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平成３１年第１回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３１年１月７日（月）   開会 午後２時３０分  

                       閉会 午後３時３５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  １９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  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  

なし  

 

６．議事録署名者  

１３番  沖田  光春    １４番  谷口   憲  

 

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  
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・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）農地転用届出撤回の専決処理について  

（６）農地転用（農業用施設）届出の専決処理について  

 

・その他 

（１）遊休農地について  

（２）先進地視察について  

（３）市長と農業者との懇談会の開催について  

（４）認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交換会の開催に  

ついて 

（５）農業委員会だより（平成３１年冬号）について  

（６）平成３１年１月の現地調査日程について  

 

 

 

議  事 

 

議  長（河野会長）  

それでは、ただいまから、平成３１年第１回の広島市農業委員会総会を開

会します。  

本日の欠席は、ないようであります。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。  

１３番、沖田委員、１４番、谷口憲委員にお願いします。  

それでは、ただいまから議事日程により、審議事項に入ります。  

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、６件を

上程します。事務局に説明をお願いします。  

 

有馬主査  

 事務局の有馬です。本年もよろしくお願いいたします。  

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
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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６番は自宅から近く便利なため申請地を取得するものです。  

 ２番から５番は経営規模拡大のため申請地を取得もしくは借り受けるものです。  

 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番は福島委員。  

 

福島委員  

２番の福島です。１２月１７日に私と溝口委員と事務局職員と現地を調査

をいたしました。居住地が近く便利なため購入するもので、別に問題ないと

思います。  

 

議  長  

２番は岩重委員。  

 

岩重委員  

 ８番の岩重です。１２月１８日に己斐委員、事務局２名と現地確認を行い

ました。現地は休耕地になっておりまして、雑草が少し生えている状況であ
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りましたが、これは○○さんが取得されるのですが、ちょっと手入れしてく

ださいと言ったところ、すぐやるということなので、問題ないと思います。  

 

議  長  

３番、４番は沖田委員。  

 

沖田委員  

１３番の沖田です。１２月１８日に沼田委員、事務局職員が現地調査をさ

れ、私は２５日に調査しました。経営規模拡大のために所有権移転と使用貸

借権を設定されたいということです。問題ないと思います。  

 

議  長  

５番につきましては、私の方から説明させていただきたいと思います。１

２月１８日に谷口憲委員と私と事務局と現地を確認しております。現地を見

たときには、草はきれいに刈ってあるような状況です。そこを譲受人が取得

するという件でございまして、譲受人は丁寧な人で、取得後も作物を十分に

作ってもらうという判断をしております。異議はございません。  

６番は谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。１２月１８日に河野信義委員と私と事務局職員と現地

を確認しました。現地は雑草が生えていましたが、今回の申請にあたり譲受

人がきれいに草刈をされて、トラクターで耕起まで行っておられましたので、

特に問題はないと思われます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

谷口（迪）委員  

 所有権移転はだいたいどのくらいの金額であるとの説明はないんですか。

１番とか２番とか、所有権移転する場合、金額は公表しないんですか。  
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議  長  

 地域によってずいぶん違いますね。金額については、今までも、そういう

質問の無い限りは、ほとんど言っていません。  

 

福島委員  

 市街化区域と市街化調整区域とでは単価が違うので、一概には言えない。

税金でその地域の平均があるので、それで計算すれば出ないことはないと思

うが、評価額の問題があるので、事務局が良いということであればいいが、

そうでないと公表は難しいのではないか。  

 

山室主幹  

 議案番号１番の所有権移転ですが、坪単価は○○円強で取引されています。 

 

議  長  

 他にございませんか。  

 

児玉委員  

 ３番と４番は所有権移転と使用貸借で○○㎡ですが、新規就農になるんで

すか。経営規模拡大となっているので、まだ他にもやっておられるんですか。  

 

議  長  

 どうですか。  

 

山室主幹  

 広島市以外で就農されておりまして、今回広島市でもということなので、

経営規模拡大ということでさせてもらいました。  

 

議  長  

 他にございませんか。  

 

（委員：意見なし）  
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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６件を許可することに決定します。  

続きまして、議案第２号、「農地法第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、申請人は造園業を営んでおり、５条許可申請の

２番の農地とともに資材置場として利用しようとするものです。  

２番は、雑種地への転用事案で、申請人は宗教法人の代表役員を務めており、５

条許可申請の１１番の農地とともに寺への参拝者用の駐車場として利用しようとす

るものです。  

３番は、市街化調整区域内での宅地への転用事案で、所有する農機具等の置場が

手狭となったため、農機具用倉庫兼車庫を建築しようとするもので、開発行為の許

可については、申請人が農業従事者であることから開発許可は不要であることを関

係課に確認しています。  

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
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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、２番の案件については、既に雑種地として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  

議案第２号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番は己斐委員。  

 

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

の確認をいたしております。申請人は造園業の資格を有しており、植木資材

とか庭石、植木の仮置場ということで利用する旨の回答を、平成３０年１２

月２１日に申請代行者の○○氏より電話にて確認をいたしております。  

 

議  長  

２番は前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。２番について説明いたします。１２月１９日に事務局

職員２名と現地調査を行いました。お寺の住職は寺の組織の会長をしておる

方でございまして、参拝者の駐車場を作るということで異議はございません。 
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議  長  

３番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。１２月１９日に事務局職員２名と現地調査を行いまし

た。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、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

２３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
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でご参照ください。  

それでは、議案の５ページから９ページをご覧ください。  

１番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、貸資材置場として整備し、貸

し付けしようとするものです。  

２番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け、４条許可申請の１番の農地と

ともに資材置場として利用しようとするものです。なお、本案件は譲受人の単独申

請ですが、これは農地法施行規則第１０条第１項の規定により、農地の所有権移転

等に関する判決が確定した場合は、単独申請することができるとされていることに

よるものです。  

３番、８番及び９番は太陽光発電設備用地への転用事案で、申請地を譲り受け、

太陽光パネルを設置しようとするものです。  

４番及び５番は宅地への転用事案で、平成 30 年 7 月の豪雨により住宅が流失し

ため、申請地を譲り受け、住宅 1 棟を建築しようとするものです。  

６番、７番、１１番及び２３番は雑種地への転用事案で、申請地を譲り受け又は

借り受け、駐車場として利用しようとするものです。なお、１１番の事案は、４条

許可申請の２番の農地と一体的に利用するものです。  

１０番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け、駐車場への進入路として利

用しようとするものです。  

１２番から２１番は雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、道路改良工

事に伴う土砂の仮置場として利用しようとするものです。一時転用期間は平成３３

年４月３０日までとなっています。  

２２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。  

１番から１２番、１４番、１７番、１８番、２２番、２３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、１３番、１５番及び１６番の一部、及び１９番から２１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、
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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２３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。  

なお、６番、１０番及び１１番の案件は、既に転用済みですが、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。  

４番、５番、１２番から２１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。  

なお、４番、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１２月１９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。  

また、１２番から２１番の案件は、事業計画全体の転用面積が３，０００㎡を超

えるため、本総会で承認されますと、１月１８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。  

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番は山本委員。  

 

山本委員  

 ３番の山本です。１２月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。貸

資材置場に転用する案件です。現地確認いたしましたが、山際の農地で既に

鳥獣被害で耕作を辞められており、ずっと休耕とのことでした。周辺に農地

はありますが、転用後の影響はないと思われます。  

 

議  長  

２番から５番は己斐委員。  
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己斐委員  

９番の己斐です。２番は平成３０年１０月１７日に事務局職員２名と現地

の確認をいたしました。この件は議案第２号農地法第４条の規定による許可

申請の１番の南側に接している申請地で、所有権移転後は資材置場、庭石、

植木の仮置場として利用する旨の回答を、平成３０年１２月２１日に、同じ

く申請代行者であります○○氏に電話にて確認をしております。資材置場、

資材等を置くことによる耕作には影響はないと思います。  

続きまして３番は平成３０年１２月１８日に事務局職員２名と現地の確認

をいたしました。申請地は現在休耕中となっており、○○㎡は太陽光発電設

備用地として、○○㎡の雑種地は進入路にしたい旨の説明を受けています。

設置することによる耕作には影響はないと思います。  

４番、５番は、平成３０年９月１９日に事務局職員２名と現地確認をいた

しております。これは平成３０年７月の豪雨で家屋が全流失したために住宅

用地を探しておられたところ、たまたま譲渡人所有の農地を譲り受ける運び

となるという案件でございます。私たち町内会の会員でもありまして、早期

に住み慣れた所への帰宅を願うばかりのところでございます。  

 

議  長  

６番、７番は沖田委員。  

 

沖田委員  

 １３番の沖田です。１２月２５日に現地調査いたしました。既に駐車場と

して使用されており、事務局説明のとおり、始末書が出ているということで

した。７番は、駐車場１２台を作りたいというものです。周辺には影響あり

ません。  

 

議  長  

８番は山縣委員。  

 

山縣委員  

 １６番の山縣です。８番について説明します。この件につきましては、１
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２月１７日に私と農業委員会事務局職員２名で現地調査いたしました。申請

地は休耕地ですが、農地として適切に管理されております。譲渡人が譲受人

に所有権移転し、太陽光発電設備を設置するものです。周辺農地に被害の生

ずることもないと思われ、問題ないと思われます。  

 

議  長  

９番から２１番は前田委員。  

 

前田委員  

 １７番前田です。９番から２１番について説明いたします。この案件につ

いては、１２月１９日に事務局職員と現地調査を行っております。まず９番

でございますが、太陽光発電をする計画でございまして異議はございません。

１０番と１１番は、先ほど４条の議案で説明しましたように、同じお寺の駐

車場への入り口、参拝者の駐車場ということでございまして、農地への影響

もありませんので、異議はございません。それから１２番から２１番の案件

につきましては、広島湯来線の麦谷工区の道路工事がされるわけでございま

すが、資材の置場、中継所、そういった土地を確保して平成３３年まで借り

上げるということになるわけでございます。この農地はすでに荒廃化してお

りまして、周辺農地への影響も全くありませんし、やむを得ない事態のため、

異議はございません。  

 

議  長  

２２番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

 １８番の谷口です。この度、駐車場と資材置場にするということで、異議

はありません。  

 

議  長  

２３番は児玉委員。  

 

児玉委員  
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 １９番の児玉です。去る１２月１９日に事務局と現地確認しました。ここ

の病院の周りはほとんど駐車場になっており、譲渡人の農地だけ残っていた

ので、今後も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。  

 

河野（芳）委員  

 １０番、１１番は登記地目は畑であって、現況は雑種地になっています。

また転用事由も雑種地と書いてありますが、どのような土地活用をされてい

たのですか。  

 

前田委員  

 同じように駐車場その他になっていましたが、１０番、１１番は違反転用

であったため、今回始末書をもらいまして、引き続いてやるということで取

り扱っております。  

 

河野（芳）委員  

 始末書をもらったということですね。３番についてはどうですか。  

 

己斐委員  

 ３番は現況からすれば畑です。見たら畑なんですが、草が生えている。  

 

河野（芳）委員  

 雑種地にされたというのは理由があるんですか、登記地目が雑種地になっ

ていますが、何かに活用されていたんですか。  

 

議  長  

 事務局どうなんですか。  

 

山室主幹  

 ３番の○○㎡は登記地目が雑種地で、現況が畑で、休耕ということです。
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農地転用は登記地目又は現況が農地の場合は許可が必要ということですので、

今回この○○㎡は太陽光発電をするための進入路ということで申請があった

ものです。畑ですが休耕ということで転用の案件となっているということで

す。  

 

河野（芳）委員  

 登記地目が畑ではなく雑種地になっている元々の理由は何かあるのではな

いかと思いましたので、お聞きしたものです。  

 

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番、５番及び１２番から２１番を除く１

１件を許可することに決定いたします。  

４番、５番については、農用地区域からの除外を確認した後、農業委員会

の会長名で許可することとします。  

１２番から２１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。  

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、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。  
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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１０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①～③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。 

なお、１番の案件につきましては、平成３０年第１１回の総会において、議案第

４号の１番で審議し、証明したものですが、農地の境界に誤りが判明したため、再

度証明申請があったものです。  

以上で議案第４号の説明を終わります。  

 

議  長  

議案第４号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番は鍜治山正照委員。  

 

鍜治山委員  

４番の鍜治山です。この件は先ほど事務局が言われたように、１１月の審

議で通っていましたが、後に税理士の指摘で、道路が含まれていたというこ

とで、面積が少し減っております。昨日１月６日に本人にも確認いたしまし

たが、内容がちょっと違っていたということで、これで問題ないということ

でしたので、良いと思います。  
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議  長  

２番は福島委員。  

 

福島委員  

 ２番の福島です。１２月１７日に事務局と現地調査いたしまして、一部ハ

ウスもありましたけど、ほとんどが果樹で、今から野菜を始めるということ

で、問題ないと思います。  

 

議  長  

３番は溝口委員。  

 

溝口委員  

 ５番の溝口でございます。先般１２月１７日に事務局職員２名と現地調査

を行いました。別に問題はございません。被相続人は長らく農業委員をされ

ておりまして、昨年亡くなられたということで、その息子さんがやられると

いうことでございます。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

梶山委員  

３番の登記地目が墓地のところは、今は墓地がない。これが納税猶予の対

象になっているということは、墓はどこかへ移転したんでしょうね。  

 

議  長  

事務局は何か聞いておられますか。  

 

山室主幹  

 個別には聞いてはないのですが、先ほどの話と一緒で、以前は墓地であっ

たのであろうということで、現況は田畑ということになります。  

 

議  長  
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 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、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１２月１４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１１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
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ては、別冊をご覧ください。  

１番の申請者は、平成２１年から、東区福田、安佐北区白木町・小河原町、安芸

高田市において、ハウスでコマツナ、シュンギクを栽培しています。 

今後は、ハウスを増設するとともに、コマツナの露地栽培を行い、作付面積を増

やします。  

また、ＩＴを活用した灌水の自動化を図ることで、年間の就労時間○○時間、農

業所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。  

なお、この申請者は、安芸高田市においても平成２８年２月に農業経営改善計画

の認定を受けております。  

２番の申請者は、平成２１年から安佐南区沼田町において、ハウスでイチゴを栽

培し、観光もぎとり直売やジャムの加工販売をしています。  

今後は、栽培技術の向上による増収を図ることで、年間の就労時間○○時間、農

業所得○○万円を目指す計画を立て、再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  

議案第５号について、事務局の説明が終わりましたので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番は岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。この１月４日に堀田推進委員と現地の確認と、申請者と

会ってお話をいたしましたが、元は申請者の父親が小河原町でハウス栽培を

されておりまして、その後を引き継いでおられます。現在、白木町で○○ａ、

小河原町で○○ａ、安芸高田市で○○ａの土地を借りて営農されております。

現在は○○人をほとんど常時雇用というような格好で行われております。こ

れは、農地が八方にあり、効率があまり良くないということで、人件費がか

なり掛かっているというようなことも聞いております。５年先に○○万円の

所得を目指して頑張るということで、白木地区で土地があれば借りて規模拡

大を図りたいというように言われておりました。経費率が５年先には○○％

というような数字になっており、少し高いんじゃないかなと思いましたが、

人件費やこれからの規模拡大は自己資金でほとんどやられるので、そういっ
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たことで多めに見ているということで、本人は納得されてこういう計画を出

されております。まだ若く元気で頑張っておられます。将来が楽しみという

ような感じでありますので、問題はないと思います。  

 

議  長  

２番は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

 ７番の伊藤です。先月１２月２９日に野稲推進委員と二人で現地調査し、

本人と面談をしました。いろいろ意向を聞いたり教えてもらったりしたわけ

ですが、これはハウスでいちごを作っておりまして、今の時期に作るのが一

番良いという事です。ただし、気温が低いですから、灯油が一日１００リッ

トルくらい必要で、日照がないと電気代が相当掛かるそうですが、何とかや

っていこうと、夫婦二人で頑張ってやっておられます。平成２１年に就農さ

れて以来、現在まで順調に推移しているように見受けました。本人が健康で

あれば、当面何の問題もないように思います。  

 

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５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。  

以上で、農地に係る審議事項を終了します。  
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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、８５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４２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３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１４

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、農地転用届出撤回の２件、及び報告第６号、農地転用（農業用施設）

届出の２件は、広島市農業委員会事務局規程第８条の規定により、事務局次長が専

決処理をしました。  

以上で報告第１号から第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、報告事項を終了させていたします。  

続きまして、議事日程５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 
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 別添の配布資料の方をご覧下さい。平成３１年第１回広島市農業委員会総会配布

資料とあります。 

 まず１ページ目からでございます。資料１、遊休農地でございます。２ページが

内容が載っておりますが、これは１１月の総会で一度お出ししましたが、それから

委員さん及び推進委員さんに遊休農地だったところを再調査しましたところ、減っ

ていたというようなお話がありましたので、最終で平成３０年末の遊休農地がこう

いうふうになりましたということで、前回３７０筆という１１月では出しましたが、

３１５筆となりました。新たな遊休農地が前回１５０筆といいましたが、９５筆、

約７３，７００㎡ あったものが、約５０，０００㎡というような状況になりました。

そのちょっと下、勧告農地、上記のうち２筆というふうに書かせていただいており

ます。前回１１月のときは、１１筆勧告するようにしているということでありまし

た。それぞれ勧告、農地中間管理機構と協議して下さいという勧告書を提出しまし

たところ、中間管理機構と協議していただいたということで、撤回等がございまし

て、最終的には２筆、去年は１筆ありますけども、今年は新たに勧告になった農地

が１筆ということで、去年と合わせて２筆、２，４２７㎡が勧告農地ということで、

この農地については、課税強化ということになりました。３ページ目はそれぞれ地

区ごとの筆数の内訳、４ページ目はそれぞれ地区ごとの面積の内訳ということでご

ざいます。５ページ目からは新たに平成３０年に新たに遊休農地が発生しましたと

いう最終的なものでございます。これは国のほうに提出しております。また、１２

ページからは勧告農地ということで、１３ページ目に安佐北区白木町の２筆が勧告

農地となったということで、こちらの方は課税の方に通知いたしまして、４月から

課税強化となります。１４ページからは、今までの遊休農地ということで、表の右

端のその方に意向等々入れております。２５ページまでが遊休農地ということでご

ざいます。  

 引き続きまして、資料２でございます。平成３０年度の先進地視察の案でござい

ます。先進地視察の視察先が高知県の四万十町というところで、四万十トマトを大

規模な高軒高ハウスで４．３ｈａを３社の会社で経営されていますが、国庫補助事

業で次世代施設園芸高知県拠点ということで、そちらを視察に行くということです。

また、高知県農業担い手育成センターというところがございまして、段階に応じた

新規就農の研修をいろんな事をやっておられるということです。また、ＪＡ高知は

たというところで、ＪＡ、農協の職員による有害鳥獣害対策をやられて、かなり全

国表彰等も受けられてということで、こちらの方を視察したらどうかということで、
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予定しております。３番ですが、視察年月日が、２月１３日水曜日から１４日木曜

日ということで、バス借り上げで１泊２日としております。視察の受け入れが毎週

水曜日のみということなので、こういう日程になっております。４番目として、視

察参加対象者でございますけども、皆さんで２１名ということにしております。そ

れぞれ、地区協議会で概ね１／３ずつということで、旧市２名、安佐南３名、白木・

高陽５名、可部・安佐５名、安芸２名、佐伯４名ということで、あさってからの地

区協議会で決めていただきたいと思います。それで、２７ページの６番に参考とい

たしまして去年行かれた委員さん、今年対象の委員さんを掲載しております。それ

で、基本的には今年行かれる対象の委員さんの中で決めていただければ、３年に１

回と思っております。もしも、定員に達しなかった場合、それはその地区協議会で

今まで行かれた委員さんも、行っていただけたらと思います。研修会のときにもう

一度、推進委員さんが来られるんでこの話をしておきますので、また地区協議会で

誰が行くという候補者を決めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。２８ページから３０ページはそれぞれの行き先の概要資料となって

おります。  

 引き続きまして、資料３です。３１ページから、今年の平成３０年度市長と農業

者との懇談会の開催でございます。主催は私ども広島市農業委員会と広島市農業振

興協議会ということで、日時は２月４日４時から５時までが懇談会、５時１５分か

ら６時４５分までが懇親会ということで、場所はＪＡ本店の４階ということになっ

ております。今年は農業で輝く人ということで、就農や定住を通じた地域の活性化

をテーマに農業者４組の取組事例を紹介するという予定でおります。安佐南区沼田

町からは活力の○○さん、安佐北区白木町は○○農園さん、安芸区阿戸町は活力の

○○さん、佐伯区湯来町はそば栽培に取り組む農業者と移住者ということで○○さ

んと○○さんがあがっております。３３ページでございますけども、この市長と農

業者との懇談会の３年に必ず１回は出席するということで、２８年に予定表を作っ

ておりますので、今年参加の予定となっている委員さん、具体的には会長と職代以

外は伊藤委員、岩重委員、谷口憲委員、河野芳徳委員の６名の方はよろしくお願い

したいと思います。また、それぞれの地区から事例発表される方がおられますので、

地元なので私も出ようという方がおられましたら、地区協議会の方で、手をあげて

いただけたらと思っております。去年も活力の方が出られたときに、地元だからと

いうことで、委員さんや推進委員さんが割り当て以外にも出ていただいております。

よろしくお願いします。３４ページは推進委員さんの割り当てです。  
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 引き続きまして、資料４です。３５ページ目でございます。今年、広島市認定農

業者と農業委員・農地利用最適化推進委員との意見交換会でございます。日時は２

月１９日火曜日、２時半から５時１５分までということで、場所はこちら東区役所

の５階講堂ということで予定をしております。例年、認定農業者２０名程度、関係

機関２０名程度出席されています。今年は、農業委員さん、推進委員さん２４名の

参加予定となっております。４番目のスケジュールでございますが、認定農業者の

皆さんはこの意見交換会に先立って２時から２時半まで、認定農業者協議会の総会

がございます。それで、認定農業者ではない皆さん、農業委員さんと推進委員さん

におかれましては、２時半の研修会から参加していただくということで、２時半か

ら３時４５分、で３時４５分から５時１５分は意見交換会ということで、テーマと

いたしましては、直面している営農の課題について、ということで、例年２班に分

かれて皆さんから意見をお伺いしているということで、次回の総会で司会進行、発

表者を２名ずつ決めたいと思います。５番目ですが、終わりましたら懇親会がござ

います。３６ページ目でございますが、先ほどの市長と農業者との意見交換会と同

じように、こちらも割り当てを記載しております。３６ページでございますが、河

野会長、職代、梶山正治委員、己斐委員、下谷委員、沖田委員、河野芳徳委員、前

田委員が割り当て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。また、

３７ページは推進委員の割り当てでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 引き続きまして資料５です。最後のページ３８ページです。１月の現地調査でご

ざいます。今月の締め切りが１月１５日火曜日ということで、１月１５日の夕方に

案件等々がございましたら、皆様に電話いたします。１６日の午前が旧市、午後が

安芸区、１７日の午前が安佐北の可部・安佐、午後が白木・高陽、１８日の午前が

安佐南区、午後が佐伯区という予定にしておりますので、よろしくお願いします。 

 

山室主幹 

 資料はありませんが、先月の総会で農地利用最適化推進委員の設置規則の一部改

正につきまして、ご承認いただいた件につきまして、ご報告いたします。  

 推進委員の定数を４４人から４２人に改正する条例につきまして、先月１２月１

３日の市議会で議決されました。それを受けまして、地区ごとの推進委員の定数を

定める設置規則を１２月１７日に施行し、同日から委員の募集を開始したものです。

募集期間は１月２１日までですので、申込みされる方はお早めに申込みをお願いし

たいと思います。また、募集案内に記載しておりますが、面接日を２月８日として
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おりますので、何か手帳等に記載して、お忘れのないようにお願いしたいと思いま

す。 

 

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。 

 

山縣委員  

 ２月８日の面接の場所とか時間はわかりますか。  

 

山室主幹 

 たぶん、市役所本庁舎の会議室であると思います。市の農政課の方が段取

りをしておりますので、まだそこまでしか確認できておりません。  

 

議  長  

 他にございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

それでは、これで平成３１年第１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  

それでは、会長職務代理者にあいさつをお願いします。  

 

会長職務代理者  

次回の総会は、平成３１年２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。  

  


