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平成３０年第５回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年５月７日（月）   開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後３時４０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  １７名 

１ 河野 信義（欠席） 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  

７ 伊藤 信彦（欠席） 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    

１番  河野 信義   ７番  伊藤 信彦 

 

６．議事録署名者  

１４番  谷口  憲   １５番  河野 芳徳 

 

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４条の規定による許可申請について  

（３）農地法第５条の規定による許可申請について  

（４）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について  

（５）広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取について  

（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  

 

・農政に係る審議事項 

（１）「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び  

「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画」について  

（２）平成３０年度利用状況調査の実施計画（案）について  

（３）平成３１年度広島市農政に関する意見書について  

（４）平成３０年度県農業・農村施策・予算に係る要望の回答について  

（５）平成３１年度農林関係税制改正要望について  

（６）農業委員会だよりについて  

 

・その他 

（１）平成３０年度狩猟免許試験及び狩猟免許講習会の日程について  

（２）有害鳥獣の防除用施設の補助制度について  

（３）地区協議会・研修会の日程等について  

 

 

 

議  事 

 
議  長（福島会長職務代理者）  

それでは、ただいまから平成３０年第５回の広島市農業委員会総会を開会

します。  

本日の欠席は、１番、河野信義委員、７番、伊藤委員です。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。  

１４番、谷口憲委員、１５番、河野芳徳委員にお願いします。  

それでは、ただいまから、審議事項に入ります。議案第１号、「農地法

第３条の規定による許可申請」について、９件を上程します。事務局に

説明をお願いします。  

 

有馬主査  
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事務局の有馬と申します。  

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。  

それでは、議案の３ページ、４ページをご覧ください。  

１番、４番、６番及び７番は経営規模拡大のため申請地を取得するもので

す。  

なお、４番については、譲渡人及び譲受人が同じ農事組合法人の構成員で

あり、平成１２年６月１日付け農地法関係事務に係る処理基準において、譲

受人が当該法人に貸し付けている農地の面積も耕作面積に算入して下限面積

の判断をするとしており、これにより当該申請については下限面積の要件を

満たすとしたものです。  

また、６番の申請地は平成２９年第１１回総会において許可しております

が、譲受人に誤りがあったため、本年３月２９日に許可の取消願が提出され、

許可を取り消した後に、譲受人を変更したもので、再度許可申請のあったも

のです。  

２番、８番及び９番は申請地を親族に生前贈与するものです。  

３番は新規就農するため所有権移転をするものです。野菜及び果樹を栽培

する旨の営農計画書が添付されています。  

５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、山本委員。  
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山本委員  

 ３番の山本です。４月１６日、事務局職員とで現地調査を行いました。自

宅近くの農地を購入する案件です。現地は畑で、野菜を作っておられました。

全く問題ないと思われます。  

 

議  長  

 ２番、３番は梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。２番につきましては、贈与ですが、面積的にも小規模で

ございますが、特に問題ありません。  

それと、３番につきましては、全体の面積が約２，３００㎡ありますが、

他のグループとともに家庭菜園的なことで、今から農業をやっていかれると

いうことで、特に問題はありません。  

 

議  長  

４番は伊藤委員ですが、本日は欠席です。意見は事務局に伝えているとい

うことですので、事務局からお願いします。  

 

山室主幹  

 事務局の山室です。伊藤委員から報告を受けておりますので申し上げます。 

４月１８日、事務局職員２名と現地調査を行いました。譲渡人と譲受人が

同じ農事組合法人の構成員であり、今回の申請は所有権を○○から○○へ移

転しようとするものです。問題はありません。  

 

議  長  

 ５番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。５番につきまして、４月１７日に岩重委員と事務局職員

２名と現地調査を行いました。この農地は現在、譲渡人が、県外に居住され

ておりまして、管理がされておらず、休耕ということになっております。こ

の農地が譲受人の住宅に隣接しておりまして、耕作しやすいということで取

得する案件でございまして、問題はありません。  

 

議  長  

 ６番、７番は谷口憲委員。  
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谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。４月１７日に、事務局職員と現地確認を行いました。

河野信義委員は、少し時間がずれて確認されております。現地は、花木団地

ということで、ここで苗木を育成するための経営規模拡大で、問題はありま

せん。  

 ７番の譲受人ですが、家の近くのほ場を譲り受けるもので、特に問題はご

ざいません。  

 

議  長  

８番、前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。４月１８日に事務局職員と、現地調査を行いました。  

児玉委員は別途現地調査を行っております。弟は体調不良により、農作業が

できなくなって、姉のほうに、生前贈与をするものでありまして、異議はご

ざいません。  

 

議  長  

９番、谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。児玉委員と４月１８日に、事務局職員と現地調査を行

いました。奥様に生前贈与をするということで、問題ありません。  

 

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）  

  

議  長  

異議がないので、議案第１号の９件を許可することに決定します。  
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続きまして、議案第２号、「農地法第４条の規定による許可申請」について

５件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

有馬主査  

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５ページをご覧ください。  

１番は、雑種地への転用事案で、山への進入路として利用するものです。  

２番は、宅地への転用事案で、農家住宅及び農業用倉庫を建築するもので

す。本件は市街化調整区域内での建築案件ですが、開発行為の許可について

は許可不要であることを関係課に確認しています。  

３番は、雑種地への転用事案で、太陽光発電設備用地への転用事案で、太

陽光パネルを設置しようとするものです。  

４番は、雑種地への転用事案で、貸駐車場に整備し、運送業を営む法人に

利用させようとするものです。  

５番は、宅地への転用事案で、社会福祉法人が障害者就労支援事業施設と

して、パンの製造販売を行うための店舗を建築するものです。本件は市街化

調整区域内での建築案件であり、開発行為の許可について、許可見込みがあ

ることを関係課に確認しています。  

１番から５番の申請地は、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、これらはいずれも、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番は、平成２９年第３回総会において、農地法第３条の許可を受
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けて、施設の入所者及び通所者の農業訓練のため、野菜の栽培及び販売を行

ってきました。  

しかし、屋外で農作業を行うことができない利用者が半数以上にも及び、

野菜の販売の売上増が見込めないこと等から、収益性の高いパン工房事業に

転換しようとするもので、事業所の継続のため、農地転用はやむを得ないも

のと思われます。  

また、１番は既に通路として転用済みとなっており、５番は申請地の一部

が駐車場所に転用されていますが、広島市農業委員会の「違反転用に係る事

務処理要領」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。なお、許可申請書に始末書を添付させています。  

１番から５番の案件については、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、５番については、開発行為の許可申請が審査中であり、開発行為の

許可を確認した後に、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、２番は梶山正治委員。  

 

梶山委員  

 ６番の梶山です。４月２０日に事務局職員と現地を調査致しました。１番

については、事務局の説明がありましたように、これは先代のときに、その

ような通路をつくったということですが、今回整備するということでござい

ます。  

 ２番につきましては、現在住んでいる家屋の中には納屋と母屋と駄屋があ

りますが、これらを処分するに当たり、その近辺に新たに農家住宅等を建て

るということで、特に問題ありません。  

 

議  長  

 ３番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。３番につきまして、４月１７日に事務局職員２名と現地

調査を行いました。申請人は自宅の西側の農地に太陽光発電設備を設置する

ということでございましたが、設置をすることによる、近隣の農地等耕作へ
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の影響はないものと思います。  

 

議  長  

４番、５番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。４月１８日に事務職員２名と現地調査を行いました。  

４番の申請人は、今度駐車場にするということで、問題ないと思います。  

 ５番は事務局の説明のとおり、平成２９年第３回総会で許可を受けました

が、今度はパンを作るため、店舗をつくるということで問題ないかと思いま

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すか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の１番から４番を許可することとします。  

５番については、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、「農地法第５条の規定による許可申請」について

１４件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

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説明します。 

農地を転用目的で売買したり、貸し借りしたりする場合は、農地法第５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。 
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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６ページから８ページをご覧ください。 

１番は雑種地への転用事案で、解体業を営む法人が、申請地を譲り受け、資材置

場等として利用しようとするものです。 

２番、４番、５番及び８番は宅地への転用事案で、申請地を借り受けまたは譲り

受け、住宅を建築しようとするものです。  

なお、４番は市街化調整区域内で、分家住宅を建築するもので、開発行為の許可

については許可見込みであることを関係課に確認しています。  

３番及び７番は、太陽光発電設備用地への転用事案で、申請地を譲り受けまたは

借り受け、太陽光パネルを設置しようとするものです。  

６番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、住宅敷地を拡張しようとするも

のです。 

９番は、雑種地への転用事案で、譲受人は土木建築業を行う法人の役員をしてお

り、申請地を譲り受け、資材置場・駐車場に転用し、同法人へ貸し付けようとする

ものです。なお、この案件は平成３０年３月５日開催の平成３０年第３回総会で審

議し、許可をした案件ですが、譲渡人が平成２９年１２月２１日に死亡していたこ

とから許可を取り消し、再度許可申請となったものです。  

１０番は、宅地及び雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、庭園レストラン

の敷地拡張及び進入路として利用しようとするものです。  

１１番は雑種地への一時転用事案で、不動産業を営む法人が、申請地を借り受け、

貸資材置場として整備し、土木建設業者に一時的に貸し付けようとするものです。  

１２番から１４番は雑種地への一時転用事案で、建設工事を行う共同企業体が、

広島市発注の主要地方道広島湯来線麦谷工区道路改良工事の施工に伴い、申請地を

借り受け、資材置場、休憩所及び工事施工ヤードとして一時的に利用しようとする

ものです。  

１番から１１番は、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、１２番から１４番は、立地基準の「１の（１）農振法第 8 条第２項第 1 項

に規定する農用地区域内の農地」であり、その許可方針は「原則として許可しない」

となっていますが、ただし書きの「ウの（ア） 仮設工作物の設置その他の一時的な

利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を

供することが必要であると認められること」に該当し、農用地区域内の農地の不許

可の例外に該当するものと思われます。  
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１番から１４番はいずれも、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。  

３番の案件については、平成２９年８月２１日付けで、９番の案件については平

成３０年２月２１日付けで農振農用地区域から除外されております。  

以上の案件は、本総会で承認されますと、３番、４番、７番を除く１１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。  

３番、７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。 

４番の案件は、市街化調整区域内の建築案件であり、開発行為の許可を確認した

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。１番、山本委員。  

 

山本委員  

 ３番の山本です。４月１６日、事務局職員と現地調査を行いました。解体

業を営む法人が資材置き場等のため、転用目的で農地を購入する案件です。

特に問題はないと思います。  

 

議  長  

２番は伊藤委員ですが、伊藤委員は欠席のため、意見は事務局からお願い

します。  

 

山室主幹  

 伊藤委員からの報告を申し上げます。  

４月１８日に事務局職員と現地調査を行いました。譲渡人の子が住宅を建

てるもので、問題はありません。  

 

議  長  

 ３番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。４月１７日に事務局職員２名で現地調査を行いました。  

この農地は農振農用地からの除外済みでありまして、太陽光発電をされる
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譲受人に所有権を移転するというものです。別に問題はありません。  

 

議  長  

４番、佐藤委員。  

 

佐藤委員  

 １１番の佐藤です。４月１７日、事務局職員と現地確認に参りました。  

分家住宅を建てるということで、周りに農地もなく問題ないと思います。  

 

議  長  

 ５番、６番は沼田委員。  

 

沼田委員  

 １２番の沼田です。５番は譲渡人の子の家を建てられるということで、合

併浄化槽ということを聞いておりますので、近隣の農地には影響ないものと

思われます。  

 ６番は、現在駐車場として使っておられて、近隣に耕作しておられる農地

もありませんので、問題ないと思われます。  

 

議  長  

 ７番、沖田委員。  

 

沖田委員  

 １３番の沖田です。４月１６日に事務局職員と現地調査を行いました。現

地は、太田川を見下ろす山の斜面にあり、日当たりも良く、申請地周辺にも

太陽光発電が稼動しております。譲渡人は高齢のため、農業をやめたいとい

うことで、計画されております。別に問題ありません。  

 

議  長  

 ８番から１０番は河野信義委員ですが、欠席のため、事務局から説明をお

願いします。  

 

山室主幹  

 河野信義委員からの報告を申し上げます。  

８番から１０番については、所用がありましたので、事務局とは別に４月

１７日に調査を行いました。  

特段、問題はありません。  



１２ 

 

議  長  

 １１番、山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。１１番について説明します。この件につきましては、

本年４月１６日、私と農業委員会事務局２名と現地調査をしました。申請地

は国道２号に接しており、休耕地となっております。譲渡人が、譲受人に車

両置き場及び資材置き場として貸付け、一年間、賃借権を設定するものです。

周辺農地等に被害を与えることはないと思われ、問題ございません。  

 

議  長  

 １２番から１４番、前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。１２番から１４番について、説明を致します。４月１

８日に、事務局職員と現地調査を行いました。転用事由については、先ほど

の事務局の説明のとおりでございます。平成３０年６月１日から平成３３年

４月３０日までの３年間の一時転用でございまして、異議はございません。  

  

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  

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  

異議がないので、議案第３号の３番、４番及び７番を除く１１件を許可す  

ることに決定いたします。  

３番、４番及び７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４号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」に
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ついて、３件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

議案第４号、相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について、説明します。 

この相続税の納税猶予の特例については、相続人が、農業を営んでいた被相続人

から農地等を相続し、農業を原則２０年以上継続する場合に限り、農地価格のうち

農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予する制度です。  

農業委員会としましては、 

① 被相続人が農業を営んでいたか 

② 相続人が引き続き農業経営を行うと認められるか 

③ 申請農地等は、農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で、適正に管

理が行われているかなどを審査し、適格者証明書を交付するものです。  

それでは、議案の９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から③の要件を満たしている

ことを確認しており、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受ける農地に該

当します。  

以上で議案第４号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第４号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。１番、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

 ４番の鍜治山です。去る４月１３日、事務局職員２名と現地を訪ねました。

本人とも面談致しました。いちじくをしっかり栽培しておられるので、問題

ないと思います。  

 

議  長  

 ２番、佐藤委員。  

 

佐藤委員  

１１番の佐藤です。４月１７日に事務局職員と現地確認しましたが、適正

に管理されており問題ありません。  

 

議  長  
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３番、沖田委員。  

 

沖田委員  

１３番の沖田です。４月１６日に事務局職員と現地調査を行いました。現

地はしっかり耕作されており、問題ありません。  

 

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

いませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の３件を、適格者として証明することに決定

いたします。  

続いて、議案第５号、「広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取」

について、３１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

議案第５号、広島農業振興地域整備計画の変更に係る意見の聴取について  

説明いたします。  

本件につきましては、議案の１０ページの説明にありますように、広島市

が当初に計画していた農業振興地域整備計画を変更しようとする場合は、農

業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定に基づき、

広島市長は農業委員会に意見を聴くこととなっており、この度、意見の照会

があったものです。  

変更内容は、議案に記載しているとおりです。  

今回、ご審議いただくのは、平成３０年２月末までに土地利用計画変更申

出書が提出されたものです。農地法第４条許可申請予定の案件が５件、農地

法第５条許可申請予定の案件が１４件、非農地証明に係る案件が５件、公共

用施設に係る案件７件の、合計３１件を農用地区域から除外しようとするも

のです。  
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また、農用地区域へ編入するものは、９件です。  

農用地区域から除外する案件のうち、農地法第４条、第５条の許可申請予

定となる案件の詳細は、今回、議案と一緒に送付しました別冊１の「農業振

興地域整備計画の変更に係る意見の聴取に伴う参考資料」のとおりです。  

審議事項の案件ごとに、議案の表の右端の理由欄に関連する番号を「別紙

農地法第○条許可申請予定の○番」と記載しております。  

農地法第４条、第５条の許可申請予定の案件については、いずれも担当委

員と事務局職員が現地調査を行っています。  

この度の農業振興地域整備計画の変更につきまして、広島市は、農業委員

会の意見聴取の後、広島県との事前協議、広島市農業振興対策審議会への諮

問等を経て、今年６月に農振法第１１条に基づく公告が行われる予定であり、

農地転用許可申請は、この公告後に受付けることとなっております。  

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、別冊１の「農地

法第４条・第５条許可申請予定案件」の「１．農地法第４条申請予定のもの」

の１番から順次、担当委員のご意見をお伺いします。  

最初に農地法第４条許可申請予定のもの。  

１番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。４月１７日に事務局職員２名と現地確認を致しました。

この農地は県道と農道との間にあり、また、一面は資材置場ということで、

近隣に農地がないので、別に問題はないと思います。  

 

議  長  

２番から４番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。４月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。２か

ら４番までは、太陽光発電設備を設置する案件でございますが、異議はあり

ません。  

 

議  長  

５番、山縣委員。  
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山縣委員  

 １６番の山縣です。５番について、説明します。この件につきましては、

本年４月１６日、私と農業委員会事務局職員２名と現地調査しました。申請

地は休耕地となっております。申請人が、近隣の農地等に進入する際、車が

停められず、駐車場として使用したいため、今回申請となりました。農振農

地区域となっていますが、除外の手続きはされており、許可になることと聞

いております。周辺農地に被害がないと思われるので問題ございません。  

 

議  長  

 続いて農地法第５条許可申請予定のもの。  

 １番、２番は伊藤委員ですが、伊藤委員は欠席のため、意見は事務局から

お願いします。  

 

山室主幹  

 伊藤委員からの報告を申し上げます。  

４月１８日に事務局職員２名と現地調査を行いました。１番、２番の譲渡

人は、高齢のため耕作が困難ということで、太陽光発電事業者が太陽光パネ

ルを設置しようとするもので、問題ないと思います。  

 

議  長  

３番は河野信義委員ですが、欠席のため、意見は事務局からお願いします。  

 

山室主幹  

 河野信義委員からの報告を申し上げます。  

４月１７日に事務局とは別に調査を行いました。現地は転用済ですが、農

振除外については問題はありません。  

 

議  長  

４番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。４月１７日に、事務局職員２名と現地確認を致しました。  

この農地は数年くらい前から休耕となっており、高齢のため農業ができなく

なったので、所有権移転し、太陽光発電の設備をするということで、近隣の

農地には別に問題ないと思います。  

 

議  長  
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 ５番から１２番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。４月１７日に、事務局職員と現地調査を行いました。  

５番は現在、農耕地は自己保全管理されておりまして、譲受人が、太陽光

発電を行う予定の案件でございます。  

６番は事業規模拡大に伴う、資材置き場の拡充のために、所有権を移転す

る案件です。現地調査の折には、カヤ等が繁茂しておりましたが、後日現地

を確認したところ綺麗に除草されておりました。  

７番は、高齢と体調不良ということで、賃借権を設定して太陽光発電の事

業を行うということでございます。８番も太陽光発電事業を行う案ですが、

７番と隣接した場所です。２件とも自己保全管理がされておりました。  

９番の譲受人は造園業を経営しておりまして、駐車場と資材置き場にした

いために土地の購入をしたいということでございます。  

１０番の譲渡人は、高齢で農業を維持することができなくなったというこ

とで、太陽光発電設備を目的に売却するということでございました。  

１１番について、現在農地は荒地となっておりますが、後継者もなく、太

陽光発電設備のため、これを売却するということでした。  

１２番は、譲受人がすでに太陽光発電事業を開始しているものと、今から

太陽光発電を設置しようとする場所への進入路として購入するということで

ございます。  

５番から１２番の案件につきまして、異議はありません。  

     

議  長  

 １３番、１４番は前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。１３番と１４番について、説明を致します。  

４月１８日に、事務局職員と現地調査を行っております。１３番につきま

しては、畑を造成して、資材置き場にするというものでございます。  

 １４番につきましては、宗教法人が駐車場をつくり、その他の土地と一体

的な利用を図るというものでございまして、やむを得ないものとして、異議

はございません。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますでしょうか。  
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（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、「異議なし」と回答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５号の３１件を「異議なし」と市長に回答するこ  

とに決定いたします。  

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３件を上程します。事務局に説明をお願いします。 

 

有馬主査  

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４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２７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２をご覧ください。  

１番から３番の申請者は、いずれもひろしま活力農業経営者第１５期生で、

平成２５年４月から安佐北区安佐町に就農され、２回目の計画更新です。  

現在、ハウスでコマツナ、ホウレンソウなどを栽培しています。  

今後は、規模拡大による増収、経営分析によるコスト削減を図ることなど

で、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円から○○万円を目指す計画
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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。谷口憲委員、お願いします。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。４月２８日に、沖田美貴男農地利用最適化推進委員と

一緒に、この３名と面談を致しました。この３名が入植されているところは、

私の家のすぐ近くでございます。標高が３８０ｍから約４００ｍ未満のとこ

ろでありまして、若干平均気温が低いため、ハウスの中であっても作物を作

られるのに、多少、時間がかかっておられますが、非常に３名とも頑張って

おられます。  

そのため、ハウスの地力を回復するために、農地拡大を希望されておられ

たり、パートの方の補充を、若干名ずつ募集したいというようなご意見がご

ざいました。非常に頑張っておられますので、特に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、「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 ,１４２件を上程します。事務局に

説明をお願いします。  

 

有馬主査  
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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⑶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、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⑷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。  

それでは、議案の２８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。  

１番から１４番の合計１，１４２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、現況が雑木等の立木や竹等の「山林」であり、「農

地法の運用について」第４の⑷の基準に基づき「農地に該当しない」と判断

される土地です。  

また、今回は、現況が立木竹で、「山林」の状態であることが確実な非農地

である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。  

明日からの、地区協議会では、これまでに非農地として議案に上程してい

ない箇所のリストを、担当の農地利用最適化推進委員に手渡すこととしてお

りますので、農業委員の協力を、よろしくお願いします。  

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番は伊藤委員ですが、伊藤委員は欠席のため、意見は事務局からお願い

します。  

 

山室主幹  

 伊藤委員からの報告を読み上げます。  
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 １番の安佐南区沼田町阿戸は、３月１５日に浅元推進委員と現地調査を行

い、山林であることを報告します。  

 

議  長  

 ２番、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。安佐北区白木町志路の農地につきまして、３月２９日に、

堀田推進委員さんと一緒に現地を調査しました。その結果、山林であるとい

うことを認めましたので、報告致します。  

  

議  長  

 ３番、谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。３番の安佐北区安佐町の鈴張は、３月４日に、沖田美

貴男推進委員と現地調査をし、その結果、山林でありましたので、ご報告申

し上げます。  

 

議  長  

 ４番は河野信義委員ですが、欠席のため事務局からお願いします。  

 

山室主幹  

 河野信義委員からの報告を読み上げます。  

 ４番の安佐北区安佐町飯室は、３月４日から４月３日にかけて、舩木推進

委員と現地調査を行い、山林であることをご報告します。  

 

議  長  

 ５番から８番、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

 １５番の河野です。これは安芸区の矢野地区になりますが、４月２日から

４月７日まで、畠山推進委員と現地調査を行い、その結果、山林であること

をご報告いたします。  

 

議  長  

 ９番から１４番、児玉委員。  
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児玉委員  

 １９番の児玉です。９番から１４番について、３月１３日に松岡推進委員

と一緒にまわりまして、２人で山林という判断をしました。  

 

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）  

 

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、異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第７号の１ ,１４２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、９７件を一括して報告しま  

す。事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

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２５

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５４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

の７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６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
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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：質問なし）  

 

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「農政に係る審議事項」に入ります。 

はじめに、広島市農業委員会の「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価」及び「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画」につい

て、事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

総会の配布資料の方でございます。平成３０年度広島市農政に関する意見書等が

入っている冊子をご覧ください。 

資料２－１でございます。７ページになります。農業委員会の事務については、

従来から、審議の透明性を図る、また、その活動について広く一般に知っていただ

くことを目的に、活動状況を取りまとめ、ホームページで公表しております。 

平成２８年の農業委員会法の改正により、農地等の利用の最適化の推進が、必須

事務となったことから、その推進の状況等について、翌年度の６月３０日までに、

インターネット等により公表することが、法定化されています。 

それでは、お手元の資料の８ページをご覧ください。８ページのローマ数字Ⅱの、

担い手への農地の利用集積・集約化でございます。認定農業者等の担い手への集積

についてでございます。２の平成２９年度の目標及び実績、①の集積目標、２１２．

０ｈａのところ、実績は、１９９．７ｈａで、うち、新規実績・集積は、１１．４

ｈａでございました。 

続きまして、９ページです。９ページ、ローマ数字Ⅲの「新たに農業経営を営も

うとする者の参入促進」でございます。２の①、参入目標、１４経営体のところ、

参入実績は、１９経営体となりました。内訳は、広島活力農業経営者２人、スロー

ライフで夢づくり新規就農者５人、その他の参入者は１２名でございました。 

続きまして、１１ページ目でございます。１１ページのローマ数字Ⅳの、遊休農

地に関する措置でございます。２の①、平成２９年度の遊休農地の解消目標、４．

３ｈａのところ、解消実績は、１１．３ｈａでございました。 
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続きまして、１３ページでございます。１３ページのⅥの「農地法等によりその

権限に属された事務に関する点検」でございます。 

３条は、７１件処理を致しました。標準処理期間を２８日としておりますが、処

理期間は２７日でございました。 

下の表は、４条、５条の農地転用の許可に関する事務のことについてでございま

す。 

１５３件処理致しました。標準処理期間を４２日としておりますが、平均３９日

で処理できました。 

続きまして、１５ページになります。ローマ数字Ⅶの、地域農業者等からの主な

要望・意見及び対処内容でございます。 

農地利用最適化等に関する事務についても、要望、意見については、２月の２７

日に開催致しました、認定農業者との意見交換会での意見等を記述しております。

また、新規就農、新規参入、認定農業者の規模拡大の相談がありました。これらに

つきましては、担当地区の農業委員及び農地利用最適化推進委員が、候補農地等を

探し、所有者との架け橋になるなど、親身な活動を行っているところでございます。 

続きまして、資料２－２、１７ページ、平成３０年度の目標及びその達成に向け

た活動計画でございます。１８ページをお開きください。ローマ数字Ⅱ、担い手へ

の農地の利用集積・集約化、またその下のローマ数字Ⅲ、新たな農業経営を営もう

とする者の参入促進、１９ページのローマ数字Ⅳの遊休農地に関する措置について

は、広島市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針の内容に基づいて記載し

ております。 

１８ページでございます。担い手への農地の利用集積・集約化で、２の目標につ

いては、昨年と同様に、新規集積面積、２４．０ｈａを計上しております。 

活動計画と致しましては、 

１「１２月までに、ひろしま活力農業新規就農者２名が次年度に就農する農地を

確保する」としております。 

ここには記載しておりませんが、３０年度募集分の３名、３１年度募集分の４名

分の農地の確保もよろしくお願い致します。 

２「年間を通して、認定農業者や青年等新規就農者等担い手の規模拡大を支援す

る。」 

３「このため、担い手と意見交換を行うなど連携を進め、規模拡大の意向を把握

する。利用状況調査時にあっせん可能な優良農地の把握に努める。規模拡大に必要

な農地をあっせんできるよう、所有者の意向を確認する。地域での話し合いを通じ

て、支援体制を構築する。」としております。 

ローマ数字Ⅲの、「新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」、２の目標につ

いては、１４経営体を計上しております。活動計画は、 

１「ひろしま活力農業新規就農者及びスローライフで夢づくり新規就農者が就農
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する農地をあっせんするとともに、地域に定着できるよう就農支援を積極的に行う。」 

２「窓口等における新規参入希望者へは、意向に応じた農地の紹介を行うととも

に、就農後も地域において支援・相談活動を行う。」 

３「地域での話し合いを通じて、新規就農者の支援体制を構築する。」 

４「農地中間管理機構との情報交換を積極的に行い、連携を密にする。」 

５「市の実施する就農支援研修のＰＲを積極的に行う。」としております。 

１９ページでございます。「遊休農地に関する措置」、の目標については、平成２

９年度と同じ面積で、遊休農地の解消面積で、４．３０ｈａとしております。 

活動計画は、農地利用状況調査につきましては、担当地区の農業委員及び農地利

用最適化推進委員全員が実施することとしており、調査人数は６３人としておりま

す。 

また、利用状況調査の結果をふまえ、非農地に区分した農地については、「非農地

判断」を行うこととしています。 

なお、「平成２９年度の活動点検評価案」及び「平成３０年度の活動計画案」につ

いては、広島市農業委員会の活動計画として、ホームページ上で公開するとともに、

県をとおして、国に提出することとしております。 

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、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

それでは、「平成２９年度活動の点検・評価」及び「平成３０年度計画について」

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 

 異議がないので、原案どおり決定します。  

続きまして、「利用状況調査の実施計画について」の議題に入ります。事務局に説

明をお願いします。  

 

石本専門員  

資料３でございます。平成３０年度、利用状況調査の実施計画案についてでござ

います。２０ページをご覧ください。今年度の利用状況調査の計画案です。昨年度
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とほぼ変わっておりません。 

１の実施概要でございます。実施方針として、管内全地域を調査することとして

おります。調査時期は、５月から８月１５日までとし、明日からの地区協議会で、

推進委員へ調査図面を配布致します。 

調査対象農地は、１耕作地、２不作付地（保全管理地）、３遊休農地、４非農地、

５転用農地とし、５つに分類することにしております。 

下の段の表の調査方法でございます。１実施体制は、「担当する農地利用最適化推

進委員が農業委員の協力のもと図面を持参し、一筆の農地ごとに行う。」としており

ますので、農業委員は担当地区の農地利用最適化推進委員と少なくとも１日は協力

して調査の実施をお願いしたいと思います。 

４の「特に、前年、遊休農地（利用意向調査をした農地）と判断した農地の状況

について」は、勧告となる場合もあるので、農業委員の調査の協力をお願い致しま

す。 

今年度は新たに、ほ場整備実施農地の調査、ということで、図面と調査票を作成

しております。これは新たに、「ひろしま活力農業経営者」の農地を探していくとい

うことでお願いするものでございます。また、納税猶予農地、非農地の調査も昨年

度と同様に実施することとしておりますので、よろしくお願い致します。 

２１ページ目でございます。 

取りまとめ、提出、報告です。１で、推進委員は、調査図面を８月１５日までに、

事務局へ提出することとしていますので、農業委員は推進委員と連絡調整すること

をよろしくお願い致します。 

２の「遊休農地の状況」、「ほ場整備実施農地」の状況についても、８月１５日を

期限としていますので、同様に連絡・調整をお願い致します。 

３で、９月６日から１４日に開催を予定しております第３回地区協議会で、今年

度の遊休農地を決定することとしておりますので、こちらも事前に推進委員と協議

等していただきたいと思います。 

２段目の表の意向調査です。１で、「推進委員は、遊休農地として決定した農地に

ついて、所有者を戸別訪問し、利用意向調査を１１月末までに実施する」としてお

ります。今年度も引き続き推進委員へお願いしようと思いますので、農業委員の協

力をよろしくお願いします。 

３で、不在地主など、地域において所有者が不明な場合は、事務局で意向調査を

実施することとしております。 

なお、この資料は明日からの地区協議会で推進委員へ説明することとしておりま

す。 

以上で、利用状況調査の実施計画（案）についての説明を終わります。 

 

議 長 



２７ 

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。 

 

佐藤委員 

 ２０ページで対象面積４，３９４ｈａという数字があると思います。今まで説明

した中で、２９年とか３０年で２，７５０ｈａいう数字が書いてありますが、この

乖離というか、この差は何でしょうか。 

 例えば１１ページに２９年３月、２，７７５ｈａとなっています。 

 

石本専門員  

 ここで書いてある管内の農地面積は、国が出している耕地及び作付面積統計にお

ける耕地面積ということです。２０ページに書いてある、４，３９４ｈａが実質的

な本市の農地とされる面積でございます。１００ｈａで一人推進委員さんがいる根

拠にしている実質の数字です。先ほど、佐藤委員がおっしゃった分は、国の統計資

料ということで、ちょっと違う数字もあるということです。 

 

佐藤委員  

 少しなら思わないのですが、１，６００ｈａ近くも違うわけですね。  

 

石本専門員  

 耕作及び作付面積についてはそうです。  

 

佐藤委員  

 ということは１，６００ｈａはもう、耕作されてないと言うことですね。 

 

石本専門員  

 そうです。  

 

議 長 

よろしいですか。 

それでは、この案のとおり、「利用状況調査の実施計画」といたします。 

続きまして、「平成３１年度 広島市農政に関する意見書について」の議題に入り

ます。事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

続きまして、資料４でございます。 

平成３１年度広島市農政に関する意見書について、２３ページをご覧ください。 

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
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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。 

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、

明日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、次回６月の総会で項目整理、７月の総会で意見書

の素案の作成、８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。 

平成３１年度広島市農政に関する意見について提案・要望等がありましたら、５

月２５日（金）までに２４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。 

以上で平成３１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、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

それでは、「平成３１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、「平成３１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、

事務局へ提出ください。 

続きまして、「平成３０年度 県農業・農村施策・予算に係る要望の回答」の議

題に入ります。事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

資料５、２５ページをご覧ください。 

広島県農業会議から平成３０年度農業・農村施策・予算に係る要望についての広

島県知事の回答について、情報提供がありました。 

広島市農業委員会は、２６ページの１の「有害鳥獣対策について」を要望しまし

た。これは、安佐北区の舩木推進委員の提案によるものです。アンダーラインを引

いてるところが、要望した内容と回答ということで、「県は、ニホンジカ、イノシシ
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に関する特定鳥獣保護管理計画を、平成２９年４月に策定され、平成３５年度に生

息頭数を半減するとした国の目標を考慮しながら施策を実施することとしている。 

この目標が確実に達成されるよう、狩猟者の確保・育成など駆除施策の一層の充

実をお願いする。」ことを要望しました。 

 このことに対して、中ほどにありますとおり、「鳥獣捕獲の担い手である狩猟者

の確保のため、狩猟免許試験の受験予定者を対象に狩猟免許講習会への参加費用の

支援及び若手狩猟者の育成を図る捕獲技術者育成アカデミー等を実施する。 

また、農業者を対象とした捕獲技術研修会を開催し、イノシシ等のわなや猟銃に

よる効果的な捕獲技術、止め刺しや解体の方法、くくりわなの架設実演など、農業

者自ら取り組む捕獲を、引き続き推進する。 

有害鳥獣対策については、引き続き、効果的な対策となるよう取り組んでいく。」

とのことです。 

２７ページの２の「農業生産基盤整備事業の推進について」を要望しました。 

県は、「水稲から園芸作物への転換に必要な暗渠排水などの生産基盤の整備を推進

する。」とのことです。 

２８ページの４の「都市農業の振興について」を要望しました。 

「市街化区域において、現行の農地にかかる税制度は、宅地並み課税評価を行っ

ていることから、農業経営によって農地の保有コストが過重となり、このことが都

市農業の継続できない大きな要因となっている。 

また、資産価値が高いことや納税猶予制度の対象外であること、あるいは、利用

集積計画による利用権（期限付き賃貸借権）の設定ができないことなど様々な要因

から、農地を有効活用するための貸し借り等が困難となっている。 

国においては、「都市農業振興基本計画」の中で、都市農業の多様な機能に着目し、

その機能を十分に発揮させるため、都市農業振興に関する新たな施策の方向性とし、

①都市農業の担い手の確保、②農地の確保、③農業振興施策の本格的な展開、の３

つを掲げ、このための施策として、固定資産税、納税猶予等制度、期限付き借地権

の設定などの改正について検討を進めているところである。 

これらのことを踏まえ、県においては都市農業を振興するため、都市農業基本法

第 10 条の規定に基づく広島県の「地方計画」を早急に策定するとともに、国の施策

を活用しながら地域の実情に応じた都市農業振興施策に積極的に取り組んでいただ

きたい。」と要望しました。 

県は、「平成 30 年度は、他県の計画策定の状況や県内の都市農業の現状を把握し

ながら、計画策定や必要な都市農業施策について検討する。」とのことでした。 

以上で平成３０年度県農業・農村施策・予算に係る要望についての回答の報告を

終わりますが、今年度も、広島県に対しての「農業・農村施策等に係る要望」があ

る委員におかれましては、５月２５日（金）までに、別紙様式（３１ページ）にご

記入の上、郵送またはファックス等にてご提出いただきますようお願いします。 
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なお、広島県への農業・農村施策・予算に係る要望については、明日からの地区

協議会で推進委員へも依頼することとしております。 

以上で、「平成３０年度県農業・農村施策・予算に係る要望の回答」及び「平成３

１年度県への要望について」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、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

それでは、県へ意見・要望がある委員さんは、お手元に配布されています様式に

記入し、事務局に提出してください。 

続きまして、「平成３１年度農林関係税制改正要望について」の議題に入ります。

事務局に説明をお願いします。  

 

石本専門員  

資料６、平成３１年度農林関係税制改正要望についてでございます。 

３２ページをご覧ください。 

別紙のとおり、広島県農業会議から平成３１年度農林関係税制改正要望の提出依

頼がありました。 

このことについて、委員のみなさまの案を取りまとめたうえ、農業会議に提出い

たします。 

要望案がある委員におかれましては、５月２５日（金）までに、別紙様式にご記

入の上、郵送またはファックス等にてご提出いただきますようお願いします。 

なお、昨年度、沖田光春農業委員から「都市農業振興に向けた税制上の特例措置

の創設について」の提案がありましたので、要望いたしました。この提出した要望

書を添付しておりますので、参考にしてください。 

なお、この税制要望の提出については、明日からの地区協議会で推進委員へも依

頼することとしております。 

以上で平成３１年度農林関係税制改正要望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、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし） 
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議 長 

それでは、税制改正要望のある委員さんは、お手元に配布されています、様式に 

記入し、事務局に提出してください。 

続きまして、「農業委員会だよりについて」の議題に入ります。事務局に説明をお

願いします。  

 

石本専門員 

資料７、４７ページをご覧ください。 

農業委員会だより、平成３０年夏号１面記事について、説明します。 

農業委員会だよりは、農業委員会の広報誌として年に２回、７月と１月に発行し

ております。１面の記事については、各地区で順番に委員が取材し、掲載すること

が決定されています。 

これは、管内の農家、集落での各種事業の取組など、地区の農業委員・推進委員

で協議して取材し、４００～４５０字程度の文章を作成し事務局に提出していただ

くというものです。写真については事務局で撮影いたします。 

次の発行は平成３０年夏号で、担当地区は安佐北区の白木・高陽地区になります。

白木・高陽地区の農業委員・推進委員さんで協議の上、取材先等の決定をしていた

だき、決定しましたら、事務局にご連絡ください。 

取材先につきましては、今週１０日に地区協議会が開催されますので、農地利用

最適化推進委員も含めて協議していただければと思います。 

これまでの担当地区と記事について列挙していますので、参照してください。 

事務局から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、ご意見、ご質問等は、ございますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

それでは、白木・高陽地区の委員の方は、誰が取材を行うか協議し、事務局へ報  

告をお願いします。  

続きまして、「その他」事項に入ります。  

事務局から報告をお願いします。  

 

石本専門員 

引き続きまして、資料８、４９ページでございます。 

５０ページに狩猟免許試験の日程を掲載しておりますが、それに先立って、猟友
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会で講習会がございます。申し込まれる方は、５１ページの申込書で申し込んでい

ただければと思います。 

続きまして、資料９、５２ページをご覧ください。有害獣の防除用施設の補助制

度についてでございます。毎年お話させて頂いています。購入された資材費の２分

の１以内で、助成があるということです。電気柵、防護柵、防除網、固定式の捕獲

柵、移動式の捕獲柵等の助成がありますので、地元の農家等に聞かれたら、管轄の

区役所農林課に行くようにとお話ください。補助を受けるためには、資材購入前に、

区役所と相談し、半額の助成があるということを言っていただければと思っており

ます。 

５３ページから５４ページです。農業共済組合の助成ですが、お米の営農計画書

で、水稲共済を掛けていたら、こちらでも助成いただけます。よって、水稲共済に

加入されて、電気柵とか、防護柵をやろうと思ったら、市から５割出て、共済から

２割出て、足して７割の助成があります。これも農家さんに言っていただければと

思います。 

 引き続きまして、資料１０です。５５ページになります。明日からの地区協議会

でございます。５月８日午前中は可部・安佐、午後からは安芸区、５月９日午前中

佐伯区、１０日午後、白木・高陽。１１日午前中に旧市、午後から安佐南区の地区

協議会が開催される予定となっておりますので、よろしくお願い致します。内容と

致しましては、今日の農政の審議でありましたことがほとんどで、１番目は、利用

状況調査、図面の書き方等についてのお話です。２番目は、担い手等について、３

番目は、意見書についてというのが、今日３つありました市に対する意見、県に対

する要望、税制改正についての意見書でございます。４番目は、耕作放棄地再生・

利用事業です。５番目は、水田活用の直接支払交付金についてです。６番目が、今

お話しました、防除施設補助と、狩猟免許についてという協議内容となっておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

引き続きまして、最後のページです。 

資料１１、５６ページの３０年５月の現地調査の日程についてでございます。 

今月の許可案件の締め日は、５月１５日の火曜日としております。現地調査日は

第１日目の５月１６日は午前、旧市内、午後、安芸区、第２日目の５月１７日は午

前、安佐北の可部・安佐、午後、安佐北の白木・高陽、第３日目の５月１８日は午

前、安佐南区、午後、佐伯区、という予定にはしておりますが、若干、状況によっ

ては変わるかもしれませんが、５月１５日の火曜日の夕方に、それぞれの委員さん

に、電話連絡させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 以上で、「その他」事項の説明を終わります。 

 

議 長 

ただいま事務局から説明・報告がございましたが、ご意見、ご質問等は、ござい 
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ますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議  長  

これで平成３０年第５回総会を終了しますが、その他全体的にご意見等が

ございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

次回の総会は、平成３０年６月５日（火）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。どうも本日は長時間ご苦労さまでした。  

  


