
１ 

平成３１年第３回広島市農業委員会総会議事録 

 

 

１．日  時  平成３１年３月５日（火）  開会 午後１時３０分  

                      閉会 午後３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  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  

１７番  前田  英徳    １８番  谷口  迪生  

 

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  



２ 

（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）農業経営改善計画の認定に係る意見聴取について  

（９）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）平成３１年度農業委員会活動計画について  

（２）平成３０年度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  

意見交換会の開催結果について（報告）  

（３）平成３０年度先進地視察結果について  

（４）平成３１年３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３回の広島市農業委員会総会を開

会します。  

本日の欠席は無いようでございますので、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。  

１７番、前田委員、１８番  谷口迪生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、１０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ページから５ページをご覧ください。  

１番及び２番は、養母から申請地を相続しましたが耕作できないため、父

母に贈与をするもので、申請地については平成２９年第１１回総会において

持分の２分の１を移転することについて許可しており、今回の申請では残り

の２分の１を移転するものです。  

３番、５番、６番、８番及び９番は、自宅から近く便利なため申請地を取

得もしくは借り受けるものです。  

４番は新規就農するため所有権移転をするものです。水稲及び露地野菜を

栽培する旨の営農計画書が添付されています。  

７番は経営規模拡大のため申請地を取得するものです。  

１０番は後継者である子に農地を引き継ぐものです。  

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、２番は福島委員。  

 

福島委員  



４ 

２番の福島です。２月１９日に私と溝口委員、事務局職員２名と現地調査

を行いました。先程説明があったように残りの２分の１を移転するもので別

に問題ないと思います。  

 

議  長  

３番は梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。２月の２０日に事務局職員と現地調査をしました。特に

問題無いと思います。  

 

議  長  

４番は岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。２月１８日に己斐委員と事務局職員と現地調査を致しま

した。この案件は譲渡人の両親が高齢で農業を数年前から辞めておられまし

て、その後は譲渡人の母方の里の人である譲受人が管理をしておられました

が、昨年、譲渡人が相続を受けられまして、今まで管理をしていた譲受人に

無償で所有権を移転するというものです。  

農地はきちんと管理されておりますので問題ないと思います。  

 

議  長  

５番、６番は２月１８日に谷口憲委員と事務局職員と現地を調査いたしま

した。５番につきまして、これは譲受人の家のすぐ近くでございまして便利

がよいために借り受けるということでございます。  

６番につきましては所有権の移転でございますが、これはこれまで何度か

許可申請が出ておりますように、譲渡人は遠方に住んでおられ、所有してい

る農地を全て手放したいと考えられています。今回の申請地は、譲受人が購

入されるということでありまして、問題はございません。  

７番、８番は山縣委員。  

 



５ 

山縣委員  

１６番の山縣です。７番について説明します。本年２月２０日に私と河野

芳徳委員と事務局職員で現地調査しました。申請地は休耕地となっておりま

す。譲渡人は遠隔地に住んでおり耕作することが困難なため、近隣で農地を

耕作されている譲受人に所有権移転し、水稲を栽培し経営規模を拡大するも

のです。周辺農地に被害がないと思われ、問題ございません。なお下限面積

の２０００㎡はクリアしております。  

続いて８番について説明します。７番と同日同人にて現地調査しました。

申請地は農地として管理されています。譲渡人は申請地から遠距離に住んで

おり耕作が困難なため、近隣に住んでいる譲受人に所有権移転し、水稲を栽

培するものです。周辺農地に被害がないと思われ、問題はございません。譲

受人は申請地を取得することにより、下限面積２，０００㎡をクリアするこ

ととなります。  

 

議  長  

８番、９番は前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。２月２０日に児玉委員と事務局職員と現地調査をしま

した。譲渡人は高齢で担い手もいないため異議はございません。  

 

議  長  

１０番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。２月２０日に児玉委員と事務局職員と現地調査を行い

ました。生前贈与ということで問題ありません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  



６ 

 

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１０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

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６ページをご覧ください。  

１番から３番は、太陽光発電設備用地への転用事案で、太陽光パネルを設置しよ

うとするものです。  

４番は敷地の拡張並びに自家用及び貸駐車場用地として利用するものです。  

１番から４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。  



７ 

なお、４番の案件については、既に宅地及び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４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番は梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。２月２０日に事務局職員と現地調査しました。事務局の

説明の通り、特に周辺の農地に影響ありませんので問題ないと思います。  

 

議  長  

２番は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。同じく２月２０日に事務局職員と共に現地調査を行いま

した。面積は公簿面積が○○㎡で、太陽光発電設備の設置面積が○○㎡とあ

りますが、土地が不整形の為でありまして、問題はないと思います。  

 

議  長  

３番は沖田委員。  

 

沖田委員  

１３番の沖田です。２月１８日に事務局職員と調査いたしました。近隣農

地の耕作に影響はありません。  

 



８ 

議  長  

４番は山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。４番について説明します。本年２月２０日に河野芳徳

委員と事務局職員と現地調査いたしました。申請地は宅地及び雑種地となっ

ております。申請人は既に農業用倉庫及び駐車場として使用しており申請は

やむを得ないものと思われます。なお農地転用に関しては始末書が添付され

ているとのことです。周辺農地等に被害がないものと思われ問題ございませ

ん。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようですが、許可相当と認めることに異議はございますか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第２号の４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

２６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。 



９ 

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７ページから１０ページをご覧ください。 

１番、２番、１９番及び２６番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け又は

譲り受け、資材置場として利用しようとするものです。 

３番、５番から７番、９番、１０番及び１３番から１５番は雑種地への転用事案

で、申請地を借り受け又は譲り受け、太陽光パネルを設置しようとするものです。 

４番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、譲受人が代表を務める法人に貸

し付けし、倉庫１棟を建築し、また、重機及び資材置場として利用しようとするも

のです。 

８番及び１６番は雑種地への転用事案で、申請地に地上権を設定し、太陽光パネ

ルを設置しようとするものです。なお、１６番につきましては、定期的なメンテナ

ンスは広島市の太陽光パネル設置業者が行うこととなっています。 

１１番は宅地への転用事案で、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。 

１２番、２０番及び２５番は宅地への転用事案で、申請地を譲り受け、貸倉庫、

倉庫及び農業用倉庫として利用しようとするものです。 

１７番及び１８番は雑種地への転用事案で、申請地を借り受け又は譲り受け、庭

園レストランの駐車場として利用しようするものです。 

２１番から２４番は雑種地への一時転用事案で、申請地を借り受け、送電線張替

のための機材置場として利用しようとするものです。一時転用期間は２１番、２３

番及び２４番は平成３１年６月３０日、２２番は平成３１年７月９日までとなって

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、１番から２６番いずれも、一般基準である「１ 農地等の転用の確実性」、



１０ 

「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、１２番、２０番及び２５番の案件は、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。 

５番から７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。 

５番から７番及び１５番の案件は、太陽光発電の事業計画が審査中であり、経済

産業省の再生可能エネルギー事業計画認定通知を確認した後に、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番は梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。２月２０日に事務局職員と現地調査いたしました。  

この辺りの土地についてはほとんど雑種地となっており、残りの休耕地を雑

種地にすることで付近に影響はありませんので特に問題はありません。  

 

議  長  

２番は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。本件は農振農用地区域から除外する関係がありまして昨年

の９月２８日に事務局職員と現地調査しました。その後、譲渡人と現地で説

明を受けたりしましたが、これは山際の土地でありまして他に影響を及ぼす

ことはないと思います。  

 

議  長  



１１ 

３番、４番は岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。３番の案件は農振農用地区域から除外するために、平成３

０年４月１７日に事務局と現地調査しております。これは県道と資材置場の

間にありました土地で農業に支障をきたすことがないと思います。別に問題

はありません。  

４番の件につきましては２月１８日に事務局職員と現地調査いたしました。

これは県道沿いと農道との間にありまして他の農地に被害を及ぼすことはな

いと思われますので別に問題ないと思います。  

 

議  長  

５番から１５番は己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。５番から１５番までの案件につきまして意見を述べさせて

頂きます。５番、６番、７番は平成３１年２月１８日事務局職員と現地の確

認をいたしました。３件とも休耕中で自己保全管理されておりました。周囲

も休耕状態であり太陽光発電設備を設置することによる耕作には影響はない

ものと思います。  

８番は平成３０年９月１９日に農振除外申請ということで事務局職員と現

地の確認をしております。先月２月２０日現在、保全管理されておりまして、

太陽光発電設備を設置することによる耕作に影響はありません。  

９番も同じく平成３０年４月１１日に事務局職員と現地の確認をしており

ます。先月２０日現在では同じく保全管理されておりまして太陽光発電設備

を設置することによる耕作には影響はないものと思われます。  

１０番も同じく先月２月１８日に事務局職員２名と現地調査を行いました。

受け渡し理由は９番と同じで市道を隔てて隣接した農地で耕作には問題がな

いと思います。  

１１番も同じく除外申請で去年３０年９月１９日に事務局職員２名と現地

調査を行っております。譲受人は２年前になると思いますが活力経営者とし

て白木町に就農し今回この地区に新居を建てる案件です。異議はございませ



１２ 

ん。  

１２番も同じく先月２月１８日に事務局職員と現地の確認を行っておりま

す。登記簿は田となっておりますが、貸倉庫の敷地として使用されています。

２月２０日に譲受人に確認したところ、譲受人と譲渡人の両親の姻戚関係で

昔、売買したが現在まで未登記になっていたということで、今回改めて登記

することにしたということでございまして問題ないと思います。  

１３番は昨年９月１９日に事務局職員と現地を確認しております。同じく地

目は田ですが現状は雑草が生えている荒地となっておりまして、周辺農地は

休耕状態で太陽光発電設備を設置することによる周辺の耕作には影響はあり

ません。  

１４番、１５番は、同じく農振除外で９月１９日に事務局職員と現地の確認

を済ませております。先月２月１８日に事務局職員と改めて確認いたしまし

た。昨年の７月豪雨によりまして河川が氾濫し、かろうじて水害から免れた

ような農地であります。現在も休耕中で保全管理となっております。太陽光

発電設備を設置することに伴う周辺農地の耕作に影響はないと思われます。  

 

議  長  

１６番は沖田委員。  

 

沖田委員  

１３番の沖田です。１６番は周囲は稲作をしておられますが、細長い田んぼ

で広く改修したいと思っておられますので耕作に影響はありません。  

 

議  長  

１７番から１９番について意見を述べさせていただきます。  

３０年８月１７日に１７番、１８番につきまして調査しております。１９番

につきましては３０年９月１９日に調査しております。これにつきましては

１７番、１８番は今までも何度か申請のありました、家を改修してレストラ

ンを開くということで、昨年の秋にレストランを開店しております。最初の

年だからかはわかりませんが、冬の間は休業して、現在に至っております。

春になりましたらまた開店するので、そのための準備でバスの送迎をすると

いうことがありまして、バスの駐車場、一般の駐車場、今までも駐車場はあ



１３ 

るのですが狭いということで広げるということでございます。駐車場用地に

ついては一部は所有権移転、一部は賃借権で取得するということです。  

１９番につきましては先ほど申し上げましたレストランのすぐ近くでござ

いますが、太田川筋から下がった所に事業所があります。その隣を資材置き

場で購入したいということでございまして、近隣にも影響はないと思います。

レストランにつきましても近所の方も喜んでおられます。  

 

議  長  

２０番は谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。２月１８日に私と事務局職員と現地調査いたしました。

譲渡人ですが農地を全部処分するということで譲受人に所有権の移転を行う

ものでございます。当地に農業用倉庫として平成１８年頃に建てられた物で

すが特に問題はないと思います。  

 

議  長  

２１番から２４番は河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。２月２０日に事務局２名と現地調査を行いました。これ

は先程事務局からも説明があったように２１番から２４番まではいずれも送

電線の張り替え工事の機材を一時置くということで賃借での一時転用で、い

ずれも山の麓にある休耕田で周りに対する支障はないものと思います。  

 

議  長  

２５番は山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。２５番について説明します。このことについては本年２

月２０日に私と河野芳徳委員及び事務局職員で現地調査しました。申請地は

宅地となっています。譲渡人は譲受人に所有権移転し、農業用倉庫を建てる



１４ 

ものです。なおこの倉庫は譲受人が経営規模を拡大するために建築したもの

です。周辺農地に被害はないと思われ問題ございません。なお当申請に関し

始末書が添付されているとの事です。  

 

議  長  

２６番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。２月７日に事務局職員と現地調査を行いました。説明通

り問題ないかと思います。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（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５番から７番及び１５番を除く２２件を許可

することに決定いたします。  

５番から７番及び１５番については、経済産業省の事業計画認定通知を確認

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。  

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。 



１５ 

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１１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。 

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、２番は福島委員。  

 

福島委員  

２番の福島です。２月１９日に事務局職員と現地調査を行いました。適正

に管理され別に問題はありません。  

 

議  長  

３番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。２月２０日に事務局職員と現地調査を行いました。問

題ないと思います。  

 



１６ 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見がないようでございますが、適格者として証明することに異議はござ

いませんか。  

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので、議案第４号の３件を、適格者として証明することに決定

いたします。  

続きまして、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３９番から４１番は○○委員、６０番

は○○委員、６４番は○○委員、１０１番から１０３番は○○委員の同居の親族、

１２８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３９番から４１番、

６０番、６４番、１０１番から１０３番及び１２８番を除く１７４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件と一体的なもので

あり、それぞれ議案第６号、議案第７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３９

番から４１番、６０番、６４番、１０１番から１０３番及び１２８番を除く１７４

件について、説明いたします。 



１７ 

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３１年２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１２ページから４３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５６件、継続分として利用権設定の終期が本年３月３

１日までとなっている計画の更新が１１６件、農道部分を分筆したことによる農用

地の面積減少に伴う再設定が２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、主な案件を中心に説明いたします。 

６番、１８番から２０番、２２番から３２番はひろしま活力農業経営者が、４番、

１０番、１３番は認定農業者が経営規模拡大のため、農地を借り受けるものです。 

１４番から１６番、５２番から５５番、５８番は、広島市農林水産振興センター

が農地を借り受け、スローライフで夢づくり新規就農者に転貸するものです。 

２１番、３３番、３４番は、広島市農林水産振興センターが農地を借り受け、ひ

ろしま活力農業経営者に転貸するものです。 

その他の新規の案件は、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。 

 ７５番、７６番は農道部分を分筆したことによる農用地の面積減少に伴い、土地

所有者、広島市農林水産振興センター、転貸先三者の利用権設定を再設定するもの

です。 

１０４番は、更新時期はまだですが、借入地の賃貸借契約を合意解約し、継続し

て借り受けるものについては再契約するものです。なお、再契約しない農用地につ

いては、新規分１４番、１５番のとおり、広島市農林水産振興センターが借り受け、

１０４番の借受人とは別のスローライフで夢づくり新規就農者に転貸されます。 



１８ 

上程した１７４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３１年４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３９番から４１番、６０番、６４番、１０１番から１０３番及び

１２８番を除く１７４件の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号３９番から４１番、６０番、６４番、１０１番から１０３

番及び１２８番を除く１７４件について、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５６

件について、担当委員のご意見をお伺いします。  

１番は伊藤委員。  

 

伊藤委員  

７番の伊藤です。利用権を受ける方は私が小さい頃からよく知っています

が、体が元気なうちは順調にやってくれるものと思います。特に問題ありま

せん。色々と労力が足りない所の人を作業受託したりして熱心にやっており

ますので問題はありません。  

 

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、３番については、利用権設定をする方はこの前の

７月の水害で農機具が全部流されてもう農業はやりませんと、誰か作ってく

れる人はいないかという事で設定を受ける方が、私たちが作りましょうとい

うことで、昨年までは稲が作ってありましたので別に問題ありません。  

４番につきましてこれは、利用権設定をする方が昨年までは作っておられ

ましたが、体の調子が悪くなりまして、今年から○○さんが耕作するという

ことになりましたので別に問題ないと思います。  



１９ 

 

議  長  

５番から１５番は己斐委員。  

 

己斐委員  

９番の己斐です。５番から１５番までの新規利用権設定について見させて

頂きました。５番は先月２月２０日に借受人の自宅にお伺いしてお話しを伺

いました。ご主人は私どもの農事研究会会員の指導者である方でございます。 

昨年の７月の豪雨災害で家屋が床上浸水、農機具は水没という被害に遭わ

れて農機具購入条件として耕作面積を増やさないといけないということと、

利用権を設定して水稲をするということになりました。異議はありません。  

続いて６番は同じく先月２月２０日に面談をいたしました。借受人は認定

農業者でございまして、この農地は自宅の近くでハウスを建てて軟弱野菜の

栽培に頑張ろうということでございます。同じく昨年７月の豪雨災害でハウ

ス４棟が被害にあっておられます。この案件は世羅推進委員が斡旋されたと

のことで異議はありません。  

７番、８番は２月２０日に現地確認をした際に近隣の方が１５年前から借

りているとの申し出がありまして、２月２１日に改めて借受人と安佐北区農

林課職員と現地の確認を行いました。１筆が○○㎡であるのですが、その土

地の近隣の方が草を刈って管理されるということから申請地から取り下げる

ことになりましたが、その他の農地については適正に管理されております。

借受人は非常に遊休農地の解消に協力しております。異議はございません。  

９番は２月２１日に借受人とお会いしました。５番の案件と同じく昨年７

月の水害によりまして新しい農機具を購入する条件は先程申しましたとおり

耕作面積を増やさないといけないということで、７年間の利用権を設定し耕

作するという案件です。私どもの６名のほ場整備区域内で所有者が遠方に居

住されておられ、借受人は遊休農地解消に協力頂き感謝しております。異議

はございません。  

１０番は同じく２月２０日にお聞きいたしました。借受人は認定農業者で

貸付人は高齢で遠方に居住し管理できないことから使用貸借権を設定し水稲

を行うもので現況は田で適正に管理されております。  



２０ 

１１番、１２番は私の知人から相談があった案件でございまして、１１番

はご主人の所有で１２番は奥さんの所有の案件でございます。同じく昨年７

月の水害で普通車が１台かろうじて通れる橋があったのですが、そこが流れ

てしまいまして、そこをトラクター、コンバインが搬入できなくなったとい

うことです。借受人の居住地に接している所から所有者夫妻から賃借権を設

定し、水稲栽培をということです。少しでも遊休農地解消につながればと思

っております。  

１３番の借受人は米作りを主とした認定農業者です。規模拡大のため農地

を探しておられたところ所有者が私どもの営農組合の組合員であり２年前に

貸したい旨の相談を受けておりました。双方の意見を受け、とりあえず１年

の賃借権を設定することに合意した案件です。今回他の組合員の模範的施策

になればと思っております。  

１４番、１５番は先月２月２０日農地を確認いたしました。農林水産振興

センターが所有者の農地を借り入れてスローライフの○○さんに貸し付けを

する案件でございまして、ほ場は適正に管理されています。  

 

議  長  

１６番は下谷委員。  

 

下谷委員  

１０番の下谷です。１６番についてスローライフの○○さんが利用される

ことになりました。そのあと継続借り入れをされる案件です。借受人は既に

狩留家に就農されている方で問題はありません。  

 

議  長  

１７番につきましては、飯室にあります中学校のすぐ上、家の前の田んぼ

約３反を所有者が自分は高齢のため耕作ができないと以前からおっしゃって

おりまして、今回借受人が耕作されるということです。１０アール当たり○

○で賃借されるようでございます。かねてより誰か耕作していただけたらと

いうお話を聞いておりましたので、安心しております。  

１８番につきましては、借受人は活力経営者で農地利用最適化推進委員を

しております。今回は田が一枚しか借りられなかったので、本当は２反あま



２１ 

り米を作りたかったんだと言っておられましたが、今回は手続きが間に合わ

なかったということで１枚だけ借りるということになりました。借受人は活

力経営者ですが、ご自身も活力がございまして、米が作りたい、野菜も作り

たい、去年は野菜を小型ハウス２棟で増やしておりまして、なかなかやる気

のある青年であります。以上で私の所は問題ございません。  

１９番から３４番は谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。１９番の案件について、活力経営者の借受人は規模拡

大のために土地を探しておられたのですが、近隣の方が所有者の土地を作業

受託され作られておられたのですが、今回規模拡大ということで話がまとま

りまして、借りられることとなり、問題はないと思います。  

２０番の借受人ですが、所有者の方が高齢で少し作業が困難となった為、

活力経営者の借受人が規模拡大のために利用権の設定を受けます。  

２１番の案件ですが２１番、３３番、３４番の○○さんと○○さん、○○

さんの活力経営者は今回昨年末に１２月１９日だったと思いますが、活力経

営者の○○さんが辞退されましたので、このハウスをそれぞれが借り受けて

規模を拡大されるものでございます。問題ないと思います。  

２２番の活力経営者の借受人ですが、これは鈴張地区において休耕となっ

ている土地を、利用権設定して規模拡大を図るもので、所有者は昨年まで水

稲をやられておりましたが、もう作らないということで、借受人が利用権の

設定を受けるものでございます。  

２３番の所有者は通いでの耕作が困難となり借受人に利用権を設定して頂

き耕作して頂くということでございました。  

２４番の所有者ですが、高齢のため、自家消費程度の野菜を作っておられ

たのですが、それと同時にどなたか作って頂ける人はいないか探されており

ましたので、今回話がまとまり利用権を設定されます。  

２５番の所有者ですが、少し規模を縮小したいということで、次の２６番

の所有者のところの土地も一緒に作業受託されて作られていたのですが、今

回借受人へ利用権を設定するものでございます。  

２７番の所有者ですが、少し水稲を縮小したいということで借受人への利

用権を設定されるものでございます。  



２２ 

２８番の所有者がすこし体調を崩されており農業ができないということで

したが、今回新しく借受人に利用権を設定するものでございます。  

２９番の農用地は借受人が就農されている所の隣でございまして、近いた

めに利用権を設定されるものでございます。  

３０番ですが、所有者が通いでの耕作がちょっと難しくなり、所有者の父

が当地にいらっしゃるのですが、高齢のため作業が難しいということで、借

受人への利用権設定をされるものでございます。  

３１番の所有者は昨年すこし体調を崩されまして、農業ができないため、

近所の借受人への利用権を設定されるものでございます。  

３２番の所有者は農業をしたくないということで、借受人への利用権を設

定されるものでございまして、いずれも問題ないと思います。  

 

議  長  

３５番から３７番は河野芳徳委員。  

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。３５番から３７番はいずれも現在休耕地になっており

まして、３５番については借受人の家から近いということがありまして、農

地が遊休状態なら、野菜作りをするので貸してくれないかということで、面

積は狭いのですが、賃借権を設定するということで問題ありません。  

３６番に関してましては、ここは水稲を作っておられたのですが、所有者

が耕作をやめたいということで、借受人が水稲を作るということです。  

３７番についても所有者が高齢であり耕作できないので、借受人に利用権

を設定するものです。特に問題はありません。  

 

議  長  

３８番、４２番、４３番は山縣委員。  

 

山縣委員  

１６番の山縣です。３８番について説明します。本年の２月２８日に私が

現地を調査しました。申請地は農地として管理されております。所有者は高

齢のため耕作が難しいので、近隣で農地を耕作しております借受人に耕作を
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依頼するものです。平成３１年４月１日から５年間水稲を栽培し賃借権を設

定するもので申請には異議はありません。  

４２番について説明します。２月２７日に現地調査しました。申請地は農

地として管理されております。所有者は体調が悪いため、近隣に住んでいる

借受人に耕作を依頼し、平成３１年４月１日から５年間賃借権を設定し水稲

を栽培するものです。なお借受人は住所が南区となっておりますが実家は貸

付人の近くにあるため、農地を耕作することに問題はございません。申請に

異議はありません。  

続いて４３番について説明します。２月２８日に私が現地を調査しました。

申請地は農地として管理されており、露地野菜が栽培されております。所有

者は高齢で農地の耕作ができないため、近隣の借受人に耕作を依頼し、使用

貸借権を設定し平成３１年４月１日から３年間野菜を栽培するということで

異議はありません。  

 

議  長  

４４番から５１番は前田委員。  

 

前田委員  

１７番の前田です。４４番から５１番について説明を致します。４４番か

ら４７番は使用貸借権を設定して、飼料作物を栽培し和牛を育成するもので

す。  

４８番から５０番は賃借権を設定し水稲を栽培し、高齢化に対処するもの

です。  

５１番は賃借権を設定し、こんにゃくを栽培し共同でこんにゃくを作ると

いうものございます。いずれも目的がはっきりしておりまして有意義な利用

権の設定であり異議はございません。  

 

議  長  

５２番から５７番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  



２４ 

１８番の谷口です。２月２１日に現地調査致しました。５２番、５３番は

農林水産振興センターからスローライフの○○さんに転貸し野菜を作るとい

うことです。５４番、５５番は同じく農林水産振興センターからスローライ

フの○○さんに転貸し、野菜を作るということです。５６番、５７番は水稲

を作るということで問題ないと思います。  

 

議  長  

５８番、５９番は児玉委員。  

 

児玉委員  

１９番の児玉です。５８番は２月２８日に現地を確認し、スローライフの

○○さんですが継続分でも名前が載っています。前回の利用権設定から面積

が小さくなった土地があるので新規に上がっておりますが、問題ないと思い

ます。  

５９番の借受人は他でも耕作しており、貸付人の土地も昨年まで水稲をや

っておられた土地で、収穫時のままになっておりますが、別にこのまま水稲

を続けられても問題ないと思います。  

 

議  長  

 それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

伊藤委員  

参考ですが、出てきました○○さんですが農業従事者が２名となっており

ます。目的は野菜を作ることだと思うのですが労力は問題ないですか。増や

すのだと思いますが。  

 

谷口（憲）委員  

今現在パートの方が４名いらっしゃるのですが忙しい夏場の時期に海外か

ら人を呼ぶような計画を昨年の８月から準備されておりまして、今のところ

研修生として呼ぶことで、順調に進行しているということを聞いております。 

 

己斐委員  
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露地栽培、ハウス栽培のどちらですか。  

 

谷口（憲）委員  

露地栽培ですね。２７番、２８番、２９番はほ場整備がしてあるんですが

面積が小さい為ハウスを建てるのが難しいということで一応、露地栽培をさ

れるという状況です。他の２２番から２６番までは全くの未整備でハウス自

体が建てられないという状況です。  

ほ場整備が済んでおりませんので昔の小さい田んぼで虫食い状態での耕作

されてない所もあり、まとまってなくてあちこちにありますので。  

 

谷口（迪）委員  

１０アール当たり○万円になっており、２４番は○万円になっております

がどういう場所ですか。  

 

議  長  

２４番の辺りは昔、よく流れたりしたので、条件はあまりよろしくない。

そういうところで就農されておられる。借受人はまじめな方でありまして一

生懸命やっておられる。  

他にございませんか。  

 

谷口（迪）委員  

利用権を設定して、例えば相続が発生した場合、買うということもできる

のですか。  

 

議  長  

それはそれぞれの地権者の問題であり、私にはわかりません。その可能性

もあるとは思います。  

他にございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  
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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）  

 

議  長  

異議がないので、議案第５号の議案番号３９番から４１番、６０番、６４番、

１０１番から１０３番及び１２８番を除く１７４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３９番から４１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３９番から４１番の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  

１８ページをご覧下さい。 

３９番、４１番は終期が平成３６年３月３１日の賃借権、４０番は終期が平成３

５年３月３１日の使用貸借権を新規で利用権設定するもので、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、先ほど申し上げました法律

等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が平成３１年４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３９番から４１番の説明を終わります  

 

議  長  

議案第５号の議案番号３９番から４１番について、担当委員のご意見をお伺

いします。  

河野芳徳委員、お願いします。  



２７ 

 

河野（芳）委員  

１５番の河野です。まず３９番に関しましては賃借権の設定を受け水稲を

作られる、４０番に関しましては使用貸借権の設定を受け水稲を作られると

いうことです。  

４１番に関しても同じく水稲を作られる訳ですが、賃借権は米○○ｋｇと

いうことで、同一の借受人でも３つの借受方法があり、こういうやり方もあ

るということで別に問題はありません。  

 

議  長  

それでは、その他、ご意見、ご質疑がございますか。  

 

己斐委員  

４１番ですが○反○畝で○○ｋｇですか。  

 

河野（芳）委員  

そういうことです。１０ａ当たりではないですね。ただででも作ってもら

いたいご時世なので。  

 

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、議案第５号の議案番号３９番から４１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３９番から４１番の３件を、計画案
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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３９番から４１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。  

続いて、議案第５号の議案番号６０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６０番の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  

２１ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が平成３６年３月３１日の新規１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、先ほど申し上げました法律

等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が平成３１年４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６０番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号６０番について、担当委員のご意見をお伺いします。  

谷口迪生委員、お願いします。  

 

谷口（迪）委員  

問題ありません。以上です。  



２９ 

 

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、議案第５号の議案番号６０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６０番の１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６０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。  

続いて、議案第５号の議案番号６４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６４番の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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２２ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が本年３月３１日までとなっている継続１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、先ほど申し上げました法律

等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が平成３１年４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６４番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号６４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号の議案番号６４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６４番の１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６４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。  

続いて、議案第５号の議案番号１０１番から１０３番の案件に入ります。  
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○○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１０１番から１０３番の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  

２８ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が本年３月３１日までとなっている継続３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、先ほど申し上げました法律

等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が平成３１年４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１０１番から１０３番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号１０１番から１０３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号の議案番号１０１番から１０３

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１０１番から１０３番の３件を、計
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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１０１番から１０３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。  

 

議  長  

続いて、議案第５号の議案番号１２８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１２８番の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  

３３ページをご覧下さい。 

利用権設定の終期が本年３月３１日までとなっている継続１件で、農用地利用集

積計画の内容は、議案のとおりです。なお、広島市農林水産振興センターが借り受

けた農用地は、継続分１３１番のとおり、ひろしま活力農業経営者に転貸されます。 

本件につきましては、経営面積・農業従事日数など、先ほど申し上げました法律

等の要件を満たしており、総会で決定されますと、広島市長が平成３１年４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１２８番の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第５号の議案番号１２８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。  
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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号の議案番号１２８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１２８番の１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１２８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。  

 

議  長  

続きまして、４４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１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。 

なお、本件は○○委員が代表理事を務める農事組合法人に関する案件です。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、その議事に参与することがで

きませんので、○○委員は退席をお願いします。  

 

（○○委員 退席）  
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議  長  

それでは、議案第６号の１件及び議案第７号の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、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

る意見聴取の説明に入ります前に、議案の訂正が１箇所ございますので、訂正をお

願いします。 

議案の４５ページの議案番号１の「期間」ですが、開始日（表中では自と記載し

ているところの右どなり）が「Ｈ３１．４．１」になっていますが、「公告日の翌日」

に訂正してください。 

申し訳ございませんでした。 

それでは、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４４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４５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３１年２月１９

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。 

今後、広島市長が、平成３１年４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。 
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なお中間管理機構では、平成３１年４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

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  

議案第６号及び議案第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。  

梶山正治委員、お願いします。  

   

梶山委員  

今事務局の説明があった通り議案第６号、第７号について特に問題はあり

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。  

 

議  長  

意見がないようでございますが、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。  

  

議  長  

異議がないので、そのように決定いたします。  

○○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６号を計画のとおり決定し、また、議案第７号は「異議

なし」とされたことをご報告いたします。  
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続きまして、４６ページ、４７ページの議案第８号、「農業経営改善計画の

認定に係る意見聴取」について７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、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３１年２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４６ページ、４７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。 

１番の申請者は、安佐南区川内において、ハウス及び露地で広島菜、ナス、トマ

トなどを栽培しています。 

今後は、休日制の導入や後継者の育成を行うことで、農業従事態様の改善と経営

管理の合理化を図ることで、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。  

２番、３番の申請者は、ひろしま活力農業経営者第１０期生で、平成２１年４月

から安佐南区沼田町に就農され、ハウス及び露地でホウレンソウ、コマツナなどを

栽培しています。  

２番の申請者は、増設したハウスの土作りを行い、作付け回数を増やすことで、

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。  

３番の申請者は、単価の安定しているシュンギクの作付けを増やし、所得の増大
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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。  

４番の申請者は、安佐北区白木町において、ハウスでコマツナ、ホウレンソウ、

シュンギクを栽培しています。  

今後は、ホウレンソウの作付けを増やし、所得の増大を図ることで、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。  

５番の申請者は、安佐北区白木町において、ハウスでコマツナ、ミズナ、シュン

ギクなどを栽培しています。 

今後は、規模拡大を行い、ハウスを増設し、葉物野菜の品目を増やし生産拡大を

行うことで、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。  

６番の申請者は、ひろしま活力農業経営者第５期生で、平成１６年４月から安佐

北区白木町に就農され、ハウスでコマツナ、シュンギクを栽培しています。  

今後は、効率的な栽培計画を検討しハウスの有効活用を図ることで、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。  

７番の申請者は、佐伯区八幡において、ハウスで葉ネギの水耕栽培をしています。 

今後は、作付け回数を増やし、収量の増加を図ることで、年間の就労時間○○時

間、農業所得○○万円を目指す計画を立て、再認定を受けるものです。  

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ので、担当委員のご意

見をお伺いします。  

１番は溝口委員。  

 

溝口委員  

５番の溝口でございます。１番の案件でございますが３月２日に武内推進

委員と現地を確認しましたが特に問題はございません。  

 

議  長  

２番、３番は伊藤委員。  
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伊藤委員  

７番の伊藤です。事務局から説明がありましたように、２番、３番共に活

力農業者第１０期生で同期でして農地も道路はさんで向かい合わせにある所

でやっておられまして、これまでやってきて大体落ちつかれたようですが、

最近値崩れがして忙しいばっかりだと言っておられました。３月３日と４日

に野稲推進委員と一緒に改めて現地を確認し意見交換も済ませました。問題

はありません。  

 

議  長  

４番は己斐委員。  

 

己斐委員  

４番の己斐です。平成３１年３月２日に永井推進委員と世羅推進委員３名

で申請者のお宅に伺いました。世羅推進委員の担当地域ですが、昨年７月の

水害でハウスが１棟崩壊しまして、他５棟はなんとか災害を免れたというこ

とです。  

現地確認をしたところ、ハウスの一部がまだ未補修となっておりましたの

でお尋ねしたところ、栽培に手が取れないので、手が取れ次第ビニールを張

って栽培されたいということでした。  

 

議  長  

５番、６番は岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。３月８日に奥推進委員と訪問いたしました。５番の申請

者は現在２人でやっておられるのですが、経営拡大はしたいけど相続の関係

等もあり、拡大が足踏みしているが、いずれは４、５反は増やして頑張って

いきたいと言われておりました。ただし人手がないので困っているんだとい

うことを言われていました。  

引き続き６番の申請者の所を訪問いたしました。将来的には１反か２反は

規模を拡大していきたいが、当面は現状維持で効率化を図って所得の確保を

したいと言っておられました。人手がないのが一番のネックであるとのこと
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です。  

 

議  長  

７番は谷口迪生委員。  

 

谷口（迪）委員  

１８番の谷口です。３月１日に川本推進委員と現地調査をして、作付け回

数を増やして収入増加するということで予定金額を達成すよう努力するとい

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。  

 

（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８号の７件を、「意見なし」と、市長に回答するこ

とに決定します。  

続きまして、議案第９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、２１４件を上程します。事務局に説

明をお願いします。  

 

有馬主査  

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４８ページをご覧ください。詳細については、別冊２をご覧く

ださい。 

１番から８番の合計２１４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９号の説明を終わります。 

 

議  長  

議案第９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３番は梶山正治委員。  

 

梶山委員  

６番の梶山です。別冊２の通りですが、内容は現況についてもここに書いて

ありますが、いずれにしても殆ど谷間が荒れているということで植林等はあ

まり無いのですが殆どが雑木は生えている状態でした。なかにはちょっと状

態がよくわからないというところもありますが、引地推進委員と確認の上、

ほぼ確実に非農地と判断されるところは、別冊２に記載されたもので間違い
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ないと思います。  

 

議  長  

４番は岩重委員。  

 

岩重委員  

８番の岩重です。２月１日に奥推進委員の案内で現地確認いたしました。い

ずれも雑木等が生えて農地に復元できるようなことがないと思われまして山

林と判断されます。  

 

議  長  

５番、６番は佐藤委員。  

 

佐藤委員  

１１番の佐藤です。１月１７日に古河推進委員と現地確認いたしました。  

山林と判断されます。  

 

議  長  

７番は沼田委員。  

 

沼田委員  

１２番の沼田です。昨年の１０月から１２月にかけて坊推進委員と一緒に現

地を確認いたしまして山林と判断させていただきました。  

 

議  長  

８番は谷口憲委員。  

 

谷口（憲）委員  

１４番の谷口です。１月２１日に岡田推進委員と共に現地を確認いたしまし

た。現地は雑木、竹が生えており山であることを報告いたします。  

 

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。  

 

佐藤委員  

本題から外れるかもしれませんが、広島ではないのですが非農地にしたとこ

ろに建設残土が大量に捨てられているという、１時間位のテレビ番組をやっ

ていたものですから、どんどん非農地に土を捨てて、広島は残土条例がある

話は聞いているのですが、今後こうやって山林にしてしまうと目が届かなく

なる、チェックが効かないようになるのではないかと心配しているのですが、

農地から外したあと誰かがチェックする機能があるのでしょうか。  

 

梶山委員  

それは環境局がそういった地域はパトロールもしています。それ以外に通報

すれば、面積の大小にかかわらず、不法投棄をしているということで、環境

局の方が調査に行くと思います。  

 

佐藤委員  

不法投棄でなくて届出を出した場合も同様の状況となっている。  

 

梶山委員  

届出は小規模なものは市の許可、大規模になると県の許可になっています。 

要は申請をしないと残土処分ができないようになっている。  

 

佐藤委員  

山林になった所を業者が買い取って届出は出しているのですが、きちんとし

た工事をしないものですから、どんどん残土処分をしていったら隣の山林ま

でかかってくる。  

 

梶山委員  

許可というのはある程度計画に基づく実施が前提となっているため、その通

りに実施しないと近所の方がおかしいんじゃないかと、市か県の方に言えば

ある程度は対応します。  
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佐藤委員  

それが去年の７月６日の豪雨災害のことがあるので余計心配なんですよ。山

際ばかり非農地にしている。そこで行政がきちんとチェックしても、市が非

農地にしたから被害が出たと言われるのが怖いので申し上げているのですが。 

 

梶山委員  

非農地にしたからといって、それはないですよ。  

 

佐藤委員  

農地のままだと一般の業者が土地を売買することができないが、非農地にな

ってしまえばこれが可能になる。  

皆さん土地の処分に困っておられる状況であり、誰かが買うと言えば売る人

が当然出てくる。売った後に残土入れて、きちんと計画があったとしても許

容量以上どんどん捨てる業者がいるようで、それが下の住宅や農地に流れて

きて問題が起こった時に、市が非農地にしたためだといわれるのが怖いので

気になる。  

 

梶山委員  

それはないと思いますよ。非農地にしたから農業委員会が悪いというのはな

いと思います。農地でも農地改良の場合は、ある程度残土を捨てていいです

よね。  

 

佐藤委員  

一定量以下はそうですね。  

 

梶山委員  

ほ場整備のような格好で。そういうものでも部分的には違反しているのもあ

るんですよ。それは都度近所の方が市か県の方へ苦情申し立てしないとなか

なか改善は難しい。  

 

佐藤委員  

広島はそのあたりはまだ行政がしっかりしているが、この事例は三重だった
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んですが、ひどい状況がいっぱいあるみたいで、県外から、例えば広島みた

いに規制の強い所の残土が押し寄せて山潰したり農地潰したりしていると報

道されていたものですから、一生懸命調査して非農地にしたのはいいが、そ

ういうことが気になるんで、このことについては絶対大丈夫だと言ってもら

えれば安心して調査できるのですが。  

 

梶山委員  

それは農業委員会が非農地にしたからそうなったということはないと思い

ますよ。  

 

議  長  

そういう心配もありますが、事務局で何かお話を聞かれたことがありますか。 

 

石本専門員  

広島県の場合はご存じのように広島県土砂条例と広島市に土砂条例がござ

います。三重県にあるかどうか、わかりません。土砂埋立条例がない所が多

いようです。土砂条例で広島市の場合は宅地開発指導課が、委員さんがおっ

しゃられたように、通報すれば指導等して頂けますのでそういう制度があり

ます。  

 

議  長  

 他にご意見はありますでしょうか。  

 

（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  
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異議がないので、議案第９号の２１４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、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２６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４５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２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。 

報告第５号、農地転用届出撤回の１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、報告事項を終了します。 

続きまして、議事日程５の「その他」事項に入ります。 

はじめに、「平成３１年度農業委員会活動計画（案）」について、事務局から説明



４６ 

をお願いします。 

 

石原次長 

お配りしている資料の１ページ、２ページの資料１をご覧ください。１ページが

平成３１年度の活動計画案です。２ページ目は平成３０年度の活動計画を参考に載

せておりますが、殆ど変わっておりませんので、主な点だけご説明します。 

１の「活動方針」は、農業委員会の全般的な役割についての内容で変更はござい

ません。 

２番目の「重点活動」も引き続き、農地の斡旋に関する事項です。これは全国的

なスローガン「１人１年１マッチング」ということに付随して取り組むということ

と、「ひろしま活力農業経営者育成事業」のことがございますので、優良農地の斡旋

に取り組むことを挙げております。 

特に、これまでも何度かご説明しておりますが、「ひろしま活力農業経営者育成事

業」に地域活性化施策の面も加わりまして、本年度から定住要件を加えて対象者が

増えているということで、平成３１年度の研修生から広島市内への就農予定は３人、

３２年度以降は４人に増える見込みになっております。活力経営者以外の斡旋とい

うのもこういった方針の対象ということで重要なのですが、特に活力経営者の就農

を意識して、優良農地の状況についての把握に力を入れて取り組んでいく必要があ

るということです。 

３番目の平成３１年度の「活動内容」ですが、この中で下線を引いております「⑵ 

地域農業・農村の活性化」の「ア 組織活動の促進」に、その中の（エ）として「人・

農地プランの取組への積極的な参画」を加えております。これは、現在、国におい

て、今後の農業政策の改善について検討されておりまして、その中で、「人・農地プ

ラン」の実質化という呼び方をされていますが、具体的には、「人・農地プラン」が

地域の農地の集積・集約化に繋がるようにその作成とか見直しの話し合いの中に農

業委員、推進委員を参加するように義務付けようという内容の法律改正案ができて

いるとのことです。現在でも地域の話し合いには参加頂いており、特に新しい活動

ではないと思いますが、こういった国の動きを受けましてこの項目を加えているも

のです。その他は特に変更はございません。以上で説明を終わります。 

 

議 長 

ただいま事務局から説明・報告がありましたが、配布資料の２ページまでに書い
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てありますのでよく目を通して頂いた上で、皆さんからのご意見、ご質問等はござ

いますか。 

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

意見が無いようでございますので、原案通り決定してもよろしいでしょうか。 

 

（委員：異議なし）  

 

議  長  

異議がないので原案通り決定をさせて頂きます。 

続きまして、「平成３０年度先進地視察研修結果」についての説明をお願いします。 

 

議  長  

私が参加しましたので簡単に説明をさせて頂きます。資料の３ページからですが、

目を通して頂けたらと思います。 

２月１３日と１４日に農業委員５名、推進委員１６名、事務局２名、総勢２３名

で高知県四万十町及び四万十市に視察研修に行ってきました。四万十町の方は８ペ

ージの写真を見て頂ければと思いまが、ハウスで立派なトマトを作っておられまし

た。８ページの次世代団地ですが、４．３ｈａで総事業費は約２７億かけておりま

して平成２８年に完成したようでありまして、従来の約３倍となる軒高６ｍ位のハ

ウスを作っておりました。ハウス内環境がコンピュータによって制御され、人の管

理もコンピュータで制御されて、ポケットベルのようなものを付けて計算されて動

くような恰好になっており、どこで誰がどうしているというのは全部コンピュータ

でわかるようになっています。従来の２倍程度で１０ａ当たり３８．４ｔのトマト

の収穫をしていました。 

それから９ページから１１ページの担い手センターですが、これは就農した人の

為に１日から２年間位を様々な研究対象を取って受け入れている。それから受け入

れは４月だけでなく、２か月に一度受け入れるという体制であったようであります。

それで高知県の施設園芸が盛んなことからトマト、キュウリ、ナス、ピーマン、シ

シトウ、ニラ中心に就農支援しておられたようであります。特にミョウガこれは全
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国で９割を生産しておりまして、ミョウガはどうやって作っているか見せて下さい

と言いましたが、とうとう見せて貰えなかったですが、作る方法等々その地域で開

発されて生産量が日本一になっておられるようであります。 

それから鳥獣被害のことについても四万十市の営農センターでＪＡの職員が鳥獣

被害対策をしており専門の委員さんがおられるようでありまして、営農センターに

おかれている鳥獣毎の対策の写真も貼っていたり、窓口受付がありました。３名の

鳥獣被害専門員がおられて農家の相談を受けて５０集落で２６５ｋｍものフェンス

を設置しておられる。大変な距離をフェンスでやっております。その写真が資料に

ありますが、１６ページの様なフェンスを組んでおられまして、私共の地域では２

ｍ×２ｍのメッシュのフェンスを２ｍ毎に繋げておりますが、ここは高さ１ｍ位で

何十ｍかを巻き付けたものを広げ、それを敷設した上で、その上に更に１段積んで

繋ぐ。そうすると相当の距離を繋いでいけるし作業も簡単である。支柱も２段のジ

ョイントにして１段目を打ち込んで２段目を入れるという方式で打ち込みも簡単で

あるということも言っておられました。そういったことなど、随分色々と見させ

て頂きました。  

私からの説明は以上ですが、どなたか他に説明をされる方がいらっしゃい

ましたらお願いします。  

佐藤委員どうですか。  

 

佐藤委員  

先進地の状況に圧倒されて帰ってきましたが、一番広島で何とかして欲し

いのが捕獲報奨金の額です。資料７ページに書いてある様にイノシシに１万

３千円、鹿で１万８千円、猿で３万１千円、広島の２倍か３倍です。これだ

けで食べていける、猟師としてやっていけるような話をされておりましたの

で、一挙にこの金額になるかどうか別にしても、金額を上げていくことによ

って広島でも実績が上がるのかという気がしました。  

 

議  長  

そうですね。資料７ページにも書いてありますが、資料４ページから７ペ

ージまでに委員からの質問を事務局がまとめておりますのでよく読んでいた

だけたらと思います。  

佐藤委員、他にございませんか。  
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佐藤委員  

やはり圧倒されたの一言です。かなわないなと思うんですが、ただ先程の

広島でも小松菜を作る人数が認定農業者の総会の中でも活力経営者の人達が

今度倍入って４人入った、それがまた小松菜を作るんだと話が若干出ており

ましたけれども、色んな事業を使って大規模に、しかも面積が増えてなくて

も反収が倍になってくると面積が倍になったのと一緒ですから脅威だなと思

って帰ったんですが、その中でどなたがおっしゃったのか、後４、５年頑張

ったらライバルが減りますからという言葉が唯一救いだったかなと。若い人

達にとってはまたチャンスが生まれるのかなという、若干の期待はあります。 

 

議  長  

ありがとうございます。他はございませんか。   

それと昔からよく言われている鳥獣害の問題で、私もそれは確かにそうだ

と思いましたが、要は自分が作った野菜等が猪や鹿、他の鳥獣でもですが餌

になっている。これは特に気をつけないと冬は電気がない所があるようです

が、そういったところを是非餌にしないように気をつけるべきだということ

も言っておられましたので、勉強になるかなと思っております。  

 

議  長  

他にありませんか。  

 

河野（芳）委員  

鳥獣被害の問題で、先ほど１万３千円いうのが出ておりますけど、この内

訳が国の７千円、ＪＡの千円、市の５千円、市の５千円というのは今も広島

市から出ています。広島市の捕獲奨励金として２千円から４千円になり今５

千円になっています。例えば鹿に対して県から８千円助成金が出ているが、

国からの助成はなんとかならないものか、そうしないと今の広島市の財政か

らして市の方で１万いくらを出せと言っても無い袖は振れない。そういう所

が何とかならないかなという気がするんですが。  

なんとか国や県で助成してもらわないと、市だけでは難しいじゃないんか

と。  
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議  長  

広島市も今ではだいぶ取り組んでくれている。  

 

河野（芳）委員  

確かに市の予算も鳥獣被害に対する予算も増やしてくれているので、県と

か国の方も取り組んでいただきたいと思います。  

 

議  長  

それでは他にございませんか。  

 

（委員：意見なし）  

 

議  長  

続きまして、「平成３０年度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」の開催についての報告をさせていただきます。職務代理者さ

んに代わっていただきますのでよろしくお願いします。 

 

会長職務代理者 

それでは報告致します。 

資料３、１７ページをご覧ください。 

２月１９日の午後２時３０分から、東区役所５階講堂で開催されました。 

１８ページにあるとおり、認定農業者が２５名参加されました。 

農業委員会からは、農業委員９名、農地利用最適化推進委員１３名、計２２名が

出席しました。 

出席された農業委員、推進委員さんは、ご苦労さまでした。 

午後２時３０分から４時まで、認定農業者と農業委員・農地利用最適化推進委員

の合同研修会がありました。研修は「ＩＣＴを活用したスマート農業」で 

１つ目は「農業経営におけるＩＣＴシステムの活用事例」で、広島県西部農業技

術指導所から話がありました。 

２つ目は、「株式会社ラッシュファームの取り組み」について農林水産振興センタ

ーから話がありました。 



５１ 

続いて、午後４時から５時まで意見交換会を２班に分かれて実施しました。 

今年は、「直面している営農の課題について」をテーマとしまして、認定農業者が

日頃、感じている問題や、要望などをお聞きし意見交換しました。 

２２ページから２６ページにあります通り、認定農業者からは、生産緑地制度、

有害鳥獣対策、農業後継者問題などの意見がありました。 

今後、これらのことを踏まえ、市・県へ提出する意見・要望の参考にして頂きた

いと思います。よろしくお願い致します。 

 

議 長 

ただいま会長職務代理者から説明・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 

続きまして、「その他の項目」について、事務局から説明をお願いします。 

 

石本専門員 

続きまして資料４、３３ページでございます。農業体験学習ということで３３ペ

ージから３５ページに平成２９年度の委員、推進委員の体験学習の実績を掲載して

います。３６ページが報告様式になっておりますので農業体験学習を実施された委

員、推進委員はこちらの様式を使って事務局に今月末までに提出して頂ければと思

っております。 

引き続きまして資料５です。３７ページ、明日からの第６回地区協議会の日程で

ございます。今年度最後となっております。旧市３月６日午前中、安佐南区３月１

３日午後、白木・高陽が３月７日午後、可部・安佐地区３月１２日午前中、安芸地

区３月６日午後、佐伯区３月８日午前となっております。 

資料６です。３８ページ、３１年３月の調査日程についてです。今月の締め切り

が３月１５日で３月１５日の夕方位に委員さんにそれぞれ電話をかけていきたいと

思っております。一日目が３月１８日午前旧市、午後安芸区、３月１９日午前安佐

北区可部・安佐地区、午後白木・高陽、３月２０日午前安佐南区、午後佐伯区を予

定しています。 



５２ 

 

石原次長 

資料はございませんけれども、私の方から２点程あります。来月の統一地方選挙

についてです。 

７日に広島県議会議員選挙、広島市議会議員選挙及び広島市長選挙の執行が予定

されています。 

農業委員、農地利用最適化推進委員は特別職の公務員（非常勤職員）となります

ので、公職選挙法により「地位（立場）を利用した選挙運動」等は禁止されていま

す。具体的には、権限に基づいてやるというのは勿論ですが、現地調査の機会での

働きかけなどもこれに該当するとのことです。特定候補者の投票の勧誘とか後援会

活動とか集会の呼びかけとか文書の配布とかいったことは、禁止事項に該当する恐

れがございますので、ご注意頂きますようにお願いします。 

それともう一点、議会の関係なんですが、今現在予算特別委員会が開催されてお

り、今日までに各事業ごとの委員会は終了しておりますので、その中で出た農業関

係の内容についてご報告します。先月２８日に建設関係の委員会がありまして、そ

のなかで都市農業と共生したまちづくりについてということで安佐南区の碓井議員

から生産緑地制度に関する質問が出ております。これは、昨年６月本会議での質問

に引き続いてのもので、生産緑地制度の他都市での導入状況や手続き、生産緑地制

度を含む都市農地の活用方策の研究、６月の時に研究するという答弁がありました

ので、その状況を質問したものです。これに関しまして担当の都市計画課長の方か

ら、生産緑地については、平成２７年度末現在、全国２２２の市町村で、三大都市

圏以外では１０の市町村で設定されている、導入方法としては都市計画提案制度の

活用が考えられる、それから６月の本会議の答弁以降でどういう風にやっているか

ということですが、安佐南区で３回地元農家との意見交換、それからＪＡ広島市を

通じた都市農業振興に関する聞き取り調査などを行っている、今後とも勉強会など

で総合的な都市農業の推進の研究に取り組みたいとの内容の答弁がありました。そ

れから今日総務関係の委員会があり、佐伯区の米津議員から湯来町の活性化に関す

る質問の中で、定住促進の施策について質問がありました。それに対して地域活性

推進課長から、ひろしま活力農業経営者育成事業で定住要件を加えてやっており、

特に３０年度については湯来町の水内地区を候補地の一つとして挙げているとの答

弁がございました。昨日が農業関係の委員会だったんですが、農業関係の質問はご

ざいませんでした。 



５３ 

 

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

せんでしょうか。 

 

伊藤委員  

時間が過ぎていますが、今日の中国新聞朝刊に載っていましたが、三次市の農業

委員会の農地取得を１ａから認めようと、今さっきあった定住促進のためのもので

すが、就農者はやっぱり減る傾向ですよね。集落に営農組織があればすべて解決す

るという風でなくて、特に集落法人というのは利益を追求する目的が一番ではない

ですが、そうはいっても継続してやっていく為には赤字続きじゃいけませんので、

どれでもこれでも農地を引き受けてやっていくというのは難しいと思うんですね。

だから小規模な、大きな機械が入らないような農地は荒廃させないようにしようと

思ったら、下限面積をもうちょっと下げてはどうかと。３年前に３０ａから２０ａ

になりましたが２０ａというのはなかなか厳しい問題があると思います。地元の農

家が頑張るのは勿論ですが、やっぱり外部からそういう助けが入ってくればですね、

多少はそういう傾向が変わってくるんでないかと。やはり下限面積はちょっと、例

えば１０ａ位にして。２０ａは厳しいと思いますよ。そこらちょっと時間をかけて

でも検討してみる必要があるのでないかという気がします。今日も新聞にちょっと

出ていましたので。 

 

議 長 

伊藤委員が耳にもされていると思うのですが、近隣の市町ですね。北広島町や安

芸高田市が１０ａに下限面積を下げているんですね。ですから広島市も下げるべき

ところは下げていって、やはり農業振興だけを考えるところは下げなくてもいいし、

色々な意見があると思います。前回のときも色々と意見があって３０ａのところを

２０ａにするとかありましたんで、そこのところを検討する時期だろうと思います。 

 

伊藤委員  

これは条件付きですから、全てが１ａになるというわけではないんですけど、こ

ういう条件をつけて多少荒廃農地を減らせるような方向で何かいいことがないかな

というふうに思うわけです。 



５４ 

 

議 長 

広島市の下限面積の検討はいつするんですか。２年度ですか。 

 

山室主幹  

今現在はまだ行っておりません。本庁のほうで空き家対策を含めてどういう風に

していくか、これから検討していくとなっております。来年度位から動き始めるん

だろうと。その中で広島市としての方針、政策が見えてきて農業委員会の方でそれ

を受けて下限面積を下げるとかいう議論になってくるんだろうと思います。農業委

員会の方から主導して下げましょうではないと思います。広島市の政策として方針

決定しその上で農業委員会で議論する流れとなると思います。 

 

永井事務局長  

今も出たように空き家への定住があくまで条件での話です。 

 

伊藤委員  

そうですね。やっぱり外から入ってくる時は例えば２０ａ、３０ａで稲を作るの

は無理ですよ。人力だけではできませんから。そのなかで野菜を２反作るのはなか

なか厳しいと思いますよ、実際には。せめて１０ａ位にすればなんとかもうちょっ

と楽になるのではないかという気がします。 

 

議 長 

入った人がすぐ１０ａやって何かしなさいというのは酷なところがある。確かに

５ａでもなかなか、ということがあります。 

 

伊藤委員  

今、一件、難しくなりかかった事例がありまして、やりますよと言われた以上制

限できないでしょう、今の状態では。だから２０ａやるという以上は許可をする。

実際やりだして始めてみると、やったことがない人が一からやるわけですから、こ

れはちょっと厳しいということになっているんですね。それを制限できない訳です

よ、やっぱり。やると本人が言う以上はね。 

 



５５ 

議 長 

検討を進めないといけない時期であるかとは思います。 

 

河野（芳）委員  

決まっているんじゃないんですか、２年に一回とか。前回農業委員会にかけて下

限面積をいくらにしますかということで農業委員が検討して最終的には例えば２０

ａを１０ａにしたところもあるし据え置いたところもあるしということをしていっ

たと思うんですよ。 

 

山室主幹  

下限面積については、５年に１回ある農林業センサスをもって、今回こうなった

から下限面積を下げようということになっており、見直しの検討時期は農林業セン

サスで５年に１回となっております。 

 

議 長 

その時期が来たらどうしても検討しようじゃないかと。 

 

河野（芳）委員  

そういうことです。 

 

議 長 

他にございませんか、ないようでしたら長い時間お世話になりましたが、今日は

お疲れ様でございました。職務代理者のあいさつをお願いします。 

 

会長職務代理者  

ご苦労様です。長時間、いろいろな課題が山盛りでありまして、お疲れで

ございますが、体には気を付けて頑張っていきましょう。それではご苦労様

でした。  

  


