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第17回佐賀市農業委員会総会議事録 

 

 日  時  平成27年４月１日  午後２時29分～午後４時46分 

 場  所  ホテルマリターレ創世 ４階 グランデピアツァ（アテナ） 

 出欠者  出席者 45名 

 次  第  １．開 会 

２．市長あいさつ（佐 賀 市 長 秀島 敏行） 

３．来賓祝辞  （佐賀市議会議長 黒田 利人） 

４．農業委員の自己紹介 

５．臨時議長選出 

６．総会書記の指名 

７．会長の互選 

８．副会長の互選 

９．総会の議席決定 

10．農地部会及び振興部会委員の互選 

11．議事録署名人の選任 

12．議 事 

  第１号議案 佐賀市農業委員会農地部会長の選任について 

  第２号議案 佐賀市農業委員会振興部会長の選任について 

  第３号議案 佐賀市農業委員会農地部会副部会長の選任について 

  第４号議案 佐賀市農業委員会振興部会副部会長の選任について 

  第５号議案 平成27年度重点活動方針（案）について 

  第６号議案 平成27年度事業計画（案）について 

13．閉 会 
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午後２時29分 開会 

○司会（中山 光君） 

 皆様こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第17回佐賀市農業委員会総会を始

めさせていただきたいと思います。 

 本日、司会を務めさせていただきます副局長の中山でございます。今日付で農業委員会の

方に配属になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日の進行は、お手元資料１ページ目の式次第に沿って進めさせていただきます。 

 まず、本日の総会成立について、佐賀市農業委員会事務局長鬼﨑が報告いたします。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 事務局長の鬼﨑でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 本日の総会は、委員総数45名のうち、出席44名、１名が車の都合で若干遅れております。

委員の過半数には当然達しております。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、在任委員の過半数以上の出席がございますので、本総会が成立していることを

御報告申し上げます。 

     １．開 会 

○司会（中山 光君） 

 続きまして、本総会の開会を事務局長が宣言いたします。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 それでは、ただいまから第17回佐賀市農業委員会総会の開会を宣言いたします。 

     ２．市長あいさつ 

○司会（中山 光君） 

 本日の総会は、任期満了に伴う農業委員の一般選挙後、初めての総会となります。農業委

員会等に関する法律第21条に、「農業委員の一般選挙後、最初に行われる総会は、市町村長

が招集する」と規定されています。このことから、本日の総会の招集通知は佐賀市長が行っ

たところでございます。 

 それでは、招集者であります秀島市長が皆様に御挨拶を申し上げます。 

 秀島市長、よろしくお願いいたします。 

○市長（秀島敏行君） 

 皆様こんにちは、御苦労さまでございます。 
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 先ほど、司会の方から御案内がありましたように、選挙の後、最初の総会は市長村長が招

集するというふうになっていまして、私の方から招集をお願いしたところでございます。 

 まずもって、皆様方、３年間の任務をもって改選をされまして、本当におめでとうござい

ますと言わなければならないかもわかりませんが、今の農業の実情、それから農業委員会の

活動状況等を見ますと、決しておめでとうございますとは言えないぐらいに多忙な、真剣な

議論、あるいは現地活動等もされております。そういうことがあって、佐賀市の農業にもそ

のことが反映をされているということで、ここでは、おめでとうと言うばかりでなくて、感

謝の言葉も申し上げなければならないと思っています。 

 私が言うまでもなく、皆さんが一番おわかりだと思いますが、今、農業が置かれている状

況、かなり厳しいものがあるわけです。農産物の価格の暴落の部分もございます。また、後

継者の問題もございます。そういったものに関連が当然ありますが、耕作放棄地の増大等も

あって、大変な状況にもなりつつあるわけであります。それに加えて、ＴＰＰがどうなるの

かという、今日は黒田議長も議会代表ということで来賓としておいでいただいておりますが、

議会等でも、このことについては議会のたびにお話があったり、あるいは意見書、どちらか

というと反対の立場での意見書採択等が行われています。それぐらいに、日本の農業に与え

る影響というのは大きいわけであります。 

 私も農業の経験といいますか、農作業の経験はございまして、どちらかというと、まだ鎌

で刈ったり、脱穀機で作業をして、かなりきついというような印象を強く持っているのであ

ります。 

 そういう中で、今日はちょっと昔の話をひもといて見てみますと、私が小学校に入ったの

が昭和24年でございますから、まだまだ食糧事情はよくない。今日は、この中で私よりもか

なり先輩の方がおられますので体験をされていると思いますが、昭和20年、終戦の年の米の

取れ高は、稲作は虫等からやられ、あるいはまた天災と申しますか、霧雨的なものだったと

いうふうに書かれておりましたが、大凶作といいますか、不作ですね。佐賀県では６割も

いっていなかったというような年で、米不足、闇米、そういうのが社会問題になっていたと。

今からでは考えられないようなこと。それで、例の白石の山口判事が、闇米は、自分は仕事

の立場上、受け入れられないということで我慢して、そして病気になって、その翌々年、昭

和21年、22年ぐらいに亡くなられているというような状況ですね。 

 そういったことを考えますと、食糧、そしてそれを作り出します農業、また、他の林業、
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水産業も一緒でございますが、決しておろそかにしてはならないものだと思います。おろそ

かにすると、言葉は悪いですが、いわゆる「ばちかぶる」、私はそういう思いがしてならな

い。ばちかぶるような思いになるわけでございます。 

 そういう中で、今、地方創生という言葉が出ています。地方創生、人口減社会に対して、

どう地域が生き残っていこうとするのか、あるいは逆にそれをばねに、少しでも前向きに、

上向きに活性化を図っていこうとするのか、これが全国の自治体の知恵の出しどころだとい

うふうに言われています。これは何も行政だけがするのではなくて、地域の皆さんと一緒に

なって、その知恵を出していかなければならないというようなところでございます。そうい

うので今、佐賀市にあっても、職員はもちろんでございますが、外部の検討委員会等も研究

をしていただいておりますし、議会の方でも、そのことで勉強をしていただいております。 

 そういう知恵が総結集されて、総合ビジョン的なものが作られると思いますが、いずれに

したって、そういう中にあってどうするのかと。私は、地方創生というのは、やっぱり基本

は地域の雇用というものが大事になってくると思います。第一次産業での雇用はもちろんで

ございますが、それだけでは十分ではございませんので、地域に企業等の雇用を呼び起こす。

そうなってきますと、やっぱり土地の利用というものになってくるわけです。大切な農地を

それで潰していいのかというのが議論になってくるわけでございますが、国では、それはだ

めだと。工業団地等にそれを利用するのはだめだということで、ほとんど一律的に止められ

てしまって、ここ数年来ているわけでございます。 

 そういうので、地域はますます雇用がなくなって、中央の方に人が流れると。そして、一

極集中、あるいは九州では福岡集中といいますか、そういう偏ったものになっている。そう

ではなくて、それを少しばらまいて、そしてそれぞれの地域がそれなりに存続し、発展する

ようにというのが、今の地方創生の願いでもあるわけでございますので、そういう意味から

しますと、やっぱりかなり土地の部分についての制約というのを緩めてもらわなければいけ

ない。あるいは、地方のそういった関係団体の意思というものを尊重してもらわなければな

らないと私は思うわけですが、国は、ちょっとだけ色をつけたような形になっていますから、

なかなかそこの手綱を緩めようとしないというのが現状であります。 

 もちろん、農業の振興からしますと、あちこちで開発してもらっては困ると。農業の大事

さというのは当然出てくるわけでございますが、そういう意味での兼ね合いといいますか、

地域での願い、そういったものをやっぱり地域である程度議論できるような、また、方向性
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が示されるような、そういう緩やかな運用を我々は国に向かっても期待していかなければな

らないと思っています。 

 それと、農業のあり方でございますが、どちらかというと、今、土地を集約型の農業に

なっていますが、当然、外国の勢い等に太刀打ちするからには、そういった部分での力づけ

も必要だと思いますが、やっぱりまちづくりといいますか、地域づくりからしますと、やっ

ぱり農業の持つ価値と申しますか、意味、それはかなり重いものがあります。私達行政から

見て、農業関係者、あるいは漁業、林業も一緒でございますが、第一次産業に携わる人達の

地域への貢献度合いというのが、物すごく強いものを感じるわけでございますが、そういう

意味からしますと、必ずしも規模を集約するだけではなくて、家族的な力で地域農業が維持

できるような、そういった部分も残す必要があるのではないかと私は思うところであります。

そこら辺の兼ね合いを込めて、これから先の農業政策というのが作られていけばいいなとい

うふうに理解をしているところであります。 

 とにかく、近くに雇用の場があって、そこに働きながら農業、また地域が維持できるとい

うような世の中というのもいいのじゃないかなと私は思っているところでありますが、いず

れにしましても、これからはいろんな問題で条件がついて、世の中が変わってくると思いま

すが、そういった変化に対応できる佐賀市の農業であってほしいとも思っているところであ

ります。 

 これから３年間、皆さん達いろんな地域の問題を集約しながら、佐賀市の農業の発展のた

めに、また、地域の発展のために御尽力いただくものと期待を申し上げて、また、お願いを

いたしまして、私からの御挨拶にかえさせていただきます。本日は大変御苦労さまです。こ

れからもよろしくお願いいたします。（拍手） 

     ３．来賓祝辞 

○司会（中山 光君） 

 ありがとうございました。 

 本日の総会には、公務御多用中にもかかわらず、御来賓として佐賀市議会議長・黒田利人

様に御臨席をいただいております。 

 ここで、黒田議長様より御祝辞をいただきます。よろしくお願いいたします。 

○佐賀市議会議長（黒田利人君） 

 皆様こんにちは。ただいま御紹介をいただきました、佐賀市議会議長の黒田でございます。 
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 第17回の総会に当たりまして、市議会を代表して、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 本日の総会は、３年に一度の選挙後に行われる初めての総会と聞いております。議会選出

で４名、中野議員、堤議員、そして議会の推薦ということで、女性の伊東さん、北村さんを

推薦をして、４名の方がこの中に委員として皆さんに加わっていただいておるところでござ

います。 

 皆さんにおかれましては、地域の中で、農業を取り巻く情勢の中で、本当にリーダー的存

在として活躍をされている方ばかりだろうと思いますけれども、これから３年間、今後、佐

賀市農業の推進と農政の発展のために、さらなる御協力をまずもって賜りたいと思うところ

でございます。 

 先ほども市長が言われましたけれども、現在の農業を取りまく情勢は、決して平たんなも

のだけではないと思っております。ＴＰＰ問題を初めとする農業情勢の低迷や、高齢化、担

い手不足、そして耕作放棄地の増加等々、さまざまな問題が生じているところでございまし

て、皆さんにとりましては、本当に大変難しい問題に直面をしていただくことになるのでは

ないかなと思っているところでございます。 

 しかし、佐賀市におきましては、基幹産業の一つであり、農業は本当に私達の生活におい

て欠かすことのできないものでございます。そういう意味でも、大変大切なものでございます。 

 私も、以前は農業委員を４年間務めておりまして、恐らく皆さんがこれからいろんな形で

体験をされます諸問題についても、４年間、ここで一緒に活動をした者といたしましても、

それ以上にまた厳しいものがあるのではないかなと察するところでございます。このような重

要な農業を守り、育て、将来へつないでいくに当たって、ここにおられる皆様方の佐賀市農

政への、より一層への御尽力をお願いをするとともに、佐賀市農業委員会のますますの発展、

委員の皆様の御健勝、御多幸、御活躍を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。 

 本日は、誠におめでとうございます。（拍手） 

○司会（中山 光君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、佐賀市農林水産部・石井部長様に御出席をいただいておりますので、御紹介

いたします。 

○農林水産部長（石井忠文君） 

 農林水産部長の石井でございます。 
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 また３年間、皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会（中山 光君） 

 ここで、本日、御臨席を賜りました秀島佐賀市長、黒田市議会議長様、石井部長様におか

れましては、この後公務のため退席されます。 

 なお、黒田議長様、石井部長様におかれましては、総会後の懇親会に御参加いただけるこ

とになっております。それでは、拍手でお送りしたいと思います。お忙しい中、御出席あり

がとうございました。（拍手） 

    〔秀島市長、黒田市議会議長、石井部長 退席〕 

     ４．農業委員の自己紹介 

○司会（中山 光君） 

 それでは、今回が初顔合わせとなりますので、農業委員の皆様方に自己紹介をお願いした

いと思います。 

 選挙による委員の方は、選挙区名とお名前を、選任による委員の方は、推薦団体名とお名

前をお願いいたします。資料７ページの委員名簿順に自己紹介をお願いしたいと思います。 

 それでは、平山淳治様からよろしくお願いしたいと思います。 

    〔自己紹介〕 

○司会（中山 光君） 

 委員の皆様、大変ありがとうございました。 

     ５．臨時議長選出 

○司会（中山 光君） 

 それでは、これより臨時議長の選出に移ります。 

 事務局長が説明を行います。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 このたびの総会は、農業委員の一般選挙後、最初の総会でございます。会長が選任される

までの間、地方自治法第107条の規定を準用いたしまして、年長の議員が臨時に議長の職務

を行うことになっております。 

 出席委員中、土地改良区から選出されました江口委員様が年長の委員でございますので、

御紹介申し上げます。議長の職をしていただくことになります。 

 それでは、江口委員様、議長席のほうに御着席ください。よろしくお願いします。 
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    〔臨時議長登壇〕 

○臨時議長（江口善己君） 

 失礼いたします。慎んで御挨拶申し上げます。 

 ただいま土地改良区からの推薦ということで農業委員に就任いたしました川副の江口でご

ざいます。 

 御紹介にありましたとおり、年長者ということでございまして、臨時議長に就任いたしま

したが、何分このような大役は不慣れでございます。皆様方の御協力をいただきながら、会

議を進行してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りますが、私から皆様方にお願い申し上げます。 

 御意見、または御質疑のある方は、挙手をしていただきまして、議長が指名をしてから、

選挙区とお名前を述べていただいた上で御発言されるようにお願いいたします。 

     ６．総会書記の指名 

○臨時議長（江口善己君） 

 次に、総会書記指名となっておりますけれども、事務局より書記として、農地係の成平主

査と農地係の鶴主事を指名したいと思います。御両名は書記席に着席してください。 

    〔両名承諾・書記席に着席〕 

     ７．会長の互選 

○臨時議長（江口善己君） 

 それでは、書記が着席をされましたので、議事を再開いたします。 

 まず、会長の互選の前に、委員会の組織体制及び会長の互選方法につきまして、事務局よ

り説明を求めます。鬼﨑事務局長より説明をお願いします。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 ただいまから説明いたします。座って説明させていただきます。 

 それでは、委員会の組織体制及び会長、副会長の互選方法につきまして、私のほうから説

明させていただきます。 

 お手元に配付しております総会資料の２ページを御覧ください。 

 一番上の欄でございますけれども、農業委員の総数は45名となっております。その内訳は、

第１選挙区から第10選挙区までの選挙による委員様38名と、農業協同組合、農業共済組合及

び土地改良区から各１名の推薦と市議会から推薦された４名の委員さん、合わせて選任７名
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プラス選挙による委員さん38名の合計の45名になっております。 

 次に、同じページの下のほうの調査会について御説明申し上げます。 

 佐賀市農業委員会規程では、調査会を２つ置くというふうに定めております。 

 調査会の主な業務でございますけれども、調査会は農地部会長から付託されました審議案

件について、農地等の所有者、耕作者、その他の関係者から必要に応じて報告を聴取し、ま

た、現地調査を実施し、その結果を農地部会の場で報告するものでございます。 

 佐賀市農業委員会では、非常に佐賀市のエリアが広いものですから、佐賀市全域を南北に

分け、南部調査会と北部調査会を設置しております。皆様方におかれましては、出身に応じ

まして、どちらかの調査会に入っていただくことになります。 

 その区分につきましては、10ページのほうを御覧ください。 

 10ページに北部、南部とございますけれども、南部の場合を申し上げますと、第１選挙区、

第４選挙区、第５選挙区、第８選挙区、第９選挙区、第10選挙区が南部となっておりまして、

つまり兵庫、川副、諸富、東与賀、久保田、嘉瀬が南部のほうになります。あとは北部とい

うふうに分類をしております。 

 それでは、申しわけございませんけれども、総会資料の２ページのほうをまた御覧ください。 

 調査会の委員の区分につきましては、今申し上げたように、選挙委員は選挙区により南部、

北部に分けておりまして、団体、議会推薦の選任委員さんにつきましては、それぞれ互選に

より委員の定数ごとに決定をしていただくことになります。よって、南部調査会は23名、北

部調査会は22名の構成ということで、２ページの下のほうに記載させていただいております。 

 次に、調査会委員を決定していただきましたら、それぞれの調査会で、おのおのの調査会

長１名、副調査会長１名を選出していただくことになります。 

 次に、２ページの中ほどをお願いいたします。 

 佐賀市農業委員会では、農地部会と振興部会を設置しております。 

 農地部会は、主に法令業務の農地の権利移動につきましての許認可や農地転用の業務を中

心に行うものでございます。 

 振興部会は、主に農業者の公的代表機関としての意見の公表、市長への建議を行うととも

に、農業に関する調査研究や農業者への情報提供及び農業者年金に関する事項など、地域農

業の振興を図っていくための業務を行います。 

 委員定数につきましては、佐賀市農業委員会に関する条例で決まっておりまして、農地部
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会は18名、振興部会は27名となっており、選挙区ごと及び選任委員さんごとに定数は５ペー

ジと６ページに記載をしております。 

 また、その委員につきましては、互選により決めていただくことになります。 

 それと、それぞれの部会におきましては、部会長１名、副部会長２名を選出していただき

ますが、ここでは慣例によりまして、以前から、農地部会の副部会長は、南部と北部の調査

会長が兼ねるとなっております。また、振興部会の副部会長は、南部と北部の副調査会長が

兼ねるとなっております。このことにつきましては、皆様方に決めていただくときに、また

後で私どものほうで具体的に内容説明に参ります。 

 次に、役員会について御説明申し上げます。 

 ２ページの上の表でございます。 

 役員会は、会長、会長の職務代理者としての副会長１名と、農地部会の部会長と副会長２

名、振興部会の部会長と副部会長２名、合計８名で構成されております。 

 以上が２ページの農業委員会の組織説明とさせていただきます。 

 続いて、会長、副会長の互選の方法について御説明いたします。 

 今回、臨時議長さんのもとに会長、副会長のうち、まず会長の選出をしていただくことに

なります。 

 会長が決まった後につきましては、会長のほうが議事の進行を持っていきますけれども、

会長、副会長の互選の方法について説明申し上げます。 

 資料の３ページのほうを見ていただきます。 

 会長及び会長の職務代理者である副会長は、佐賀市農業委員会規程により、下の囲みのほ

うでございますけれども、委員の互選になっております。 

 この規程を見ますと、会長の互選につきましては、第２条、「法の定めによる一般選挙後、

最初の総会の招集日に行う」と、まさしく今日でございます。 

 第４条につきましては、「副会長を１人置く」、これも互選によって定めると。 

 その互選の方法でございますけれども、この規程によりまして、御出席の委員の皆様の単

記無記名投票、または指名推薦の方法により行うことができるとあります。 

 ただし、その内容につきましては、投票が原則となっておりますけれども、出席した委員

の中に異議がないときにつきましては、指名推薦の方法によることができるというふうな決

め方になっております。よって、互選の方法は本会議に諮って決めていただきますけれども、
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現在、私どもの過去の事例をひもといておりますけれども、具体的には指名推薦の形という

ことで持っていかれたというのが全てでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。委員の体制、また会長及び副会長等の互選の方法

ということでございまして、互選の方法について、１人でも異議が出た場合については指名

推薦という形ができませんので、過去の慣習上、繰り返して申しわけございませんけれども、

一応皆様方とお話しいただいて指名推薦という形でされていたというのが経緯と実情でござ

います。 

 以上でございます。 

○臨時議長（江口善己君） 

 会長の互選の前に、委員会の組織体制及び会長の互選の方法につきまして、事務局長から

説明がございました。 

 早速互選についての協議を行いたいと思いますけれども、いろいろと説明がありましたも

のが多岐にわたっておりましたので、ここで皆さんから、ただいま局長の説明に御質問、御

意見などございましたら伺いたいと思います。ございませんか。（「議長、第10選挙区の志

津田です」と呼ぶ者あり）はい、どうぞ。 

○志津田和己委員 

 互選の方法の第５条の２項に、異議がないときには指名推薦により行うことができるとあ

りますので、よろしかったら指名推薦の方法でどうでしょうか、御提案です。（拍手） 

○臨時議長（江口善己君） 

 局長の説明をお聞きになりまして、御質疑があったら、それを伺った後、方法について伺

おうと思いましたが、質問じゃなくて先に指名推薦でよくないかという御提起がございまし

たので、では、質問はもう打ち切らせていただきまして、今、指名推薦ということでござい

ますので、その御意見につきまして、皆さんいかがでございましょうか。御異議ございませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（江口善己君） 

 それでは、御異議なしということでございますので、指名推薦の方法で行いたいと思いま

す。どなたかご推薦をお願いいたします。 

 では、指名された方から御発言願います。(「議長、第８選挙区の今村です」と呼ぶ者あり）
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はい、どうぞ。 

○今村旨男委員 

 今、坂井さんが佐賀農業会議の会長もしてあるものですから、その方向で進めてもらった

らいいと思いますけど、どうでしょうか、皆さん。（拍手） 

○臨時議長（江口善己君） 

 ただいま第１選挙区の坂井（邦）委員さんを会長に推薦したいということでございました

けれども、ほかに御推薦される方はどなたかございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（江口善己君） 

 ないようでございますので、それでは、第１選挙区の坂井邦夫委員さんを互選することに

御異議がないのか、改めて皆さんの挙手を求めたいと思います。 

    〔賛成者挙手〕 

○臨時議長（江口善己君） 

 ありがとうございました。全員の方に挙手をいただきました。 

 全員賛成と認めまして、第１選挙区の坂井・夫委員を会長とすることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。次に、佐賀県農業会議１号会議員ということでございますけれども、

今までは慣例で会長をもって充てておりますけれども、今回も坂井会長をもって、その１号

会議員に充てたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（江口善己君） 

 御異議がないようでございますので、坂井会長を佐賀県農業会議１号会議員に選任いたし

ます。 

 会長が決定いたしましたので、これをもちまして、私、臨時議長の役を解かせていただき

まして、坂井会長にお願いいたしたいと思います。 

 皆様方の御協力によりまして、不慣れな議長でございましたけれども、大役を果たすこと

ができました。皆様に感謝申し上げまして、議長を降壇させていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

    〔臨時議長降壇〕 

○司会（中山 光君） 
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 ただいま会長を決定していただきました。 

 江口委員様、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 それでは、ここで新会長に就任の御挨拶をお願いいたします。 

 前のほうにお進みいただきたいと思います。 

○会長（坂井邦夫君） 

 失礼いたします。 

 ただいま皆様方から心温まる御支持を賜り、会長職という大役を仰せつかることになりま

した坂井でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

 皆様方御承知のとおり、現在の農業情勢は、国が推し進めている農政改革の問題やＴＰＰ

の問題など、内外を問わず非常に厳しいものがございます。 

 また、佐賀市におきましても、担い手の不足や耕作放棄地の問題、さらには、毎回、検討

を行っております農地取得における下限面積の問題や非農地通知の問題など、いろいろな問

題が山積いたしております。我々農業委員の責務は、今後ますます重大になっていくものと、

私自身自覚をいたしております。 

 このような中で、私達は与えられた責務を自覚しながら、委員の皆様方と、共に力を合わ

せ、佐賀市の農業発展のために努力をさせていただく所存でございます。 

 浅学非才の私でございますが、皆様方のお力添えを心からお願い申し上げまして、簡単粗

辞ではございますが、会長就任の挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。（拍手） 

○司会（中山 光君） 

 ありがとうございました。 

     ８．副会長の互選 

○司会（中山 光君） 

 引き続き、副会長の互選に入らせていただきます。 

 ここで、佐賀市農業委員会会議規程第５条の規定により、会長に議長をお願いしたいと思

います。 

 それでは、坂井会長よろしくお願いいたします。 

    〔会長議長席に登壇〕 

○議長（坂井邦夫君） 
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 それでは、会長が議長を務めるということでございますので、私が、この後の議事を進行

させていただきますので、皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これより副会長の互選を行います。 

 副会長の互選方法につきましても、投票または指名推薦の方法で行うとありますが、どち

らの方法で行いましょうか、御意見をお願いいたします。（「議長」と呼ぶ者あり）はい、

どうぞ。 

○岩永悦孝委員 

 第２選挙区の岩永です。私は、指名推薦でお願いしたいと思います。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま委員さんの方から、指名推薦でいかがという御意見がございましたが、御異議ご

ざいませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございます。異議なしということでございますので、指名推薦の方法で行きた

いと思います。どなたか、御推薦をいただけますか。（「議長」と呼ぶ者あり）はい、どうぞ。 

○井上文昭委員 

 第７選挙区の井上といいます。 

 第２選挙区の秋吉さんを御推薦いたします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま、第２選挙区の秋吉さんという御意見がございましたけれども、他に推薦される

方はございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 他にないようですので、副会長に第２選挙区の秋吉委員を推薦することに賛成の方の挙手

を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございました。挙手多数と認め、秋吉委員を副会長に決定いたします。 

 それでは、ここで新しく副会長に就任されました秋吉副会長から御挨拶をお願い申し上げ
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ます。 

○副会長（秋吉良太君） 

 ただいま御推挙いただきました第２選挙区、高木瀬地区より参りました秋吉でございます。 

 このたび佐賀市農業委員会副会長として御推挙いただきましたが、何分、私、浅学非才の

身でございます。精いっぱい力を尽くしてまいりたいと思います。 

 なお、また、坂井会長を補佐し、委員の皆様方の御意見を十分に聞きながら、一体となっ

て佐賀市農業委員会が所期の目的を果たし得ることができるように尽くしていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございました。 

     ９．総会の議席決定 

○議長（坂井邦夫君） 

 続きまして、議席の決定となっておりますので、事務局の方から説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（鬼崎哲也君） 

 それでは、議席の決定方法について御説明いたします。 

 お手元の資料、４ページの方をお願いいたします。 

 議席の決定方法につきましては、４ページの上の方でございますけれども、佐賀市農業委

員会会議規程第６条に基づき、事務局があらかじめ用意しました「くじ」を各委員に配布し、

議席を決定することになっております。第６条１項と２項ですね。 

 それで、番号を決定した後に氏名表をつけるとなっておりますので、ただいまから事務局

がお手元に「くじ」を準備いたしますので、しばらくお待ちください。 

 なお、会長の議席は慣例により一番最後の番号ということが指定されておりますので、会

長は45番。あと、１番から44番のくじ引きをお願いしたいと思います。 

 では、事務局お願いします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま事務局より説明がございましたとおり、くじ引きによる議席の決定を行います。 

○農業委員会事務局長（鬼崎哲也君） 

 １番の委員さんからくじを引いてもらいたいと思います。 

 選挙区の第１順番の方からくじを引いていきます。まず、平山委員さんの方からお願いい
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たします。 

    〔議席くじ引き〕 

○農業委員会事務局長（鬼崎哲也君） 

 それでは、改めまして、ただいま決定いたしました委員の皆様方の議席番号と氏名の方を

発表いたします。 

 なお、７ページ、８ページの名簿順番で発表いたします。 

 第１選挙区 15番平山委員、21番鶴委員、45番坂井(邦)会長。 

 第２選挙区 22番秀島委員、２番秋吉委員、12番岩永委員、19番池田委員。 

 第３選挙区 17番鶴田委員、32番青木委員、10番山口委員、18番増田(実)委員。 

 第４選挙区 42番平尾委員、６番坂井(豊)委員、38番中村委員、13番百武委員。 

 第５選挙区 41番伊東(爲)委員、３番平川委員。 

 第６選挙区 36番伊東(顯)委員、８番田中(政)委員、33番増田(和)委員、７番香田委員、 

       43番吉田委員、９番八頭司委員。 

 第７選挙区 37番井上委員、20番田中(宏)委員、26番山口敏員、30番豆田委員、 

       44番小出委員。 

 第８選挙区 34番高祖委員、23番福田委員、11番増田(光)委員、29番田中(太)委員、 

       31番今村委員、28番大園委員。 

 第９選挙区 ５番田中(博)委員、４番北村委員。 

 第10選挙区 40番八次委員、27番志津田委員。 

 団体推薦  １番原口委員、35番高原委員、24番江口委員。 

 議会推薦  39番堤委員、25番中野委員、14番伊東(正)委員、16番北村委員。 

 以上で議席の番号を決定させていただきます。 

     10．農地部会及び振興部会委員の互選 

○議長（坂井邦夫君） 

 続きまして、農地部会と振興部会委員の互選を行います。事務局の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（鬼崎哲也君） 

 事務局の方から説明いたします。 

 資料の４ページ、５ページ、６ページの方をお開きください。これにつきまして、説明申

し上げます。 
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 資料４ページの下段でございます。 

 前段で申し上げましたように、佐賀市農業委員会は部会制をとっております。 

 部会は２つございまして、４ページの枠でございますけれども、これは農業委員会に関す

る法律で、部会の定数は条例で定めると決まっております。したがって、佐賀市農業委員会

に関する条例で、第５条、農地部会の設置及び委員の定数、第６条で振興部会の設置及び委

員の定数と決めております。 

 農地部会につきましては、(1)選挙による委員が互選した者は15名。(2)法第12条第１号、

これは農協、共済組合、土地改良区から選出された委員さんの中から１名。(3)法第12条第

２号、これは議会の方から推薦があった方２名。したがって、農地部会は選挙の委員さんが

15名、土地改良区等の団体推薦が１名、議会の方の推薦が２名。 

 なお、振興部会につきましては、同じように(1)選挙による委員さんが23名、(2)団体等の

推薦が２名、(3)議会推薦が２名ということで定数が定められております。 

 また、５ページでございますけれども、この分につきまして、一応慣例によりまして、第

１選挙区は１名、右の方の中ほどを御覧ください。農地部会は、選挙による委員さんは15名

になっております。１区が１名、２区１名、３区２名、４区２名、５区１名、６区２名、７

区２名、８区２名、９区１名、10区１名ということで、選挙による委員さんは15名、選任の

委員さんは３名という決まりになっております。 

 続きまして６ページの方を御覧ください。 

 ６ページの方にも定数を書いております。 

 選挙による委員さん23名のうち、１区２名、２区３名、３区２名、４区２名、５区１名、

６区４名、７区３名、８区４名、９区１名、10区１名、選任委員さん４名ということで、選

挙による委員さんは23名、選任による委員さんは４名ということで構成をされております。 

 なお、農地部会におきましては、副会長は部会長の要請による枠外になっておりますので、

会長は農地部会の方に属すると、副会長は振興部会に属するという取り組みになっております。 

 具体的に、内容を再度繰り返しますけれども、まず、農地部会の方の５ページの方を開い

てください。 

 上の方でございますけれども、南部の調査会長、北部の調査会長は、農地部会における副

部会長ということに決められておりまして、６ページの方を御覧ください。中段より上の方

でございますけれども、南部の副調査会長、北部の副調査会長は、振興部会における副部会
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長というふうな位置づけになっております。 

 これからおのおの調査会につきましては南北出身の選挙区によって分かれておりますけれ

ども、おのおの、どちらの部会に属するかということを決めていただきます。この決め方に

つきましては、佐賀市の互選規程というのがございまして、選挙による委員さんは選挙区ご

とに集まってください。そしてまた、団体推薦の方につきましては団体推薦の方、議会推薦

の方は議会推薦と、おのおのその中身の方でこれを決めていただくことになります。これに

つきましても選挙の規程が準用されまして、原則は選挙と。ただ、指名推薦の形であれば、

議長がお諮りになって異議がないということであれば、指名推薦という形で入っていきます。 

 それで、今から事務局の方が御案内しまして、選考するために会場の方を分けますので、

ここで10分間ほど、若干時間をとらせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、農地部会及び振興部会委員の互選を行います。 

 指名推薦の方法で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、指名推薦の方法で互選をお願いいたしたいと思います。 

 これより10分程度、皆様で御協議をお願いいたします。 

 なお、結果につきましては、事務局長から報告いたしますので、互選の内容を皆様方の方

で事務局へお知らせください。 

 しばらくの間、休憩いたします。 

午後３時34分 休憩 

午後３時47分 再開 

○議長（坂井邦夫君） 

 これより会議を再開します。 

 ただいま農地部会及び振興部会委員の互選結果が出たようですので、それぞれ部会ごとに

報告を求めます。鬼﨑事務局長。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 それでは、皆様申しわけありません。７ページと８ページに記入をお願いいたします。 
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 まず７ページのほうでございます。座って説明させていただきます。 

 第１選挙区から順番に行きます。 

 第１選挙区 平山委員・振興部会、鶴委員・振興部会、会長・農地部会：調査会・南部。 

 第２選挙区 秀島委員・農地部会、秋吉委員・振興部会、岩永委員・振興部会、 

       池田委員・振興部会：調査会・北部。 

 第３選挙区 鶴田委員・振興部会、青木委員・振興部会、山口(明)委員・農地部会、 

       増田(実)委員・農地部会：調査会・北部。 

 第４選挙区 平尾委員・振興部会、坂井(豊)委員・振興部会、中村委員・農地部会、 

       百武委員・農地部会：調査会・南部。 

 第５選挙区 伊東(爲)委員・農地部会、平川委員・振興部会：調査会・南部。 

 第６選挙区 伊東(顯)委員・農地部会、田中(政)委員・振興部会、増田(和)委員・ 

       振興部会、香田委員・振興部会、吉田委員・農地部会、八頭司委員・ 

       振興部会：調査会・北部。 

 ８ページに行きます。 

 第７選挙区 井上委員・農地部会、田中(宏)委員・振興部会、豆田委員・振興部会、 

       小出委員・振興部会：調査会・北部。 

 第８選挙区 高祖委員・振興部会、福田委員・振興部会、増田(光)委員・振興部会、 

       田中(太)委員・振興部会、今村委員・農地部会、大園委員・農地部会： 

       調査会・南部。 

 第９選挙区 田中(博)委員、振興部会、北村委員、農地部会、調査会・南部。 

 第10選挙区 八次委員・振興部会、志津田委員・農地部会、調査会・南部。 

 団体推薦  原口委員・振興部会：調査会・南部。高原委員・振興部会：調査会・北部。 

       江口委員・農地部会：調査会・南部。 

 議会選出  堤委員・農地部会：調査会・北部。中野委員・農地部会：調査会・南部。 

       伊東(正)委員・振興部会：調査会・南部。北村委員・振興部会：調査会・ 

       北部。 

となりました。 

 以上で大丈夫でしょうか。 

○議長（坂井邦夫君） 
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 農地部会及び振興部会委員が決定したようですので、承認される方は挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 挙手多数と認め、全員承認といたします。ありがとうございました。（「議長」と呼ぶ者あり） 

 事務局長。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 事務局のほうからお願いいたします。 

 ただいま農地、振興部会の委員を決定いただきましたので、各委員の皆様には、各部会委

員の当選承諾書を提出いただく必要がございますので、後ほど、御署名をお願いいたします。 

 御署名の後、提出をお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、次の議事に入ります前に、しばらくの間、再び休憩をとります。 

午後３時51分 休憩 

〔議席移動〕 

午後４時10分 再開 

○議長（坂井邦夫君） 

 これより会議を再開します。 

     11．議事録署名人の選任 

○議長（坂井邦夫君） 

 議案審議の前に議事録署名人の選任となっておりますので、農業委員会の慣例によりまし

て、本日の議事録署名人として、議席番号１番の原口委員と２番の秋吉委員の両委員にお願

いいたします。 

    〔両委員了解〕 

     12．議 事 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、これより議案の審議に入ります。 

 第１号議案から第４号議案まで関連がありますので、一括して議題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 
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○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 それでは、議案の説明をさせていただきます。 

 お手元に配付の総会資料を御覧ください。１ページのほうです。 

 休憩を再開しまして、議事録署名人の選任が終わりまして、今、議事に入っております。

そして、議事の第１号議案から第４号議案を一括して提案させていただきます。11ページか

ら14ページになります。 

 まず、農業委員会等に関する法律第19条第７項において、部会長は部会の委員のうちから

総会で選任すると規定されております。また、同条第８項におきまして、部会長の職務代理

者を部会委員のうちから総会で定めると規定されております。つまり、正副部会長は、振興、

農地、どちらかを総会で定めると規定されております。 

 このため、第１号議案、農地部会長の選任と、第２号議案、振興部会長の選任をお願いす

るものでございます。 

 また、第３号議案では農地部会の副部会長２名の選任を、また第４号議案では振興部会の

副部会長２名の選任をお願いするということで、審議のほうをさせていただきたいと事務局

のほうで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま第１号議案から第４号議案までの説明がございましたが、何か質問はございませ

んでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 質問がないようですので、この後、各部会ごとに御協議をお願いいたしたいと思います。 

 再度10分程度休憩をいたします。よろしくお願い申し上げます。 

午後４時14分 休憩 

午後４時27分 再開 

○議長（坂井邦夫君） 

 協議が終了したようですので、会議を再開いたします。 

 まず、第１号議案と第３号議案について、農地部会の今村委員から御報告をお願いいたし

ます。 
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○31番（今村旨男君） 

 農地部会より報告いたします。 

 農地部会では、部会長に南部の28番大園敏明委員、副部会長に南部の13番百武正幸委員、

それと北部で37番井上文昭委員を選任しました。 

 以上、決定しましたので、報告いたします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま農地部会の今村委員より、農地部会長に大園委員、副部会長に百武委員と井上委

員を選任した旨、報告がありました。 

 承認される方は挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 挙手多数と認め、第１号議案及び第３号議案は承認いたします。 

 次に、第２号議案と第４号議案について、振興部会の岩永委員から報告をお願いいたします。 

○12番（岩永悦孝君） 

 それでは、報告いたします。 

 振興部会では、部会長に南部の21番鶴敏春委員、副部会長に南部の34番高祖保則委員と北

部の９番八頭司文二委員を選任したことを御報告いたします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま振興部会の岩永委員より、振興部会長に鶴委員、副部会長に高祖委員と八頭司委

員を選任した旨、報告がありました。 

 承認される方は挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 挙手多数と認め、第２号議案及び第４号議案は承認いたします。 

 続きまして、第５号議案について、事務局の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 第５号議案について御説明をさせていただきます。 

 お手元の総会資料15ページ、平成27年度重点活動方針（案）ということでございます。内

容につきましては、16、17ページとなります。朗読させていただきます。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成27年度 重点活動方針（案） 

 今日のわが国の農業・農村をとりまく環境は、耕作放棄地の増大、農産物価格の低迷、農

業従事者の高齢化や農業後継者の減少による担い手不足を原因とする農山村の活力低下等に

より、厳しい状況となっております。 

 また、国勢レベルでは、大規模な農政改革が進められるとともに、ＴＰＰ参加に向けた交

渉も大詰めとなり、日本農業は内外からその基盤が揺るぐことが危惧されております。 

 本来、農業とは、安全・安心な農産物を生産、提供するのみならず、快適な住環境や防災

空間の確保など、多面的公益機能を果たし、社会的にも大きく貢献するものです。 

 このような農業を未来に向けて守っていくため、「農地中間管理事業」や「人農地プラ

ン」における農地集積を図り、農地の保全と有効活用に向けた取り組みを推進し、「農地と

担い手を守る」活発な活動を展開していくことが重要であり、市長部局や関係機関と緊密な

協力をしながら、農地行政を担当するのが農業委員会であります。 

 魅力とやりがいのある農業、持続可能な力強い農業を実現するためには、農地の利用集積

を図るとともに、付加価値の高い農業の推進など農業振興施策の展開も必要であります。 

 佐賀市は、平成26年度に「第２次佐賀市農業振興基本計画」を策定し、本市の農業の目指

すべき姿とその実現方法を具体的に示し取り組んでおります。 

 佐賀市農業委員会といたしましても、かけがえのない農地を将来の世代に引き継ぐため、

全力を傾注し、その使命と役割を再確認し、『行動する農業委員会』を目指して取り組んで

参ります。また、農業委員は、地域農業者から選ばれた代表者として、農業のあるべき姿を

考えながら、長期的視野に立ち、将来へのビジョンを持って行動して参ります。 

 そこで、重点事項を下記のとおり掲げ、『行動する農業委員会』の展開により、地域農業

の振興と活性化に向けた取り組みを推進することを活動方針とします。 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 17ページになります。具体的活動方針を７項目上げております。 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

記 

１１１１．．．．農業委員活動農業委員活動農業委員活動農業委員活動    

  農業委員は、農業者の代表として共通の自覚と誇りを持ち、自ら学び、その成果を地域
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農業の振興のため地域の農業者へ積極的に還元するとともに、地域に密着した農業委員

活動を実践する。 

２２２２．．．．建建建建    議議議議    

  本市農業・農村の振興発展に寄与するため、農業者との意見交換会等を積極的に行い、

農業者の現場の声を積み上げ、農業、農業者の公的代表として関係機関に意見を提出する。 

３３３３．．．．担担担担いいいい手手手手へのへのへのへの利用集積利用集積利用集積利用集積    

  農地の売買のあっせんや、貸借などの利用調整を行うことで、農地の効率的な利用を図

り、意欲と能力のある担い手への利用集積を促進する。 

４４４４．．．．利用状況調査利用状況調査利用状況調査利用状況調査（（（（農地農地農地農地パトロールパトロールパトロールパトロール））））のののの実施実施実施実施    

  農地法の適正執行と農用地の有効利用を図るため、農地利用状況調査（農地パトロー

ル）等を実施し、無断転用の防止と遊休農地の発生防止・解消を図る。 

５５５５．．．．非農地通知発行非農地通知発行非農地通知発行非農地通知発行のののの検討検討検討検討    

  優良農地の確保と農地の効率的な利用の促進等を図るため、現在、遊休農地となってい

る農地について、その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元することが物理

的に著しく困難な場合などについては、非農地通知の発行についての検討を行う。 

６６６６．．．．農業者農業者農業者農業者のののの福祉向上福祉向上福祉向上福祉向上    

  農業者の福祉向上と経済的にも安定した老後生活を送ることができるよう、農業者年金

未加入者に対し積極的に加入を働きかけ、平成25年度から平成27年度までの３ヵ年目標、

新規加入者30名を達成するためＪＡとの連携を強化しながら推進を行う。 

  同時に、家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる

魅力的な農業経営を目指す家族経営協定の締結を推進する。 

７７７７．．．．情報発信提供情報発信提供情報発信提供情報発信提供    

 農業委員会活動と最新情報を発信するため「さがし農業委員会だより」を発行する。また、

農家への情報提供の手段として、全国農業新聞の購読拡大を図る。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上、提案いたします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま事務局より第５号議案の説明がありましたが、何か御質問はないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（坂井邦夫君） 

 御質問がないようでございますので、第５号議案について、提案どおり承認される方は挙

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。挙手多数と認め、第５号議案は承認いたします。（案）の削除

をお願いいたします。 

 続きまして、第６号議案について、事務局の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 第６号議案について、御説明をさせていただきます。 

 お手元の総会資料19ページから22ページまでを御参照ください。 

 まず、最初に19ページでございますけれども、きょう皆様方から選出していただきました

役員８名において、毎月１回役員会を開催し、今後の農業委員会のあるべき姿、また、事業

計画をどのように持っていくかという検討を毎月しております。 

 具体的内容につきましては、４月10日、５月８日、６月９日と、どんどん入りますけれど

も、その時々のタイムリーな話題、検討すべき事項等について検討するということで、ここ

に計画書を提出しております。 

 続いて、総会資料の21ページ、このことにつきましては、農地部会の担当であります農地

係長の古賀のほうが説明いたします。 

○主幹兼農地係長（古賀康生君） 

 農地係長をさせていただいております古賀と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、私のほうから資料の21ページの日程表について、御説明を差し上げたいと思い

ます。座って説明をいたします。 

 27年度の佐賀市農業委員会会議日程（案）でございます。こちらの中の第115回、一番上

になります。４月の分になりますが、実はこれは昨年の３月の第15回の総会で、もう既に決

定された分でございますので、案につきましては、５月から来年の４月までということにな

ります。 

 各月、南部調査会は、東与賀支所で、北部調査会は大和支所で、そして、農地部会は大和

支所、それと振興部会については、本庁ということで、こちらに案で示させていただいてお
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ります。 

 もう早速、４月９日から南部現地調査、10日は北部の現地調査がございますが、総会終了

後に、私のほうからその現地調査、あるいは調査会の調査の方法等について、後もって説明

をさせていただきたいと思っておりますので、この場では割愛させていただきたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 続きまして、22ページ、平成27年度振興部会事業計画につきましては、振興係長の松永の

ほうから説明いたします。 

○主幹兼振興係長（松永佐恵子君） 

 本年度から振興係長を務めることになりました松永と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、座って説明をさせていただきます。 

 お手元の総会資料22ページをお開きください。 

 平成27年度振興部会事業計画（案）について、御説明いたします。 

 振興部会については、４月から３月までに年11回の部会開催を計画しております。 

 主な内容につきましては、農業者年金の裁定請求及び異動報告がほぼ毎回です。それと、

佐賀市農業施策に関する建議（案）について、こちらが５月から９月にかけて、「さがし農

業委員会だより」の発行については、本年度は２回の発行になります。 

 農業委員さんの改選による委員紹介をメーンとするものを「さがし農業委員会だより（第

14号）」として、１月に発行する「さがし農業委員会だより（第15号）」の発行について、あ

とは農業者年金の加入推進活動、全国農業新聞の講読拡大についてというものが主な内容に

なります。 

 そのほか、情報提供・研修を行っていきます。 

 また、県内視察を１回、県外視察を１回予定しております。 

 あと、毎年11月か12月に、佐賀市農業者年金加入推進大会を開催しております。 

 以上で終わります。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 今、振興のほうからありましたけれども、農地部会のほうも県外視察は当然行います。 

 21ページでございますけれども、ここに承認いただければ、全てこの日程で行うというこ

とで予定しております。どうしてもその日が農作業とか、もしいろんなことがあって来れな
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いという場合につきましては、どうぞ事務局まで御連絡いただければ対応いたしたいと考え

ております。 

 以上が説明でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま事務局より第６号議案の説明がありましたが、何か御質問はないでしょうか。は

い、どうぞ。 

○21番（鶴 敏春君） 

 嘉瀬の鶴ですけれども、調査会の概要について、ちょっとお尋ねをいたしますけれども、

今年度も一応東与賀支所ということになっておりますけれども、これはもうずうっと今から

は東与賀支所でいくということでしょうか。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 はい、事務局のほうからお答えいたします。 

 現在、佐賀市役所の本庁舎につきましては、耐震工事を終わり、来年度秋ぐらいまでは第

２期の工事ということで、議会棟を飛び越して、北側のほうに新たな棟を建てるという計画

になっております。当然、会議室が、この多人数が入る会議室はございません。それで、私

どもも非常に南北、数が多いものですから、大和と東与賀の支所のほうにお願いをしまして、

駐車場も自由に使えるということがございますので、一応各支所にもお話をしまして、この

日程で組ませていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 いいですか。ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 御質問がないようでございますので、第６号議案について、提案どおり御承認いただけま

すでしょうか。承認される方は挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 挙手多数と認め、第６号議案は承認いたします。各ページの（案）の削除をお願いいたし

ます。 
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 第１号議案から第６号議案まで、慎重な議案審議ありがとうございました。 

 これをもちまして、予定された議案の審議は全て終了いたしました。 

 それでは、最後になりますが、総会の折には、農業委員会憲章の唱和を行っております。 

 23ページに「佐賀市農業委員会憲章」があります。 

 そこで、私が音頭を取らせていただきますので、皆さん、御起立、御協力お願いします。 

 私が、「１つ、佐賀市農業委員会は」と申しますので、その後、続けて御唱和をお願いい

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。 

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

 ありがとうございました。御着席ください。 

 皆様方のお陰をもちまして、全ての議事が無事終了いたしました。これで議長の職を解か

せていただきます。 

 今後３年間、ひとつ佐賀市農業委員会が、地域農業の振興のため、行動する委員会となり

ますよう御協力のほどお願い申し上げまして、議長席から降壇させていただきます。 

 御協力ありがとうございました。（拍手） 

    〔議長降壇〕 

○司会（中山 光君） 

 坂井会長には、長時間の議事進行、大変お疲れさまでした。 

     13．閉 会 

○司会（中山 光君） 

 それでは、事務局長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） 

 初めての総会ということで、長時間にわたりまして御審議いただきましてありがとうござ

いました。 

 これをもちまして第17回佐賀市農業委員会総会の閉会を宣言いたします。ありがとうござ

いました。（拍手） 

午後４時46分 閉会 

 


