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平成３０年第１１回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３０年１１月５日（水）  開会 午後１時３０分  

                       閉会 午後３時３０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  

９番  己斐   潔    １０番  下谷  邦代  

 

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）農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について  

（６）農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について  
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（農地中間管理事業に係るもの）  

（７）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  

（８）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  

（９）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  

（10）青年等就農計画の認定に係る意見聴取について  

（11）特定農地の貸付けの承認申請（変更）について  

（12）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 

 

・農政に係る審議事項 

（１）遊休農地について  

（２）平成３１年度広島市農政に関する意見書の市長提出・議長要請結果報告に

ついて 

  

・その他 

（１）平成３０年度農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック研修会の開催に

ついて 

（２）平成３０年度イノシシ等捕獲技術研修会の開催について  

（３）平成３０年１１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１１回の広島市農業委員会総会を開会させて

いただきます。  

本日の欠席は、６番の梶山正治委員、１名です。出席者が過半数に達して

おり、会議は成立します。  

それから、１６番の山縣委員は、後ほど来られるということです。  

 会議に入る前に、本日の議事録署名者を指名します。  

９番の己斐委員、１０番の下谷委員、よろしくお願いします。  

 それでは、議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請」につい
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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。 

 １番及び２番は双方の自宅に近い農地を交換するものです。 

 なお、交換する農地の地積に差がありますが、地積の大きい方を取得する方が地

積の小さい方を取得する方に交換差益金を支払うこととしています。 

 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。  

前田委員、お願いします。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

１０月１８日に谷口迪生委員と事務局職員と現地を調査いたしました。  

ただいま、事務局から説明がありましたように、お互いの利便性を高める
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ものでして、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せんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

 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いたします。  

 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

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ページをご覧ください。 

１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。 

２番は、雑種地及び宅地への転用事案で、露天駐車場及び庭として宅地拡張を行

おうとするものです。 
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３番は、雑種地への転用事案で、隣接の店舗の従業員用駐車場として利用しよう

とするものです。 

1 番から３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、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、１番の案件のうち、農振農用地区域内の農地については、平成３０年８月

２３日付けで農用地区域から除外されています。 

また、２番と３番の案件については、駐車場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３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  

 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番につきまして己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

 １番は平成３０年１０月１７日に事務局職員２名と現地調査を行いました。

現在休耕となっており、太陽光発電設置することによる、周囲の耕作に影響

はないものと思われます。  

 

議  長  

２番につきましては沖田委員。  
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沖田委員  

 １３番の沖田です。  

 １０月１７日に事務局職員２名と現地調査を行いました。川と道路の間に

挟まれた狭い土地であり、問題ないと思います。  

 

議  長  

３番につきましては、前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

 １０月１８日に事務局職員２名と現地調査を行いました。  

 既に、コンビニの敷地になっている土地でして、今回、従業員の駐車場の

拡大という案件で、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２号の３件を許可することに決定します。                           

 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

１５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
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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５ページから７ページをご覧ください。 

１番及び８番は宅地への転用事案で、住宅敷地を拡張しようとするものです。 

２番及び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。 

３番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け太陽光発電施設への進入路とし

て利用しようとするものです。 

５番から７番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、資材置場として利用

しようとするものです。5 番の譲受人は建築業、６番の法人は鋳鉄品製造業、７番

の法人は不動産業を営んでいます。 

９番は雑種地及び池沼への転用事案で、養鯉業を営む譲受人が申請地を譲り受け、

資材置場及び養鯉池として利用しようとするものです。 

１０番は境内地への転用事案で、宗教法人が庭園として利用しようとするもので

す。 

１１番及び１４番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け駐車場として利用

しようとするものです。 

１２番は農地改良を目的とした残土処分の一時転用で、転用期間は平成３１年１

０月末までとなっています。農地改良後は果樹を栽培する計画です。 

１３番は宅地への転用事案で、申請地の一部は以前、転用許可を受け住宅が建築

され、今回、敷地拡張しようとするものですが、当時と譲受人及び権利の内容が異

なるため分筆し、全筆許可申請されたものです。 

１５番は市街化調整区域内での宅地への転用事案で、申請地を借り受け、分家住

宅を建築しようとするもので、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。 

１番から１１番、１３番から１５番は、立地基準の「５の（１） 農業公共投資
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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。 

１番から１５番いずれも、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番の案件は、申請地の一部を転用済みですが、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。 

１２番及び１５番を除く案件は、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。 

１２番の案件は、転用面積が３，０００㎡を超えるため、本総会で承認されます

と、１１月１６日に開催される広島県農業会議常設審議委員会の意見聴取ののち、

「異議なし」の回答を得て、農業委員会の会長名で許可することとなります。 

また、１５番の案件は、市街化調整区域内であり、開発行為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番につきましては山本委員。  

 

山本委員  

 ３番の山本です。  
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 １０月１６日に事務局職員と現地調査を行いました。  

 民地の土地建物とともに申請地の農地を購入される案件です。  

 農地は自家用車の駐車場置き場に転用される予定です。現状は休耕であり、

市街化区域と市街化調整区域の境で周辺は住宅地であり、転用後の影響はな

いと思います。  

 

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番の地番○○は平成３０年１０月１７日に事務局職員２名と現地調査を

いたしました。  

休耕中の田に、太陽光発電を設置する申請です。設置することによる周囲

への農地の影響はないと思われます。  

 地番○○と、地番○○は、平成３０年４月１７日に現地調査をし、農振農

用地除外済となっております。  

続きまして３番も平成３０年１０月１７日、事務局職員２名と現地調査を

いたしました。この案件は議案番号２番の地番○○の設備メンテナンスの進

入路の確保のためであり、問題はございません。  

 続いて４番は平成２９年９月２０日に現地調査後、農振農用地除外済とな

っており、平成３０年１０月１７日に再度、現地調査を行いました。異議は

ございません。  

 

議  長  

５番、６番は沖田委員。  

 

沖田委員  

 平成３０年１０月１７日に事務局職員２名と現地調査を行いました。  

 ５番は周囲には農地や住宅がありますが、営農には支障ありません。  

 ６番は周囲には住宅があり、農業をされておらず農地はありませんので、

問題はありません。  
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議  長  

７番、８番は私の方からお伝えします。  

 この物件は１０月１７日に事務局と現地を確認しております。この件につ

きましては、事務局の説明にあるとおり、資材置き場として真砂土や砕石を

置く所を作るということです。周りには迷惑が掛からない所でございます。  

 それから８番につきましては、道路のそばで家の上といった所です。道路

が２つ通っていて、１つは家が建っていて、狭い土地ですが、宅地に拡張す

るということでして異議はございません。  

 

議  長  

続きまして、９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。１０月１７日に事務局職員２名と現地調査を行いまし

た。現在畑となっていますが、譲渡人は高齢で維持管理が難しくなったため、

譲受人に所有権を移転し、コンクリートで池を作って鯉を飼うものでありま

す。周囲への影響はないと思われ、問題はないです。  

 

議  長  

１０番につきましては、河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

 １５番の河野です。  

 この案件は、譲渡人が、お寺さんに土地を寄贈するということです。譲渡

人は子供さんがおられず、後々の管理者がいないということで寄贈したいと

のことです。申請地は境内に面しておりまして、お寺側も是非、譲り受けた

いということで、別に問題はありません。  

 

議  長  

１１番、１２番は山縣委員ですが、まだ見えられておりません。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。  



１１ 

 

山室主幹  

 山縣委員から意見のメモをいただいていますので、読み上げます。  

 １１番について説明します。１０月１９日に私と農業委員会事務局職員２

名と現地調査をしました。申請地は休耕地で綺麗に管理されております。譲

受人は申請地の隣に農地がありますが、自宅から耕作するには車が必要であ

り、車を止める場所がないため、今回申請地を譲渡人から譲り受け、駐車場

として使用するため所有権移転するものです。周辺農地等被害は生じること

はないと認められます。問題はないものと思われます。  

 続いて１２番について説明します。１１番と同じ日時に現地調査をしまし

た。申請地は休耕地となっています。申請地は棚田であり、耕作しやすくす

るため、譲受人に農地改良を依頼し工事を行い、使用貸借権を設定するもの

です。農地改良後は、果樹を栽培する計画にしています。周辺農地に被害は

出ることはないと認められるので、農地改良は問題ないと認められます。  

 

議  長  

１３番は前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

 １０月１８日に事務局職員と現地調査を行っております。譲受人の住宅の

敷地で特産品のそばの生産と加工を行うもので、異議はございません。  

 

議  長  

１４番、１５番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。  

 １０月１８日に事務局職員と現地調査をいたしました。  

１４番は、駐車場にするということです。  

 １５番は分家住宅を建てるということで、いずれも異議はありません。  
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議  長  

その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

伊藤委員  

 異議があるわけではありませんが、議案第２号の１番は４条で出されてお

り、議案第３号の２番、３番は５条になっているのですが、４条、５条に分

かれた理由というのがわかれば教えてください。  

  

山室主幹  

 ４条の方は、父自ら申請されています。５条のほうは、父から息子へ転用

するということになっております。詳しことは聞いていないのですが、資金

面の関係でそうなったと推測されます。  

 

議  長  

 他にありませんか。  

 

（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せんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

 異議がないので、議案第３号の１２番及び１５番を除く１３件を許可する

ことに決定いたします。  

 １２番については、広島県農業会議常設審議委員会の意見を聴取し、「異議

なし」の回答を得たうえで、農業委員会の会長名で許可することとなります。  

また、１５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いたします。  

                                   

議  長  
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 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、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、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８ページをご覧ください。 

今回、２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番につきましては、鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

 ４番の鍜治山です。  

去る１０月１６日に現地確認いたしました。譲受人は、私のよく知ってい

る人で、仕事を早めに辞めて、今は農業に専念されてしっかり作っておられ

ます。本人とも面談いたしましたが、頑張っておられるようなので問題あり

ません。  



１４ 

 

議  長  

２番につきましては、溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口です。  

 去る１０月１８日に事務局職員２名と現地確認しましたが、問題はないと

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２件を、適格者として証明することに決定

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」についてでございますが、議案番号の２２番及び２３番は○○委員の同居の

親族に関する案件です。 

農業委員会等に関する法律第３１条に、「農業委員会の委員は、自己または同居の

親族、もしくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することが

できない。」という旨の規定がありますので、初めに議案番号２２番及び２３番を除

く４７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１２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２件と一体的なもの



１５ 

であり、それぞれ議案第６号、議案第７号については、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５号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の議案番号２２

番及び２３番を除く４７件について、説明いたします。 

農家等からの利用権設定の申し出に基づき、広島市が作成した農用地利用集積計

画案について、平成３０年１０月２５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９ページから１７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１１月３

０日までとなっている計画の更新が２８件、農地と農業用施設用地に分けるための

再設定が２件、設定期間の変更が１件、所有権移転が５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。 

２番は貸人との使用貸借契約を合意解約し、新たに同人と賃貸借契約を締結する

ものです。 

３番は借入地の一部を農業用施設用地で使用するため、貸人との賃貸借契約を合

意解約し、農地と農業用施設用地に分けて再設定をするものです。 

４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ていたものを「広

島活力農業」経営者○○期生１人、○○期生２人に転貸するものです。 

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。 

 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。 

 １３番は期間の終期を受人の在留期間の終期に再設定するものです。 



１６ 

１８番及び４１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。１８番は農業用施設用地について再設定を行い、農地部分に

ついては、この後、議案第６号及び議案第７号の中間管理事業分でご審議いただく

こととなります。これは、中間管理事業では農業用施設用地が利用権設定の対象外

となっているためです。 

次に所有権移転ですが、農用地利用集積計画により農用地区域内の農地等を所有

権移転した場合、譲渡人については譲渡所得に係る所得税算定において８００万円

の特別控除が受けられ、譲受人については登録免許税の軽減（不動産価格の１００

０分の２０を１０００分の１０に軽減）及び不動産取得税の軽減（取得価格の３分

の１を控除）の税制上の特例及び、不動産登記においては、市町村による嘱託登記

を受けられる特例があります。 

農用地利用集積計画により所有権移転を行うためには、本市の農業経営基盤の強

化の促進に関する基本構想において、利用権設定の適用要件に加え、「農地適正化あ

っせん基準に適合することとなる者として農業委員会が作成するあっせん譲受け等

候補者名簿に登録されている者であること。」としており、認定農業者はこの名簿に

登録されています。 

４５番から４９番の５件の受人はいずれも認定農業者であり、この要件を満たし

ております。 

上程した４７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１２月１日に公告

を行い効力が発生することとなります。 

以上で議案番号２２番及び２３番を除く４７件の説明を終わります。 

 

議  長  

 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件及び所有権移転分の５件につい

て、担当委員のご意見をお伺いします。  

最初に新規分１１件。  

１番については梶山正治委員ですが、本日は欠席ですので、事務局に伝えて

いるということですので、事務局の方で説明お願いします。  



１７ 

 

山室主幹  

 梶山委員から意見を伺っておりますので、申し上げます。  

受人は認定農業者で、経営規模拡大のため農地を借り受けるものであり、現地調

査の結果も、問題はなかったことを報告します。  

 

議  長  

 ２番から４番は、岩重委員。  

  

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 ２番の件につきましては、１１月１日に現地確認を行いました。この地区

は、ほ場整備して以来、○○さんが貸借していましたが、その人が亡くなら

れましたので、お孫さんが借りて耕作をするものです。問題ありません。  

 ３番は、７月の豪雨で被災した一部でありまして、そこを整地し、○○農

園が借りてハウスを建てて、野菜を作ろうというもので、別に問題ないと思

います。  

 ４番につきましては、以前、活力生の○○さんが耕作されていましたが、

体調等のことがありまして、今回の活力の卒業生の○○さんがそこを借りて

野菜を作るということで、何の問題もございません。  

 

議  長  

 ５番から９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。  

５番の件ですが、土地所有者は健康上の理由で耕作がちょっと難しくなり

ましたので、活力生に貸すものです。  

 ６番、７番の土地所有者は、ご兄弟でして、これまでは、６番の土地所有

者が、耕作を一緒にされていたのですが、高齢で維持管理が難しくなりまし

たので、活力生への利用権設定となります。いずれも、問題ないと思います。  

 ８番の件ですが、土地所有者の健康上の理由で活力生への利用権の設定で
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問題はありません。  

 ９番の件ですが、農業振興センターの活力生で、青年等就農計画認定者で

あり、この４月から入植されまして、現在、野菜を一生懸命作っておられま

すので、問題ありません。  

 

議長  

１０番は山縣委員ですが、まだ、来られておりませんので、意見は事務局

のほうでお願いします。  

 

山室主幹   

 山縣委員からのメモを読み上げます。  

 １０番について説明します。１０月１１日に伊崎推進委員と現地調査しま

した。面積○○ａに初めて小松菜を栽培し経営意欲に燃えておられます。近

隣の方をパートで雇用し一丸となって頑張りますと強い耕作意欲を感じまし

た。今後もハウス栽培にまい進したいとのことで頼もしく思えました。私と

伊崎推進委員とで今後も地元の農家と一緒に借受人を支え、地域発展のため

に頑張る所存です。問題はありません。  

 

議  長   

 １１番は前田委員、よろしくお願いします。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

１１番の案件は、不在地主で高齢のために、使用貸借権を設定するもので、

異議はございません。  

 

議  長  

先程言いました所有権移転について、１７ページに移らせていただきます。 

４５番から４９番について伊藤委員、よろしくお願いします。  

   

伊藤委員  

７番の伊藤です。  
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１０月２５日に現地調査を行い、事務局から説明がありましたように、す

べて担い手が認定農業者でありまして、何の問題もありません。  

 

議長  

 以上で終わりましたが、その他、ご意見、ご質疑がありますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようですが、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）  

 

議  長  

 異議がないので、議案第５号の議案番号２２番及び２３番を除く４７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。  

 続いて、議案第５号の議案番号２２番及び２３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５号の議案番号２２番及び２３番の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５号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の２２番及び２

３番について、説明いたします。 

 １３ページ、１４ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が本年１１月３０日までとなっている継続２件で、農用地利用

集積計画の内容は、議案のとおりです。 

本件につきましては、経営面積・農業従事日数など、農業経営基盤強化促進法第
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１８条第３項の各号並びに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１２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５号の２２番及び２３番の説明を終わります。 

 

議  長  

 議案第５号の議案番号２２番及び２３番については、引き続き営農活動が行

われておりますので、担当委員の意見は省略させていただきます。  

何か皆様の方で、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、議案第５号の議案番号２２番及び２３番は計画案の

とおり決定してよろしいでしょうか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

 異議がないので、議案第５号の議案番号２２番及び２３番の２件を、計画案

のとおり決定し、その旨を市長へ回答することに決定いたします。  

 ○○委員の着席をお願いします。  

  

（○○委員入室・着席）  

 

議  長  

 ○○委員、議案第５号の議案番号２２番及び２３番について計画案のとおり

決定しましたことをご報告いたします。  

 続きまして、１８ページの議案第６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１２件と、議

案第７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



２１ 

いての２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します。 

 

有馬主査  

議案第６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７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６号、議案第７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１８ページから２０ページをご覧ください。 

議案第６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２１ページ、２２ページをご覧ください。 

議案第７号の配分計画案は、議案第６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１０月１

５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６号で中間管理機構が借り受けた農地を、議案第７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。 

新規分につきましては、受人の法人化に伴い、法人代表者と広島市農林水産振興

センター及び農用地所有者との賃貸借契約を合意解約し、法人として新たに中間管

理事業で賃借権を設定するものです。 

継続分につきましては、農地と農業用施設用地に分けて再設定するものです。農

業用施設用地が農地中間管理事業で設定できないため、議案第６号、議案第７号い

ずれも、農地部分のみの設定となっています。 

今後、広島市長が、平成３０年１２月１日に議案第６号の農用地利用集積計画を

公告し、また、議案第７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１２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



２２ 

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

することとなっています。 

以上で議案第６号及び議案第７号の説明を終わります。 

 

議  長  

 この議案につきましても、新規分について担当委員のご意見をお伺いしま

す。  

岩重委員、よろしくお願いします。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。１番から８番までは、活力生である○○さんが個人契約

して借りておられました。  

 ９番から１２番は、農業振興センターが賃借しておりましたが、今回○○

さんが法人化されまして、事務の簡素化という面で中間管理機構にひとまと

めするものです。問題はありません。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようですが、議案第６号は計画のとおり決定し、また、議案第

７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、そのように決定いたします。  

                                    

 続いて、２３ページの議案第８号、「広島農業振興地域整備計画の変更に係
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る意見聴取」について、４８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８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２３ページの説明にありますように、広島市が農業

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、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８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７件、農地法第５条許

可申請予定の案件が３２件、非農地証明に係る案件が４件、携帯基地局設置に係る

案件が３件、公共用施設に係る案件が２件の、合計４８件を農用地区域から除外し

ようとするものです。 

また、農用地区域へ編入するものは、６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「広島農業振興地域整

備計画の変更に係る意見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１２月下旬に農振法第１１条に基づく公告を行う予定であり、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８号の説明を終わります。 

 

議  長  

 議案第８号について、事務局の説明が終わりましたが、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」
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の１番から順次、担当委員のご意見をお伺いします。  

１番につきましては、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

 これは９月２０日に事務局職員と一緒に現地調査を行いました。分家住宅

を建てるものであります。問題はないと思います。  

 

議  長  

２番につきましては、岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 現地は県道と川と工場の間に挟まれた土地でして、数年、休耕ということ

でカヤが生えたりして、景観も悪く困っていました。地主は県外に居られま

して、全然管理が届かないということで、今回太陽光発電施設を設置したい

という事で、他の農地には被害もなく別に問題ないと思います。  

 

議  長  

３番から７番は、己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

３番から７番は９月１９日に事務局職員と現地の調査を行いました。  

３番、４番、７番は太陽光発電の設備を設置するという案件です。周辺農

地への耕作には問題ないと思います。   

 ５番は、公共事業に伴う代替墓地の設置の申請の案件ですが、異議はござ

いません。  

 ６番は申請地に○○㎡の農機具、墓地、管理の用具等の収納庫を建てると

いうことで、建てることによる耕作への影響はないと思われます。  

 

議  長  
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続いて農地法第５条許可申請予定のものについて、担当委員の意見を伺い

ます。  

１番から３番は、伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。  

１番につきましては９月２８日に、２番、３番は７月２０日に、いずれも

私と事務局職員と一緒に現地調査を行いました。  

いずれも休耕になっておりまして転用事由になると思います。  

特に問題はありません。  

 

議  長  

４番、５番及び７番から１０番私が意見を述べます。  

 この件につきましては、駐車場にされるということで、周りや近所にも迷

惑は今のところないという事でして、問題はありません。  

 ７番、８番につきましても、駐車場ということでして、問題はありません。  

９番、１０番につきましても、９番は資材置場という事で、問題はありま

せん。  

１０番につきましては、美容院と飲食店ということでして、これは国道か

ら２００ｍ奥に入った道の傍で、問題はありません。  

 

議  長  

６番については谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。  

 ９月１９日に事務局職員と現地の調査を行いました。不在地主のため現在

休耕となっています。道路と造成地に挟まれており、周囲に農地もなく問題

はありません。  

 

 

議  長  



２６ 

１１番については岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

 １０月１７日に、事務局２名と現地確認をいたしました。この土地は入り

口がなく、今までは委託で近所の人が作っておられましたが、その人が辞め

られまして、そこの農地に行かれなくなって、地主さんも困っておられまし

た。譲渡人は農業が出来ないということで、所有権移転して太陽光発電施設

を設置するというものです。近所の農地には別に影響はないと思いますので、

異議はありません。  

 

議  長  

１２番から２８番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

 １２番から２８番のうち２３番を除く案件について、９月１９日に事務局

職員２名と現地調査を行いました。  

 １２番から１９番は太陽光発電設備の申請予定のものでございまして、こ

れを設置することで耕作には影響はないと思います。  

２０番、２１番は７月６日の豪雨災害により家屋流出したため、休耕中の

申請地に住宅を新築するということです。異議はありません。  

 ２２番の譲受人は成年等就農計画認定者として昨年４月に白木町に新規就

農し、ハウスで小松菜を栽培されています。住宅を仕事場の近くに新築する

もので、異議はありません。  

 ２３番は平成３０年８月１７日に事務局職員２名と現地調査を行ったとこ

ろです。譲受人は店舗前の休耕田となっている申請地の一部を、来客用の駐

車場等として利用するということで、異議はありません。  

２４番、２５番は、譲受人が太陽光発電設備を設置する申請ですが、申請

地周辺は湿原で荒れており、そこに設置する事によっての周辺農地には影響

はありません。  

２６番から２８番までの申請は、現在休耕状態でありまして、今後耕作す
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る予定はないということで、太陽光発電設備を設置する案件であります。設

置することで周辺農地への影響はないと思われます。  

 

議  長  

２９番は山縣委員ですが、事務局から説明をお願いします。  

 

山室主幹  

 ２９番について説明いたします。９月６日に農業委員会事務局が、９月７

日に山縣委員が現地調査をしました。申請地は農地として管理されておりま

す。譲渡人は高齢のために耕作困難となり、現状維持に資材置場として貸し

たいので賃借権を設定するものです。近隣農地等に被害は生じないものと認

められるので、農振農用地の除外は異議のないものとみなします。  

 

議  長  

３０番から３２番、前田委員。  

 

前田委員  

 １７番の前田です。  

 周辺農地への影響も少ないと思われますので、問題はありません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようでございますが、「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  
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 異議がないので、議案第８号の４８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、３６ページの議案第９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。 

 

有馬主査  

議案第９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１０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。 

それでは、議案の３６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番の申請者は、安佐南区において、現在、ハウス及び露地で広島菜、ミブナ、

キュウリなどを栽培しています。 

今後は、広島菜やミブナ等の作付面積を増やすことで、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、ひろしま活力農業経営者第○期生で、平成２０年４月から安佐

南区に就農されており、平成２７年４月に法人を設立され、平成２７年６月に法人

で農業経営改善計画の認定を受け、平成２８年１０月に、変更認定を受けています。 

現在、ハウスでコマツナや広島菜、バジルなど葉物野菜を栽培しています。 

今後は、安佐南区において、補助事業や制度資金を活用し、経営面積を増やし、

生産量の増加を図ることで、年間の就労時間○○時間、農業所得○○万円を目指す
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計画を立て、農業経営改善計画の変更を申請したものです。 

以上で議案第９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番につきましては溝口委員。  

 

溝口委員    

 ５番の溝口でございます。   

１番の申請者は、佐藤委員さんと同様に私たちの盟友でございまして、息

子さんも、がんばっておられて、問題ないと思います。  

 

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。  

 １１月３日に野稲推進委員、浅元推進委員と訪問しました。本人が作成し

た今後３０年の計画を聞かせてくれました。自分が元気なうちは心配かけな

いようにやっていこうということで、今は○○地区だけですが、今後は○○

地区に、補助事業や制度資金を活用して経営面積を増やして、約○○万円の

所得を実現したいという意向のようです。規模拡大のために非常に精を出し

て頑張っておられます。全く問題ありません。  

 

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、「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。  



３０ 

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

 異議がないので、議案第９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。  

 議案第１０号、「青年等就農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１０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９月１４日付けで、広島市農業経営改善支援センターから、農業経営

基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定審査にあたり、意見聴取の依頼があ

りました。 

この計画認定にあたっては、広島市青年等就農計画認定要領により、公益財団法

人広島市農林水産振興センターに設置された広島市農業経営改善支援センターが、

関係機関への意見聴取により審査を行うものとされており、農業委員会の意見を求

めてきたものです。 

認定を受けるための要件は、２点あります。 

第１点が、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が策定した「基本構想」の経営

指標に照らして適切であること。 

第２点が、目標を達成することが確実であると見込まれること。 

となっています。 

それでは、議案の３７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３をご覧ください。 

１から３番の申請者は、いずれも、平成３０年度“ひろしま活力農業”経営者育

成事業の実地研修生で、１番の申請者は安佐北区白木町、２番の申請者は安佐北区

安佐町、３番の申請者は安芸区阿戸町に就農されました。 

ハウスでコマツナなどの葉物野菜の栽培を行い、技術の向上による増収を図るこ

とにより、年間の就労時間概ね○○時間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。 
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 以上で議案第１０号の説明を終わります。 

 

議  長  

 議案第１０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番については岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。  

１１月４日に奥推進委員と一緒に話を伺いました。○○さんは、○○農園

の研修生であって、それから農業振興センターの活力農業のほうで研修を受

けて、今年から就農されるということです。１～２年は現状のままやってみ

て経営を確立し、出来れば来年ぐらいからパートではなく、従業員を雇用し

て規模拡大に向けて営農したいという意欲をもっておられます。３年位から

売上げ○○万円以上を目標に頑張って行きたいと言われておりました。好青

年で、几帳面な性格でして、なかなか立派にやってくれると思います。出来

れば、その近辺の農地があれば、お世話をして欲しいという意見も頂いてお

りますので、今後気を付けておきたいと思います。  

 

議  長  

続きまして、２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。  

２番の○○さんは、この４月に就農されまして、今現在コマツナとホウレ

ンソウを一生懸命取り組んでおられます。そして、少しでも空き地があれば、

そこに露地野菜、現地に伺った時はタマネギ等を植えておられました。何回

かお会いしました時に、非常に夏の暑い時でもハウスにおられまして、熱中

症で倒れられるんじゃないかと心配もした位であります。今現在野菜の方は

順調に生育出来ているのですが、ほ場の周囲にイノシシ、鹿等が近寄って来

ておりまして、その対策と、これから安佐町という場所で冬場の気温が厳し

くなってきますので、回転率が下がってくるということで、その２つを心配
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されていました。既に現地がコの字型の形をしているのですが、その中に空

いたほ場約○○㎡ですが、それを借り上げて将来的にはハウスを倍の面積に

したいという夢を持って頑張っておられます。特に問題ないと思います。  

 

議  長  

３番は山縣委員ですが、事務局の方で説明お願いします。  

 

山室主幹  

 山縣委員からのメモを申し上げます。  

 議案第５号で説明しましたとおり、○○さんは活力の実地研究生です。伊

崎推進委員と一緒に現地調査を行いました。コマツナを栽培し、とても経営

意欲に燃えられておられ、本人からも今後もハウス栽培に邁進したいという

ことです。問題はないということです。  

 

議  長  

 ３番まで終わりましたが、皆さんからの、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

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１０号の３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させていただきます。  

続きまして、議案第１１号、「特定農地貸付けの承認申請」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。 

 

有馬主査  
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議案第１１号、特定農地貸付けの承認申請（変更）について、説明いたします。 

議案の３８ページをご覧ください。 

変更申請概要は、議案に記載しているとおりです。 

特定農地貸付けについて承認を得た者は、農地の地番等を変更する場合は、特定

農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第４条第１項の規定により、

農業委員会に承認を求めることとなっています、 

本件は、平成２３年１２月５日付で特定農地貸付の承認を行い、平成２４年４月

１日から○○菜園として開園していますが、申請者が隣接地に市民菜園を規模拡大

することから、地番の追加、面積の変更を行うものであります。 

本件は、１０月１２日付で、広島市との間で変更貸付協定を締結しており、平成

３１年４月１日に開園予定の市民菜園用地です。 

以上で議案第１１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。福

島委員、お願いします。  

 

福島委員  

 ２番の福島です。  

 １０月１８日に事務局２名と現地調査しまして、事務局の説明のとおり、

現在○○区画から○○区画増やして○○区画に変更するもので、問題ないと

思います。  

 

議  長  

 それでは、皆さんから、ご意見、ご質疑がございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

 意見がないようですが、承認することに異議はございませんか。  

 

（委員：異議なし）  
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議  長  

 異議がないので、議案第１１号の１件を承認することに決定します。  

 続きまして、議案第１２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、７３４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１２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（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、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（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３９ページをご覧ください。詳細については、別冊４をご覧く

ださい。 

１番から１３番の合計７３４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（４）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。 
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以上で議案第１２号の説明を終わります。 

 

議  長  

 議案第１２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６番は、梶山正治委員ですが、欠席のため、事務局の方に説明を

お願いします。  

 

山室主幹  

 梶山委員から意見のメモをいただいておりますので読み上げます。  

 １番から６番の安佐南区伴地区は、８月８日から２５日にかけて、川崎推

進委員と現地調査をし、その結果山林だったことを報告します。  

 

議  長  

８番は己斐委員。  

 

己斐委員  

 ９番の己斐です。  

 ８番の安佐北区白木町大字市川は平成３０年９月２８日に担当地区の世羅

推進委員と同行し現地調査をいたしました。その結果山林であったことを報

告いたします。  

 

議  長  

７番は伊藤委員、よろしくお願いいたします。  

 

伊藤委員  

 １０月４日に浅本推進委員と現地調査を行いました。いずれも山林となっ

ております。非農地であることを確認いたしました。  

 

議  長  

９番は谷口憲委員。  
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谷口（憲）委員  

 １４番の谷口です。  

 ９番の安佐北区安佐町鈴張は９月２８日に中本推進委員と現地調査をし、

その結果、山林であったことを報告します。  

 

議  長  

１０番から１３番は山縣委員ですが、事務局の説明をお願いいたします。  

 

山室主幹  

 １０番から１３番を説明します。９月２２日に安芸区瀬野、上瀬野町、瀬

野南町を担当の中野推進委員と私とで現地調査を行いました。その結果現況

は山林であったことを報告します。  

 

議  長  

 担当委員の説明が終わりましたが、皆様からのご意見、ご質疑がございま

すか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、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１２号の７３４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４号の専決処理等について、６８件を一括して報告しま

す。事務局に説明をお願いします。  
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有馬主査  

報告第１号から第４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２２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２８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９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９件

は、広島市農業委員会事務局規程第７条第５項の規定により、事務局次長が専決処

理をしました。 

以上で報告第１号から第４号までの説明を終わります。 

 

議  長  

 報告第１号から第４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、「遊休農地について」の議事に入ります。事務局に説明をお願いしま

す。 

 

石本専門員  

本日お手元にお配りしました、平成３０年第１１回広島市農業委員会総会・配布

資料という、こちらの方お開きください。 

資料１、２、３、４、５と書いてあります。 

１番の遊休農地についてです。資料１、２ページをお開きください。 

広島市全体では、１行目にあるように、３７０筆、２２５，７１８㎡となりまし
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た。 

その内訳は、Ｈ３０年新たな遊休農地として、１５０筆、７３，７０４㎡、Ｈ２

９年以前からの遊休農地は２２０筆、１５２，０１４㎡でした。 

平成２９年末の遊休農地は、表の中ほどにありますとおり、２９９筆、１９６，

０７２㎡でした。 

その表の上に、Ｈ３０年に解消された遊休農地があります。 

推進委員及び農業委員に遊休農地の解消に努めて頂いたところ、７９筆、４４，

０５８㎡解消された所がありました。 

内訳は、耕作・保全管理された農地が４４筆、３１，１１５㎡。非農地等となっ

た農地が３５筆、１２，９４３㎡ありました。 

さきほど、申し上げましたように、解消されなかった遊休農地、平成２９年から

引き続き遊休農地だったものが２２０筆、１５２，０１４㎡となっています。Ｈ３

０に解消された遊休農地（Ａ）とＨ３０遊休農地の間に書いてありますけど、解消

されなかった遊休農地の中で、勧告となる農地が１１筆１７，５３８㎡あります。 

次のページ、３ページはそれぞれ地区協議会ごとの筆数を書いてあります。その

合計が２ページです。また４ページはその面積です。面積を地区協議会ごとに書い

ています。その合計が、トータルの所が２ページに計上されて集計となっておりま

す。 

引き続き平成２９年遊休農地ということで、５ページからです。 

６ページから１６ページまでが、それぞれの地区協議会ごとに平成２９年遊休農

地の調査結果について集計しております。それぞれ表の一番右端に農地所有者等の

意向を記入しております。また右端から２番目の欄に、平成３０年、今年の調査で

どのような状況であったかを記入しております。 

この農地で、調査した時は、遊休農地であったが、耕作・保全管理などがされて

いましたら、事務局まで、お知らせください。 

続きまして、勧告農地についてです。 

１７ページからです。１８ページをお開ください。勧告予定農地です。 

１８ページから２０ページがその詳細です。  

この勧告が行われる農地は、農業振興地域内の農地で、１，０００㎡以上の農地

です。現在、農地中間管理機構への意思表明をしておらず、自ら耕作の再開を行わ

ないなど、遊休農地を放置している場合です。 

また、中間管理機構への貸付申込書の提出のない場合も該当いたします。 
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勧告になりますと、課税強化となり、Ｈ３１年度から固定資産税が１.８倍となり

ます。 

１１月には、勧告しなければならないことから、委員におかれましては農地利用

最適化推進委員とともに、再度、現地確認及び所有者への保全管理等のお願い、中

間管理機構への貸付申込書の提出等の御指導をよろしくお願いします。 

  また、現地が保全管理等されていましたら、至急事務局までお知らせください。

勧告を取り下げます。以上、勧告の農地についてでございます。 

引き続きまして平成３０年遊休農地です。 

２１ページです。２２ページから２８ページまで、それぞれの地区ごとに書いて

おります。 

前回第３回の地区協議会で、推進委員及び農業委員に遊休農地を選定していただ

きました。 

また、９月から１０月にかけて、事務局は、推進委員と現地調査をいたしまして、

この表を作成しております。 

現在、推進委員が１１月末を目標に農地所有者等へ意向調査を実施しているとこ

ろです。 

委員におかれましては、推進委員と協力して、意向を聞いていただければと思っ

ております。よろしくお願いします。 

以上で遊休農地の説明を終わります。 

 

議 長 

 今、説明がありましたように、平成２９年の遊休農地につきましては、勧告とな

らないよう、地元委員さんにお願いをしていただきたいというように説明してほし

いと事務局からの指示もございます。皆さんのご努力をお願いいたします。 

 平成３０年の遊休農地については、現在、推進委員さんが、意向調査を実施して

おりますので、皆さんからのご支援をよろしくお願いします。 

また、本日の資料は、９月の地区協議会で決定した遊休農地ですが、明日からの

地区協議会で再度、遊休農地でよいのか、確認いただければと思っております。 

 続きまして、「平成３１年度 広島市農政に関する意見書の市長提出・議長要請結

果報告について」でございます。 

配布資料の資料２をご覧ください。先月３１日に農業委員４名、農地利用最適化

推進委員３名が出席し、市長へ意見書を提出し、また、議長へ農政に関する要請を
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行いました。 

２９ページを開いていただいて、資料２です。こうした方法、人数で、１０月３

１日、１１時半から１２時に、市長にお会いしております。 

それから１３時から１３時半に議長へ、お願いにあがっております。 

市長のコメントを抜粋し、皆さんへ説明をさせていただきます。市長からは、ま

ず日頃の農業委員の本市農政の推進への協力と、積極的な意見の提出に対するお礼、

７月の豪雨災害での農業施設の被害に関するお見舞い、被害農地、被災農業者への

支援に対するお礼を述べられました。次に、戦後の農業政策と、農林水産行政のあ

り方について色々なことを述べられその中で、今年は初めておっしゃったことです

が、農業活動の中で農協のことを言葉にされておりました。また、働く場の確保、

農協のあり方についても、お話をされておりました。それから、有害鳥獣の出没や

コントロールについても色々なことをお話になるなど、長い時間を取ってお話をい

ただきました。議長とのお話の時には、沼田委員から、有害鳥獣についてもお話を

いただきました。 

 

河野（芳）委員。 

 農協については何を言われましたか。  

 

議  長  

 国の農業政策は、農協を支援することで、農業者を支援してきた。農業就

業者が減ってきており、今あらためて地域の中で日々農業活動をやっている

方々の支援等を農協に頼ることになる。また、市としても努力しているんだ

ということでした。活力生を増やすことを言っておられました。  

 

河野（芳）委員 

 農協は３３年に合併するのですよね。そういう話はないですか。  

 

議  長  

 何もありません。  

他にご参加された方で何か意見はありませんか。  

 また、明日から始まる地区協議会でお話をいただければと思いますので、

よろしくお願いします。皆さんよろしいですか。  
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（委員：意見なし）  

 

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  

お手元の配布資料の資料３、３７ページをご覧下さい。  

平成３０年度農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック研修会の開催です。  

日時は、広島は中区加古町で１１月２６日、１３時からでございます。  

三次が近い方は１１月２８日の１３時から１６時まで、みよしまちづくりセンタ

ーでございます。  

例年、農業会議主催でやっております。  

参加希望者は１１月１３日までに参加場所を事務局まで連絡いただきたいと思い

ます。 

 引き続きまして３９ページでございます。資料４、平成３０年度イノシシ等捕獲

技術研修会の開催です。  

こちらは、１１月２８日に三次であります。  

１１月２９日に県庁でございますので、参加をご希望される方は、１１月

１３日までに参加場所を農業委員会の事務局まで連絡下さい。  

引き続きまして４１ページ、資料５でございます。  

平成３０年１１月の現地調査日程についてでございます。  

今月の許可案件等の受付締切日は１１月１５日でございます。 

よって、１１月１５日の夕方頃に、皆様には電話をしようと思っております。 

１１月１６日は、午前は旧市。午後は安芸区、１１月１９日、午前は安佐北区可

部・安佐。午後から安佐北区白木・高陽地区、１１月２０日、午前は安佐南区。午

後は佐伯区という予定ですので、日程の方よろしくお願いしたいと思います。 

 引き続きまして、別紙で１枚だけ、今回の地区協議会の日程が書いており

ます。  

平成３０年度第４回地区協議会の日程でございます。  

 旧市で１１月９日、１３時４０分に東区役所に集まっていただいて、皆で
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現地を確認するということと、会議後懇親会をいたしますので、よろしくお願い

いたします。 

安佐南区は１１月１２日、１５時半からいつものように、こちらも懇親会があり

ますので、よろしくお願いいたします。 

白木高陽地区、１１月１３日に農振センターの方でございます。 

 次でございます。明日ですね、１１月６日、可部・安佐地区がございます。例年

いつもですね、安佐北区役所でやっているのですが、ＪＡ広島市の安佐支店、

コムズの１階であります。コムズの１階にエスカレーターで上がるとこがあ

ります。そこの奥に会議室があります。そこに行ってください。間違わない

ように、ＪＡ広島市の安佐支店でございます。可部・安佐地区の方は間違わ

ないようにお願いします。  

安芸地区協議会はこれも、１１月６日の１４時、明日ございます。こちら

の方もＪＡ安芸畑賀支店、こちらも前回やったのですが、ＪＡ安芸畑賀支店

でございます。両方とも災害の査定等で区役所が詰まっておりまして、いつ

もやらないとこでやるので間違わないようにお願いしたいということでござ

います。  

佐伯区は１１月７日、佐伯区役所で１０時からでございます。よろしくお

願いします。  

 

議 長 

 ただいま事務局から説明が終わりましたが、ご皆様の方で、ご質問等は、ござい

ますか。 

 

（委員：意見なし） 

 

議 長 

 続きまして、農業委員会等の改選事務につきまして、事務局から説明があります。 

事務局の説明をお願いします。 

 

石原次長  

ただ今、資料をお配りしましたが、農業委員会等の改選事務のことで、ご説明い

たします。 
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農業委員会の改選事務のスケジュールや定数については、９月の役員・地区

協議会会長会議を経て、先月の総会の場でご説明をしてご了承いただきまし

たが、内容に一部変更がありますので、ご説明をします。  

変更内容は農地利用最適化推進委員の定数についてです。推進委員の定数

については、前回もご説明したとおり、農地面積１００ｈａに１人を上限に

するという定めがありますので、前回平成２９年１月１日現在の固定資産税

課税台帳のデータを元とする、広島市の統計書の農地面積４ ,２４５ｈａを上

限がございましたので、それをもとに４３人になるという旨ご説明しており

ました。これは例年１月１日現在の統計数値の確定時期が大体年末になるた

め、今回１２月に条例の改正案、定数の改正案を提出する時期には間に合わ

ないというふうに聞いておりましたので、２９年１月１日でご説明していた

ものなのですが、その後、市の方で担当課等々調整を行った結果、この度、

平成３０年１月１日の農地面積の確定が条例の定例に間に合う見込みとなっ

たことです。その１月１日の面積が以前ご説明しました２９年が４，２４５

ｈａだったのですが、大幅に減りまして４，１９１ｈａになりました。それ

で推進委員の定数が現行４４名から２名減の４２名に変更する必要があると

いうことになりました。これに伴いまして各担当地区の定数についても変更

する予定があるんですが、この方法については前回ご説明をしました方法の

とおり、各地区の農地面積を元に按分して算出いたしました結果、お手元の

資料にもありますが、前回１名減とご説明した、旧五日市町地区に加えまし

て、第５区の旧高陽町地区に付いても、１名減とする必要があるものです。  

なお、以上の内容につきましては、本日総会前に役員地区協議会会長会議

を開催し、そこで諮りましてご了承いただいたものでございます。  

また、今日この内容でご了承いただきましたら、明日以降開催される地区

協議会において、推進委員の方にも事務局の方から説明をさせていただこう

と考えております。説明は以上になります。  

 

議 長 

 皆さんから、今の説明についてのご質問がありましたら、よろしくお願いします 

 

（委員：意見なし） 
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議 長 

 推進委員の定数は２名減となります。本日開催しました役員・地区協議会

会長会議の協議では、第５区の高陽地区と第１０区の五日市地区、以前に説

明がありましたように、推進委員をそれぞれ１名減ということになりました

ので、この内容で今後、事務を進めていくこととなりましたので、よろしくお

願いします。  

数字的に割っていきますと、こういうことで、明確に数字で明らかにさせ

てもらっております。皆様からのご異議はありませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議 長 

 それでは、推進委員の各地区の定数については、１２月の総会で「推進委員設置

規則」を改正する議案を上程し、審議していただくようになっていますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長  

 それでは、これで平成３０年第１１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  

 次回は、平成３０年１２月５日、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。よろしくお願いします。  

 以上をもちまして、本日の審議等はすべて終了しました。皆様には、長時

間にわたりご審議いただき、たいへんお疲れでございました。  

  


