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平成３０年第７回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年７月５日（木）   開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後３時２０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  

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（欠席） 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    

１３番  沖田  光春  

 

６．議事録署名者  

１８番  谷口  迪生     ２番  福島  幸治  

 

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）相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について  

（４）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  

（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  

（農地中間管理事業に係るもの）  
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（６）農地中間管理事業の農用地利用配分計画案に係る意見聴取について  

（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）農地転用許可取消の専決処理について  

（６）農地転用届出撤回の専決処理について  

 

・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３１年度広島市農政に関する意見書について  

（２）平成３０年７月の現地調査日程について  

 

 

 

議  事 

 

議  長（河野会長）  

ただいまから、平成３０年第７回の広島市農業委員会総会を開会します。  

 本日は、１３番の沖田委員が１名欠席ですが、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。  

１８番の谷口委員、２番の福島委員よろしくお願いします。  

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。  

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 ですが、

議案番号の１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１番を除く５件を上程

します。事務局に説明をお願いします。 
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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。 

 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ページをご覧ください。 

 ２番から６番は全て経営規模拡大のため申請地を取得するものです。 

なお、２番の申請地を含む４筆は、平成３０年３月２３日に太陽光発電設備用地

として農地法第５条による転用許可を受けていますが、法務局による地図訂正の結

果、２番の申請地である土地は本来農地法第３条による所有権移転を行うべき土地

であったことが判明しました。このため、この１筆については、３２ページの報告

第５号のとおり、農地法第５条による転用許可を取消し、改めて農地法第３条によ

る許可申請のあったものです。 

 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号の議案番号１番を除く５件の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第１号の議案番号１番を除く５件について、事務局の説明が終わりまし

たので、担当委員の説明をお願いいたします。  

２番、３番、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。２番につきまして、平成３０年６月１９日に岩重委員、
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事務局職員と現地の調査を行いました。事務局から説明がありましたように、

転用を取消し、３条許可を受けるもので、現在、花木、雑木は切られ、柿の

木が植えてありまして、農地を取得して、引き続き果樹栽培に取り組んでい

きたいということでございました。  

 ３番につきまして、平成３０年６月１９日、同じく岩重委員と事務局職員

と現地調査を行いました。譲受人は認定農業者でございまして、以前から経

営拡大をされており、この度、息子さんが高校卒業され、今年から家族経営

の一員となったため、譲渡人の農地４筆を○○㎡の内、○○㎡はハウスを建

てて、水菜を栽培するということで、残りの３筆につきましては、露地野菜

をするという予定にしているということです。なお、譲渡人は、まだ若いで

すけれども、耕作する意欲が無いということで、譲受人に所有権を移転する

ということでございました。  

２番、３番ともに、別に問題は無いと思います。  

 

議  長  

続きまして４番は、私の方から説明させていただきます。  

この件につきましては、先月６月１９日に谷口憲委員と私、それから事務

局職員が現地を調査しております。この現地は安佐町でも、加計との境の地

域でございまして、ここは昔からの野菜産地であります。そこで、譲受人が、

この面積を取得して経営面積を増やすということでございまして、異議はご

ざいません。  

５番に入らせていただきます。５番につきましては、谷口憲委員です。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。５番の案件については、譲渡人が、申請地まで行って

農地を管理するというのが難しくなったため、申請地の近くに居られる譲受

人に所有権を移転されるもので、現地は休耕となっておりますが、きれいに

管理されており、特に問題は無いと思います。  

 

議  長  

６番につきましては、前田委員よろしくお願いします。  
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前田委員  

１７番の前田です。  

６月２０日に、児玉委員、事務局職員と現地の調査を行いました。  

譲渡人は、高齢で耕作が困難で後継者もおらず、耕作放棄地になりかけて

いるところでございました。譲受人は以前から野菜を拡大したいという希望

をもっておりまして、両者の話がついたということで、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せんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第１号の議案番号１番を除く５件を許可することに決

定します。  

続いて、議案第１号の議案番号１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、議案第１号の議案番号１番を上程します。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の議案番号１番につい

て説明します。 
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許可基準については先ほど説明したとおりです。 

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。 

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号の議案番号１番の説明を終わります。 

 

議  長  

事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意見をお伺いします。梶

山正治委員、よろしくお願いします。  

 

梶山委員  

  ６番の梶山です。６月１８日に、溝口委員と事務局職員と現地調査いたし

ました。既に田植えもしておりますし、特に問題ありません。  

 

議  長  

 質問が終わりましたので、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号の議案番号１番を許可することに決定いたし

ます。  

○○委員の着席をお願いします。  
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（○○委員入室・着席）  

 

議  長  

○○委員、議案第１号の議案番号１番について許可することに決定しまし

たことをご報告いたします。  

続きまして、議案第２号、「農地法第５条の規定による許可申請」について

１２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４ページから６ページをご覧ください。 

１番及び９番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け資材置場として利用し

ようとするものです。１番の法人は解体工事業、９番の法人は土木工事業を営んで

います。 

２番は山林への転用事案で、申請地を譲り受け植林しようとするものです。 

３番、８番及び１２番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受けまたは譲り受

け、３番は従業員用駐車場、８番は自己用駐車場、１２番は来院者用駐車場として

利用しようとするものです。 

４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、太陽光

パネルを設置しようとするものです。 

５番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、駐車場及び資材置場として利

用しようとするものです。 

６番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、神社参拝者用駐車場及び吹流
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し用支柱・基礎台座用地として利用しようとするものです。 

１０番及び１１番は送電鉄塔保守工事に伴う雑種地への一時転用事案で、１０番

は資材置場及び仮設事務所用地、１１番は工事用車両の駐車場として利用しようす

るものです。 

なお、１０番は市街化調整区域内での、現場事務所の建築ですが、仮設物で一時

転用であることから開発行為の許可については不要であることを関係課に確認して

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。 

５番の案件を除く１１件の案件につきましては、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番の案件は農振農用地であり、現在、農業振興地域の整備に関する法律

に基づく１１条公告が平成３０年６月８日付けでされており、農用地区域からの除

外を確認し、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  

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番については、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

 ４番の鍜治山です。去る６月１８日、事務局２名と、現地を確認いたしま

した。周りに田畑もなく、特に影響するものも無いので、問題ないと思いま

す。  

 

議  長  

２番、３番につきましては、梶山正治委員です。  
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梶山委員  

６番の梶山です。６月１８日に事務局職員と現地調査いたしました。  

２番につきましては、現況は休耕となっておりますが、随分植林されてい

るような状況で、特に支障はないので問題ないと思います。  

 ３番につきましても、駐車場ということでございますので、特に問題あり

ません。  

 

議  長  

４番、５番につきましては、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

 ４番につきまして、平成３０年６月１９日、事務局職員職員と現地調査を

行いました。現在、この農地は休耕中で、譲渡人が安佐北区に居住しており

まして、月に１回程度帰省し、空き家の周囲の手入れをされているようです

が、耕作する予定もなく、農地を売るということにされたそうです。この地

区は毎回、太陽光の申請があがっている地区でございまして、小高い山みた

いな所ですが、周辺の農地にも影響がなく、太陽を遮断する障害物もなく、

耕作するにも良い所ですが、太陽光発電を設置するにも適した場所だと思わ

れます。別に問題はないと思います。  

 ５番の案件ですが、平成３０年４月１７日に現地調査をしております。譲

受人は、親子で造園業を営んでおられて、造園用の資材置き場と車４台の駐

車場を作りたいということで、購入するというものです。譲渡人は、高齢で

耕作出来ないため、こういうことにしたということです。この農地は市道に

面していまして、周辺農地には影響ないと思われます。別に問題ございませ

ん。  

 

議  長  

６番、７番につきましては、沼田委員。  

 

沼田委員  
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 １２番の沼田です。６番、７番とも、６月１９日に事務局職員とともに、

現地の調査をいたしました。近隣農地ともに影響はないものと思われ、問題

ございません。  

 

議  長  

続きまして、８番は私の方からお伝えします。  

 この件につきましては６月１９日に、事務局職員と私で、現地を調査して

おります。この件につきましては、譲受人が畑を取得して、駐車場に変更し

たいということでございます。現地は○○中学校から２００ｍ位離れた所で

ございます。譲受人のすぐ傍で駐車場が足りないので、駐車場に使用したい

ということで、周りには農地はなく、家があるという所でございまして、特

別迷惑を掛けるということはございません。許可相当だと思います。  

 ９番につきましては、谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。６月２０日に、児玉委員と事務局職員２名と現地調査

をしました。この案件は去年の１２月５日の議案にありますように、その道

路を挟んで反対側が少し残っておりましたので、今回資材置き場ということ

で、申請がありました。問題ないかと思います。  

 

議  長  

 １０番から１２番は、児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。  

 １０番、１１番は事務局から報告がありましたように、鉄塔の保守点検の

ため、１０番が資材置き場・仮事務所、１１番が工事用車両駐車場の申請で

す。一時転用ということで来年の○○月○○日までということですが、両方

とも周りに農地もなく、問題ないと思います。  

 １２番は譲受人が経営する病院の隣に接している土地を譲渡人から購入し

て来院者用駐車場をつくるという案件です。ここも周りに農地もなく、問題

ないと思われます。  
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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。  

 

河野（芳）委員  

１２番の併用地の宅地○○㎡は、所有権移転前に宅地になっていたという

ことですか。  

 

山室主幹  

これは、申請地に２１台の駐車場を作るのですが、その隣に既に宅地○○

㎡があるということです。  

 

議  長  

他に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５番を除く１１件を許可することに決定い

たします。  

  ５番の案件については、事務局の説明のとおり、農用地区域からの除外を

確認し、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、「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３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 
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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（耕作しているか） 

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①～③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３号の説明を終わります。 

 

議  長  

担当委員のご意見をお伺いと思います。梶山正治委員、お願いします。  

 

梶山委員  

 ６番の梶山です。今、事務局の説明のとおりでございますが、６月１８日

に事務局職員と現地を調査しました。しっかり、青々と苗が育っております。  

 

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３号の１件を、適格者として証明することに  決
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定します。  

続きまして議案第４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、２４件を上程します。 

  なお、農用地利用集積計画のうち、中間管理事業に係るもの１件につきまし

ては、中間管理事業の農用地配分計画案の意見聴取の１件と一体的なものが

あり、それぞれ議案第５号、議案第６号として、のちほど一括して上程させ

ていただきますので、よろしくお願いします。  

  それでは、事務局に説明をお願いします。 

   

有馬主査  

議案第４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、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、平成３０年６月２６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。 

それでは、議案の８ページから１２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１１件、継続分として利用権設定の終期が本年７月３

１日までとなっている計画の更新が１０件、農地と農業用施設用地に分けるための

再設定が３件となっております。 

利用権の設定を受ける者の氏名の後に（認）と記載されているものは認定農業者、

（青）と記載されているものは青年等就農計画認定者、（ス）と記載されているもの

は「スローライフで夢づくり」新規就農者、（活）と記載されているものは、「ひろ

しま活力農業」経営者です。 

新規分について説明をいたします。 

５番、９番及び１０番は広島市農林水産振興センターが借り受けるもので、平成

３１年１２月１日から「広島活力農業」経営者２１期生２人に転貸する予定になっ

ています。 

 その他は、いずれも経営規模拡大のため、農地を借り受けるものです。 
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 続いて継続分について、内容は議案のとおりですが、一部補足説明いたします。 

 １６番、１７番及び２１番は、更新時期はまだですが、農地と農業用施設用地に

分けて再設定をするものです。 

上程した２４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、広島市長が平成３０年８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。このうち、継続分に

ついては、引き続き営農活動が行われております。新規分の１１件について、

担当委員のご意見をお伺いします。  

１番については、梶山正治委員です。 

 

梶山委員  

６番の梶山です。借受人には会っておりませんが、この方は、その他にも

○○地区の方にも沢山農地を借りて野菜を作っておられます。特に問題あり

ません。  

 

議  長  

２番につきましては伊藤委員。  

  

伊藤委員  

  ７番の伊藤です。先日、私単独で調査いたしました。借受人は、認定農業

者で現地で乳牛を飼っていまして、そのための牧草を作るために農地を借り

て、そこで、やって行こうということでありまして、現に牧草の栽培をされ

ております。問題はありません。  

 

議  長  

３番から５番につきましては、己斐委員。  
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己斐委員  

９番の己斐です。  

３番の借受人は、青年等就農計画認定者ですが、広島市農林水産振興セン

ターで「スローライフで夢つくり」の第○○期生として、就農されておりま

す。現在、露地でキュウリを収穫されまして、地元の朝市や元気市で出荷さ

れております。また、ハウス３棟を建設中でございます。今回、貸付人の農

地を借りて、露地野菜の栽培に取り組む予定ですが、借りる期間が、１年間

となっておりますが、田としてほ場整備されておりまして、非常に水はけが

悪いようでございまして、取りあえず、１年物を作ってみて、来年更新する

かどうかを、検討したいということでございました。当地区に、初の女性就

農者ですので、頑張っていただきたいということでございます。  

  ４番につきましては、先程、３条の申請がありました案件と同じく、規模

拡大の申請ですが、農地は○○推進委員の農地でございまして、この地区は、

ほ場整備されて約１１年経過されております。ここも高齢化による後継者不

足等で休耕になるという地区でございまして、今回、○○推進委員が、率先

して先のことを思い、農地を貸すことにされたそうです。この機会に、この

地区の遊休農地解消につながればと思います。借受人家族に頑張っていただ

きたいなと思います。  

  ５番につきましては、ひろしま活力農業経営育成事業の案件ですが、この

地区も、ほ場整備して３０年経過しました。これも同じく高齢化による後継

者不足、農機具投資に関する負担等もあり、この先１０年位で休耕、遊休農

地になる可能性が増すと思われます。現在このほ場で６年前、青年等就農計

画認定者が１名、今年４月に認定農業者が１名就農しております。５番の申

請地については、現在農林振興センターで研修中の研修生が来年４月から新

規就農の予定です。この農地の所有者の後継者が他県に居られまして、帰っ

てくる見込みはないということでございます。現在、夫婦で頑張って水稲約

○○㎡作付をされておられますが、年波には勝てないようでございまして、

誰か作る人がいれば貸してもいいよという話をいただきまして、早々地権者

の方と農林振興センターと借りる条件等々協議をし、今日に至っております。

今後、規模拡大に向けて農地の斡旋を私たちがしていきたいと思っておりま

す。  
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議  長  

６番、７番につきましては、谷口憲委員。  

   

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。  

６番の活力生である借受人は、規模拡大のため、貸付人から土地を借りての

耕作で、同一貸付人からこれまでも土地を借りています。  

７番の活力生である借受人も規模拡大であり、特に問題はないと思われます。 

 

議  長  

８番から１０番につきましては、山縣委員。  

   

山縣委員  

１６番の山縣です。  

８番について、説明します。本年６月３０日、私が現地調査いたしました。

申請地は農地として、管理されています。所有者は農業耕作の経験もなく、

高齢のため、「スローライフで夢つくり」で就農されている借受人に耕作を依

頼し、野菜を栽培しています。平成３０年８月１日から平成３３年３月３１

日まで、使用貸借権を設定するものです。周辺農地に被害はないと認められ、

問題はございません。  

次に、９番について説明します。同じく６月３０日に現地調査いたしまし

た。所有者は昨年まで、近隣の方に耕作を依頼されておりましたが、近隣の

方が高齢のため耕作出来なくなり、今回、公益財団法人広島市農林振興セン

ターに耕作をお願いすることとなりました。平成３０年１１月１日から平成

４１年３月３１日まで、賃借権を設定し野菜を栽培するものです。周辺農地

には被害がないと認められ、問題はありません。  

続いて１０番について、説明します。６月３０日に、私が現地調査いたし

ました。申請地は、すでに水稲が作付され、農地として管理されております。

所有者は高齢のため耕作出来なくなったので、今回、公益財団法人広島市農

林振興センターに依頼し、平成３０年１１月１日から平成４１年３月３１日

まで賃借権を設定し野菜を栽培することとなりました。周辺農地に被害が生
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じないと認められ、問題はございません。  

 

議  長  

１１番につきましては、前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

 １１番について、説明をいたします。設定を受ける借受人は、乳牛を○○

頭飼育する酪農家です。認定農業者でありまして、○○酪農組合の組合長も

しておられます。農地の所有者は、不在地主でございまして、今回は農地の

有効利用ということで、問題はございません。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございましょうか。  

 

河野（芳）委員  

 １１番の賃借権○○万円というのは、○○㎡を１年間ということですか。  

 

前田委員  

 そうですね。  

 

議  長  

他にございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、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４号の２４件を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」（農地中間管理事業に係るもの）についての１件と、議案第６号、「農地

中間管理事業の農用地利用配分計画案に係る意見聴取」についての１件を、先

ほど申しましたとおり、一括して上程します。 

 事務局に説明をお願いいたします。 

 

有馬主査  

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（農地中間管理

事業に係るもの）と、議案第６号、農地中間管理事業の農用地利用配分計画案に係

る意見聴取について説明します。  

議案第５号、議案第６号は、いずれも農地中間管理事業を行うためのものであり、

関連した案件なので一括して説明させていただきます。 

議案の１３ページをご覧ください。 

議案第５号の農用地利用集積計画は、農地中間管理機構である「一般財団法人広

島県森林整備・農業振興財団」が貸付希望者から農地を借り受け、農地中間管理権

を取得するためのものです。 

次に議案の１４ページをご覧ください。 

議案第６号の配分計画案は、議案第５号で中間管理機構が中間管理権を取得した

農地を借受希望者に転貸するためのものであり、農業委員会は平成３０年６月１２

日付けで広島市長からこの案に対する意見を求められております。 

議案第５号で中間管理機構が借り受けた農地を、議案第６号の借受希望者の法人

に転貸しようとするものです。 

借受希望者の法人は、中間管理機構の行う借受希望者の公募に応募し、資格等の

審査を経て、借受希望者リストに掲載されています。 

今後、広島市長が、平成３０年８月１日に議案第５号の農用地利用集積計画を公

告し、また、議案第６号の配分計画案を中間管理機構に提出することとしています。 

なお中間管理機構では、平成３０年８月１日の農用地利用集積計画の公告により

中間管理権を取得した後に、農用地利用配分計画について、県知事に認可申請をす

ることとなり、県知事は、農地利用配分計画を認可した場合には、その旨を公告す
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ることとなっています。 

以上で議案第５号及び議案第６号の説明を終わります。  

 

議  長  

これは私の所の件でございまして、借受希望者の法人はトマトを栽培して

おり、中間管理機構から借り受けようとするものです。その法人は生産もよ

くされますし、問題はございません。  

 

議  長  

説明が終わりましたが、何か、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、議案第５号は計画のとおり決定し、また、

議案第６号は「異議なし」とし、その旨を市長に回答することとして、よろ

しいでしょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、そのように決定をさせていただきます。                                    

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、４６５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
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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

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１５ページをご覧ください。詳細については、別冊をご覧くだ

さい。 

１番から２０番の合計４６５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  

担当委員のご意見をお伺いします。  

１番から９番は、福島委員。  

 

福島委員  

２番の福島です。  

１番から９番まで、５月２２日から６月２０日に武内推進委員と現地調査

し、その結果２４筆が山林であったことを報告いたします。  

 

議  長  

続きまして１０番、１１番は、梶山正治委員。  



２１ 

 

梶山委員  

推進委員の方は事前に現地を回られています。資料の図面等からしても、

現地とは合わない所があり、推進委員の方も、これはどういうことだろうと

いうことが、度々あったのですが、再度図面を照らし合わせながら、一応、

今のところこの現況では、非農地とするのが適当ではないかということで、

これだけの数を出しました。  

 

議  長  

１２番については、溝口委員。  

 

溝口委員  

５番の溝口です。  

去る３月２４日に武内推進委員さんが見られ、私が６月４日に現地調査を

しましたが、山林であります。  

 

議  長  

１３番につきましては、谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。安佐北区安佐町鈴張を６月４日に、沖田推進委員と現

地調査を行いまして、不明な所は近所の方に聞きながら、進めたりして、山

林だったことを報告いたします。  

 

議  長  

１４番から１７番は、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。これは安芸区中野地区でありまして、５月２８日から

５月３１日の間、植野推進委員と現地を調査し、その結果、山林であること

を報告します。  

 



２２ 

議  長  

１８番から２０番は、山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。  

１８番から２０番の安芸区上瀬野町、瀬野南町、瀬野町を、６月１日、２

日、４日に中野推進委員と現地調査しました。その結果山林であったことを

報告します。  

 

議  長  

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７号の４６５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６号の専決処理等について、９３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５２件は、
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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４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１１

件は、広島市農業委員会事務局規程第７条第５項の規定により、事務局次長が専決

処理をしました。 

報告第５号、農地転用許可取消の１件、及び報告第６号、農地転用届出撤回の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「農政に係る審議事項」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

願いします。 

 

石原次長 

お配りしている平成３０年第７回広島市農業委員会総会、配布資料の資料１をご

覧ください。皆様のご意見や市における施策の現状などを基に平成３１年度広島市

農政に関する意見書についての素案を作成したので、ご説明いたします。 

全体で３項目ありまして、１番が担い手への農地集積・集約化、２番が新規参入

の推進、３番が有害鳥獣対策の推進ということで、１編ずつ書いております。 

まず１番、担い手への農地集積・集約化です。 

農業委員会では、毎年、農地の利用状況について現地調査を実施しており、保全

管理農地などの不作付地や耕作放棄地については、土地所有者等の意向を確認し、



２４ 

貸付を希望する農地については、担い手等のあっせんを行い、利用の最適化を積極

的に進めていただいているところです。 

 しかしながら、貸付を希望する農地には営農条件が著しく劣る小規模で不整形な

農地も多く、また。耕作放棄地を営農に適した状態に再生するには相当な労力が必

要になることから、これらの農地のマッチングは困難な状況となっている。 

 平成３０年度から実施されることとなった「小規模農地設備事業」及び「耕作放

棄地再生・利用事業」は、いずれも貸付希望農地の不利な条件を改善するもので、

現在、当委員会としても、区役所農林課と密に連携し、これらの事業の最大限の活

用を前提として農地のあっせんに取り組み、一定の成果をあげつつあるところであ

り、今後、担い手への農地集積、集約化を加速させるため、これらの事業の着実な

実施が必要不可欠です。 

 以上のことから、具体的な意見としては、県等と連携した小規模農地整備事業の

一層の推進と、地域への周知・啓発による耕作放棄地再生・利用事業の一層の促進

としています。 

続いて、２ページ目、２番の新規参入の推進です。 

本市の中山間地域において、担い手は、絶対的に不足している状況から、新規就

農者の育成は、農業の発展や農地の保全・活用の点からだけでなく、地域の活性化

に資する施策としても、その重要性を増してきています。 

そのような中、今年度からは市では、「ひろしま活力農業経営者育成事業」を中山

間地域活性化にも資する事業と位置付け、就農地域への居住を要件として、募集人

数を拡大されたことについては、当委員会としても大いに歓迎しているところです。 

当委員会は、市の研修事業による新規就農者を、農地利用の最適化を進める上で

中心的な担い手として位置付けており、必要になる農地については、鋭意、その確

保に取り組みたいと考えています。 

一方で、近年、新規就農研修への応募者が少ない状態が見られることから、これ

らの事業の積極的な広報等による、優秀な人材の確保が必要です。併せて、育成し

た担い手が各地域で確実に定着できるよう、就農後の経営安定に向けた支援の充実

に取り組む必要があります。 

以上のことから、具体的な意見としては、積極的な広報等による優秀な人材の確

保及び技術指導者や販路確保など担い手の経営安定化に向けた支援としています。 

続きまして３ページ目、３番の有害鳥獣対策の推進です。 

有害鳥獣による農作物被害は、農家の耕作意欲を低下させ、農地の耕作放棄地化



２５ 

を誘発するだけでなく、被害が発生している農地は、担い手からも敬遠されるため、

農地の集約化を図るうえでも、大きな障害となっています。 

こうした課題を解決し、農地利用の最適化を推進するためには、有害鳥獣の被害

の軽減が前提となりますが、農家の減少や高齢化が進展している中山間地域では、

農家自らによる防除には限界があり、新たな捕獲方法等の検討による、さらなる捕

獲の強化が不可欠です。 

また、昨年度の意見書も踏まえ、平成３０年度から事業化された「地域で取り組

む有害鳥獣対策事業」により、今後は、地域の実情に応じた住民主体の有害鳥獣対

策の取組の進展が期待されます。 

多くの地域でこの事業に取り組めるよう、当委員会としても農家への普及啓発に

努めたいと考えており、市においても、既存の助成制度も含め、説明会の開催や広

報等の充実が必要です。 

以上のことから、具体的な意見としては、新たな捕獲方法の検討による捕獲強化

と「地域で取り組む有害鳥獣対策事業」の広報等の充実としています。 

なお、この「地域で取り組む有害鳥獣対策事業」については、４ページ目に内容

が解る資料を掲載しております。参考にご覧ください。 

全体として、今年度の素案については、昨年度の意見をもとに「小規模農地整備

事業」、「耕作放棄地再生・利用事業」、「地域で取り組む有害鳥獣対策事業」という

新規の事業が市においても始められたところですが、今年度からということで、ま

だまだ定着をさせていかないといけないということに重点を置くとともに、活力農

業の拡大ということも取り上げ、新規就農者の拡大や就農後の指導を充実させてほ

しいといったことで、昨年度と比べても絞ったかたちで、素案をつくっております。

これらの内容についてご協議いただければと思います。 

 

議 長 

ただいま「３１年度に関わる広島市農政に関する意見書について」の３件の素案

を説明いたしましたが、皆さんからのご意見、ご質疑、ご質問等がございましたら、

お聞かせいただきたいと思います。 

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 



２６ 

昨年度は、１ページに書いてありますように、小規模の農地の整備事業や耕作放

棄地の再生・利用事業についても、広島市としては、予算を付けて、取り組んでも

らっているようです。今までの結果として農業委員会が取り上げてきた問題につい

て、市も取り組んでおられます。何かございませんか。 

 

沼田委員  

 今、鳥獣対策で４ページに補助金を出してあげますよ、ということが、書

いてあるんですが、これは各区に、どれ位予算があるのですか。私が聞くの

は、先日、私の友人が、安佐北区役所に移動柵を買おうと思って申請に行っ

たら、もう補助金はありませんと言われましたので、どれ位あるかと思って、

もう何百万円もあったのが、無くなったのかなと思ったので、ちょっとお聞

きしてみようかと思いました。  

 

石本専門員  

 この、地域で取り組む有害鳥獣対策補助の概要なんですが、上限２０万までと書

いてありまして、１つの町内会等、２０万円が１０地区なので、予算は２００万円

を算段していると聞いております。 

 

沼田委員 

 安佐北区役所に２００万円ですか。 

 

石本専門員  

いいえ。安佐北区でなく、広島市全体で２００万円です。 

 

沼田委員 

全体ですか。 

 

事務局長 

今の事業は多分、別の事業だと思います。詳しいことは、安佐北区に聞いてみま

す。 

 

沼田委員 
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 お願いします。 

 

河野（芳）委員 

 今の鳥獣害の話ですが、この４ページの箱わなの補修費がありますが、現在各区

にいくつかの割合で箱わなが提供されていますが、イノシシが入っても、扉が落ち

る装置が役に立たない状況になっていまして、イノシシが入っても、全然落ちない

のです。この補修費が区なのか、どうか解らないのだが、腰がちょっと重い。これ

は猟友会に委託していると思うのですが、この猟友会に委託されたその人がすごく

高齢で、歩くのがしんどい人も中にはいるのです。それで、補修費で、こういう装

置を補強してもらうわけにはいかないのですか。 

 

議 長 

 出来ないということはないと思いますよ。ここに出ているので。 

 

河野（芳）委員 

 せっかく箱わながあっても、用をなさないのですよ。イノシシが入って、餌を食

べて、逃げて、落ちないのだから。 

 

議 長 

 それは効果無いですね。 

 

河野（芳）委員 

 そういう装置を補強してもらうことをしてもらったら、ありがたい。 

 

議 長 

 それは、範囲内に入っていると思いますが、その点、事務局わかりますか。 

 

石本専門員 

 駆除班のものだったら、基本的には駆除班の活動の関係だと思いますが、この

４ページにありますのは、地域が昔からやっておられたものが壊れた時に直すとい

うのが、この事業です。  

 



２８ 

河野（芳）委員 

区の農林課が猟友会に貸付けており、その装置が役に立たないようになってい

る。 

 

石本専門員 

本来は市のもので、貸付けている。それを直すには、どうしたらいいかですね。

区役所でないと、よく判りません。 

 

議 長 

河野委員さん、柵そのものは、どこのものですか。  

 

河野（芳）委員  

市の物です。市が猟友会に貸し付けている。  

 

議  長  

市に直させろと。  

 

河野（芳）委員  

それが、予算が無いのかどうかと。  

 

議  長  

それは区のものです。  

 

河野（芳）委員  

 各区に何台かずつを貸付けているのでしょう。  

 

伊藤委員  

 ２ページの新規参入の推進ですが、活力農業者の職場と住まいを一緒にし

ようというんで、就農地域への居住を、これは、新しく要件で出来たんです

よね。これについての支援といいますか、補助か支援か決まっているのでし

ょうか。分かれば教えてください。  

 



２９ 

議 長 

決まっています。チラシもあります。  

 

伊藤委員  

 そうですか。  

 

石本専門員  

 今日４時からの研修会で、その話がありますので。そこで、もう１回質問

してみて下さい。農政課から回答があるかもしれませんので。  

 

議 長 

 知っている範囲内では、伊藤委員の地域へ小学校区内で定住する家を見つ

けなさいというのが、１件あります。そこへ、活力生が住めるように。今ま

では予算が付いてなかったのが、今は何万円までならと決まっているかどう

かわかりませんが、ある程度、例えばトイレとか風呂とかは、よく傷んでい

る。その他、屋根の瓦が悪いから、雨水が漏るということについては、お金

を出すと市が言っている。  

 

伊藤委員  

 新築は無理ですか。  

 

議 長 

 それは、伊藤委員の所で建ててあげるのはいいですが、伊藤委員に建築費

がおりるということは今のところはありません。ということで、修理費とかに

ついては全額ではないですが、約何％か、いくらかみようというのは、今日、説明

していただけるだろうと思います。 

 

伊藤委員  

 利用ができる既存物件がないんですよね。空き家があっても中々ね。 

 

議 長 

 家に仏壇がある、墓が家の目の前にあるというようなことがあったりして、
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なかなか１００％希望通りいかないということがあるそうです。来年私の地

域へ一部、活力生が入ってくるということで、私が土地は世話し、家もほぼ

決まっているのですが、今言った修理費がかかるということがあったりして、

研究しているところです。  

 他に、ありませんか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議 長 

皆さんの意見を伺いましたが、大体出たのではないかと思います。他にあればで

すが、ないようでしたら意見書の素案通りとさせてもらって、８月の総会の意見書

の最終的な決定を行っても、よろしいですか。８月には、よく考えてみてください。

よろしいですか。 

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

異議がないので、そのようにいたします。 

 続きまして、議事日程６の「その他」事項に入ります。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

有馬主査 

平成３０年７月の現地調査日程につきまして、７月の許可案件等の受付締切日が、

７月１３日（金）になっております。 

その後、現地調査の日程調整を行いまして、７月１３日（金）の夕方に電話で調

整させていただきます。 

予定とする日程ですが、第１日目が、７月１７日（火）、午前が旧市、午後が安芸

区。第２日目が、７月１８日（水）、午前が安佐北区（可部・安佐地区）、午後が安

佐北区（白木・高陽地区）。第３日目が、７月１９日（木）、午前が安佐南区、午後

が佐伯区としております。許可申請の状況により、日程、時間について調整をさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

 



３１ 

石原次長 

先月開催された、平成３０年第２回広島市議会定例会について、ご報告します。 

資料等はございません。このたびの議会では、直接、農政担当部局への質問とい

うのはなかったのですが、他部局への質問の中で農業に関連する質疑がありました

ので、ご報告いたします。 

 一般質問で安佐南区の碓氷議員から、市街化区域の農地に関する都市計画上の考

え方、それから、生産緑地制度への対応について、ということで、質問がありまし

た。 

これに対して、都市計画を所管する都市整備局長の方から、一つ目については、

市街化区域においては、生鮮野菜の供給や防災機能等重要な役割を担う農地の保全

を視野にいれ、農と共生した、ゆとりある住宅地の形成を図る。という都市計画マ

スタープランの方針に沿って都市計画を進めていく。 

それから、生産緑地制度については、今後、市街化区域内の農地所有者の意見を

聞きながら、国の制度改善を視野にいれ、都市計画部局や農政部局と連携し生産緑

地制度を含めた農地の活用方策について研究していきたいという答弁がありました。 

それから、安佐北区の西田議員から、中山間地・島しょ部の活性化に関する今後

の取り組みについて、質問があり、これに対しては、市長答弁がございましたが、

地域のコミュニティー活動の担い手の確保を図るための具体的な取り組みとして、

「ひろしま活力農業経営者育成事業」の対象人員を今年度から拡大し、定住及び地

域活動への参加を必須条件とすることなどについて答弁がありました。 

委員会においては、特に質問はありませんでした。 

 

議 長 

  ただいま事務局から説明・報告がありましたが、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、これで平成３０年第７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。  

 



３２ 

（委員：意見なし）  

 

会長職務代理者  

それでは、次回は、平成３０年８月７日（火）午後１時３０分から東区役

所３階第３会議室で行います。  

  


