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平成３０年第６回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年６月５日（火）   開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後２時５５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  ２ 福島 幸治  ３ 山本 香織  

４ 鍜治山 正照（欠席） ５ 溝口 憲幸  ６ 梶山 正治  

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（欠席）   

 

５．欠席委員    

４番  鍜治山  正照    １９番  児玉  一成  

 

６．議事録署名者  

１６番  山縣  由明    １７番  前田  英徳  

 

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）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  

（６）青年等就農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）農地法第３条の規定による許可の取消の専決処理について  

（６）農地転用許可取消の専決処理について  

 

・農政に係る審議事項 

（１）平成３１年度広島市農政に関する意見書について  

 

・その他 

（１）平成３０年度第２回地区協議会の日程等について  

（２）研修会及び懇親会（７月５日）の開催について  

 

 

 

議  事 

 

議  長（河野会長）  

  それでは、ただいまから平成３０年第６回の広島市農業委員会総会を開会

いたします。  

本日の欠席は、４番の鍜治山正照委員、１９番の児玉委員が欠席でございま

す。出席者が過半数に達しておりますので、会議は成立いたします。  

会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。  

１６番  山縣委員、１７番  前田委員にお願いします。  

 

議  長  

それでは、ただいまから、審議事項に入ります。  

議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請」について、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  

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。 



３ 

 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番から３番、５番から８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、３番の申請地は平成３０年第５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５月１１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。 

 ４番及び９番は新規就農するため所有権移転をするものです。４番については果

樹を、９番については露地野菜を栽培する旨の営農計画書が添付されています。 

 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番につきましては鍜治山正照委員ですが、本日は欠席です。意見を山本

委員に伝えてあるようなので、山本委員、よろしくお願いします。  

 

山本委員  

３番の山本です。５月２１日に鍜治山正照委員と私と事務局職員と現地調

査を行いました。現地はいちじくが植えてあり耕作されておりましたので、

問題ないと思います。  



４ 

 

議  長  

２番、梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。５月１６日に事務局と現地調査を行いました。伊藤委員

は都合が悪いので別途現地を見ていただきました。２番につきましては譲渡

人が高齢のため就労できないことから、近隣に住む譲受人へお願いするとい

うことで、特に問題ありません。  

 

議  長  

３番、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。この件は前回譲受人が単有ということで申請されて許可

いたしましたが、実は共有にしたかったということで、いったん取り下げて

再申請をするということで、譲受人２名の共有で取得するものであります。

現地は水稲の田植えが終わりまして、ちゃんと管理をされているので問題は

ありません。  

 

議  長  

４番、岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。５月１７日に己斐委員と事務局職員とで現地調査いたし

ました。譲受人は市外の方ですが、現地近くに採石場があります。現地は休

耕ですが、譲渡人が今までずっと、草も刈って手入れはしており問題はない

と思います。なお譲受人は市外で農業をやっておられます。  

下限面積の要件については、このたび取得する農地について許可された場

合は十分だと思いますので、問題ないと思います。  

 

議  長  



５ 

５番、下谷委員。  

 

下谷委員  

１０番の下谷です。５月１７日、佐藤委員、事務局職員２名とで現地調査

を行いました。管理されていて問題はありません。  

 

議  長  

６番、佐藤委員。  

 

佐藤委員  

１１番の佐藤です。同じく５月１７日に下谷委員と事務局職員２名で現地

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  

７番、８番は私の担当で、５月１７日に谷口憲委員と事務局とで現地を調

査させてもらいました。７番、８番とも譲受人が規模拡大のために購入され

るということで、どちらも、安佐町に宇賀ダムという大きなダムがあります

が、そこのダムの堤体の下のところでございます。特に問題はありませんの

で許可相当と思います。  

 

議  長  

９番、前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。５月１８日に児玉委員と事務局と現地の調査を行い、

私は後日２５日に現地を見ております。譲渡人は家庭の事情で農業を辞める

ということになっておりました。そして譲受人は近所に家を求めて住んでお

られまして、これから野菜や果物、こういった農業がしたいということで農

地を求めておられました。両者の考えが合致をいたしまして新規就農という

ことになりまして異議はございません。  

 

議  長  



６ 

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１号の９件を許可することに決定します。  

 

議  長  

  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

２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、隣接の社会福祉施設の従業員及び近くにある競

技場の観客用の、貸駐車場として利用するものです。 

２番は、公衆用道路への転用事案で、里道の法面として利用するものです。 

１番、２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



７ 

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、２番は既に公衆用道路の法面として転用済みとなっており、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、２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。 

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、梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。５月１６日に事務局職員と現地調査いたしました。事務

局の説明の事由で駐車場にするということでございますが、近隣の農地等に

も影響がありませんので特に問題ありません。  

 

議  長  

２番、己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。現地につきまして５月１７日に事務局職員２名と現地調

査いたしました。現地の里道はすでに公衆用道路として使用されておりまし

て、法面は崩壊防止のため、コンクリートで固めてありました。別に問題あ

りません。  

 



８ 

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２号の２件を許可することに決定します。  

                                    

議  長  

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

４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。 

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ページをご覧ください。 

１番は宅地への転用事案で、産業廃棄物処理業を営む法人が、申請地を譲り受け、

倉庫及び事務所を建築しようとするものです。 

２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



９ 

設置しようとするものです。 

３番は建設工事業を営む法人が、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。 

４番は不動産業を営む法人が申請地を譲り受け、駐車場として整備し、貸駐車場

として利用しようとするものです。また、申請地の一部は従前より未登記公道とし

て利用されています。 

申請地は全て、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、申請地は全て、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。 

以上の案件は、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。 

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、２番は己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。１番につきまして５月１７日に事務局職員と現地の調査

を行いました。申請地は南側に○○という会社がありますが、北側がホーム

センター、東側がほ場整備地域となっておりまして西側に県道３７号が走っ

ているところです。会社とホームセンターとの間に位置するようなところ、

ちょうどホームセンターと申請地の間に農地が１か所ありますが、現在休耕

中のため、周辺の農地への影響はないと思われます。  

２番につきまして、これも同じく５月１７日に事務局職員と調査を行った

ところです。申請地は休耕中で今後耕作する予定もなく売りたいということ

でございます。申請地は日当たりが最高に良く、他の農地も太陽光発電設備



１０ 

を設置しているところもあるようです。この案件につきましては周辺農地に

は影響はございません。  

 

議  長  

３番、沼田委員。  

 

沼田委員  

１２番の沼田です。５月１７日に事務局職員と現地を調査いたしました。

近隣に農地はございませんが、近隣農地の最上流部がこの土地にあたります

ので、転用事由にあります砕石、鋼管、コンパネ等を置かれる分に関しては

問題ないと思います。近隣に家も何もない山に囲まれたところですので変な

ものが流れねばよいがという思いが致しますが、この資材であれば問題はな

いと考えます。  

 

議  長  

続きまして、４番は私の担当で、事務局職員に先に調査していただきまし

て、私は同日、別途調査に行きましたが、特に問題はございません。先ほど

の事務局の説明通り、近隣の方にも迷惑はかからないと、私も思います。許

可相当と思います。  

 

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  

異議がないので、議案第３号の４件を許可することに決定いたします。  



１１ 

                                    

議  長  

続きまして、議案第４号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明申請」に

ついて、１件を上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

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７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。溝口委員、お願いします。  

 

溝口委員  

去る５月１８日に事務局職員２名と現地確認しました。特に問題ございま

せん。  

 

議  長  
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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１件を、適格者として証明することに決定

いたします。  

                                    

議  長  

続きまして、議案第５号、「農業経営改善計画の認定に係る意見聴取」につ

いて１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、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５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。 
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それでは、議案の８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。 

申請者は、安佐北区安佐町で就農され、平成２７年１月に青年等就農計画認定を

受けています。 

現在、ハウスでトマトを水耕栽培し、露地で白ネギを栽培しています。 

本年５月に法人化し、今後は、制度資金や補助事業を活用してトマトの水耕栽培

のハウスを増設し、増収を図ることで、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万

円を目指す計画を立て、新たに認定を受けるものです。 

以上で議案第５号の説明を終わります。  

 

議  長  

本件は私の担当ですので、説明いたします。  

６月４日に中冨推進委員と一緒に本人にお会いして現地確認をさせていた

だきました。申請者は今までも８反ぐらいの一枚の畑を借りてハウスを約半

分、残り半分の更地のところに露地で白ネギを作っております。トマトは水

耕栽培で立派なトマトを作って出荷しております。なお、今まで白ネギを作

っていたところが半分ぐらいの農地になりますが、これを辞めて、ハウスを

自分で建ててトマトにしたいということでございまして、本人は昨年会社を

設立し法人化しています。４人のパートとともに５人で農業をやっておりま

す。大変、立派な青年でございまして間違いなく成功してくれる青年だと思

っております。水耕栽培も昔は大きなため池だったところ、今はパイプで常

に水を通して、パイプから茎が出ているのが連続でありまして、その茎が上

へ上がって実が沢山なっております。そういうわけで私の評価は間違いない

という判断をさせていただきます。  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

佐藤委員  

１１番の佐藤です。１ページの年間農業所得の現状が○○万円のところを、

平成３５年で○○万円を目標と書いてあるのに、４ページの農業所得が○○

万円となっているのは、どういうことでしょうか。  
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石本専門員  

法人化しましたので、４ページ中ほどに役員報酬というのがございまして、

こちらの○○万円を見てください。佐藤委員が言われた所は会社の利益です。

今までは個人の利益だったけど今度は見るところを変えていただければと思

います。  

 

佐藤委員  

はい。わかりました。  

 

議  長  

その他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５号の１件を、「意見なし」と、市長に回答するこ

とに決定します。                                     

議案第６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。  

 

有馬主査  

議案第６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。 

平成３０年５月１５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
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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９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。 

申請者は、平成２８年度のスローライフで夢づくり新規就農者第１２期生で、平

成２９年４月から安佐北区白木町に就農されました。 

講習会などに積極的に参加し、農業技術の向上に努め、規模拡大とハウスの新設

により、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目指す就農計画を立て、認

定を受けようとするものです。 

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。己斐委員、よろしくお願いします。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。６月４日、松原推進委員と申請者のハウス及び調整棟で、

現地調査を行いました。申請者は、事務局から先程、ご説明がありましたよ

うに、平成２８年広島市就農支援研修制度のスローライフで夢づくりという

新規就農育成事業で、１年間振興センターで勉強されて、平成２９年４月に

白木町で就農されました。就農してまだ１年でもあり、昨年年間所得も○○

万円という状況でありますが、本年度は○○万円という年間目標をたて、頑

張るということでございます。今年度からは経営面積が現在○○ａあります

が、３年計画で○○ａまで規模を拡大する予定ということです。  

現在、調整棟が１棟と、ハウスの間口が７ｍ×４０ｍを３棟建設中です。今

月２０日頃には、出来上がる予定です。完成次第葉物野菜の栽培に取り組む

予定でございます。これにつきましては、現在２名の方がお手伝いしてもい

いよと言っていただいて、決まっているそうです。  

今後の販路ですが、○○の直販を主に、○○で販売経路拡大にむけて、開

拓をしていきたいということでございます。  
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取りあえず、○○の朝市に出荷をしたらどうかということで、昨日、話を

しておりまして、多分今日、行って話をしているのではないかなと思います。  

これからも、松原推進委員と共々指導、応援をして行きたいと思っており

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、「意見なし」と、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１件を、「意見なし」と、広島市農業経営改

善支援センターに回答することに決定いたします。  

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 ,０９６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（農地法第３０条）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（人力又は農業用機械では耕起、整地が
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できない土地）であって、農業的利用を図るための条件整備（基盤整備事業の実施

等）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１０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１２番の合計１，０９６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。 

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番から５番は福島委員。  

 

福島委員  

２番の福島です。事務局の説明のとおり、１番から５番を４月２０日から

５月６日に島本推進委員と現地調査を行いました。その結果山林であったこ

とを報告いたします。  

 

議  長  

６番につきましては、伊藤委員。  

 

伊藤委員  



１８ 

７番の伊藤です。  

事前に推進委員が調査してくれておりましたが、これを４月２１日と２２

日、２日間でいたしましたが、示された報告期日までに全てを確認すること

は、出来ませんで、推進委員が見たのに間違いがあるのも、何件か、ありま

した。  

私、思うのですが、２００筆近いのを２人で１か月位では調査は済まない

のではないかと思います。明らかに山になったものは、いいのですが、丁度、

耕地部分と、里山部分との境目の所は準備してもらった航空写真だけでは間

違えが出てくるのではないかと思います。要するに位置の特定が出来ないの

です。ここに書き出したものは、間違いなく良いであろうと思って報告させ

てもらっていますが、これ以外に漏れたものが、だいぶ残っておりますので、

時間を掛けてやっていかなければならないと思っております。ここに掲載さ

れたものは、私の思いとしては、山林化しているということで、報告させて

いただきます。  

 

議  長  

７番、８番は岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。  

７番につきましては、４月３０日に奥推進委員と現地を確認いたしました。

その結果山林と認めさせていただきます。  

それと、８番につきましては、４月２７日に、正木推進委員と現地を確認

いたしました。やはり、山林と認めさせていただきます。  

  

議  長  

９番  沼田委員  

 

沼田委員  

９番の大林につきましては、３月、４月の土日にかけて、坊推進委員と共

に見てまわりました。概ね、非農地と認めさせていただきます。  
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議  長  

１０番から１２番は前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。中川推進委員と現地の調査をしまして、協議をして、

山林、非農地と判断をいたしました。  

  

議  長  

今、伊藤委員がおっしゃったように、確かに私たちが現地を見ても、なか

なか１００％判断が出来ない場合もあるかもしれません。山林だろうという

判断は出来るかと思いますが、地番、土地がはっきりと解らない所がござい

まして、山の中に入っていけない所がございますが、これはやむを得ないも

のとして、判断しなくてはいけない。皆さんも同じように難しい点が多々あ

ると思います。１００％解らなくてもしょうがないと思います。実際に現地

に行きましたらそう思います。  

この間、全国大会の時も、この話が出まして、「そういった事例はよくある。

判断しないと仕方ないので判断している。」と、他の農業委員会もこういった

判断をしながら現地を調査しているのだろうと思います。  

 

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、異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第７号の１ ,０９６件を、非農地の判断をすることに
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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６号の専決処理について、７９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６号までの専決処理について、説明します。 

報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の２３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４３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６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４

件は、広島市農業委員会事務局規程第７条第５項の規定により、事務局次長が専

決処理をしました。  

報告第５号、農地法第３条の規定による許可の取り消しの２件、報告第６号 農

地転用許可の取り消しの１件は、広島市農業委員会事務局規程第８条の規定によ

り、事務局次長が専決処理をしました。 

以上で報告第１号から第６号までの説明を終わります。 

 

議  長  

報告第１号から第６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の、「農政に係る審議事項」の議題に入ります。 

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、事務局に説明をお
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願いします。 

 

石本専門員  

平成３１年度広島市農政に関する意見書について、資料１、１ページをご覧くだ

さい。 

前回の総会で、意見書の作成方針については、農地等の利用の最適化推進施策の

改善等についての具体的な意見とすることにしました。 

意見については、５月８日から１１日の間に開催しました地区協議会において、

推進委員からも提出を求めました。 

資料にありますとおり、農業委員及び推進委員から多くの意見をいただき、意見

書項目案として、記述しております。 

農業委員及び推進委員からいただきました意見書項目案を説明する前に、２ペー

ジをお開きください。 

参考として、下段に、昨年度協議いただき、意見書として市長へ提出し、対応い

ただいた主な項目等を記述しております。 

前回の５月の総会でも、本庁の農林水産部から説明がありましたとおり、 

担い手への農地利用の集積・集約化の中で、 

「① ほ場の整形を行い農地を担い手に提供できるようにすること。」 

これについては、新たに、平成３０年度に小規模農地整備事業として３地区予算

化されました。 

また、「②耕作放棄地解消に係る地域活動の支援をすること。」 

これについても、新たに、平成３０年度に耕作放棄地再生・整備事業として予算

化されました。 

地産地消の推進の中で、 

「ひろしまそだちの推進拡大を図ること。」 

 これに対して、代表的な葉物野菜を「広島近郊６大葉物野菜」と名付け、ＰＲに

努めるとのこと。 

 「出荷ルートの開拓支援を推進すること。」 

 これに対して、「広島広域都市圏生産・出荷促進商談会」を開催され、広島市のコ

マツナが呉市場で取引が行われるなどの報告がありました。 

 有害鳥獣対策について 

 「地域で取り組む有害鳥獣対策に係る活動への支援」をお願いしたところ、 
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 これについては、新たに、平成３０年度に、予算化したとのことです。 

１ページをお開きください。 

昨年の意見書でこうした、対応をしていただいたことを踏まえて、今年、農業委

員及び推進委員から頂いた項目を読み上げます。 

遊休農地の解消で、集落座談会の開催（限界集落の農地のビジョン作成の支援）。

住宅団地近郊の遊休農地を市民菜園として活用することの推進。農地の貸借を現在

より簡単に行えるよう、利用権設定回数を増やすこと。農業、農地の多面的機能の

維持、強化。農振農用地等、守るべき農地の明確化。農地有効利用の促進。一般市

民からの遊休農地解消活動サポーターの育成。農地の適正管理についての啓発パン

フレットの作成。遊休農地対策協議会の設置。集落単位で有害鳥獣対策の研修会の

開催及び開催支援。集落で取り組む鳥獣の防護柵、電気柵などの補修資材費の助成。

更なる駆除の強化。 

続きまして、担い手への農地の利用集積・集約化で、ほ場整備実施済農地法面の

管理方法の検討（担い手が規模拡大したいが、ほ場整備実施済農地法面の管理が難

しいため躊躇している）。経験を積んだ広島活力農業経営者の作付け品目の検討（コ

マツナ以外、例えば果菜類などの検討）。小規模農地整備の普及推進。都市農業の振

興（生産緑地制度の導入の検討）。「人・農地プラン」の円滑な推進。農地集積に係

る農地中間管理機構との協調運営。農地所有適格法人の育成。地産地消の推進（出

荷ルート、荷姿、企画等のＰＲ等の推進）。国、県、市の提携事業推進の中で農地

集積を図る。大規模経営モデル事業の実施。農畜産物のブランド化・販路拡大の推

進。農業の６次産業化の推進（加工品等の製造販売支援）。農業と商工業、観光業な

ど地場産業との連携。認定農業者、営農組織等の育成支援。農地利用集積円滑戦略

会議の設置。農業経営、技術の指導体制の充実強化。新規参入の促進としましてひ

ろしま活力農業新規就農者の当初就農時の借入金の圧縮。新規参入企業の作成支援。

次世代農業への対応の検討（工場野菜等）でございます。 

この中から、本日は、意見書の項目その内容等について、協議いただきたいと思

っています。 

また、本日読み上げた項目以外にもございましたら、ご意見をいただきたいと思

います。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

 

議 長 
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ただいま事務局から説明がありました。 

昨年の意見書の対応について、市は、よくやってくれたと思っております。 

２ページの対応についても検討してくれています。 

今年も皆様から、色々と案が出されておりますが、今年は、この中から、どれを

あげるか、協議したいと思います。 

私も昨日、初めて知ったのですが、今までに意見書を出した中で、市がお話をし

た中で、皆さんにも、一度お話したことがありますが、大きな基盤整備をするのは、

もうどこも出来そうも無い。それで、小規模のまちだおし形式の整備をして下さい

ということを言いましたところ、市長は「それは、良い話だから、その内容を良く

調べて、どういうものがあるか、すぐ調査しなさい。」と私らがいる前でお話しされ

ました。それが昨日初めて文章的にも話を聞いたのが、小規模農地整備事業という

のが、もう既に動いておりまして、広島市で予算化されているようであります。こ

の中に、こういう文章がありまして、「ほ場整備実施出来ない農地については、耕作

放置地が進むとともに、担い手への貸付が進みにくいという状況が生まれている。

このため今後、従来のほ場整備が実施出来ない農地については、小規模な農地整備

を行い、認定農業者等の担い手に貸付ける仕組みを作るということで、施行自体は

広島市が行います。財源の内容については、県が５０％。市が５０％。市の５０％

の中に地元負担を考えているようです。地元負担というのが、１反１０ａ辺りが○

○円位を考えております。今年度の計画は、安佐南区沼田町阿戸ほかで２、３件計

画をしているようです。こういったことで申請をして各地区で小規模農地整備を行

うようでございますので、こういった書類が今から廻って来ると思います。是非、

希望のある方は調べてみて下さい。良い計画事業だと思います。市も考えてくれて

います。今年のお願い文章が１ページに出ておりますので、これをどういった方法

で協議させてもらったら良いのか、ご意見等がございましたら、出していただけれ

ばと、思います。 

 

伊藤委員 

   すみません。今、会長が言われた地元負担が１反○○円というのは、受益者が負

担するのですか。それとも土地所有者が負担するのですか。誰が負担するのですか。 

 

議 長 

   地元になっているので、法人等でまとめてされたら、法人が出すのではないかと。
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要するに農地所有者が負担するのではないか思いますが、よく判りません。 

 

石本専門員 

小規模農地整備の地元負担ですが、２つありまして、活力が新規でやる時は地元

負担金はありません。認定農業者が規模拡大でやる場合は、借りる人です。負担金

は、１反○○円で１０年間払うので○○円です。根拠ですが、農業委員会が農地の

１年間の賃借料情報を出しています。その中で基盤整備済と未整備の差が概ね○○

円だろうということで、１反辺り○○円で、１０年間○○円です。 

 

伊藤委員 

 はい。それでは、もう１回、１ページの担い手への農地の利用集積の集約化の真

ん中あたりですが、農地所有適格法人の育成となっております。これは、既設の法

人を支援していくというのか、新たに適格法人を作っていくというのか。どうなの

ですか。 

 

石本専門員 

どちらでも。 

 

伊藤委員 

両方ですか。そうですか。わかりました。 

 

議 長 

これ以外でも、何か気になることがあれば、ご意見を伺いたいと思います

が、いかがでしょうか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

今日この文章を出して集約して下さいといってもなかなか問題があろうと

思います。事務局である程度選別していただきまして、７月の総会で意見の素

案を作成して、８月の総会で意見を決定するということをさせてもらってもよいで

しょうか。今日いきなりといっても、なかなか問題があろうかと思います。皆さん



２５ 

のご意見はどうですか。よろしいですか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

それでは、今後は、７月の総会で意見書の素案作成、８月の総会で意見書の決定

を行うとなりますので、よろしくお願いします。 

検討の結果、問題点等がありましたら、事務局に連絡してください。 

事務局はそれでよろしいですか。 

 

石本専門員 

はい。 

 

議 長 

続きまして、議事日程６の「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 

続きまして資料２、３ページです。 

（１）平成３０年度第２回地区協議会の日程等についてです。 

前回の５月の地区協議会で決めていただきました、７月９日、旧市地区協議

会、耕作放棄地の取組み視察ということで安芸区阿戸町の視察です。  

７月１０日１０時から、可部・安佐地区協議会の可部地区で農地パトロー

ルと、耕作放棄地再生利用事業の候補地を見るということで、集合場所は安

佐北区役所です。  

７月１１日１０時から、佐伯区地区協議会は、スローライフと活力就農候

補地を見ていこうということで、先程ございました小規模農地整備事業の候

補地を見ていくということで、集合場所がＪＡ広島市河内支店です。  

同じく、７月１１日午後、可部、安佐地区で農地パトロールと、耕作放棄

地再生利用事業の候補地を見てまわるということで、集合場所はコムズ駐車

場。終了後に懇親会です。  

７月１２日１０時から、安佐南区地区協議会が農地パトロール、集合場所
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がＪＡ広島市伴支店集合です。  

７月１３日１０時から、白木・高陽地区協議会で農地パトロールと、耕作

放棄地再生利用事業の候補地用地を見るということで、集合場所がＪＡ志屋

支店です。  

７月２３日午後です。安芸区地区協議会、安芸市農業委員会というところ

が、同じ安芸市、安芸区ということで、交流があります。安芸市の農業委員

会の視察があります。安芸区上瀬野町のきずな農園。ひろしま活力農業経営

者就農地。区長表敬訪問があります。集合場所は「きずな農園」です。終了

後、懇親会があります。  

以上で平成３０年度第２回地区協議会開催日程を終わります。皆さん是非、

耕作放棄地再生利用事業の候補地がありましたら、地区協議会で見て廻って

いただきたいと思います。  

 

山室主幹  

続きまして、資料３の説明をいたします。４ページになります。 

広島市農業委員会研修会と懇親会の開催についてのご案内です。 

平成３０年７月５日（木）の農業委員会総会後、研修会と懇親会を開催いたしま

す。来月５日は、第７回農業委員会の総会を午後１３時半から開催をいたします。

総会が終了しますと、２番に書いてありますように委員の親和会を１５時４０分頃

から始めさせていただきます。元に戻りまして上の方に書いております、１、研修

会、午後１６時位からございます。今年の内容は、活力農業経営者育成事業につい

てと、都市型農業継承円滑化支援事業について話をさせていただきます。 

それが終わりましたら、懇親会を１８時から、ホテルセンチュリー２１広島で開

催するということでございます。 

続きまして、資料４です。今月６月の現地調査日程についてです。 

今月の今月の許可案件等の受付締切日は６月１５日金曜日です。 

現地調査の日程調整は、６月１５日金曜日の夕方１７時１５分～１８時頃に各委員

さんに電話で調整させていただきます。当たりました委員さんは調整の方ご協力よ

ろしくお願いいたします。 

１日目は旧市で６月１８日月曜日です。２日目は６月１９日火曜日。３日目は６

月２０日水曜日。それぞれの地区になっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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それから、お手元にお配りしております資料で情報提供がございます。 

先月テレビ放送された内容をプリントアウトしたものです。タイトルは「Ｊリー

ガーが専業農家に、セカンドキャリアに就農支援制度を利用」です。５月９日に取

材されて、その日の夕方テレビ放送されたということです。内容は、昨年から広島

活力農業研修を受けられている方が２年目の実施研修入ったところであります。就

農地は安芸区の阿戸町で、初めて育てた野菜を初出荷したという内容です。このニ

ュースの中で地元農家ということで、山縣委員さんも登場されています。この農地

は山縣委員さんに御尽力いただいたという経緯であります。改めてお礼を申し上げ

ます。山縣委員さん、皆さんに一言お願いします。  

 

山縣委員 

当日突然インタビュー受けて、びっくりしました。以上です。 

 

山室主幹 

続いて、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の概要というこ

とで情報提供させていただきます。先月、この農業経営基盤強化促進法とい

う法律と農地法の一部が改正されたということで、資料は農林水産省のホー

ムページに掲載されているものです。  

１つ目の農業経営基盤強化促進法ですけれども、背景としまして、全農地

の２割を占める相続未登記農地が所有者の探索等がネックとなって農地の就

役集約化を阻害している、というような背景がございました。そこで法律を

変えまして相続未登記農地の利用の促進ということで、所有者不明農地につ

きましては、相続人１人が農地中間管理機構に貸付け出来るように、農業委

員会の手続きを経て、不明の所有者の同意を得たとみなすことが出来るとい

う制度を創設したということでございます。なかなか相続人を確定するのが

難しいということで中間管理機構の業務もなかなか進んでいないという状況

の中で策定されたという法律の流れでございます。  

もう１つは、農地法の改正についてです。背景の（２）のところをご覧く

ださい。  

農作物栽培の効率化、高度化を図る観点から、農業用ハウスの底辺、地面

のことですね、これを全面コンクリート張りにしようとすると、農地転用許

可が必要となり、農地のまま取り扱うことが出来ないという問題がありまし
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た。そこで、法律案の概要の下のところ２番をご覧ください。底辺の全部が

コンクリート張りで覆われた農地用設備の取り扱いといたしまして、農業用

ハウス等を、農地に設置するにあたって、農業委員会に届け出た場合は、内

部を全面コンクリート張りにした場合であっても、農地転用に該当しないも

のとするというふうに、農地法が改正されております。つまり、農地のまま

取り扱うということです。固定資産税の方も引き続き田畑として取り扱うと

いうことです。  

農業委員会に事前に届け出ることによって、コンクリート張りしたものが、

倉庫など農業以外に転用されるのを防ぐという意味があります。そういうわ

けで、事前に農業委員会への届け出が必要となってきます。  

詳しいことは、これから政令とか省令とか出来ますので、それを見ながら

詳しい内容も決まってくるであろうと思います。また情報が入りましたら、

皆様に情報提供させていただきたいと思っています。現時点ではこういった

ことが変わったことのお知らせでございます。  

その他でございます。お手元のほうに、農業経営者セミナーのご案内と、

全国農業図書普及推進図書のパンフレットがあります。  

セミナーの方は、色々なものがありますので、申し込みの方を，それぞれ

お願いしたいと思います。  

事務局の方からは、以上です。  

 

議 長 

   ありがとうございました。沢山報告していただきました。このことについて皆様

からのご意見、ご質問等は、ございますか。資料２番から資料４番まで説明をして

いただき、また他のものもありましたが、意見等ございませんか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

これをもちまして平成３０年第６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）  
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議  長  

ないようでしたら、皆さん、特に農業振興地域の農業委員さん、推進委員

さんにお願いがあります。“ひろしま活力農業”新規就農者の農地についてで

す。  

御承知のように、これまで、１年に２人ずつであったものが、３人、４人

となり、今後、５年間で１９人の“活力生”を就農させることになっており

ます。このため、就農する農地が必要となってまいります。  

  われわれ農業委員会は、平成３０年度活動計画の重点活動として、「ほ場整

備実施農地等優良農地内の所有者の意向を把握し、ひろしま活力農業新規就

農者のための農地のあっせんに取り組む。」ことにしています。  

 来月の総会後の研修会で、この活力農業経営者育成事業の拡充について、

話をしていただくことになっております。    

ほ場整備農地がある地域の農業委員さん、田んぼを何枚か集めて、６反程

度でハウス３反程度が建てられる農地をまとめて欲しいということです。  

また、ほ場整備してなくても、先程申し上げました、小規模農地整備で対

応を行っておりますので、農地がある地域の農業委員さん、白木町の岩重委

員さん、己斐委員さん、安佐町の谷口憲委員さん、阿戸町の山縣委員さん、

湯来町の前田委員さん。是非、よろしくお願いをいたします。  

今から活力農業を増やしていかなければいけないが、土地がなかなか無い

というのも一つはございます。これに重なってプラスされたのが定住という

ことが、今度は入ってまいりまして、出来ればその土地へ住む所を探してや

ってくださいということになっております。その点もよろしくお願いいたし

ます。  

皆さんから質問ございましたら、伺いますので、無いようでございました

ら会長職務代理者さん、挨拶の方、よろしくお願いいたします。  

 

（委員：意見なし）  

 

会長職務代理者  

次回の総会は、平成３０年７月５日（木）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。  



３０ 

また、総会後は研修会と懇親会がありますので、よろしくお願いします。 

  


