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第１６回佐賀市農業委員会総会議事録 

 

 日  時  平成27年３月26日  午後３時30分～午後４時32分 

 場  所  グランデはがくれ フラワーホール 

 出欠者  出席者 43名  欠席者 1名 

 次  第  １．開  会 

２．会長挨拶 

３．来賓祝辞 

４．総会書記指名 

５．議事録署名人指名 

６．議  事 

   第１号議案 平成26年度事業報告 

    １ 農業委員会及び関連事業報告 

    ２ 役員会事業報告 

    ３ 農地部会事業報告 

    ４ 振興部会事業報告 

７．佐賀市農業委員会表彰贈呈 

８．報  告 

   １ 平成27年３月１日執行佐賀市農業委員会委員選挙当選人 

   ２ 平成27年度農業委員会委員選挙人名簿登録者数 

９．閉  会 
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午後３時30分 開会 

○司会（本告敬資君） 

 皆様こんにちは。定刻となりましたので、これから第16回佐賀市農業委員会総会を開催さ

せていただきます。 

 私、農業委員会での最後の仕事としまして、きょう司会進行を務めます本告でございます。

よろしくお願いいたします。 

 では、まず、総会成立につきまして御報告申し上げます。 

 現時点におきまして、委員総数44名のうち、43名の委員の出席があっております。委員の

過半数に達しております。よって、農業委員会等に関する法律第21条第３項の規定により、

本総会が成立していますことを御報告いたします。 

     １．開 会 

○司会（本告敬資君） 

 それでは、本総会の開会を農業委員会事務局長、鬼﨑が宣言いたします。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 第16回佐賀市農業委員会総会の開会を宣言いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

     ２．会長挨拶 

○司会（本告敬資君） 

 それでは、開会に当たり、会長の坂井が御挨拶を申し上げます。 

○会長（坂井邦夫君） 

 第16回佐賀市農業委員会総会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は、委員の皆様方には御多忙の中、総会に御出席いただき、厚くお礼を申し上げま

す。 

 また、公務御多忙中にもかかわらず、本日は来賓として、黒田議長様に御臨席をいただい

ております。議長様には、日ごろから農業委員会の活動に対して格別なる御配慮と御尽力を

賜り、衷心より感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 今日の農業情勢は、農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、厳しさを

増しております。佐賀市においても、その傾向は顕著であり、農業委員会の果たすべき役割

は大きく、農業委員の担う責務は大変重要なものとなっております。 

 地域農業者の代表者である私たち農業委員といたしましても、食料生産の基盤であります
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優良農地の確保と有効利用や担い手の確保、育成といった課題に、これまで以上に積極的に

取り組まなければなりません。 

 さて、今年は３年に一度の農業委員選挙が実施されました。農業委員の皆様方におかれま

しては、長い間、いろいろと御苦労いただき、佐賀市の農業振興に御尽力をいただきました

こと、心から感謝申し上げます。 

 本日の総会は、現在の委員体制では最後の会議となります。今年度の委員会活動の実績報

告を初め、農地部会や振興部会の主な取り組み内容などを議案として御提案申し上げます。

十分な審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 本日は限られた時間でありますが、十分な審議を賜りますようによろしくお願いを申し上

げます。 

 簡単ですが、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○司会（本告敬資君） 

 ありがとうございました。 

     ３．来賓祝辞 

○司会（本告敬資君） 

 ここで、公務ご多忙の中、本日の総会に御来臨の栄を賜りました来賓の御紹介をいたしま

す。佐賀市議会議長、黒田利人様でございます。（拍手） 

 それでは、黒田議長様から御祝辞を賜りたいと存じます。黒田議長様、よろしくお願いい

たします。 

○佐賀市議会議長（黒田利人君） 

 皆さんこんにちは。ただいま御紹介いただきました市議会の黒田でございます。 

 第16回の佐賀市農業委員会総会の開催に当たりまして、市議会を代表して、一言御挨拶を

申し上げます。 

 農業委員の皆さんにおかれましては、平素から佐賀市農業の発展のために、また地域農業

と農地を守るために御尽力を賜っていますことに対しまして、心より深くお礼を申し上げた

いと思います。 

 現在、農業に関しては、さまざまな改革が進められており、そのうちのどれを取り上げて

も、農業の現場に大きな変化を及ぼすものであり、将来への不安がないわけではありません。

しかし、ある程度の変化は避けては通れない状況であると思うわけでございます。 
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 農業は佐賀市の基幹産業の一つであり、農業の発展は佐賀市の活性化に直結するものであ

ります。市議会といたしましても、これまでにも増して、市当局と、また関係団体との連携

を図りながら、佐賀市農業によりよい結果が得られるよう、可能な限り支援を行ってまいり

たいと考えるところでございます。 

 さて、先ほども会長から申されましたが、３月に実施されました３年に一度の農業委員会

選挙の結果、３分の２の方が勇退されるというふうに伺っておるわけでございます。勇退さ

れる委員の皆さんにおかれましては、大変御苦労さまでございました。改めて御礼を申し上

げたいと思います。 

 勇退をされても、どうか地域におかれまして、先輩としてこれからも佐賀市農政全般に積

極的な御協力を賜りますようお願いをするところでございます。 

 終わりになりますが、御参集の皆様方の今後ますますの御発展と御多幸を御祈念申し上げ

まして、挨拶といたします。 

 本日はまことにおめでとうございます。（拍手） 

○司会（本告敬資君） 

 黒田議長様、まことにありがとうございました。 

 ここで、黒田議長様におかれましては、公務の御都合により退席をなされます。御臨席、

まことにありがとうございました。大きな拍手をもってお送りしたいと思います。（拍手） 

    〔黒田市議会議長 退席〕 

○司会（本告敬資君） 

 では、これより議事に入りますが、佐賀市農業委員会会議規程第５条第１項の規定により

まして、会長に議長をお願いいたします。坂井会長、よろしくお願いいたします。 

    〔坂井会長 議長席に移動〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 佐賀市農業委員会会議規程によりまして、議長を務めさせていただきますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

 まず最初に、お手元の総会資料の１ページをお開きください。 

 そちらに佐賀市農業委員会憲章がございますので、お開きいただきたいと思います。 

 御起立をお願いします。 
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 私が、「佐賀市農業委員会は、一つ」と申しますので、皆さんは「農業・農業者の代表と

して」、以下の御唱和をお願いいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

佐賀市農業委員会憲章 

 

 農業委員会としての自覚を持ち、農業・農業者の期待と信頼に応えるため、農業委員会活

動の規範となる農業委員会憲章をここに定める。 

 

佐賀市農業委員会は 

 

１．農業・農業者の代表として、 

  誇りと責任ある行動に努めます。 

１．農用地の確保と有効利用を進め、 

  法令に基づく適正な農地行政に努めます。 

１．農業基本構想にのっとり、 

  農用地の利用集積と集団化に努めます。 

１．食料の自給率向上のため、 

  優良農地の確保と効率利用に努めます。 

１．産業としての農業を確立するため、 

  担い手の育成、認定農業者等の経営支援に努めます。 

１．農業経営と暮らしの発展のため、 

  情報の収集、提供活動に努めます。 

１．農業者の老後の生活安定と福祉向上のため、 

  農業者年金制度の普及推進に努めます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（坂井邦夫君） 

 御唱和ありがとうございました。御着席ください。 

 それでは、お手元の総会次第に沿って進めさせていただきます。 
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     ４．総会書記指名 

○議長（坂井邦夫君） 

 まず、次第４番、総会書記指名となっておりますので、私のほうから指名してよろしいで

しょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、書記に事務局の陣内主任と古賀主事を指名いたします。 

    〔両名 書記席へ移動〕 

     ５．議事録署名人指名 

○議長（坂井邦夫君） 

 次に、議事録署名人の指名となっております。 

 本日の議事録署名人に、議席番号９番の右寺委員と議席番号10番の秋吉委員を指名いたし

ます。両委員、よろしくお願いします。 

     ６．議 事 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、ただいまから議事に入りますが、質問のある方は挙手をされ、議長が指名して

から、議席番号と氏名を言ってから発言されるようお願いします。 

 第１号議案 平成26年度事業報告。 

 それでは、第１号議案 平成26年度事業報告を議題といたします。 

 １、農業委員会及び関連事業報告と、２、役員会事業報告につきましては事務局から、ま

た、３、農地部会事業報告につきましては農地部会長、４、振興部会事業報告につきまして

は振興部会長より報告を求めます。どうぞ、部会長よろしくお願いします。 

 なお、第１号議案の採決につきましては、全ての報告に対する質疑が終了した後で行うこ

とをあらかじめ御了承ください。 

 それでは、１、農業委員会及び関連事業と２、役員会事業報告を事務局から説明をお願い

いたします。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 事務局長の鬼﨑のほうから説明いたします。座って説明いたします。 

 第１号議案 平成26年度事業報告。 
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 それでは、総会資料の４ページのほうをお開きください。 

 平成26年度農業委員会及び関連事業について、主なものにつきまして説明いたします。 

 まず、４月９日に東京で開催されました全国情報会議において、全国農業新聞の平成25年

度の年間平均購読者数が150部、または農業委員数の５倍に達している農業委員会に該当し

ているということで、佐賀市農業委員会が全国優良農業委員会表彰を受けました。 

 ４月28日には、第404回県農業会議常任会議員会議が開催されました。これは毎月、皆さ

ん方から審議をいただいたものに対して月末に、その諮問会議を行うものでございまして、

諮問案件について審議がされておりまして、坂井会長が出席をされております。 

 ５月８日には、佐賀市地域耕作放棄地対策協議会総会を開催し、平成25年度事業実績、決

算報告及び平成26年度の事業計画、収支予算が承認され、今後も耕作放棄地の解消に向け取

り組んでいくことが決定されました。 

 ５月19日には、県内の農業委員会事務局職員で構成しております県農業委員会職員協議会

定期総会と研修会が開催され、研修会では全国農業会議所の鈴木一寛氏から「農地中間管理

機構の推進と農業委員の果たすべき役割」というタイトルで講演を受けました。 

 ５月22日には、多久市におきまして、佐賀県都市農業委員会協議会総会及び研修会が開催

されました。 

 ５月27日には、東京都において、全国農業委員会会長大会が開催され、坂井会長が出席さ

れております。 

 ６月29日には、江北町農業委員会の会長であります江頭会長の農林大臣賞受賞祝賀会が行

われ、坂井会長が出席されております。 

 ７月11日には、農地・振興両部会終了後に、第１回佐賀市農業委員研修会を開催し、農地

中間管理事業の具体的な実施方法について、佐賀県農産課副課長の鍵山勝一氏と佐賀県農業

公社の岡本直樹氏から、当事業内容の説明をさせていただきました。 

 ８月８日には、農業会議臨時総会が開催され、平成25年度事業報告、収支決算が承認され

ました。また、県農業会議の役員改選が行われ、佐賀市選出の坂井会長が佐賀県の農業会議

所の会長に就任いたしました。 

 ８月19日には、県女性農業委員の総会が佐賀市で開催され、農地中間管理機構の内容と農

業委員の役割という内容について研修会が行われました。 

 ８月20日には、県農業会議主催の農業委員地区別研修会が開催され、県農業会議所のほう
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から近年の農業委員会制度をめぐる情勢と農業委員の役割について、あと農地法、農業経営

基盤強化法につきまして研修がなされました。 

 ８月21日には、県都市農業委員会協議会の第２回事務局長会議が開催され、県内10都市の

課題、懸案事項が提案され、活発な意見交換を行いました。 

 ８月26日、27日には、市農業委員会先進地視察研修を実施し、臼杵市農業委員会では、農

地流動化について研修し、ＪＲ九州ファームでは、農業参入の経緯などについて研修を行い

ました。 

 ９月９日には、九州・沖縄ブロック女性農業委員研修会が開催され、北村タツ子委員、伊

東正子委員が参加をされました。 

 ９月30日には、役員による皆様方からおまとめいただきました建議について、佐賀市長へ

建議ということで行いました。 

 ５ページをお願いします。 

 10月21日、22日には、都市農業委員会先進地視察を実施し、宮崎県西都市農業委員会を視

察し、農業委員会の活動状況と耕作放棄地対策の取り組みについて研修を行い、翌22日には、

ＪＲ九州ファーム新富事業所で６次産業化の展開について研修を行いました。 

 11月８日と24日には、佐賀県選出の国会議員に対し、農業委員会組織、制度に関する要請

を坂井会長と各市町の会長で行っております。 

 12月３日には、農業者年金加入セミナーが東京都で開催され、坂井会長、平川農地部会長、

古賀委員、志津田委員及び事務局職員が参加し、記念講演の後、活発な情報交換を行ってお

ります。 

 翌４日には、全国農業委員会会長代表者集会が開催され、岩手県と香川県の代表農業委員

会から農業委員会の活動事例があり、またあわせて、国に対して要請、申し合わせ決議とし

て、農業委員会組織・制度見直しに関する決議、農業・農村の再構築に向けた基本農政の確

立と施策推進に対する決議が行われております。 

 １月16日には、農地振興両部会終了後に、第２回佐賀市農業委員会を開催し、佐賀市農業

施策に関する建議の回答について、佐賀市農林水産部副部長兼農業振興課長の中島清人氏、

農村環境課長の干潟隆雄氏より、その内容についての説明をいただきました。また、農地中

間管理事業の推進について意見交換を行い、佐賀県農業公社の相川義徳氏と岡本直樹氏との

間に事例発表等を行っております。 
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 １月30日には、県の農業会議主催の第２回市町農業委員研修会が開催され、日本農業研究

所研究員であり、東京大学名誉教授である服部真二氏から、ＴＰＰ交渉の行方と地域農業の

あり方についての講演がありました。また、熊本県荒尾市農業委員会から古城会長、米田事

務局長から、耕作放棄地解消に向けた荒尾市農業委員会の取り組みについて事例報告があり

ました。 

 ２月25日には、第３回佐賀市農業委員研修会を開催し、行政手続法に基づく農地法申請の

取り扱い変更について、現地調査及び申請人呼び出しの事案の変更について、また、事務局

から情報提供を行いました。また、下限面積についての事務局からの情報提供をもとに議論

が交わされました。 

 ３月３日と４日でございますけれども、全国女性農業委員会活動シンポジウムが東京で開

催され、北村タツ子委員、伊東正子委員が参加をいたしました。ここでは農業委員会活動の

活性化に向けた取り組みの研鑽はもちろん、きめ細かな視線を持つ女性農業を中心とする意

見交換が行われ、女性農業委員数の拡大と活躍の一層の推進について活発な議論が交わされ

たところでございます。 

 ３月26日、本日でございますけれども、第16回総会となっております。 

 以上が平成26年度農業委員会及び関連事業報告でございます。 

 次に、平成26年度役員会事業報告をさせていただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 協議事項につきましては、記載のとおりでございますけれども、主な内容につきまして説

明をさせていただきます。 

 第１回役員会を４月４日に開催しております。主な内容につきましては、佐賀市農業委員

会の運営についてということで、平成26年度重点活動方針及び事業計画についての確認を

行っております。 

 (4)全国農業新聞の講読拡大について、今後も講読者獲得に向けて農業委員一丸となって

推進することが承認をされております。 

 (6)でございますけれども、農業者との意見交換で、内容は各農業委員が担当地区の生産

組合長会議へオブザーバーとして参加をし、農業者と活発な意見交換及び情報収集を行うと

いうことで決定をいたしました。 

 第２回役員会でございますけれども、５月９日に行っております。内容につきましては、
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(1)佐賀市農業施策に対する建議ということで、建議の市長提出までの日程案を説明し、承

認をされました。 

 (2)の平成26年度重点計画につきましては、農地パトロールの実施方法、農業者年金加入

推進活動計画を説明し、承認をされました。 

 第４回の役員会でございますけれども、７月４日に行っております。 

 (2)の農地パトロールの実施につきましては、平成26年度の農地パトロールの実施時期、

実施内容、調査方法等について説明をし、承認をされました。 

 第５回役員会でございます。８月５日に開催をしております。佐賀市農業施策に関する建

議については、日程、意見の集約時期について説明し、承認をされました。 

 ７ページをお願いします。 

 第６回役員会、９月10日に開催しております。(1)佐賀市農業施策に関する建議でござい

ますけれども、平成27年度に向けた佐賀市農業施策についての建議案について説明を行い、

その内容について審議を行い、９月の振興部会で最終案を決定するということで承認をされ

ております。 

 (2)の農地パトロールでございますけれども、平成26年７月、８月に実施した結果につい

て、内容の報告をしております。 

 第７回の役員会を10月８日に開催しておりますけれども、(1)行政事件訴訟について説明

しております。これにつきましては、農地法第18条の規定に基づく賃借権解約許可処分の取

り消しを求める抗告訴訟について経緯を説明し、平成26年９月19日に佐賀市農業委員会の勝

訴する決定がなされたことにつきまして報告をしております。 

 (3)農地部会先進地視察の報告について、農地部会が平成26年９月26日に実施した宮崎県

小林市農業委員会の先進地視察内容について、営農型発電施設の一時転用についての申請手

続等の状況を報告しております。 

 第８回役員会、11月７日に開催しております。(2)農業者年金加入推進大会については、

11月26日に開催する農業者年金加入推進大会について、全国女性農業委員ネットワーク会長

であります船ヶ山美津子様の講演、農業者年金の加入推進活動の状況報告と今後の加入推進

について説明をし、承認をされました。 

 第９回の役員会でございますけれども、12月10日に開催しております。(3)農業委員研修

につきましては、平成27年１月16日に実施する農業委員研修の内容であります佐賀市農業振
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興施策に関する建議の内容について、農地中間事業の推進における意見交換を行い、説明し、

承認をされました。 

 第11回役員会でございますけれども、２月５日に開催しております。(1)農業者年金の加

入推進・家族経営協定締結の推進について協議しておりまして、平成27年１月までの農業者

年金加入状況につきまして報告をなされ、農業者年金の前期３カ年加入推進目標である30人

を達成するよう、より一層の推進を図ることを確認いたしました。また、家族経営協定の締

結状況についても報告をされ、今後もこの推進を行うということで申し合わせをしておりま

す。 

 (3)第３回農業委員研修会につきましては、平成27年２月25日に実施する農業委員研修の

内容である行政手続法に基づく農地法申請の取扱い変更について、調査会等における取扱い

の変更について、下限面積の検討について、この３本ということで説明をし、承認をされま

した。 

 第12回役員会、３月11日に開催しておりますけれども、このことにつきましては、(1)平

成27年度重点活動方針について、事務局のほうから説明し、その内容が承認されました。 

 (4)その他でございますけれども、農地法第18条の規定に基づく賃借権解約許可処分の取

り消しを求める抗告訴訟について、１審の佐賀地方裁判所の判決では佐賀市は勝訴しており

ますけれども、その内容に不満である、不服があるということで、福岡高等裁判所に控訴さ

れておりましたが、その後、判決前に当事者間で和解が成立し、控訴については取り下げと

なり、佐賀市農業委員会が全面勝訴すると判決が確定したところでございます。 

 以上、役員会の事業報告でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいまの報告について、質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

     ６．議 事 

○議長（坂井邦夫君） 

 続きまして、第１号議案 平成26年度事業報告、農地部会事業報告について、平川部会長

より説明をお願いします。 
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○農地部会長（平川孝久君） 

 それでは、私のほうから農地部会の事業報告を行います前に、委員の皆様には、南部調査

会、または北部調査会における現地調査、それに調査会、いろいろ本当に大変だっただろう

と思います。また、農地部会での議案などの審議に対しましては、多大なる御尽力をいただ

きましたことについて、心から厚くお礼申し上げたいと思います。 

 本年度は、昨年度に比べまして、農地転用に係る審議件数については、若干ではございま

すけれども、少なかったわけですが、その反面、微細藻類の培養施設を目的とする大規模な

面積での案件や、再生可能エネルギー関連での営農型発電設備の案件など、特殊な案件が非

常に多く、現地調査や調査会などでは、審議が長時間に及びまして、委員の皆様には大変御

苦労をいただいたところでございます。 

 また、昨年９月には宮崎県宮崎市や小林市への先進地視察研修を行い、営農型発電設備の

審査方法などについての研修を行ったところでございます。 

 本日、このように平成26年度の農地部会の事業報告ができますのも、ひとえに委員の皆様

の御尽力と御協力のたまものであることを、この場をおかりいたしまして、改めて深くお礼

申し上げたいと思います。 

 それでは、平成26年度の農地部会の事業報告をさせていただきます。 

 なお、報告の内容につきましては、総会資料の８ページから10ページにかけて掲載いたし

ておりますので、ごらんください。 

 まず、８ページをお願いいたします。 

 (1)の農地部会の開催状況でございますが、農地部会につきましては、合計12回開催いた

しました。 

 平成26年度の審議件数といたしましては、この表に記載しておりますとおり、報告件数が

307件、議案件数が2,027件の合計2,334件でありました。 

 次に、(2)の農地関係取扱状況でございますが、まず、①の農地法第３条関係といたしま

しては、所有権移転について、168件の約96ヘクタール。このうち、相続や時効取得などで

農地を取得された方の届け出が、73件の約65ヘクタールでありました。 

 また、使用貸借につきましては、50件の約60ヘクタールで、合計218件の約156ヘクタール

となりました。 

 次に、９ページをお開きください。 
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 ②の農地法第４条関係でございますが、許可申請については、56件の約2.1ヘクタール、

また、市街化区域内における届け出が51件の約1.9ヘクタールで、合計107件の約４ヘクター

ルとなりました。 

 次に、③の農地法第５条関係ですが、許可申請については１４６件の約15.3ヘクタール、

また、市街化区域内における届け出が59件の約６ヘクタールで、合計205件の約21.3ヘク

タールとなりました。 

 なお、このうち、一時転用は15件の約1.3ヘクタールで、さらに、このうちの１件の約15

平米は、営農型発電設備としての一時転用が含まれております。 

 また、本年度も、農地法第４条、第５条とも、不許可案件はございませんでした。 

 続きまして、④の農地法第18条の合意解約についてでございますが、これについては197

件の約81ヘクタールとなっております。 

 次に、(3)の農地無断転用防止事業につきましては、昨年８月とことし１月に発行した

「さがし農業委員会だより」などにより、啓蒙・啓発を図るとともに、農地パトロールを強

化して、無断転用の未然防止と早期改善に努めました。 

 次に、(4)の遊休農地対策といたしましては、本年度も、昨年度に引き続き、耕作放棄地

再生事業を行い、６件の0.83ヘクタールを優良な農地に復元いたしました。 

 なお、これまでの再生事業での実績については、平成21年度が９件の3.96ヘクタール、平

成22年度が７件の2.79ヘクタール、平成23年度が８件の1.25ヘクタール、平成24年度が９件

の1.73ヘクタール、平成25年度が６件の0.85ヘクタールであり、過去６年間で、合計45件の

11.41ヘクタールとなっております。 

 また、昨年の７月から８月にかけて、昨年度までに許可を出した案件の現地調査と、農

地法第30条における農地利用状況調査などにつきまして、農業委員による農地パトロール

を実施し、耕作が行われていない農地については、耕作再開などについての指導を行いまし

た。 

 おかげさまをもちまして、本年度の解消面積は77筆の約5.2ヘクタールとなっております。 

 委員の皆様におかれましては、夏場の本当に大変暑い中での農地パトロール、並びにその

後の指導を粘り強く行っていただきまして、本当にありがとうございました。 

 農地部会といたしましては、今後も、重点課題といたしまして、遊休農地解消に向けて努

力していかなければならないと考えております。 
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 次に、(5)の農業経営基盤強化促進事業ですが、農業経営の安定と規模拡大を目指す意

欲的な農業者に対しまして、農地の権利の設定、また移転などを積極的に推進し、農地の

有効利用と利用集積を図りました。その結果、平成26年12月末の基盤強化法による農地流動

化率は約37.7％となりまして、佐賀県平均の約33.9％と比べて、約3.8％高くなっておりま

す。 

 次に、10ページをごらんください。 

 ①の利用権設定につきましては、表に記載しているとおりでありますが、契約期間が６年

未満、６年以上10年未満、10年以上のおのおのについて、新規、更新に区分し、田と畑に分

け、期間借地分も含めて掲載しております。 

 なお、平成26年度の利用権の設定状況としましては、田が約625.5ヘクタール、畑が約

13.6ヘクタール、合計約639.1ヘクタールとなっております。 

 なお、②の利用権移転及び③の所有権移転については、記載のとおりでございます。 

 次に、(6)の農地移動適正化あっせん事業につきましては、記載のとおり、規模拡大を希

望される認定農業者などの中核的担い手農家に対し、農地保有の合理化を図ったところであ

ります。 

 最後に、(7)の農地の下限面積につきましては、ＪＡや庁内関係各課からの意見を聴取す

るとともに、農業委員全員により、慎重に検討を重ねた結果、平成27年度に向けての下限面

積につきましては、引き続き50アール以上とし、三瀬地区に限っては30アール以上とするこ

とと決定いたしました。 

 また、所有権移転を伴わない農業経営基盤強化促進法における利用権設定や利用権移転に

つきましては、新規就農者を初めとする方々の農業参入への促進や、耕作放棄地解消などを

目的とする権利設定については、下限面積を緩和して、引き続き10アール以上とするよう佐

賀市に対し、要請を行うことといたしました。 

 さらに、空き家つき狭小農地の所有権移転につきましては、今後も検討を続けることでの

結論に至ったところでございます。 

 以上で、農地部会の事業報告を終わります 

○議長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、質疑ございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 続きまして、第１号議案 平成26年度事業報告、振興部会事業報告について、木附部会長

より説明をお願いします。 

○振興部会長（木附勝美君） 

 それでは、振興部会の平成26年度の事業報告をさせていただきます。 

 まず、委員の皆様におかれましては、農業者年金の加入推進、全国農業新聞の購読拡大等、

御尽力いただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 

 振興部会における主な業務は、農業委員会等に関する法律第６条第２項に規定されている

「農業振興業務並びに情報提供」、また、農業委員会等に関する法律第６条第３項に規定さ

れている「意見の公表、建議及び諮問に対する答申業務」でございます。 

 まず、総会資料の11ページをごらんください。 

 平成26年度振興部会の開催と内容について説明させていただきます。 

 まず４月は、「農業施策をめぐる最新情勢と今後の課題について」と題しまして、佐賀県

農業協同組合中央会より農政対策部次長の杉原浩樹氏を講師に招き、農業委員会の役割と農

業情勢について研修をいたしました。 

 ５月は、「農地中間管理機構の事業活用について」、県農業公社より業務部係長、門田浩明

氏を講師に招き研修をいたしております。 

 ６月には、佐賀大学経済学部の品川優准教授をお招きし、「ＴＰＰ参加が佐賀農業に及ぼ

す影響」について御講演をいただき、その後、意見交換を行いました。 

 ８月には、佐賀県農業会議業務課長、武藤正則氏より、「農業者年金の受給要件と注意点

について」説明をいただき、意見交換会を開催いたしました。 

 ９月には、県内現地研修といたしまして、江北町農業委員会の視察を行っております。農

業者年金の加入推進の取り組み状況等について話を伺っております。 

 10月には、佐賀税務署資産課税部門の馬場久明氏をお招きし、「農地の納税猶予と相続時

精算課税について」という題で講演をいただいております。 

 11月には、県内現地研修として武雄市農業委員会を訪問し、農業者年金や農業振興業務に

ついて話を伺っております。午後からは、株式会社武雄地域鳥獣加工処理センターも見学を
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いたしました。 

 １月には、「平成27年度予算の概要と農業施策について」と題して、九州農政局佐賀地域

センター総括農政業務管理官、福田和雄氏を講師にお招きして、最新情報をお伺いしており

ます。 

 続いて、資料の13ページでございます。 

 ２月には、佐城農業改良普及センターより、経営担当係長、大坪英輝氏を講師にお招きし

て、「新規就農者の確保・育成と支援について」と題して研修を行っております。 

 ３月には、「法人設立までの流れについて 小鹿ファームの事例より」と題しまして、佐

賀県農業協同組合中央会農業対策部部長、杉原浩樹氏より説明をいただきました。 

 また、県外現地研修については、平成27年１月21日から22日までの１泊２日で、鹿児島県

の志布志市農業委員会及び農業生産法人株式会社さかうえを視察し、法人設立の経緯や耕作

放棄地対策の取り組みなどについて話を伺っております。 

 続きまして、佐賀市農業施策に関する建議でございます。 

 農業委員会等に関する法律第６条第３項に規定されております重要な業務であります意見

の公表、建議及び諮問に対する答申で、振興部会では、農業施策に地域農業者の意見を反映

させるための建議を毎年行っております。 

 平成26年度は５項目、１つ、農地中間管理事業について、１つ、農業基盤の整備について、

１つ、集落営農組織の法人化と担い手の確保・育成について、１つ、有害鳥獣対策について、

１つ、中山間地域等直接支払制度について、以上の５項目を平成26年９月30日に市長に建議

をいたしました。 

 その後、10月３日に佐賀市から回答をいただいております。平成27年１月16日に、農業委

員研修会において市からの説明を受けております。 

 続いて、資料の14ページでございます。 

 次に、「佐賀市農業委員会だより」の発行でございます。農業者へ向けての情報提供とい

たしまして、平成26年度は第12号と第13号、２回を発行いたしております。 

 次に、贈与税及び相続税の納税猶予・不動産取得税徴収猶予の申告については、合計32件

となっております。 

 次に、家族経営協定の推進でございます。農業者年金の加入推進対象者を中心に、佐賀地

区４件、大和地区１件、川副地区１件、東与賀地区１件、久保田地区３件の合計10件の家族
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経営協定の締結を得ることができました。 

 次に、制度資金借入審査報告でございます。平成26年度は、農業経営基盤強化資金（スー

パーＬ資金）が21件、近代化資金が３件、青年等就農資金が５件、審査が行われ、いずれも

認定をされております。 

 続きまして、全国農業新聞の購読推進でございます。 

 情報提供活動として、国の農業施策や全国各地の優良事例等を紹介するため全国農業新聞

の購読推進を行いました。購読部数は現在258部となっており、県内市町では第１位となっ

ております。 

 続いて、資料の15ページをお開きください。 

 農業者年金については、平成26年度の受付件数は合計で2,078件となっております。 

 また、農業者年金の加入推進につきましては、国が示した「加入者累計13万人に向けた前

期３カ年運動」の２年目であり、佐賀市として平成25年度から27年度までの３年間で30人の

ノルマを課せられております。 

 そのような中において、平成26年11月26日には農業者年金加入推進大会を開催しておりま

す。農業委員、ＪＡ、農業委員会事務局が一体となって、加入推進の取り組み強化を申し合

わせました。 

 なお、大会には63人の出席をいただきました。ありがとうございました。 

 農業委員の皆様に推進をいただいたおかげで、平成25年度は10名、26年度は11名の加入を

得ており、合計21名の新規加入をいただいているところでございます。 

 農業委員の皆様には大変ご協力をいただきまして厚くお礼申し上げます。どうもありがと

うございました。 

 以上で振興部会の報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、御質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 それでは、第１号議案 平成26年度事業報告、１．農業委員会及び関連事業報告、２．役
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員会事業報告、３．農地部会事業報告、４．振興部会事業報告について承認を求めます。 

 御承認いただける方の挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございました。挙手多数ですので、第１号議案 平成26年度事業報告、１．農

業委員会及び関連事業報告、２．役員会事業報告、３．農地部会事業報告、４．振興部会事

業報告については承認されました。 

 なお、第16回総会の議案は第１号議案のみとなっております。 

 慎重な審議をいただきありがとうございました。議事が無事終了いたしましたので、これ

で、議長の職を解かせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

    〔坂井会長 自席に移動〕 

○司会（本告敬資君） 

 会長、議事進行、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

      ７．佐賀市農業委員会表彰贈呈 

○司会（本告敬資君） 

 引き続きまして、今回退任されます１期・３年以上の選挙によります農業委員の皆様への

表彰を行います。 

 これまで地域の代表者として長きにわたり大変御苦労いただきましたことに対しまして、

心よりお礼申し上げます。 

 それでは、資料17ページの順番でお名前を読み上げますので、その場に御起立ください。 

 平山多喜男委員、前田千里委員、原口忠之委員、山口孝浩委員、小野郡三委員、故・木塚

弘委員、古川惠久委員、野中信男委員、新郷誠委員、野口良昭委員、吉田順彦委員、久保

和男委員、寺崎國雄委員、福井日出寿委員、金丸輝雄委員、成富義則委員、西岡正一委員、

木附勝美委員、杠政勝委員、西川俊彦委員、吉村賢次委員、右寺俊也委員、江副正広委員、

山本敏和委員、糸山明委員、古川茂利委員、古賀慶光委員。 

 それでは、27名の表彰者を代表いたしまして、木附委員にお受け取りいただきます。 

 木附委員、前のほうへお進みください。 

    〔表彰状授与〕 

○会長（坂井邦夫君） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

表 彰 状 

木 附 勝 美 様 

 あなたは農業委員会委員として多年にわたりよく職責を全うし 

 本市農業行政の推進に寄与されました 

 その功績は誠に顕著であります 

 よってここに表彰します 

  平成27年３月26日 

佐賀市農業委員会    

会長  坂 井 邦 夫 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○司会（本告敬資君） 

 皆様大きな拍手をお願いいたします。（拍手） 

 御協力ありがとうございました。お座りください。 

 なお、代表者以外の方への表彰でございますが、月曜日までに各選挙区の属する支所の産

業振興課へお届けいたします。非常に御面倒ですけれども、31日火曜日以降に各自お受け取

りをお願いいたします。 

 また、旧佐賀市の方に関しましては、本庁４階の農業委員会までお願いしたいと思ってお

ります。 

      ８．報 告 

○司会（本告敬資君） 

 議案関連は終了いたしましたけれども、報告事項がございます。 

 まず初めに、「平成27年３月１日執行佐賀市農業委員会委員選挙当選人」について事務局

より説明いたします。 

○庶務係主査（宮﨑昌英君） 

 18ページをお開きください。 

 ２月22日の立候補届け出により、全選挙区で無投票となりました。当選人の皆様は記載の

とおりです。 

 また、皆様には３月２日に選挙管理委員会より当選証書が付与されています。 
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 以上で報告を終わります。 

○司会（本告敬資君） 

 ただいま事務局より御説明申し上げましたが、何か御質問等ございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○司会（本告敬資君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、「平成27年度農業委員会委員選挙人名簿登録者数」につきまして事務局より

御説明いたします。 

○庶務係主査（宮﨑昌英君） 

 20ページをお開きください。 

 平成27年１月１日を基準日として、各農家等から提出された農業委員会委員選挙人名簿登

載申請書に基づき、１月29日に東与賀支所、大和支所において委員の皆様に資格審査してい

ただき、佐賀市選挙管理委員会において公告縦覧を実施し、３月31日に確定するものです。 

 集計表は、投票区、選挙区ごとに集計しております。 

 表の下段の合計をごらんください。今年の世帯数は5,632世帯、登録者数9,875名となって

おり、昨年と比較して2,550人の減となっております。これは従事日数不足により、資格要

件に満たない方が大半を占めていたことによるものです。 

 以上で報告を終わります。 

○司会（本告敬資君） 

 ただいま事務局より御説明申し上げましたけれども、何か御質問はございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○司会（本告敬資君） 

 御質問ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 以上で、「平成27年度農業委員会委員選挙人名簿登録者数」を終わります。 

      ９．閉 会 

○司会（本告敬資君） 

 総会次第が全部終了いたしましたので、事務局長鬼﨑が閉会を宣言いたします。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 長時間にわたりまして、慎重審議いただき、ありがとうございました。 
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 これをもちまして、第16回佐賀市農業委員会総会の閉会を宣言いたします。大変お疲れさ

までした。ありがとうございました。（拍手） 

午後４時31分 閉会 

 


