
長崎市農業委員会 平成29年5月総会 議事録 

 

 

1 日  時 平成29年5月26日（金） 14：00 開会 

                         14：40 閉会 

 

 

2 会  場 長崎市立図書館新興善メモリアルホール（長崎市興善町1番1号） 

 

 

3 役  員 会長 松本 正登 

 

 

 

4 出席委員（26名） 

赤瀬 孝則 岩本 隆 上島 毅紀 後山 裕義 小川 博 

尾上 勝郎 帯山 安敏 上川 満治 城戸 利美 小里 浩 

鳥越 悦子 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 森山 安男 山口 邦俊 

山口 博 竹下 英明 浅田 五郎 五輪 清隆 堤 勝彦 

永尾 春文     

     

     

5 欠席委員（9名） 

岩尾 直己 岡村 則満 川田 正勝 田平 孝廣 野口 栄孝 

峰 博行 森部 ルミ子 山口 眞佐栄 泉田 俊男  

 

6 出席職員 

【農委事務局】 髙山事務局長 荒木事務長 麻田係長 田中係長 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 5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。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 皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、5月農業委員会総会にご出席いただき

まして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 26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。鳥越悦子委員と林久夫委員にお願いしたいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

 

○鳥越悦子委員、林久夫委員 （承諾） 

 

○議長 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します。 

 

○事務局 第 1号議案、非農地通知について説明いたします。はじめに、1番の年次計画

案件についてのご説明ですが、議案書の 1ページから 16ページとなります。対象地は琴

海大平町、蚊焼町、布巻町の3地区、307筆、計231,735㎡です。調査対象範囲について

は、プロジェクターをご覧ください。まず琴海大平町ですが、長崎市と西海市との境界あ

たり等に分布しております。次、拡大したものでございます。次、現地写真でございます。

調査箇所を道路沿いに撮影した写真です。現地の立会は平尾政博委員と林久夫委員にお願

いしました。続きまして蚊焼町と布巻町は隣接しておりまして、蚊焼町は三和行政センタ

ーの西側一帯、布巻町は三和行政センターの東側一帯に分布しております。次、拡大した

ものです。次、現地写真です。調査箇所を道路沿いに撮影した写真です。現地の立会は松

本貞幸委員と山口邦俊委員にお願いしました。なお、補足となりますが、全件とも農地法

及び農業経営基盤強化促進法による権利の設定等はないものでございます。続きまして、

個別案件について説明させていただきます。議案書 17ページでございます。申出件数 3

件、筆数が3筆、計1,083㎡について、申出書が提出されております。2番から4番まで

続けて説明させていただきます。2番は、東町の農地で、面積は337㎡です。農地の位置

については、プロジェクターをご覧ください。現地の立会は後山裕義委員にお願いしまし

た。続きまして3番についてご説明させていただきます。3番は片淵3丁目の農地で、面

積は499㎡です。農地の位置につきましては、プロジェクターをご覧ください。現地の立

会は岩本隆委員にお願いしました。続きまして4番についてご説明させていただきます。

4番は中里町の農地で、面積は247㎡でございます。農地の位置につきましては、プロジ

ェクターをご覧ください。現地の立会は赤瀬孝則委員にお願いしました。説明は以上でご
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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、何かご意見、ご質問等はござい

ませんでしょうか。はい、山口博委員さん。 

 

○山口博委員 お尋ねをしたいと思います。琴海の大平町とか三和町とか膨大ないわゆる

非農地処理がでている訳ですけれども、これらはかなり長く年数が経っておりますけれど

も、従前はどのような耕作をなされていらっしゃったのか、畑なのか果樹園なのか水田な

のか、それでその状況が非農地になった経過、農業をしなくなった理由ですね、その辺を

大体、おおまかにというか全体像として分かっていれば教えていただきたいと思います。 

 

○事務局 申し訳ございません。今回の判断をさせていただいた所は、現地の方に入らせ

ていただきまして、現地が山林化しているという状況のものをピックアップしたものでご

ざいます。その中で今までの農地の経緯でありますとか、所有者であるとそういう情報と

いうのは、その段階では除外視しまして、現地が山林化している農地ではないという判断

を先行しておりますので、その利用状況が元々たとえば田であったり、果樹であったりと

いうところについての詳細な情報までは押さえていない状況でございます。 

 

○山口博委員 今後もやはり農業地帯の趨勢といいますか、そういうものを思諮って、こ

れだけの何百町という非農地が、今回ばかりではなくて今日までもかなり出てきておりま

すね。だから今長崎市の農業地帯の動きというものを、やはり将来について考えていかな

くてはならないということが第一だと思います。そのために、すでに上部絵のあたりはす

でに20年、30年は経っている上部のように見受ける訳ですので、以前はどういう風な農

地であったのか、かなり図面を見ると膨大だと、その辺の把握も今後の推移ということで、

やはり把握する必要性があるのではないかと思う訳なんです。それに至った原因、農家を

辞めたのか、それと農家を辞めたっていうのは、ご主人が亡くなって奥様だけではできな

い、子供さんが農業をしない、そういう経緯の中で辞めていかれたのかなと、その辺の 2

つの分野について、調査はできてないということですので、答弁はいりませんけれども、

今後のやはり長崎市の推移というものを考えますと、ぜひそういう分野につきましても、

できれば調査をしていただいておけばと思ったものですから、お尋ねをしたんです。以上

です。 

 

○議長 他にございませんか。 

 

○林委員 すみません。今の件につきましていいですか。関連して、山口さんがそのよう

な思いをされていたので、地元の委員として捕捉をさせていただきたいと思います。実は

ですね、その地域に育った人間として、以前の耕作状況は把握しているつもりでございま

す。そういう中にですね、今日の農業行政の厳しい農産物の価格の低迷ですね、そういう
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中においてですね、山手であり、水田おきましては谷々でありまして、基盤整備はされて

おりせん。出水等がございまして、水稲作付に関しましても機械が入らない、耕作が非常

に大変、お米の値段も安いということで採算が合わないというようなことが問題、第一の

原因でなかろうかと思います。そして畑地に関しましては、昔は麦、芋等を作っておられ

て、その後果樹を植えられたのですが、路地果樹の厳しい価格の中にもう放棄せざるを得

ないというところがほとんどでございます。第一には条件が悪い、私も農業をやっており

ますが、条件が非常に悪い。機械も入らない、道もない、そういうところがほとんどでご

ざいます。以前は農業が主たる産地でございましたので、皆さんやっておられましたが、

ほとんど手つかずの状況になっております。今後もそういう方向に行くのではないかと、

できれば今の若い人たちがやるには、私が思うには基盤整備等をして、一丁二丁の耕作地

を条件がいいようにしてやらないと出来ないのではなかろうかと判断しております。以上

でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。ほかに何か、どなたかございませんか。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」原案どお

り承認してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○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

案どおり承認することと決定いたしました。 

 

○議長 それでは引き続き報告事項に入ります。報告事項 1「農業委員の叙勲受章及び表

彰受賞について」事務局より報告をお願いいたします。 

 

○事務局 それでは、農業委員の方々の叙勲受章や表彰受賞についてご報告させていただ

きます。恐れ入りますが、山口博委員さん、林久夫委員さん、松本会長、前の方までお越

しいただいてよろしいでしょうか。それでは、ご報告させていただきます。初めに、山口

博委員が、春の叙勲につきまして、地方自治功労により、旭日小綬章を受章されました。

おめでとうございます。（拍手）また、本年度の長崎市表彰では、林委員が地方自治功労に

より、市政功労表彰を受賞されました。おめでとうございます。（拍手）さらに、長崎市農

業委員会市長表彰では、農業委員経験20年で松本会長、農業委員経験10年で林委員がそ

れぞれ受賞されております。おめでとうございます。（拍手）それでは、せっかくの機会で

すので、受賞された皆様に一言ずつ、ご挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに山

口博委員さんよろしいでしょうか。 

 

 － 受章者、表彰者の挨拶 － 
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○事務局 ありがとうございました。最後に盛大な拍手をお願いいたします。（拍手）受賞

された皆様におかれましては、改めまして心よりお祝い申し上げます。おめでとうござい

ました。 

 

○議長 続きまして、報告事項 2「4月農地部会について」報告をお願いいたします。そ

れでは 赤瀬農地部会長職務代理者、お願いいたします。 

 

○農地部会長職務代理者 4月の農地部会の報告をいたします。会長が今日欠席ですので、

私から報告させていただきます。会員17名のうち、出席者14名でした。議事録署名人は、

後山裕義委員と小川博委員にお願いいたしました。資料の1ページをご覧ください。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、2件提出され、

2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、2件申請され、2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号議案農地法第 51条に該当する事案に関する意見決

定について、1件提出され、条件を付して許可申請を受け付けるべきと、知事に報告する

ことに決定いたしました。付議事項第 5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、5件作成され、5件とも計画相当と認め

ることに決定いたしました。4月の付議事項、第 1号議案から第 5号議案は、計 11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に

ついて10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3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9件、計22件提出され、すべて事務局長専決処

分といたしました。以上で報告を終わります。 

 

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

告をお願いします。上島農政部会長、お願いいたします。 

 

○農政部会長 それでは、4月農政部会の報告をいたします。資料は 2ページをご覧くだ

さい。会員18名で、出席者16名でした。審議事項は、第1号議案として、農地基本台帳

登載申請の承認につきまして1件の提出がありましたす。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。 

 

○議長 ありがとうございました。続きまして、報告事項 4「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、5月10日に開催されました。資料は、

3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

いて説明いたします。第4条が0件、第5条が4件、合計4件でございます。その申請面

積につきましては、田が16,515㎡ 3件、畑が4,422㎡ 1件、合計20,937㎡ 4件と
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なります。続きまして、資料の、4ページをご覧下さい。本年度の累計ですが、「農地転用

諮問状況一覧」の5月の累計の欄に記載されておりますとおり、田が24,494㎡ 7件、畑

が 11,460㎡ 4件、合計 35,954㎡ 11件となっております。報告は以上でございます。

続きまして、報告事項5「平成29年度農業委員会会長・事務局長会議について」事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

○事務局 資料の5ページをお開きください。次第のとおり5月16日から17日の日程で、

農業委員会会長・事務局長会議、研修会が佐世保で開催されました。協議事項は5つの項

目で、一つ目は「平成 29年度農業委員会・農業会議の活動の重点と事業の推進方向につ

いて」、二つ目は「情報提供事業の推進について」、三つ目は「女性農業委員の登用促進及

び活動支援」について、四つ目は「農地中間管理事業の推進について」、五つ目は「平成

28年度農地利用最適化の推進の改善に関する意見回答」についてあります。研修は「農業

委員会組織・制度を取り巻く情勢」ということで、全国農業会議所の方が研修を行いまし

た。また翌日の視察研修は「耕作放棄地解消事例」、「農業生産法人 よかばい柚木農園」

を視察いたしました。次に21ページをご覧ください。カラー刷りのＡ3のページですけれ

ども、県の農業会議が示した平成28年度実績、平成29年度の目標で「農業委員会活動に

おける重点活動の取組状況」でございます。表の左上から「農地集積」、「遊休農地の解消」、

「適正な非農地処理」、「農業者年金新規加入者の確保」、最後に「全国農業新聞購読部数」

の重点活動が掲げられております。21市町の実績と29年度の目標案が掲載されておりま

す。21市町の実績は、緑色は目標を達成した市町、黄色は目標達成率 70％以上の市町、

白は目標は立てたものの7割以下ということでございます。またピンク色は数値が上がっ

てこなかったというものでございます。①の農地集積は、農業委員推進委員1人2haを目

標にし、長崎市の目標は 86haでございます。うち、農地中間管理機構を活用した集積は

56haとしております。②は遊休農地解消で、県全体の652ha解消を目指し、実績を加味し

て長崎市の解消目標は 62haとなっております。Ｂ分類農地の非農地化 616haを目標とし

ている③は、農業者年金新規加入者の確保で、長崎市の目標数値は5人となっております。

県全体としては105人の目標となっております。④は全国農業新聞購読部数で、長崎市は

169部の目標となっております。二つ目の情報提供事業の推進として、新体制移行後の農

業委員、推進委員全員購読を徹底するが合言葉となっております。三つ目の女性農業委員

の登用に向けた取り組みとして、①女性農業委員が登用されていない農業委員会ゼロを目

指す。②農業委員に占める女性の割合早期 10％、最終的には 20％を目指すこととしてい

る。四つ目として長崎県農地利活用推進室長より、農地中間管理事業の推進については、

今後の対応としては、農地中間管理事業のメリットを整理し、農業委員や農地利用最適化

推進委員への研修を強化していくこととなります。研修は「農業委員会組織・制度を取り

巻く情勢」でありますが、農業委員会総会の議決権は農業委員のみで、推進委員は参画し

意見を述べることができる。これ以外の両者の業務は基本的には同じであるとの内容のも

のでした。視察研修は針尾の耕作放棄地解消農地と「農業生産法人よかばい柚木農園」で

生産している「ながさきブルーベリーあいあいの雫」の視察を行っております。ここのブ
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ルーベリーは、ハウス内での点滴ポット栽培で、収穫時期以外は栽培に人出がかからない。

例年5月中旬は収穫の時期であるが、今年は遅いとのことでございました。農協を通じて

全国の生協へ出荷しており、品種をブルーベリーに限定し、生食でおいしく食べられ、販

売ルートを確保し、労働力を低減化し、ブランディング化により価格を差別化するという

手法は大変参考になりました。今後、農業者の高齢化、担い手の減少、遊休農地の増大な

ど、農業・農村をめぐる情勢の変化に対応して、長崎市の農業が持続的に発展していくた

めには、現在の中山間地域など条件不利農地を活用し、そこでもできる農産物を差別化し、

労働力を低減化することが重要となります。それにより農業者の所得を向上させ、農村の

経済を豊かにすることで、農村の子弟が農業の跡継ぎとならずに、別の職種に就くという

負のスパイラルを正のスパイラルに転換させていかなければならないと思われます。重点

活動の目標達成に向けて、「新ながさき農業バックアップ大作戦」をキャッチフレーズとし

て、農地集積と情報対策班、荒廃農地解消対策班、農業者年金推進対策班の3班で取り組

んでいくこととしております。36ページをご覧ください。農地利用集積活動は、農業委員・

推進委員で2ha以上の集積を目指すということで、86haとなっております。荒廃農地解消

推進活動は、農業委員・推進委員で 1ha以上の解消を目指し、7年間で解消するというこ

とで62haとなっております。また、活かすべき農地の明確化のためにＢ分類農地の非農地

化に取り組むということで、616haとなっており、5年間で解消することとなっておりま

す。38ページをご覧ください。農業者年金は、新規加入者を県全体で 105人の新規加入

者を目指すということで、農業委員・推進委員で1人2戸以上の戸別訪問を目指すことと

なっており、長崎市は全体で 5人、内訳として 40歳未満が 3人となっております。全国

農業新聞は数値目標を県全体で2,741部とし、長崎市は169部を目標としております。農

業委員・推進委員で1人1部以上の新規購読者の確保を目指すこととしております。説明

は以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。この件について、皆様からご意見などございませんで

しょうか。ないようでしたら、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 その他の事項 1「全国農業新聞の定期購読者の獲得」についてご報告申し上げ

ます。資料につきましては18ページをご覧ください。平成29年度全国農業新聞購読目標

達成状況ということで記載しております。今年度の目標部数は 169部になっております。

これは今月16・17日開催の平成29年度農業委員会会長・事務局長会議（前期）において、

県農業会議から示された数値になります。4月中に 1件の新規申込のご協力をいただきま

したが、3件の購読中止がありましたので、現在の購読部数は167部となっております。

今年度の増減部数は5部の増加、目標部数まであと2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

明は以上でございます。 
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○議長 ありがとうございました。この件について、皆様からご意見などございませんか。

ないようでしたら、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いたします。 

 

○事務局 その他の事項 2「農業委員活動記録カード」の提出についてご報告申し上げま

す。資料は19ページになります。平成29年度農業委員活動記録集計表（上半期）という

ことで記載しております。4月分の活動記録が提出されましたので、ご報告をいたします。

19ページの表の一番下、合計欄をご覧いただきたいと思います。4月分は、31人の委員

の皆様から88件の報告があっております。4月分で、活動記録カードを提出されていない

方は、是非、ご提出をお願いいたします。なお、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。この件について、皆様からご意見などございませんで

しょうか。ないようでしたら、続きまして、その他の事項 3「長崎市農業委員会互助会ア

ンケート結果」について、事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 （互助会のアンケート結果についての報告） 

 

○議長 ありがとうございました。この件について、皆様からご意見等ございませんでし

ょうか。ないようでしたら、続きまして、その他の事項4「平成29年6月・7月の行事予

定について」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 平成29年6月、7月の行事予定について説明いたします。資料は23ページに

なります。まず6月ですが9日金曜日「長崎県農業会議常設審議委員会」及び「長崎県農

業会議第2回理事会」が長崎県農協会館において開催され、会長が出席します。19日月曜

日15時から「運営委員会」、17時から「農業委員会互助会監査」を行うこととしておりま

すので、運営委員、監査委員の皆様はご出席をお願いいたします。29日木曜日15時から

「農業委員会総会」、16時から「農業委員会互助会臨時総会」、16時30分から「各部会」

が開催されます。また、18時より「農業委員改選に伴うお別れ会」を開催いたします。な

お、このお別れ会には、時間の制限はございますが、市長にもご出席いただく予定です。

次に7月ですが、10日月曜日「長崎県農業会議常審議委員会」が長崎県農協会館において

開催されますが、これには会長が出席します。20日の上に二重線を引いておりますが、7

月 19日までが現農業委員である皆様の任期となっておりますので、よろしくお願いいた

します。20日木曜日、この日より任期を迎える新農業委員の「辞令交付式」を11時から、

「臨時総会」を13時から開催し、16時から7月定例総会にかかる「運営委員会」を開催

する予定となっております。28日金曜日13時から「農委だより編集会議」、13時30分か

ら「遊休農地対策検討委員会」、そして14時から「農業委員会総会」及び「農地利用最適

化推進委員の辞令交付式」、15時 30分から「農業委員会互助会定期総会」が開催され、
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18時からホテルニュー長崎において「農業委員会懇親会」が開催される予定です。農業委

員会互助会の会計が、農業委員の改選に伴い清算された後となりますので、この日の会費

5,000円につきましては当日徴収させていただくこととなります。以上が 6月、7月の行

事予定となりますので、委員の皆様におかれましては、日程のご調整につきまして、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5月農業委員会総会を終了させてい

ただきます。大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

（松本 正登）                 

 

議事録署名人 

（鳥越 悦子）                 

 

議事録署名人 

（林  久夫）                 


