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平成３０年第４回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年４月５日（木）   開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後２時５０分  

 

２．場  所  東区役所 ３階 第３会議室  

 

３．委員定数  １９名  

 

４．出席委員  １８名 

１ 河野 信義  ２ 福島 幸治  ３ 山本 香織  

４ 鍜治山 正照  ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治（欠席） 

７ 伊藤 信彦  ８ 岩重  守  ９ 己斐  潔  

10 下谷 邦代  11 佐藤 和夫  12 沼田  聖  

13 沖田 光春  14 谷口  憲  15 河野 芳徳  

16 山縣 由明  17 前田 英徳  18 谷口 迪生  

19 児玉 一成   

 

５．欠席委員    

６番  梶山  正治  

 

６．議事録署名者  

１２番  沼田   聖    １３番  沖田  光春  

 

７．職務のため出席した事務局職員  

事務局長    永井 親雄    事務局次長    石原 健二 

主幹（事）主任 山室 勝志    専門員     石本 陽介 

主査      有馬 隆幸 

 

８．総会議事日程  

・農地に係る審議事項                              

（１）農地法第３条の規定による許可申請について  

（２）農地法第５条の規定による許可申請について  

（３）事業計画変更承認申請について  

（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）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  



２ 

（７）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７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６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）相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について  

 

・その他 

（１）ひろしま活力農業経営者育成事業等研修修了式について（報告）  

 

 

 

議  事 

 
議  長（河野会長）  

ただいまから、平成３０年第４回の広島市農業委員会総会を開会します。  

本日の欠席は、６番、梶山正治委員が１名、欠席でございます。出席者が

過半数に達しており、会議は成立します。  

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。  

１２番、沼田委員、１３番、沖田委員にお願いします。  

それでは、ただいまから議事日程により、審議事項に入ります。はじめに、

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、２件を上程し

ます。事務局に説明をお願いします。  

 

山室主幹  

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説明します。 

農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は、農地法第３条第１項の許可

が必要とされており、同条第２項に、農地等の権利移動に関する許可基準が規定さ

れています。 

 同項の許可基準は、第１号から第７号まであり、各号のいずれかに該当する場合

には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。 

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の６ページから１６ページに記載してありますので、

ご参照ください。 



３ 

 それでは、議案の３ページをご覧ください。 

 １番は経営規模拡大のため、申請地を取得するものです。 

 ２番は申請地が自宅に隣接しており、便利なため取得するものです。 

 いずれも、許可基準の第１号から第７号のいずれにも該当しないことから不許可

の要件に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番につきましては私の担当で、３月１９日に、谷口憲委員と事務局の職

員とで現地を確認しております。このことにつきましては、今までも３回く

らい、譲受人が、その近辺の土地を譲り受けられている所でございます。経

営規模拡大ということで、特段気になるところはございませんし、近所の方

に様子も伺いましたが、特別ないということでありましたので、私としても

問題はないと思います。  

 

議  長  

続きまして、２番については、谷口迪生委員、よろしくお願いします。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。３月２０日に児玉委員と事務局職員２名と現地調査を

行いました。説明のとおり、問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  



４ 

異議がないので、議案第１号の２件を許可することに決定します。  

続きまして、議案第２号、「農地法第５条の規定による許可申請」について

８件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

山室主幹  

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、説明いたします。  

所有者自身が農地を転用する場合は、農地法第４条第１項の許可が必要とされて

おり、同条第６項に、農地等の転用に関する許可基準が規定されています。  

同項の許可基準は、第１号から第５号まであり、各号のいずれかに該当する場合

には、許可をすることができないというものです。審議事項については、不許可の

要件に該当するか、しないかを判断することになります。  

許可基準については、お手持ちの「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処

分に係る審査基準等について」の１７ページから３２ページに記載してありますの

で、ご参照ください。 

それでは、議案の４ページ、５ページをご覧ください。１番は雑種地への転用事

案で、自動車販売修理業を営む譲受人が、申請地を譲り受け、販売車の展示場兼駐

車場として利用するものです。  

２番から４番は、太陽光発電設備用地への転用事案で、申請地を譲り受け、太陽

光パネルを設置しようとするものです。４番については経済産業省の事業計画認定

通知書が添付されております。  

５番、６番は宅地への転用案件で、申請地を借り受け、住宅を建築するものです。  

７番は雑種地への転用事案で、譲受人は建築業を営む法人で、申請地を譲り受け、

丸太、ブロック等の建築資材置場として利用するものです。  

８番は雑種地へ転用事案で、譲受人は運送業を営む法人で、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。  

申請地はすべて、立地基準の「５の（１） 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、その許可方針「申請に係る農地等に代えて

周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することがで

きると認められる場合以外は、許可する。」に該当するものと思われます。  

また、申請地はいずれも、一般基準である「１ 農地等の転用の確実性」、「２ 被

害防除措置の妥当性」について、事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農

条件に支障を生じるおそれもないものと思われます。  

なお、５番、６番の案件は、既に工事に着手されていますが、広島市農業委員会

の「違反転用に係る事務処理要領」第５条ウ「転用許可の見込みがあれば、追認許

可する」に該当するものと思われます。申請書には、始末書を添付させています。  

２番、３番の案件については、平成３０年２月２１日付で農振農用地区域から除

外されております。  



５ 

以上の案件は、本総会で承認されますと、２番、３番を除く６件の案件は、農業

委員会の会長名で許可することとなります。  

２番、３番の案件については、太陽光発電の事業計画が審査中であり、経済産業

省の事業計画認定を確認した後に、農業委員会の会長名で許可することとなります。 

以上で議案第２号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第２号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番は梶山正治委員ですが、本日は欠席です。意見は伊藤委員に伝えてい

るということですので、伊藤委員からお願いします。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。梶山正治委員から、伝言を承っておりますので、ご報告

します。２月２０日に、梶山正治委員と事務局職員２名と、現地調査を行っ

たということでございました。現地の周辺の状況からみて、申請どおり異議

はないということでしたので、この旨ご報告いたします。  

 

議  長  

２番から４番は、己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。２番につきましては、平成２９年９月２０日に、３番に

つきましては、平成２９年１０月１７日に事務局職員２名と農振除外の案件

で現地調査を行ったところです。先ほど事務局から説明がありましたように、

平成３０年２月２１日付けで、農振除外の手続きが完了をしており、問題は

ございません。  

４番につきまして、平成３０年３月１９日に事務局職員２名と現地調査を

行いました。譲渡人は高齢で後継者もなく、譲受人に所有権を移転する案件

です。登記地目は田ですが、約半分の８００㎡くらいが湿田で水はけが悪く

て、耕作ができる状態ではありませんでした。残り８００㎡くらいは、現在

畑になっておりまして、梅の木が７本余り植えてありました。日照もよく、

太陽光発電設備を設置するにはよい場所に思われます。別に問題はございま

せん。  

 

議  長  

５番、６番につきましては、沼田委員、お願いします。  



６ 

 

沼田委員  

５番、６番は、譲渡人の娘婿である譲受人が、父親の土地と近所の方の土

地を借りて、家を建てられるという案件でございます。これは、先月許可申

請があり、２月１９日に事務局職員と一緒に現地調査に行ったところ、合併

浄化槽が設置して工事がしてありました。しかし、始末書を出された後も工

事を続けておられたので、１か月ほど許可を延ばそうということで、今月に

延びたものでございます。先ほど申しましたように、合併浄化槽も設置して

あり、近隣に対する影響もないものと思われますので、問題はございません。  

 

議  長  

７番につきましては、前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。３月２０日に事務局職員２名と現地の調査を行いまし

た。申請地の２つの面が広い道路に沿っておりまして、一方は川にも近く、

農地への支障は少ないということで同意をいたします。  

 

議  長  

８番につきましては、児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。去る３月２０日に事務局職員２名と現地調査をしまし

た。譲受人は、ほかにも譲渡人から駐車場を借りていますが、手狭というこ

とで、今回約１，４００㎡の農地をさらに借りたいというものです。周りに

田などの農地がないので問題ないと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 



７ 

議  長  

異議がないので、議案第２号の１番、４番から８番の６件を許可すること

とします。２番、３番の案件については、事務局の説明のとおり、関係法令

に係る手続きの完了を確認した後、農業委員会の会長名で許可することとし

ます。  

続きまして、議案第３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。  

 

山室主幹  

それでは、議案の６ページをご覧ください。 

本件は、国土交通省発注の「安芸バイパス清谷高架橋下部工事」の橋脚建設工事

に際し、工事受注者が平成２８年１２月６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、仮設現場事務所及び資材置場用地としていたものです。 

当該工事は完了しましたが、農地復元することなく、別の橋脚工事を受注した申

請者が引き続き使用することとなったため、一時転用者を変更するとともに、一時

転用期間を平成３１年３月３１日までとする事業計画変更の承認を受けようとする

ものです。 

農地への復元は、申請者が行うこととなっています。 

以上で議案第３号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第３号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

山縣委員、お願いします。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。この件はすでに、「安芸バイパス清谷高架橋下部工事」

の受注者が申請し、一時転用許可を得た案件ですが、今回、申請者が同じ土

地を新たに持ち、事業計画変更申請し、仮設事務所および資材置場として、

許可を平成３１年３月３１日まで使用するものです。現地は資材置場となっ

ております。現地調査は済んでおり、周辺農地に被害が生じることはないと

思われます。問題ございません。  

 

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  



８ 

意見がないようですが、事業計画変更を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、議案第３号を承認することに決定します。  

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」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。  

 

山室主幹  

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、資材置場、駐車場の転用目的で、平成２９年１２月６日付けで農地法

第５条の許可を受けたものです。 

申請人は事業の拡大に伴い、申請地を資材置場、駐車場とするため、申請地を現

状のまま利用する計画で申請地を取得しました。 

しかし、前面道路との高低差が大きく、ダンプトラック等の出入りに支障をきた

すため、宅地造成等に関する工事の許可申請手続きを行い、道路と同じ高さになる

よう造成工事を行うこととなり、平成３０年７月３０日まで、履行期限の延期の承

認申請があったものです。 

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。  

谷口迪生委員、お願いします。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。３月２０日に事務職職員２名と現地調査を致しました。

問題ないと思います。  

 

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）  

 



９ 

議  長  

意見がないようですが、履行延期を承認することに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号を承認することに決定します。  

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、１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

   

山室主幹  

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、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。佐藤委員、お願いします。  

 

佐藤委員  

１１番の佐藤です。先月１９日に、事務局２名と現地確認しましたところ、

適正に管理されており、問題ないと思います。  
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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  

意見がないようでございますが、適格者として証明することに異議はござ

いますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第５号の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６号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」につ

いて２件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

山室主幹  

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、説明します。 

平成３０年３月１３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。 

それでは、議案の９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。 

１番の申請者は、安佐南区において、ハウス及び露地でホウレンソウ、ミズナな

どの葉物野菜を栽培しています。 
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今後は、露地で赤ジソ、エダマメの作付けを行い、出荷量を増加させることで、

年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受ける

ものです。 

２番の申請者は、安佐北区及び市外において、採卵養鶏○○万羽を飼養していま

す。 

今後も独自配合飼料の使用によるブランド力の強化と販売促進を図ることで、農

事組合法人の農業所得○○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号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第６号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番、福島委員お願いします。  

 

福島委員 

 ２番の福島です。武内推進委員と一昨日、現地を確認いたしました。申請者は私

たちと同じ、野菜生産出荷組合の組合員でありまして、作物を作って同じ場所に出

す場をもっておられますので、問題ないと思います。 

 

議  長  

 ２番につきましては、下谷委員お願いします。  

 

下谷委員  

 １０番の下谷です。４月２日に、上口推進委員と現地調査をし、申請者と面

談しました。  

現在組合員は２０名で、目標に向け、獣害対策として、鹿とか小動物の侵

入防止柵などの設置、鳥インフルエンザ、サルモネラ菌などの検査の実施な

ど、特に衛生管理に気をつけておられます。  

鶏糞について産んだ卵と同じ量の糞がでますが、ＪＡの有機センターに運

んでおられ、農場にはほとんど影響のない状態です。埃が少し出ますが、綺

麗にするよう心がけていると話されました。実際綺麗に管理されていました。 

問題ないと思います。  

 

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）  
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議  長  

意見がないようでございますが、「意見なし」と、市長に回答することにし

てよろしいでしょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので議案第６号の２件を、「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７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（非農地）の判断について」について、1,974 件を上程します。事務局

に説明をお願いします。  

 

山室主幹  

議案第７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（非農地）の

判断について、説明いたします。 

非農地の取り扱いについては、農地の利用状況調査の結果、「農地法の運用につい

て」第４の（３）の規定により「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、総会の議決を経て非農地の判断をすることとされてい

ます。 

非農地の判断基準は、「同運用について」第４の（４）に、 農地として利用する

には一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であって、農業的利用を図るため

の条件整備が計画されていない土地で、 

ア その土地が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 

イ ア以外の場合であって、その土地の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して利用することができないと見込まれる場合 

のいずれかに該当するものは、農地に該当しないものとし、これ以外のものは農地

に該当するものと定められています。 

非農地と判断された土地については、次年度からは利用状況調査の対象外となる

とともに、農地台帳から削除し、台帳に替わるものとして、「非農地判断土地一覧表」

を作成することとしています。 

また、併せて、関係部局、具体的には、広島県の農林水産局就農支援課及び広島

市の財政局税務部固定資産税課、経済観光局農林水産部農政課へ非農地と判断した

旨を通知することとしています。 

なお、固定資産税課に通知することにより、課税台帳の現況地目が山林に変更さ
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れ、これに伴い、所有者に通知される固定資産課税明細書の現況地目が田、畑から

山林に変更されます。 

それでは、議案の１０ページ、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。 

１番から２８番の合計１，９６８筆の土地は、平成２８年度農地利用状況調査で

現況が森林の様相を呈しているなど農地に復元するのが困難であり、非農地（赤色）

として区分していただいた土地について、平成２９年度の農地利用状況調査におい

ても、担当の農地利用最適化推進委員の調査で、現況が立木、竹等の山林であり、

担当の農業委員の調査でも山林であったもので、「農地法の運用について」第４の（４）

の基準により「農地に該当しない」と判断される土地です。 

今回、議案に上程していない地区についても、農地利用最適化推進委員の調査が終

了次第、調査図面を事務局で作成し、農業委員へ再度調査をお願いしていくことと

しておりますので、よろしくお願いします。 

また、今回は、山林の状態で非農地であることが確実なものを上程していますが、

引き続き調査を行い、非農地と認められる土地について、随時、総会に議案として

上程することとしています。 

これまで、非農地の判断については、平成２９年第１２回総会から、毎回上程し

ており、平成３０年第３回総会まで約７４ha（７４１,４４０．９２㎡、（Ｈ２９年

１２月 １３１,９７２．３３㎡、Ｈ３０年１月 ２６,５４２．３０㎡、Ｈ３０年

２月 ３５８,７７４．２５㎡、Ｈ３０年３月 ２２４,１５２．０４㎡））、非農地

として判断しました。 

今回の約５４ha（５３８,１０７．４６㎡）と合せると、約１２８ha(１，２７９,

５４８．３８㎡)となります。 

なお、総会で非農地と判断された土地について、土地所有者等が地目変更登記を

する場合は、非農地通知申出書を農業委員会事務局に提出いただければ、非農地通

知書を発行いたします。 

その通知書を添付して広島法務局に地目変更の登記申請をしていただければ、登

記地目は、田、畑の農地から山林等（登記地目は法務局の判断により決定されます。）

に変更されます。 

ただし、農振農用地は、除外後の受付となります。 

以上で議案第７号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第７号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。１番、岩重委員お願いします。  

 

岩重委員 
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 ８番の岩重です。１番は白木町志路の北部の地区になります。３月１日に橋本推

進委員と現地調査をいたしました。ほとんどの地主が不在で、数十年来放置してい

る土地がほとんどでございました。調査の結果、スギ、雑木、孟宗竹等が生えてお

りまして、非農地と認めざるを得ないということで、山林として確認をいたしまし

た。 

 

議  長  

２番につきましては、下谷委員。 

 

下谷委員  

 １０番の下谷です。２番の安佐北区上深川町について、３月３日に古河推

進委員と現地調査をしました。その結果、山林であったことを報告します。  

 

議  長  

３番、４番につきましては、佐藤委員お願いします。  

 

佐藤委員  

 ３番と４番は、古河推進委員と現地確認をしました。山林で間違いありま

せん。  

 

議  長  

５番、６番は沼田委員。  

 

沼田委員  

 ２月の土、日曜日で、坊推進委員と一緒に現地調査を行い、すべて雑木、

竹が繁茂して、非農地と判断させていただきました。  

 

議  長  

７番から１２番は沖田委員。  

 

沖田委員  

１３番の沖田です。７番から１１番までの亀山から大毛寺地区は３月４日

に下土井推進委員と現地調査をしました。谷のようなところで、現在は山と

なっていたり、人家が途切れてから山に１００ｍ位入るところがありました。

元々田んぼであったようなところが荒れているところが多かったです。  

また、１２番の綾ケ谷地区４４０筆は、去年の１２月２０日に現地調査し

ました。雑木や竹等が繁茂し、山林の様相を呈していると思いました。  



１５ 

 

議  長  

１３番から１６番は谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。１３番の安佐町宮野地区、１４番の安佐町後山地区、

１５番の安佐町筒瀬地区は、３月２３日に河野推進委員と現地調査を行いま

した。雑木、竹等が生えており、山林として問題ないと思います。１６番の

安佐町小河内地区は、３月２０日に中川推進委員と現地調査を行い、いずれ

も、竹、雑木が生えており、山林であるとして問題ないと思います。  

 

議  長  

 １７番から２０番は児玉委員。  

 

児玉委員  

 １９番の児玉です。去る２月１３日に川本推進委員と一緒に現地を全部見

てまわりました。ほとんどが雑木、竹、杉等が生えており、全部山林という

ことで判断しました。  

 

議  長  

２１番から２８番については、谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。川本推進委員が３月１３日に現地調査をされましたが、

私は３月６日に現地を見ました。雑木等であって、山林と認めます。  

 

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  

意見がないようでございますが、非農地、つまり農地に該当しないと判断

することについて、異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 



１６ 

議  長  

異議がないので、議案第７号の１ ,９６８件を、非農地の判断をすることに

ついて決定します。  

以上で、農地に係る審議事項を終了します。  

続いて、農地に係る報告事項に入ります。  

報告第１号から第５号の専決処理等について、１１１件を一括して報告し

ます。事務局に説明をお願いします。  

 

山室主幹  

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７号の規定による農地転用届出の２４件、及

び報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の６１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１８件は、担当委員と現地調査を行い、広島市農

業委員会事務局規程第７条第３項の規定により、事務局次長が専決処理をしました。 

報告第４号、農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得届出の６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、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認の２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５号までの説明を終わります。 

 

議  長  

報告第１号から第５号まで説明がございましたが、何か質問がございます

か。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

質問がないので、報告事項を終了します。  

続きまして、議事日程５「その他」に入ります。 

はじめに、「平成 29 年度ひろしま活力農業経営者育成事業等研修修了式」につい

て、福島会長職務代理者から報告をお願いします。 

 

会長職務代理者 

私が出席いたしましたので、報告します。 
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別紙資料１をご覧ください。 

３月２７日に東区役所の講堂で農林水産振興センター就農者研修修了式がござい

ました。４つの事業の研修生の合同修了式でした。 

農業委員会からは、「第 20 期ひろしま活力農業経営者」が就農される担当地区の

谷口憲委員及び中川俊雄推進委員、山縣委員及び伊崎推進委員が出席されました。

ご苦労さまでした。 

ひろしま活力農業経営者の３名は、安佐北区安佐町、安芸区阿戸町、安芸太田町

に４月から就農されます。 

ひろしま活力農業経営者を代表して、○○さんから、「この 1 年間で栽培の基礎を

学べた。それぞれの夢、目標に向かって成長していきたい。これからも原点を思い

出し、感謝の気持ちを忘れずに進んでいきたい。」と発表がありました。 

「スローライフで夢づくり」新規就農者第１３期生の６名を代表して、○○さん

から、「あっという間の１年間だった。種まき、水やり、施肥などの基本を学べた。

昨年夏の高温、秋の長雨、冬の低温、カラスやイノシシの被害など自然には勝てな

いことも学んだ。販売体験で「おいしかった。」との客の声を聴き、うれしさ、農業

の楽しさも体験できた。同僚や先輩など多くの仲間ができた。困ったときには、仲

間や関係機関に支援を頼みたい。」と発表がありました。 

ふるさと帰農第１２期生の１４名を代表して○○さんは、「何も知らず、不安だら

けだったが、よいカリキュラムのおかげで農業の基礎が身についたと思う。目標に

向かって、まずは自分の農地でレタスやホウレンソウ、ナス、ピーマンの栽培出荷

を実践する。私は安佐北区在住で、周囲には、ひろしま活力経営者も多くいる。彼

らと地域で農業を頑張り、安佐北区を盛り上げたい。」と発表がありました。 

チャレンジ女性農業者第 8 期生の４名を代表して○○さんは、「不安だらけだった

が、種まき、収穫、販売を経験することで農業の楽しさを感じた。今後、少しでも

広島市農業の活性化に貢献したい。」と発表がありました。 

農業委員会としては、新規就農者の支援をしていきたいと思っていますので、担

当地区の委員及び推進委員の皆様よろしくお願いします。 

以上で研修修了式の報告を終わります。 

 

議 長 

ただいま福島会長職務代理者から報告がありましたが、ご意見、ご質問等は、ご

ざいますか。 

 

河野（芳）委員 

 このスローライフで夢づくり新規就農者の育成事業は今期、１３期で６名の人が

修了されていますが、就農見送りが６名中３名います。 

当該事業は、遊休農地を活用して農業振興に一役買ってもらおうというのが目的



１８ 

ですが、本市が費用を投じ研修を行って、いざ卒業したら、就農見送りが半分いる

ということはどういうことですか。 

 

会長職務代理者 

 その状況に関して、詳細は伺っていません。 

 

河野（芳）委員 

 しっかり勉強していただいて、農業したことのない人に、農業を習ってもらって

就農していただくことが本事業の目的ですが、おそらく、面接の時にはそのあたり

はしっかり説明しているはずですが。それが、半分の、６人中３人も就農見送りし

ている状況はいかがなものでしょうか。 

 

会長職務代理者 

 一応、研修自体は修了しているのですが、就農を見送られたということなんで、

そのあたりの判断はこちらではわからないです。 

 

石本専門員 

 研修修了者を現地に連れて一緒に行ったのですが、なかなかいいところがなく、

致し方ないことと聞いております。 

 

議 長 

 毎年、多少のことがあるのでしょうが、半分というのはないでしょう。 

 

会長職務代理者 

 私は説明を受けてないので、農林水産振興センターの人に聞いてもらってくださ

い。 

 

議 長 

 ほかにないようですので、本件についてはここで終わらせていただいて、そのほ

か、事務局の方で何かありましたらお願いします。 

 

石本専門員 

続きまして、同じ資料の４ページ目の資料２でございます。水田活用の直接支払

交付金について、ご説明します。皆様農業委員さんの中には、農業生産区長さんを

兼任されている方もいらっしゃいますので、農業生産区長会議でお話をお聞きされ

た方がいるとは思うんですが、もう一度私から農政課の資料で、説明させていただ

こうと思います。 
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今年度の水田活用の交付金ですが、ご存知のように、水稲は１０a あたり７，５

００円がなくなったということが大きな変更点でございます。これは、水田、すな

わち登記地目が田で他の野菜等々をつくったら、国、県、あるいは市から重複して

お金をいただけるという制度でございます。 

 まず、交付単価という真ん中の項目で、全国一律、これは国からでございまして、

主に関係があるのは戦略作物助成で一番上のところに飼料作物とありますが、１０a

あたり３５，０００円いただけるということです。 

 次に、産地交付金の県の段階で、これは県のほうで、こういう制度を策定されて

いますが、基礎助成の園芸作物、キャベツ、アスパラ、ほうれん草、ねぎ、わけぎ、

トマト、こまつな、ちんげんさい、しゅんぎく、みずな、きくなどを作りますと、

１０a あたり、１２，０００円程度交付されます。 

担い手ということで、園芸作物、キャベツ、アスパラ、ほうれん草等々を作りま

すと、担い手、すなわち認定農業者さんとか、集落法人も含めて、新規認定就農者

等に加算が９，６００円あるということです。また、戦略作物、先ほど言った、飼

料作物を担い手さんが作られると、加工用米以外ということで４，４００円上乗せ

されます。 

次に、５ページ目です。これは、広島市の制度で、助成を考えているということ

でございますが、一番上のところで、地域振興作物ですが、ほうれんそう、こまつ

な、広島菜、しゅんぎく、みずな、パセリ、ねぎを出荷販売しますと、１０a 当た

り１２，０００円、次に、なす、さといも、トマト、たまねぎ、キャベツ、きゅう

り、えだまめ、ばれいしょ、かぼちゃを出荷販売すると５，０００円となっており

ます。で、野菜一般、と言いましょうか、いわゆる市民菜園みたいな、いろんなも

のを作る場合は、直売所へ出荷販売した場合のみについて５，０００円ということ

です。 

ひろしまそだちＧＡＰを認定登録されたら３，０００円上乗せされます。最後に、

一番下ですが、二毛作助成ということで、飼料作物の二毛作、たとえばイタリアン

とスーダンライグラスを作るとか、あと、野菜でいろいろな組み合わせ等々する方

は、二毛作されれば、助成の上乗せがあるということです。単価に程度と書いてあ

るのは、みなさんが多く作られると、全体の枠が決まっているため、これよりちょ

っと下がるということです。目安としては１０a 当たりこの位お金がもらえるとい

うこととなっています。 

以上で交付金の話を終わります。 

引き続きまして、資料３、６ページでございます。今年度の平成３０年度の第１

回地区協議会の日程でございます。前回３月に、みなさんで決めていただきました、

５月８日の火曜日、午前可部・安佐地区、午後安芸地区です。 

５月９日水曜日、午前佐伯区。５月１０日木曜日、午後白木、５月１１日金曜日   

午前旧市、午後安佐南区でございますので、農業委員さん、推進委員さんよろしく
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お願いいたします。 

内容としましては、推進委員さんには利用状況調査のことについてお話させてい

ただきたいというふうに思っております。 

続きまして、７ページ資料４、前回もお配りしましたが、今年度の総会の開催予

定です。会場は３階の第３会議室が取れたということで、こちらで開催しますので、

ご出席をよろしくお願い致します。 

続きまして、資料５の８ページ目でございます。今月、平成３０年４月の現地調

査の日程でございます。今月は締日が１５日で日曜日なので１３日となります。１

３日の夕方に締めまして、委員の皆さんには１３日の夕方にお電話を差し上げる予

定としております。 

１日目が、４月１６日で、午前旧市、午後安芸区、２日目が４月１７日で午前可

部・安佐地区、午後白木・高陽地区、３日目が４月１８日で午前安佐南区、午後佐

伯区と、一応予定にはしております。予定が変更する場合がございますけども、い

ずれにいたしましても、１３日の夕方に電話で調整させていただきますのでよろし

くお願いいたします。私の方からは以上でございます。 

 

議 長 

 その他、お願いします。 

 

永井事務局長 

 私の方から、議会関係について報告させていただきます。 

平成３０年第１回定例会議、資料はありませんので、口頭で述べさせていただき

ます。第１回定例会議において自由民主党の安佐北区選出の木戸議員から、市街地

での有害鳥獣対策の実施状況について総括質問がありました。 

有害鳥獣の隠れ家となる里山林を整備する事業の要件を緩和し、小規模な里山林

の整備を平成２９年、２ヶ所ほど実施しております。また駆除班員が全市で新たに

１４名加わりまして、体制の強化をはかったなどの答弁がありました。 

続いて３０年度の予算特別委員会においてですが、公明党の碓水委員、西田委員

から担い手育成、とりわけ、ひろしま活力農業経営者育成事業の新たな展開につい

て、質疑がありました。すでに、ご紹介させていただいておりますとおり、研修生

を現在の２名から３名、４名と増やしていくこと。就農地近くに定住する要件を追

加する回答が農政課よりありました。 

また、活力農業経営者が出荷する小松菜の販売促進については、広島近郊６大葉

物野菜としてブランド化を図り、商品促進につなげるほか、広島広域都市圏農産物

出荷促進商談会でのマッチングにより経営安定を図ることなどの報告がありました。

別途、市民連合の太田委員から、この商談会の成果を問われ、現在生産者等１０者

と卸業者３社との間で１１件の取引が成立し、さらに、この４月以降に作付けを開
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始する。小松菜や６月収穫予定のたまねぎ、なすなどの商談が進行中との回答があ

りました。さらに、碓水委員からは市街化区域の農業者支援に関する質疑があり、

平成２７年度から取り組んでいる農業継承円滑化支援事業の要件を見直し、活用し

やすくすることで、市街化区域の農業経営の継承をすすめつつ、都市農業基本法に

基づく国の新たな施策や、振興策を注視しながら、本市都市農業の振興に取組む旨

の回答がありました。さらに、碓水委員から、国の施策、制度の方をしっかり研究

して欲しいと追加要望がなされております。 

 つぎに、有害鳥獣対策についてですが、市民連合の山内委員から、今年度の新た

な取組みに対して質疑があり、２３年度から取組んでおります、集落防護柵に大型

捕獲柵を組み合わせた捕獲に取組みたい。設置場所はこれまで１３基設置しており

ますが、地区とのバランスを考慮して、場所のほうは検討していきたいという、回

答がありました。さらに、生活環境被害を含めた対策については、日本共産党の中

森委員からも、同様の質問がありまして、今年度から、新たに地域住民が主体とな

って取り組む、有害鳥獣対策を行う旨の回答がありました。なお、この新しい事業

につきましては、現在、制度等を農林整備課の方で作成中ですので、まとまり次第、

順次、区より地元説明のほうに入っていくことと思います。 

以上、議会関係の主だったものの紹介をさせていただきました。 

 

議 長 

ただいま事務局からの説明がありましたが、何かご意見、ご質問はございますか。 

 

河野（芳）委員 

 今のお話を聞いてですね、従来からの懸案事項の鳥獣被害対策については前より

は大分良くはなったのかという気がします。市のほうの動きは我々でもわかります

が、県と市がタイアップしてどういう支援をしてくれるのか、その辺りがよく見え

ない。例えば、捕獲奨励金を２千円から４千円、５千円に上がってきた、それがさ

らに県として、そういうようなものが、取れるのかどうか、そのあたりは、どこで

どういう想定をして県に働きかけをすればいいのか。なかなか県も動きが見えない。 

この鳥獣被害対策について。ずいぶん前、前知事が猟友会の会長の時に、農業委

員会の数名と猟友会の幹部との話し合いがありました。しかし、当時の話でも、目

的がちょっと若干違うからなかなか話がかみ合わないところもあったりして。やは

り、われわれも県税を払っているわけだし、県もお金がない中を、云々言って、少

しずつでも、もう少し、県のほうも本腰をいれて、支援をしてくれないといけない

という気はする。どこを窓口にどういうふうに動かせばよいのか。時々県会議員と

は会って、そういう愚痴は言うのだけど、あまり本気で考えているような雰囲気で

はない。 

 だから、市ばかりに、金はないのかと言うのではなく、県、国もやはり、もう少
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し本腰入れて、より駆除班の人が、汗を出した対価に見合うぐらいの金が入るよう

にしてあげられないのかという気はしないでもない。 

 

議 長 

前会長職務代理者が、常にそれを言っておられましたよね。県が悪いの、国が悪

いの。あれだけ鹿が増えたりしたのは、一時、一頭も捕らさないよう制限した。そ

ういったことが基になっているということは、常に言っておられましたよね。 

それで、市の、そういった会合に出ても、それまで前会長職務代理者も言ってお

られました。県としての動きが、河野（芳）委員がおっしゃるように、それでは、

県がどれだけ補助したので、どうしろということは、話がございませんよね。 

 

河野（芳）委員 

 ないですよね。税金を払ってないならともかく、税金を払っている以上、やはり、

県にも関心を持ってもらわないといけない。何十年も農家が泣いてるのにね。 

 県のほうへ、どこを通してどういう働きかけをするのが一番効率の良い働きかけ

になるのか。せめて市のレベルぐらいまでには、県の方へも理解してもらいたい。 

これが、数十年、昔の県議会でずっと鳥獣被害がなんとかならないのかといって、

ずっと役所の中で検討してきているわけで。やはり、県のほうにも少しは振り向い

てもらって、県と市が一緒になれば今よりは前に進む。そのあたりの窓口がどうな

のか、という気がしたので。 

 

議 長 

 ほかにございませんか。 

     

（委員：意見なし） 

 

議 長 

 このことについても、今話があったように、県にも働きかけて考えてもらわない

といけないことが多数あると思います。 

 それでは、意見がほかにないようでございますので、平成３０年第４回総会を終

了しますが、その他全体的にご意見等がありますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

次回の総会は、平成３０年５月７日（月）午後１時３０分から東区役所３階第３

会議室で行う予定です。 
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それでは、会長職務代理者にあいさつをお願いします。 

 

会長職務代理者 

 本日はご苦労様でした。事務局の人事異動がありましたが、わたしたちも頑張っ

ていきたいと思います。また、今、気温の変化が大変厳しいので、体調には気をつ

けて頑張っていきたいと思います。本日はご苦労様でした。 

  


