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第１回佐賀市農業委員会臨時総会議事録 

 

 日  時  平成30年４月２日  午後３時32分～午後４時40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 23名 

 次  第  １．開 会 

２．市長挨拶（佐 賀 市 長 秀島 敏行） 

３．来賓祝辞（佐賀市議会議長 武藤 恭博） 

４．臨時議長選出 

５．書記指名 

６．会長の互選 

７．副会長の互選 

８．議席の決定 

９．議事録署名人指名 

10．付議すべき事項 

 【議 事】 

  第１号議案 佐賀市農業委員会南部調査会長の選任について 

  第２号議案 佐賀市農業委員会北部調査会長の選任について 

  第３号議案 佐賀市農業委員会南部調査会副会長の選任について 

  第４号議案 佐賀市農業委員会北部調査会副会長の選任について 

  第５号議案 平成30年度重点活動方針について 

  第６号議案 平成30年度事業計画について 

 【報 告】 

  第１号   佐賀市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 

11．閉 会 
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午後３時32分 開会 

○司会（江頭吉一君） 

 皆様こんにちは。本日の司会を務めさせていただきます農業委員会事務局副局長の江頭で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成30年度佐賀市農業委員会第１回臨時総会を始めたいと思います。 

 本日の進行は、お手元の資料２ページにあります式次第に沿って進めさせていただきます。 

 それでは、本日の総会の成立につきまして、佐賀市農業委員会事務局長が御報告いたしま

す。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 農業委員会事務局長の福田でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の総会は、委員総数24名のうち、委員１名から欠席届及び委任状の提出があり、23名

の委員が出席されており、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、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（江頭吉一君） 

 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（福田康則君） 

 それでは、ただいまから平成30年度佐賀市農業委員会第１回臨時総会の開会を宣言いたし

ます。 

     ２．市長挨拶 

○司会（江頭吉一君） 

 本日の総会は、任期満了に伴います農業委員の任命後、初めての総会となります。農業委

員会等に関する法律第27条第１項に、「農業委員の任期満了による任命の後、最初に行われ

る総会は、市町村長が招集する」と規定されております。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、招集権者でございます秀島敏行佐賀市長が皆様に御挨拶を申し上げます。 

 市長、お願いします。 

○市長（秀島敏行君） 

 皆様こんにちは、大変お忙しい中に御参集いただきましてありがとうございます。先ほど
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司会からも説明がございましたが、最初の総会ということでございます。私のほうから御挨

拶をさせていただきます。 

 本日は、農業委員会の制度移行後、初となります臨時総会を招集しましたところ、農業委

員の皆様方には大変御多用の中に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、公務御多用の中に御来賓として佐賀市議会より武藤議長にも御臨席を賜っておりま

す。ありがたく感謝の言葉を申させていただきます。 

 さて、佐賀市農業委員会につきましては、平成28年度の法律改正に伴い、本年４月１日に

制度移行し、今月から新たな農業委員会としてスタートをいたしました。 

 本日は制度移行後、初めての総会であり、新たな佐賀市農業委員会として、第一歩を踏み

出す記念すべき日であります。 

 これまでの農業委員は、選挙によって選ばれておりましたが、法律の改正により、“市長

が任命する”ということになっております。私といたしましても大変な責任を感じながら、

先ほど辞令書を交付させていただいたところでございます。 

 これからの３年間、24人の農業委員と39人の推進委員の皆様には、佐賀市農業の発展のた

めに何かと御苦労をいただくことと思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、これまで、佐賀市の農業振興につきましては、佐賀市と佐賀市農業委員会が車の両

輪となって推進してまいりました。昨年度から中山間地農業の活性化と定住促進を目的とし

て、トレーニングファーム事業に取り組んでおり、本年１月に第１期生が入校し、研修を開

始したところでございます。 

 さらに今年度は、高木瀬の清掃工場の横にＪＡさが、全農と連携して、バイオマスを活用

した１ヘクタール規模の園芸実証施設の整備に着手するなど、市としてもさまざまな農業振

興策を展開することとしております。 

 これからも引き続き、農業委員、推進委員の皆様におかれましては、御支援、御協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 結びに、佐賀市農業委員会の今後ますますのご発展と、本日御出席の皆様の御健勝と御多

幸を祈念いたしまして、私からの御挨拶とさせていただきます。 

 本日は大変御苦労さまでございます。（拍手） 

○司会（江頭吉一君） 

 秀島市長ありがとうございました。 
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     ３．来賓祝辞 

○司会（江頭吉一君） 

 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、佐賀市議会議長の武藤恭

博様に御臨席をいただいております。 

 ここで、武藤議長より御祝辞を頂戴したいと思います。 

 武藤議長、よろしくお願いします。 

○佐賀市議会議長（武藤恭博君） 

 皆様こんにちは。ただいま紹介をしていただきました佐賀市議会の議長を務めております

武藤でございます。 

 本日は、30年度の佐賀市農業委員会第１回の臨時総会ということで、開催に当たりまして、

市議会を代表いたしまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 この農業委員会は、今年度より制度が変わりまして、農業委員さん24名、農地利用最適化

推進委員として39名の方々で農業を守る重要な務めをしていただくことになりました。まず

は、新しく農業委員となられました皆様方、御苦労さまでございます。心からのお祝いを申

し上げます。 

 さて、皆様御承知のように、農業を取り巻く環境は大変厳しいものがございます。農家の

高齢化、後継者や担い手の方々の不足、耕作放棄地の拡大など、多くの問題に直面している

ところでもございます。 

 そんな中にありまして、持続可能な農業を実現していくためには、地域から推薦され、選

ばれた皆様方が地域農業のリーダーとして、その経験や知識を存分に発揮していただくこと

が何よりも必要で、意義深いものだと思っております。 

 私ども議会といたしましても、皆様はもとより、市当局や関係機関団体とともに、本市農

業を支え、活性化するために努力をしてまいりたい、そういう考えでおります。 

 皆様方におかれましては、大変御苦労なことかと思いますが、どうかなお一層の御尽力を

賜り、お願いを申し上げる次第でもございます。 

 最後となりますが、佐賀市農業委員会のますますの発展と、委員の皆様、それぞれの御健

勝と御多幸を心より祈念いたしまして、簡単ではございますが、挨拶にかえさせていただき

たいと思います。 

 本日はどうもおめでとうございます。（拍手） 
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○司会（江頭吉一君） 

 武藤議長、ありがとうございました。 

 続きまして、佐賀市農林水産部長の川副浩顯様にも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（川副浩顯君） 

 こんにちは、川副と申します。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、ここで、本日御臨席を賜りました秀島佐賀市長、武藤議長、川副部長におかれ

ましては、公務のため退席されます。 

 なお、お三方におかれましては、総会後に開催されます懇親会のほうに御参加くださるこ

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、御出席いただきありがとうございました。（拍手） 

    〔秀島市長、武藤市議会議長、川副農林水産部長 退席〕 

    〔農業委員会憲章の唱和〕 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、農業委員会総会の折には、農業委員会憲章の唱和を行っておりますので、御協

力をお願いいたします。 

 皆様、御起立をお願いいたします。 

 なお、農業委員会憲章の朗読は、年長者であられます秋吉良太委員にお願いいたします。 

○秋吉良太委員 

 御指名をいただきましたので、農業委員会憲章を朗読させていただきます。 

 お手元の総会資料の１ページをお開きください。そちらに農業委員会憲章がございます。 

 私が、「ひとつ、農業委員会は」と発声をいたしますので、皆さんは「農業・農村の代表

として」と続いて御唱和をお願いいたします。 

 それでは、前段を少し読み上げていきますので、しばらくお待ちください。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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
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い倫理観を持ち、農業委員と農地利用最適化推進委員が一体となって、以下の憲章を遵守す

ることを誓います。 

一．農業委員会は 

  農業・農村の代表として、 

  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。 

一．農業委員会は 

  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。 

一．農業委員会は 

  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。 

一．農業委員会は 

  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。 

一．農業委員会は 

  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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうもありがとうございました。 

○司会（江頭吉一君） 

 ありがとうございました。それでは、御着席をお願いします。 

    〔農業委員自己紹介〕 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、ここで、農業委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。 

 机の上にございます番号札の順番でマイクをお回しいたしますので、マイクが回ってきま
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したら、その場で御起立いただき、地区名とお名前をお願いいたします。 

  高木瀬地区の秋吉良太です。よろしくお願いいたします。 

  嘉瀬地区の鶴 敏春でございます。よろしくお願いいたします。 

  西与賀地区の池田敏伸です。よろしくお願いいたします。 

  本庄地区の坂井邦夫です。よろしくお願いいたします。 

  北川副地区の坂井 豊です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  巨勢地区の中村 明です。よろしくお願いいたします。 

  蓮池地区の平尾泰弘です。よろしくお願いいたします。 

  諸富地区の伊東爲夫です。よろしくお願いいたします。 

  川副地区の福田義弘です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  川副地区の大園敏明です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  東与賀地区の北村 守です。よろしくお願いいたします。 

  東与賀地区の山田 敦です。よろしくお願いいたします。 

  久保田地区の八次 正です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  鍋島地区の松尾滋樹です。よろしくお願いいたします。 

  鍋島地区の古賀伸一です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  中央地区の野田政光です。よろしくお願いいたします。 

  金立地区の青木高信です。よろしくお願いいたします。 

  久保泉地区の西 清晴です。よろしくお願いいたします。 

  大和地区の吉田和文です。よろしくお願いいたします。 

  大和地区の北村タツ子です。よろしくお願いいたします。 

  富士地区の山口敏勝です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  富士地区の嘉村律子です。よろしくお願いいたします。 

  三瀬地区の井上文昭です。よろしくお願いいたします。 

○司会（江頭吉一君） 

 委員の皆様、ありがとうございました。 

     ４．臨時議長選出 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、これより臨時議長の選出に移ります。 
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 選出の方法は事務局長が御説明申し上げます。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 このたびの総会は、農業委員の任期後、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、年長の委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、秋吉良太委員が年長の委員でございますので御紹介申し上げます。 

 それでは、秋吉委員、議長席に御着席ください。よろしくお願いいたします。 

    〔臨時議長登壇〕 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 高木瀬地区の秋吉と申します。慣例に従いまして、年長者ということで臨時議長に指名さ

れましたので、よろしくお願いいたします。 

 こういった大役は非常に不慣れでございまして、皆様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考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に皆様方にお願いいたします。 

 御意見、または御質疑のある方は、挙手をし、議長が指名をしてから地区名と氏名を述べ、

発言されますようにお願いいたします。 

     ５．書記指名 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 次に、総会書記指名となっておりますので、事務局より書記として、農地係の川﨑主査と

振興係の石川主査を指名いたします。 

    〔両名承諾・書記席に移動し、着席〕 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 よろしくお願いいたします。 

     ６．会長の互選 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 それでは、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等つきまして、事務

局に説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 最初に、農業委員会の組織体制について、簡単に御説明をいたします。 
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 お手元の総会資料４ページをお願いいたします。 

 佐賀市農業委員会は、「総会」のもとに、農業委員24人、農地利用最適化推進委員39名で

構成されます。 

 農業委員には、南部調査会及び北部調査会が組織されます。 

 また、会長、副会長、南部調査会長、調査会副会長、北部調査会長、調査会副会長の合わ

せて６人で構成されます農業委員会の運営に関する事項を協議する「役員会」が組織されま

す。 

 続きまして、会長及び副会長の互選方法について御説明をいたします。 

 総会資料５ページをお願いいたします。 

 会長及び会長の職務代理者は、佐賀市農業委員会規程第２条及び第４条に、委員の互選に

よると規定しています。 

 互選の方法は、同規程第５条第１項に、委員の単記無記名投票により行い、有効投票の最

多数を得た者を当選人とすると規定しております。 

 また、同条第２項では、前項の規定にかかわらず、出席した委員の中に異議がないときは、

前項の互選は、指名推薦の方法により行うことができると規定しております。 

 説明については以上でございます。 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 ありがとうございました。 

 ただいま事務局より会長と副会長の互選方法等について説明がありましたので、まず最初

に会長の互選を行います。 

 会長の互選方法には、佐賀市農業委員会規程の定めにより、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〕 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 はい、どうぞ。 

○井上文昭委員 

 三瀬地区の井上文昭でございます。私は指名推薦の方法でよいと思います。 

 以上です。 

○臨時議長（秋吉良太君） 
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 ただいま井上文昭委員から指名推薦でよいとの意見が出されましたが、御異議ございませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 異議なしとの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。はい、どうぞ。 

○八次 正委員 

 久保田地区の八次正と申します。私は、本庄地区の坂井邦夫委員を推薦いたします。よろ

しくお願いします。 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 はい、わかりました。 

 ほかに推薦される方はございませんか。 

 現在、会長候補として１名の方の推薦がありました。ほかにどなたか推薦される方はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 ほかにないようでございますので、会長を本庄地区の坂井邦夫委員とすることについて、

賛成の方の挙手をお願いいたします。 

    〔賛成者挙手〕 

○臨時議長（秋吉良太君） 

 ありがとうございました。挙手多数と認め、本庄地区の坂井邦夫委員を会長とすることに

決定いたしました。 

 会長が決定いたしましたので、これをもちまして、臨時議長の任を解かせていただきます。 

 皆様の御協力、ありがとうございました。不慣れな議長の大役を無事果たすことができま

した。皆様の御協力に感謝申し上げます。（拍手） 

○司会（江頭吉一君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま会長を決定していただきましたので、これをもちまして臨時議長には

御降壇いただきたいと思います。 
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 秋吉委員、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

    〔臨時議長降壇〕 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、新会長から就任の御挨拶をお願いいたします。 

 前のほうにお進みください。 

○会長（坂井邦夫君） 

 失礼いたします。 

 先ほど皆様方から御推挙いただきました坂井と申します。浅学非才でございますが、会長

を務めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○司会（江頭吉一君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここからは佐賀市農業委員会会議規程第５条の規定によりまして、会長に議長

をお願いしたいと思います。 

 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） 

 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、この後の議事を進め

させていただきます。皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げます。 

     ７．副会長の互選 

○議長（坂井邦夫君） 

 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、皆さんの御意見をお願いいたしたいと思います。 

    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 はい、どうぞ。 

○大園敏明委員 

 川副地区の大園敏明といいます。 

 私は、指名推薦の方法でよいと思います。 
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○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま大園敏明委員から、指名推薦でよいとの意見が出されましたが、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） 

 異議なしとのことですから、指名推薦の方法で行いたいと思います。 

 どなたか御推薦をお願いいたします。 

    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 はい、どうぞ。 

○吉田和文委員 

 大和地区の吉田和文です。 

 私は高木瀬地区の秋吉良太委員を推薦します。よろしくお願いします。 

○議長（坂井邦夫君） 

 わかりました。ほかに推薦される方はございませんか。 

 現在、副会長候補として１名の方の推薦がありましたが、ほかにどなたか推薦される方は

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。副会長を高木瀬地区の秋吉良太委員とすることについて、賛成の

方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 挙手多数と認め、高木瀬地区の秋吉良太委員を副会長とすることに決定いたします。 

     ８．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。 

 事務局の説明を求めます。どうぞ。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 
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 それでは、議席の決定方法について御説明をいたします。 

 総会資料６ページをお願いいたします。 

 佐賀市農業委員会会議規程第６条第１項の規定に基づき、事務局があらかじめ用意した

「くじ」を各委員に配布し、議席を決定いたします。 

 ただし、会長の議席は、慣例で一番最後の番号を指定していますので、会長の議席を24番

といたします。 

 同様に副会長の議席を23番といたします。 

 なお、本日、兵庫地区の百武委員より、欠席の届けが出されておりますので、最後に残っ

た席が百武委員の議席となるということでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま事務局より説明がありましたとおり、くじ引きにより議席の決定を行います。 

 ただいまから事務局職員がくじをお持ちしますので、席札の順番で引いていただきますよ

うにお願いします。 

    〔議席くじ引き〕 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 それでは、改めまして、ただいま決定しました委員の皆様方の議席番号と氏名を発表いた

します。 

 １番 嘉村律子委員、２番 吉田和文委員、３番 松尾滋樹委員、４番 山田 敦委員、 

 ５番 百武正幸委員、６番 鶴 敏春委員、７番 坂井 豊委員、８番 青木高信委員、 

 ９番 西 清晴委員、10番 平尾泰弘委員、11番 伊東爲夫委員、12番 中村 明委員、 

 13番 福田義弘委員、14番 山口敏勝委員、15番 池田敏伸委員、16番 北村 守委員、 

 17番 井上文昭委員、18番 古賀伸一委員、19番 北村タツ子委員、20番 野田政光委員、 

 21番 大園敏明委員、22番 八次 正委員、23番 秋吉良太委員、24番 坂井邦夫委員。 

 議席については以上でございます。 

 皆様、恐れ入りますが、先ほど決定した議席番号の席のほうへ席の移動をお願いしたいと

思います。 

 こちら側から１番、２番、３番、４番という流れになっております。机の上に札があると

思いますが、その番号のところによろしくお願いしたいと思います。 
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    〔議席移動〕 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様は席の前にある議席札を起こしていただくようにお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

    〔議席札起こし完了〕 

     ９．議事録署名人指名 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、ここで議事録署名人の選任を行います。 

 選任につきましては、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番の嘉村委員と２番の吉田委員の両委員となっております。両名、よろしくお願いし

ます。 

    〔両委員了解〕 

     10．付議すべき事項 

【議 事】 

 第１号議案 佐賀市農業委員会南部調査会長の選任について 

 第２号議案 佐賀市農業委員会北部調査会長の選任について 

 第３号議案 佐賀市農業委員会南部調査会副会長の選任について 

 第４号議案 佐賀市農業委員会北部調査会副会長の選任について 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、ただいまより議案の審議に入りますが、第１号議案から第４号議案までは関連

がございますので、事務局より一括して説明していただきたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、説明をお願いします。どうぞ。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 それでは、第１号議案から第４号議案を一括して説明いたします。 
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 総会資料７ページをお開きください。 

 まず、佐賀市農業委員会規程第７条において準用する第２条により、調査会長は委員のう

ちから総会で選任すると規定されており、また、第４条では、調査会長の職務代理者を定め

ると規定されております。 

 このため、第１号議案では、南部調査会長の選任をお願いし、第２号では北部調査会長の

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、南部調査会の副会長１名の選任をお願いし、第４号議案では、北

部調査会の副会長１名の選任をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○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、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） 

 質問がないようですので、この後、調査会ごとに10分程度、御協議をお願いいたしたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

午後４時17分 休憩 

午後４時23分 再開 

○議長（坂井邦夫君） 

 協議が終了したようですので、再開いたします。 

 それでは、まず、第１号議案及び第３号議案は関連しておりますので、一括して南部調査

会のほうから協議結果の報告をお願いいたします。はい。13番委員どうぞ。 

○13番（福田義弘君） 

 13番委員、福田と申します。 

 南部調査会での会長、副会長の選任につきましては、南部調査会では、第１号議案の会長

に大園敏明委員を、そして、第３号議案の副会長に鶴 敏春委員を選任したことを報告いた

します。 

 以上です。 
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○議長（坂井邦夫君） 

 ありがとうございました。 

 次に、第２号議案及び第４号議案は関連しておりますので、一括して北部調査会から協議

結果の報告をお願いします。はい。14番委員。 

○14番（山口敏勝君） 

 北部の山口です。 

 北部調査会では、会長に井上文昭委員、副会長に吉田和文委員を選任したことを報告いた

します。 

○議長（坂井邦夫君） 

 ただいま南部調査会については、13番委員より南部調査会長に大園敏明委員を、調査会副

会長に鶴 敏春委員を、次に、北部調査会については、14番委員より北部調査会長に井上文

昭委員を、調査会副会長に吉田和文委員を選任した旨の報告がありました。 

 それでは、これより採決を行います。 

 第１号議案の佐賀市農業委員会南部調査会長を大園敏明委員とすることについて御異議ご

ざいませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井邦夫君） 

 異議なしとのことですので、第１号議案 佐賀市農業委員会南部調査会長の選任について

は、大園敏明委員とすることに決定いたしました。 

 次に、第２号議案 佐賀市農業委員会北部調査会長を井上文昭委員とすることについて御

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） 

 異議なしのようですので、第２号議案 佐賀市農業委員会北部調査会長の選任については、

井上文昭委員とすることに決定いたしました。 

 次に、第３号議案 佐賀市農業委員会南部調査会副会長を鶴 敏春委員とすることに御異

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） 



- 17 - 

 異議なしとのことですので、佐賀市農業委員会南部調査会副会長の選任については、鶴 

敏春委員とすることに決定いたしました。 

 次に、第４号議案 佐賀市農業委員会北部調査会副会長を吉田和文委員とすることについ

て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） 

 異議なしとのことですので、第４号議案 佐賀市農業委員会北部調査会副会長の選任につ

いては、吉田和文委員とすることに決定いたしました。 

【議 事】 

 第５号議案 平成30年度重点活動方針について 

○議長（坂井邦夫君） 

 続きまして、第５号議案について、事務局の説明をお願いします。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 総会資料の13、14ページをお開きください。 

 第５号議案 平成30年度重点活動方針でございます。一部を朗読して説明にかえさせてい

ただきます。 

 前段部分は省略させていただきまして、中段の「佐賀市農業委員会は、」でございます。

これ以降を読み上げさせていただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成30年度 重点活動方針 

〔中  略〕 

 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。 

 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
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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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 14ページをご覧下さい。大きく７項目を上げております。 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

等を図る。 

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

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
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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、全国農業新聞の購読拡大を図る。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上、７項目を重点事項として取り組むこととしております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 これより第５号議案 平成30年度重点活動方針についてを議題といたします。 

 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、採決いたします。 

 第５号議案について、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） 

 挙手多数ですので、第５号議案 平成30年度重点活動方針については、原案どおり承認さ

れました。 

【議 事】 

 第６号議案 平成30年度事業計画について 

○議長（坂井邦夫君） 

 続きまして、第６号議案について、事務局の説明をお願いします。どうぞ。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 第６号議案について、御説明を申し上げます。 

 総会資料15ページから19ページになります。 

 まず、16ページの「１ 平成30年度役員会事業計画」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す。 
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 役員会の開催は、基本毎月１回の開催を予定しておりまして、協議事項は記載のとおりで

ございます。 

 続きまして、18ページをお願いいたします。 

 「２ 平成30年度佐賀市農業委員会会議日程」について御説明いたします。 

 日程につきましては、南・北調査会の現地調査、調査会、定例総会の順に記載しておりま

す。 

 開催場所でございますが、南部調査会は東与賀支所、北部調査会は大和支所のそれぞれの

会議室、定例総会につきましては、本庁大会議室を予定しております。 

 なお、４月の南北調査会の現地調査、調査会が４月10日からスタートをいたします。御出

席のほうをよろしくお願いいたします。 

 また、定例総会につきましては、県の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。 

 下段の表でございます。 

 さなぼり会につきましては、７月27日の午後、農業者年金加入推進大会は、11月８日の午

後、新年会は平成31年１月４日の午後、通常総会は３月22日の午後に予定をしております。 

 続きまして、19ページをお願いいたします。 

 「３ 平成30年度グループ活動計画」について御説明をさせていただきます。 

 昨年度までは、農業者年金の加入推進などの農業振興に関する事業は振興部会で行ってお

りましたが、今年度からは部会制がなくなりまして、新たに農業者年金グループと広報グル

ープを設置し、これまで振興部会が行ってきた農業振興に関する事業を、この２つのグルー

プの中で計画等を行い、農業委員会全体で取り組んでいく計画となっております。 

 それでは、資料の御説明をさせていただきます。 

 まず、(1)農業者年金グループ活動計画についてでございます。 

 今年度は、９回ほどのグループ会議や研修会、視察研修等を計画しております。 

 その主なものといたしましては、今月27日の農業委員と推進委員の合同研修会、８月下旬

から９月上旬にかけましては、農業委員及び推進委員の視察研修、11月８日には農業者年金

の加入推進大会を開催する計画となっております。 

 以上が農業者年金グループの計画となります。 

 続きまして、下の表になりますが、(2)広報グループ活動計画についてでございます。 
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 今年度は、６回程度のグループ協議を計画しております。 

 その中では、毎年市長に提出しております「農地等利用最適化推進施策に関する意見書」

に関することや、「さがし農業委員会だより」などについて御協議いただく予定となってお

ります。 

 特に、市長に提出する意見書に関しましては、全ての農業委員、推進委員の皆様に、今月

から５月末にかけまして、地元生産組合長会議等に御出席していただき、地元農業者の意見

や御要望を汲み上げていただきたいと思います。 

 そして、それらの意見等を文書にして、９月末ごろには市長に意見書として提出していた

だきたいと考えておりますので、協議のほどをよろしくお願いいたします。 

 このほか、「さがし農業委員会だより」につきましては、年１回、毎年１月に発行してお

りますが、今年度につきましては、委員の交代の年ということでございますので、委員皆様

の顔写真と連絡先を記載した「農業委員会だより」を６月上旬頃に発行する予定としており

ます。 

 なお、農業者年金グループと広報グループの委員の所属につきましては、先ほどお配りし

た資料のとおりとなっております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、第６号議案 平成30年度事業計画についてを議題といたします。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、採決いたします。 

 第６号議案について、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） 

 挙手多数ですので、第６号議案 平成30年度事業計画については、原案どおり承認されま

した。 

【報 告】 

 第１号   佐賀市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 



- 22 - 

○議長（坂井邦夫君） 

 それでは、これより報告に入ります。 

 報告第１号について、事務局より説明をお願いします。どうぞ。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 報告第１号について御説明を申し上げます。 

 総会資料20ページをお願いいたします。 

 農地利用最適化推進委員は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、新たに設置され、

担当地区の農地利用の最適化を推進するために、主に現場活動をしていただく委員さんのこ

とで、農業委員会等に関する法律第17条の規定により、農業委員会は、この推進委員を委嘱

しなければならないとされております。 

 法改正以降、これまでに推進委員の定数等に関する条例を制定し、昨年10月に実施しまし

た推薦・公募によりまして、各地区の団体からの推薦及び応募がありました42名につきまし

て、11月13日開催の第１回選定委員会での書類審査と、11月27日開催の第２回選定委員会で

の面接審査によりまして、39名の推進委員が候補者として選定されまして、先月、３月23日

に開催されました第20回佐賀市農業委員会総会におきまして、御承認をいただいたところで

ございます。 

 推進委員の委嘱は、農業委員会によって行うこととされておりますので、総会終了後でご

ざいますが、農業委員皆様の立ち会いのもとに農地利用最適化推進委員への委嘱状交付を行

うものでございます。 

 総会資料21ページをご覧ください。 

 指定されました19地区ごとに委員定数が決まっておりまして、委員の氏名等につきまして

は記載のとおりでございます。 

 報告は以上でございます。 

○議長（坂井邦夫君） 

 報告第１号につきましては、以上のとおりでございます。 

 慎重な御審議ありがとうございました。 

 これで予定されました議案の審議は全て終了いたしました。 

 皆様方の御協力、ありがとうございました。 

 これをもちまして議長の職を解かせていただきます。（拍手） 
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    〔議長降壇〕 

○司会（江頭吉一君） 

 坂井会長、長時間にわたる議事の進行、大変お疲れさまでした。 

     11．閉 会 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、ここで事務局長が閉会を宣言いたします。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 長時間にわたりまして御審議いただき、誠にありがとうございました。 

 これをもちまして平成30年度佐賀市農業委員会第１回臨時総会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。（拍手） 

午後４時40分 閉会 

 


