
長崎市農業委員会 平成 31 年 4 月総会 議事録 

 

1 日  時 平成 31 年 4 月 25 日（木） 14：00 開会 

                      15：40 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 平尾 政博 

        会長職務代理者 松本 正登 

 

4 出席農業委員（16 名） 

岩本 隆 後山 裕義 小川 博 帯山 安敏 上川 満治 

鳥越 悦子 永岡 亜也子 野口 栄孝 平尾 政博 松尾 隆治 

松本 正登 森山 安男 栁川 八百秀 山口 邦俊 山口 眞佐栄 

山脇 貞雄     

 

5 出席推進委員（20 名） 

赤瀬 孝則 井川 義英 池田 憲二 石橋 一次 今村 秀喜 

岩尾 直己 浦川 英敏 尾崎 正孝 城戸 利美 久保 正 

田中 幹生 中村 数昭 中山 辰也 濵口 雅洋 松野 安彦 

松本 貞幸 三浦 孝路 峰  忠幸 村田 美津枝 山﨑 実男 

     

6 欠席農業委員（2 名） 

岡村 則満 田平 孝廣    

     

7 欠席推進委員（4 名） 

川田 正勝 柴原  恵 森部 ルミ子 山下 和孝  

8 出席職員 

 【水産農林政策課】岩永課長 

【農林振興課】  相川課長、山口企画農政係長、宮本営農指導係長、髙島林務係長 

         森下農業センター所長 

 【農委事務局】  山下事務長 麻田農政管理係長 平農地係長 岩﨑主任  

赤池主事 

 

9 資  料 別添資料のとおり



長崎市農業委員会 平成 31 年 4 月総会 議事録 

 

 

- 1 - 

○事務長 定刻となりましたので、ただ今から平成 31 年 4 月農業委員会総会を開会いた

します。本日の付議事項にかかる議案等につきましては、お手元に配付させていただいて

おります。議事進行につきましては、農業委員会会議規則第 4 条に基づきまして、平尾会

長よりお願いいたします。よろしくお願い致します。 

 

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

席いただきまして、誠にありがとうございます。座って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、農業委員の出席が 16 名で、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。また、農地利用最適化

推進委員の出席は 20 名でございます。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。山口眞佐栄委員と山脇貞雄委員にお願いしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 

○山口眞佐栄委員・山脇貞雄委員 （承諾） 

 

○議長 それでは、総会を進めさせていただきます。なお、会議が円滑に進行するように

皆様のご協力をお願いします。本日は付議事項が 8 件ございます。それでは、これより付

議事項に入ります。第 1 号議案「平成 31 年度農業委員会事業計画について」事務局から

説明をお願いいたします。 

 

○農政管理係長 資料①-1 をご覧ください。第 1 号議案「平成 31 年度農業委員会事業計

画について」ということで、平成 31 年度に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ございます。まず、「1 農業委

員会の運営及び活動」ということで（1）総会、小委員会等の開催、（2）農業委員会の活

動計画の策定等の 2 項目を掲載しております。（1）につきましては、総会や運営委員会を

毎月開催し、総会につきましては、議事録を作成してホームページ等で公開することとし

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、

平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価、ならびに、平成 31 年度の目

標及びその達成に向けた活動計画を策定するものでございます。なお、農業委員会法第 37

条におきまして、情報の公表が定められており、農業委員会におきましては、毎年度、農

地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、6

月末までにホームページで公表し、7 月末までに九州農政局へ報告することとしておりま

す。また、農業委員会の活動実績を記録しておく必要がございますので、各委員におかれ

ましては、農業委員会活動を行われた際には、活動記録カードに明確に記録いただきまし

て、毎月の総会時に農業委員会事務局へ提出いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

次に、「２ 農地等の利用の最適化の推進」につきましては、（1）として、遊休農地の発

生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入の促進について、年間を通
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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、11 月までに農地利用状況調査を行い、11 月末には農地利用意向調査の

発出のほか、8 月を無断転用防止強化月間として、広報ながさき等で無断転用防止の周知

などを行うことについて記載いたしております。次に、（3）非農地判断業務につきまして

は、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、非農地判断をし、所

有者、その他関係部局へ通知を行うことといたしております。次に、（4）遊休農地対策検

討委員会につきましては、農地利用状況調査手法の検討のほか、遊休農地の解消策などに

ついて、有効な対策を検討するため、6 月と 11 月の 2 回、開催予定としております。次に、

（5）農地の情報発信につきましては、農業委員会で把握している農地情報を全国農業会議

所が開設している「農地情報公開システム」、通称「全国農地ナビ」により、インターネッ

ト上で一定の農地情報を公表するほか、農業委員会窓口におきましても閲覧希望者の請求

に応じて「閲覧用農地台帳」により公表を行うこととしております。次に、（6）ながさき

農業バックアップ大作戦として、県下全農業委員会での統一した取り組みにつきましては、

5 月に開催されます農業委員会会長・事務局長会議におきまして、農地利用最適化に関す

る重点活動や数値目標など、取り組み内容が決定されることとなりますので、その結果を

受けまして、年間を通じて、その実践活動に取り組むこととしております。 

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

用最適化推進施策の意見提出につきましては、昨年度と同様に 10 月に長崎市長へ提出を

行う予定としております。次に（2）農業者等との意見交換会ですが、各委員におかれまし

ては、人・農地プラン地区別懇談会や担当地区内での農業者の話し合いの場に参加いただ

き、地元の農業者の意見を汲み上げていただきますようお願いいたします。また、長崎市

へ提出した意見書のほか、地区別懇談会等で出されました意見をとりまとめて 2 月末まで

に長崎県農業会議へ報告し、長崎県農業会議は、各農業委員会からの報告書を踏まえて、

国や県に対して意見書を提出することとなっております。次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。まず、（1）認定農業者等担い手の育成及び

確保ということで、長崎市担い手育成総合支援協議会や農協、県、農林振興課と連携を取

りながら、認定農業者制度の周知や認定申請の支援等を行い、担い手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、今後も戸別訪問を主体

とした加入推進を行いまして、新規加入者の確保に努めていく必要がございます。新規加

入目標は 3 人となっております。なお、昨年度の目標値は 4 人でしたが、2 人の新規加入

の実績となっております。次に、(3)の長崎市農業者年金受給者協議会につきましては、昨

年度、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

の協議会が合併しておりますが、今年度は、役員会、総会等の会合のほか、通年で受給者

協議会や農業者年金の加入促進を行っていくように予定しております。次に、農委だより

は今年度も年 2 回発行、全国農業新聞の購読目標部数は 148 部となっております。 

 次に「5 組織の改革推進」ということで、（2）の研修につきましては、県農業会議が行

う研修が 8 月 26 日の予定となっております。また、他都市への視察研修ですが、今年度

も長崎市農業振興会からの補助を活用した視察研修を実施したいと考えております。最後
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に、「6 その他の事務事業」といたしまして、国有農地管理事務や農業者年金受託業務など

の予定を記載しております。説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。ただいま、事務局から説明がございましたが、この件

につきまして、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

- 意見等なし - 

 

○議長 意見等ないようでしたら皆様にお諮りいたします。第１号議案「平成 31 年度農

業委員会事業計画について」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。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、各地域での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。続きまして、第 2 号議案「長崎農

業振興地域整備計画の変更に伴う意見の聴取について」事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

○農政管理係長 それでは、左上に①と書かれております冊子をご覧ください。第 2 号議

案、長崎農業振興地域整備計画の変更に伴う意見の聴取について、事務局からご説明いた

します。この議案につきましては、「農業振興地域の整備に関する法律施行規則」第 3 条の

2 第 2 項の規定により、長崎農業振興地域整備計画の変更に関して、農業委員会に意見を

求められているもので、除外分と編入分がそれぞれ 1 件申請されております。まず第 2 号

議案 1 番についてご説明いたします。議案書の 1 ページをご覧ください。申請者は、戸石

町にお住いの○○さんです。目的は、農家の分家住宅用地として土地を有効活用するため

の農用地区域の除外申請となっています。次に 2 ページをご覧ください。物件の所在地は、

牧島町の畑 2 筆、281.89 ㎡で、所有者は、申請者の義理の祖父にあたる○○さんです。申

請地の位置につきましてはスクリーンをご覧ください。牧島町の南西部に位置しておりま

す。次に、農用地区域を示した 5 千分の１の地図になります。クリーム色の部分が農用地

区域、今回申請の箇所は赤で囲んでいる部分になります。次に申請部分を拡大した農用地

区域の表示図です。申請地は、農振白地に接した農用地区域の周辺部にあたり、申請地の

北西側にある農振白地の部分は、農業経営を行っている父母や祖父母がお住いの住宅及び

倉庫が建っております。次に申請地部分を拡大した航空写真です。申請地の東側及び北側

の農地は、農振青地になりますが、申請者の義理の祖父にあたる○○さんが所有の農地で、

申請者義理の父にあたる○○さんが使用貸借権を設定して耕作している農地になります。

次に現地写真が 2 枚、申請地を北側から撮影した写真と南側から撮影した写真です。農地
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への影響等につきましては、立会委員の意見にもありますとおり、北側と東側には父母が

耕作している農地がございますが、境界には段差がありコンクリート土留めを行うことや、

建築予定の建物は平屋建てとし、建物の高さを低くすることにより、日照・通風を確保す

るとともに、雨水については既存排水路に排水し、生活雑排水は合併浄化槽を設けること

としており、周辺の農地への影響はないものと思われます。以上、当申請において、代替

地の検討結果も含め、立地的には支障がなく、被害防除計画も妥当であることから、農用

地区域の除外はやむを得ないと考えられます。現地調査につきましては、4 月 18 日に鳥越

悦子農業委員、尾崎正孝推進委員にご確認をいただいております。 

続きまして、3 ページをご覧ください。第 2 号議案の 2 番、申請者は、川原町の○○さ

んです。目的は、農用地区域への編入の申請となっております。次に 4 ページをご覧くだ

さい。物件の所在地は、川原町の畑 1 筆、1,848 ㎡で、所有者は、申請者の○○さんです。

申請地の位置についてはスクリーンをご覧ください。申請地は、三和記念公園の北側に位

置しております。次に、農用地区域を示した５千分の１の地図になります。クリーム色の

部分が農用地区域、今回申請の箇所は赤色の部分です。次は千分の１に拡大した農用地区

域の表示図です。申請地の東側は農振青地に接しており、北側、西側及び南側は農振白地

を挟んで農用地区域が広がっております。次は、申請地部分を拡大した航空写真です。次

は、現地写真です。立会委員の意見にもありますとおり、申請者は、枇杷栽培をこれから

も継続して行っていきたいとのことで、果樹経営支援対策事業を活用して老木となってい

る枇杷の木の改植を行うよう計画し、農用地区域への編入の申請がなされたもので、農業

振興を図るため、編入は必要であると考えられます。現地調査につきましては、4 月 17 日

に田平孝廣農業委員、森部ルミ子推進委員にご確認をいただいております。説明は以上で

す。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、事務局から、第 2 号議案について説明がござ

いましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

- 意見等なし - 

 

○議長 ないようでしたら皆様にお諮りいたします。第 2 号議案について、異議なしとす

ることに決定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。第 2 号議案について、異議なしとすることに決定いた

します。続きまして、第 3 号議案「農地基本台帳登載申請について」ですが、第 4 号議案

「農地法第 3 条の規定による許可申請について」と関連がございますので、併せて審議を

行いたいと思います。それでは事務局から議案の説明をお願いいたします。  
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○農政管理係長 それではまず、第 3 号議案、農地基本台帳登載申請の承認についてご説

明させていただきます。議案書の 5 ページをご覧ください。農地に関する説明は、引き続

き第 4 号議案において説明いたしますので、本議案では就業状況や主な農機具等の内容に

ついて説明させていただきます。申請者は、長浦町にお住まいの○○さんです。世帯員の

構成は、本人と妻となっており、年間の農業従事日数は合計 355 日で申請があっておりま

す。申請者は、今回、農地法第 3 条により取得する長浦町の農地 1 筆で、前の所有者が栽

培されていた梅や栗、柿などのほか、アボカドや空豆、小麦などを新たに栽培する予定で

す。収穫した作物につきましては、直売所での販売のほか、空豆については豆板醤、小麦

については乾麺などに加工して販売していきたいと考えておられるそうです。主な農機具

につきましては、草刈機 1 台を所有しておられます。引き続き、申請者からの農地に係る

申請につきまして、農地係長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○農地係長 引き続き、第 4 号議案１番についてご説明いたします。議案書 6 ページをご

覧ください。本件は、時津町在住の○○さんが所有する、長浦町の農地 1 筆 2,970 ㎡につ

いて、長浦町の○○さんが売買により取得し、所有権移転を行うための許可申請がなされ

たものでございます。申請理由としましては、譲渡人が高齢により耕作ができないためで

あり、譲受人が新規就農のためでございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧く

ださい。航空写真でございます。琴海地域センター長浦事務所の北西に位置しております。

次が拡大したものでございます。次が現地の写真でございます。現地の写真がもう 1 枚ご

ざいます。農地法第 3 条第 2 項の許可要件につきましては、第 1 号の全部効率利用要件は、

不耕作面積もないため要件を満たすものでございます。第 4 号の農作業常時従事要件は、

農作業常時従事日数は 2 人で 355 日ということで要件を満たしております。第 5 号の下限

面積につきましては、今回の取得で経営面積が 2,970 ㎡であり、新規就農の下限面積 1,000

㎡の要件を満たしております。第 7 号の地域との調和要件におきましては、4 月 16 日に平

尾政博農業委員、久保正推進委員立会いのもと現地を確認していただいて、特に問題ない

との意見をいただいております。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、事務局から第 3 号議案及び第 4 号議案につい

て説明がございましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。はい、どうぞ。 

 

○森山委員 農業従事日数の要件は満たしてあるわけですが、新規就農で就農して、旦那

さんの方の従事日数が 145 日、奥さんが 210 日ということですが、これはどういうことで

こうなっているのですか。通常でしたら、旦那さんの方が従事日数は多いと思われるので

すが。特に新規就農ですので。 

 

○農政管理係長 お話しをお伺いしたところ、農作物、例えば先程のソラマメを豆板醤に

加工とか、そういった作物を作るだけではなくて、それをまた他のものに加工するとかそ
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ういった部分でも力を入れていきたいということで、今のところ日数的にはちょっと少な

い、旦那さんで言えば、農業だけの従事で月 10 日とか 15 日のペースで計画をされている

ところですが、今の所の農地 1 筆でのやり方としてはこう考えているということでござい

ました。 

 

○森山委員 要件は満たしてあるので問題はないと思いますが、農業以外の仕事がないの

にこんなのはどうかと思ったので、質問をしてみました。 

 

○議長 今、紹介があったように、新規就農の申請を、確か青年給付金の申請をされるよ

うな話を聞いておりますので、その中で計画を立てて提出されるのではないかと思います

ので、追って、そのほうは紹介していただけるのではないかと思っております。よろしく

お願いいたします。他にございませんか。 

 

○上川委員 当案件に対してもう一点質問いたします。売買による移転ということですが、

ちなみにわかれば、売買の価格を公表していただけませんでしょうか。 

 

○農地係長 はい、売買価格はですね、10ａ当たりで 73,656 円となっております。 

 

○議長 よろしいですか。他にございませんか。 

 

- 意見等なし - 

 

○議長 ないようでしたら皆様にお諮りいたします。第 3 号議案及び第 4 号議案について、

当委員会で原案どおり承認及び許可することに決定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。第 3 号議案及び第 4 号議案について、当委員会で原案

どおり承認及び許可することに決定いたします。続きまして、第 5 号議案「農地法第 4 条

の規定よる許可申請について」事務局から議案の説明をお願いします。 

 

○農地係長 それでは、第 5 号議案 1 番についてご説明いたします。議案書の 7 ページを

ご覧ください。本件は、西海町の○○さんが所有する西海町の農地 1 筆について、擁壁の

法面及び駐車場及び一部居宅として利用する目的で申請が出されたものでございます。本

件は、昭和 43 年頃より利用しているものであり、追認許可申請となっておりました。な

お、申請受付前に県へ照会を行った結果、追認許可相当であると回答をいただいていると

ころでございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でござい

ます。県立長崎明誠高等学校の南に位置しております。次が拡大したものでございます。
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当該地は、農用地区域外の農地で甲種農地、第 1 種農地、第 3 種農地のいずれの要件にも

該当しない、第 2 種農地に該当するものと判断されます。次が、利用計画図でございます。

雨水については駐車場及び居宅敷地の分は水路に放流し、法面は自然流下するものでござ

います。次が、現地の写真でございます。立会につきましては、4 月 16 日に森山安男農業

委員、松野安彦推進委員にお願いし、隣接農地への影響について、雨水排水の状況、境界

等、特に問題はないとの意見をいただいております。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、事務局から第 5 号議案について説明がござい

ましたが、このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

- 意見等なし - 

 

○議長 ないようでしたら皆様にお諮りいたします。第 5 号議案について、許可意見を付

して知事に進達することに決定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。第 5 号議案について、許可意見を付して知事に進達す

ることに決定いたします。続きまして、第 6 号議案「農地法第 5 条の規定による許可申請

について」ですが、2 番については、○○推進委員が関連する議案となります。これまで

は、推進委員については、「農業委員会等に関する法律」 第 31 条の規定による議事参与

の制限がないため、審議中に退室する必要はありませんでしたが、本人を前に意見が言い

にくくなるなど、審議に影響を及ぼすことが懸念されたため、農業委員と同様に退室をお

願いしておりました。しかし、これまでの審議の状況などを鑑みて、特に影響がないと思

われることから、先日の運営委員会において協議した結果、今後は推進委員が関連する議

案の審議に際しては、基本的に退室を命じない取扱いとすることといたしましたので、よ

ろしくご理解のほどお願いいたします。それでは、事務局から議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

○農地係長 それでは、第 6 号議案 1 番についてご説明いたします。議案書は、8 ページ

をご覧ください。1 番は、長与町高田郷の○○さんが所有する潮見町の農地 2 筆について、

古川町の○○が資材置場として利用する目的で申請が出されたものでございます。申請地

につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でございます。潮見が丘学園の西南

に位置しております。次が拡大したものでございます。当該地は、農用地区域外の農地で

甲種農地、第１種農地、第 3 種農地のいずれの要件にも該当しない、第 2 種農地に該当す

るものと判断されます。次が、利用計画図でございます。敷地につきましては、現状のま

ま砂利敷きとし、雨水については自然流下し、汚水、生活雑排水については発生しないも

のでございます。次が、現地の写真でございます。奥の方は農業用倉庫として申請されて
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おり、こちらを解体して資材置き場として活用するものでございます。現地の写真が、も

う一枚ございます。立会につきましては、4 月 18 日に松尾隆冶農業委員、城戸利美推進委

員にお願いし、隣接農地への影響について、雨水排水の状況、境界等、特に問題はないと

の意見をいただいております。 

続きまして、2 番についてご説明いたします。2 番は、琴海戸根原町の○○さんが所有

する琴海戸根原町の農地 1 筆について、琴海戸名原町の○○さんが駐車場用地として利用

する目的で申請が出されたものでございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧く

ださい。航空写真でございます。琴海中学校の北西に位置しております。次が、拡大した

ものでございます。当該地は、農用地区域外の農地で甲種農地、第 1 種農地、第 3 種農地

のいずれの要件にも該当しない、第 2 種農地に該当するものと判断されます。次が、利用

計画図でございます。黄色の部分が申請地でございまして、駐車スペース 2 台分を確保す

るものでございます。雨水については、宅地内の側溝を利用して水路に放流するものでご

ざいます。次が現地の写真でございます。立会につきましては、4 月 16 日に平尾政博農業

委員にお願いし、隣接農地への影響について、雨水排水の状況、境界等、特に問題はない

との意見をいただいております。 

 続きまして、第 6 号議案 3 番についてご説明いたします。3 番は、西海町の○○さんが

所有する西海町の農地 2 筆について、長崎市滑石 5 丁目の○○さんが資材置場として利用

する目的で申請が出されたものでございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧く

ださい。航空写真でございます。県立明誠高等学校の西南に位置しております。次が、拡

大したものでございます。当該地は、農用地区域外の農地で甲種農地、第 1 種農地、第 3

種農地のいずれの要件にも該当しない、第 2 種農地に該当するものと判断されます。次が、

利用計画図でございます。車両 4 台、資材置き場として鋼材等の資材を保管する計画でご

ざいます。雨水については隣接水路へ放流するものでございます。次が現地の写真でござ

います。立会につきましては、4 月 16 日に森山安男業委員、松野安彦推進委員にお願いし、

隣接農地への影響について、雨水排水の状況、境界等、特に問題はないとの意見をいただ

いております。 

 続きまして、4 番についてご説明いたします。4 番は、琴海形上町の○○さんが所有す

る琴海形上町の農地 1 筆について、琴海形上町の○○が賃借し、学童保育施設を建築する

目的で申請が出されたものでございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧くださ

い。航空写真でございます。形上小学校の北に位置しております。次が、拡大したもので

ございます。当該地は、農用地区域外の農地で甲種農地、第 1 種農地、第 3 種農地のいず

れの要件にも該当しない、第 2 種農地に該当するものと判断されます。次が、利用計画図

でございます。雨水についてはＵ字溝を通じて水路に放流し、汚水・生活雑排水は公共下

水道に接続するものでございます。次が、現地の写真でございます。立会につきましては、

4月16日に山脇貞雄農業委員、田中幹生推進委員にお願いし、隣接農地への影響について、

雨水排水の状況、境界等、特に問題はないとの意見をいただいております。 

 続きまして、第 6 号議案 5 番についてご説明いたします。5 番は、松崎町の○○さんが

所有する松崎町の農地 2 筆について、松崎町の○○が残土処分場として約 2 年間の一時転
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用にて利用する目的で申請が出されたものでございます。なお、完成後は農地に復元する

計画でございます。申請地につきましては、スクリーンをご覧ください。航空写真でござ

います。長崎リハビリテーションの北東に位置しております。次が、拡大したものでござ

います。当該地は、農用地区域外の農地で甲種農地、第 1 種農地、第 3 種農地のいずれの

要件にも該当しない、第 2 種農地に該当するものと判断されます。次が、利用計画図でご

ざいます。赤で囲んだ部分が農地の部分で、雨水については排水溝を設けて、この青枠で

示している所が、下流域の調整池になりまして、こちらの方に調整池を設けて放流するも

のでございます。次が現地の写真でございます。現地の写真がもう一枚ございます。立会

につきましては、4 月 16 日に井川義英推進委員にお願いし、隣接農地への影響について、

雨水排水の状況、境界等、特に問題はないとの意見をいただいております。 

 続きまして、議案書は 9 ページをご覧ください。第 6 号議案 6 番についてご説明いたし

ます。本件は小峰町の○○さんが所有する新牧野町の農地 1 筆について、東京都品川区の

○○が太陽光発電施設として利用する目的で申請が出されたものでございます。申請地に

つきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でございます。バスチャン屋敷跡の西

南に位置しております。次が拡大したものでございます。当該地は、農用地区域外の農地

で甲種農地、第 1 種農地、第 3 種農地のいずれの要件にも該当しない、第 2 種農地に該当

するものと判断されます。次が、利用計画図でございます。雨水については浸透池を設け

て処理するものでございます。次が、現地の写真でございます。立会につきましては、4

月 17 日に帯山安敏農業委員、川田正勝推進委員にお願いし、隣接農地への影響について、

雨水排水の状況、境界等、特に問題はないとの意見をいただいております。 

 続きまして、7 番についてご説明いたします。7 番は、柿泊町の○○さんが所有する柿

泊町の農地 1 筆について、柿泊町の○○が浄化槽施設及び車庫等の病院設備及び患者の憩

いの場所としての緑地帯として利用する目的で申請が出されたものでございます。本件に

つきましては、昭和 45 年頃より既に利用しているものであり、こちらも追認許可申請と

なっておりました。なお、申請受付前に県へ照会を行った結果、追認許可相当であると回

答をいただいているところでございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧くださ

い。航空写真でございます。市立小江原中学校の東に位置しております。次が拡大したも

のでございます。当該地は、農用地区域外の農地で甲種農地、第 1 種農地、第 3 種農地の

いずれの要件にも該当しない、第 2 種農地に該当するものと判断されます。次が、利用計

画図でございます。雨水については水路に放流し、汚水、生活雑排水については下水道に

接続するものでございます。上の方のピンク色の部分が、車庫とか緑地帯の部分で、下の

黄色の所が浄化槽として利用されている所でございます。次が現地の写真でございます。

立会につきましては、4 月 18 日に岩本隆農業委員、石橋一次推進委員にお願いし、隣接農

地への影響について、雨水排水の状況、境界等、特に問題はないとの意見をいただいてお

ります。 

 続きまして、8 番についてご説明いたします。8 番は、大崎町の○○さんが所有する大

崎町の農地 1 筆の一部について、千歳町の○○が、長崎県発注の道路改良工事の現場事務

所を設置する目的で、許可日から約 5 か月間の一時転用として申請が出されたものでござ
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います。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でございます。市立

南小学校の東北に位置しております。次が、拡大したものでございます。当該地は、農用

地区域外の農地で甲種農地、第 1 種農地、第 3 種農地のいずれの要件にも該当しない、第

2 種農地に該当するものと判断されます。次が、利用計画図でございます。農地の一部を

利用するものでございます。雨水については現状のまま利用し、自然流下するものでござ

います。次が現地の写真でございます。立会につきましては、4 月 19 日に小川博農業委員、

山崎実男推進委員にお願いし、隣接農地への影響について、雨水排水の状況、境界等、特

に問題はないとの意見をいただいております。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、事務局から第 6 号議案について説明がござい

ましたが、このことについて、ご意見、ご質問はございませんか。はい、どうぞ。 

 

○森山委員 5 番ですが、残土処分場ということですが、これは、残土量とか盛り立てる

場合はどれくらいの高さになるのか、その場合の被害防除計画とかは出ていますか。 

 

○農地係長 農地部分につきましては、最小で 1ｍ、最大で 5ｍと聞いております。全体

的には、農地以外の部分については、41,000 ㎡ほどありまして、こちらの方は、面積が

1,000 ㎡以上の埋め立てで 2ｍ以上の埋め立ての場合は、長崎市の土地埋め立て工事の要綱

がございますので、そこで工事申請が行われて、適当と認められております。また、関係

各課から特に災害とか起こった場合の指導事項とか併せて行われておりますので、何かあ

りました時にはすぐに対応するよう指導が行われているところでございます。また、農地

部分については、表土部分につきましては、砕石等取り除いて耕作に適した土を、表土部

分に盛り土を行うと聞いております。以上でございます。 

 

○森山委員 さっきの 5 番のスライドを出してもらえますか。 

 

○農地係長 こちらが利用計画図でございます。こちらが調整池でございまして、こうい

うふうにずっと排水溝がめぐらされておりまして、最後、調整池へ接続するようになって

おります。 

 

○森山委員 これは一時転用ではなくて転用ではないですか。 

 

○農地係長 これは、約 2 年間の一時転用ということで、赤の農地部分については、表土

部分に耕作可能な表土を埋め立てて、農地として復元する計画が出ております。 

 

○森山委員 計画は出ていても、結局は転用ですよね。 

 

○農地係長 土砂埋め立ての一時転用になります。 



長崎市農業委員会 平成 31 年 4 月総会 議事録 

 

 

- 11 - 

○森山委員 一時転用ですか。 

 

○農地係長 はい。一時転用でございます。 

 

○森山委員 わかりました。 

 

○農地係長 前回の総会の時もご指摘がありましたように、許可後は進捗状況報告とか、

当然最後は、完了報告が出ますので、きちんと農地復元ができたかどうか、地区の農業委

員さんも一緒に確認していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

○議長 他にございませんか。ないようでしたら皆様にお諮りいたします。第 6 号議案に

ついて、許可意見を付して知事に進達することに決定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。第 6 号議案について、許可意見を付して知事に進達す

ることに決定いたします。続きまして、第 7 号議案「農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1

項に基づく農用地利用集積計画の作成について」事務局から議案の説明をお願いします。 

 

○平係長 それでは、第 7 号議案 1 番と 2 番は、関連がございますので、併せてご説明い

たします。議案書の 10 ページをご覧ください。第 7 号議案１番は、平山町の○○さんが

所有する、平山町の農地 2 筆 604 ㎡について、五島町の○○さんが 10 年間の使用貸借に

より利用権の新規設定を行うものでございます。次に、第 7 号議案 2 番についてご説明い

たします。2 番は、同じ○○さんが所有する、平山町の農地 1 筆 587 ㎡について、平山町

の○○さんが 10 年間の使用貸借により利用権の新規設定を行うものでございます。申請

地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でございます。平山郵便局の東北

側に位置しております。次が拡大したものでございます。次が現地の写真です。現地の写

真がもう 1 枚ございます。利用につきましては、両者とも普通畑での利用を予定されてい

らっしゃいます。現地調査は 4 月 18 日に栁川八百秀農業委員、中村数昭推進委員立会い

のもと現地を確認していただいて、特に問題ないとの意見をいただいております。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、事務局から第 7 号議案について説明がござい

ましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

- 意見等なし - 

 

○議長 ないようでしたら皆様にお諮りいたします。第 7 号議案を計画相当と認めること
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に決定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。第 7 号議案を計画相当と認めることに決定いたします。

続きまして、第 8 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。 

 

○農地係長 それでは、第 8 号議案についてご説明いたします。まず、1 番の年次計画案

件についてですが、議案書の 11 ページに掲載しております。11 ページの表の下の方に集

計をしておりますが、対象地は琴海形上町の 17 筆、面積にして 11,025 ㎡でございます。

調査対象範囲については、スクリーンをご覧ください。航空写真でございます。旭ヶ丘ニ

ュータウンの西側に位置しております。次が、拡大したものでございます。次が、現地写

真でございます。現地の写真が、あと 5 枚程ございます。現地の立会いは、4 月 8 日に山

脇貞雄農業委員、久保正推進委員にお願いしております。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、個別案件についてご説明いたします。議案書の 12 ページから 13 ページに

かけて掲載しております。13 ページの表の下の方に集計しておりますが、申出件数が 11

件、合計筆数が 34 筆、合計面積で 9,031 ㎡について、非農地通知申出書が提出されてお

ります。2 番から順にご説明いたします。まず、2 番は、三原町在住の○○さんが所有す

る、現川町の農地 3 筆で、面積は、合計 806 ㎡でございます。申請地につきましてはスク

リーンをご覧ください。航空写真でございます。現川駅の北側に位置しております。次が、

拡大したものでございます。次が、現地の写真でございます。現地の写真が、あと 1 枚ご

ざいます。現地の立会いは 3 月 18 日に後山裕義農業委員、池田憲二推進委員にお願いし

ております。 

 続きまして 3 番は、石神町在住の○○さん外１名が所有する、野母町の農地で、面積は、

合計 413 ㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真で

ございます。野母崎総合運動公園の南西側に位置しております。次が、拡大したものでご

ざいます。次が、現地の写真でございます。現地の立会いは 4 月 17 日に山口邦俊農業委

員、柴原恵推進委員にお願いしております。 

 続きまして、4 番は、愛知県一宮市在住の○○さんが所有する、木鉢町 2 丁目の農地 3

筆で、面積は合計 227㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。

航空写真でございます。西泊中学校の西側に位置しております。次が、拡大したものでご

ざいます。次が、現地の写真でございます。現地の写真が、もう 1 枚ございます。現地の

立会いは 4 月１8 日に岩本隆農業委員、石橋一次推進委員にお願いしております。 

続きまして、5 番は、茂里町在住の○○さんが所有する、多以良町の農地 2 筆で、面積

は 769 ㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でご

ざいます。新長崎漁港の南側に位置しております。次が、拡大したものでございます。次

が、現地の写真でございます。現地の写真が、もう 1 枚ございます。現地の立会いは 4 月
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17 日に井川義英推進委員、岩尾直己推進委員にお願いしております。 

 続きまして、6 番は、福岡県博多区在住の○○さんが所有する、三ツ山町 800 番の農地

2 筆で、面積は 161 ㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。

航空写真でございます。恵の丘原爆ホームの北西側に位置しております。次が、拡大した

ものでございます。次が、現地の写真でございます。現地の写真が、もう 1 枚ございます。

現地の立会いは 4 月 18 日に山下和孝推進委員にお願いしております。 

続きまして、7 番は、三重田町在住の○○さんが所有する、松崎町 1575 番の農地 5 筆

で、面積は 1,022 ㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航

空写真でございます。長崎リハビリテーションの南東側に位置しております。次が、拡大

したものでございます。次が、現地の写真でございます。現地の写真が、あと 3 枚程ござ

います。現地の立会いは、4 月 17 日に井川義英推進委員にお願いしております。 

続きまして、議案書は 13 ページをご覧ください。8 番は、三重田町在住の○○さんが所

有する松崎町の農地 2 筆で、面積は 575 ㎡でございます。先ほどの 7 番と隣接しておりま

す。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でございます。長崎リハ

ビリテーションの南東側に位置しております。次が、拡大したものでございます。次が、

現地の写真でございます。現地の写真が、もう 1 枚ございます。現地の立会いは、4 月 17

日に井川義英推進委員にお願いしております。 

続きまして、9 番は、三重町在住の○○さんが所有するさくらの里 3 丁目の農地 7 筆で、

面積は 1,324 ㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写

真でございます。新長崎漁港の北西側に位置しております。次が、拡大したものでござい

ます。次が、現地の写真でございます。現地の写真が、4 枚程ございます。現地の立会い

は、4 月 17 日に井川義英推進委員にお願いしております。 

続きまして、10 番は、さくらの里 3 丁目在住の○○さんが所有するさくらの里 3 丁目の

農地 3 筆で、面積は 924 ㎡でございます。先ほどの 9 番と隣接しております。申請地につ

きましてはスクリーンをご覧ください。航空写真でございます。新長崎漁港の北西側に位

置しております。次が拡大したものでございます。次が現地の写真でございます。現地の

写真が、もう 1 枚ございます。現地の立会いは、4 月 17 日に井川義英推進委員にお願いし

ております。 

続きまして、11 番は、三重町在住の○○さんが所有するさくらの里 3 丁目農地 2 筆で、

面積は 363 ㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真

でございます。新長崎漁港の北西側に位置しております。次が、拡大したものでございま

す。次が、現地の写真でございます。現地の写真が、2 枚程ございます。現地の立会いは、

4 月 17 日に井川義英推進委員にお願いしております。 

続きまして、12 番は、藤田尾町在住の○○さんが所有する藤田尾町の農地 4 筆で、面積

は 2,447 ㎡でございます。申請地につきましてはスクリーンをご覧ください。航空写真で

ございます。為石漁港の東側に位置しております。次が、拡大したものでございます。次

が、現地の写真です。現地の写真が、4 枚程ございます。現地の立会いは、4 月 17 日に田

平孝廣農業委員、三浦孝路推進委員にお願いしております。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。ただ今、事務局から第 8 号議案について説明がござい

ましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

- 意見等なし - 

 

○議長 ないようでしたら皆様方にお諮りいたします。第 8 号議案について、原案のとお

り承認することと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。第 8 号議案について、原案のとおり承認することとい

たします。それでは引き続き、報告事項に入ります。まず初めに、報告事項 1「平成 31 年

度水産農林部事業計画及び予算について」ですが、意見交換の時間を十分に設けるため、

会の最後、「その他の事項」の後に行うことといたします。それでは次に、報告事項 2「平

成 31 年度 農業委員会予算等について」事務局から説明をお願いします。 

 

○農政管理係長 それでは、「ご説明いたします。左上に②-1 と書かれております冊子を

ご覧ください。1 ページから 3 ページにかけまして、平成 31 年 4 月からの事務局職員の

事務分掌を記載しております。職員の担当地区につきましては、昨年度と同様になってお

りますが、人事異動で転出した中尾主事が担当させていただいておりました茂木地区につ

きましては、転入した堀専門官が担当させていただきますのでよろしくお願いいたします。

各職員の担当事務につきましては、後ほどご確認いただければと思います。続きまして、4

ページには、「平成 31 年度一般会計当初予算【歳出】」を記載しております。平成 31 年度

予算額のほか、前年度との比較を記載しております。トータルといたしまして、表の一番

下をご覧いただければと思いますが、平成 31 年度の予算総額は 3,438 万 3 千円、30 年度

は 3,549 万 6 千円でしたので、111 万 3 千円の予算の減となっております。増減の主な要

因につきまして、減の要因といたしましては、農業委員実数の 1 名減によるものでござい

ます。また、増の要素のうち、6 の農業委員会事務費につきまして、女性農業委員研修会

には他の市町は事務局の職員も随行して、女性農業委員の任命や活動について情報把握等

が行われているとのことでしたので、九州研修会への職員 1 名分の随行旅費を新たに入れ

ております。なお、2 の農業委員・推進委員活動費につきまして、昨年度から予算化いた

しました女性農業委員・推進委員の九州・沖縄ブロックの研修会、全国シンポジウムにつ

きましては、各 2 名分の旅費と、ながさき女性農業委員ネットワーク年会費を、今年度も

公費で予算化しております。説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。この件について、皆様からご意見、ご質問等はござい

ませんでしょうか。 
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- 意見等なし – 

 

○議長 ないようでしたら、4 月の人事異動より、事務局職員も一部変更となっておりま

すが、農地利用の最適化の推進などの農業委員会活動について、本年度も農業委員・推進

委員と事務局が一丸となりまして取り組んでいきたいと思いますので、昨年に引き続きよ

ろしくお願いいたします。次に、報告事項 3「事務局長専決事項の報告について」事務局

から説明をお願いします。 

 

○農地係長 それでは、報告事項 3「事務局長専決事項について」ご報告いたします。報

告事項の資料の 1 ページから 4 ページをご覧ください。農地法第 3 条の 3 第１項の規定に

より、相続の届出が義務づけられているもので、先月は、7 件の届け出がございました。

続きまして資料の 5 ページをご覧ください。農地法第 4 条第 1 項第 7 号の市街化区域内の

転用の届出が、4 件提出されております。続きまして、資料の 6 ページから 7 ページをご

覧ください。農地法第 5 条第１項第 6 号の市街化区域内で権利の移動の伴う転用の届出が、

8 件提出されております。合計 19 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 4「長崎県農業会議常設審議委

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

は、8 ページになります。「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 5 条が 4 件、提出されております。その申請面積については、田が、

8,781 ㎡で 2 件、畑が 3,159 ㎡で 2 件となっております。合計 11,940 ㎡で 4 件となって

おります。なお、資料は 9 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。報告は以上です。次に、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。 

 

○農政管理係長 それでは、左上に③と書かれております冊子の１ページをご覧ください。

長崎県農業会議から、平成 31 年度目標部数は、年度当初の購読部数を目標部数とする旨

お伺いしておりますので、長崎市の今年度の目標部数は 148 部となります。今月は、1 部

の購読中止の申出がございましたが、小川委員から 6 部、松野委員から 1 部の購読のあっ

せんにより新規の購読申込みをいただきましたので、現在の購読部数は 154 部となりまし

て、目標部数より 6 部上回っている状況になっております。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。この件について、何かご意見、ご質問等ございません

か。小川委員、松野委員ありがとうございました。また、お願いします。 

 

- 意見等なし – 
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○議長 ないようでしたら、今年度もその目標に向けて、各地域で積極的に購読者の獲得

に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いを致します。続きまして、その他の事項

2「農業委員・農地利用最適化推進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。 

 

○農政管理係長 それでは、「農業委員会活動記録カードの提出」についてご説明いたしま

す。資料の 2 ページと 3 ページをご覧ください。平成 30 年度下半期の活動記録集計表を

記載しております。ご報告いただいております活動記録カードにつきましては、農地利用

最適化交付金の配分を受けるための証拠書類にもなっておりますので、活動時間や活動内

容の記入漏れ等がないか、お手数ではございますが、毎月提出前にご確認の上、ご提出い

ただきますよう、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。この件について、何かご意見、ご質問等ございません

か。 

 

- 意見等なし - 

 

○議長 なければ、皆様方から、ご意見・ご質問・各地域からのご報告などあればお願い

します。はい、どうぞ。 

 

○森山委員 琴海地区から報告をします。4 月 24 日、昨日ですね、午後 1 時 30 分から 4

時まで、人・農地プランに伴う琴海地区の農業者懇談会を開催しました。内容は、農の雇

用事業説明を長崎県農業会議より来ていただいて、2019 年度の主な見直しについて詳しく

説明を受けました。農業者の関心も高く、多くの人に出席してもらうことができ、次々と

質問が出る状況でした。農協をはじめ多くの関係機関の出席をいただき、アドバイスを受

けることが出来ました。おかげで、少しは理解することができたように思います。各地域

の皆さんも、機会がありましたら、話しを聞かれることをお勧めします。最後に農業委員

会事務局より、農業者年金、農業新聞の加入購読を勧めてもらい終わりました。以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。また、各地区とも地区活動を進めていかなければと思

っております。特に人・農地プランあたりの会議についても、農業委員、推進委員、そし

て農林振興課が一つになって、まず、どういった話をするかなどされて、それから皆さん

寄っていただいて、各地域の課題となる色々な話をしていただければと思いますので、大

変忙しくなりますが、皆様方の活発な活動をお願いしたいと思います。 

 それでは、その他の事項 3「令和元年 5 月、6 月の行事予定について」事務局から説明

をお願いいたします。 

 

○赤池主事 5 月、6 月の行事予定についてお知らせいたします。資料は 4 ページをご覧
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ください。はじめに、5 月の行事予定です。8 日水曜日「長崎県農業会議農業委員会新任

事務局長研修会」が 14 時から橋本商会 3 階会議室で行われ、野﨑事務局長が出席される

予定です。10 日金曜日「長崎県農業会議常設審議委員会」が 13 時 30 分から長崎県農協

会館で開催され、平尾会長が出席される予定です。16 日木曜日、17 日金曜日、平成 31 年

度農業委員会会長・事務局長会議、研修会が諫早市で開催され、平尾会長と山下事務長が

出席される予定です。21 日火曜日「農業委員会運営委員会」を 14 時から開催します。27

日月曜日「農業委員会 5 月総会」を 14 時から開催します。27 日月曜日、28 日火曜日、平

成 31 年度全国農業委員会会長大会が開催され、平尾会長が出席される予定です。なお、

27 日は 5 月総会と日程が重なっており、会長不在となりますので、総会の議事進行につい

ては、松本会長職務代理者が行う予定です。5 月の予定は以上です。続きまして、6 月の

行事予定です。10 日月曜日「長崎県農業会議常設審議委員会」が長崎県農協会館で開催さ

れます。19 日水曜日「長崎県農業会議 第 109 回総会」が長崎ワシントンホテルで開催さ

れます。21 日金曜日「農業委員会運営委員会」を開催します。27 日木曜日「農業委員会 6

月総会」を開催します。以上で行事予定のお知らせを終わります。 

 

○議長 ありがとうございました。それでは最後に、報告事項 1「平成 31 年度水産農林部

事業計画及び予算について」を行います。農林振興課の準備ができるまで、しばらく休憩

を取りたいと思います。 

 

- 休憩 -   

 

○事務長 会議に入る前に、報告事項 1「平成 31 年度 水産農林部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していただいておりますので、皆様

にご紹介いたします。まず、岩永水産農林政策課長です。続きまして、相川農林振興課長

です。続きまして、山口農林振興課企画農政係長です。続きまして、宮本農林振興課営農

指導係長です。続きまして、髙島農林振興課林務係長です。続きまして、森下農林振興課

農業センター所長です。本日はよろしくお願いします。 

 

○議長 それでは、再開します。報告事項 1「平成 31、令和元年度水産農林部事業計画及

び予算について」水産農林部から説明をお願いします。 

 

○水産農林政策課長 水産農林政策課の岩永でございます。恐れ入りますが座ってご説明

させていただきます。お配りしております長崎市農業委員会 4 月総会資料平成 31 年度水

産農林部農林関係事業計画及び予算についての資料の 1 ページをお開きいただきたいと思

います。こちらには平成 31 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、平成 31年 4月 1日時点では 4課 55人で組織されております。

次に資料の 2 ページをお開きください。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、後程ご参照ください。続きまし
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て、資料の 4 ページをお開きください。ここには、平成 31 年度水産農林部所管分予算額

一覧表を掲載いたしております。上段の「1.農業費」でございますが、当初予算額の合計

は、17 億 8,731 万 7 千円となっております。また、中段の「2 林業費」でございますが、

当初予算額の計は 1 億 6,375 万 7 千円となっております。私からの説明は以上でございま

すが、主な事業の詳細につきましては、農林振興課長より引き続き説明をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○農林振興課長 農林振興課の相川です。よろしくお願い致します。農業委員並びに農地

利用最適化推進委員の皆さまには、日頃より長崎市の農業振興にご協力いただき、大変感

謝申し上げます。昨年度も「人・農地プラン」地区別懇談会をはじめ、農用地の除外関係、

経営対策の安定化の現場調査など、様々な対応をいただきました。重ねてお礼申し上げま

す。今年度もよろしくお願い致します。それでは、座って説明させていただきます。農林

関係平成 31 年度事業計画及び予算概要についてご説明させていただきます。資料 5 ペー

ジから説明します。市民提案型協働事業実施費 98 万 2 千円について、まずご説明いたし

ます。これにつきましては、皆さんご存知のとおり、人・農地プランの策定を平成 25 年

度に行ったところですが、特に 4 集落の戦略モデル地区を選定しまして、この中で大崎集

落につきまして、集落外から人を呼び込み、放任農地の有効利用や営農関係の保全を行う

事業としまして、長崎市の提案型協働事業で採択された団体に委託を行い、人・農地プラ

ンの実現を行うものでございます。2 の事業内容ですが、大崎集落の人・農地プラン整備

計画に掲げます、大崎地区の営農環境の保全と人の交流を図る環境づくりについて、特定

非営利活動法人ながさきエコネットに委託を行いまして、特に営農環境の整備活動としま

して、放任農地の整備、持続的な営農に向けた関係者間の協議、びわオーナー制度の検討、

訪問者を作り出す活動といたしまして、農作業収穫や、営農作業等の体験、これは 5 月頃

にびわ、11 月頃に中晩柑等を予定しており、体験のための広報活動、活動に対する評価を

アンケート調査しまして、活動主体の構築に向けた協議などを行うこととしております。

資料 6 ページをお開きください。資料 6 ページには事業スケジュール案をお示ししており

ます。 

次に、7 ページの、有害鳥獣対策費 8,570 万 4 千円についてご説明いたします。イノシ

シ・シカなどの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、平成 27 年度から、専門業者による被害相談対応、地域ぐるみの取り組みを実施し

ております。平成 28 年度には、有害鳥獣対策協議会による、年間を通じて一体的な捕獲

対策を進めておりまして、平成 30 年度も引き続き 3 対策を進めるものでございます。2

事業内容ですが、（1）専門業者による被害相談等の委託費で、被害相談、現地調査、地域

ぐるみの勉強会を実施しており、平成 29 年度の相談件数の実績は、696 件となっており

ます。（2）は、長崎市有害鳥獣対策協議会の運営費補助です。この中で（イ）の捕獲手当

は、平成 31 年度は、平成 30 年度と同様、捕獲計画のイノシシ、シカ、約 5,500 頭の手当

となっております。 

次に 8 ページをお開きください。イの防護対策でございますが、侵入防止資材等の貸与、
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ワイヤーメッシュですけれども、生活環境被害対策である自治会へのワイヤーメッシュ一

式、農作物被害、家庭菜園を含む農業者への被害対策について、ワイヤーメッシュの貸与

により、迅速な被害対策を行うものでございます。参考としまして、9 ページでございま

すけれども、9 ページには、農業被害額、被害相談等対応実績、10 ページをお開きくださ

い。10 ページは有害鳥獣の捕獲の実績を示しています。11 ページは、網・わな狩猟免許

取得助成者数、侵入防止資材等の貸与実績等をお示ししております。12 ページから 13 ペ

ージですが、地域ぐるみ捕獲隊の組織の状況、14 ページにつきましては、先程お話しをし

ました、長崎市有害鳥獣対策協議会の運営計画、15 ページから 16 ページにかけては、被

害相談対応並びに生活環境被害の対応に係るフロー図をお示ししております。次に 17 ペ

ージをお開きください。農業次世代人材投資資金交付金事業費 2,925 万円です。これは、

平成 24 年度から国において創設された制度で、青年就農給付金として実施された事業で

ございます。2 の事業内容ですが、就農初期段階の経営が不安定な青年就農者に対しまし

て、就農意欲の喚起と定着を図るための資金を交付するものでございまして、年間一人当

たり 150 万円、最長 5 年間、交付対象者につきましては、45 歳未満等の交付の要件を満

たすということになっております。事前に事務局の方からお話がございまして、この分が

4 月に変更になった点を若干説明して欲しいということでございましたので、口頭ではご

ざいますが、若干ご説明いたします。支給要件につきましては、4 月から 45 歳未満から

50 歳未満へ変更いたします。その理由といたしまして、45 歳ではかなり厳しいというこ

とで、全国的に要望があがってきたということで、今回、国においては、50 歳未満への変

更となっています。従来から非常に厳しかった内容ですが、親族から土地を借りて営農す

るとなった時に、5 年以内に所有権移転をしなければならないといった制限がございまし

たが、今回からは、農地の所有をするか、あるいは利用権の設定だけでもいいということ

で、若干、緩和がされております。それと、今までは、前年度の所得が 350 万円未満、本

人の所得の制限がありましたが、これにプラス、前年度の世帯全体での所得が 600 万円以

下ということで、その要件も今回加わっております。この 3 点ほどが主な変更になってお

ります。資料に戻って 17 ページの（4）、交付の予定者ですが、平成 31 年度は、新たに 6

名の方を予定しておりまして、21 名の青年就労者について支給を行うものでございます。

次の 18 ページから 19 ページにかけましては、受給者の一覧をお示ししております。特に

（1）（2）、受給期間が満了した就農者 6 人については、就農後に定着をし、概ね認定計画

に沿った生産を行っております。 

次に 20 ページですが、青壮年新規就農給付金事業費、705 万円でございます。これは、

Ｕ・Ｉターン者や定年帰農者など、国の農業次世代人材投資資金交付金事業では年齢要件

を満たさない、45 歳以上 65 歳未満の青壮年層の定着を図るため、一人当たり年間 120 万

円、最長 2 年間の給付を行うものでございまして、（4）の給付予定者のとおり 7 人に対し

て、給付を行なうものでございます。21 ページには参考といたしまして、受給者一覧をお

示ししております。これに伴いまして、国の給付金の方が、45 歳から 50 歳ということに

なりましたので、これにつきましても今後 50 歳以上 60 歳未満への変更を行う予定として

おります。 
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次に 22 ページですが、農業金融対策費 14 億 647 万 1 千円でございます。これは、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、農業経営の安定化に資す

るための利子補給を行うものでございます。（1）から（3）につきましては、ハウスなど

生産基盤整備、（4）と（5）につきましては、台風災害や、燃料高騰等、びわ寒害被害な

どの緊急対策に係る利子補給の補助金となっております。また、（6）の農業振興資金預託

金 14 億 508 万 2 千円につきましては、長崎市のブランドとして推進をしております、「長

崎和牛・出島ばらいろ」の飼育素牛の購入に係る原資を融資機関である農協に預託しまし

て、融資を行う予算でございます。 

23 ページをお開きください。【補助】の農業振興施設整備費補助金、担い手農家支援施

設、6,720 万円でございます。この事業につきましては、農業者等が経営の安定や発展を

図るために実施する、生産規模の拡大、生産方式の改善及び効率的・省力的技術導入の整

備に係る経費でございまして、国の交付金の活用により支援を行うものでございます。2

の事業内容ですが、国の強い農業づくり交付金を活用しまして琴海地区において、花きの

4,000㎡で低コスト耐候性ハウス整備を行い、更なる産地振興を進めるものでございます。 

24 ページをお開きください。【単独】の農業振興施設整備事業費三和宮崎地区ほ場 680

万円でございます。これにつきましては、平成 22 年度にこの場は整備が完了したところ

ですが、山土の転圧により整備したため、排水が非常に悪いということで、暗渠排水施設

の整備を行い、先進的な農業に取り組む農業生産団体の継続に繋げるものでございます。2

の事業内容ですけれども、集水桝、暗渠排水管の整備を予定しています。25 ページには、

現在の就農状況と整備のイメージ写真を掲載しております。 

26 ページをお開きください。【単独】の農業振興施設整備費補助金、担い手農家支援施

設 2,878 万円でございます。この事業は、先程の【補助】の担い手農家支援施設と違いま

して、国の補助要件を満たさない事業につきまして、県の補助事業及び長崎市単独事業に

より支援を行うものでございます。2 の事業内容ですが、琴海地区においてアスパラガス、

中晩柑のビニールハウスの整備、びわの簡易ハウスの整備、優良な乳用牛の購入などの支

援の計画をしております。27 ページには事業内容の写真を掲載しております。 

28 ページをお開きください。【単独】の農業振興施設整備事業補助金、長崎びわ産地再

生施設 172 万 3 千円でございます。この事業は、びわ優良品種「なつたより」の植栽を推

進するために、作業を省力化できる高品質化資材の導入などを支援しまして、ブランド化

を図るものでございまして、事業内容といたしましては、「なつたより」への補植、省力化・

高品質化に向けた土づくり資材の導入に係る市の単独支援を計画しております。災害リス

クに備えまして、果樹共済会費等の支援も前年度行ったところですが、共済加入につきま

しては、223 名ということで取り組んでおりまして、今回お示ししておりませんが、この

分についても市の補助金で進めているところでございます。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 2,750 万円でございます。これは、農業の

活性化を図るために、新たな担い手の確保・育成のために、生産基盤の整備、小規模の土

地改良・基盤整備などの支援を行い、新たな担い手の育成・定着につなげるものでござい

ます。事業内容は、平成 31 年度につきましては、（5）に記載しておりますが、旧市内北
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部地区、三和地区、琴海地区、旧市中央地区、茂木北部地区におきまして、ハウス等の生

産基盤整備など、10 件の事業に対して支援を行うものでございます。平成 19 年度からこ

の事業を行っておりまして、事業実績の見込みとしましては、49 件ということになってお

ります。30 ページでございますが、参考資料としまして、新規就農と定着までのフロー図

を掲載しております。主な当初予算については以上です。今回説明はしませんが、今日お

配りしている参考資料ですが、長崎市の農業振興計画における取り組み概要でございます。

これは、今の予算の内容について、各農業振興計画に沿った内容で整理をし直したもので

ございますので、これにつきましては、後ほどご参照いただければと思います。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、水産農林部から説明がございましたが、この

件につきまして、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

○城戸推進委員 初歩的な質問で申し訳ありませんが、4 ページの予算総額一覧表の中で、

予算項目は「農林水産業費」に対しまして、名称は、前も質問しましたが、水産農林部に

なっているということで、新しい時代が来ますので、今後の農業を発展させる意味で、ま

ず組織内の変革をお願いしたいと思います。 

 第 2 点、農業振興費のマイナスの主な要因だけを教えていただきたいと思います。以上

です。 

 

○農林振興課長 先程の組織につきましては、水産農林部となっておりますが、私ども農

林振興課としましては、地域農業と産地振興という 2 つの施策で今、進めておりますので、

こういった所につきましては、十分皆さんと話合いながら実現に向けて、特に農業振興計

画の実現に向けて進めていきたいというふうに考えております。それと農業振興費の主な

マイナス要因ですけれども、非常に高いのが、農業金融対策費の中の出島ばらいろの預託

金が非常に低めになっております。これが、非常にウエイトを占めておりまして、実はこ

れにつきましては、預託金以外に県の融資の方も併用して受けるということで、畜産農家、

出島ばらいろの農家については、そちらが低金利ということで、併用しながら行っている

ということで、この部分が若干低めになっているというのが、主な要因でございます。以

上でございます。 

 

○城戸推進委員 一番目の答弁ですが、組織内のことだから水産農林部で言えないとは思

いますが、今後の方向性として、農林水産部に変更したらいかがですかという要望ですが、

いかかですか。 

 

○農林振興課長 なかなか答えにくいところですが、それは要望が出ています。皆さんご

存知だと思いますが、何故、水産農林部かというと、やはり歳出額と言いますか、そうい

った所が水産の方が非常に高いということで、長崎市においてはそういった名称になって
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いるということで、そういった要望については、十分に受け止めておりますので、よろし

くお願い致します。 

 

○城戸推進委員 予算が農林水産部となっているから合わせるべきではないかということ

を言いたいと思います。 

 

○岩本委員 先程の話ですが、機構改革で合理化のために、水産部と農林部を統合したの

ではないかと思います。前は、水産部と農林部とありましたが、そのようないきさつがあ

ったと思っています。 

 

○農林振興課長 なかなか答えにくいところですが、水産農林部としてお答えする時には、

そのような答えをしているところです。経過をいうと、水産農林部から農林部と水産部と

分かれて、また水産農林部になったということです。その時に農林水産部になればよかっ

たと思いますが。機構としては厳しいかもしれませんが、施策は、引き続き円滑に進めて

いきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○山口眞委員 29 ページの事業内容ですが、小規模土地基盤整備事業、圃場進入路、これ

はもう既にある農地への進入路は該当しないということでしょうか。それともう一つ、今

まで、直売所用の簡易ハウスについて、その予算があったと思いますが、それはどこにあ

るのか。二つお願いします。 

 

○農林振興課長 まず、一点目の事業主体につきましては、新規就農者が、このような事

業を行うということがあります。それと、これは耕作放棄地を解消するという目的でござ

いまして、そのような圃場に対しての進入路や、新たな整備については、そのような事業

主体であればできるということです。もう一点、直売所出荷型のミニハウスについては、

これは予算が違いまして、小規模加工施設整備費にありまして、毎年、私達は要望を揚げ

ていますが、なかなか厳しい状況で、財政当局との協議の中では、つけていただけないと

いう状況が今あります。本年度も、来年度に向けて、そのような話が多分出てこようかと

思いますので、ここは粘り強く協議してまいります。以上でございます。 

 

○山口眞委員 新規就農者には色々と提案があるようですが、農家子弟の後継者といわれ

るような、農業担い手に対する制度はないのでしょうか。 

 

○農林振興課長 今のお答えでございますけれども、例えば、この資料で言うと 23 ペー

ジですが、担い手農家支援施設補助というのを 6,720 万円あげています。また、26 ページ

には単独の担い手農家支援施設というのを 2,878 万円あげております。これは、新規就農

者だけでなくて、認定農業者、人・農地プランで言う中心となる経営体を含むという話に

なりますが、このような中での中核となる農家に対しては支援を行っており、このような
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ところでの対応になろうかと思います。以上です。 

 

○山口邦委員 野母崎のふれあい市場、この施設は市の施設ですが、もうだいぶ傷んでき

ておりまして、そのような補修の予算はついていないようですが、どうなっていますか。 

 

○水産農林政策課長 シャッター等がかなり錆びついている部分等になるのかと思います

が、その辺りは今年度、市場の修繕をしたいと思っております。例えば、全面的な改修は

なかなか難しいですが、一部そういった錆がついてシャッターが閉まらない等、老朽化し

ている所につきましては、今年度修繕を予定しております。 

 

○山口邦委員 雨漏りもしているようです。パソコンを置いていますので、そこまで改修

をして欲しいと思います。 

 

○水産農林政策課長 申し訳ありません。雨漏りのことまでは、私も存知あげなかったも

のですから、今年度の補修につきましては戻って確認をしますけれども、雨漏りについて

は、状況を確認させ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。 

 

○山口邦委員 よろしくお願いします。 

 

○岩本委員 イノシシを捕まえて殺処分する際の道具、器具ですが、それは市の方でも考

えて、作ってもらうかあっせんかしてもらえないだろうかという話がありました。私の所

でも何匹か掛かって、殺処分するのに大変です。ですので、そういう器具があれば、市の

方であっせんしてもらえないかということと、苗などの補助はできないのかという件で話

がありまして、野菜と花きの苗ですが、種を撒いてもなかなか成長が遅く、小さい農家で

すから、農協でも手に入らないということです。そういう小さい農業の方にも苗のあっせ

んをできないかということで、話がありましたのでお聞きします。 

 

○農林振興課長 止め刺しの道具については、これまでの私の記憶の中では、補助要件に

はなく、要は捕獲報奨金といったところでの対応が基本なのかなと思っております。 

 

○岩本委員 あとは自分たちで考えてということですか。 

 

○農林振興課長 そうですね。餌も含めてだと思いますが。箱罠については、農林振興課

で貸与という形でありますが、道具類については、やはり捕獲報奨金で対応していただけ

ないかと。私達も捕獲報奨金をしっかり確保することが先になっているので、まずそこか

なということがありまして、国へも再三再四要望して、今のところ満額もらえていますの

で、まずはそうしていきたいと思っています。それから苗ですが、基本的には野菜苗等の

生産資材については、支援はやっておりません。一部、野母崎の水仙とか、地域特産に寄
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与する分についてはあるのですが、それ以外はなかなか難しいというところです。 

 

○岩本委員 殺処分する時に、捕獲報奨金を貰って自分たちでどうにかということですが、

その方法が、どのように、何を買って、どうすればいいかが、ちょっとわからないという

ことで、質問させていただきました。確かに補助金は貰うのですが、どういう所でどう買

えばよいか、どうすればよいかわからないということです。 

 

○農林振興課長 それについては、委員さんとまた個別に話をさせてもらって。市の専門

業者や猟友会、そういった話ができるよう、情報提供が出来るようにしたいと思いますの

でよろしくお願い致します。 

 

○岩本委員 よろしくお願いします。 

 

○議長 個人的にではなくて、皆にも教えてください。 

 

○農林振興課長 今の話については、止め刺しの道具とか、有害鳥獣全体の相談とかそう

いった所であれば、私たちの知識だけでは中々できない部分もありますので、専門業者の

方と、有害対策協議会の中には猟友会の方もいらっしゃいますので、そういった適材の方

をご紹介する形で対応していきたいと思います。そういった話で進めていきたいと思いま

す。 

 

○山口眞委員 前の次長の話では、電気の止め刺しを市が 30 台ほど購入して、貸与する

という話があったような気がするのですが、そういう道具ではないのですか。 

 

○農林振興課長 電気止め刺しは、私どもの方では購入しておりませんので、その貸出し

ということはやっておりません。前の次長が言われたということですが、今のところその

話はありません。 

 

○山口眞委員 わかりました。それともう一つ要望になるかと思いますけれども、現在、

施設ハウス等を利用していない農家というのが、結構今、出てきております。これを解体

して、使いたい農家への貸与というか売却というか、それに対する補助的なものはないで

しょうか。個人ではなかなかもってこられないものですので。 

 

○農林振興課長 私も明確に答えられないのですが、おそらく空きハウスの調査というも

のを県央振興局管内でやっていると思います。情報がおそらくあるということと、県単補

助だと思いますが、ハウスの移設や修繕も含めてですが、そういった事業があるので、要

件に合うか難しいということがありますが、そこは状況を見ながら、対応出来そうであれ

ばと考えております。 
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○帯山委員 要望と 2 点だけ質問をさせていただきたいと思います。まず要望は、最初の

方が言われましたように全体的な予算が減額になっているようです。これを見ますと、全

体の予算が減っているというのは、水産農林部の意気込みがどうなのかと。もう少し頑張

っていただきたいなという気持ちで、それで是非、新規事業を含めて、予算を十分確保す

るように今後とも努力していただきたいと思っております。あと、質問ですが、17 ページ

の農業次世代人材投資資金交付金事業費ですが、平成 24 年度より実施されているようで

すが、今現在 6 名ほど交付終了されて、今、また相当な人が交付を受けているようです。

既に交付が終わった方は、課長が言われたように、認定計画に沿って生産を行っていると

いうことはわかりましたが、どの程度生活ができる状況に所得が上がっているのか、一番

問題はそこだろうと思っています。今後この事業を進めていく上で、所得が上がるような

計画なり、また、誘導なり進んでいるのかどうか。修了者を含めて、今現在取り組んでい

る人の状況をわかる範囲内で教えていただければと思います。もう一点は、林道関係で、

西彼杵郡の広域林道については、年数が相当ずれ込んでおります。いつまでに終了するの

か、当然 4,5 年前に計画では終了している筈ですが、国の予算等の問題もあるのでしょう

が、関係地区の皆さんは非常に早く全面開通を期待している訳です。自治会あたりでも、

そういう話が出ているし、是非早い機会に開通できるように、また、そういう情報が一つ

も入らなかったという地域住民からの声もありますので、議員さんがいる所は予算がつい

たらどこそこでやるという話が地元には伝わりますが、外海地区のように議員さんがいな

いところはなかなかそういう面で情報が入らないということもあった訳です。何等かの形

で、そこの利用者・地域住民に情報が伝わるような方法が今までできなかったのかどうか、

ご質問させていただきます。 

 

○農林振興課長 次世代の受給者の状況ですが、交付終了された方については、認定計画

というのが、例えば農業を始めて 5 年後 300 万円に農業所得を上げられるかという話です

が、これはあくまでも目標ということで、実績については一部の方、何名と私も言えませ

んが、一部の方については達成をして、経営安定として営農継続という形にはなっていま

す。それから、農業をやめたという方には、一部、他業種に行かれた方もおりますが、そ

れ以外は今のところ営農継続をされている。その中には、中核的農家になって、生産部会

の部会長を務めていらっしゃる方もおられます。と言いながらもそこは安定と言いますか

営農継続という考え方では、今、委員さんが言われるように非常に安定しているというの

は、一部ではないかという考えでいます。 

 それから、西彼杵半島線の話ですが、これはおそらく前年度に全線供用は開始している

のではないかと思います。供用は開始しているのですが、市の考えとしましては、この分

につきましてはまだ、未登記の分の用地測量が業務として残っておりまして、この分の整

理を今やっている状況です。現在、私が聞いている情報では、30 年度途中に供用開始する

というところまでは情報として聞いているのですが、現場としては、供用開始されてない

という状況です。 
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○帯山委員 供用開始にはなっていないです。 

 

○農林振興課長 そこは県と 1 回話をさせていただいて、どの時点が供用開始なのか後の

情報をお流ししたいと思います。 

 

○帯山委員 供用する時にはきちんとした手続きなり、知らせる義務が行政としてはある

だろうと思うのですが。 

 

○農林振興課長 大変申し訳ありません。この件につきましては、県央振興局の方と話を

しまして、そういった正確な情報を私どもも確認をしまして、地域の方にお知らせをした

いと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

○帯山委員 わかりました。この次世代人材資金の借受け対象者ですが、各町の名前が入

っておりません。わたしの認識不足かもしれませんが、農業委員はあまり関係なく事業が

進むことから、農業委員には知らせなかったのか。そういうことであれば、農業委員は関

わらなくていい訳ですが、しかし、振興という立場からしますとやはり農業委員として農

業振興の一つのサポートなり協力なりという意味では、やはりどなたが受けているのか、

それをサポートして、少しでもその計画なり所得なりに繋がって行くような協力もできる

のではないかと思うのですが、その辺はどのような形で、今までやってこられたのですか。 

 

○農林振興課長 次世代については、旧青年就農給付金も含めてですが、実際こういった

ところに給付をして欲しいということになった時に、単純に給付だけではなくて、どうい

う作物にするのか、農地をどういうふうに確保するのか、県央振興局、あるいは、ＪＡ、

私ども、場合によっては、農業委員さんにも入ってもらって、農地の確保ということは過

去にはやっておりました。そういったことで言うと、農業委員さんの関わりということは、

非常に大きいかと思います。それと外海ですが、31 年度のこの外海につきましては、今の

ところ要望段階ということで予算の確保をしております。この給付に向けては、独立就農

という形になりますので、農地の確保、そういった所で農業委員さんの関わりは、今後出

てこようかと思いますので、これについては、各地域の農業委員さんと連携するべきとこ

ろは、連携して進めていきたいと考えております。以上です。 

 

○帯山委員 わかりました。 

 

○議長 他にございませんか。はい、山口委員。 

 

○山口眞委員 7 ページの下のほうに、捕獲手当のところにカラスが 3 千円の 600 羽とあ

りますが、いたずらするのも若干おりますが、旅ガラスというのが集中的に来て、被害を

受けております。この辺の対策は何かないですか。びわについては花火を打ち上げたとき
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にはいなくなりますが、すぐ戻ってきます。ガスでも瞬間的にはいなくなりますが、また

戻ってくる。なかなか対処する方法がなくて困っているのですが。猟友会の方々に駆除し

ていただくなどできないのですか。 

 

○農林振興課長 今、山口委員が言われた話ですが、猟友会の方も銃器を使ってというの

はあっていると思います。びわについては、先程言ったように花火を打ち上げるとか、農

家さん自身も網をかけて防護するとか、そういった色んな手法は、今やっていると思いま

すが、100 パーセント旅ガラス対策でやれるという方法、これは、というのはなかなか難

しいのは事実です。そこは他のイノシシ・シカもそうですが、個々の被害状況に合わせて

整理をしていきます。こういった被害がどこかで起こったということでの、どうするかと

いう対応で、解決をするような話で今進めております。それと、全体的な話、抜本的な対

策については、なかなかないというように、私もお答えしているのですが、そこは一応専

門家・専門業者あたりの方と、別の機関で協議する場がありますので、そういった所で進

めていきたいと考えております。以上です。 

 

○城戸推進委員 直売所担当は水産農林政策課ですね。今回 10 月 1 日付で消費税率の軽

減税率と改定、8 パーセントと 10 パーセントが出てくる訳ですけれども、いわゆる品目に

よって 8 にするか 10 にするかで、まだ農家の皆さんが良く理解していない部分もありま

す。新聞紙上では書いておりますけれども、あと半年後に迫ったその対応で、JA の仕事な

のか行政の仕事なのかよくわからないのですが、その辺の周知を、例えば花も 8 と 10 で

違います、観賞用と食用で違いますので、その辺の周知、農家の皆さんに JA と一体とな

って早めにチラシなど作ってお願いしたい。そうしないと混同するのかなと懸念したもの

ですからよろしくお願い致します。 

 

○水産農林政策課長 申し訳ございません。4 月から来たものですから直接その直売所と

の関わりで、どういったところまでは私どもがして、JA さんがしているかよくわからない

所もございますが、今の話を受けて、内部でも話をさせていただいて、私どもとしてでき

るのがどういうことなのか、回答させ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。 

 

○議長 他にございませんか。はい。 

 

○山口眞委員 今まで、農林振興課で担当していた事業の中で、今は地域振興課ですか、

道路の補修や林道の補修の関係ですが、それは今どこで担当しているんですか。 

 

○農林振興課長 総合事務所です。山口委員のところは茂木ですので、中央総合事務所に

なります。地域整備 2 課だと思います。機構で言いますと、以前農林整備課というのがあ

りましたが、農林整備課の補修や整備の機能につきましては、全て総合事務所に移りまし



長崎市農業委員会 平成 31 年 4 月総会 議事録 

 

 

- 28 - 

たので、総合事務所の方で農林関係のそういったところは対応をしております。 

 

○山口眞委員 よく言われているところが、何年か前の大雨で道の下がえぐられて、一応

農林振興課に確認していただいて、中身的なものはその中央総合事務所に引継がされてい

ると思いますけれども、昨日も言われましたが、あの時見に来たのに、まだしないのかと

いうことです。そこを確認するには地域整備 2 課に確認すればいいということですね。 

 

○農林振興課長 重複しますけれども、農林道関係の修繕等関係は、総合事務所の方で今

対応をしております。 

 

○山口眞委員 わかりました。 

 

○議長 はい、森山委員。 

 

○森山委員 17 ページの農業次世代人材投資資金で、年齢要件が今度 50 歳まで引き上げ

られる訳ですが、20 ページの青壮年新規就農給付金の年齢も市としては 50 歳に引き上げ

たいという話でしたが、この辺は、そのままにしておくということができないものか、50

歳までということにしたら 70 歳までということになるのか。それから親の農業経営を継

承する者は、新たに 10ａ以上の耕作放棄地を解消するものに限るということになっていま

すが、これは仮に親の耕作放棄地でもいいのか。それから、10ａ以上耕作放棄地を解消す

れば 5 万円を加算するということになっていますが、これもできるということですか。 

 

○農林振興課長 青壮年の新規就農給付金の件ですが、この給付金につきましては、市単

独の事業でございまして、国の給付金の補完ということになっておりますので、国の対象

要件が変わるということであれば、市の方も対象要件を変えるということで、50 歳を起点

に変更していきたいと考えております。それから、スライドして 70 歳にならないかとい

う話ですが、そもそも認定新規就農計画につきましては、大体 65 歳までということで計

画自体が決まっていますので、65 歳が 70 歳になるということは厳しいのかなと考えてい

ます。国も 65 歳ということで線を引いておりますので、よろしくお願いします。それか

ら、10ａ以上の耕作放棄地の解消ということで、これもここに記載しているとおり、親の

経営を継承する場合、後継者に対応するためにということで、親の分といいますか、耕作

放棄地についても対応ができるということで記載のとおりの内容になっております。以上

でございます。 

 

○森山委員 耕作放棄地は親のものでもいいということですか。 

 

○農林振興課長 そうです。 

 



長崎市農業委員会 平成 31 年 4 月総会 議事録 

 

 

- 29 - 

○森山委員 それと 5 万円の加算もですか。 

 

○農林振興課長 5 万円の加算の話ですが、これも耕作放棄地を解消する場合は 5 万円の

加算ということで、親の耕作放棄地を解消して経営農地に変えてという場合については、

加算ということになります。以上でございます。 

 

○森山委員 そのままでいいということですね。青壮年新規就農給付金をそのままにして

おいて欲しいということは、結局、農業次世代人材投資資金を受けられない人、新規就農

者であっても受けられない人、あるいは受けない人もいる訳です。できればそういう人た

ちを救ってあげられればと思っております。市の単独事業であれば、その辺は融通がきく

のではないですか。 

 

○農林振興課長 この分につきましては、45 歳から 50 歳までということで、国の給付金

が変わったということは、この原因は私が冒頭で説明をしたとおり、国に対する要望が叶

ったということでございます。併せて、後継者についてもそういった要件にならないかと

いうことを要望として挙げておりますので、そこを起点に私達はやって行きたいなと思っ

ております。そこはご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

○山口邦委員 今日の予算の説明とはまた別と思いますが、農業用ため池のことでよろし

いでしょうか。先日、県のほうから電話が来ると思いますからということで、農林振興課

の方から電話が入りました。その後、県の方から連絡はないのですが、おそらく課長さん

も現場を見たと思いますが、今、水を殆ど落としていると思います。今まであの河川は、

平均的にいくらか水が流れていたと思いますが、今、もう一滴も流れないようになってき

ています。というのは、所々からその川の水を取って農業用水にしている人もいる訳です。

それが、今までは平均的に水が流れていた川が、水が出ない、流れないようになっていま

すので、今まで通りの管理を、水を溜めて、平均的に水を流すような構想になっているよ

うですから、それはやはり行って欲しいと思います。そうするためには、管理道路をしっ

かり作って、車が横付けできるように、私も県の方にお願いしたいと思っています。早急

に行って維持管理は地元の人に、地元の行政の方にお願いが来ると思いますが、旧町時代

も管理はしておりますので、維持管理をしっかりするように続けて欲しいと思います。私

も新聞で見ましたが、農業用水の保全管理の強化というのは閣議決定もされています。是

非しっかり管理をするようにして、今までどおり、水はやはりいくらかは溜まる状態にし

て欲しいと思っています。 

 

○農林振興課長 私も高浜のため池は見せていただきましたが、前回、山口委員と現場に

行った時に、水量の調整の話がございまして、そこについては機能として残すべきと、た

だ、必要最小限にといいますか、水位について確認を行いながら残すということになって

おりますので、そこまでの確認はできています。その後、河川に流量がうまくいっていな
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いということについては、私も今聞いた話なので、そこはもう一回再確認をさせて欲しい

ということと、県の方から連絡が来るということで、来ていないということについても、

早急に確認をして連絡がいくような対応をしたいと考えておりますので、よろしくお願い

します。それと、防災ため池については、おっしゃったとおり、去年の 8 月でしたか、広

島などで集中豪雨があり、防災重点ため池ということで、今調査をかけております。内容

については、ため池のシステムも変化をしておりますので、ここはこことして整理をして

いきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

○議長 他にありませんか。はい、岩本委員。 

 

○岩本委員 7 ページの（イ）の部分、捕獲手当、報奨金等ですが、地域ぐるみの捕獲隊

ということがありますが、この違いを教えていただきたいことと、協議会の捕獲隊にはカ

ラスとアナグマはありますが、地域ぐるみの捕獲隊にはこれを見ると出ないようですが、

それはなぜ出ないのか説明をよろしくお願いします。 

 

○農林振興課長 7 ページの捕獲手当ですが、捕獲隊員というのは、猟友会、長崎市と西

彼がございますが、そういった所にご協力いただいて、捕獲を 1 年間重点的にやっていた

だくということで、こういった内容になっています。地域ぐるみの捕獲隊については、委

員さんもご存じだと思いますが、これはあくまでも地域の団体ということでございます。

基本的には、協議会の捕獲隊員については、市全体として有害鳥獣を捕獲するという視点

に立っております。それから地域ぐるみの捕獲隊につきましては、やはり、地域として今

非常に支障がある、イノシシ、シカといったところを重点的にということで、ここで抑え

るという形で、それと技術の面もございますので、地域ぐるみの捕獲隊については、2 点

の捕獲報奨金ということでお願いをしているところでございます。以上でございます。 

 

○岩本委員 アナグマ、タヌキ、アライグマのようなものは、捕まえても出ないというこ

とですね。 

 

○農林振興課長 そうです。 

 

○岩本委員 はい、わかりました。 

 

○議長 はい、他にございませんか。はい、上川委員。 

 

○上川委員 予算には関係ないですが、全体的な要望として、構えをしていただきたいと

いうことがありまして、この長崎市地域というのは段々疲弊しつつある。やはり人ですね。

人が主人公になって、動いていくというような流れの中で、誰か地域を守る人がいないと

お互いのスクラムが組んでいけないという部分で、やはり外部からの地域に入っていただ
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く定住促進というような考え方も、一つ事業の中に今後取り込んでいただいて、そのサポ

ートというものも含めて、今、既存の各地にいる農家さんと一緒になって活動してくれる、

また、その問題点を一緒になって解決して、また、それを検証していくという人材の受け

入れ、こういうものを含めて長期に考え方を持っていただきたいなと思っています。我々

既存の農家ばかりが、年齢がいくばかりで一年一年それが無理な状態になってくるという

観点からいうと。あと、事業の内容の農業という純粋な部分もそうですが、色々な産業の

受け入れ、それとどういうふうに組んでいくか、そういうものを含めて、その人材が、農

家がそこに住んでいい、しかし、展開は個人に任せて、ただし、基本路線はもっていただ

きますというような恰好の、そういうものもあっていいのではないかなと思っております

ので、お願いしたいと思います。 

 

○農林振興課長 今、上川委員が言われた通りでございまして、もう農業だけではなくて、

人口減少というのがあって、長崎市は非常に人口流失が高いということで、長崎市としま

しては、今年度から移住相談等を含めたセクションも設けて、対策を行うということです

が、これは、ただ呼び込むだけではなくて、それにはやはり生業が必要だということで、

農業を含めた考え方もございますので。昨年度から、市の職員を東京・大阪の移住相談の

中で、就農関係の相談会にも派遣をしておりまして、実績はなかなか上がっておりません

が、そういった取り組みも行っておりますので、そういったところで進めていきたいと考

えております。それから、人を呼び込むという話ですが、今日の資料の中でも、5 ページ

になりますが、大崎の推進委員さんもいらっしゃいますが、そういった市民協働でもでき

るように、耕作放棄地の解消、ただ単に農業だけでやっていく話ではなくて、オーナー制

度をやりながら、市民の方もそうですが、ＮＰＯ法人の中には大学の方や大学生の方もい

らっしゃって、農業以外の方が関わりを持ってやっていくような事業も、少しずつ私ども

の方で変化をさせながら行っておりますので、こういったところも次年度に向けてしっか

り成果を上げながら、人口減少対策、就農関係を進めていきたいと思っておりますので、

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 他にございませんか。ないようでしたら、私の方から 2 点ほどお尋ねしたいと思

います。今からは、人・農地プランを中心に進めていくような方向になっているようです

が、人・農地プランの進め方について、ソフト面、ハード面、何も予算化がされていない

ようが、どういった進め方をされるのか。それから、中間管理機構による農地集積の集積

協力金も、人・農地プランを中心に、その地域をひとつの単位として決めて、計画書を出

していかなければならないような方向になっているようですが、そこら辺をはっきり各地

域に示していただかないと、どういった取り組みをしていいのかわからないというのがあ

ります。今から人・農地プランを進めていく段階でも、農業委員と農林振興課、農業委員

会の事務局あたりが中心となって、人・農地プランを進めてくださいということで、国も

方針を出しているようですので、皆さんに人・農地プランの推進を図る前に、地域の農業

委員、推進委員と一緒になって、この地域の農地プランはどういった方向で進めて行こう
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かという前準備、準備段階の話合いをしていただければと思っています。そういった時に、

できれば、お茶の一杯でも出せるような予算を作っておいてほしい。人・農地プランの予

算が何もなくてどういった進め方をしていくのか、地図上にも今から落としていかないと

いけない訳ですが、そういったことに対して、どれだけ真剣に取り組んでいるのかという

ような、そういった所が見えてこないので、その辺の説明をお願いします。 

 

○農林振興課長 本来であれば、今、会長が言われたところ、2 番目の項目で私が説明を

しなければいけないところですが、時間を取ってしまったので、簡単に説明したいと思い

ます。人・農地プランの地区別懇談会の資料をお配りしておりますが、中をお開きいただ

いて、1 ページですけれども、今年、2 月 12 日から 2 月 20 日にかけて、地区別懇談会を

10 地区行い、254 名の方に参集していただいております。もう一枚めくっていただいて 2

ページ目、会長から言われたものも含めますが、地区別懇談会をした結果として、今後の

地区農業のあり方ということで、地区別にこういった声が多かったということで、5 地区

についてあげております。例えば、琴海地区については、会長がおっしゃったように、機

構集積協力金についての検討、野母崎地区については、新たな露地野菜という観点も必要

だということ、三重地区については、畜産農家を中心に地区連携も含めて、という話が一

つと、農協さんも今、基盤整備などを進めておりますけれども、三重地区でもそういった

水田地帯が荒れているということで、再生ができないかという話がでております。外海に

ついては、加工品の主流であるかんころについて対策協議会ができないか、東長崎地区に

ついては、基盤整備の声が非常に多かったということで、こういった視点の整理は必要で

す。先程、お茶を出してとかいう話がありましたが、今後、行政としてはこういったとこ

ろを視点にやっていきたいと考えております。2 ページ、3 ぺージには、その他の主な意

見ということで示しておりますので、確認をお願いしたいと思います。4 ページ、5 ペー

ジにつきましては、現在の地区別懇談会で出られた農業委員さんにおかれましてはご存じ

だと思いますが、中心となる経営体について確認ということで、経営体の数とすれば 425

経営体ということでございます。ということで、こういったご報告をまずさせていただき

ます。地区別懇談会を踏まえて、どういった視点でやるかというところについては、この

ような整理でいきたいというのが一つで、もう一つの人・農地プランの戦力モデル地区の

取り組み状況ということで、10 地区なかなか全部は厳しいですが、4 集落ということで、

琴海、茂木南部、茂木北部、外海地区で進めておりまして、この分の現在の状況だけ、進

捗について、どのような成果で今進んでいるのかということについてはお答えをしたいと

思います。 

資料の 11 ページ、琴海地区から若干さっと説明をしたいと思いますが、進捗状況とし

ましては、営農体制については、担い手の育成・確保ということで、先程から言っており

ます、農業次世代人材投資資金について、年平均 2 名程度の新規就農者の確保が出来てい

るということと、農業委員さんのフォローアップも図られているということ。二つ目とし

て、28 年度にドローンの導入を青壮年部の方が行って、平成 30 年度は 23ha の散布実績

があっているということで、今後については、琴海の機械利用組合が設立されて、作業受



長崎市農業委員会 平成 31 年 4 月総会 議事録 

 

 

- 33 - 

委託の面積拡大を務めていくということ。それから生産基盤の強化につきましては、琴海

地区の農業振興協議会が昨年に立ち上げられた話の流れから、施設化の推進ということで、

今年度の予算を計上しておりますが、ハウスリース事業の事業化を行うということと、先

程言いましたように、昨年 3 月に琴海地区の農業振興協議会が設立されたということで、

そういった協議を進められておられるということ。それから、琴海地区ではありませんが、

JA 管内においては、JA が出資型農業法人の株式会社アグリ未来長崎を立ち上げられたと

いうことで、こういったところを起点にハウスリース事業の展開をしていこうということ

を生産基盤の強化にあげております。それから、農地中間管理事業につきましても、琴海

地区に 1 名担当職員が配置されたということで、琴海地区だけで言いますと、農地集積実

績は 7.2ha となっております。長崎市全体でいうと、約 19ha、20ha に迫る勢いでございま

して、機構が出来て.大体 4 年位になり、4 年で 20ha 確保してきておりますが、単年度で

20ha 近く集積をあげているということで、会長が言われた、機構集積協力金への展開とい

うことでの起点になろうかなと思っております。それから、労働環境の改善ということで、

パッケージセンターの検討も進められているということ、あとは、優良品種のいちご、ア

スパラガスの栽培、そういったところの展開を進められているということで、琴海地区の

人・農地プランで描いている成果と言いますか、動きということについては、今現在この

ような状況でございます。 

次に大崎になりますが、15 ページの茂木南部地区大崎集落ですが、営農体制の強化につ

きましては、農業ヘルパーの活用が非常に行われているということで、これ以上にびわの

繁忙期についての対応ということで、出荷の共同選果体制についての検討をびわ産地活性

化推進協議会で、今やっております。選果場までの輸送資材の試験も行っており、営農体

制の見直しということで、JA の防除作業委託について検討を行っております。また、旧来

から課題になっておりましたが、びわ園の現況について、情報がしっかりとしていないと

いうことで、平成 28 年度に園地情報システムを導入しまして、そういった分析ができる

ような体制を整える形に現在なっております。次に担い手の育成・確保につきましては、

なかなか厳しい状況ではございますが、びわ講座等を実施しまして、そういった取り組み

を進めているのが一つと、あと部会の方は受入団体等登録制度に登録をしているというこ

とで、地域ぐるみのフォローアップを進めていくということ。それから、営農環境の整備

については、中山間地直接支払交付金事業、多面的機能支払交付事業、そういったところ

で営農環境の保全と、集落点検に努めているということと、なかなか厳しかったのですが、

防風林の伐採等の考え方についても検討をしております。それと先程から言っております

が、平成 31 年度からオーナー制度の検討を行っているところです。それと、収益増に向

けた取り組み強化ということにつきましては、なつたよりの新植、補植については十分進

んでおります。それから、16 ページになりますが、びわのパッケージセンターも今後、私

達も JA と話をする中で、生産も必要だが、そういった出荷体制の中で労力を軽減するこ

とによって、生産者も増えるのではないかというお話もあり、協議会を通じて検討を行っ

ておりまして、そういったところをご報告させていただきます。それから、時間もござい

ますので、20 ページには、太田尾、飯香浦の状況、23 ページには、神浦集落の状況を記
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載しております。人・農地プランを平成 24 年に立ち上げて、戦略モデル地区を設定して

いるところでの、現在の進捗状況をご報告いたします。 

 

○議長 他、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、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。長時間ごくろうさまでした。 


