付されております。増築に伴う隣地農地への影響はありません。 

議案番号４番は、令和３年２月１７に下谷委員と事務局職員２名で現地調査

を行いました。以前ハウスで水菜を栽培されておりましたが、現在は出荷調整

棟を建てる予定ということで休耕中となっていました。現地は畑で、面積は○

○㎡のうち機械保管庫、出荷調整室で１棟、野菜搬入搬出場で○○㎡の施設用

地への転用申請です。現在農業用機械保管庫や調整室も自宅からちょっと離れ

たところに建てておられまして、夜間は無人となり盗難防止の対策を兼ねて、

自宅近くの自己所有の農地に新設をするものでございます。隣接している農地

所有者には了解を得ているとのことでございました。問題は無いと思います。 

 

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）  

 

 



８ 

 

議 長 

異議がないので、４番を除く３件を許可することに決定いたします。 

４番は、常設審議委員会において異議なしと回答を得たのちに農業委員会会

長名で許可することにします。 

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」についてで

すが、議案番号の１７番は○○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１７番を除く１７件を上程します。 

それでは、事務局に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

可申請のうち１７番を除く１７件について、説明いたします。 

議案の５ページをご覧ください。 

１番、７番は、雑種地への転用事案で申請地を譲り受け、資材置場及び駐車場とし

て利用しようとするものです。 

２番、４番から６番、９番は、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、または借

り受け、住宅敷地とするものです。 

３番は、雑種地への転用事案で申請地を譲り受け、桜の植樹や管理をするためのボ

ランティア・スタッフのための駐車場として利用しようとするものです。 

８番は、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、既存の住宅の前に駐車場を増設

し、貸研修施設として利用するものです。 

１０番は、雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、隣接する写真館が撮影に使

用するドッグランとして利用するものです。 

１１番は、議案第２号の１番と関連した雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、

自家用駐車場として利用しようとするものです。 

１２番、１６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するものです。 

１３番は、雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、参拝者用駐車場、及び公衆

用道路として利用しようとするものです。 

１４番、１５番は、雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、販売用車両の車庫

及び駐車場として利用しようとするものです。 

１８番は、宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、庭敷の拡張をしようとするも

のです。 

申請地は５番を除き、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
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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。 

５番を除く１６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。 

また、４番、６番、１２番から１６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。 

５番の案件は第１種農地であることから、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号のうち１７番を除く１７件の説明を終わります。 

 

議 長 

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。 

１番につきご報告いたします。２月１６日に事務局２名と現地を確認いたし

ました。現況は休耕地なのですが、この度譲渡され、資材置場として転用され

る案件です。周辺一帯も資材置場となっており、今回の転用に伴う周辺農地へ

の影響は無いと思われます。 

続きまして、２番につきご報告いたします。同じく２月１６日に事務局の方

２名と現地を確認いたしました。親元を離れて暮らされていた息子さんが戻ら

れ、農家住宅を新築される案件です。ご両親が高齢になるため、自宅近くに住

宅を建設し、両親と共に農業に従事するとのことで、農地の承継の意味合いで

もよろしいことかと思います。 

 

議 長 

３番、梶山正治委員。 

 

梶山委員 

６番の梶山です。 

２月１８日に事務局職員と現地調査をいたしました。近隣に農地は無く、特

に問題はありません。 

 

議 長 

４番から６番、伊藤委員。 
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伊藤委員 

７番の伊藤です。 

４番につきましては、昨年の９月１８日に事務局職員とともに現地調査を行

っていまして、これは周辺を約２０年前にほ場整備をしているのですが、当初

から転用の計画がありまして、今回やっと長男のために計画が実行できるとい

うことです。当初からそういう転用目的で周囲のほ場整備がされてから、ここ

は未整備のままできたものでありまして、問題はありません。 

次の５番は、今年の２月１８日に事務局職員と現地の調査を行っています。

これもほ場整備をする際に、当初から宅地にするために非農用地として換地を

行ったものでして、その計画が実行されるということであり、これも問題はあ

りません。現在は休耕となっております。 

それから、６番ですが、これは昨年の９月１８日に事務局職員と現地の確認

をしました。今回さらに２月２４日に私が再調査を行いましたが、当初無許可

で資材が置かれていたのですが、今回は所有権移転ということで、上物は撤去

されていますが、砕石が敷いてある状態で、始末書が必要であろうということ

を事務局に進言をしておきました。転用については、先にもう転用済ですので

手続きが成されればそれで良いかと思います。 

 

議 長 

７番、８番、己斐委員。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。 

議案番号７番は、令和３年２月１７日に事務局職員２名とで現地の調査を行

っております。現地は休耕中で、手入れは年に１回程度くらい草が刈られてい

たのかなという感じでございます。譲受人は申請地に駐車場１区画、足場用資

材、木材、砂利、合板等の置場所として利用する申請です。申請地は白木町の

○○交差点付近で県道○○線沿い。周辺農地も休耕状態でございまして、資材

置場として利用することによる耕作への影響はありません。 

議案番号８番も、令和３年２月１７日に事務局職員２名とで現地の調査を行

いました。現地は雑草が生え、休耕中で手入れが成されていない状況でござい

ました。申請地の面積は○○㎡で買い主が研修施設として賃貸しし、宅地及び

乗用車６台分の駐車場として利用する申請でございます。周囲には農地も無く、

耕作への影響も全く無いので問題はございません。 

 

 



１１ 

 

議 長 

９番、沖田委員。 

 

沖田委員 

１２番の沖田です。 

２月１７日事務局２名と現地調査しました。バスの通る道路沿いの農地で問

題ないです。 

 

議 長 

１０番、１１番、河野信義委員。 

 

河野（信）委員 

１３番の河野です。 

１０番につきましては、自宅に隣接したすぐ上の畑で現状休耕ですが、草は

きれいにしてあります。それともうひと番は家の奥になり、これをドッグラン

にするものです。近所に家はなく、影響は無いので、よろしいかと思います。 

それから、１１番につきましては、先ほどの前項でお願いしました４ページ、

４条の１番の進入路に、自宅の駐車場を作る進入路に使うということでござい

まして、影響は無いと思っております。 

 

議 長 

１２番、１３番、谷口委員。 

 

谷口委員 

１４番の谷口です。 

１２番の案件は現地が休耕状態で管理も出来ないことから、太陽光発電施設

へ転用するもので、周囲も同じように休耕状態で管理されておりませんので、

問題は無いと思います。 

１３番の件につきましては、お寺の駐車場及び公衆用道路と書いてあります

が、現地は道路が狭く、離合をする場所もないような状況なので、駐車場と併

せて離合箇所として使用するものです。周囲への影響も無いと思われますので

問題ありません。 

 

議 長 

１４番、１５番、山縣委員。 

 

 



１２ 

 

山縣委員 

１６番の山縣です。 

１４番について説明します。この件につきましては、昨年９月１８日に私と

河野芳徳委員、及び事務局職員２名ですでに調査済です。申請地は県道○○線

沿いの土地で、転用するには大変良好な土地です。現況は休耕地となっており

ます。農振除外の手続きも完了し、今回５条申請されました。譲渡人は農業経

験が無く、雑種地への転用として譲受人に所有権移転しようとするものです。

周辺農地等に被害は生じないものと認められますので許可相当と思います。 

続きまして、１５番について説明します。この件につきましては、１４番と

同じ日時に同じメンバーで現地調査済みです。申請地は１４番の案件の続きの

土地であります。譲渡人は、遠隔地に住んでおり耕作出来ないため、雑種地へ

の転用として譲受人に所有権移転するものです。周辺農地等に被害は生じない

と認められますので許可相当と思います。 

 

議 長 

１６番、吉田委員。 

 

吉田委員 

１７番、吉田です。 

１６番の案件でございますが、農地の調査は、農振除外の案件で、昨年の９

月１８日に事務局２名と現地を調査しております。その時に申し上げましたと

おり、太陽光発電設備を設置するということで、また、譲渡人は他の農地につ

いては献身的に耕作されていまして、他市町から通勤農業ということで、その

うちの一つに太陽光発電設備を設置するもので、異議はございません。 

 

議 長 

１８番、奥田委員。 

 

奥田委員 

１８番の奥田です。 

１８番の案件ですが、長い間空き家になっていた宅地と隣接する農地の所有

権移転ですが、周辺が宅地でありまして、影響は無いと、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。 

 



１３ 

 

河野（芳）委員 

６番は住宅が建っていて現況が雑種地になっていますが、ああいうことはあ

るのですか。 

 

伊藤委員 

住宅は建ててはおりません。資材置場になっておりました。ここに今度住宅

を建てるというものです。 

 

河野（芳）委員 

今度建てるのですか。 

 

伊藤委員 

はい。そうです。 

 

河野（芳）委員 

分かりました。 

 

議 長 

他にございませんか。 

 

             （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、５番を除く１６件を許可することにいたします。 

５番は、常設審議委員会において異議なしと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。 

続いて、議案第３号の議案番号１７番の案件に入ります。 

○○委員は退席をお願いします。 

 

             （○○委員 退席） 

 

 



１４ 

 

議 長 

それでは、議案第３号の議案番号１７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） 

議案番号１７番について、説明いたします。 

議案の７ページをご覧ください。 

１７番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、法面をコンクリート補強する

ことで、宅地への土砂流入を防ごうとするものです。 

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。 

本案件は、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、１７番の説明を終わります。 

 

議 長 

説明が終わりましたので。担当の奥田委員。 

 

奥田委員 

１８番、奥田です。 

２月１８日に事務局と現地調査をいたしました。譲受人の住宅のすぐ隣の７、

８ｍの高い法面で、以前から大雨の時に土砂が流れ込んできて苦労されていま

したが、今回の所有権の移転で、法面を一部改修することで解決されるという

ことで周辺にも問題はありません。 

 

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せんか。 

 

            （委員：異議なし） 

 



１５ 

 

議 長 

異議がないので、議案第３号の１７番を許可することに決定します。○○委

員の着席をお願いします。 

 

（○○委員着席） 

 

議 長 

○○委員、議案第３号の議案番号１７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。 

 

○○委員 

ありがとうございます。 

 

議 長 

続きまして、議案第４号、「事業計画変更承認申請」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（西村主事） 

議案第４号、事業計画変更承認申請の１件について説明します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

それでは、議案の８ページをご覧ください。 

本件は、広島市発注の広島湯来線麦谷工区道路改良工事に伴い、平成３０年５月８

日付けで、農地法第５条第１項の規定による一時転用許可を受け、休憩所及び資材置

場として利用していましたが、工期延長のため、令和３年９月３０日まで延長する事

業計画変更承認を受けようとするものです。 

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。吉田委員。 

 

吉田委員 

１７番、吉田です。 

２月１８日に事務局職員２名と現地を調査いたしました。今事務局からお話

がございましたように、道路改良工事に伴う工期延長のためで、特に問題はご

ざいません。 

 

 



１６ 

 

議 長 

その他、ご意見、ご質疑ございますか。 

 

             （委員：意見なし） 

 

議 長 

意見がないようですが、承認することに異議はございませんか。  

 

             （委員：意義なし） 

 

議 長 

異議がないので、１件を承認することに決定します。  

続きまして、議案第５号、「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画」についてですが、議案番号の２２番から２４番は○○委員、１３２番は○

○委員、１３９番、１４０番は○○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２２番か

ら２４番、１３２番、１３９番及び１４０番を除く２００件を上程します。  

それでは、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２

２番から２４番、１３２番、１３９番及び１４０番を除く２００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３年２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っており、今回の案件は全てこの要件に当て

はまりますので、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４１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１２８件、継続分として利用権設定の終期が本年３月３



１７ 

 

１日となっている計画の更新が７２件となっております。 

なお、新規分のうち議案番号３番を始め、番号に網掛けをしている５５件は、令和

３年３月３１日まで“ひろしま活力農業”経営者育成事業用地または“スローライフ

で夢づくり”新規就農者育成事業用地として広島市農林水産振興センターが借り受け、

担い手へ転貸したものを、今回、５年以上の期間を設定するものについては広島県森

林整備・農業振興財団の中間管理事業への、それ以外は相対への変更として上程する

ものです。このため、地権者と利用者の状況は変わらず、耕作状況も変更がないため、

担当委員の意見については省略させていただきます。 

以上を踏まえ、新規分について主な案件を中心に説明いたします。 

１番、２番及び１２７番は、新規就農のため、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。 

５番、６番、２５番から２８番、３０番から３２番、４６番から５２番、８６番か

ら８９番、１１９番から１２４番、１３０番及び１３１番は経営規模拡大のため、地

権者から（一財）広島県森林整備・農業振興財団が借り受け、法人又は個人に転貸す

るものです。 

２９番及び４５番は借受人の変更はありませんが、地権者の相続により二者間では

新規の利用権設定となるものです。 

１１０番は他の世帯員が借り受けていた農用地を、設定期間満了に伴い申出人が耕

作を引き継ぐものです。 

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。 

上程した２００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３年４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２２番から２４番、１３２番、１３９番及び１４０番を除く２００

件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。広島市農林水産振興セ

ンターからの付替えとなる網掛け部分を除く新規の７７件について、担当委員

のご意見をお伺いします。  

１番、２番、山本委員。 

 

 



１８ 

 

山本委員 

４番、山本です。 

１番、２番につきご報告いたします。２月４日に現地を確認いたしました。

申請地の現状はそれぞれ畑及び田となっており、農地として使用できる状態と

確認いたしました。 

 

議 長 

５番から８番、２１番、伊藤委員。 

 

伊藤委員 

７番、伊藤です。 

５番、６番は、１月２０日に私が現地の調査を行いました。利用権設定をす

る者も高齢になって次第に耕作がきつくなってきたということで、実績のある

利用権設定を受けるものに耕作権を委ねたいということであります。周囲の状

況から見ても問題はありません。 

続いて７番、８番ですが、これは今の所有者が自分の住んでいるところから

遠隔地でありますので、最終的には近くの利用権の設定を受ける者に預けたい

ということであり、水稲を作付けするというものであります。問題はありませ

ん。 

２１番ですが、これは今年の１月２５日に事務局長と一緒に、本人を現地に

お招きしまして、農地を借りて従業員に耕作する作業を教えたいと。今、現在

私の地元で店舗を２つほど展開されておりますが、物を作るところからやって

いきたいということで、従業員のために農地を探しておられたのです。それで

この土地を気に入ってもらえましたので、従来ずっと私のところで水稲を作っ

ておったのですが、地域振興のために耕作をしていただくことになりました。

ほ場整備はしたところですが、形状が良くないので野菜を作っていたところで

ございます。 

 

議 長 

２５番から３２番、３６番から５４番、５６番から６５番、６８番は己斐委

員。 

 

己斐委員 

３番の己斐です。 

詳細につきましては、記載のとおりですが、私の意見として述べさせていた

だきます。２５番から７２番の３３、３４、３５、５５、６６、６７、６９、

７０、７１、７２の１０件を除く新規部分３８件について、１月３１日、２月



１９ 

 

１日で現地の調査を行いました。２５番、２６番、２７番は中間管理機構が地

権者から借り受けて、新規に２８番の利用権の設定を受ける者が機構より借り

受ける申請です。２６番については、令和２年１１月３０日に合意解約の手続

きがされています。利用権の設定を受ける者は、活力農業経営者育成事業の受

講生として、青年等就農計画認定者でございます。 

続きまして２９番、譲受人は利用権設定を受け耕作を継続していましたが、

地権者の相続により、新規に借り受ける申請でございます。 

３０番、３１番は同じく中間管理機構が地権者より借り受けて新規に３２番

の利用権の設定を受ける者が機構から譲り受ける申請で、３０番につきまして

は、これも同じく令和３年１月に合意解約の運びとなっています。この受人も

同じく青年等就農計画認定者でございます。 

３６番から４４番までの９件は、○○委員の長男ですが、お父さんが認定農

業者で、本人が米作りの認定者として白木町内の○○地区を中心に規模拡大し

て頑張っておられます。我が農事研究会の会長を務め、人望のあつい方でござ

います。 

４５番は譲受人が利用権設定を受け耕作を継続していますが、地権者の相続

により、新規に借り受ける申請でございます。 

４６番、４７番は、中間管理機構が地権者から借り受け、新規に５２番の利

用権の設定を受ける者が機構から借り受ける申請で、この２筆は、ブドウ観光

農園とする計画がなされております。この方は去る３月１日に、白木の三田の

方で、イチゴの観光農園を開園されておりまして、現在３月は予約でいっぱい

になっていることかと思います。白木地区の活性化に繋がれば、と期待してい

るところでございます。 

４８番から５１番も中間管理機構から地権者から借り受けて、新規の５２番

の利用権の設定を受ける者が機構から借り受ける申請です。４８番、４９番は

イチゴの観光農園を、５０番、５１番はコマツナを栽培予定です。認定農業者

であり、将来が有望で楽しみな方でございます。 

５３番は地権者が高齢で耕作出来ないために、４筆のほ場整備地を借り受け

水稲の規模拡大をしたいとのことで、利用権の設定を受ける者は認定農業者で

ございます。 

５４番の利用権の設定を受ける者は、現在３０ａのハウスでコマツナを主と

してホウレンソウや葉物野菜を栽培、また露地では、昨年から２０ａにナスビ

の栽培を意欲的に取り組んでおられます。今回はわずかではありますが、休耕

中の農地を借り受けて露地物のホウレンソウに取り組むということでございま

す。白木町三田に昨年家を新築し、定住してくれました。更なる活躍を期待し

ているところでございます。 

５６番はブドウ園の南側に、３筆合計１，６００㎡の畑を、お借りして規模
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拡大のため、野菜作りに取り組むということでございます。５７番は一昨年ま

で１，０００㎡でブドウを栽培されていましたが、体調を悪くされ、後継者を

探していたところ、スローライフの新規就農者の利用権の設定を受ける者がＪ

Ａ広島市農協の応援もあり、就農することになりました。 

続きまして５８番は、自宅前の水田が水害により流出し、自宅近くの休耕中

の田を使用貸借し、借り受けて米を作るとのことで、本人は高齢でございます

が、長男の応援もあり、頑張ってやりたいということでございます。 

５９番から６５番の７件は、５３番と同じように利用権の設定を受ける者に

よる規模拡大の案件でございます。この地区は基盤整備から２０年経過してい

ると思いますが、現在は高齢化、後継者不足で休耕田のあるところでございま

す。昨年活力生の○○が就農してくれた地区でもございます。今後利用権の設

定を受ける者には、白木町４地区あるのですが、高南地区、三田地区の水稲に

よる新規拡大に努めていただきたいと思っております。 

最後の６８番は、○○の規模拡大でございます。地権者は高齢で、子どもさ

んは市内に居住し、耕作が出来ないために、遊休状態で草が生え茂り、近所に

も「なんとかならんかね」とのことでした。世羅推進委員に地権者との連絡を

お願いし、使用貸借で借り受けることができました。今年７月、○○さんには

小豆の栽培に取り組んでいただきたいものです。 

今回の新規３８件中の３４件はほ場整備地でございます。この件につきまし

て、異議はございません。 

 

議 長 

７３番から７５番、８３番、下谷委員。 

 

下谷委員 

９番、下谷です。 

７３番は○○の借地の隣の農地です。問題はありません。 

７４番は青年等就農計画認定者を目指して小河原オクラを栽培されています。

問題ないと思います。 

７５番の○○の奥さんはチャレンジ女性の研修を受けて、産直に出荷されて

います。問題はありません。 

８３番ですが、こちらは夫婦で農林水産振興センターの研修を受けておられ、

○○は、○○朝市の代表者で○○市とか○○朝市へも出荷されています。問題

はありません。 

 

議 長 

８４番から８９番、河野信義委員。 
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河野（信）委員 

１３番の河野です。 

８４番と８５番は、利用権の設定を受ける者が野菜を作るということでござ

いまして、問題はございません。 

８６番と８７番は、利用権の設定を受ける者が利用権を設定する者の土地を

借りて野菜を作るということであります。 

８８番、８９番は同じく、先ほどと関連がございまして、○○さんの土地を

○○さん、これはスローライフの方が野菜を作るということでございます。 

 

議 長 

９０番、９１番、谷口委員。 

 

谷口委員 

１４番、谷口です。 

９０番の案件につきましては、所有者が不在でありまして、近所の方が管理

をされておられたのですが、それが難しくなったということで、すぐ近くで野

菜を栽培されている利用権の設定を受ける者が農地を借り野菜を作るものでご

ざいます。当地はひと番地でほ場が３枚に分かれておりまして、そのうちの一

番大きな○○㎡ということでございます。問題はございません。 

９１番につきましては、高齢で、水稲をされていたのですが、難しくなった

ということで、誰か作っていただける方を探しておられました。ちょうど利用

権の設定を受ける者が野菜を作りたいということで、推進委員にもご協力いた

だいて話を取りまとめました。問題はございません。 

 

議 長 

１１０番、１１３番、山縣委員。 

 

山縣委員 

１６番の山縣です。 

１１０番について説明します。今年２月２８日に現地調査しました。申請地

は畑として管理されております。利用権の設定を受ける者は、スローライフで

夢づくりの農業者であり、今回阿戸町において野菜を栽培するため地主から農

地を借り、令和３年４月１日から３年間使用貸借権を設定するものです。周辺

は農地であり、被害は無いものと認め、問題はありません。 

１１３番について説明します。同じく２月２８日に現地調査しました。申請

地は農地として管理されております。利用権の設定を受ける者は阿戸町で多く
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の農地を耕作されております。今回地主から農地を借り野菜を栽培し、令和３

年４月１日から５年間使用貸借権を設定するものです。周辺は農地であり、被

害等は無いものと認められ、問題はありません。 

 

議 長 

１１４番から１２４番、吉田委員。 

 

吉田委員 

１７番、吉田です。 

１１４番から１２４番まで、あわせて３月３日に現地を確認、或いは周辺の

方のご意見を伺いました。 

１１４番の案件ですが、設定を受ける方が他市町、そして利用権設定をする

方は区内にお住まいなのですが、いずれも町外で譲り受ける方は通勤農業をす

るということで現地を確認しました。周辺は非常に環境が良く手入れもされて

おって献身的に野菜を栽培されるものだと思っております。 

１１５番、１１６番は譲受人が家族３人で耕作されるということです。他の

農地も湯来地区で耕作されておりまして、この方も五日市地区にお住まいです

が、通勤農業ということで周辺農地を少しずつ拡張し、耕作に励んでおられる

ということでございます。 

１１７番は設定を受ける方が、推進委員の方でございまして、これも問題な

いと思っております。 

１１８番、設定を受ける方が、町外の方が所有されている農地に水稲作付け

されるということで問題ないと思われます。 

１１９番から１２３番は、農地中間管理機構が設定を受けるところでござい

まして、これは以前にもご報告いたしましたが、物流センターの事業所を開設

される方が、振興センターを経由して新規就農されるということでございます。 

最後の１２４番は、農地中間管理機構が利用権設定をするということでござ

いまして、大変良いことだと理解しております。 

 

議 長 

１２７番、１３０番、１３１番は奥田委員。 

 

奥田委員 

１８番、奥田です。 

１２７番、１３０番、１３１番についてですが、昨年１２月１４日から３０

日にかけて現地調査をいたしました。いずれもスローライフの１年目の方で、

ほ場の栽培状況も非常に几帳面で、スーパーなどに精力的に出荷されており、
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周辺の農家さんとも上手くコミュニケーションを取られているようで問題無い

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。  

 

吉田委員 

白木の己斐農業委員に参考までにお聞きしたいのですが、今日、たくさんの

案件が出ましたが、利用権設定というか、あっせんと言いますか、そういう活

動をされた結果が出ておるのか、それとも地域でそのような積極的に届出をす

るのだというようなことであるのか、そこをお聞きしたいと思います。 

 

己斐委員 

これは積極的にということではないのです。要は相対で、「作らせてください」、

「作りましょう」という正式な書類が出ていない耕作というのが今まであった

わけですが、その案件を文書化した、文書化をお願いしたといったことが今回

多数の案件になったのだと思います。 

それと、一部は希望によるもので、特に○○さんあたりのところも地権者と

利用権を設定していたのですが、合意解約して、機構に変えるということです。

だから払う者は機構へまとめてお金を払うのです。機構が地権者へお金を払っ

てくれるから、貸した方とすれば安心しておれるし、遅延がないということで、

切り替えたというものです。 

あと○○さんの場合、各町内会の役員と集会所で会ったとき、地権者の方が

６、７人くらいおられたのです。それで農林課の担当職員と私どもと推進委員

とで集まりまして、空いてる農地があればと声をかけたということも若干ある

わけです。○○さんのところは、特に本人が動いて借りたように思います。 

 

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５号の新規分のうち２２番から２４番、１３２番を除

く１２８件、及び継続分のうち１３９番、１４０番を除く７２件の計２００件

について、計画案のとおり決定し、その旨を市長に回答することにいたします。  

続いて、議案第５号の議案番号２２番から２４番の案件に入ります。  

○○委員は退席をお願いします。  

 

（○○委員 退席）  

 

議 長 

それでは、説明をお願いします。  

 

事務局（西村主事） 

議案番号２２番から２４番について、説明いたします。 

１３ページをご覧下さい。 

２２番は、経営規模拡大のため、地権者と法人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。 

２３番及び２４番は、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３年４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２２番から２４番の説明を終わります。 

 

議 長 

２２番から２４番は、梶山正治委員。 

 

梶山委員 

６番の梶山です。 

２月２２日に現地を確認いたしました。 

２２番については、先ほど○○委員の方から報告がありました通りでござい

ます。 

２３、２４番についても、現況は農地で耕作されており、特に問題はありま

せん。 
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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５号の２２番から２４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することにいたします。  

 

（○○委員着席） 

 

議 長 

○○委員、議案第５号の議案番号２２番から２４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５号の議案番号１３２番の案件に入ります。  

○○委員は退席をお願いします。  

 

        （○○委員 退席） 

 

議 長 

それでは、事務局から説明をお願いします。  

 

事務局（西村主事） 

議案番号１３２番について、説明いたします。 

３１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３年４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１３２番の説明を終わります。 
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議 長 

１３２番は、奥田委員に説明をお願いします。 

 

奥田委員 

１８番の奥田です。 

２月１８日現地調査いたしました。所有者は高齢のため、何とか水稲を作っ

ていただきたいと考えておられ、○○さんが受けられたということです。周辺

の環境も良く、問題は無いと思います。 

 

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） 

 

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５号の１３２番について、計画案のとおり決定し、

その旨を市長に回答することにいたします。  

○○委員の着席をお願いします。 

 

（○○委員着席） 

 

議 長 

○○委員、議案第５号の議案番号１３２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５号の議案番号１３９番、１４０番の案件に入ります。  

○○委員は退席をお願いします。  

 

（○○委員 退席）  

 

議 長 

それでは、事務局から説明をお願いします。  
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事務局（西村主事） 

議案番号１３９番及び１４０番について、説明いたします。 

３２ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が本年３月３１日までとなっている継続分で、農用地利用集積計

画の内容は、議案のとおりです。 

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３年４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１３９番及び１４０番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が、継続分については引

き続き営農活動が行われていますので、担当委員の意見は省略することとしま

す。 

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５号の１３９番、１４０番について、計画案のとお

り決定し、その旨を市長に回答することにいたします。  

○○委員の着席をお願いします。 

 

（○○委員 着席） 

 

議 長 

○○委員、議案第５号の議案番号１３９番、１４０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。 

続きまして、議案第６号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」につい

てですが、議案番号の１番は私に関する案件です。農業委員会等に関する法律
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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１番を除く８件を上程します。  

それでは、事務局に説明をお願いします。  

 

事務局（西村主事） 

議案第６号、農業経営改善計画の認定に係る意見聴取の議案番号１番を除く８件に

ついて説明します。 

令和３年２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４２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１をご覧ください。 

２番の申請者は、現在、ビニールハウスでミズナ、ホウレンソウ、シュンギク、シ

ソを栽培しています。引き続き優良品種を選定し、作付面積を見直し、作業時間を増

やして作付計画どおりの栽培を行うことで生産量を上げ、パソコンを活用した複式簿

記を行うことで経営管理し、生産緑地制度の活用による経費削減を検討することによ

り、年間労働時間○○時間、年間所得○○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、ビニールハウスでミズナ、ホウレンソウ、シュンギクを栽培

しています。引き続き、優良な品種選定や、農業継承を息子へ行うための支援などを

行うことで、生産量を増やします。また、税理士を活用した経営分析を行い、息子に

経営の中心的役割を担わせることで労働時間を分散させ、１人あたりの年間労働時間

○○時間、年間総所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。 

４番の申請者は現在、ビニールハウスでコマツナ、ホウレンソウを栽培しています。

農業指導機関からの指導により栽培技術の向上を図り、土壌分析に基づく堆肥や微生
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物資材による土づくりや優良品種の導入により生産性を向上させ、袋詰機の拡充によ

り出荷効率を上げます。また、出荷資材の一括購入によりコスト削減に努めるととも

に、生産性の向上や作業の熟練に合わせた雇用者の適切な配分により、経費率の縮小

や労働時間削減を図り、常時従事できる従業員を採用・育成することで、年間労働時

間○○時間、年間所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。 

５番の申請者は、現在、ビニールハウスでコマツナ、ホウレンソウ等を栽培してい

ます。今後は、出荷調整の効率的な作業体系の確立のため、ホウレンソウの下葉処理

機を導入することで出荷時間の短縮を図り、ほ場回転率の増大を進め、最小の雇用人

数で、適切な役割分担により丁寧な荷造りを行い、高品質化を図ることで利益率を向

上させます。また、研修会への参加により経営能力の向上に努め、常時雇用者の作業

熟練化や栽培管理技術指導習得を行うことで休日を確保し、年間労働時間○○時間、

年間所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。 

６番の申請者は、現在、ビニールハウスでホウレンソウ、ミズナ、コマツナ等を栽

培しています。今後は引き続き、良質な堆肥投入による土づくりによる安定生産と、

契約栽培の継続による単価の安定化を図るとともに、露地栽培をしていたキュウリを

簡易ハウスでの栽培に切り替えることで高品質化に努める予定です。 

また、娘婿に経営移譲するために、栽培技術や経営についての指導を行い、家族経

営協定の見直しにより、家族間での役割分担を明確にすることで、年間労働時間○○

時間、年間所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。 

７番の申請者は、現在、ビニールハウスでトマト、ミディトマト、ミニトマトの栽

培を行っています。引き続きハウスの環境技術習得に取り組み、栽培管理の省力化、

高品質化による単価向上、増収を図り、露地では新たに、契約栽培による調整不要の

カット用青ネギ栽培にも取り組む予定です。 

パソコン簿記又は税理士による青色申告や雇用者の作業熟練化により、労働時間削

減やコスト削減を行い、引き続き計画的な休日の確保を行うことで、年間労働時間○

○時間、年間所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。 

８番の申請者は、現在、ビニールハウスでコマツナ、ホウレンソウを栽培していま

す。今後は、雇用者による生産・出荷体制を整え、作付回転を上げるとともに、引き

続き土壌改良を行うことで、反収を増やす予定です。また、引き続き青色申告や経営

分析を行い、ホウレンソウ調整機の活用により得率の向上を図り、計画的な休日の確

保を図ることで、年間労働時間○○時間、年間所得○○万円を目指す計画を立て、再

認定を受けるものです。 

９番の申請者は、現在、ビニールハウスでコマツナの栽培を行っています。今後は、

雇用者による生産・出荷体制を整え、関係機関の指導のもと、作付け回転数を増やす

ことで生産量を上げ、作付できていない借入地については、返還することで適切な栽

培管理を行う予定です。 

また、引き続き青色申告や経営分析を行い、動線見直しによる雇用者の削減に取り
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組み、所得率の向上を図り、計画的な休日の確保を行うことで、年間労働時間○○時

間、年間所得○○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６号の議案番号１番を除く８件の説明を終わります。 

 

議 長 

２番、３番は武内推進委員が担当ですが、今日は欠席しておりますので私が

説明させていただきます。 

２番は、３月２日に武内推進委員と溝口委員も同席して現地調査しておりま

す。申請者は、○○生産出荷組合の組合長でありまして、私とも、また３番の

申請者とも同じ組合の仲間でございます。今事務局が説明したように、ほとん

ど露地栽培が無く、ビニール栽培で主に葉物野菜を中心に作付けをしておられ

ます。また、私どもの地域は耕作面積が市街化区域で大変狭い地区でありまし

て、作付面積の見直しとか、その他回転数を上げて増収に努めていくことが目

標でありますが、申請者のところは後継者がまだ決まってないので大変だと思

います。これからも担い手として頑張ってやっていくということなので、生産

緑地制度も活用したいということでございます。 

３番も同じように、すぐ近くにあります。実際のところは息子さんが後継ぎ

ということで継がれておられますので、ひと安心とは言いませんが、今からま

た継承してやっていきたいということでございます。同じようにとにかく回転

数を上げるか、高収入の作物を付けるかということで、なかなか今の目標○○

万とか○○万とか目指しておりますが、その年によってものすごい差がありま

すので、一応目標としてやってみます、ということでした。頑張っていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 

４番、５番は正木推進委員。  

 

正木推進委員 

安佐北区白木町井原の一部を担当しております農地最適化推進委員の正木で

す。本日はよろしくお願いします。 

２月２４日に己斐農業委員と共に○○農園へ訪問し、お話を伺いました。認

定農業者の現在の状況についてですが、就農の時期は平成１６年○○農園で農

業を経験し、その後独立されております。経営形態は、申請者と雇用者１名、

パート１名で経営されております。栽培品目としては、ハウス１３棟で、コマ

ツナ、ホウレンソウ、シュンギク、稲作５０ａを耕作されております。出荷先

は○○市場の青果市場。９０％は市場です。その他も一部あるそうです。今の

課題としてはパートの半日作業者が不足して困っているということをお聞きし
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ました。それと、規模拡大については、気持ちはあるが労働力不足で、いわゆ

る本人の希望は１０ａあたり１名を基本として経営されておるそうです。今後

も品種等増やす意欲はあります。大いにありますが、上記のような人手不足の

問題等が絡んで思案しておられます。以上が申請者の農園の訪問結果です。 

２月２４日、同じく己斐農業委員と共に○○農園へ、申請者を訪問しました。

認定農業者としての現在の状況は、就農時期は○○農園で２年間研修し、その

後１５年になるそうです。経営形態は、家族２名、パート２名で構成されてお

ります。栽培品目は、ハウス１３棟でコマツナ、ホウレンソウを主体に栽培さ

れております。出荷先は、前の申請者と同じく○○市場です。今後の経営につ

いてお尋ねすると、申請者の場合は現状維持でいきたい。今抱えている問題点

は、ここ三篠川も何年か毎に大水害に遭っていて、ハウスがもう２回ほど３０

㎝の浸水に遭っている。広島市に相談しましたけど未だに何の返答も無いとい

うことで。この件に対して、西部建設事務所に確認しましたところ、計画図は

出来ていますが、被害の大きいところから行っているから、なかなかそこには

手がまだ届かないということで、現在も、図面は見せてもらいましたけど、対

策されていません。 

己斐委員、この間は一緒にご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

議 長 

己斐委員、この他何かご意見はありますか。 

 

己斐委員 

先日、正木推進委員とハウス等現地の確認をさせていただきました。正木推

進委員は意見もはっきり言われ、感心いたしました。○○さんにしても、○○

さんにしても、我が白木町農事研究会の会員でございまして、色々と積極的に

会員のためにも頑張っていただいております。 

○○さんにつきましては、どうしても経費というのは、かかるものはかかる

のでしょうが、やはり経費の削減、縮小というのですか、そういった部分を、

今回色々考えておられますが、極力そこに近い数字でやっていただければと思

っております。 

また、○○さんにおいては、認定農業者の５００万円という数字はある意味

超えている数字なのですが、○○さんにおかれましては水稲あたりで、若干で

はありますが規模拡大等々されて、本当に頑張っていただいています。白木の

コマツナ栽培の認定農業者の中で指折って数えますと２番目くらいに入られる

いい葉物野菜を出荷されるということでございます。 

お二方には先々の健闘をしていただくよう、陰ながら願っておるところでご

ざいます。 
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議 長 

６番、中道推進委員。  

 

中道推進委員 

安佐北区の可部地区を担当しております農地利用最適化推進委員の中道です。

本日はよろしくお願いします。 

１週間前の２月２５日に、当地区の担当の沖田農業委員と申請者の就農地を

訪問して色々とお話を伺いました。先般取材したメモに基づいて話をしていき

たいと思います。 

まず申請者の就農時期については、１９８０年頃、申請者が３０歳頃に就農

され、現在まで約４０年間農業経営に従事されているとのことです。経営形態

は、最初は申請者夫婦で始められ、その後申請者の娘婿夫婦が加わって家族経

営をされることになったそうです。それでも、繁忙期、今少々人員を雇用され

ることもあるそうです。栽培品目はホウレンソウ、ミズナ、コマツナなどの葉

物野菜を中心にビニールハウス、及び簡易ハウスで栽培されているとのことで、

ビニールハウスと簡易ハウスはあわせて約２５棟で合計３５００㎡の規模です。

別途露地栽培もされているようです。出荷先については、契約栽培をされてい

るということで、スーパーなどへ直接出荷されているようです。 

続きまして、抱えている課題についてお尋ねしたところ、申請者は課題とし

ては、農業へ対する基礎知識を言っておられたのですが、最初は娘婿のことで

基礎知識を習得しないといけないということなのかなと思ったのですが、申請

者本人がまだまだ農業に対する知識が不足しているので、もっと勉強したいと

いう話でした。これは、毎年９月頃に発生します台風に対して、ビニールハウ

スの対処方法なんかについて話されました。ビニールハウスは設置するのに１

棟あたり○○万円を要したというように言われました。引き続き規模拡大につ

いてお尋ねしたところ、雇用関連を解決したら、規模拡大を考えないといけな

いことになると思うけど、家族経営をしているし、このまま続けたいので、今

のところ規模拡大の考えはないとのことです。最後に新しく取り組んでいきた

いことはと尋ねましたら、新しい食材、新品目を考えてみたいとのことでした。

○○さんに以上のような話を伺ったのですが、世間話として、○○さんから「近

頃の若い者は楽をして物事を進めようとするが、当然誰もが楽をして物事を進

めていくのが良いとは思うけど、少々は苦労することも無いといけない」と言

われました。就農地は、山の斜面を切り拓いて整地されておりまして、ここま

で整備するには大変なご苦労があったと思います。本件認定農業者、申請者の

農業経営改善計画については問題無いものと思います。農地利用最適化推進委

員として今後も申請者を応援していきたいと思っています。 
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議 長 

沖田委員、他に何かありますか。 

 

沖田委員 

ハウスは２５ｍｍタイプで全部建てておられまして、４３ｍｍにしたら１反

あたり材料だけで○○万円かかると言われ、出来ないと言われたのです。そし

て経営の改善はバーク系堆肥や牛糞を入れることで地力をつけて、出来るだけ

化学肥料を使わないということ。そして、そういう農法というのは熊本県のキ

ャベツ農家も同じようなことをしていまして、熊本県の場合は堆肥系の微生物

資材で長雨に負けないみずみずしいキャベツを生産されているということから

微生物農法というのは経営を安定化し、収量を増やすものだと思いました。 

 

議 長 

７番、中冨推進委員。 

 

中冨推進委員 

安佐町久地を担当しております農地利用最適化推進委員の中冨と申します。

本日はよろしくお願いいたします。 

２月２６日に、河野信義農業委員と共に申請者の現地のハウスへお邪魔をし、

お話をお伺いいたしました。現在の状況でございますが、申請者は２４歳の時

に就農されて現在で１３年目となっておられます。居住地は高取北にあるので

すが、それと共に安佐町でビニールハウスの栽培を中心に農業を経営されてお

られます。また申請者は、ＪＡ広島市の、ＪＡユースの委員長としてもご活躍

をされておられます。経営形態は、家族が主でございますが、常時雇用者が１

名、繁忙時には臨時の雇用者を５名プラスして従事されておられます。栽培品

目は、大玉トマト、ミニトマト、を中心に栽培されておられますが、そのうち、

ミニトマトが約９０％を占めております。出荷先はＪＡ全農を中心に元気市に

も出荷されており、今後は昨年１年間でテスト栽培された青ネギを名原の農地

で露地栽培をして、年に数回、カットネギとして出荷をされる計画でございま

す。現在、栽培技術を高めるとともに、経営能力の向上を図るため、広島県と

かＪＡ等の各種勉強会、セミナーに参加をして業務改善も実践しておられます。

それと、居住地であります高取北では住宅化が進んでおります。今以上の規模

拡大は困難となっております。それとあわせて環境等の問題も発生をいたして

おります。よって将来的には名原地区とその周辺で農地の集約を行うことを考

えていきたいと抱負を述べられておりました。この計画について問題は無いか

と思います。 
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議 長 

河野信義委員、他に何かありますか。 

 

河野（信）義委員 

今、中冨委員が説明されたように、将来的には安佐町のハウス栽培をしてい

る所へ高取の農地面積分を持ってきてあそこで農業を全部まとめたい、こうい

うことを言っておりました。先日、農業新聞に掲載する記事の担当をし、申請

者のことが２月２２日の農業新聞に出ています。紙面を持っていったら喜んで

いました。トマトは大変立派なものを作っており、ネギも少し栽培しているよ

うです。大変立派な青年でございますので安心をしております。言いたいこと

はたくさんあるのですが、ほとんどは中冨推進委員が言ってくれましたので、

以上であります。 

 

議 長 

８番、９番、舩木推進委員。  

 

舩木推進委員 

安佐北区安佐町飯室地区を担当しております農地利用最適化推進委員の舩木

です。本日はよろしくお願いいたします。 

２月１９日に、河野農業委員と共に〇〇農園の申請者を訪問し、お話を伺い

ました。就農時期は平成２３年度４月で、活力第１２期生です。経営形態は昨

年の９月から本人１人で経営しています。現在ビニールハウスでホウレンソウ

を栽培しています。主に市場出荷です。人件費高騰や雇用条件等でパートさん

の確保に苦労しています。実は９月まではホウレンソウの調整機を使って効率

化を図っておられたのですが、そのホウレンソウの調整機は二人で操作するそ

うで、パートさんがやめられたので今それが使えなくて大変困っておられまし

た。 

それから、このほど助成金を利用して除草ロボット、リモコン草刈り機を活

力３人で共同購入されました。法面の草刈り作業の効率改善や軽労化をします。

さらに土壌改良の継続、品目変更による単価アップを目指します。根菜類にも

挑戦してみたいとのことでした。引き続き、自ら青色申告や経営分析を行い、

所得率の向上を図り計画的な休日の確保を行うことで体調を整え、年間労働時

間○○時間、年間所得○○万円を目指すとのことです。 

そして地域活動として、今年の２月まで消防団員として地域に貢献してくれ

ました。また、廃止になった安芸飯室駅を利用した駅舎カフェロムイの立ち上

げにも関わってくれました。その駅舎カフェロムイはまちづくり功労者国土交
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通大臣賞にも表彰されました。地元としても申請者を応援しており、今後も応

援していきたいと思っています。この農業経営改善計画の認定について問題あ

りません。私からの意見は以上です。 

続いて、９番について説明します。 

２月１９日に河野農業委員とともに申請者の農園を訪問し、お話を伺いまし

た。就農時期は８番の申請者と一緒で、活力の１２期生です。経営形態は本人

とパートの３人です。現在ビニールハウスでコマツナの栽培を行い、県外やス

ーパーなどにも出荷しておられます。現在体調不良の為、年４回転で、作付け

出来ていない借入地もあります。実際にお話を伺いに行った時も体調がちょっ

と思わしくなかったのですが、今後はお父さんにも応援してもらうことにもな

りまして、本格的にはこの５月からお父さんも経営に参加してもらうというこ

とで、河野委員に借りられる家は無いかと早々に相談されておりました。これ

からは単価アップを図るために色々果菜類にも挑戦していきたいとのことです。

作付け出来ていない借入地については、満期時には返還して、適切な栽培管理

を行います。引き続き青色申告や経営分析を行い、動線見直しによる雇用者の

削減に取組み、所得率の向上を図り、計画的な休日の確保を行うことで体調を

整え、年間労働時間○○時間、年間所得○○万円を目指すとのことです。 

また、要望として全農がやっている選果場などを利用できれば生産だけに専

念できるとのことです。そうすれば生産量が増えますので、売り上げが上がり

ます。私と同じ思いを持っている活力生は他にも３人から４人はいると思いま

す。何とかならないかと相談していますが、話が前に進んでいかないとのこと

でした。結局パートの人件費が高騰しているうえにコマツナとか売値がつかな

いというジレンマがありまして、経営がうまくいかないので体調も崩すという

ことではないかなと思っております。新規就農者の方も入っているのですが、

見ていて大丈夫かな、夏までもつかなと後輩のことも心配しております。パー

トは人件費もかかりますし、色々なことを調整しないといけないので、そうい

う煩わしさからも避けられたらなあと私は思いました。地元としても申請者を

応援していきたいと思っていますので、この農業経営改善計画の認定について

問題はありません。 

 

議 長 

続きまして、河野信義委員。 

 

河野（信）委員 

みんな言ってくれましたので、私から言うことはありませんが、８番の申請

者が、奥さんになってくれる人を探してほしいようなことを言っていました。 

それと９番の申請者ですが、舩木推進委員も言っていたように精神的に少し
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弱いところがあるのかなと思います。それで今度、お父さんが農業を手伝って

くれることになりまして、お父さんは広島市の旧市内から通っているので農地

に近い家を探してほしいと申請者は言っています。先日も２、３軒歩いてみま

したが、まだ見つかっていません。 

また、申請者ら３名かで自走式の草刈り機を買って法面などの草刈りをして

おり、なかなか頑張ってくれています。 

 

議 長 

その他、意見がございますか。 

 

佐藤委員 

今日はいらっしゃらないのですが、農業振興センターにちょっと聞いておい

て欲しいのですが、特に今の飯室に入られた２人の方、体調不良とか経営的に

ちょっと難しくなっているような話が出ましたが、センターとしてのフォロー

というのはどうなっているのでしょうか。特にこれ見て気になったのが、動線

の見直しによる雇用者の削減とかいうことは、相当な年数経っているわけです。

今の時点でこんなことを言わないといけないというのは、センターとしてもう

ちょっとフォローしていなければいけなかったのではないか。活力の人の中に

もものすごい規模拡大をどんどんして、順調にいっている人はたくさんいらっ

しゃるわけです。そういう人の良い例を、こういう人たちにもうちょっとフォ

ローというか情報提供というか情報共有していたら、こんなしんどいというこ

とにならないように早めに対応してあげるシステムというのを、なんとか作れ

ないのかなと思います。 

今日の農業委員会で言ってもしょうがないのかも分かりませんが、地域振興

のためにこうやって入ってもらった人が、くたびれてギブアップするようなこ

とにはなって欲しくないので、是非ともその辺の体制というか、きちっと修了

後も見て個人の資質というのはみんながみんな同じようにできるわけではない

ので、最低限経営継続できるだけのことは保護してやって欲しいなと思うので、

その辺はセンターと話をして欲しいなと思います。これはお願いです。 

 

議 長 

そうですね。今、佐藤委員が言われたように、私も経験したのですが、なか

なか難しい。現地や、修了生の所へ行って確認とか多少はしているのですかね。 

 

事務局（森下技師） 

事務局の森下がお答えします。 

実地研修が終わった後、つまり就農後のフォローは、基本的に各区の農林課
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職員が定期的に巡回して指導やフォローをさせていただいている状況です。活

力事業についても現在、農政課が２人、農林課と一緒に見直しの協議はさせて

いただいております。 

今日いただいた意見はセンターの方にも農林課の方にもお伝えさせていただ

きたいと思います。 

 

議 長 

では、よろしくお願いします。他にございませんか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

意見がないようですが、「意見なし」と、市長に回答することでよろしいでし

ょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

異議がないので、８件を「意見なし」と市長に回答することに決定します。  

続いて、議案第６号の議案番号１番の案件に入ります。 

私は退席しますので、これからの進行は、鍜治山会長職務代行者にお願いし

ます。  

 

        （福島委員 退席）  

 

議長（鍜治山会長職務代理者） 

それでは、議案第６号の議案番号１番について、事務局から説明をお願いし

ます。  

 

事務局（西村主事） 

議案番号１番について説明します。 

１番の申請者は、現在、ビニールハウスでミズナ、ホウレンソウ、シュンギク、シ

ソを栽培しています。引き続き優良品種を選定し、今後は、子を経営の中心にしてい

くために、技術・作業の熟練と作付計画の支援を行うことで生産量を増やし、パソコ

ンを活用した複式簿記を行うことで経営管理し、給付金を活用してハウスや農業機械

の更新を行うことで、１人当たりの年間労働時間○○時間、年間総所得○○万円を目

指す計画を立て、再認定を行うものです。 
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以上で議案番号１番の説明を終わります。 

 

議長（鍜治山職代） 

議案第６号の議案番号１番について、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。今日は武内推進委員が欠席されておりますの

で、溝口農業委員よろしくお願いします。  

 

溝口農業委員 

５番の溝口でございます。  

去る３月２日に武内推進委員と申請者に面会に行きましてお話をさせていた

だきました。後継者が一昨年ぐらいから就農されておりまして、申請者も忙し

く、今からは後継者がメインになりまして農業をやっていくということでござ

います。中筋地区でございますが、皆さんご存知のように都市化がどんどん進

んでおりまして、大きなマンションとかできております。そういったなかで農

業をやるということはたいへん難しくなっている所でございますが、後継者が

農業をされるということで今後に期待をしているというところでございます。  

 

議長（鍜治山職代） 

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（鍜治山職代） 

意見がないようですが、「意見なし」と、市長に回答することでよろしいでし

ょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議長（鍜治山職代） 

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。  

○○委員の着席をお願いします。 

 

  （福島委員着席） 

 

議長（鍜治山職代） 

○○委員、議案第６号の議案番号１番について「意見なし」と市長に回答す

ることに決定しましたことをご報告いたします。 
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それでは議事進行を福島会長に代わります。 

 

議 長 

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

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２月２４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。  

となっています。  

それでは、議案の４５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２をご覧ください。  

１番の申請者は、「スローライフで夢づくり」新規就農者育成事業第１５期生

で、昨年度、広島市農林水産振興センターで研修を受講されていました。この

度は、親の農業経営を継承し、露地・施設でのコマツナ、白ネギ、ホウレンソ

ウ等の野菜栽培に加え、今後は花き栽培にも取り組み、契約出荷や地元直売所

やスーパーへ出荷することで、経営の安定化を目指します。また、緑肥や生物

資材等による土壌改良や農薬低減等の環境にやさしい農業を行い、学校給食、

食育に取り組むことで地域に根ざした農業を行うことで、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。  

 

議 長 

事務局の説明が終わりましたので、担当の推進委員ですが、伊崎推進委員が、
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欠席なので、山縣委員お願いします。  

 

山縣委員 

伊崎推進委員が他の会議で出席できません。推進委員からの意見書をいただ

いておりますので代読させていただきます。 

安芸区阿戸町を担当している農地利用最適化推進委員の伊崎です。２月２８

日に山縣委員と阿戸町を担う申請者を訪問し、お話を伺いました。申請者は平

成３１年４月から広島市農業振興センターで１年間野菜栽培の基礎、出荷作業、

販売実習等の研修を受け令和２年４月に就農されました。以降、自身の借り受

け農地と父の農地などでコマツナ、白ネギ、ホウレンソウ等を主体に露地、ハ

ウス栽培を行い試行錯誤の繰り返しもありましたが生産技術を確立され消費地

に近い立地を活かして全農との契約出荷、近隣の直売所やスーパーのインショ

ップへの安定供給を目指して取り組んでおられます。今後、父親の農園を継承

するとともに新規に上瀬野町にあるＪＡ安芸の農園の一部を無償譲渡で段階的

に継承し規模拡大を計画されております。経営の柱として今までのコマツナ・

白ネギ・ホウレンソウ・ミニトマトに加え、新規にＪＡの指導も受けて、夏場

の売り上げ確保のためにアスターの作付も考えておられます。また、緑肥の利

用やＢＬＯＦ(ブロフ)理論に基づいた太陽熱養生、納豆菌、酵母菌、酢酸カル

シウム等による土壌改良、微生物バランス改善、農薬低減による環境に優しい

農業に取り組んでおられます。地元としても、申請者の父親がスローライフで

研修を受けられ、平成２２年４月に阿戸町に就農され、実績を上げられており

ます。申請者がこれを継承され規模拡大されます。今後とも地域一体となって

応援していきたいと思っております。この青年等就農計画について、問題あり

ません。私からの意見は以上です。以上が伊崎推進委員の意見です。 

続きまして、私の方から意見を申し上げます。 

１６番の山縣です。 

１番について説明します。２月２８日に私と伊崎推進委員が申請者と面談い

たしました。その後、阿戸町及び上瀬野町を現地調査いたしました。上瀬野町

は、ＪＡ安芸の農園の一部を借り、露地栽培、施設栽培をするとのことで、Ｊ

Ａ安芸とは、既に栽培に関することは協議済みであることを確認しております。

申請者は、現在阿戸町で父親と母親の３人で農業を経営されています。今回安

芸区上瀬野町に新たに農場を見つけ、露地野菜及び施設野菜、露地の花卉等を

栽培しようとするものです。当面は、コマツナ、白ネギ、ホウレンソウ等に加

え、夏にはアスターを栽培し、契約出荷、直売所、スーパー等へ出荷する予定

との申し立てがありました。スローライフで夢づくり育成事業に取組み、既に

栽培実績があり将来有望な経営者であると確信しております。今後の活躍を期

待しております。 
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議 長 

それではその他、ご意見、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でよろしいでし

ょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

異議がないので、「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、５９１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４６ページをご覧ください。詳細については、別冊３をご覧くだ

さい。 

今回、１番から９番で上程している合計５９１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伺います。 

１番、己斐委員。 
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己斐委員 

３番の己斐です。 

１番につきまして１１月２４日に松原推進委員とともに現地の非農地調査に

行きました。その結果、議案に書いてありますように雑木であったり、孟宗竹

等が生えたりして、とても農地へ復元できないだろうと思われるので、山林及

び原野ということで非農地の判断をしたことを報告いたします。 

 

議 長 

２番から６番、谷口委員。 

 

谷口委員 

１４番の谷口です。 

２番につきましては、昨年の１０月２３日に中川推進委員とともに現地を調

査いたしました。 

３番につきまして、昨年の１２月２日に岡田推進委員とともに現地調査をし

ました。小河内地区では、わりと位置関係は確認しやすかったのですが、草刈

り等の管理が出来ていなかったり、または所有者の方が施設に入られたりとい

うことで、今後管理が見込めないという状況です。原野は、背の低い雑木が生

えてきておりまして耕作が難しいだろうと判断をし、山林及び原野であったこ

とを報告いたします。 

４番、５番、６番につきましては、昨年の１１月２０日に河野英治推進委員

とともに現地調査を致しました。こちらも、山際につきましては大木となって

おり、原野につきましてはカヤ、ススキ等、背の低い雑木が生えておりました。

また、地図を見ながらおそらくこの辺だろうと思って、２人でかき分けて入っ

てみたのですが、ちょっと位置を確認するところが難しいところもたくさんご

ざいました。河野推進委員とともに相談した結果、山林及び原野であると報告

させていただきます。 

 

議 長 

７番、８番、河野芳徳委員。 

 

河野（芳）委員 

１５番の河野です。７番、８番については４月２９日から５月７日の間に大

門推進委員と現地を調査致しました。その結果山林、原野であったことを報告

いたします。今後の畑賀地区というのは鳥獣害が非常に多い。特にイノシシや

シカの被害が非常に大きくて作りたくても耕作ができない状況が続いて、この
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状態でほっておくと農地が無くなるような状態です。要は都市計画でいう調整

区域において、農地として耕作が出来ないのではないか、そういう危機に陥っ

ているということです。 

 

議 長 

９番、奥田委員。 

 

奥田委員 

１８、番の奥田です。 

昨年７月２７日から２９日にかけて川本推進委員とともに現地調査をいたし

ました。範囲が広く苦慮したものですが、調査した結果、山林、原野であった

ということをご報告させていただきたいと思います。 

 

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、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５９１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いたします。 

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５号の専決処理について、９２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。 

 

事務局（西村主事） 

報告第１号から第５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４７ページから

５０ページの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５１ページから５７ページの４２件は、広島市農業委員会事務局規程第７条
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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５８ページ、５９ページの１５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６０ペー

ジの１０件及び報告５号、特定農地貸付の承認の取消の１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。 

以上で報告第１号から第５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５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いたします。 

続きまして、議事日程５の「その他」事項に入ります。 

はじめに、「令和３年度農業委員会活動計画（案）」について、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局（森下技師） 

１、令和３年度農業委員会活動計画について、お配りしている資料の１ページ、資

料１をご覧ください。 

来年度、令和３年度の活動計画案についてです。 

これまでの活動計画では、活力やスローライフ等、事業に合わせた優良農地の確保

を中心に活動することを内容に挙げておりました。その活動が着実に実を結んでいる

のは委員の日々の活動の成果であり、改めてお礼申し上げます。 

今年度７月以降、研修会や地区協議会において意見交換を行ってきた結果、「担い

手研修修了者や既存農家を中心としたこれまでの農地利用に加え、農地の状況に応じ

て、農外からの多様な担い手の受け入れを大幅に増やしていく必要があるのではない

か」といった声が事務局に届きつつあります。 

広島市の農地のあるべき姿を考えながら、そのために地域でどのような活動をして

いくか地区ごとの農地の状況に応じて検討する必要があり、そのあたりについて、今

回幾つか文言を変更させていただきました。変更した点は下線を引いております。ま

た、参考に今年度の計画を次のページにつけております。 

それでは、変更した点について、主にご説明します。 
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１の「活動方針」は、農業委員会の全般的な役割についての内容となっています。

これまでは、「優良農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に活動を行う」

という内容となっておりましたが、この度の計画では、「農地の有効利用と多様な担い

手の確保・育成を中心に活動を行う」という文言に変えております。 

２の「重点活動」は、これまでの意見交換を通して、農地の状況に応じて多様な担

い手とのマッチングや農外からの参入促進を行っていくことを掲げています。 

３の令和３年度の「活動内容」です。⑴から⑸まで、前年度同様に挙げております

が、この中で、(１)のウの新規参入の促進について、農外からの参入推進や支援につ

いて加えております。 

以上で説明を終わります。 

 

議 長 

ただいま事務局から説明がありましたが、皆さんからのご意見、ご質問等はござい

ませんか。 

  

（委員：意見なし）  

 

議 長 

意見が無いようですので、原案通り決定してもよろしいでしょうか。 

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

異議がないので原案通り決定をさせて頂きます。 

この活動計画については、明日からの地区協議会で、推進委員にも説明します。 

 

議 長 

続きまして、令和４年度「広島市農政に関する意見書」について、事務局から説明

をお願いします。 

 

事務局（森下技師） 

令和４年度広島市農政に関する意見書についてです。 

資料２、３ページをご覧ください。 

令和４年度広島市農政に関する意見書についてです。 

１の意見書作成の方針については、農地等の利用の最適化推進で①遊休農地の解消、

②担い手への農地利用集積、③新規参入の促進の施策の改善等についての具体的な意

見といたします。 
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２の意見書の作成の進め方については、推進委員からも意見を求めることとし、来

週からの地区協議会において、意見の提出依頼をする予定です。 

３のスケジュールについては、意見書の提出依頼をし、５月の協議会においても、

その確認をし、６月の総会で項目整理、７月の総会でたたき台、８月の総会で意見書

の素案、９月の総会で意見書の最終決定を行う予定としております。また、必要に応

じ、今年度の意見書検討班のような形で、総会終了後等に話し合いの時間を設けるこ

とも検討しています。 

「令和４年度広島市農政に関する意見」について具体的な意見等がありましたら、

４月１６日（金）までに５ページの様式で、郵送又はファックス等にて、事務局へ提

出いただきますようお願いします。 

以上で令和４年度広島市農政に関する意見書について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、皆さんからのご意見、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、「令和４年度広島市農政に関する意見書について」は、こ

の内容としてよろしいでしょうか。 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

それでは、「令和４年度広島市農政に関する意見書について」は、説明のあったス

ケジュールに沿って進めることに決定します。 

市に対して意見がある委員さんは、お手元に配布されています様式に記入し、４月

１６日までに事務局へ提出ください。 

その他、事務局から説明をお願いします。 

 

森下技師 

今年度の農業体験学習の実績報告のお願いです。 

資料３、７ページから９ページに昨年度も農業委員、推進委員が実施されました、

農業体験学習を掲載しています。 

１１ページが報告様式になっておりますので、農業体験学習を実施された農業委員、

推進委員は、こちらの様式を使って事務局に、今月末までに提出して頂きますようお

願いします。 
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石原次長 

２月１５日から開催されている令和３年第１回広島市議会定例会において、これま

でにあった農業関係の質疑についてご報告いたします。 

２月２２日の本会議の総括質問において、安佐南区の碓氷議員から、農業の振興に

ついて、として、３項目の質問がありました。 

まず「『ひろしま活力農業』経営者育成事業について」です。 

まず、「事業の成果はどうか。」について、担当の経済観光局長から、４６名が就農

者として定着し、令和元年の出荷量は１，１５０トン、売上が約６億円、地元雇用が

２３６人であるとの答弁がありました。次に、「コマツナの供給量増加に伴う価格低下

が危惧されるが、どのような取組を行っているか。」について、経済観光局長から、「コ

マツナを含む「広島近郊６大葉物野菜」の消費拡大、販路拡大に努めるとともに、平

成３０年度から、コマツナからの品目転換のため、研修修了者へホウレンソウやシュ

ンギク、ピーマンなどの栽培方法の情報提供やモデル栽培を行っている。」との答弁が

ありました。次に、「定住要件のため、通いでの農業希望者が応募できない状況がある

と聞いた。事業の妨げになっているのであれば、要件を見直す必要があると思うがど

うか。」について、定住施策を含む地域活性化施策を担当する企画総務局長から、「様々

な目的を持つ定住希望者へ対応するため、就農地域での空き家の掘り起こし支援を、

中山間地域全体に拡大するよう考えている。これに合わせ、新規就農者が希望すれば、

就農地域以外への定住も可能となるよう、令和３年度の募集から見直す。」との答弁が

ありました。 

次に、「農福連携について」です。 

「農福連携の取組は、ＳＤＧｓの理念とも重なり今後さらに重要となる。多様な担

い手の確保の観点からも積極的に進める必要があると思うがどうか。」について、経済

観光局長から、「本市では、ひろしま活力農業経営者育成事業の研修修了者による障害

者の雇用など、２０件の農福連携の取組を把握している。農業の多様な担い手の確保

につながる有効な方策の一つと考えており、障害者就労施設に対し、障害者雇用の意

向のある農業者の情報提供や農地のあっせんを行うなど、関係部局と連携して取り組

んでいく。」との答弁がありました。 

最後に、「生産緑地制度の活用」についてです。 

「都市農業の振興のため、より多くの市街化区域内の農業従事者に対し、生産緑地

制度の活用を促すべきと考えるがどうか。」について、経済観光局長から、「本市の都

市農業の状況を踏まえ、令和２年度から生産緑地制度の運用を開始し、１２月に約５．

８ha を指定した。今後の都市農業の振興には生産緑地制度の活用促進が必要なため、

これまでの農協と連携した広報や説明会に加え、生産区長によるチラシの配布や個別

相談体制の強化を図っていく。」との答弁がありました。 

報告は以上です。 
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事務局（森下技師）  

続きまして資料１４ページ、右上の資料５と書いている「令和２年度第６回地区協

議会開催日程」についてです。その前に冒頭にも事務局長からございましたが、地区

協議会に向けてのアンケートについて、委員の皆さまにはご協力いただきましてあり

がとうございました。協議の中で活用させていただきたいと思っております。また、

３月２日までと書いていましたが、今後の活動にも繋がることですので、是非とも提

出をお待ちしております。 

では、日時についてお伝えさせていただきます。来週の令和３年３月８日月曜日か

ら３月１１日木曜日まで午前１０時から１２時、午後２時から４時で予定しておりま

す。 

旧市の地区協議会が３月９日火曜日１０時から１２時、東区地域福祉センター、こ

の会場ですね、で予定しております。いつも東区役所なのでお間違えの無いようお願

いします。安佐南区地区協議会は３月１０日水曜日２時から４時、安佐南区役所３階

第４会議室で予定しております。白木、高陽地区協議会は３月９日火曜日午後２時か

ら４時、農林水産振興センター１階大会議室で予定しております。可部、安佐地区協

議会が来週３月１０日水曜日１０時から１２時、可部公民館の７階研修室１Ａ、１Ｂ

となっておりますのでお間違えの無いようお願いします。安芸区の地区協議会が来週

月曜日１０時から１２時まで、安芸農協畑賀支店２階の会議室となっております。お

願いします。佐伯区地区協議会が３月１１日木曜日１０時から１２時佐伯区役所３階

応接会議室で予定しております。 

内容につきましては、１番、令和３年度農業委員会活動計画、２番、農地の多様な

利活用について、３番、令和４年度広島市農政に関する意見書、４番、農業委員・推

進委員による農業体験学習、５番、耕作放棄地再生・利用事業、６番、令和３年度地

区協議会・研修会の日程、７番、令和３年度総会等開催予定、８番、活動報告等の提

出、９番にその他となっております。地区協議会については以上です。 

 

事務局（西村主事）  

続きまして令和３年３月の現地調査の日程についてです。資料６、１５ページをご

覧ください。 

今月の許可案件の締め切りは３月１５日です。現地調査の日程については、３月１

５日の夕方５時から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。３月１６日、１日目。こちら午前中を旧市内、午後は安芸区

を予定しております。２日目、３月１７日水曜日、午前を安佐北区の可部・安佐地区、

午後を白木・高陽地区で予定しております。３日目、３月１８日木曜日、午前を安佐

南区、午後に佐伯区を予定していますので、日程の調整等、よろしくお願いいたしま

す。 
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事務局（山室主幹）  

続きまして、「転用許可の履行延期について」です。本日お配りしている資料の中

で、１枚紙の横書きの資料があると思いますので、そちらの方でご説明させていただ

きたいと思います。 

先月の総会で農地法５条許可分の履行延期の承認申請について審議しましたが、そ

の中で担当の○○委員から、この申請者が履行延期の日までに倉庫等に転用出来ない

時には、所有権移転もされているので、どうなるのかというご意見がございました。

それにつきまして、整理しましたので報告をさせていただきます。 

表の下の方をご覧ください。申請人が履行延期の期限までに転用目的を履行できな

かった場合の取り扱いということで２つございます。 

まず①として、所有権移転が未了の場合、まだ所有権登記がしてないという場合は、

事業実施の指導であるとか、転用者からの事情聴取等により事業実施の指導・勧告を

行います。しかし、勧告後も転用目的を履行しない場合は、農地法第５１条の規定に

基づきまして、農地法第５条の許可処分の取り消しを行うという流れになっておりま

す。これは国の通知もありまして、法定事務の手続きとなります。 

一方②の方は、所有権移転登記を完了している場合ということで、もう名義が変更

している場合ということですが、この場合は、農地法第５条の許可の取り消しは出来

ないということです。すでに所有権の権利が完全に移転しておりますので、元には戻

らないということです。このため、次のような方法が考えられます。まず(１)として

転用目的が倉庫、資材置場、駐車場ということになっておりますが、例えばこれを資

材置場等に変更して自ら利用するという方法が考えられます。この場合は事業計画変

更承認申請書を提出していただいて、総会で審議をするという流れになります。 

次に（２）は他の者へ転用目的で所有権移転をするということで農地法５条の許可

申請書を提出してもらって総会で審議をする、という流れになります。次の（３）は

他の者へ農地として所有権移転をするということで、これは農地法第３条の許可申請

書を出してもらい、総会で審議をする、という（１）から（３）の方法が考えられま

す。米印で書いているのですが、農地の前所有者は農地の売却代金を既に受け取って

おりまして、前所有者が農地を買い戻すという可能性は低いのではかと思います。以

上のとおり整理してみましたので、報告をさせていただきます。 

続きまして、総会の議案の回収についてのお願いでございます。 

総会の議案には個人情報が含まれておりますので、総会終了後に議案と別冊資料を

回収させていただくことを、改めて申し上げます。なお、当日配布の資料はそのまま

お持ち帰りいただくようお願いいたします。改めてのお願いでございます。 

 

議長（福島会長） 

ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見等は、ございますか。 
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（意見なし） 

 

議長（福島会長） 

これで令和３年第３回総会を終了いたします。  

次回の総会は、令和３年４月５日（月）午後１時３０分から、東区区役所３

階第４・５会議室で行う予定です。  

事務局の山室主幹が、本年３月末をもって定年を迎えられます。今回が定例

総会出席の最後となりますので、皆様にごあいさつをしたいとのことです。  

山室主幹、お願いします。  

 

事務局（山室主幹）  

本年度末をもちまして定年を迎えるということになりました。私は平成２７

年に農業委員会に参りまして、以来６年間、総会であるとか、農業委員さん、

推進委員さんの改選事務などを主に携わってきましたけれども、委員さんのご

指導、ご協力をいただきながらなんとか務めることができました。ありがとう

ございます。一区切りということで、定年ということではありますけれども、

４月以降は再雇用、再任用を希望しております。農業関係の部署に配属されま

したら、引き続きよろしくお願い申し上げます。  

委員の皆さまには健康には十分ご留意いただきまして、引き続き広島市の農

地の利用の最適化の推進などにおきまして、お力添えをいただきたいと思いま

す。６年間本当にありがとうございました。  

 

議長（福島会長） 

ご苦労様でした。  

どうもありがとうございました。  

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 

山室主幹におかれましては、ご定年おめでとうございます。何年お勤めでし

たかね。３７年間お疲れでございました。  

長時間にわたりまして、ご審議いただきましてありがとうございました。ま

た、本日ご出席いただきました推進委員の皆さんには、長い時間お付き合いい

ただきありがとうございました。  

さて、農林水産振興センターで研修を受けていた研修生４名が、４月１日か

ら現場実習に出ます。白木には○○、２３期生ですが、今朝も橋本推進委員と

一緒にまわり、地区の役員２名のところへ挨拶に行きました。白木町○○とい
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うところは、過疎地で、若い子が入ってきてくれたということを、非常に喜ん

でおられました。そういうこともありますので、今度、湯来の○○へ女性の方

で、○○歳、それから同じく○○歳で安芸太田町へ４月１日から就農されます。

各地元の委員並びに推進委員におかれましては、地元の皆さんとのコミュニケ

ーションをはかっていただきますよう、お願いしたいと思っております。  

今年４月１日に、新たに研修生４名が農林水産振興センターに入って参りま

す。就農場所は、来年になるのですが、安佐北区白木町へ１名、安芸区阿戸町

へ１名、佐伯区湯来町へ１名、安芸太田町へ１名の予定でございます。来年の

就農予定地は決まったということです。  

長時間にわたりまして本当にご苦労様でした。次回また皆さんと元気にお会いでき

ることを楽しみにしております。お疲れさまでございました。 

 


