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第19回佐賀市農業委員会総会議事録 

 

 日  時  平成29年３月24日  午後３時25分～午後４時30分 

 場  所  マリトピア 翠玉の間 

 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．書記指名 

       ５．議事録署名人指名 

       ６．議  事 

          第１号議案 平成28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29年度重点活動方針（案）について 

          第３号議案 平成29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（本告敬資君） 

 皆様こんにちは。定刻より若干早うございますけれども、皆様そろわれましたので、ただ

いまより第19回佐賀市農業委員会総会を始めていきたいと思っております。 

 私、本日、司会進行を務めさせていただきます副局長の本告と申します。よろしくお願い

いたします。 

 では、まず一番最初に、総会の成立について御報告いたします。 

 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27条第３項の規定によりまして、

本総会が成立しており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19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。 

  （拍手） 

     ２．会長挨拶 

○司会（本告敬資君） 

 まず、開会に当たりまして、坂井会長が御挨拶申し上げます。 

○会長（坂井邦夫君） 

 本日ここに第19回佐賀市農業委員会総会を開催するに当たりまして、一言御挨拶を申し上

げます。 

 皆様方には、日頃から委員会活動に深い御理解、御支援、御協力をいただきまして本当に

ありがとうございます。 

 そしてまた、きょうは非常に御公務御多忙の中に秀島市長様、そして福井議長様、石井部

長様、御出席いただきましてどうもありがとうございます。 

 皆様方には、日頃から私どもの農業委員会活動に深い御理解をいただきまして、本当にあ

りがとうございます。 

 皆様方御承知のとおり、私どもの農業を取り巻く情勢は非常に厳しいものがあります。ど
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この会合に行っても「厳しい」「厳しい」と言われ続けております。そういう中にあって、

御承知のとおり、農業委員会等に関する法律が先般改正されまして、「農地等の利用の最適

化の推進」制度が進められることになっております。 

 また、後ほど農業委員会憲章を唱和いたしますけれども、昨年までは「私ども農業委員

は、」という形で唱和しておりましたけれども、今後「私たち農業委員会は、」という形に

変わってまいります。 

 そういう中で、本日は平成28年度の活動報告及び平成29年度の重点活動方針等を決定する

重要な総会でございますので、限られた時間でございますが、最後まで慎重な御審議をいた

だきますようによろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○司会（本告敬資君） 

 ありがとうございました。 

 ここで公務御多忙の中、本日の総会に御臨席いただいております来賓の御紹介をいたします。 

 佐賀市長、秀島敏行様。 

○佐賀市市長（秀島敏行君） 

 きょうは御苦労さまでございます。（拍手） 

○司会（本告敬資君） 

 佐賀市議会議長、福井章司様。 

○佐賀市議会議長（福井章司君） 

 御苦労さまでございます。（拍手） 

○司会（本告敬資君） 

 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） 

○司会（本告敬資君） 

 以上の３名の皆様でございます。 

     ３．来賓祝辞 

○司会（本告敬資君） 

 それでは、御来賓を代表いたしまして、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秀島市長様、よろしくお願いいたします。 
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○佐賀市市長（秀島敏行君） 

 皆様こんにちは。大変御苦労さまでございます。そして、総会おめでとうございます。 

 まずは、感謝でございます。 

 皆様方におかれましては、それぞれの地域で農業、農政の発展のために御尽力いただいて

おりますし、また、後継者の育成等、農家の皆様たちのよき相談相手とか、あるいは耕作放

棄地等の再生等にも御尽力いただいておりますことに対しまして感謝申し上げますとともに、

こうしてお顔を拝見しておりますと、それぞれの地域で農政に限らず、いろんな分野で地域

のまとめ役として御苦労、御尽力いただいていることに対しまして、あわせて感謝申し上げ

たいと思います。 

 皆様たちの力があって、地域といいますか、いわゆる集落がまとまっていくというふうに

私は信じているところであります。そういう意味でこれからもよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 先ほど会長申されましたように、農業を取り巻く情勢はかなり厳しいもの、「厳しい」

「厳しい」ということで、いつも言われております。特にＴＰＰ、何度か難を逃れたかなと

私も思っておりましたが、トランプさんが出てこられて、また、今度違った意味での厳しさ

があって大変だと思いますが、そういったものをやっぱり一緒になって乗り越えていかなけ

ればならないんじゃないかなと思います。 

 そういう中で、さきの市議会、あと議長おられますので、議長のほうからも触れられるか

もわかりませんが、佐賀市の農業を何とか保っていかなければならないというようなことで、

今回は「トレーニングファーム整備推進事業」というようなことで、山手の分野でハウスで

すか、そういうものを機軸として、そして、オープンで選ばれた人の御夫婦になると思いま

すが、そういう方を核にして、そして新しく農業に参入をしていただく。そして、裾野をだ

んだん広げていただく、そういう実験的な、試験的な事業もさせていただくようになってお

りますし、それからまた、「ＧＡＰ」ということで、農産物の信頼性、それからまた、汎用

すると申しますか、外国等の、あるいは国体等、オリンピック、そういったものをにらみま

して、いろんな外国の人たちにも安心して食していただく、そういうような制度の認定部分

をとっていただく、そういう部分での助成事業を佐賀市のほうでも取り組まさせていただく

ということであります。かなりこれから先、また末永くやっていかなければ、一定の効果と

いうのは期待できないかもわかりませんが、新たな取り組みとしてそういう部分もさせてい
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ただいているところであります。 

 それから、もう一つは、佐賀市は「バイオマス産業都市さが」ということで、バイオ関係

で力を入れさせております。それも特に、ごみとか、あるいは公共下水道とか、いわゆる廃

棄物の処理施設から出る物を有効に使おうと。それを資源とかエネルギーに変えていこう、

そういうような取り組みをさせていただいています。そういった部分での取り組みを国の認

定を受けてさせていただいているところでありますが、その目的というのは、今、地球温暖

化が不安視されておりますが、低炭素、ＣＯ２等をできるだけ減らして、あるいは回収して、

有効利用して、この地球環境をできるだけ保っていこうと。そうしないと農業等を初めとす

る、この地球環境の生育条件というのは、かなり条件が悪くなってきている。そういう部分

を抑制しようというのが、その狙いの一つでもあるわけでございますが、そういった部分で

の取り組みをさせていただいております。 

 特に、そういった分野では、漁業とか農業とか、あるいは林業にも広くかかわってまいる

部分でございますので、そういう部分での実験的なものを今させていただいております。高

木瀬のほうで「アルビータ」という藻類の培養工場といいますか、施設ができて、今運転を

しています。まだまだ実験的な段階でございますが、そういったものをこれから先、拡大を

していこうということで、大和地区に20haちょっと超えるような事業計画をさせております

が、そういった部分については、もう皆様方御存じだと思いますが、農業委員会の中でも、

いろいろ御理解と御協力をいただいて、あとは国の許可を得る段階へ進みつつあるというこ

とを、ここで報告させていただきます。 

 そういう中で、先ほど申しましたように、第一次産業とはかなり密接な関係もございます

ので、そういった立場でも御支援をいただければというふうに思っているところであります。 

 それから、最後になりますが、今度の市議会で提案させていただきましたが、農業委員会

の委員の制度の改正について提案して、条例可決させていただいたわけであります。農業委

員制度が変わってまいります。 

 それからまた、農地利用最適化推進委員制度というのが正式に今度新たにできるわけでご

ざいますが、そういった部分での制度のかなりの中身が変わってくるということで、一部戸

惑い等もあるかもわかりませんが、要は日本の農業、あるいは佐賀の農業をこれからも継続

して、そして、地球に優しいような、そういう地域環境をつくり上げていく。そしてまた、

日本の食の基本となる部分を失わずに、そして保持をしていく、そういうふうな部分にもつ
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ながってまいると思いますので、皆様方の役割というのは、かなり重いものになってくると

思います。また、そういう部分を行政としても頼りにさせていただきたいと思いますので、

共々、これからもそういう意味で御活躍されんことを祈念いたしまして、私からのお祝いの

言葉にかえさせていただきたいと思います。 

 これからも佐賀の農業をよろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会（本告敬資君） 

 秀島市長様、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福井議長様、よろしくお願いいたします。 

○佐賀市議会議長（福井章司君） 

 皆様こんにちは。第19回佐賀市農業委員会総会の開催に当たりまして、佐賀市議会を代表

いたしまして、一言御挨拶申し上げます。 

 農業委員の皆様におかれましては、日頃から地域の世話役・相談役、また、農家と行政の

架け橋として、委員会活動を通し、本市農業の振興に御尽力をいただき、心より感謝申し上

げます。 

 さて、昨今の農業を取り巻く情勢というものは、先ほど来からお話があっておりますが、

高齢化問題、あるいは担い手不足を初め、ブランド化による競合、天候不順や病害虫による

収穫量の減少など、早期に解決すべき問題、さまざまな課題がございます。 

 このような中、農業者の皆様から市議会に対しまして「農業改良普及員の数が減り、普及

員と接する機会が減少してきている」との御意見が寄せられました。そこで、当市議会では、

農業改良普及体制の強化は農業が直面する課題解決の一助になるという判断のもとに、昨年

11月の定例会におきまして、佐賀県の農業改良普及事業及び試験研究機関の拡充を求める意

見書を議決し、佐賀県に対しまして意見書を提出いたしました。 

 また、昨日閉会いたしました２月定例会におきましては、農協委員会等に関する法律改正

に伴い、これまでの農業委員会に関する条例を廃止し、新たに農業委員や農地利用最適化推

進委員の定数等を定める条例を議決いたしました。 

 この法改正によりまして、農業委員会の役割が強化され、遊休農地の解消や発生防止、あ

るいは担い手への農地の集積など、農地の利用の最適化が進むものと期待をいたしておりま

す。 

 現在、佐賀市議会からは４名の農業委員を推薦いたしておりますが、法改正が行われまし



- 7 - 

ても、農業委員の皆様と共通の意志を持ちながら、これからも本市農業の発展に努力をして

まいりたいと思いますので、皆様におかれましても、これまでと同様、本市農業の発展のた

めにお力添いをお願い申し上げる次第でございます。 

 最後になりましたが、佐賀市農業委員会の総会の御盛会と御参集の皆様の今後ますますの

御健康、御多幸を祈念申し上げまして挨拶といたします。 

 本日はどうもおめでとうございます。（拍手） 

○司会（本告敬資君） 

 福井議長様、まことにありがとうございました。 

 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退席をされます。 

 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いたします。 

（拍手） 

    〔秀島佐賀市市長、福井市議会議長、石井農林水産部長 退席〕 

○司会（本告敬資君） 

 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

になっております。坂井会長、よろしくお願いいたします。 

    〔坂井会長 議長席へ移動〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、議事に入ります前に農業委員会憲章を唱和させていただきたいと思いますので、

皆様方、御起立をお願いいたしたいと思います。 

 お手元の総会資料の１ページをお開きください。 

 私のほうで「農業委員会は、１つ」と申し上げますので、皆様は、「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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

農業委員会憲章 

 

 私たち農業委員会は、農業・農村を守り、その健全な発展に寄与するため、法令遵守と高

い倫理観を持ち、以下の憲章を遵守することを誓います。 
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農業委員会は 

 

１．農業・農業者の代表として、 

  食料・農業・農村基本計画の実現に努め、 

  国民の期待と信頼に応えます。 

１．食料の自給率と自給力を維持・向上させるため、 

  適正な農地行政に努め、 

  優良農地の確保と効率利用を進めます。 

１．農地利用の最適化をめざし、 

  担い手への農地利用の集積・最適化・遊休農地の 

  発生防止・解消、新規参入の促進に努めます。 

１．認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の 

  育成・確保と経営支援を強化し、 

  農業・農村の持続的発展に努めます。 

１．暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、 

  活力ある農業と農村社会をめざします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○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。 

 では、佐賀市農業委員会会議規程によりまして、議長の役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。 

     ４．総会書記指名 

○議長（坂井邦夫君） 

 まず、次第４番の総会書記指名となっておりますが、私のほうから指名させていただいて

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、書記に事務局の吉山主査と古賀主事を指名します。 
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    〔「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ので、本日の議事録署名人に、議席番号６番

の坂井豊委員と議席番号７番の香田隆行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していただくようにお願いいたします。 

 それでは、第１号議案 平成28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。 

 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くようにお願いいたします。 

 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。どうぞ。 

○農業委員会事務局長（鬼﨑哲也君） 

 それでは、報告いたします。 

 お手元の総会資料、４ページから７ページを御照覧ください。 

 まず第１、農業委員会及び関連事業報告から御説明申し上げます。 

 それでは、総会資料の４ページをお開きください。 

 平成28年度農業委員会及び関連事業について主なものを説明いたします。 

 まず、４月５日に東京で開催されました全国情報会議において、「さがし農業委員会だよ

り」が、情報の正確さ、レイアウトの見易さ、親しみやすさ等が優れているとして、「農業

委員会だより」全国コンクール表彰において、全国農業新聞特別賞を受賞しました。 

 また、全国農業新聞の平成27年度の年間平均購読者数が150部または農業委員数の５倍以

上を達成している委員会として、佐賀市農業委員会が優良農業委員会表彰を受けました。 
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 ４月15日には、第１回常設審議委員会が開催されました。これは毎月開催されているもの

で、平成27年度までは、常任会議員会議で諮問案件について審議いたしておりましたが、農

地法改正により農業委員会ネットワーク機構に意見聴取し、回答を受けるものされており、

坂井会長が出席されております。 

 ５月11日には、佐賀市地域耕作放棄地対策協議会総会を開催し、27年度事業実績、決算報

告及び、28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取り組んでい

くことを決定しました。 

 ５月17日には、佐賀市において、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。研修会では佐賀県農業会議の武藤課長をお迎えし、「農業委員会等法改正」につい

ての説明を受けました。 

 ５月19日には県内の農業委員会事務局職員で構成いたし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、阿久津 正氏から「農業委員会法改正と今後の活動」につ

いて講演を受けました。 

 ５月26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20日には、県農業会議主催の第１回市町農業委員・農地利用最適化推進委員研修会が

開催され、ＮＨＫ解説委員の合瀬宏毅氏から「農業を巡る情勢の変化と農業委員会の役割」

についての講演がありました。 

 また、農業会議から「改正農業委員会法」・「遊休農地対策及び課税強化・課税軽減」に

ついての説明がありました。 

 ７月22日には、第１回佐賀市農業委員研修会を開催し、農地の贈与について事務局から説

明が行われました。 

 ８月23日・24日には、役員会先進地視察研修を実施し、平成28年４月に新制度に移行しま

した福岡県宗像市農業委員会と糸島市農業委員会で「農業委員会等法改正に伴う対応」につ

いて研修を受けました。 

 ８月24日には、県都市農業委員会協議会の第２回事務局長会議が鳥栖市で開催され、県内

10市の課題、懸案事項を提案し、意見交換を行いました。 

 ８月26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、県農業会議から「遊
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休農地に関する措置及び課税強化への対応」や「遊休農地対策と非農地判断について」、

「農業委員会法改正に伴う新体制への準備について」の研修がなされました。 

 ８月31日には、県女性農業委員の会総会が佐賀市で開催され、「女性農業委員としての活

動」についてグループ討議が行われました。 

 ９月27日には、役員により佐賀市長への農地利用最適化の推進に関する意見書の提出を行

いました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 10月24日・25日には、都市農業委員会先進地視察を実施し、長崎県南島原市の農事組合法

人「サンエスファーム」を視察し、シイタケ栽培を通しての６次産業への取り組みについて

研修を行いました。 

 また、長崎県雲仙市農業委員会では、「農業委員会の活動状況」「農地の利用集積の取り

組み」等について研修を行いました。 

 11月30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、大園農地部

会長、百武農地副部会長、井上農地副部会長及び事務局職員が参加し、北海道本別町農業委

員会、群馬県嬬恋村農業委員会、長崎県南島原市農業委員会の農業者年金加入推進活動事例

報告があり、福岡市の「ふるさと料理人」藤 清光氏による記念講演がありました。 

 また、翌12月１日には、全国農業委員会会長代表者会議が開催され、岩手県、栃木県、福

岡県の代表農業委員会から農業委員会の活動事例報告があり、また要請・申し合わせ決議と

して「農地利用の最適化の推進に関する決議」「農地利用の最適化に向けた施策推進に関す

る要請決議」について決議がなされました。 

 １月６日には、第２回佐賀市農業委員研修会を開催し、「佐賀市農業施策に関する意見書

の回答」について、佐賀市農林水産副部長兼農業振興課長の川副浩顯氏、農村環境課長碇正

光氏より説明等をいただきました。 

 １月26日には、県農業会議主催の第２回市町農業委員・農地利用最適化推進委員研修会が

開催され、元食糧庁長官で弁護士の髙木賢氏から「農業委員会法改正の背景とこれからの農

業委員会の役割」について講演がありました。また、農業委員と農地利用最適化推進委員の

役割について、佐賀県農産課から、農地中間管理機構の活用について、佐賀県農業公社から

説明がありました。 

 ３月９日・10日には、全国女性農業委員活動シンポジウムが東京で開催され、北村タツ子
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委員、嘉村律子委員に参加していただきました。 

 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、きめ細やかな視点

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。 

 そして3月24日、本日でございますけれども、第19回総会となっております。 

 以上が、平成28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28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、主なものについて説明さ

せていただきます。 

 第１回役員会、４月８日、金曜日。 

 (1)の佐賀市農業委員会の運営につきましては、平成28年度重点活動方針及び事業計画に

ついて確認を行いました。 

 (4)の全国農業新聞の購読推進につきましては、今後も購読者獲得につきまして、委員が

一丸となって推進していくことが承認されました。 

 (6)の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

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。 

 (7)の農地等の利用の最適化の推進に関する意見につきましては、意見書の市長提出まで

の日程案を説明し、承認されました。 

 続きまして、第３回役員会、６月６日、月曜日でございます。 

 (1)の農地パトロールの実施につきましては、平成28年度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し、承認されました。 

 第４回役員会、７月８日、金曜日でございます。 

 (1)の農地等の利用の最適化の推進に関する意見については、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。 

 (2)～(4)の視察研修につきましては、役員会、農地部会、振興部会の先進地視察先及び内

容について説明し、承認されました。 

 続いて、第５回役員会、８月５日、金曜日でございます。 

 (1)の農地部会・調査会における審議順序の変更については、使用貸借解約通知などの報
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告事項につきましては、採決を行わないこと及び農地法第18条合意解約通知につきまし

ては、報告事項とすること、議案審議順につきましては、条文順に行うことで、９月部

会から変更することを説明し、承認されました。 

 第６回役員会でございますけれども、９月12日、月曜日に行いました。 

 (1)の農地等の利用の最適化の推進に関する意見につきましては、平成29年度に向けた佐

賀市農業施策についての意見書（案）について説明を行い、意見書（案）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ことで承認されました。 

 (2)の指定市町村につきましては、農地転用許可に係る指定市町村の指定基準及び佐賀市

の現状について報告を行いました。 

   なお、平成29年１月１日付で、佐賀市は、農地転用許可に係る指定市町村として指定

されております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第７回役員会、10月６日、木曜日の分でございます。 

 (1)の「さがし農業委員会だより（第16号）」発行については、さがし農業委員会だより

の発行スケジュール及び配布方法等について説明を行いました。 

 (2)の農業者年金加入推進大会につきましては、平成28年11月16日に開催する農業者年金

加入推進大会について、長崎県雲仙市農業委員の東 康敬氏の講演「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」についての説明を行い、承認されました。 

 (3)の農地の利用意向調査について、農地パトロールで遊休農地と判定された農地の所有

者に対する利用意向調査のスケジュール等について説明を行いました。 

   その他の「農業委員会制度改革」につきましては、新制度における佐賀市の農業委員

数及び農地利用最適化推進委員数について説明を行いました。 

 第８回役員会、11月９日、水曜日の分でございます。 

 (1)の農業委員会制度改革につきましては、農地利用最適化推進委員の各地区の人数につ

いて、11月の調査会で各委員に意見を聞く旨を説明し、承認されました。 

 (3)の第２回農業委員研修会につきましては、平成28年９月27日に佐賀市長に対して提出

した、佐賀市農業施策に関する意見書についての回答がなされたことを説明し、平成29

年１月６日に実施する農業委員研修時に、農業振興課及び農村環境課から説明を行うこ

とについて承認されました。 
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 第９回役員会、12月９日、金曜日開催でございます。 

 (1)の農業委員会制度改革につきましては、新制度における農業委員数及び農地利用最適

化推進委員の数について決定するとともに、条例改正のスケジュールを説明しました。 

   なお、市議会の２月定例会に条例改正について提案をし、無事に昨日、議決されたと

ころでございます。 

 (3)の振興部会県内視察につきましては、平成28年４月から新制度に移行した鹿島市農業

委員会に先進地視察研修を行うことを決定し承認されました。 

 第10回役員会、１月６日、金曜日でございます。 

 (2)の下限面積の検討につきましては、例年、農業委員研修会で検討を行っていましたが、

本年度については変更を行わず、現状どおりとし、２月の調査会で説明することで承認

されました。 

 第12回役員会、３月７日、火曜日でございます。 

 (1)の第19回総会の議案等につきましては、本日の総会の議案について説明を行い、また、

平成29年度重点活動方針（案）について、事務局から内容説明を行い、承認されました。 

 以上が役員会事業報告であります。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいまの報告につきまして、質疑ございませんか。 

    〔「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。 

  続きまして、第１号議案 平成28年度事業報告、農地部会事業報告について、大園部会長

より説明をお願いします。 

○農地部会長（大園敏明君） 

 皆様こんにちは。それでは、農地部会のほうから事業報告をさせていただきます。 

 事業報告する前に、皆様方には一言お礼を申し上げたいと思います。 

 委員の皆様には、南部調査会、あるいは北部調査会において、現地調査及び調査会での審

議、いろいろ農地部会での審議につきましては多大なる御尽力をいただきまして、心から厚

く御礼申し上げます。 

 さて、本年度は昨年度に比べまして、農地転用の許可申請及び届出件数が若干少なくなり、
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年間287件でありましたが、その反面、佐賀市のバイオマス産業都市構想に伴う大規模な藻

類培養施設用地への用途区分変更などがありまして、各案件の審査に当たっては、南部・北

部ともに現地調査や調査会での審議が長時間に及び、委員の皆様には大変御苦労していただ

きました。 

 また、農地部会では、昨年９月に宮崎県都城市への先進地視察を行い、平成30年４月から

の農業委員会の新制度移行に伴う新たな農業委員及び農地利用最適化推進委員の選任方法な

どについて研修を行ったところでございます。 

 さらに、平成29年１月には、農地転用許可について国からの権限移譲を受け、４haを超え

る面積の転用案件についても、国に代わり、佐賀市が許可を行うことになりました。 

 この４haを超える転用案件は、まだ出てきてはございません。今までにも増して、より慎

重な審査を行うこととなりますので、今後とも皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、平成28年度農地部会の事業報告を行います。 

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

ますので、あわせて御覧ください。 

 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、本年度も合計12回

開催いたしました。 

 平成28年度の審議件数といたしましては、報告件数が451件、議案件数が2,256件の合計

2,707件でございました。 

 次に、(2)の農地関係取扱状況です。 

  まず、①の農地法第３条関係で所有権移転が、178件の約76.3haございます。 

  このうち、相続や時効取得などで農地を取得した方の届出が、61件の約41haでございま

す。また、親子間などでの使用貸借につきましては、11件の約9.5haで、農地法第３条申

請の合計が189件の約85.8haでございました。 

 次に、９ページをお開きくだい。 

  ②の農地法第４条関係ですが、許可申請及び届出については、合わせて79件の約5.9ha

でございました。 

  次に、③の農地法第５条関係ですが、許可申請及び届出については208件の約21.2haで

ございました。 
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  このうち、一時転用が14件の約１haで、さらに、このうちの１件の4.12㎡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。 

  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215

件の約88.8ha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、今年１月発行の「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、無断転用の未然

防止と早期改善に努めました。 

 次に、(4)の遊休農地対策でございますが、本年度も昨年度に引き続き、耕作放棄地再生

事業を行い、３件の76ａを優良な農地に復元いたしました。 

 なお、過去８年間で合計53件の12.9haの復元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きましては、利用意向調査を実施し、耕作再開などに

ついての指導を行いました。 

 しかしながら、解消が進む一方で、遊休農地は増加しているため、本年度の実績といたし

ましては、遊休農地面積が微増した形となっております。 

 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

参りたいと考えております。 

 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、農地の権利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。 

  ①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28年度の利用権の設定状況といたしましては、田が約819.4ha、畑が約9.2ha

の合計、約828.6haとなっております。 

  また、②の利用権移転及び③の所有権移転につきましては、総会資料に記載のとおりで

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な担い手農家に対し、農地保有の合理化を図ったところで
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ございます。 

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

した上で、慎重に検討を行った結果、昨年度に引き続き、原則は50ａとし、ただし、大和町

松梅地区及び八反原地区、富士町、三瀬村につきましては、30ａとすることとし、併せて、

「佐賀市空き家バンク制度」に登録された空き家に付随する農地に限っては、下限面積を１㎡

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

防止や解消、新たな担い手の確保などを目的として、引き続き市内全域で10ａに決定いたし

ました。 

 なお、最後になりますが、(8)の非農地通知については、本年度からの取り組みとして、

発行件数が25件の約３haを数え、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らせていただきます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいまの報告につきまして、御質問、御意見ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 ないようでございますので、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28年度事業報告、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、引き続き振興部会の事業報告を行いたいと思います。 

 振興部会の所管業務といたしましては、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「農業一般に関する調査及び情報提供」、また、同法第38条第１項に規定され

ている「関係行政機関に対する意見の提出」等となっております。 

 それでは、11ページを御覧ください。 

 まず、１．振興部会の開催状況でございます。平成28年度は合計７回の部会を開催いたし

ております。 
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 協議の審議の内容といたしましては、農業者年金関係、それから、農地利用等の最適化の

推進に関する行政への意見書の集約。また、「さがし農業委員会だより」、それから、農業

新聞等につきまして、審議をいたしております。 

 それから、部会員への情報提供、研修といたしまして勉強会を行っております。これは、

講師を呼んでの勉強会でございまして、佐賀県農業会議、また、佐賀県農業公社、それから、

九州農政局等から講師をお呼びいたしまして研修をいたしております。 

 それから、振興部会での視察研修でございますけれども、12ページをお願いいたします。 

 第112回振興部会におきまして、鹿島市の農業委員会に新制度の勉強ということで研修に

行っております。 

 それから、県外視察研修といたしまして、９月に宮崎県の西都市農業委員会、それから、

農事組合法人 きらり農場高木に赴きまして研修をいたしております。 

 続きまして、２．農地等の利用の最適化の推進に関する意見書でございます。これは前の

建議ということで行っていたものでございます。 

 今年度につきましては、ここに記載をしております１番から５番までの項目につきまして、

平成28年９月27日に佐賀市長のほうに意見書の提出を行っております。それについての回答

につきましては、10月５日に行政のほうから回答をいただいております。 

 続きまして、13ページをお願いいたします。 

 ３．「さがし農業委員会だより」の発行でございます。 

 これは平成29年１月にＪＡを通じて農家に配布をいたしております。 

 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、合計

18件ということになっております。 

 ５．家族経営協定の推進。 

 平成28年度につきましては、金立地区１件、川副地区２件、東与賀地区４件、合計７件に

ついて家族経営協定が新規に締結をされております。 

 続きまして、６．制度資金借入審査報告でございます。 

 これにつきましては、スーパーＬ資金19件、それから近代化資金４件、青年等就農資金９件

について審査がなされ、いずれも認定をされております。 

 ７．全国農業新聞の購読推進でございます。 

 毎回皆様方にお願いしておりますけれども、平成29年２月末現在で講読部数が佐賀市は
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230部となっており、これは県内市町では第１位となっております。 

 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でございますけれども、①～④おのおのございまして、合

計の受付件数が1,859件ということになっております。 

 (2)農業者年金加入推進大会。 

  これにつきましても、毎年11月に行っております。今年度は11月16日にグランデはがく

れにおきまして、関係者一同お集まり願いまして、出席者は70名となっております。 

 続きまして、15ページをお願いいたします。 

 最後になりますけれども、(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。 

  これも一番最後の合計のところで申し上げます。 

  まず、旧農業者年金のほうですけれども、現在、受給者の合計が1,554名ということに

なっております。それから、新農業者年金のほうは、受給者数130名となっております。

また、新制度加入者につきましては、現在、329名ということになっております。 

  それから、28年度の新たな加入者でございますけれども、目標は10人でありましたけれ

ども、それを超えまして12人ということになっております。関係者の皆様に感謝申し上

げたいと思います。 

 以上、振興部会の活動報告でございました。終わります。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいまの報告につきまして、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 それでは、第１号議案 平成28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きまして承認を求めます。 

 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（坂井邦夫君） 

 挙手多数ですので、第１号議案 平成28年度事業報告、１．農業委員会及び関連事業報告、
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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きましては承認さ

れました。 

 続きまして、第２号議案 平成29年度重点活動方針（案）を議題といたします。 

 事務局の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） 

 17ページと18ページをお開きください。お願いいたします。 

 重点活動方針（案）につきましては、朗読により説明にかえさせていただきたいと思いま

す。 

 17ページ、18ページでございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成29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、農作物価格の低迷に加え、コメの生産調整の見直しなど、ますます厳しい

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28年12月に国会で承認がなされ

たものの、アメリカ合衆国大統領による離脱表明により、ますます不透明なものとなってい

ます。今後、アメリカと日本での二国間の経済連携の協議も予想され、今まで以上の市場開

放を迫られるのではないかとの不安を生産現場に与えています。 

 一方、平成28年４月に施行された改正農業委員会等法において、公選制が廃止され、選任

制に変更になるとともに、新たに農地利用最適化推進委員が設置されています。また、農地

の利用集積・集約化、遊休農地対策、担い手の育成といった農地利用の最適化の推進が農業

委員会の必須業務として明確に位置付けられています。 

 佐賀市農業委員会は、農地利用の最適化を推進するため、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。 

 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

災空間を確保するとともに伝統文化の承継など、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。 
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 その基盤としての農地を将来の世代に引き継ぎ、守っていくため、地域農業の牽引役とし

て、意欲ある担い手の確保や優良農地の確保と集積を進め、農業・農村の持続的発展につな

がる活動を取り組んで参ります。 

 ここに、重点事項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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 次ぎ、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とともに、農地中間管理機構との連携

を図る。 

４ 利用状況調査（農地パトロール）及び利用意向調査の実施 

  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）

 及び利用意向調査を実施し、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 

  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
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 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（坂井邦夫君） 

 ただいまの第２号議案につきまして、質問ございませんか。 

    〔「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２号議案につきまして採決いたします。 

 第２号議案 平成29年度重点活動方針（案）について、御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（坂井邦夫君） 

 今度は全員挙手でございます。第２号議案 平成29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29年度事業計画（案）を議題といたします。事務局の説明

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ページまでをお願いします。 

 まず、20ページでございますけれども、１．平成29年度役員会事業計画（案）につきまし

ては、農業委員会の運営に関する事項を協議するものでございます。 

 役員会の開催は、基本毎月１回の開催を予定しており、協議事項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、２．平成29年度佐賀市農業委員会会議日程（案）について御説明

申し上げます。 

 日程につきましては、南北調査会の現地調査、調査会会議、農地部会、振興部会の順に記

載をしております。 

 なお、開催場所でございますけれども、市役所改修工事のために本庁の会議室の確保が困

難となっておりますので、引き続き東与賀支所、大和支所等の会議室を使用しております。

委員の皆様には御迷惑をおかけしますけれども、御理解、御協力のほどお願いいたします。 

 なお、農地部会につきましては、県ネットワーク機構の常設審議委員会との関係上、毎月

18日前後の開催となっております。 

 振興部会につきましては、委員さんの農繁期の負担を軽減するため、平成29年度につきま

しても、７回の開催となります。 

 なお、緊急性のある協議事項が発生した場合は、臨時的に招集いたします。 

 また、さなぼり会は、平成29年７月21日の午後、新年会は平成30年１月５日の午後に予定

をしております。 

 なお、第20回総会は、平成30年３月23日の午後に予定をしております。 

 詳しくは22ページの下の実施要領を御覧ください。 

 実施要領につきましては、従来のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 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３号議案について採決いたします。 

 第３号議案 平成29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（坂井邦夫君） 

 全員挙手でございますので、第３号議案 平成29年度事業計画（案）は原案どおり承認さ
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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、慎重な審議をいただきありがとうございました。 

 皆様のお陰をもちまして、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。皆様方の御協力本当に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。 

     ８．閉 会 

○司会（本告敬資君） 

 では、総会次第が全部終了いたしましたので、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審議をいただきありがとうございました。 

 これをもちまして、第19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30分 閉会 

 


