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令和元年度佐賀市農業委員会通常総会議事録 

 

 日  時  令和２年３月27日  午後３時30分～午後４時22分 

 場  所  グランデはがくれ シンフォニーホール 

 出 欠 者  出席者 24名  欠席者 0名 

 次  第  １ 開  会 

       ２ 会長挨拶 

       ３ 総会成立宣言 

       ４ 農業委員会憲章の読上げ 

       ５ 議事録署名人の指名 

       ６ 議  事 

          第１号議案 令和元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 令和２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30分 開会 

○司会（古賀康生君） 

 皆様こんにちは。それでは、定刻になりましたので、只今から令和元年度佐賀市農業委員

会通常総会を始めさせていただきます。 

 私、本日の進行を務めます農業委員会事務局の古賀でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それではここで、本日の出席者数について御報告をいたします。 

 まず農業委員さんにつきましては、24人中、24人の御出席でございます。また、農地利用

最適化推進委員さんにおかれましては、39人中29人の御出席をいただいております。 

 本日はお忙しい中に本総会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 なお、本日の会場の配席につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、お一人

おひとりに離れて座っていただくように２人がけで席を用意しております。その関係で、事

務局の席を前の方といたしておりますので、御承知方よろしくお願いいたします。 

 ここで皆様にお願いでございます。携帯電話につきましては、マナーモードにしていただ

きますようお願いいたします。 

     １ 開 会 

○司会（古賀康生君） 

 それでは、通常総会を始めさせていただきます。 

     ２ 会長挨拶 

○司会（古賀康生君） 

 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） 

 皆さんこんにちは。本日、ここに令和元年度佐賀市農業委員会通常総会を開催するに当た

り、一言御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、日頃から農業委員会活動に御尽力いただきまして本当に

ありがとうございます。心からお礼申し上げます。 

 さて、今年に入りましてから、先ほど司会の方からありましたように新型コロナウイルス

が世界的に大流行いたしまして、今日のテレビでもアメリカが一番多いような状況でもあり

ますし、東京でも大変な状況になっております。そういうことで、いろいろなところで延期
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や中止という厳しい状況になっております。 

 このような中での本日の総会の開催となりました。したがいまして、本年度の総会の来賓

の案内は取りやめております。そして、総会後の懇親会につきましても延期ということにさ

せていただいております。 

 さて、昨年を振り返ってみますと、田植え時期の水不足、あるいはまた、令和元年８月の

九州北部豪雨、さらには台風被害等、昨年は農業者にとりまして大変厳しい年でありました。 

 このような中で皆様方におかれましては、農業委員、あるいはまた、農地利用最適化推進

委員として、地域の農業者の皆様の声に耳を傾けながら、農業委員会活動に努めていただき

ました。心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

 来るべき令和２年度は、私ども農業委員、農地利用最適化推進委員にとりまして、３年任

期の最後の年となります。皆様方におかれましては、この２年間、新制度に移行し、暗中模

索の中で、いろいろな形での御苦労もあったかと思います。本当にお疲れさまでございまし

た。そのためにも、令和２年度につきましては、これまで以上に佐賀市農業委員会が一丸と

なって頑張っていきたいと考えておりますので、皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 さて、本日は、令和元年度の事業報告の承認と令和２年度の事業計画を決定する会議でご

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

申し上げまして、挨拶といたします。よろしくお願いします。（拍手） 

○司会（古賀康生君） 

 坂井会長ありがとうございました。 

 それでは、ここで例年でございましたら来賓祝辞になりますけれども、今回はこのような

状況でございますので、来賓の方々への御案内は差し控えさせていただいております。御了

承方、よろしくお願いいたします。 

 それでは、この後、議事へと進んでまいりますけれども、佐賀市農業委員会会議規程第６

条第１項の規定では、「会長は、総会の議長となり、議事を総理する。」となっております。

そこで、ここからは坂井会長に議長席へと登壇していただきまして、この後の進行をお願い

したいと思います。 

 それでは、坂井会長、よろしくお願いします。 

    〔坂井会長 登壇〕 
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○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、これ以降の次第につきまして、私の方で進

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。 

     ３ 総会成立宣言 

○議長（坂井 夫君） 

 それでは、私の方から次第３の「総会成立宣言」をいたします。 

 先ほど、司会の方から報告がありましたように、本日の令和元年度の佐賀市農業委員会通

常総会の出席者数は、農業委員総数24名のうち24名でございますので、佐賀市農業委員会会

議規程第８条の規定に基づき、本総会は成立していることをここに宣言いたします。 

     ４ 農業委員会憲章の読上げ 

○議長（坂井 夫君） 

 次に、次第４の「農業委員会憲章の読上げ」に移ります。 

 皆様、議案書の１ページを御覧ください。 

 それでは、農業委員会憲章を秋吉副会長に読上げていただきます。秋吉副会長、よろしく

お願いします。 

○副会長（秋吉良太君） 

 指名により、農業委員会憲章を読み上げます。皆様方には、着座のまま、黙読でお願いい

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、 
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  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・集約化・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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（坂井 夫君） 

 秋吉副会長、ありがとうございました。 

 それでは、議案書２ページの次第に沿って進めさせていただきます。 

     ５ 議事録署名人の指名 

○議長（坂井 夫君） 

 次に、次第５の「議事録署名人の指名」となりますが、本日の議事録署名人には、議席番

号10番の平尾泰弘委員及び11番の伊東爲夫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） 

 それでは、これより、次第６の議事に入りますが、議事に入る前に、皆様にお願いがござ

います。 

 議事に関し、質問がある方は挙手をして、私の方で指名しますので、農業委員については

議席番号を、農地利用最適化推進委員は担当地区名を述べてから、発言いただくようにお願
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します。 

 それでは、議案書の３ページをお開きください。 

 第１号議案「令和元年度事業報告について」を議題といたします。 

 それでは、事務局から一括して説明をお願いします。 

○農業委員会事務局長（三島洋秋君） 

 それでは、私の方から説明をさせていただきます。事務局の三島でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、議案書の４ページをお願いいたします。 

 「１ 活動状況報告」について、主なものを説明いたします。 

 令和元年度の活動状況でございますが、平成31年４月５日の第１回役員会から記載させて

いただいております。 

 なお、役員会の事業報告につきましては、後程、説明をさせていただきます。 

 ４月15日には、常設審議委員会が開催されております。これは農地法の規定によりまして、

３反以上の転用案件については、佐賀県農業会議が主催いたします常設審議委員会に意見を

聴く必要があるもので、４月以降、毎月、坂井会長が出席されております。 

 なお、本市の案件がある場合は、本市農業委員会の事務局職員も出席したところでござい

ます。 

 ４月17日には、４月定例総会を開催し、それ以降、毎月、農業委員の皆様には御出席をい

ただいたところでございます。 

 ４月23日でございますが、こちらは第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、「下限面積」や「農業者年金」等について事務局から説明を行ったところ

でございます。 

 また、農業委員と農地利用最適化推進委員の皆さんに担当区域別に集まっていただきまし

て、今困っていること、あるいは担当区域の課題等について話合っていただき、情報共有を

図っていただいたところでございます。 

 次に、５月27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、

坂井会長に出席いただいております。 

 なお、坂井会長には、佐賀県農業会議会長及び全国農業会議所理事として、この大会を含

め、会長会議や理事会に出席いただいたところでございます。 
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 ７月26日には第２回合同研修会を開催し、「農地利用最適化の推進」について、事務局か

ら説明を行い、「人・農地プランの実質化」について、佐賀県農林水産部農産課から説明を

行っていただきました。 

 ７月31日には、農地利用最適化推進委員の先進地視察研修を実施し、長崎県松浦市農業委

員会で「農地利用最適化推進活動」等について研鑽を積んでいただいたところでございます。 

 次に、８月９日でございます。農業委員の皆様と佐賀市議会経済産業委員会委員による意

見交換会を行っております。この中では、「遊休農地対策」、「農地転用の現状と問題点」、

「地域の課題や問題点」について、事務局からの説明も加えながら、今回初めての開催とな

りましたが、積極的な意見交換を行っていただきました。 

 次に、８月22日、23日でございます。農業委員の先進地視察研修を実施しております。 

 山口県岩国市農業委員会では、「農地利用最適化推進活動」や「集落座談会の開催」等に

ついて、また、山口県周南市の有限会社鹿野アグリでは、「中山間地域の農業を守る取組

み」について、研鑽を積んでいただいたところでございます。 

 なお、８月27日から８月28日にかけての令和元年８月九州北部豪雨に対するお見舞金を、

９月６日に山口県岩国市農業委員会委員互助会から頂戴したところでございます。 

 坂井会長から、直接、岩国市農業委員会の会長にお礼のお電話をしていただくとともに、

お礼状を送付したところでございます。 

 また、このお見舞金につきましては、佐賀市の一般会計に繰入れさせていただきました。 

 続きまして、９月27日でございます。坂井会長以下役員６名から佐賀市長に対し、「農地

等利用最適化推進施策に関する意見書」の提出を行っております。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 11月27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ました。 

 坂井会長、秋吉副会長、大園南部調査会長、吉田北部調査会副会長に参加をいただきまし

て、事務局職員も１名参加しております。 

 北海道岩見沢市農業委員会、千葉県木更津市農業委員会、長崎県雲仙市農業者年金受給者

協議会の方から、加入推進に関する活動事例報告がございました。 

 また、農業者年金の加入推進と「のうねん倶楽部」の組織活動の強化に関する申し合わせ

が決議されたところでございます。 

 また、翌日の11月28日には、佐賀県内の他の農業委員会会長等と、佐賀県選出国会議員に
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対して、台風等による稲作被害の現状を訴え、特例的な対応等について要請を行ったところ

でございます。 

 その後、全国農業委員会会長代表者集会に参加し、広島県三次市、宮城県角田市及び愛知

県豊田市の各農業委員会から活動事例報告がございました。 

 また、「地域の農地を活かし、担い手を応援する全国運動のさらなる推進のための申し合

わせ決議」や「新たな食料・農業・農村基本計画の策定等に向けた要請決議」について、決

議されたところでございます。 

 次に、令和２年１月22日でございます。佐賀県農業会議主催の市町農業委員・農地利用最

適化推進委員研修会が鳥栖市で開催され、全国農業会議所から「農業を巡る情勢と農業委員

会活動について」、また、伊万里市農業委員会から「中山間地域における園地流動化」につ

いての講演がございました。 

 次に、１月28日、29日には、広島県三次市農業委員会と広島市農業委員会で、役員会先進

地視察研修を実施しております。 

 この視察研修におきましては、「農地利用最適化推進活動について」、「農地転用に係る

審査方法について」、そして、「非農地証明書の発行について」、熱心な意見交換を行って

いただきました。 

 ２月４日には、第３回合同研修会を開催し、佐賀県農業公社から「農地中間管理事業の見

直し及び農地利用集積円滑化事業との統合一体化について」説明を受け、佐賀市農林水産部

農業振興課及び農村環境課から、「農地等利用最適化推進施策に関する意見書の回答」につ

いて、説明いただいたところです。 

 そして、３月27日、本日でございますが、令和元年度通常総会となっております。 

 以上で、令和元年度の活動状況報告の説明を終わります。 

 引き続きまして、議案書の６ページをお願いします。 

 「２ 役員会事業報告」について、ご説明をいたします。 

 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、説明をさせ

ていただきます。 

 ４月５日の第１回役員会でございます。 

 第１回合同研修会の内容等について、協議いただきました。 

 ６月６日の第３回役員会でございますが、農地パトロールの実施につきまして、実施時期、
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実施内容、調査方法等を説明し、承認を受けました。 

 そのほか、７月から８月にかけて行います第２回合同研修会、農地利用最適化推進委員先

進地視察研修、そして、農業委員先進地視察研修等について、協議をいただいたところでご

ざいます。 

 ７月10日の第４回役員会及び８月７日の第５回役員会でございますが、農地等利用最適化

推進施策に関する意見書に係るスケジュール及び内容について、また、佐賀市議会の経済産

業委員会委員との意見交換会の内容等について協議をいただいたところでございます。 

 ９月11日の第６回役員会でございますが、広報グループにおいて、取りまとめ、作成をし

ていただきました「農地等利用最適化推進施策に関する意見書（案）」について協議いただ

き、８月末の豪雨について、迅速かつ手厚い支援をお願いする内容を前文に追記いたしまし

て、調査会及び総会に諮っていくこと等を決定していただきました。 

 次に、10月８日の第７回役員会でございます。定例総会（９月及び10月）において傍聴希

望者がいらっしゃったことを受けまして、傍聴人の取扱い等について事前申込みを不要とす

る等の見直しを行っていくことを決定いただきました。 

 これを受けまして、運用の見直しや規程の改正等を行っていくことを決定いただいたとこ

ろでございます。 

 また、８月と９月に営農型太陽光発電設備の一時転用案件が申請されたことから、事務局

から改めて許可要件等について説明を行い、10月の定例総会において農業委員の皆様に説明

を行ったところです。 

 ７ページをお願いいたします。 

 11月11日の第８回役員会でございますが、記載の項目について協議をいただいたところで

ございますが、(4)農業委員会の綱紀粛正につきましては、大分県別府市農業委員会会長が

収賄容疑で、また、奈良県安堵町農業委員会会長及び元農政課長が農地法違反容疑で逮捕さ

れる等の不祥事が発生したことを受け、農業委員、あるいは農地利用最適化推進委員の皆様

に、調査会の場や通知文によりまして、より一層の綱紀粛正をお願いしていくことを決定い

ただきました。 

 次に、12月12日の第９回役員会では、第３回合同研修会の内容等について協議をいただき

ました。 

 次に、令和２年１月９日の第10回役員会でございます。 
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 このうち、(1)不許可案件に係る経緯等について説明させていただきます。 

 これは12月の調査会において、許可相当として決定いただいたものでございますが、調査

会終了後に、開発許可が必要であったことが判明をいたしました。 

 申請人に申請の取下げをお願いしましたが、取下げはしないとのことであったため、12月

定例総会において不許可の決定をいただいたところでございます。 

 この定例総会後、事務局と申請人の代理人の方とお話しする場を設けましたところ、代理

人の方からは損害賠償の話も出たところでございます。しかし、最終的には、申請人御本人

様も了承され、許可を得る方法を検討していくことで、御了解されていると考えております。 

 この経緯につきましては、１月の定例総会において農業委員の皆様に御説明をさせていた

だいたところでございます。 

 そして、２月10日の第11回役員会において、本日開催しております通常総会の内容等につ

いて、協議をいただきました。しかし、皆様御承知のように、その後、新型コロナウイルス

感染が深刻な事態となってきたことを受けまして、３月11日の第12回役員会において、(1)

新型コロナウイルス感染症対策について、そして、それに関連いたします(2)及び(3)の令和

元年度通常総会及び親睦会総会等について協議をいただきました。 

 その結果、毎月の調査会や定例総会については、マスクの着用努力、アルコール消毒の実

施等について再度の周知を図ること、そして、通常総会関係については、来賓への案内を取

りやめ、規模を縮小して実施すること等を決定いただいたところです。 

 また、１月の役員会の先進地視察研修を受けまして、転用案件等に係る申請人説明の取扱

いや非農地証明の取扱いについて、見直しの要否を含め検討していくこととし、定例総会に

おいて、農業委員の皆様に報告を行っ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。 

○農業委員会事務局主幹兼農地係長（宗像 剛君） 

 それでは、続きまして農地係長の宗像でございます。 

 私の方からは、「３ 総会事業報告」を御説明させていただきます。 

 議案書の８ページから10ページにかけて掲載しておりますので、御覧ください。 

 それではまず、８ページをお願いいたします。 

 一番上、(1)定例総会の開催状況でございます。本年度も合計で12回、定例総会を開催い

たしました。開催日と件数を表にしてございます。表の右下になりますけれども、報告と議
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案を合わせて2,124件御審議いただいております。 

 なお、表の下に現地調査会と調査会の開催数も記載しておりますが、南部現地調査会は10

回の開催でした。８月の台風で中止となったことと、それから、12月は現地調査の案件がな

かったことによるものです。 

 御審議いただきました内容の主なものにつきましては、その下に①から⑥で記載させてい

ただいております。 

 次に、(2)の農地法関係の審議でございますけれども、８ページの一番下の表で、３条の

申請件数と面積を記載しております。 

 それから、めくっていただきまして９ページですけれども、上の②の表で農地法第４条、

それから、③で農地法第５条の申請件数と面積、それから、④で第18条の合意解約の通知件

数と面積を記載させていただいております。 

 なお、第５条の許可申請で241件と記載しております。そのうちの１件が、先ほど役員会

事業報告の中で説明のありました不許可の案件となってございます。 

 次に、下の(3)、利用権設定による貸借りを表にさせていただいております。表の左端に

合計件数を記載しております。1,110件の貸借りがございまして、その内訳は表のとおりと

なっております。 

 次に、10ページを御覧いただきたいと思います。 

 ②の利用権の移転につきましては、解約を伴わずに別の耕作者へ利用権を移転するもので

すが、今回は案件がございませんでした。 

 ③の所有権移転につきましては、あっせん売買の件数でございます。買入れと売渡しにつ

きましては表に記載のとおりでございます。 

 次に、(4)農地の下限面積ですが、ＪＡや関係課からの意見を聴いて検討していただきま

した結果、令和２年度も引き続き、黒点の１つ目ですけれども、大和町松梅地区及び八反原

地区並びに富士町及び三瀬村は30ａ。 

 それから、２つ目の黒点でございますが、「佐賀市空き家バンク制度要綱」に基づく北部

山間地域における空き家バンクに登録された空き家に付随する農地は1㎡に、３月の定例総

会で決定していただきました。 

 (5)は荒廃して山林原野化した農地の非農地通知について記載しております。令和元年度

は31件、約７haに非農地通知書を発行しました。 
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 次に、(6)の農地無断転用防止ですが、本年１月に発行しました「さがし農業委員会だよ

り」や、許可書等に同封するチラシ等による啓発とともに、委員さんによる農地パトロール

と個別指導により未然防止と早期改善に努めていただきました。 

 (7)の遊休農地対策につきましては、本年度も委員の皆様に農地パトロールを実施してい

ただき、遊休農地所有者には意向調査を実施しました。遊休農地の面積は３ha減って118ha

となりました。 

 最後になりますが、(8)の研修事業につきましては、①の農業委員・農地利用最適化推進

委員合同の研修会を３回開催いたしました。 

 また、②では今年度に行った先進地視察研修につきまして、日程と視察先を記載しており

ます。 

 以上で総会事業報告を終わります。 

○農業委員会事務局主幹兼振興係長（德永昌純君） 

 それでは、続きまして11ページをお願いいたします。 

 振興係長をしております德永です。よろしくお願いいたします。 

 「４ グループ活動報告」について御説明いたします。 

 まず、(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

金グループ活動につきましては、平成31年４月17日から令和２年３月18日までに、計５回の

グループ会議を開催いたしました。 

 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し、７月

の第２回会議では、農業者年金加入推進の具体的な取組内容等について御協議していただき

ました。 

 その後、10月、２月、３月にもグループ会議を開催し、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等を行い、市内農業者の老後の生活安定等に向けた

活動を行っていただきました。 

 次に、12ページをお願いします。 

 (2)「広報グループ活動報告」についてですが、今年度の広報グループ活動につきまして

は、平成31年４月17日から令和２年３月18日までに、計６回のグループ会議を開催いたしま

した。 

 ４月の第１回グループ会議では、広報グループ活動計画等について協議し、７月の第２回
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会議では、意見書の項目決定等を行っていただいたところでございます。 

 広報グループでは、このほかに、「全国農業新聞」の購読推進に関する協議や、「さがし

農業委員会だより」の発行を通して、市内農業者へ佐賀市農業委員会の活動内容や、あっせ

ん売買手数料の改訂に関するお知らせ等の情報提供を行ったところでございます。 

 次に、12ページの下段の方になります(3)「農地等利用最適化推進施策に関する意見書

（案）の作成」についてでございます。 

 佐賀市農業委員会では、毎年度、農地利用最適化の推進を、より効率的かつ効果的に実施

するため、佐賀市の農業施策に対して、農業者の意見等を収集・集約し、農業委員会活動の

中で得られた知見等に基づいて、市長へ意見書の提出を行っております。 

 広報グループでは、その意見書（案）の作成をしていただきました。 

 そして、令和元年９月定例総会での審議・決定を経て、令和元年９月27日に市長への意見

書の提出を行い、令和元年10月11日に市長からの回答を得たところでございます。 

 この回答につきましては、先月、２月４日に開催しました第３回合同研修会の中で、担当

課より意見書の回答に関する説明を受けたところでございます。 

 なお、今年度の意見書の項目につきましては、12ページの下の方に書いております①から

⑤までの５項目となっております。 

 続きまして、13ページをお願いします。 

 (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。市内農家への農業委員会

等に関する情報提供といたしまして、農業委員会の活動内容等を掲載した「さがし農業委員

会だより第20号」を、令和２年１月に発行いたしました。 

 次にその下、(5)「贈与税及び相続税納税猶予並びに不動産取得税徴収猶予の取扱い状

況」についてでございます。贈与税の免除届等、今年度は合計17件の届出がございました。 

 続きまして、(6)「家族経営協定の推進」についてですが、家族経営協定は、家族で取り

組む農業経営について、その経営方針や家族一人ひとりの役割等を家族みんなで話し合い、

それを明文化するものでありますが、今年度は、兵庫地区１件、蓮池地区１件、久保泉地区

１件、富士地区１件、久保田地区２件の計６件の家族経営協定が新たに締結をされたところ

でございます。 

 これで、佐賀市における家族経営協定の締結累積件数は233件ということになっておりま

す。 



- 14 - 

 続きまして、(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

12件、近代化資金が３件、青年等就農資金が14件の計29件の審査が行われまして、いずれも

認定をされたところでございます。 

 次に、(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、農業

施策や全国各地の優良活動事例等が掲載された全国農業新聞の購読推進を行っていただきま

した。 

 令和２年２月末現在の佐賀市全体の購読部数は203部となっております。委員皆様の推進

活動のおかげをもちまして、県内では第１位の購読部数となっております。誠にありがとう

ございました。 

 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、加入申込に関する届出や年金受給者の現況届等、合

計1,475件の届出書を受理して、処理いたしております。 

 また、その下の②「農業者年金加入推進大会」につきましては、令和元年11月５日に、ホ

テルマリターレ創世で開催し、農業委員会やＪＡ等から79人の方に御出席をいただき、関係

機関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。 

 続きまして、15ページをお願いいたします。 

 こちらの表は、地区ごとの年金受給者数や加入者数を掲載した一覧表となっております。 

 なお、今年度の農業者年金の新規加入目標人数を10人と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、今日現在で13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

てお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 以上で、「４ グループ活動報告」の説明を終わります。 

○農業委員会事務局長（三島洋秋君） 

 それでは、以上、令和元年度の各事業報告を事務局から説明させていただきました。役員

の皆様をはじめ、農業委員さん、農地利用最適化推進委員の皆様には、日頃のお仕事で大変

お忙しい中にも関わらず、会議、あるいは研修会をはじめとして、農地のあっせん、全国農

業新聞の購読推進、農業者年金の加入推進等、幅広く活動をいただきました。事務局を代表

して、お礼を申し上げます。誠にありがとうございました。 

 それでは、事務局からは、以上でございます。 
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○議長（坂井 夫君） 

 御説明ありがとうございました。 

 それでは、第１号議案「令和元年度事業報告について」、質疑に入りたいと思います。質

疑ございませんか。 

    〔「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、これより採決いたします。 

 第１号議案「令和元年度事業報告について」、報告のとおり承認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 夫君） 

 異議なしと認めます。よって、第１号議案「令和元年度事業報告について」は、報告のと

おり承認されました。 

 続きまして、議案書の16ページをお願いします。 

 第２号議案「令和２年度事業計画（案）について」を議題といたします。 

 それでは、事務局から一括して説明をお願いします。 

○農業委員会事務局長（三島洋秋君） 

 それでは、議案書の17ページをお願いいたします。 

 まず、「１ 令和２年度会議日程（案）」について御説明をさせていただきます。 

 日程につきましては、南・北調査会の現地調査及び調査会、そして、定例総会の順に記載

をさせていただいております。 

 開催場所でございますが、南部調査会は東与賀支所の３階大会議室を、北部調査会におき

ましては大和支所の３階第３会議室を、定例総会につきましては、市役所本庁４階の大会議

室を予定いたしております。 

 ただし、定例総会におきましては、５月、11月及び２月の開催場所が大財別館４階の会議

室に変更となります。 

 また、南部調査会の３月でございますけれども、東与賀支所の２階の会議室に変更となり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、４月の南・北調査会の現地調査と調査会が４月７日からスタートをいたします。農
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業委員の皆様におかれましては、御出席のほど、よろしくお願いをいたします。 

 また、定例総会につきましては、佐賀県農業会議が主催いたします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。 

 そして、中ほど下段の表になりますけれども、さなぼり会は令和２年７月３日金曜日、農

業者年金加入推進大会は11月６日金曜日、そして、現在の体制によります最後の通常総会は、

令和３年３月26日金曜日を予定いたしております。 

 なお、令和３年度の会議となりますけれども、新たな農業委員及び農地利用最適化推進委

員さんによる臨時総会を、令和３年４月１日木曜日に予定をいたしております。 

 また、実施要領の２番、議案書等の配付について記載させていただいております。これま

で同様、農業委員の皆様には現地調査の際に、農地利用最適化推進委員の皆様には郵送にて

お届けさせていただきます。 

 以上が「会議日程（案）」でございます。 

 続きまして、18ページをお願いいたします。 

 「２ 令和２年度研修会等計画（案）」でございます。 

 まず、４月30日木曜日に、農業委員及び農地利用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。 

 次に、７月３日金曜日に、第２回合同研修会を開催し、その後、引き続き、さなぼり会を

実施したいと考えております。 

 また、農地利用最適化推進委員の先進地視察研修を７月下旬から８月上旬に、農業委員の

先進地視察研修を８月下旬に実施する予定でございます。 

 続きまして、８月26日水曜日に、佐賀県農業会議主催の市町農業委員・農地利用最適化推

進委員研修会が予定されております。 

 令和元年度は、今年の１月、鳥栖市で開催されましたが、令和２年度は時期が早まりまし

て、白石町で開催予定でございます。 

 また、先ほどの会議日程の際にも申し上げましたが、農業者年金加入推進大会を11月６日

金曜日に予定しております。 

 それから、役員会の先進地視察研修を１月下旬に、また、第３回合同研修会を２月上旬に

実施する予定としております。 

 最後に、令和３年度から、新たな農業委員・農地利用最適化推進委員の体制となりますの
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で、新しい農業委員の任命について、佐賀市議会の議決を受けた後に、新たな農業委員・農

地利用最適化推進委員の皆様に対する説明会の開催を３月下旬に予定をしております。 

 以上が、研修会等の計画（案）でございます。 

 続きまして、19ページ及び20ページをお願いいたします。 

 「３ 令和２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

項を協議いただくため、役員会を計画するものでございます。 

 また、役員会の開催は、毎月１回の開催を予定しており、協議事項につきましては、記載

のとおりでございます。 

 なお、令和２年度は、新たな農業委員さん、あるいは農地利用最適化推進委員さんの募集

等を行う必要がございますので、４月７日の第１回役員会の(1)委員募集の説明について、

８月６日の第５回役員会の(1)委員募集の開始について、10月８日の第７回役員会の(1)委員

募集の結果について、12月８日の第９回役員会の(1)委員の選定結果について等を議題とし

て記載させていただいております。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○農業委員会事務局主幹兼振興係長（德永昌純君） 

 それでは、続きまして21ページをお願いいたします。 

 「４ 令和２年度グループ活動計画（案）」、(1)「農業者年金グループ活動計画」につ

いて御説明させていただきます。 

 令和２年度も、定例総会終了後に５回のグループ会議を計画しておりまして、農業者年金

の加入推進に向けた具体的な取組等について御協議していただく予定にしております。 

 なお、令和２年度の農業者年金加入推進大会につきましては、第３回のところに記載して

おりますけれども、令和２年11月６日金曜日に開催する計画でございますので、皆様の御出

席をよろしくお願いいたします。 

 以上が農業者年金グループ活動計画となります。 

 続きまして、22ページをお願いいたします。 

 (2)「広報グループ活動計画」について御説明させていただきます。 

 令和２年度も、定例総会終了後に６回のグループ会議を計画しております。 

 その中では、毎年度、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」、「全国農業新聞の購読推進」等
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について御協議していただく予定でございます。 

 特に、市長へ提出する意見書に関しましては、全ての農業委員及び農地利用最適化推進委

員の皆さんに、来月、４月からの各地区で開催されます生産組合長会議等に御出席をするな

どしていただいて、地元農業者の意見等を収集していただきたいと考えております。 

 そして、その収集した意見等を参考にしながら、農業委員会活動の中で得られた知見等に

基づき意見書を作成して、９月末には市長へ提出していただく計画でございますので、委員

皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、表の下の方に※印で記載しておりますが、広報グループにつきましては、上記６回

の他に意見書の作成に関しての協議が、もしかすると臨時で必要になることも想定しており

ます。そういったことから、この※印について、このような文章を記載させていただいてい

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。 

 それから、23ページから26ページまでの「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」に

つきましては、平成30年６月定例総会において審議・決定していただいたものを添付させて

いただいているところでございます。 

 事務局からの説明は以上です。 

○議長（坂井 夫君） 

 御説明ありがとうございました。 

 それでは、第２号議案「令和２年度事業計画（案）について」 

質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    〔「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、採決いたします。 

 第２号議案「令和２年度事業計画（案）について」、原案どおり承認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 夫君） 

 異議なしと認めます。よって、第２号議案「令和２年度事業計画（案）について」は、原

案どおり承認されました。 
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 それでは、皆様、議案書の17ページ、18ページ、19ページ及び21ページの上の方に書かれ

ております、「案」の文字を消していただくようにお願いします。 

 ありがとうございました。 

 お諮りします。令和元年度佐賀市農業委員会通常総会の議事録について、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、

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） 

 異議なしと認めます。よって、令和元年度佐賀市農業委員会通常総会の議事録について、

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、議事の全ては終了いたしました。 

 令和元年度佐賀市農業委員会通常総会を閉会いたします。 

  

    

午後４時22分 閉会 

 

 


