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第18回佐賀市農業委員会総会議事録 

 

 日  時  平成28年３月25日  午後３時30分～午後４時38分 

 場  所  マリトピア 吉祥の間 

 出 欠 者  出席者 43名  欠席者 ２名 

 次  第  １．開  会 

       ２．会長挨拶 

       ３．来賓祝辞 

       ４．書記指名 

       ５．議事録署名人指名 

       ６．議  事 

          第１号議案 平成27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 

          第２号議案 平成28年度重点活動方針（案）について 

          第３号議案 平成28年度事業計画（案）について 

       ７．閉  会 
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午後３時30分 開会 

○司会（中山 光君） 

 定刻となりました。本日の司会進行を務めさせていただきます農業委員会事務局の中山と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、総会成立について御報告をいたします。 

 現時点におきまして、委員総数45名のうち、43名の委員の出席があり、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

立していることを御報告いたします。 

     １．開 会 

○司会（中山 光君） 

 それでは、本総会の開会を農業委員会事務局長の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18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（中山 光君） 

 それでは、開会に当たりまして、坂井会長から御挨拶を申し上げます。 

○会長（坂井夫君） 

 第18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させていただきます。 

 本日は、皆様方、年度末ということで非常にお忙しい中を御出席いただきましてありがと

うございます。特に、昨年４月１日に総会をいたしまして、多くの方々が、１年、やっと１

年終わったのかなと。ああ、１年早かったなと思われている方が過半数ではないかと思って

おります。そういう意味で、第18回の総会でございます。 

 また本日は、非常に公務御多忙にもかかわらず、御来賓として赤司副市長様、そして武藤

副議長様にも御臨席いただいてありがとうございます。 

 特に赤司副市長様には、さなぼり会、そして新年会とたびたび御出席を賜りまして、温か

い御激励を賜りまして、非常に恐縮いたしております。そしてまた、先般は福井議長様も出

席いただきまして、きょうは武藤副議長様でございますが、温かい激励の言葉をいただきま

して、今後ともいろんな形で御指導、御尽力を賜るものと、心からお礼を申し上げます。今

後ともよろしくお願い申し上げます。 
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 皆様方も御承知のとおり、農業委員会法の改正など、私どもを取り巻く諸情勢は大きく変

化いたしております。農業委員会の果たすべき役割は、今後ともますます重要になっていく

ものと思っております。地域農業者の代表たる私たち農業委員会は、これまで以上に積極的

に取り組まなければならないと考えております。 

 本日は、27年度の活動報告及び平成28年度の重点活動方針等を決定する重要な会議でござ

います。限られた時間ではございますが、十分な審議を賜りますようによろしくお願い申し

上げます。簡単ですが、挨拶と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。 

○司会（中山 光君） 

 それでは、ここで公務御多忙の中に、本日の総会に御臨席いただいております御来賓の方

の御紹介をいたします。 

 まず、佐賀市副市長、赤司昭様。 

○佐賀市副市長（赤司昭君） 

 本日はおめでとうございます。（拍手） 

○司会（中山 光君） 

 佐賀市議会副議長、武藤恭博様。 

○佐賀市議会副議長（武藤恭博君） 

 本日はおめでとうございます。（拍手） 

○司会（中山 光君） 

 農林水産部長、石井忠文様。 

○佐賀市農林水産部長（石井忠文君） 

 本日はおめでとうございます。（拍手） 

     ３．来賓祝辞 

○司会（中山 光君） 

 それでは、御来賓を代表して、お二方より御祝辞を賜りたいと存じます。 

 まず、佐賀市を代表されまして赤司副市長様、よろしくお願いいたします。 

○佐賀市副市長（赤司邦昭君） 
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 皆さん、こんにちは。先ほど御紹介いただきました副市長の赤司でございます。 

 総会には毎年、秀島市長が見えていたわけでございますが、新聞等で御存じのように、物

産の販路拡大、トップセールスということで台湾のほうに出張しておりますので、かわりま

して私が御挨拶をさせていただきたいと思っております。 

 まず、第18回の佐賀市農業委員会の開催、まことにおめでとうございます。 

 委員会の委員の皆さん方におかれましては、日ごろから佐賀市の農業、それから農地を守

るという農政の推進役といたしまして非常に御尽力いただいていることに対しまして、深く

感謝申し上げる次第でございます。 

 私、きょう午前中、東のほうの筑後川のほうに用事があって行ってきましたけれども、そ

こに行く道すがら、麦が青々としているし、寒さもやわらいで、桜もちょっと色づいている

という中で、そろそろ４月になって、この４月３日は桜マラソンということで、非常にやわ

らかく、先がだんだん暖かくなるかなというふうな気分を味わってきたわけでございます。 

 しかしながら、ちょっと立ちどまって、ここに来て思ったのは、農業を取り巻く情勢とい

うのは、もう皆さん方は十分御存じのように非常に農業従事者の方々の高齢化、それから担

い手の方の不足、また、耕作放棄地が非常にふえているということで、非常に厳しい部分が

あります。そしてまた、昨年は日本のＴＰＰへの参加が大筋で合意されるなど、いずれをと

りましても、非常に厳しいような状況にございます。 

 そういう中にございまして、私ども佐賀市は、農業農村の活性化、それから農業所得の向

上に向け、６次産業化や農業経営の多角化を支援するとともに、農商工連携による新しい

サービスの開発、提供、それから販路拡大、そういうものに取り組んでいるような状況でご

ざいます。 

 また、今議会でもいろいろ問題になったわけですけれども、「バイオマス産業都市さが」

ということで、私ども佐賀市は、これを全国のトップランナーとして目指して今頑張ってい

る状況でございまして、これに関しましては、清掃工場から出ます排出ガスを分離、また回

収いたしまして、二酸化炭素を取り出しまして、それを藻の培養の事業に提供するというシ

ステムを構築する事業をプロジェクトの１つとして取り組んでおります。これに関しまして

は、農業委員の皆さん方には、非常に多大な御支援、御協力をいただいているところでござ

いまして、改めて感謝申し上げる次第でございます。 

 私ども、こういうふうなことでいろんな事業をやっているわけでございますが、いろんな
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場面において、農業とのかかわりが非常に強い部分があります。そこにおいては、やはり農

業というのがいろんな生活をする上においても基盤ということで、まずは食料の部分もあり

ますし、いろんな開発という部分もあります。そういう部分におきまして、委員の方々、い

ろいろな御尽力をいただいているところでございまして、私ども、農業を守り発展させるた

めには、農業者、行政、それと関係団体が一体となりながら、地域農業の将来像を描いてい

かなければならないと思っております。今後も、皆さん方のなお一層の御支援、御協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、皆様方の今後ますますの御健勝、御多幸を祈念いたしまして、私の

挨拶といたします。本日の総会、おめでとうございます。（拍手） 

○司会（中山 光君） 

 赤司副市長、まことにありがとうございました。 

 続きまして、佐賀市議会を代表されまして武藤副議長様、よろしくお願いいたします。 

○佐賀市議会副議長（武藤恭博君） 

 皆さん、こんにちは。ただいま紹介していただきました佐賀市議会副議長の武藤でござい

ます。本来なら議長が皆さん方の前にお邪魔をして、議長のほうから御挨拶いたすべきでご

ざいますけれども、きょうは公務で出張をいたしております。そういうことで出席できませ

んので、私が佐賀市議会の代表として挨拶させていただきたいと思います。 

 第18回佐賀市農業委員会総会の開催に当たりまして、委員の皆様方におかれましては、日

ごろから地域の世話役、また相談役として、また、農家と行政のかけ橋として、農業委員会

活動に御活躍をいただくとともに、広く農政の振興に御尽力をいただき、心よりお礼申し上

げます。 

 さて、農政に関する大きな問題でございますＴＰＰ協定について、昨年、大筋合意がなさ

れました。今開かれている国会におきまして、その承認を求める議案と関連する法案が提出

される予定となっております。しかし、農業に対する影響が明確にわからず、皆様も大きな

懸念を持っておられることと思っております。そのため私たち市議会といたしましても、本

市農業への影響等について、調査、研究を行うために、昨年12月にＴＰＰの本市農業への影

響等に関する調査特別委員会を設置させていただきました。ＴＰＰに関する情報の収集を始

めたところでもございます。 

 また、ＴＰＰ問題だけでなく、農業委員会に関しましても、公選制の廃止など、さまざま
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な改革が進められており、大きな転換期になっていると伺ってもおります。農業は、佐賀市

の基幹産業でございます。農業、農村の繁栄は、佐賀市の活性化に直結いたしております。

農業情勢の変化とともに、農業委員会の皆様方の役割は、ますます大きくなると思われます。

市議会も執行部とともに、佐賀市の農業のさらなる発展に取り組んでまいりますので、農業

委員の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 最後になりましたけれども、御臨席の皆様方の今後ますますの御健勝と御多幸を祈念いた

しまして挨拶とさせていただきます。本日は、総会、まことにおめでとうございます。 

（拍手） 

○司会（中山 光君） 

 武藤副議長様、まことにありがとうございました。 

 それではここで、来賓の皆様方におかれましては、公務の御都合により御退席されます。

御臨席、御祝辞まことにありがとうございました。皆様、大きな拍手をお願いします。 

（拍手） 

    〔赤司佐賀市副市長、武藤市議会副議長、石井農林水産部長 退席〕 

○司会（中山 光君） 

 それでは、これより議事に入ります。 

 佐賀市農業委員会会議規程第５条第１項の規定において、総会の議長は会長が務めること

と定められております。坂井会長、議長のほう、よろしくお願いいたします。 

    〔坂井会長 議長席へ移動〕 

○議長（坂井夫君） 

 佐賀市農業委員会規程によりまして、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。 

 そこ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。 

 皆様方、御起立をお願い申し上げます。 

 私が、「佐賀市農業委員会は、１つ」と申しますので、皆様は、「農業・農業者の代表と

して」と、以下、御唱和をお願いいたします。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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（坂井夫君） 

 御唱和ありがとうございました。御着席お願いいたします。 

     ４．総会書記指名 

○議長（坂井夫君） 

 まず、次第の４番、書記指名となっておりますが、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〕 
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○議長（坂井夫君） 

 それでは、書記に事務局の入部主査と柴田主事を指名します。（「はい」と呼ぶ者あり） 

    〔「両名 書記席へ移動〕 

     ５．議事録署名人指名 

○議長（坂井夫君） 

 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４番の北村守委員と議席番号５番の田中博英委員を指名

いたします。両委員、よろしくお願いいたします。 

     ６．議 事 

○議長（坂井夫君） 

 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まして、議長が指

名してから議席番号と氏名を言って発言されるようにお願いいたします。 

 それでは、第１号議案 平成27年度事業報告を議題とします。 

 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。 

 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結した後で行うこ

とをあらかじめ御了承いただきたいと思います。 

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

いいたします。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 それでは、説明いたします。座って説明させていただきます。 

 お手元の総会資料、４ページから７ページでございますけれども、まず４ページをお開き

ください。 

 １．農業委員会及び関連事業報告でございます。 

 ４月から報告いたしますけれども、主な案件のみに絞って説明させていただきます。 

 ４月１日、第17回市農業委員会総会でございます。改選後初めての総会として、新たな農

業委員会の体制の決定及び平成27年度の重点活動方針の決定を行いました。 

 続きまして、４月８日には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
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平成26年度の年間平均講読数が150部、または農業委員数の５倍を超している優秀な農業委

員会として、佐賀市農業委員会が「優良農業委員会表彰」を受けました。 

 ４月28日には、第416回県農業会議常任会議員会議が開催されました。これは毎年開催さ

れているもので、その諮問会議につきましては坂井会長が出席されております。 

 ５月13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26年度事業実績、決

算報告及び平成27年度の事業計画、収支予算案が承認され、耕作放棄地の解消に向けて取り

組んでいくことを決定いたしました。 

 ５月15日は、県内の農業委員会事務局職員で構成いた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ました。研修会では、全国農業会議所・山村勝廣氏から「農

業委員会の果たすべき役割と遊休農地対策」についての講演を受けました。 

 ５月19日には、伊万里市におい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。研修では、伊万里市の百姓屋代表・市丸道雄氏をお迎えして、「これからの農業経

営と６次産業化」についての講演を受けました。 

 ５月28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。 

 ７月10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

地中間管理事業の進捗状況」について、佐賀県農業公社・岡本直樹氏から説明をいただきま

した。また、非農地通知の検討について事務局から説明を行いました。 

 ７月22日には、県農業会議主催の第１回市町農業委員研修会が開催され、農村工学研究所、

主任研究員・遠藤和子氏から「地域活性のために農業委員が果たすべき役割」について講演

がありました。また、農業会議のほうから農地利用集積の推進、耕作放棄地再生利用緊急対

策事業について説明がありました。 

 ８月27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ており、県内10

市における農業委員会の課題、懸案事項について提案し、意見交換を行いました。 

 また、同日、県女性農業委員会の総会が佐賀市で開催されまして、農業委員会活動の実践

事例として、中津市の「食育活動の取り組み」について研修会が行われました。 

 ９月28日には、役員により佐賀市長への農業委員会の意見書の建議を行いました。 

 10月６日と７日には市役員会先進地視察研修を実施し、雲仙市農業委員会では「耕作放棄

地対策」について研修し、おおむら夢ファームシュシュでは「６次産業化の取り組み」など
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を研修いたしました。 

 10月20、21日には、県都市農業委員会協議会先進地視察研修を実施し、熊本県人吉市農業

委員会を視察し、「農業委員会の活動状況・農地の利用集積の取り組み」「遊休農地対策」

等について研修を行いました。また、同じく熊本市の観光農園吉次園では、「エコファー

マーの取り組み」や「農産物加工場」について研修を行いました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 11月２日には、議会選任委員の交代に伴い、議会推薦の久米勝博委員、重田音彦委員、嘉

村律子委員が就任したことにより、農業委員会の互選会を行いました。 

 12月２日には、農業者年金加入推進セミナーが東京都で開催され、坂井会長、鶴振興部会

長、高祖振興副部会長、八頭司振興副部会長及び事務局職員が参加し、北海道幕別町の忠類

農業協同組合、山形県鶴岡市農業委員会、鹿児島県指宿市農業委員会の農業者年金加入推進

活動事業報告があり、また、青森大学副学長でエッセイストの見城美枝子氏による記念講演

がありました。 

 また、翌３日には、全国農業委員会会長代表者集会が開催され、新潟、長崎、埼玉県の代

表農業委員会から農業委員会の活動事例等の報告があり、また、要請申し合わせ決議として、

「農地利用の最適化に向けた取り組み強化に関する申し合わせ決議」、「情報提供活動の一

層の強化に関する申し合わせ決議」、「農業・農村の再構築に向けた基本農政の確立と施策

推進に関する要請決議」、「ＴＰＰ交渉の大筋合意を踏まえた要請決議」などについて全体

で決議されたところでございます。 

 12月10日には、農業会議臨時総会が開催され、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、

「佐賀県農業会議」が平成28年４月から「一般財団法人」に組織変更するための定款の変更

が承認されました。 

 １月15日には、農地振興両部会終了後、第２回佐賀市農業委員会研修会を開催し、佐賀市

農業施策に関する建議の回答について、佐賀市農林水産部より農業振興課長及びほ場整備係

長をお招きし、その内容についての回答をいただきました。また、分譲住宅申請に係る取り

扱いと屋外広告物に関する取り扱いについて事務局から説明を行いました。 

 同じく、１月29日には、県農業会議主催の第２回市町農業委員研修会が開催され、アジア

太平洋資料センター事務局長・内田聖子氏から「ＴＰＰ大筋合意と農業をめぐる情勢」につ

いて講演がありました。また、農業委員会法改正について、遊休農地対策について、佐賀県
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農業会議から説明がありました。 

 ２月17日には、第３回佐賀市農業委員研修会を開催し、非農地通知の発行について事務局

から説明がなされました。また、下限面積について事務局からの情報提供をもとに議論が交

わされたところでございます。 

 ２月22日には、県農業会議主催の農業委員会職員地区別研修会が開催され、県農業会議か

ら農業委員会業務の推進についてや、農業委員会法改正に伴う課題への対応について、農地

中間管理事業の推進についての研修がなされました。 

 また、３月９日、10日でございますけれども、全国女性農業委員活動シンポジウムが東京

で開催され、私ども農業委員会の女性委員であります北村タツ子委員、嘉村律子委員が参加

して研修を受けております。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さん

はもちろん、きめ細かな視点を持つ女性農業委員を中心とする意見交換が行われ、女性農業

委員数の拡大と活動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。 

 最後でございますけど、３月25日、本日でございますが、第18回総会となっております。 

 以上が平成27年度農業委員会及び関連事業報告の主なものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、６ページの役員会事業報告をさせていただきます。 

 協議事項については記載のとおりでございますけれども、主なものについて説明させてい

ただきます。 

 第１回役員会を４月10日に開催しました。 

 (1)佐賀市農業委員会の運営につきましては、平成27年度重点活動方針及び事業計画につ

いての確認を行いました。 

 (4)全国農業新聞の講読拡大につきましては、今後も購読者獲得について、農業委員が一

丸となって推進することが承認されました。 

 (6)農業者との意見交換会につきましては、各農業委員が担当地区の生産組合長会議への

オブザーバーとして参加し、意見交換及び情報収集を行うことを決定いたしました。 

 第２回役員会を５月８日に行いました。 

 (2)佐賀市農業施策に関する建議については、建議書の市長提出までの日程案等を説明し、

承認されました。 

 (3)平成27年の重点事業計画では、農地パトロールの実施方法、農業者年金加入推進活動
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計画等が説明され、承認されました。 

 第４回役員会を７月６日に開催しました。 

 (3)農地パトロールの実施については、平成27年の農地パトロールの実施時期、実施内容、

その調査方法について事務局から説明し、承認されました。 

 (4)非農地通知について、第１回農業委員研修会で行う内容について説明し、承認されま

した。 

 第５回役員会を８月５日に開催しました。 

 (1)佐賀市農業施策に関する建議につきましては、日程及び意見の集約状況について説明

し、承認されました。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第６回役員会を９月９日に開催しております。 

 (1)佐賀市農業施策に関する建議について、平成28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

を決定するという内容で承認されました。 

 第７回役員会を10月６日に開催しました。 

 (1)農地の利用意向調査については、その内容について説明申し上げますと、農地法の改

正に伴い、利用状況調査の結果、遊休農地の所有者に対して、利用意向調査を行うことが義

務づけられたことにより、佐賀市においても利用意向調査を行う旨を説明し、承認されまし

た。 

 第８回役員会を11月６日に開催しております。 

 (2)農業者年金加入推進大会につきましては、平成27年11月17日に開催する農業者年金加

入推進大会について、長崎県南島原市農業委員の太田香代子氏の講演、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し、承認されました。 

 (4)佐賀市農業施策に関する建議の回答については、平成27年９月28日に佐賀市長に対し

提出した佐賀市農業施策に関する建議書について、佐賀市から回答がなされたことについて

説明し、翌平成28年１月15日に実施する農業委員研修会のときに農業振興課及び農村環境課

から説明を行われることについて承認されました。 

 (5)あっせん売買に関する事務処理については、公社が扱うあっせん売買のスケジュール

について、従来、佐賀市が行った方法と公社のスケジュールが若干違ったところがございま
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したので、県内統一という意味で、公社のスケジュールに佐賀市のほうを合わせるという説

明をいたしまして承認されました。 

 (6)被害防除計画に関する取り扱いの変更につきましては、申請者間の公平性の確保と申

請者の費用負担の軽減、適正な審査を行うため、佐賀市農業委員会においても検討を重ねて

まいりましたが、変更を行うということで承認いただきました。 

 第９回役員会を12月８日に開催しております。 

 (3)下限面積の検討につきましては、平成28年２月17日に実施する第３回農業委員研修の

内容である下限面積の検討について説明し、承認をされました。 

 (4)非農地通知の発行につきましても、第３回の農業委員研修の内容として提案し、承認

されました。 

 第11回役員会を２月４日に開催しております。 

 (2)前年に行いました農地パトロールの結果につきまして説明いたしました。 

 (3)賃借料情報につきましては、平成27年１月から12月設定分の賃借料情報について説明

を行いました。 

 なお、標準小作料においては、法律で策定するように決まっておりましたけれども、平成

19年に改正になりまして、その必要がないということでございましたので、今回の標準小作

料の公表の中から削除し、特に大和町につきましては、従来集落ごとに提供していたものを

「大和町」と一本化するということを説明し、承認されました。 

 第12回役員会を３月９日に開催しております。 

 (1)今回、第18回総会の議案について内容の説明を行い、また平成28年度の重点活動方針

について事務局から内容を説明し、承認されました。 

 以上が役員会事業関連の主な内容でございます。報告を終わります。 

○議長（坂井夫君） 

 ただいま事務局のほうから１．農業委員会及び関連事業報告、２．役員会事業報告につい

て説明がございましたけれども、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井夫君） 

 質問なしと認め、質疑を終結いたします。 

 それでは、続きまして、第１号議案の３．農地部会事業報告につきまして、大園部会長よ
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り説明をお願いいたします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 それでは、農地部会のほうから報告させていただきます。 

 事業報告の前に、皆様方に一言お礼申し上げます。 

 委員の皆様には、南部調査会、または北部調査会において、現地調査及び調査会の審議、

また農地部会の審議につきましては、多大なる御尽力をいただき、心から厚くお礼申し上げ

ます。 

 本年度は、昨年度に比べ農地転用の転用許可書及び届出が17件増加しました。年間329件

を数えましたが、再生可能エネルギー関連の太陽光発電設備の申請が減少したものの、分譲

住宅での申請が年々増加傾向であり、現地調査や審議が長時間に及ぶことがあり、委員の皆

様には大変御迷惑をかけております。 

 また、農地部会では、昨年９月に熊本市及び鹿児島県姶良市への先進地視察を行い、本市

における「守るべき農地の明確化」を目的とする非農地通知などについての研修を行ったと

ころでございます。 

 それでは、平成27年度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ページまでにかけて掲載し

ておりますので、御覧ください。 

 まず、８ページをお願いいたします。 

 (1)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27年度の審議件数といたしましては、報告件数が327件、議案件数が2,852件、合計3,

179件でございました。 

 次に、(2)農地関係取扱状況です。 

 ①農地法第３条の関係で、所有権移転が177件、約88.6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届け出が、79件の65.6ヘクタールでございました。また、親

子間などの使用貸借につきましては、40件の約44ヘクタールで、合計217件の約132.6ヘク

タールでございました。 

 次に、９ページをお開きください。 

 ②農地法第４条関係ですが、許可申請及び届け出については、78件の約4.6ヘクタールで
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ございました。 

 次に、③農地法第５条の関係ですが、許可申請及び届け出については、251件の約21.4ヘ

クタールでございました。このうち、一時転用は８件の約1.5ヘクタールで、さらに、この

うちの１件の0.46平方メートルには、営農型発電設備として一時転用が含まれております。 

 続きまして、④農地法第18条の合意解約についてでございますが、466件の約203.8ヘク

タールとなっております。主に、諸富地区における法人化に伴う利用権利設定の解約が多く

出たことによります。 

 次に、(3)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月発行の佐賀市

農業委員会だよりなどで、啓蒙・啓発を図るとともに、農地パトロールを強化し、無断転用

の未然防止と早期改善に努めました。 

 次に、(4)遊休農地対策でございますが、本年度も、昨年度に続き耕作放棄地再生事業を

行い、５件の0.69ヘクタールを優良な農地に復元いたしました。 

 なお、過去７年間で合計50件の12.1ヘクタールの実績となっております。 

 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100筆の約9.3ヘクタールとなっております。 

 農地部会といたしましては、今後も重点課題として、遊休農地発生防止及び解消に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、(5）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していく

意欲的な農業者に対し、農地の利用権設定や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。 

 10ページを御覧ください。 

 利用権設定の面積を契約期間ごとに掲載しております。 

 なお、平成27年度の利用権の設定状況といたしまして、田が約981.3ヘクタール、畑が約

７ヘクタール、合計約988.3ヘクタールとなっております。 

 また、②利用権移転及び③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)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ござ
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います。 

 次に、(7)農地の下限面積につきましては、ＪＡや庁内関係各課などから意見を聴取した

上で慎重に検討を行った結果、下限面積については、引き続き原則50アールとし、大和町松

梅地区及び八反原地区、富士町については、三瀬村と同じく30アールとすることに決定いた

しました。 

 さらに、かねてから検討を行ってまいりました「空き家付き農地の権利移転」につきまし

ては、全体研修会や各調査会において慎重審議を行い、北部山間地域における「佐賀市空き

家バンク制度」に登録された空き家つき農地に限っては、下限面積を１平方メートルとする

ことに決定いたしました。 

 また、農業経営基盤強化促進法における利用権設定等につきましては、耕作放棄地の発生

防止・解消、新たな担い手の確保などを目的とし、引き続き市内全域で10アールに決定いた

しました。 

 なお、最後になりますが、(8)非農地通知については、平成28年度から新たな取り組みと

して、現に荒廃し、森林原野化している中山間地域内の農地に対し、本市における「守るべ

き農地」の明確化と、農地の適正な管理を行うため、非農地通知の発行を行うことに決定し

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（坂井夫君） 

 ただいま第１号議案の３．農地部会の事業報告を大園部会長より説明いただきましたけれ

ども、御質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「議長、事務局からよろしいでしょうか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井夫君） 

 はい。 

○主幹兼農地係長（古賀康生君） 

 事務局のほうから一言お礼を申し上げたいと思います。 

 この下限面積と非農地通知の発行につきましては、委員の皆様には、３年ほど前から、さ

まざまな研修会などにおいて御検討をいただきました。そして３月の南北調査会にて承認、

その後の農地部会において決定をしていただいたところでございます。特に、この27年度に
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つきましては、委員の皆様には多くの転用案件などの審議のかたわら、この重要な案件につ

いて慎重に御検討、御審議をいただきまして本当にありがとうございました。心からお礼を

申し上げます。 

 事務局といたしましても、委員の皆様からいただきました、たくさんの貴重な御意見を踏

まえ、慎重なる取り扱いをさせていただきたいと思っておりますので、今後とも御理解と御

協力のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（坂井夫君） 

 それでは、質疑なしと認め質疑を終結いたします。 

 続きまして、第１号議案の４．振興部会の事業報告につきまして、鶴部会長より説明をお

願いいたします。 

○振興部会長（鶴 敏春君） 

 それでは、振興部会の事業報告を行います。 

 振興部会につきましては、農業経営の合理化、また農家の生活向上と農業振興に関するこ

と、また、農業に関する調査及び情報の提供、こういったものを守備範囲といたしまして協

議をいたしております。 

 まず、１．振興部会の開催状況でございますが、11ページ、12ページに書いてありますと

おり、議題といたしましては農業者年金、農業委員会だより、全国農業新聞、それから農業

者施策に関する建議、こういったことにつきまして審議をいたしております。 

 それから、情報提供及び研修でございます。これもここに記載しているとおり、講師を呼

び、勉強会をしているところでございますけれども、「農地中間管理事業」、「農業者年金

制度」、「農地の贈与と納税猶予制度」、「家族経営協定と新規就農」、こういったことに

つきまして勉強会をいたしております。 

 それから、振興部会の視察研修でございますが、県内、県外へ行っておりまして、昨年は

県内につきましては白石町農業委員会、それから、県外視察におきましては、大分県の臼杵

市農業委員会と大分市のＪＲ九州ファームの２つを視察しているところでございます。 

 続きまして、13ページをお願いいたします。 

 ２．佐賀市農業施策に関する建議の件でございます。 

 今回の建議の項目につきましては、５つ、農業振興策、経営所得安定対策、担い手の育

成・確保、有害鳥獣等被害防止対策、それから農業生産基盤の整備と保全、これにつきまし



- 18 - 

て、平成27年９月28日に佐賀市長に対しまして建議をいたしたところでございます。 

 続きまして、３．「さがし農業委員会だより」の発行でございますが、これは年に２回、

平成27年６月と28年１月に発行いたしております。 

 次に、４．贈与税及び相続税納税猶予・不動産取得税徴収猶予の申告状況でございますが、

ここに書いてありますとおり38件となっております。 

 続きまして、５．家族経営協定の推進。平成27年度につきましては、嘉瀬地区１件、鍋島

地区１件、川副地区１件の３件となっております。今のところ、佐賀市全体としての家族経

営協定につきましては244件ということになっております。 

 次に、６．制度資金借入審査報告でございます。 

 これもここに書いてあるとおり、スーパーＬ資金が24件、近代化資金が２件、青年等就農

資金が２件ということになっております。 

 続きまして、７．全国農業新聞の講読推進でございます。 

 現在の講読部数でございますが、250部となっております。そのうち平成27年度は、農業

委員が推進された加入部数につきましては６部となっております。 

 続きまして、14ページをお願いいたします。８．農業者年金でございます。 

 (1)農業者年金の受託業務状況は、農業者年金基金法第20条に基づく委託業務の処理でご

ざいますけれども、①から④まで、合計1,910件の処理を行っております。 

 続きまして、(2)農業者年金加入推進大会でございます。 

 昨年は、平成27年11月17日に、出席者64人で行っております。 

 続きまして、15ページ、(3)農業者年金受給者及び新制度加入者の状況でございます。 

 旧農業者年金の受給者合計数1,648名となっております。新農業者年金の受給者数は109名、

それから、新制度の加入者ですけれども、合計340名で、27年度新たに加入された方が16名

となっております。 

 簡単でございますが、振興部会の業務報告を終わらせていただきます。 

○議長（坂井夫君） 

 ただいま第１号議案の４．振興部会事業報告を鶴部会長のほうからいただきましたけれど

も、御質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井夫君） 
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 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 それでは、第１号議案 平成27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承認を求めます。 

 承認をいただける方の挙手をお願いいたします。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井夫君） 

 全員挙手でございますので、第１号議案 平成27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。 

 第２号議案 平成28年度重点活動方針（案）を議題といたします。 

 事務局のほう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） 

 第２号議案 平成28年度重点活動方針（案）、議案書の17ページ、18ページを御覧くださ

い。 

 重点活動方針（案）につきましては、朗読による説明にかえさせていただきます。 

 17ページ、18ページでございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成28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、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、耕作放棄地の増大など厳しい状況となっています。 

 また、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）については、平成27年10月に大筋合意がなされ、

米・麦・牛肉などの重要５品目は、当面の関税撤廃は免れたものの、段階的に削減されてい

くこととなったため、生産現場に大きな不安を与えています。 

 一方、農業委員会制度についても、公選制の廃止や、農地利用の最適化に向けた取り組み

に重点が置かれるなど大幅な改正がなされています。 

 佐賀市農業委員会は、地域農業の振興に寄与するため、関係機関と協力しながら「農地中

間管理事業」や「人・農地プラン」を活用した農地集積や利用状況調査等を通じた遊休農地

の発生防止・解消対策等について着実な成果を積み上げるとともに、農業者の代表としての

自覚をもって地域での実践活動を展開して参ります。 
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 本来、農業は、単に安全・安心な農産物を生産、提供するだけでなく、快適な住環境や防

災空間を確保するなど、多面的公益機能を果たすことで社会的にも大きく貢献しています。 

 このようなかけがえのない農地を将来の世代に引き継ぎ、守っていくため、農業委員会は、

その使命と役割を再認識し、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『行動する農業委員会』を目指して取り組んで参ります。 

 ここに、重点項目を下記のとおり掲げ、地域農業・農村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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 18ページをお願いします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

記 

１ 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って自ら学び、その成果を農業

 の振興のため、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。 

２ 関係機関への意見書の提出 

  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書を提出する。 

３ 担い手への利用集積 

  農地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。 

４ 利用状況調査（農地パトロール）の実施 

  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。 

５ 非農地通知の発行 

  農地の適正な管理を行うため、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著しく困難な場合などについては、

 非農地通知の発行を行う。 

６ 農業者の福祉向上 
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  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、ＪＡとの連携を強化しながら積極的に加入を働きかけ、意欲ある農業の

 担い手を確保する。 

  同時に各世帯員が、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。 

７ 情報の発信、提供 

  農業委員会活動と農政情報等を発信するため「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、全国農業新聞の講読拡大を図る。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上でございます。 

○議長（坂井夫君） 

 ただいま第２号議案について説明がございましたけれども、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 それでは、第２号議案について採決いたします。 

 第２号議案 平成28年度重点活動方針（案）について、承認いただける方の挙手をお願い

いたします。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井夫君） 

 全員挙手ですので、第２号議案 平成28年度重点活動方針（案）は原案どおり承認されま

した。（案）の文字の消去をお願いいたします。 

 続きまして、第３号議案 平成28年度事業計画（案）について、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） 

 20ページから23ページをお願いします。 

 まず、20ページでございますけれども、１．平成28年度役員会事業計画（案）につきまし

ては、農業委員の年間の運営に対する協議に関するもので、役員会の開催は基本毎月１回の

開催を予定しております。 

 協議事項につきましては、記載のとおりでございます。 
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 続きまして、22ページをお願いいたします。 

 22ページにつきましては、２．平成28年度佐賀市農業委員会会議日程（案）について記載

しております。これにつきましては、南北の調査が現地調査・調査会と、農地部会、振興部

会等について、その具体的な日時などを明記しております。 

 なお、さなぼり会は７月22日、新年会につきましては来年１月６日、総会については来年

の３月24日を予定しております。 

 下記の実施要領について、お知らせいたします。 

 実施要領につきましては、22ページ下段でございます。 

 １．「調査会招集通知」は、事前に郵送します。 

 ２．議案書等は、現地調査の折に配付いたしますが、現地調査が実施されない場合は事前

にお知らせ（郵送）します。なお、議案書の表紙は「農地部会招集通知」となっております。 

 ３．天候その他の理由で、会議の日程や開始時間等が変更になる場合は、事前に事務局か

らお知らせいたします。 

 ４．農地部会の先進地視察研修は、今年度は平成28年９月上旬に行う予定でございます。

 ５．振興部会につきましても、今回は農業委員会法の改正等があっておりますので、同じ

時期に行う先進地視察研修を合同でするかどうかにつきましては、各部会長に協議をしても

らい、正副会長のほうに報告をしてまいりたいと考えております。 

 なお、会議の会場につきましては、都合により変更になることがございます。 

 なお、この会場については、非常に御迷惑をかけておりますけれども、市役所の改修工事

のために本庁の会議室の確保が困難になっております。本庁の改修工事については、来年９

月に完成する予定となっておりまして、非常に皆様方には迷惑をお掛けしますが、現在のよ

うに東与賀支所、大和支所の両方でお願いしたいと考えております。 

 最後に、23ページでございますけれども、３．平成28年度振興部会事業計画（案）につい

て書いております。 

 ことしの一番の変更点は、今年度、27年度の事業報告にもございましたが、原則振興部会

を毎月開いておりましたけれども、いろんな意見等がございまして、調整した結果、農業者

年金の裁定請求及び異動通知が主な内容でございますけれども、これにつきましても、ただ

事務局内の報告という形のものであれば、もう事務局に任せていいのではないかということ

で、委員さんの活動の軽減も踏まえまして、内容の精査を図り、28年度につきましては、回
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数が若干減って、７回となっております。 

 なお、内容につきましては凝縮されておりますので、１回の会議内容が長時間になるので

はないかとは考えております。 

 事務局からの平成28年度事業計画については以上でございます。 

○議長（坂井夫君） 

 ただいま第３号議案について説明がございました。質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 それでは、第３号議案について採決いたします。 

 第３号議案 平成28年度事業計画（案）について、承認いただける方の挙手をお願いいた

します。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井夫君） 

 全員挙手ですので、第３号議案 平成28年度事業計画（案）は原案どおり承認されました。

（案）の文字の消去をお願いいたします。 

 第１号議案から第３号議案まで、慎重な審議ありがとうございました。皆様方の御協力、

おかげをもちまして無事終了できました。これで議長の席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（中山 光君） 

 会長、議事進行、大変ありがとうございました。 

     ８．閉 会 

○司会（中山 光君） 

 総会次第が全部終了いたしましたので、ここで事務局長の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な審議ありがとうございました。これをもちまして第18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。（拍手） 

午後４時38分 閉会 
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