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1 日  時 平成29年4月26日（水） 14時00分開会 

15時20分閉会 

 

 

2 会  場 長崎市男女共同参画推進センター アマランス研修室１ 

（長崎市魚の町5番1号） 

 

 

3 役  員 会長 松本 正登 

 

 

4 出席委員（30名） 

赤瀬 孝則 岩尾 直己 岩本 隆 上島 毅紀 後山 裕義 

岡村 則満 小川 博 尾上 勝郎 帯山 安敏 上川 満治 

川田 正勝 城戸 利美 小里 浩 田平 孝廣 鳥越 悦子 

野口 栄孝 林 久夫 平尾 政博 本多 孝 松尾 隆治 

松野 安彦 松本 貞幸 松本 正登 峰 博行 森山 安男 

森部 ルミ子 山口 邦俊 山口 博 山口 眞佐栄 竹下 英明 

     

     

5 欠席委員（5名） 

泉田 俊男 浅田 五郎 五輪 清隆 堤 勝彦 永尾 春文 

     

 

6 出席職員 

【農委事務局】 髙山事務局長 荒木事務長 麻田農政管理係長 田中農地係長 岩﨑主査 
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○事務局 定刻となりましたので、ただ今から平成 29年 4月農業委員会総会を開会いた

します。本日の付議事項に係る議案につきましては、事前に送付させていただいておりま

したが、お手元にございますでしょうか。それでは、早速会議に入りたいと思います。ま

ずはじめに、本日、報告事項 1の「平成 29年度 水産農林部農林関係事業計画及び予算

について」の説明のため、水産農林部より職員の方に出席いただいておりますので、皆様

にご紹介いたします。 

 

－ 水産農林部職員の紹介 － 

 

本日はよろしくお願いします。それでは議事進行につきましては、農業委員会会議規則

第4条に基づき、松本会長よりお願いいたします。 

 

○議長 みなさん、こんにちは。本日は、お忙しい中、4月の農業委員会総会にご出席い

ただき、ありがとうございます。座ってから議事を進めさせていただきます。本日の総会

につきましては出席委員 30名であり、在任委員の過半数が出席されておりますので、会

議規則第6条により総会は成立しております。まず、はじめに議事録署名人を私の方から

指名させていただきます。城戸利美委員と小里浩委員にお願いしたいと思いますがよろし

いでしょうか。 

 

○城戸利美委員、小里浩委員（承諾） 

 

○議長 それでは、総会を進めさせていただきます。本日は、付議事項が2件ございます。

先に報告事項1「平成29年度水産農林部農林関係事業計画及び予算について」説明をお願

いいたします。それでは、水産農林部からの説明をお願いします。 

 

○水産農林政策課長 お配りしております長崎市農業委員会4月総会資料の1ページをお

開き下さい。こちらには、平成 29年 4月 1日現在の「長崎市水産農林部機構表」を掲載

いたしております。水産農林部は、5課57名で組織されておりまして、部内の機構につき

ましては、昨年度と変更はございません。また職員名に下線が引いている者につきまして

は、昨年4月総会以降に配属された者でございます。次に、資料の2ページをお開き下さ

い。この2ページから3ページにかけましては、各課の「事務分掌」を掲載しております

ので、こちらにつきましては、後ほどご参照いただければと思います。続きまして、資料

の4ページをお開き下さい。ここには、「平成29年度の農業費関連予算内訳表」を掲載し

ております。上段の表につきましては、「1 農業費」でございますが、左の方から、所管課・

当初予算額・主な事業内容について記載しております。農業費の当初予算額の計につきま

しては、中段に記載しておりますが、21億6,140万7千円となっております。また、下段

の表は、「2 林業費及び災害復旧費」でございますが、こちらの平成29年度の当初予算額

の計につきましては、3億2,138万9千円となっております。 
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○農業振興課長 それでは平成 29年度予算関係につきまして説明いたします。資料は水

産農林部提出資料の5ページをお開きください。有害鳥獣対策費7,298万5千円です。イ

ノシシ・シカなど有害鳥獣対策につきましては、「防護」、「棲み分け」、「捕獲」の3対策を

中心に進めており、平成 29年度は協議会による対策をさらに強化し、市民に寄り添った

迅速な被害対策を図るものです。2、事業内容（1）は専門業者による被害相談等への対応

の委託費です「あぐりの丘」内に有害鳥獣相談センターとして事務所を設置し、被害相談、

現地調査、地域ぐるみの勉強会など実施しており、平成 27年度の相談件数は 877件とな

っています。（2）は長崎市有害鳥獣対策協議会への運営補助です。イノシシは計画頭数

3,200頭について年間を通じて捕獲活動を実施し、捕獲実績は上がりつつあるもの、依然

として農業被害、生活環境被害の相談は減らないことから、次年度は捕獲計画頭数を約

5,000頭に拡大し、これに伴う（イ）の捕獲手当等の拡大をするものです。6ページです。

イ防護対策ですが、（ア）の鳥獣侵入防止資材等の貸与について、新たに農作物被害、家庭

菜園を含む農業者等の被害対策についてワイヤーメッシュ柵のみの貸与要件に加えて、迅

速な被害対策を図るものです。これは昨年まで資材費等の購入について半額の助成を行っ

ていた事業をこの貸与事業に移行するものです。参考として下段には農業被害金額、7ペ

ージには被害相談件数、有害鳥獣対策協議会の運営計画、8ページには有害鳥獣捕獲実績、

9ページには鳥獣侵入防止資材等の貸与実績、侵入防止等整備補助の実績、国庫ワイヤー

メッシュ柵設置事業の実績、10ページには鳥獣被害から対応までのフロー図、11ページ

には地域ぐるみの「捕獲隊」の組織状況、12ページには生活環境被害対策に係る相談から

対応までのフロー図を掲載しています。有害鳥獣対策につきましては、今後におきまして

も地域ぐるみにより、行政や専門家と連携し、粘り強く取り組み、対策の充実に努めてま

いります。次に 13ページ、青年就農給付金事業費 3,300万円です。就農初期段階の経営

が不安定な青年就農者に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、2.事業内容

（3）給付対象者のとおり、就農時の年齢が45歳未満の者に対し年間150万円、最長5年

間の青年就農給付金を支給するものです。（4）の給付予定者ですが、28年度には新たに9

人の方を予定し、計23人の青年就農者に対して支給するものです。14ページには受給予

定者一覧をお示ししています。次に 15ページ、青壮年新規就農給付金事業費 755万円で

す。そこで先ほどご説明をしました青年就農給付金において、年齢要件を満たさない2事

業内容（3）給付対象者のとおり、45歳以上 65歳未満の青壮年層の就農意欲の喚起と就

農定着を図るため、年間120万円、最長2年間給付を行うものです。（4）の給付予定者で

すが、7人に対して支給するものです。16ページには参考として、受給予定者一覧をお示

ししております。17ページ、農業金融対策費16億6千577万7千円です。農業者等が農

協等金融機関から借り入れる資金の利息負担を軽減し、農作業の効率化、生産の高品質化

及び早期の災害復興等を推進し、農業経営の安定に資するため、利子補給等を行うもので

す。2事業内容のうち、（4）（5）の制度につきましては、台風被害、燃油高騰による生産

経費増大、びわ寒害被害などの緊急対策に係る利子補給補助金となっています。（7）農業

振興資金預託金16億6千246万9千円につきましては、長崎市のブランドとして推進し
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ています「長崎和牛・出島ばらいろ」の肥育素牛の導入に要する資金等の原資を融資機関

である農協に預託し、協調融資を行うものです。19ページ、びわ共販百周年記念大会開催

費負担金、新規20万円です。「びわ」につきましては、組織的な共同販売が開始されてか

ら100周年を迎えることを期に、「日本一のびわ産地」として、さらなる活性化に向けて、

「（仮称）びわ共販百周年記念大会」を開催するものです。開催日時は平成 29年 11月を

予定、（開催場所は現在調整中であり）内容としましては、基調報告、びわ活性化ビジョン

の発表、功労者表彰、記念講演等を予定としており、産地・市場・行政などの結束力によ

り、びわ産地の振興に向けてアピールしたいと考えています。次に 20ページ【補助】農

業振興施設整備事業費補助金、担い手農家支援施設7千8百万円です。この事業は、生産

規模の拡大、生産方式の改善及び効率的。省力的技術導入等の整備に係る経費について、

国の交付金事業の活用により支援を行うものです。2の事業内容ですが、国の強い農業づ

くり交付金事業を活用し、琴海地区において、キク、草花の約0.55haの低コスト耐候性ハ

ウスの整備を行い、さらなる産地振興を進めるものです。21ページ、【単独】農業振興施

設整備事業費補助金、担い手農家支援施設6,325万2千円です。この事業は、国の補助事

業要件を満たさない事業について、長崎県の補助事業及び長崎市単独の補助事業により支

援を行うものであります。2の事業内容ですが、茂木地区ほか 4地区において、アスパラ

ガスやイチゴなどのビニールハウスの整備、びわ・ももなど既存ハウスの長期利用のため

の部材補強・交換事業、品質収量向上・コスト低減策として、みかんの被覆資材の導入、

稲作のコンバインなどへ支援などを計画しております。次に 23ページ【単独】農業振興

施設整備事業費補助金 長崎びわ産地再生施設4,559万9千円でございます。びわ優良品

種「なつたより」の植栽を推進するとともに、作業を省力化できる高品質化資材導入の一

部を支援し、びわの継続的・安定的な高品質生産を促し、ブランド化を図ろうとするもの

です。2の事業内容としましては、「なつたより」への補植、省力化高品質に向けた土づく

り資材の導入及び簡易ハウス等の防鳥資材導入に対する長崎市単独の支援を計画していま

す。28ページですが、昨年度より、びわ寒害対策としまして簡易ハウスの導入を進めてお

り、今年度もウの受益面積のとおり2haをお願いするものです。次に29ページ、【単独】

農業振興施設整備事業費補助金 農業新規参入促進施設 2,800万円です。生産基盤整備や

小規模土地基盤整備等の支援を行い、新たな担い手の育成・定着及び遊休農地の活用につ

なげることにしています。2の事業内容の(5)のとおり、平成 29年度につきましては、琴

海地区、三和地区、東長崎地区等において、ハウスの整備、農地の基盤整備など 12件の

事業に対して支援を行うものです。なお、平成19年度からの事業実績としましては36件

となっています。昨年度におきましては、人・農地プラン地区別懇談会、本委員会等でご

意見をいただき、計画の策定を行ったところであり、そのダイジェスト版となります。本

年も含め、今後は本計画に基づく具体的な取り組みを進めるとともに、地区別懇談会等を

通じて、周知していきたいと考えています。また、別紙としまして参考資料として、農地

中間管理事業の概要をお示ししています。特に昨年度後半に、自己所有地の貸付・借受い

わゆるＡｔｏＡの取組が進められており、生産部会を中心に、今後の耕作放棄地対策のひ

とつとして取り組んでいるところです。 
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説明は、以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、水産農林部から説明がございましたが、この

件について、何か、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

○林委員 有害鳥獣のことでございますが、有害鳥獣に関しましては農業者としてワイヤ

ーメッシュの支援、また捕獲処理の支援につきましては本当に多額の支援をいただいてお

りますことを、大変感謝申し上げます。そういう中で私たちも捕獲隊を結成して捕獲をや

っているわけでございますが、実際、被害調査をすれば今までの仕事が増えまして、被害

金額は農業衰退も兼ねまして減ってるものと思うわけでございます。そういう中に、私が

見る限り農地じゃなくて水路とか土羽とか石垣とか環境被害が酷いんです。これを今後ど

うしていくか、捕獲を強固にやれば大分減っていくのではないかと思うんですけれども、

私も頑張ってやる中に捕獲したら農地の荒れ方が若干減ってきたように思われますので、

捕獲をすることは今後も続けていかなければならないし、また今年の予算を見れば報奨金

も増やしていただいておりまして感謝いたします。そういう中に私も地域のことは把握し

ているですけど、市内のみなさんのところのことは分からないし、統一した支援事業を要

望しなければならないと考えておりますが、私がデータを見ますと協議会捕獲と捕獲隊捕

獲の意味の違いはどういう区分けをしているのか、今年は協議会捕獲の数字が上がって

段々増えているんだろうと思われるんですけれども、そこの違いを捕獲隊と協議会捕獲の

違いを教えていただきたいと思います。 

 

○農業振興課長 まず民有地の土羽とか公共施設の防護とか、そういったところを破壊し

ている状況についてですけれども、こういったところは庁内で生活環境被害等の連絡会議

を庁内の各部署と連携してやっている状況で、各公共用施設の被害についてはそれぞれの

所管で対応して欲しいということで、そういったお願いをしております。ただ民有地の取

り組みについては中々補助要件とか厳しいので、今後になろうかと思いますが、これは長

崎市だけの問題ではなく、国・県等すべての問題になろうかと思いますので、要望等含め

てそこから進めていきたいと考えております。それと協議会と捕獲隊の違いといいますと、

昨年協議会捕獲については以前一昨年までは両猟友会の方に9月まで予察の捕獲をやって

て、その後は猟期の間でやって下さいということでやってたんですけれども、昨年から協

議会捕獲を１年間猟友会の方にお願いしまして進めている状況で、その成果がありまして

昨年 2,800頭の計画頭数であったものが、3,200頭の実績が挙がってきたという状況でご

ざいます。それと捕獲隊についてもあぐりの丘の方の夢ファーム、そういったところが中

心となって捕獲隊の結成を促すような取組を進めておりまして、53チームということで、

これも 3,200頭の捕獲頭数の実績が挙がってきたという状況でございます。今後につきま

しては、この 5,000頭ということにつきましては、まずは今協議会のメンバーの方につい

ても捕獲隊、今の現捕獲隊のサポートをやって欲しいというのがひとつと、できれば協議

会のメンバー中で捕獲隊の結成をしていただくという話がひとつ、それと捕獲隊について
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は上手に獲れるところと獲りきれないところがありますので、そういうところは是非協議

会のメンバーを入れていただいて、技術の向上を進めて欲しいということで、双方の連携

をしながら、できれば目標頭数に達するようなかたちで進めていければということで、今

回捕獲頭数を約 5,000頭ということで挙げさせていただいた次第でございます。以上でご

ざいます。 

 

○議長 他にございませんか。城戸委員さん。 

 

○城戸委員 はい、お聞きしたいのですけれども、水産農林部の資料を出していただいて

いる中で、水産農林政策課ということで最初は総務課ではなかったかと思うんですが、政

策課ということであれば、もの凄く重みがあるような仕事をされているのかなと拝見した

んですけれども、通常の業務に加えて何か目標とか今後どういう風に農業を構築していく

かビジョンがあれば教えてください。同時に農業振興課さんで今新規参入とか青年給付者

とか説明があった訳ですがＪＡさんにもお願いしているんですが、実際の農家に対する営

農指導等について、恐らく人員が少なくて行けないと思うんですけれども、今後の遊休農

地解消のためにも現時点での目標とか規模とかあれば教えて欲しいと思います。以上2点

よろしくお願いします。 

 

○水産農林政策課長 ただいま委員さんからございましたけれども、水産農林政策課の事

務分掌として2ページに記載をしております。ここに書いておりますとおり、部の統括等

につきましてやっているところでございますけれども、実施部隊は農業振興課がやってい

るところでございますが、部として連携して人・農地プランでありますとか、農業振興計

画の後期計画も建てたところでありますので、その政策に沿って農業の振興を図っていき

たいと考えております。以上でございます。 

 

○農業振興課長 ＪＡとの連携の中で例えば営農指導が中々行き届いていないという話で

ございますけれども、数年前から農業委員会の建議の中でもご要望があって、指導体制が

なっていないじゃないかという話がございまして、昨年から取り組んでいるのは再開技術

支援指導の取組をしております。この内容については一度、1月か12月の農業委員会でご

説明したところなんですけれども、指導農業士さんにお願いをして、約 30名ぐらい長崎

市内にはいらっしゃるのですけれども、指導農業士さんがＪＡの営農指導員の代わりじゃ

ないですが、そういった取組ができないかということで、少しづつそういった指導支援を

していただくような、サポートをお願いするような形で、そういった指導していただいた

方については幾分かの謝礼をお支払いするようなこととなっています。これは今年度につ

きましても普及に務めていきたいと考えております。それと全体的な話なんですけれども、

なかなか行政の人は少ない、ＪＡの方も少ないという話の中で、今回の農業振興計画の全

体の話ですけれども、農協の組合員さんの方はお分かりだと思うんですが、農協の総代会

の方で提出されております、第4次の地域農業戦略、ＪＡの方でもそういった取組の計画
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がございます。マスタープランですね。そういったところとの整合を取りながら、今回の

この後期計画は行政独りよがりの計画ではなくて整合をとった計画ということで、そうい

った取組をしておりますので、この中で主な振興政策として中程に記載をしておりますけ

れども具体的な内容についても連携をとる中、補完をしながら今後4年間この計画を進め

て行きたいと考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

○議長 城戸委員さん、いいですか。 

 

○城戸委員 捕捉で、水産農林政策課さんの食の推進係さんは、おそらく事務屋と思うの

ですが、私たちの地区でも食の推進は身近な施策として、直売所を運営しておりまして色

んなお客さんの意見を聞きながらやっていく訳ですけれども、行政の方からもっとこうし

た方がいい、ああした方がいいというアドバイスというか、自分たちも考えてはいるんで

すが、色んな情報としてご教授願えればと思っております。よろしくお願いします。 

 

○水産農林政策課長 すみません、先ほどご説明しなかったんですが、食の推進係という

のがございまして、農水産物も含めてですが消費拡大等を担っているものですが、職員に

つきましては農林技術員が1名と水産技術員が1名、事務職員が4名の体制で行っており

ます。農林の施行技術員も1名で行っております。先ほどありました直売所の関係でござ

いますけれども、うちの方でも直売所、道の駅夕日が丘そとめやみさき駅さんわ等の運営

をしておりますけれども、ほかの直売所等も含めて協議会を結成して、その中で情報共有

等あるいは広報等をやっているところでございます。委員ご指摘の指導といいますか、お

手伝いといったところについても検討させていただければと思います。以上でございます。 

 

○議長 他にございませんか。 

 

○森山委員 青年就農給付金の件についてですけれども、琴海からも何人かおられる訳な

ですが、私たちがどなたが受給されているか、使用されるか全然わからない状況なんです

ね、それで受給要件を言っていただければと思うんですけれども、認定農業者であるとか、

人・農地プランとかあるいは中間管理事業とか関連することはいっぱいあると思うんです

が、この辺を公表する訳にはいかないんでしょうか。 

 

○農業振興課長 大変申し訳なんですけれども、やはり個人情報というのがございまして、

そこの公表が森山委員さんはよくご存じだと思うんですが、人・農地プランの中心となる

経営体についてもやはり個人名までは、位置づけはしているんですけれども公表はしてい

ない状況です。なかなかここがデリケートな部分ということで、ご理解いただきたいと思

います。ただ、おおまかにいくと琴海地区の方は皆さんご存じだと思うんですけれども、

県の新規就農相談センターの研修生等がこういったところの活性を行っているところです。

以上でございます。 
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○森山委員 わかりました。やっぱり事例とか後の人に紹介していかないといけないので、

どなたがもらっているからということもありますので、個人名は無理でも何とか地区名だ

けでも農業委員には言えないとこもあるとは思うんですが、配慮してもらえたらと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

○議長 他にございませんか。ないようでしたら、水産農林部の職員の方には、大変お忙

しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございました。 

 

 － 水産農林部職員退席 － 

 

○議長 議事に入ります前に、事務局より1件お知らせがございます。事務局より説明を

お願いします。 

 

○事務局・全農業委員 （互助会に関する連絡と質疑応答） 

 

○議長 ほかにございませんか。ないようでしたら総会終了時にアンケートの提出につい

てご協力をお願いいたします。それでは総会を進めさせていただきます。付議事項第1号

議案「非農地の判断について」事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 第1号議案についてご説明させていただきます。議案書の1ページでございま

す。今回は申出件数4件、7筆、計2,910㎡につきまして、申出書が提出されております。

1番から4番まで続けてご説明させていただきます。 

1番は琴海村松町の2筆の農地で、面積合計1,578㎡でございます。農地の位置につい

てはスクリーンをご覧ください。申し訳ございません画像が反射して見えにくい状況には

なりますが、お手元の資料の方に地図の方もつけておりますので、それと併せてご判断い

ただければと思います。 

続きまして2番についてご説明させていただきます。2番は蚊焼町の農地で、面積は481

㎡でございます。竹林化している状況でございます。現地の立会につきましては松本貞幸

委員にお願いいたしました。先ほどご説明しました1番の現地立会につきましては松野安

彦委員にお願いいたしております。 

続きまして3番についてご説明させていただきます。3番は三川町の2筆の農地で、面

積合計611㎡でございます。崖地のところにある形でございまして、崖地を含む一部農地

の分が農地ということでなっているものでございます。現地の立会につきましては岡村則

満委員にお願いいたしております。 

続きまして4番についてご説明させていただきます。4番は畝町の2筆の農地で、面積

合計240㎡でございます。長い土地となっておりまして、こちらも崖地のようになってお

ります。畑の上に残る山林化した部分、こちらが対象地となっております。現地の立会は
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小里浩委員にお願いいたしました。説明は以上でございます。 

 

○議長 この件につきまして、何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

 － 意見なし － 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。付議事項第１号議案「非農地の判

断」について、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

○全農業委員 異議なしの声あり 

 

○議長 ありがとうございました。付議事項第1号議案「非農地の判断」については、原

案のとおり承認することと決定いたしました。それでは、付議事項第 2号議案「平成 29

年度農業委員会事業計画について」事務局から説明をお願いしたします。 

 

○事務局 それでは、お手元の議案書をご覧ください。6ページになります。第 2号議案

「平成 29年度農業委員会事業計画について」ということで、事業計画（案）は 7ページ

から 8ページまでになりますが、平成 29年度実施する事業の概要及びスケジュールにつ

いて承認を受ける必要があるため、この議案を提出するものです。なお、事前にお配りし

ました議案書では文字が小さくて見えづらいため、本日Ａ3版に拡大したものをお配りい

たしましたので、そちらの方をご覧ください。Ａ3版に引きのばしております。まず、「1 

農業委員会の運営及び活動」ということで（1）と（2）の2項目を掲載いたしております。

(1)につきましては、総会等の開催について総会・部会・運営委員会を毎月開催することを

記載しております。なお、部会につきましては、農業委員会委員の定数が36人から19人

へ変更されること等もありますので、改選後に変更される可能性があることを記載いたし

ております。また、（2）につきましては、農業委員会の活動計画の策定等ということで、

毎年行っている年度ごとの点検・評価や目標と活動計画を策定するものでございます。農

業委員会は区域内の農地等の利用の最適化推進状況、その他の事務の実施状況をホームペ

ージ等で6月末までに公表するほか、県を通じて地方農政局に7月末までに報告すること

とされております。 

次に、「2 農地等の利用の最適化の推進」につきましては、農地の利用の最適化が、農

業委員会に関する法律の改正に伴いまして、農業委員会の業務の重点ということで、農地

利用の最適化の推進が明確化されたことにより、昨年度から項目名が変わっております。

（1）として、耕作放棄地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化、新規参

入の促進をあげておりますが、年間を通じて取り組むことといたしております。次に（2）

農地利用状況調査・農地利用意向調査につきましては、農地利用状況調査のほか、無断転

用防止の周知を図る取り組みについて記載をいたしております。次に、（3）非農地判断業

務ということで、再生困難な農地について、毎月、農業委員会総会の議決を経て、非農地
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判断をし、所有者、その他関係部局へ通知を行うことでございます。続きまして、（4）遊

休農地対策検討委員会ですが、農地利用状況調査手法の検討のほか、遊休農地の解消策等

について、有効な対策を検討するために例年どおり、3回から 4回開催させていただく予

定としております。続きまして（5）農地の情報発信ですが、現在農業委員会で把握してい

る農地について、そのデータを全国農業会議所が開設しております「農地情報公開システ

ム」、通称「全国農地ナビ」で情報を公表しておりますが、農地利用状況調査等を毎年行い

まして、データ更新をしながら、情報発信を通年で行うものでございます。続きまして、

「3 農地等利用最適化推進等の意見提出」でございますが、（1）農地等利用最適化推進等

の意見提出は、農業委員会法の改正により、農業委員会の重点活動として、農地利用の最

適化が挙げられておりますので、これにつきまして必要がある場合には、関係行政機関に

対し、施策の改善意見を提出するということで、10月に意見書を提出する予定として掲載

をさせていただいております。次に（2）農業者等との意見交換会ですが、これも毎年行っ

ているところですが、各地域の農業者等との意見交換会を1月までに随時開催していただ

きます。なお、「人・農地プラン」が今年も、9月から 12月頃までの予定で各地区で開か

れることになっておりますが、これも含めまして、会議の際に地元の農業者の意見を集約

してご報告いただき、その報告書を長崎県農業会議へ提出するものでございます。恐れ入

ります。裏のページをご覧ください。「4 農業の担い手育成・支援」を挙げております。こ

ちらも毎年掲載しているものでございますので、主なものを説明させていただきます。（1）

認定農業者等担い手の育成及び確保ということで、目標として例年どおり、認定農業者を

新規に6経営体増やそうということでございます。この目標達成に向けて、担い手育成総

合支援協議会の会員、農協、県、農業振興課と連携を取りながら、この育成確保に努めて

参ります。また、（2）「農業者年金加入促進事務」につきましては、昨年度は 4人の方に

新しく加入していただきましたが、目標値は5人でございます。今後も制度の周知を含め

て加入の促進をお願いしたいと考えております。また、(3)の年金受給者協議会につきまし

ては、現在、長崎市農業者年金受給者協議会と、長崎市琴海地区農業者年金受給者協議会

の 2つの協議会がございますが、平成 30年度からの新体制に向けて、今年度 2回の合併

協議会を開催する予定としております。次に「5 組織の改革推進」ということで、(1)農業

委員会活性化検討委員会につきましては、農業委員会活動上の課題等について、解決方法

や方針をまとめるために随時開催いただいておりますが、今年度におきましては、農業委

員会委員の定数減少36名から19名や、農地利用最適化推進委員の新設などに伴いまして、

改選後の組織体制、これは部会設置の必要性でございますが、そのことにつきまして協議

をお願いするよう考えております。次に、（2）研修につきましては、改選後に、農業委員

並びに農地利用最適化推進委員の皆さんを対象といたしまして、3回の研修会を開催する

よう予定しております。続きまして、「6 その他の事務事業」につきましては例年同様の

取組を実施することといたしております。説明は以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、事務局より平成 29年度農業委員会事業計画

について説明がございましたが、農業委員会としての活動に伴い、農業委員の活動につい
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ても、この計画に沿って、活動していただくことになります。その大きな柱となる訳です

が、何か、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。何かございませんか。は

い、城戸委員さんどうぞ。 

 

○城戸委員 5番目の組織の改革推進、今回は特に制度が変わりまして危惧しているとこ

ろなんですが、先だって飯塚の農業委員会を伺ったのですが、もの凄く過密なスケジュー

ルの中で、１年経ってやっと何とかたどり着いたというお話があっておりました。ひとつ

今の現時点での状況を教えて欲しいと思います。あとは6月から組織改正で一月間で農業

委員、推進委員の役割分担などの色々な業務内容のチェックが出てくると思うんですが、

詳細なことをわかる範囲で結構ですので教えて欲しいと思います。 

 

○事務局 まだ農業委員の選定審査会があっている状況でございまして、一応、新体制、7

月 20日からの新たな農業委員会ができましたら、その中で推進委員を決めて、先ほど説

明しましたように部会をどうするか、最適化推進委員の意見をどうするか、そのあたりは

7月20以降の新農業委員会で決定していきたいと思います。 

 

○議長 ほかにございませんか。無いようでしたら、皆様にお諮りいたします。付議事項

第 2号議案「平成 29度農業委員会事業計画について」原案のとおり、承認してよろしい

でしょうか。 

 

○全農業委員 異議なしの声あり 

 

○議長 ありがとうございました。ご承認いただきましたので、今年度の農業委員会の事

業につきましては、計画のとおり実施していきたいと思います。なお各委員におかれまし

ては、この事業を推進するために個々の計画を立て、各地域で委員活動を行っていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは引き続き報告事項に入ります。

報告事項2「平成29年度農業委員会予算等について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 それでは、本日お配りしております、総会資料の1ページをご覧ください。報

告 2ということで「平成 29年度農業委員会予算等について」項目を掲げております。次

に2ページをご覧ください。今年度の農業委員会事務局の機構図で、事務局内そして各行

政センター職員にも農業委員会事務局職員となる旨の併任辞令を交付しておりますので、

事務局職員 10人と行政センターの併任職員 17人を合わせまして、27人で事務を行って

いくこととしております。次の3ページから5ページにつきましては、事務局の事務分掌

を記載しておりますので、後ほどご覧ください。今年は、先の3月総会でご紹介申し上げ

ましたとおり、4月1日付けの人事異動におきまして4人が転出いたしまして、その代わ

りに4人が転入したことにより、事務の分担に変更があっておりますので、ご覧いただき

たいと思います。続きまして6ページから8ページまでの農業委員地域担当別一覧につき
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ましては、記載のとおりでございますが、事務局内部の異動に伴いまして、各地区の担当

者が変更になっておりますので、ご自分の地域の担当者をご確認いただきたいと思います。

続きまして9ページをご覧ください。9ページには「平成29年度一般会計当初予算【歳出】」

を載せております。29年度予算額のほか、比較ができますように28年度予算額とその比

較の増減額を記載しております。今年度の予算総額は3,921万1千円、前年度は3,823万

8千円でしたので、97万3千円の増となっております。予算増の主な要因といたしまして

は、「3 農業委員活動費」におきまして、農地利用最適化活動実績報酬が新設されたこと

に伴いまして、その分の予算額が増額したことによるものでございます。一方、予算減の

主な要因といたしましては、「6 農地利用情報管理システム運営費」におきまして、農地

情報公開システムフェーズ2移行に伴う経費の減と、農地利用状況調査に係る臨時職員雇

用日数の減に伴う賃金の減によりまして、その分の予算額が減少したことによるものでご

ざいます。説明については、以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、事務局より説明がございましたが、このこと

について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

○帯山委員 ちょっとお尋ねします。今農業委員会の機構図を説明していただいたんです

が、今長崎市の行政機構計画の総合事務所という話が 10月 1日でそういった方向づけで

なっているようですが、今行政センターの職員が併任という形で、個々のお名前を2人外

海の場合は挙げていただいているんですが、10月以降については、この業務については併

任という形で職員を残していただけるのかどうか、これは非常に大事な、今行政センター

の合併町につきましては非常に重要な問題で、外海の方もそういうことで頑張って携わっ

てやっていただいているんですが、その職員が対応できなくなると農業委員の負担、また

スムーズな非農地の問題等が支障をきたすということは目に見えているところですが、そ

の辺は農業委員会と行政との詰めをやっているのかどうか、分かる範囲内でご回答いただ

きたいと思います。 

 

○事務局 前々から帯山委員さんから、農協の問題とかこの辺りの話を市長がご説明にあ

がった時の話とか、色々お話をいただいておりましたけれども、私どもも市長が説明に行

く前に地域センターの話を聞きまして、地域センターについては建設産業係がなくなると

いう話を初めて聞きまして、総合支所の方で集約されて、総合支所の方が対応するという

ことで思っているんですが、そこは市長部局と調整をしているところであります。それで、

一つ違うのは帯山委員さんが仰ったとおり 10月からになったということです。それと野

母崎と外海につきましては、この前の2月議会におきまして、私どもは環境経済委員会な

ので、総務委員会の審議についてはよく分からないんですけれども、新聞に書かれており

ましたが、建設産業係職員を引き続き置くということを書かれておりました。その辺りも

含めて今後市長部局に兼務職員が総合支所で兼務するのか、それとも地域センターという

中で、特に外海神ノ浦と野母崎については総合支所がないということですから、そこに建
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設産業係の職員も置くのかということを市長部局に今後確認してまいりたいと思います。 

 

○帯山委員 一応、説明は分かりました。新聞では土木職員という表現がありましたが、

やはり農業関係については特に野母崎、外海のような離れたところの行政センターには、

ぜひ今までのような事務が滞らないよう行政側とも調整いただくよう、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

○議長 ありがとうございました。ほかにございませんか。ないようでしたら、4月の人

事異動により、事務局職員も一部変更となっておりますが、地域での遊休農地解消など、

農業委員活動についても昨年に引き続きよろしくお願いします。続きまして、報告事項 3

「3月農地部会について」報告をお願いいたします。それでは岡村農地部会長お願いいた

します。 

 

○農地部会長 はい、3月の農地部会の報告をいたします。会員 17名のうち、出席者 13

名でした。議事録署名人は、永尾春文委員と赤瀬孝則委員にお願いをいたしました。資料

10ページをご覧下さい。付議事項第1号議案農地法第3条の規定による許可申請にかかる

処分について、3件提出され、3件とも許可することに決定いたしました。付議事項第 2

号議案農地法第 4条の規定による許可申請にかかる意見決定について、1件申請され、許

可意見を付して、知事に進達することに決定いたしました。付議事項第3号議案農地法第

5条の規定による許可申請にかかる意見決定について、4件申請され、4件とも許可意見を

付して、知事に進達することに決定いたしました。付議事項第4号議案農業経営基盤強化

促進法第 18条第 1項の規定による農用地利用集積計画の作成について、22件作成され、

22件とも計画相当と認めることに決定いたしました。付議事項第5号議案農地中間管理事

業の推進に関する法律第 19条第 3項の規定による、農用地利用配分計画案の意見聴取に

ついて、9件配分計画案が示され、9件とも異議なしとすることに決定いたしました。3月

の付議事項、第 1号議案から第 5号議案は、計 39件でございました。次に、報告事項で

ございます。農地法第3条の3第1項の規定による届出4件、農地法第4条第1項第7号

の規定による届出について7件、農地法第5条第1項第6号の規定による届出について2

件、非農地証明書交付願いにかかる証明書交付について 1件、計 14件提出され、すべて

事務局長専決処分といたしました。以上報告を終わります。 

 

○議長 はい、ありがとうございました。続きまして、報告事項 4「3月農政部会につい

て」報告をお願いします。それでは上島農政部会長お願いいたします。 

 

○農政部会長 それでは、3月農政部会の報告をいたします。会員18名で、出席18名で

した。審議事項は第1号議案として、農地基本台帳搭載申請の承認について1件の提出が

ありました。審議した結果、台帳に登載することについては、異議なしということで決定

しました。以上で報告を終わります。 
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○議長 ありがとうございました。続きまして、報告事項 5「長崎県農業会議常設審議委

員会について」、私の方から報告いたします。会議は、4月 10日に開催されました。資料

は、12ページからになります。「農地法第4条及び第5条転用許可申請諮問案件総括表」

について説明します。第4条が1件、第5条が5件、合計6件。その申請面積につきまし

ては、田が7,979㎡ 3件。畑が7,038㎡ 3件、合計15,017㎡であります。なお、資料

は13ページになりますが、「農地転用諮問状況一覧」の4月の累計についても同様となっ

ております。報告は以上でございます。  

 

○議長 続きまして、その他の事項 1「全国農業新聞の定期購読者の獲得について」事務

局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 資料につきましては、14ページをご覧ください。平成29年度の全国農業新聞

の購読目標達成状況ということで記載をいたしております。今年度の目標部数は176部に

なっております。これは 4月 19日に開催されました、長崎県農業会議主催の農業委員会

活動推進検討幹事会で示された数値となっております。3月の総会以降、1件の購読中止

がありましたが、8件の新規の申し込みのご協力をいただきまして、現在の購読部数は169

部となっております。目標部数との差は7部となっておりますので、ぜひ目標部数を達成

できますよう、今後とも委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。説明は以上で

す。 

 

○議長 ありがとうございました。この件につきまして、皆さんからのご意見等は、ござ

いませんか。 

 

 － 意見なし － 

 

○議長 ないようでしたら、今年度も目標に向けて各地域でも積極的に購読者の獲得に取

り組んでいただくよう、よろしくお願いいたします。続きまして、その他の事項 2「農業

委員活動記録カードの提出について」事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 資料は、15ページと16ページになります。平成28年度が終わりまして、その1

年の集計ということで、上半期を15ページに、下半期を16ページに掲載いたしております。

3月の集計につきましては、16ページの3月分をご覧ください。34名の委員の方から143件

の報告をいただいております。活動内容につきましては、ページ下段に番号化しておりま

すので、ご確認をお願いいたします。総括といたしまいては、平成28年度は合計で1,744

件の活動報告があっております。平成27年度が1,753件でありましたので、昨年度と比較

しますと、9件の減少となっております。記録カードにつきましては、農業委員会の事務の

透明性・公平性の確保、地域住民への理解促進のため、適正な事務を実施するという国の

方針のもとに提出していただくようにしておりますので、必要かつ重要な書類となってお
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ります。今後も活動されたものについては記録いただきまして、ご提出をお願いすること

となりますので、今後ともよろしくお願いいたします。説明につきましては、以上でござ

います。 

 

○議長 ありがとうございました。この件につきまして皆さんからご意見等は、ございま

せんか。 

 

－ 意見なし ー 

 

○議長 ないようでしたら、続きまして、その他の事項3「平成29年5月、6月の行事予

定について」事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 平成29年5月、6月の行事予定について説明いたします。資料は、最後の17

ページになります。まず5月から、5月10日「長崎県農業会議常設審議委員会」が農協会

館で開かれることになっており、会長が出席します。次に16日「平成29年度農業委員会

会長・事務局長会議前期分」が佐世保市において開催され、これには松本会長と事務長が

出席します。19日「運営委員会」が農業委員会事務局事務室にて行われます。次に26日

金曜日が「長崎市農業委員会5月総会」、場所につきましては新興善メモリアルホール、総

会終了後に「各部会」が開催されます。5月の最後ですが、29日月曜日「平成 29年度全

国農業委員会会長大会」が東京都で行われ、会長が出席します。続きまして、6月の行事

予定ですが、主なものとしまして、19日月曜日が「運営委員会」、29日木曜日が「農委だ

より編集会議」、「総会」、「各部会」の予定となっております。委員の皆様におかれまして

は、日程調整の程、よろしくお願いいたします。説明は以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。それでは、これで4月農業委員会総会を終了させてい

ただきます。 
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