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平成30年度佐賀市農業委員会通常総会会議事録 

 

 日  時  平成31年３月22日  午後３時32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 24名  欠席者 0名 

 次  第  １．開  会 

       ２．会長挨拶 

       ３．来賓祝辞 

        （農業委員会憲章の唱和） 

       ４．書記指名 

       ５．議事録署名人指名 

       ６．議  事 

          第１号議案 平成30年度事業報告について 

           １ 活動状況報告 

           ２ 役員会事業報告 

           ３ 総会事業報告 

           ４ グループ活動報告 

          第２号議案 2019年度事業計画（案）について 

            １ 会議日程（案） 

            ２ 研修会等計画（案） 

            ３ 役員会事業計画（案） 

            ４ グループ活動計画（案） 

        ７．閉  会 
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午後３時32分 開会 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、ただいまから平成30年度佐賀市農業委員会通常総会を始めたいと思います。 

 私、本日の進行を務めさせていただきます事務局の江頭でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それではここで、総会の成立について御報告いたします。 

 本日は、農業委員総数24名のうち、ただいま23名が出席されているところでございます。

したがいまして、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いたします。 

      １．開 会 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、本総会の開会を農業委員会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、平成30年度佐賀市農業委員会通常総会の開会を宣言いたします。それでは、よ

ろしくお願いいたします。 

     ２．会長挨拶 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、開会に当たりまして、坂井会長が御挨拶を申し上げます。 

○会長（坂井 夫君） 

 こんにちは。平成30年度の佐賀市農業委員会通常総会に当たりまして、一言御挨拶させて

いただきます。 

 農業委員の皆様、そしてまた、農地利用最適化推進委員の皆様方には、非常に年度末でお

忙しい中、御出席いただきましてどうもありがとうございます。 

 また本日は、秀島市長様、そして川副農林水産部長様もおいでいただきましてありがとう

ございます。 

 さて、皆様方も御承知のとおり、私の記憶によりますと昨年の４月２日に総会を開いたよ

うに記憶しております。新しい制度に変わりまして、農業委員が公選から新しい体制に変わ

りました。そしてまた、農業委員の補完と同時に、農地利用最適化推進の制度も加わりまし
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て、佐賀県下の市町もそうですけれども、昨年で全国的に全ての市町におきまして新体制に

移行いたしました。以前まで佐賀市は45名の農業委員でございましたけれども、現在24名の

農業委員、そして39名の農地利用最適化推進委員がおられます。佐賀県下の中でも最も大き

な委員会でございます。現下の厳しい農業情勢の中で、私ども農業委員、そして農地利用最

適化推進委員に与えられました課題は非常に大きいものがございます。 

 その中にあって、本日の総会では平成30年度の事業報告、そしてまた、１カ月ぐらいしか

ありませんけれども、４月からの新しい31年度の事業計画を審議していただくようになって

おります。どうか皆様方の慎重な御審議をよろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いします。（拍手） 

○司会（江頭吉一君） 

 坂井会長、ありがとうございました。 

 それではここで、公務御多忙の中に本日の総会に御臨席を賜りました来賓の御紹介をいた

します。 

 佐賀市長、秀島敏行様でございます。 

○佐賀市市長（秀島敏行君） 

 総会おめでとうございます。（拍手） 

○司会（江頭吉一君） 

 農林水産部長、川副浩顯様でございます。 

○佐賀市農林水産部長（川副浩顯君） 

 30年度の通常総会おめでとうございます。（拍手） 

     ３．来賓祝辞 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、来賓を代表いたしまして、秀島市長より御祝辞を頂戴したいと思います。 

 秀島市長、お願いします。 

○佐賀市市長（秀島敏行君） 

 皆様こんにちは。御苦労さまでございます。 

 まずは感謝でございます。 

 皆様方におかれましては、農業委員、そして農地利用最適化推進委員として日頃から活躍

をしていただいていることに対しまして感謝申し上げますとともに、こうしてお会いします
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と、市の行政は広うございますが、いろんなところでお世話をいただいている、あるいはま

た、地域の発展のために汗を流していただいている、そういう皆様方に改めて感謝申し上げ

たいと思います。これからもよろしくお願いいたします。 

 それでは、今日用意してきましたお祝い文を述べさせていただきたいと思います。 

 農業を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加、農産物価

格の低迷など、様々な問題に直面しているところであります。 

 さらには、コメの需要が減少する中、30年産米から、主食用米に対する交付金の廃止やコ

メの生産調整のあり方を含めた大幅な農業政策の見直しが行われています。 

 このような流れを受け、今後の農業経営は、生産数量目標に沿った主食用米を生産するこ

とはもちろんのこと、引き続き大豆を転作の基幹作物として取り組むとともに、加工用米・

飼料用米等の生産拡大や、価格の安定した園芸作物の導入、加工用・業務用向けの契約生産

など、経営の多角化が必要となってきているところでございます。 

 そこで、本市では、「シギの恩返し米プロジェクト」を立ち上げ、特別栽培米「夢しず

く」をラムサールブランドとして、地域全体で付加価値を高めるため、関係団体と連携して

実証実験や共同研究等に取り組んでいるところでございます。 

 また、「夢ファーム事業」として、ＪＡグループの協力のもと、ＣＯ２（二酸化炭素）と

余熱も活用した高度な環境制御技術を用いた施設園芸の経営技術モデル拠点を整備すること

で、新たな生産技術の蓄積を行い、市内農家へ普及することで、農業所得の向上と農業後継

者の確保・育成を図りたいと考えているところでございます。 

 このほか、「ＩＴ農業推進事業」として、ＩＴやドローンなどを活用した効率的な農作業

体系を構築し、収量・品質等を高め、より生産効率や付加価値の高い「稼げる農業」の確立

を図ることで、農業経営の安定・強化につなげる取り組みを行っているところでございます。 

 しかしながら、このような取り組みが実を結ぶためには、やはり、農業者と行政、関係団

体が一体となり、地域農業の将来像を描いていくことが必要だと考えます。つきましては、

今後とも委員皆様の一層の御支援、御協力を賜りますよう切にお願い申し上げる次第でござ

います。 

 結びになりますが、皆様方のますますの御健勝、御活躍、御発展を祈念いたしまして、私

の挨拶とさせていただきます。 

 平成31年３月22日、佐賀市長秀島敏行。 
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 これからもよろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会（江頭吉一君） 

 秀島市長、ありがとうございました。 

 それではここで、公務の都合により本日御出席いただけなかった佐賀市議会の武藤議長よ

りメッセージを預かっておりますので、私の方から代読させていただきます。 

通常総会の開催を心よりお慶び申し上げます。 

皆様には、農家と行政をつなぐ架け橋として、地域の活性化はもとより、本市農業の発展

のために日々御尽力いただいておりますことに心からの敬意と感謝の意を表します。 

農業を取り巻く環境は、依然として厳しいものがありますが、どうか、より一層の御尽

力、市政へのお力添えをいただければ幸いでございます。 

 本日の総会が、佐賀市農業委員会の更なる発展に向けた大きな一歩となることをお祈りし

ております。 

平成31年３月22日、佐賀市議会議長、武藤恭博。 

 以上でございます。 

 ここで、御来賓のお二方におかれましては、公務の御都合によりまして退席されます。 

 それでは、拍手でお送りいたしたいと思います。 

 本日は、お忙しい中ありがとうございました。（拍手） 

    〔秀島佐賀市長、川副農林水産部長 退席〕 

○司会（江頭吉一君） 

 これより議事に移りたいと思います。 

 なお、総会の議長は、農業委員会会議規程第５条第１項の規定によりまして、会長が務め

ることになっております。 

 それでは、坂井会長、よろしくお願いいたします。 

    〔坂井会長 登壇〕 

○議長（坂井 夫君） 

 それでは、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。よろしく

お願いいたします。 

 議事に入ります前に、農業委員会憲章の唱和を行いたいと思います。 

 皆様、御起立をお願いします。 
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 なお、農業委員会憲章の朗読は、秋吉副会長にお願いします。 

○副会長（秋吉良太君） 

 農業委員会憲章の唱和をお願いいたします。 

 その前に、皆様方に１つだけお願いをいたします。 

 前段につきましては私が読み上げをいたします。農業委員会憲章に入りますと、「一つ農

業委員会は、」と私が発声をいたしますので、その後、「農業・農村の代表として」と、皆

様方は続けて御唱和をお願いいたします。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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、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。 
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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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ありがとうございました。 

○議長（坂井 夫君） 

 御唱和ありがとうございました。御着席お願いします。 

 それでは、資料２ページの次第に沿って進めさせていただきます。 

     ４．書記指名 

○議長（坂井 夫君） 

 次第の４番、書記の指名となっておりますが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井 夫君） 

 それでは、書記に農業委員会事務局の池田主査及び石川主査を指名いたします。よろしく

お願いします。 

    〔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、次第５番の議事録署名人の指名を行います。 

 本日の議事録署名人には、議席番号５番の百武正幸委員と８番の青木高信委員の両名を指

名いたします。よろしくお願いします。 

     ６．議 事 

○議長（坂井 夫君） 

 ただいまから次第の６番、議事に入りますが、質問のある方は挙手をされてから私が指名

をいたしますので、議席番号と氏名を述べられてから御発言いただくようお願いします。 

 それでは、資料の３ページをお開きください。 

 第１号議案 平成30年度事業報告についてを議題といたします。 

 なお、議案の説明につきましては、１の活動状況報告及び２の役員会事業報告は福田局長

から、３の総会事業報告は宗像農地係長から、４のグループ活動報告は德永振興係長から、
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それぞれ説明をお願いします。 

 それでは、まず１の活動状況報告及び２の役員会事業報告について、福田局長から説明を

お願いします。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 それでは報告をさせていただきます。 

 総会資料の４ページを御覧ください。 

 １の活動状況報告について、主なものを御説明申し上げます。 

 まず、昨年でございますが、４月２日に第１回臨時総会を開催いたしました。 

 この総会は、新制度に移行後、初の総会でございましたので、会長、副会長を初め、新た

な役員の方々を選出いただいたところでございます。 

 それから、４月16日でございます。常設審議委員会が開催されました。 

 これは、平成28年度から毎月開催されているものでございまして、農地法改正により、３

反以上の案件については農業委員会ネットワーク機構、いわば県の農業会議でございますが、

こちらに意見聴取し、回答を受けることとなっており、４月以降、毎月開催されておりまし

て、坂井会長が出席されております。 

 続いて４月27日でございます。第１回目の農業委員と農地利用最適化推進委員の合同研修

会を開催し、農地法や農業経営基盤強化促進法等について、事務局から説明をさせていただ

きました。 

 次、５月になります。 

 ５月21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29年度の事業実績、

決算報告及び協議会の解散が承認されました。 

 この協議会の解散につきましては、国の事業が終了したことに伴うもので、今後も農業委

員会としては、市長部局とともに耕作放棄地の解消に向け、取り組んで参る所存でございま

す。 

 続きまして５月30日でございます。 

 東京都におきまして、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。 

 一月飛びまして、７月５日でございます。 

 第２回合同研修会を開催いたしまして、農地パトロールや農業者年金等について、こちら
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も事務局の方から説明をさせていただきました。 

 また、７月25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

修会が開催されまして、東京大学大学院の安藤教授から「制度改正後の農業委員会の意義と

役割」について講演がございました。 

 また、太良町に移住しアスパラ栽培にチャレンジされている安東氏から、農業に新規就農

されるまでの苦労話や経営理念、これからの夢などについてのお話がなされたところでござ

います。 

 次に、７月27日でございます。 

 第３回合同研修会を開催いたしまして、佐賀県農業会議の徳永係長の方から、「農業者年

金制度の特徴と加入推進」について、また、佐賀県農産課の北川係長からは、「新しい農業

委員会に求められること」について、また、佐賀市農業振興課からは、「地域農業を取り巻

く情勢と担い手の確保」について説明をしていただいたところでございます。 

 次に、８月になります。 

 ８月21、22日には、農業委員視察研修を実施し、熊本県天草市農業委員会で、「新たな農

業委員会の活動及び農業者年金の加入推進」について、研鑽を積んでいただきました。 

 また、８月28日には、農地利用最適化推進委員視察研修を実施いたしまして、福岡県の久

留米市農業委員会におきまして、「農地利用最適化推進委員の活動内容及び農業者年金の加

入推進」について、また、大木町では、「道の駅おおきでの取組み」について研修をしたと

ころでございます。 

 次、９月になります。 

 ９月28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。 

 １ページおめくりいただいて、５ページをお願いいたします。 

 11月１日、２日でございます。九州・沖縄ブロック農業委員会女性委員研修会が宮崎市で

開催され、北村タツ子委員と嘉村律子委員に御参加いただいたところでございます。 

 ここでは、農業委員会活動の活性化に向けての研鑽はもちろん、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、活動のより一層の

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。 

 11月29日でございます。全国農業委員会会長代表者集会が東京都で開催されまして、坂井
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会長、鶴年金グループ長、青木委員、八次委員及び事務局職員が参加をいたしまして、山形

県鶴岡市、福井県小浜市及び福岡県みやま市の農業委員会から活動事例報告がありました。 

 その他に、申し合わせ・要請決議として、『農地利用の最適化の取り組み強化に向けた申

し合わせ決議』、それと、『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、決議されたところでございます。 

 また、翌日の30日ですが、農業者年金加入推進セミナーが開催され、北海道音更町農業者

年金協議会、群馬県みどり市農業委員会、鹿児島県和泊町農業委員会の方から、加入推進に

関する活動事例報告と、発表者との情報交換が行われました。 

 1月23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

開催されまして、佐賀県農産課から「佐賀県における農業の担い手育成の現状等」について、

嬉野市農業委員会から「新規就農対策の取り組み」について、江北町農業委員会から「農地

集積・集約化の取り組み」についての講演がございました。 

 １月30、31日には、役員会の先進地視察研修を実施し、鹿児島市農業委員会で「新制度に

おける農業委員会活動等」についての研修を行いました。 

 また、翌日の31日には、鹿児島市にある「そのやま農園」で、「有機農業への取り組みと

農園の運営状況」について学ばせていただいたところでございます。 

 ２月５日には第４回合同研修会を開催いたしまして、佐賀市農林水産部副部長の中山光氏、

農村環境課長の碇正光氏から、「農地等利用最適化推進施策に関する意見書の回答」、９月

に出しましたその回答について、説明いただくとともに、建築指導課からは、「佐賀市空き

家等情報登録制度」についての御説明をいただいたところでございます。 

 また、「下限面積の設定」や「農業経営基盤強化促進法及び農地法の一部改正の概要」に

つきましても、事務局の方から説明を行ったところでございます。 

 そして３月22日、本日でございますが、平成30年度通常総会となっております。 

 以上で平成30年度の活動状況報告の説明を終わります。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 ２の役員会事業報告を御説明いたします。 

 協議事項等につきましては記載のとおりでございますが、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、これは４月６日でございますが、(1)の佐賀市農業委員会の運営について
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ということで、平成30年度の事業計画について確認をいたしました。 

 また、(3)の全国農業新聞の購読推進については、購読者の獲得について、今後も委員一

丸となって推進することが承認されました。 

 ６月６日の第３回役員会でございますが、(1)の農地パトロールの実施につきましては、

農地パトロールの実施時期、実施内容、調査方法等を説明し、承認されたところでございま

す。 

 (3)の「さがし農業委員会だより（第18号）」の発行につきまして、その内容を説明し、

承認されたところでございます。 

 また、(4)の農地等利用の最適化の推進に関する指針（案）につきましても、その内容を

説明し、承認されたところでございます。 

 ９月11日、第５回役員会でございますが、(1)の農地等利用最適化推進施策に関する意見

書（案）につきまして、平成30年度の佐賀市の農業施策について取りまとめた意見書（案）

の説明を行い、承認をいただきました。 

 ７ページをお願いいたします。 

 10月10日、第６回役員会でございますが、(1)の「さがし農業委員会だより（第19号）」

の発行につきまして、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

行ったところでございます。 

 11月９日ですが、第７回役員会でございます。 

 (1)の農地の利用意向調査につきましては、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ったところでございます。 

 12月18日、第８回役員会でございますが、(1)の農業経営基盤強化促進法及び農地法の一

部改正の概要について説明させていただいたところでございます。 

 ２月12日、第10回役員会でございますが、(1)の農地の賃借料情報につきまして、平成30

年の１月から12月までの実績に基づき、説明をさせていただいたところでございます。 

 ３月11日でございます。 

 第11回役員会でございますが、本日の通常総会についての説明を行うとともに、農地パト

ロールの結果や下限面積の検討について、その内容を説明し、承認をいただいたところでご

ざいます。 

 以上が役員会事業報告でございます。 
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○議長（坂井 夫君） 

 続きまして、３の総会事業報告については、宗像農地係長よりお願いします。 

○農業委員会事務局主幹兼農地係長（宗像 剛君） 

 農地係の宗像でございます。よろしくお願いいたします。 

 私の方からは定例総会の事業報告について御説明いたします。 

 まず、総会資料の８ページを御覧ください。 

 上の表は、定例総会で扱っていただきました各件数を載せております。 

 報告事項が548件、それから議案が2,162件、合わせて2,710件について御審議をいただい

たところでございます。 

 下の表ですけれども、議案件数のうち３条の件数と面積を記載しております。 

 所有権の移転か、賃貸借等の貸し借りですけれども、そういったものについての件数を挙

げております。 

 次に１ページめくっていただきまして、９ページをお開きください。 

 ９ページのまず上にあります表は、本年度に御審議いただきました農地転用の許可申請及

び届出の件数を、４条と５条に分けて記載しております。 

 ４条、５条合わせて320件ございまして、前年度より11件、転用が多かったという形に

なっております。 

 ④の表は、農地の貸し借りの解約についてですけれども、本年度は許可申請１件と、あと

は合意解約の通知というものが257件ございました。 

 下の表は、利用権について記載しております。合計で1,538件ございまして、面積にして

約978haの設定がなされたところでございます。 

 それから、隣の10ページを御覧ください。 

 上の表には、利用権を設定した農地を別の作り手に移転させたものを載せております。 

 その下の表は、農業公社を介して所有権の移転が行われたものを記載しております。 

 (4)以降には、下限面積の設定や非農地通知のこと、それから遊休農地のことや研修事業

などについて記載しておりますので、御覧いただければと思います。 

 新年度の下限面積につきましては、これまでと同様に原則５反といたしますが、大和町松

梅地区、それから大和町八反原地区、それから富士町と三瀬村につきましては、引き続き３

反となりました。 
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 また、北部山間地を対象とした空き家バンク制度に登録された物件に付随する農地に限っ

ては、引き続き１㎡として、定住者が農地を取得しやすいようにしております。 

 また、利用権の設定面積につきましても、引き続き１反からとしまして、新規就農しやす

くしております。 

 なお、平野部の空き家に付随する農地につきましては、佐賀市空き家等情報登録制度が新

しく設けられようとしておりますし、法改正も動きがあるようですので、それらの動向を見

ながら検討をしていくということになっております。 

 数多くの審査に当たりましては、南部、北部ともに調査会での御審議が長時間に及んだ

ケースもございました。委員の皆様には、慎重に御審議いただきまして本当にありがとうご

ざいました。 

 以上で総会事業報告を終わります。 

○議長（坂井 夫君） 

 続きまして、４のグループ活動報告について、德永振興係長よりお願いします。 

○農業委員会事務局主幹兼振興係長（德永昌純君） 

 振興係の德永です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の11ページをお願いいたします。 

 ４ グループ活動報告について御説明させていただきます。 

 (1)農業者年金グループ活動報告についてでございますが、今年度の農業者年金グループ

の活動につきましては、昨年の４月18日から今月の19日までの間に、計５回のグループ会議

を開催いたしております。 

 ４月の第１回グループ会議では、農業者年金グループの活動計画等について協議をいたし

まして、７月の第２回会議では、平成30年度の農業者年金の新規加入目標人数を10人と決定

されたところでございます。 

 その後、10月、２月、３月にもグループ会議を開催いたしまして、年間を通して、佐賀市

における農業者年金の加入推進に関する計画や活動などを行って、市内農業者の老後の生活

安定等に寄与すべく、活動を行ったところでございます。 

 続きまして、資料の12ページをお願いいたします。 

 (2)広報グループ活動報告についてでございますが、今年度の広報グループにつきまして

は、昨年４月18日から今月の19日までの間に計６回のグループ会議を開催いたしております。 
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 ４月の第１回グループ会議では、平成30年度の広報グループ活動計画等について協議をし

て、７月の第２回会議では、平成30年度の意見書の項目決定などを行っております。 

 この広報グループでは、意見書に関する協議のほかに、「さがし農業委員会だよりの発

行」や「全国農業新聞の購読推進」などに関する協議等も行い、市内農業者へ佐賀市農業委

員会の活動内容や農業に関する情報提供などを行っております。 

 続きまして、資料12ページの下段の方になりますけれども、(3)農地等利用最適化推進施

策に関する意見書の提出についてでございます。 

 佐賀市農業委員会では、毎年、佐賀市農業施策に対しまして、農業者の意見を踏まえた意

見書の提出を行っております。今年度も、昨年９月28日に佐賀市長へ意見書の提出を行った

ところでございまして、今年度の意見書の項目といたしましては、①平成30年７月豪雨にお

ける農業被害への支援についてから、⑥の集落営農組織の法人化についてまでの６項目につ

いて提出をしております。 

 この意見書に対しまして、昨年10月19日に佐賀市から文書にて回答をいただき、先月、２

月５日の第４回合同研修会の中で、市長部局より、意見書の回答に関する詳細な説明を受け

たところでございます。 

 続きまして、資料の13ページをお願いいたします。 

 (4)さがし農業委員会だよりの発行についてでございます。 

 今年度は、昨年６月に、農業委員名簿等を掲載しました臨時号である18号を発行しており

ます。本年１月には、意見書の要旨や佐賀市農業委員会の活動内容などを掲載いたしました

19号を発行いたしたところでございます。 

 次に、(5)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についてでござ

いますが、今年度は合計27件の届出等がありました。 

 次に、(6)家族経営協定の推進についてですが、家族経営協定は、家族一人ひとりの役割

や労働時間などを家族で話し合い、それを明文化するものでありますが、今年度は、諸富地

区１件、富士地区２件、川副地区１件、東与賀地区２件、久保田地区１件の計７件の家族経

営協定が新たに締結されております。これで、佐賀市における家族経営協定締結の累積件数

は240件になっております。 

 次に、(7)制度資金借入審査報告でございます。 

 今年度は、スーパーＬ資金が10件、近代化資金が３件、青年等就農資金が14件の計27件に
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ついて審査が行われて、いずれも認定をされているところでございます。 

 続きまして、(8)全国農業新聞の購読推進でございます。 

 農業者への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が掲載された全国

農業新聞の購読推進を行いました。 

 平成31年３月現在、今月現在ですけれども、佐賀市の購読部数は216部となっておりまし

て、県内市町では第１位の購読部数でございます。今年度も、来月、４月11日に東京で、15

0部以上の購読農業委員会ということで、全国表彰を受ける予定となっております。 

 続きまして、14ページをお願いいたします。 

 (9)農業者年金につきましては、真ん中より少し下の方のアンダーラインがございますけ

れども、今年度の現況届などの受付合計件数は1,600件となっております。 

 また、その下の「農業者年金加入推進大会」につきましては、昨年11月８日に、ホテルマ

リターレ創世で開催して、農業委員会やＪＡなどから74人の方に御出席をいただきました。

関係機関等が一体となった推進活動に向けて連携強化を図ったところでございます。 

 次に、資料の15ページをお願いいたします。 

 こちらの表は、地区ごとの農業者年金の受給者数や加入者数がわかる一覧表となっており

ますので、後もって御覧いただければと思います。 

 なお、今年度の農業者年金の新規加入目標人数につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに10人ということで掲げておりましたけれども、委員皆様の推進活動のおかげをもちまし

て、今日現在、10人の新規加入を獲得することができております。今年度もこの目標を達成

することができましたことに対しまして、この場をお借りして、お礼を申し上げたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 以上をもちまして、４ グループ活動報告についての説明を終わります。 

○議長（坂井 夫君） 

 それぞれ、御報告ありがとうございました。 

 それでは、ただいま第１号議案の１から４までの報告事項について、質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井 夫君） 

 それでは、質疑なしと認め、質疑を終結し、採決いたします。 

 第１号議案 平成30年度事業報告について、御承認をいただける方の挙手をお願いします。 
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    〔賛成者挙手〕 

○議長（坂井 夫君） 

 挙手多数でございますので、第１号議案 平成30年度事業報告については、原案どおり承

認されました。 

 続きまして、資料の16ページをお願いします。 

 第２号議案 2019年度事業計画（案）についてを議題といたします。 

 それでは、１の会議日程（案）、２の研修会等計画（案）、３の役員会事業計画（案）、

４のグループ活動計画（案）について、事務局から説明をお願いします。福田局長お願いし

ます。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、資料の17ページをお願いいたします。 

 まず、１の2019年度会議日程（案）について御説明をいたします。 

 日程につきましては、南・北調査会の現地調査、調査会会議、総会の順に記載していると

ころでございます。 

 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、総会につきましては、本庁大会議室を予定しているところでございます。 

 なお、４月の南北調査会の現地調査と調査会が４月９日からスタートいたします。農業委

員の皆様におかれましては、出席の方をよろしくお願いいたします。 

 また、総会につきましては、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

前後の開催としているところでございます。 

 それから、下の表でございますが、さなぼり会につきましては2019年７月26日、農業者年

金加入推進大会は11月５日、来年の通常総会は2020年３月下旬ということで予定していると

ころでございます。 

 以上が、会議日程（案）でございます。 

 続きまして、18ページをお願いします。 

 ２の2019年度研修会等計画（案）でございます。 

 まず、４月23日には、農業委員及び最適化推進委員の第１回合同研修会を予定いたしてお

ります。 

 続きまして、７月26日でございますが、さなぼり会に先立ちまして、第２回合同研修会を
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予定しているところでございます。 

 また、最適化推進委員の視察研修を7月下旬から８月上旬に、農業委員の視察研修を８月

下旬に実施する予定としているところでございます。 

 先ほどの会議日程の中でも申しましたが、農業者年金加入推進大会を11月５日に予定いた

しております。 

 また、来年の１月22日には、県の農業会議主催で、市町農業委員・最適化推進委員研修が

予定されております。 

 それから、役員会の視察研修を１月下旬に、また、第３回合同研修会を２月の上旬に実施

する予定となっております。昨年と比べまして、市主催の合同研修会が４回から３回へ、農

業会議主催の研修回も２回から１回へと減少しております。昨年は、制度移行の初年度だっ

たということで回数的に多うございましたが、今年は両方とも１回ずつ減らす計画をしてい

るところでございます。 

 以上が研修会等計画（案）でございます。 

 続きまして、19ページから20ページをお願いいたします。 

 ３の2019年度役員会事業計画（案）でございます。 

 農業委員会の運営に関する諸々の事項を御協議いただくために役員会を計画するものでご

ざいます。 

 なお、役員会の開催は、基本的に毎月１回の開催を予定しておりまして、協議事項につき

ましては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、21ページから22ページをお願いいたします。 

 次に、2019年度グループ活動計画（案）について、御説明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でございます。 

 2019年度は、定例総会終了後に５回ほどのグループ会議を計画いたしておりまして、農業

者年金の加入推進に向け、具体的な取組み等について御協議をいただく予定としております。 

 また、2019年度は、11月５日に、先ほど申しました農業者年金加入推進大会を開催する計

画でございますので、皆様の御協力をお願い申し上げます。 

 以上が農業者年金グループの活動計画となります。 

 続きまして、22ページでございます。 

 (2)広報グループ活動計画について御説明をいたします。 
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 こちらも2019年度は定例総会終了後に６回程度のグループ会議を計画いたしております。 

 その中で、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」の発行などについて御協議をいただく予定で

ございます。 

 特に、市長に提出いたします意見書に関しましては、全ての農業委員、最適化推進委員の

皆様に、４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いただき、地元農業

者の御意見や御要望等を汲み上げていただきたいと考えております。 

 そして、それらの御意見等を文書にいたしまして、９月末には市長に意見書として提出い

たしたいと考えておりますので、皆様の御協力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、毎年１回、１月に発行を予定し

ているところでございます。 

 以上が、広報グループ活動計画の主な内容となっております。 

 なお、23ページ以降には、参考資料として、昨年６月に策定していただきました「農地等

の利用の最適化の推進に関する指針」を添付いたしておりますので、ご確認をお願いいたし

ます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○議長（坂井 夫君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑に入ります。 

 ただいま、説明のありました１から４までの事業計画（案）について、御質問ございませ

んか。 

○富士町（八段俊一君） 

 富士町の八段といいます。最適化推進委員です。 

 １年間勉強をさせていただきましたけれども、特に私達現場で一番思うのは、特に富士町

ですので、中山間での農業者の減少といいますか、そういうのが非常に激しくて、いわゆる

所得が水田から上がらないようになってきているわけですね。そしたら、どういうふうな現

象が起きるかというと、やっぱり農家の数はどんどん減っていくわけですね。そしたら、地

域も衰退していくというふうな中で、平坦部の状況というのは、僕はよくわかりません。た

だ、山間部は山間部なりに分科会等を設けて、もっと話し合う機会を増やす必要があるの
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じゃないかなというふうに思います。 

 その中で、先ほど生産組合等の意見を取りまとめるという話もありましたけれども、生産

組合の組合長さん達も、ほとんど兼業農家になってきておりまして、農業の情勢といいます

か、現場の本当の意見というのが出てくるのかなというのをちょっと危惧しております。山

の方は中山間地直接払いの組合がありますので、そういった方との合同の研修会等を、農業

振興課なり、それから農業委員会、農協が入って何回か行っていく必要があるんじゃないか

と思います。そこで意見が出たものを集約して、行政の方にお願いをするというふうな形で

やっていく必要がありますので、もっと密な話し合いをする機会を作っていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（坂井 夫君） 

 ただいま、富士町の八段最適化推進委員の方から意見がございましたけれども、この意見

につきましては、農業委員会法の29条に基づきまして、意見として取り扱いと思いますけれ

ども、事務局どうですか。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 今、貴重な御意見をいただきました。農業委員会といたしましても、農業振興課の方と連

携をとりながら、おっしゃるような農家の意見を集約していきたいというふうには考えてお

ります。 

 ただ、今、通常の農業委員会活動の中でも、農業委員、最適化推進委員の皆様は農家の声

を反映されていると思います。そういうのも含めて、別に生産組合長さんからだけでなく、

農家の意見というのがあれば、来年度ですけど、意見書の中に反映するために、よろしけれ

ばこちらの方にそういう御意見を聞かせていただければというふうに感じるところでござい

ます。 

○富士町（ 冨正人君） 

 よろしいでしょうか。 

○議長（坂井 夫君） 

 はい、どうぞ。 

○富士町（ 冨正人君） 

 同じく富士町の最適化推進委員の 冨と申します。 

 今の意見は中山間部の推進委員として、分科会的な組織を持たせていただいて、その中で
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いろいろ行動、考え、そういうふうなことをまとめていきたいという気持ちも含んでいるか

と思うんですけど、そういうふうな活動が、この農業委員会の分科会としてできるかどうか、

そこら辺をちょっとよろしいでしょうか。 

○議長（坂井 夫君） 

 局長。 

○農業委員会事務局長（福田康則君） 

 貴重な御意見なんですけど、農業委員会の中では、分科会という制度はございません。私

ども農業委員会の規定の中で、総会があって、南北調査会があってという形になっておりま

す。ですから、もしそういう団体じゃないですけど、分科会設立ということで、例えば、富

士町の農業委員さんか最適化推進委員さんでそういうグループを作っていただいて、そこで

活動していただくというのは可能かと思います。ただ、農業委員会として分科会を作るとい

のは、規定にはございませんので、正式に作るのはちょっと難しいかなというふうに考えま

す。 

○議長（坂井 夫君） 

 はい、どうぞ。 

○14番（山口敏勝君） 

 富士地区から２名の最適化推進委員さんから御指摘がありましたが、町でも、人・農地プ

ランという組織があります。それは地区別の意見等を集約して、私は農業委員という立場で、

オブザーバーとして県、それとＪＡの支所長さん達も支所に来て、富士町の調査結果を見て

どうするかということで話し合ってはいますが、なかなか良い知恵がなく、やっぱり平坦部

とは違いまして、なかなか障害がございます。 

 その意見は八段さん達には届いていないと思いますが、私はその場で富士町の現状等を、

耕作放棄地とかそういう現状を述べています。分科会じゃありませんが、その席に最適化推

進委員さん達も一緒に出席して御意見を述べていただいたらいいと思います。 

 だから、全然していないわけではございません。人・農地プランということで、富士支所

で毎年２回はやっています。それと、富士町再生協議会というのに私も役員としてもやって

おります。それと、北部も脊振、三瀬、富士町と、３つでそういう農協のトップの方と行政

と一緒になっても、そういう話はしています。ただ、この協議は、継続は力なりで、１年ぐ

らいでなかなか結論が出る問題ではないと思います。 
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 だから、１年ごと、組合員の意見も集約しますが、余り変わりません。でも、私達はやっ

ぱり後世に、若い人たちに残すような提言をする、そういう活動はしています。末端までに

はなかなか行かないと思いますが。 

○議長（坂井 夫君） 

 今の14番山口委員の発言は、意見として捉えていいですか。回答は。 

○14番（山口敏勝君） 

 最適化推進委員さんから言われたんですが、農業委員は何をしているかという、ちょっと

お叱りのような話じゃなかろうかなと思って。だから、この前も私たちも、これは最適化推

進委員さんたちと一緒に、富士町の現状をどうにかしないといけないと考えています。全然

していないわけじゃございません。 

 そういうことで、人・農地プランとか、意見の集約をする、そういう活動はしています。 

○議長（坂井 夫君） 

 ほかに、第２号議案に対する御意見、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） 

 それでは、ほかに質問等はないようでございますので、質疑を終結し、採決いたします。 

 第２号議案 2019年度事業計画（案）について、御承認を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 夫君） 

 ありがとうございます。挙手多数でございますので、第２号議案 2019年度事業計画

（案）については、原案どおり承認されました。 

 それでは、承認されましたので、「案」の文字の消去をお願いします。 

 ここでお諮りします。 

 佐賀市農業委員会平成30年度通常総会議事録について、その字句、その他の整理を要する

ものについては、その整理を農業委員会会長に委任されたいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂井 夫君） 
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 異議なしと認めます。よって、佐賀市農業委員会平成30年度通常総会議事録について、そ

の字句、その他の整理を要するものについては、その整理を農業委員会会長に委任すること

に決定しました。 

 以上をもちまして、議事の全てを終了いたしました。 

 皆様の御協力でスムーズな議事進行を行うことができました。 

 これで議長の職を解か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） 

○司会（江頭吉一君） 

 坂井会長、議事の進行ありがとうございました。 

     ８．閉 会 

○司会（江頭吉一君） 

 それでは、これで総会の全てが終了いたしましたので、農業委員会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、慎重審議いただき、まこと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通常総会を閉会いたします。大変お疲れ

さまでございました。 

午後４時32分 閉会 

 


