
第２回 浜松市農業委員会総会議事録 

１．開催日時 

   平成３０年５月３１日（木）午後１時３０分

   浜松市役所 本館 全員協議会室

２．委員の出欠席 

 （１）出席委員 ３９名 

    前島優 渡瀬克彦 井口義朗 立岩惠子 竹内好和 今田欽也 松島好則

渥美清 川合康夫 柴田喜久秧 髙林義尚 山田一昭 石塚健 松尾康弘

足立侑律 内山進吾 武井俊夫 太田昌利 山下勝彦 村松庄三 峰野功

宮澤円 袴田博子 後藤剛 藤村猪三 高栁敏美 長坂義弘 森島倫生 

高井孝平 竹上正孝 加茂博子 平松磯子 川合巖 池谷誠一 鈴木英雄

福田擴 袴田正保 村松佳宥 奥留規夫

 （２）欠席委員 ８名 

    小澤清宏 小楠尚弘 鈴木茂光 宮平博安 赤谷俊之助 坂本照夫 

戸塚信之 石野定行

３．出席した事務局職員 

   清水克 鈴木智久 齋藤和也 木下穣 松本行弘 河村幸一郎 石田潤司 

小杉幸俊 山口彩

４．審議事項 

  第２号議案 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）に

ついて

第３号議案 平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について

第４号議案 平成２９年度事業報告（案）について

第５号議案 平成３０年度事業計画（案）について

第６号議案 平成３１年度農林関係税制改正に関する要望事項（案）について  

５．研修

   静岡県経済産業ビジョン及び関連施策について

６．その他 

７．閉会 
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事務局長 只今から、平成３０年第２回浜松市農業委員会総会を開会いたしま

す。 

本日は小楠会長がご欠席のため、松島副会長に代理として議長をお願

いしたいと存じます。なお、本日の出席委員数ですが、定数４７名のと

ころ３９名と過半数を超えておりますので、本会が成立することをご報

告申し上げます。 

松島副会長、ご挨拶に続いて開会宣告をお願いします

副 会 長 大変お忙しい中、第２回浜松市農業委員会総会にお集まりいただきあ

りがとうございます。 

本日は私が会長の代理として進行させていただきます。よろしくお願

いします。 

私たち農業委員の任期は３年間ですが、早くも残り１カ月となりまし

た。委員の皆様におかれましては、農業委員会の運営に多大なるご協力

をいただき、心から感謝申し上げます。 

只今より、平成３０年第２回浜松市農業委員会総会を開会します。 

事務局長 ありがとうございました。 

ここからの進行は、松島副会長にお願いします。 

議  長 議事録署名人を私から指名させていただいてご異議ございませんか。

委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長  議席番号２９番の宮澤円委員と、議席番号３０番の袴田博子委員にお

願いいたします。 

議事に入ります。第２号議案「平成２９年度の目標及びその達成に向

けた活動の点検・評価（案）について」を上程いたします。事務局から、

説明をお願いします。 

齋藤Ｇ長 議案の１ページをご覧ください。 

第２号議案 「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価（案）」について 

平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）に

ついて審議を求める。 

平成３０年５月３１日 浜松市農業委員会会長 小楠 尚弘 

平成２１年の農水省通知「農業委員会の適正な事務実施について」に

より、農業委員会の活動について、より市民にわかるように活動の点

検・評価を行い、毎年、ホームページで公表しております。今年度も総

会で承認していただいた後、ホームページで公表していきます。 

別冊１をご覧ください。主なところを説明させていただきます。 

Ⅰ「農業委員会の状況」でございます。 

１「農業の概要」としまして、本市の耕地面積、総農家数等を注釈に
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ございますように農林業センサス等から抜粋しております。 

２「農業委員会の現在の体制」では、現在の農業委員数を選挙委員と

選任委員に分けて記載してございます。 

２ページをご覧ください。Ⅱ「担い手への農地の利用集積・集約化」

でございます。県の基本構想の中で集積目標を定めております。 

３ページをご覧ください。Ⅲ「新たに農業経営を営もうとする者の参

入促進」でございます。 

２「平成２９年度の目標及び実績」ですが、２９年度の新規参入は、

目標７０経営体で１００haのところ、実績は４７経営体で１７７haでご

ざいます。 

４ページをご覧ください。Ⅳ「遊休農地に関する措置に関する評価」

でございます。 

遊休農地面積は６９４ha、割合は５．３％でございます。目標値につ

きましては、県が策定した本市分の解消の目標面積でございます。 

５ページをご覧ください。Ⅴ「違反転用への適正な対応」でございま

す。 

農地パトロールや通報等により違反転用として所有者や転用者へ是

正指導を行っている案件の面積でございます。 

６ページをご覧ください。Ⅵ「農地法等によりその権限に属された事

務に関する点検」でございます。 

１は農地法第３条に基づく許可事務について、２は農地法第４条・第

５条の規定に基づく農地転用に関する事務について、各農地部会におい

て厳格に審議していること、また、審議結果等につきましても議事録を

作成し、ホームページで公表していることを記載しております。 

７ページをご覧ください。３「農地所有適格法人からの報告への対応」

でございます。 

農地法第６条の規定に基づく報告につきまして、報告件数の状況でご

ざいます。 

４「情報の提供等」でございます。 

賃借料情報につきましては、ホームページにて公開していること、農

地の権利移動等の件数は、農地法第３条、５条のほか、農用地利用集積

計画による利用権設定を含めた数字で、農地部会の議案にて公表してお

ります。 

農地台帳の整備につきましては、毎年、補完調査を実施するなど適正

に管理していることを記載しております。 

８ページをご覧ください。 

Ⅷ「事務の実施状況の公表等」でございます。総会や部会の議事録は
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ＨＰに公表しております。農地等利用最適化推進施策の改善についての

意見の提出は４件行いました。 

説明は以上でございます。 

議  長  只今、事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問がある方は挙

手願います。 

今田委員 「耕地面積」や「農地台帳面積」など、浜松市の農地の面積を表す数

字が項目によって違う理由を教えていただきたいです。 

また、先日、事務局に平成３０年３月末現在の集積面積を問い合わせ

ましたが、その際に回答のあった集積面積と、今回の資料の集積面積に

差があるようです。 

齋藤Ｇ長 「耕地面積」は静岡県による統計の面積であり、「農地台帳面積」は

浜松市が独自で集計した農地の面積です。この二つの項目の数字が異な

るのは、集計方法の違いによるものです。 

鈴木補佐 先日、今田委員から問い合わせをいただき回答したのは、平成２９年

度中に利用権が設定されている農地面積です。資料中の「これまでの集

積面積」は、利用権が設定された農地面積、自己所有地における営農面

積と、作業受託面積を合計した数字です。 

今田委員 承知しました。 

議  長 それでは採決いたします。第２号議案「平成２９年度の目標及びその

達成に向けた活動の点検・評価（案）について」は、原案どおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長 異議ないものと認め承認することといたします。 

次に、第３号議案「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）について」を上程いたします。事務局から、説明をお願いしま

す。 

齋藤Ｇ長 第３号議案「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案）」について 

平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について審

議を求める。 

平成３０年５月３１日 浜松市農業委員会会長 小楠 尚弘 

これも先ほどの第２号議案と同様、農水省通知により、農業委員会の

活動計画を策定し、総会で承認していただいた後、ホームページにて公

表していく予定でございます。 

別冊２の１ページをご覧ください。 

Ⅰ「農業委員会の状況」でございます。１農家・農地等の概要は、農

林業センサス等の数値を記載しております。 
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２ページをご覧ください。Ⅱ「担い手への農地の利用集積・集約化」

でございます。 

担い手への農地の利用集積に関する現状と目標でございます。 

目標については、県の基本構想で定める集積目標面積と昨年度の実績

を基に数値を設定しております。 

続きまして、Ⅲ「新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」でご

ざいます。 

新規参入者の過去３年間の状況と目標でございます。 

３ページをご覧ください。Ⅳ「遊休農地に関する措置」でございます。

１は平成２９年度の遊休農地面積、２は県が定めた平成３０年度の遊

休農地の解消目標面積でございます。 

今年度は、新体制へ移行した後、農地利用最適化推進委員による調査

を行う予定でございます。 

Ⅴ「違反転用への適正な対応」につきましてはご覧のとおりでござい

ます。 

説明は以上でございます。 

議  長 只今、事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問がある方は挙

手願います。 

委  員 ≪質疑応答なし≫ 

議  長 それでは採決いたします。第３号議案「平成３０年度の目標及びその

達成に向けた活動計画（案）について」は、原案どおり承認することに

ご異議ございませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長  異議ないものと認め承認することといたします。 

次に、第４号議案「平成２９年度事業報告（案）について」を上程いた

します。事務局から説明をお願いします。 

齋藤Ｇ長 第４号議案「平成２９年度事業報告（案）について」 

平成２９年度事業報告（案）について審議を求める。 

平成３０年５月３１日 浜松市農業委員会会長 小楠尚弘 

別冊３をご覧ください。 

「１総会」につきましては、ご覧の日程で年３回開催し、各議題につ

いてご審議いただきました。 

２ページをご覧ください。「２農地部会」につきましては、毎月１５

日を基本に、主に農地法の申請に係る案件をご審議いただきました。 

「３視察・研修」をご覧ください。浜松市農業委員先進地視察、西部

農業委員会協議会先進地視察をご覧の日程で開催いたしました。 

３ページをご覧ください。「４農地関係事務」でございます。平成２
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９年度の農地法取扱状況でございますが、右側の合計欄をご覧くださ

い。主なところでは、３条許可２２８件で３０．６ha、４条許可１３８

件５．１ha、５条許可１，０９０件７６．４ha となっております。 

４ページをご覧ください。（２）「転用事実確認の状況」、（３）「農

地紛争処理の状況」などは、ご覧のとおりでございます。 

５ページをご覧ください。「５農業振興関係事務」でございます。 

（１）「農地台帳」は、合計１７，５８６戸の農家に補完調査書を発

送し、耕作状況等の調査を行いました。１４，５１６戸の農家から返却

がありました。返却率は ８２．５％でございます。 

（２）「農地農家対策」の「草刈り要請」は、管理要請件数４３０件、

２５．６ha、管理済は２５６件、１４．８ha でございます。（３）「そ

の他農業委員の活動」は記載のとおりでございます。 

６ページをご覧ください。（４）「農業者年金」は、加入者が１６４

人、受給者が１，５４２人でございました。 

７ページをご覧ください。（５）「利用権」でございます。利用権の

設定は、３,００３筆、２７９．３ha でございました。８ページはその

内訳でございます。 

９ページをご覧ください。（６）「中間管理権」でございます。中間

管理権の設定は、３５６筆 ３５．０ha でございました。１０ページは

その内訳でございます。 

１１ページをご覧ください。（７）「各種証明の発行」は、６３２件

でございました。 

６「他都市からの視察」は、平成３０年２月２８日に、佐賀市農業委

員会事務局職員１名が、農業者年金加入推進活動について視察に来まし

た。 

説明は以上でございます。 

議  長 只今、事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問がある方は挙手

願います。 

委  員 ≪質疑応答なし≫ 

議  長 それでは採決いたします。第４号議案「平成２９年度事業報告（案）

について」は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長 異議ないものと認め承認することといたします。  

次に、第５号議案「平成３０年度事業計画（案）について」を上程い

たします。事務局から、説明をお願いします。 

齋藤Ｇ長  議案４ページをご覧ください。 

第５議案「平成３０年度事業計画（案）について」 
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平成３０年度事業計画（案）について審議を求める。 

平成３０年５月３１日 浜松市農業委員会会長 小楠尚弘 

別冊４をご覧ください。平成３０年度事業計画（案）でございます。

昨年度からの変更点を中心に説明いたします。 

１「会議等の開催」の（１）総会ですが、新体制移行に伴い、７月か

らは毎月開催となります。⑥にございます「農地利用最適化推進指針」

を１２月に策定予定です。 

（２）農地部会は７月以降廃止となります。 

（３）農業調査会②ですが、担い手や農地の情報収集を積極的に行い、

農地利用最適化推進委員や農地銀行へ情報提供を行ってまいります。 

２ページをご覧ください。（４）農地銀行支店会議では、農地利用最

適化推進活動を通じて得た農地情報を集約・提供してまいります。 

「３ 事務処理業務及び指導事業」の（２）農地利用最適化推進活動で

すが、農地利用最適化推進委員を中心に農地利用状況調査や農地情報の

掘り起し活動を実施し、農地銀行等へ情報提供するとともに、農地の流

動化、担い手への農地集積を図ります。また、地域における話し合い等

を通じ、地域農業についての研究、考察を行い、担い手への農地集積、

営農地の集約化の推進や地域農業の課題解決等、農地利用の最適化を図

ります。 

３ページをご覧ください。 

「４ 新体制移行に係る事務事業」でございます。スケジュールとし

まして、農業委員、推進委員に内定している方を対象に、本日１５時か

ら事前研修会を開催し、農業委員、推進委員の活動内容を説明いたしま

す。６月には、市長から任命書の交付式を行います。７月の新体制移行

後、総会において農地利用最適化推進委員の委嘱を行ってまいります。

説明は以上でございます。 

議  長 只今、事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問がある方は挙

手願います。 

森島委員 今年７月から新体制に移行し、農地部会が廃止されるため、第３農地

部会としての意見を述べさせていただきます。 

第３農地部会では、中山間地域の耕作放棄地対策や、新規作物の導入

が課題となっています。浜松市の農業において、市北部の中山間地域は

重要な役割を担う地域です。農業振興課など、関係部署による積極的な

支援をお願いします。この場での回答は結構です。 

齋藤Ｇ長 ご意見ありがとうございました。 

議  長 それでは採決いたします。第５号議案「平成３０年度事業計画（案）

について」は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。 
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委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長 異議ないものと認め承認することといたします。 

次に、第６号議案「平成３１年度農林関係税制改正に関する要望事項

（案）について」を上程いたします。事務局から、説明をお願いします。

齋藤Ｇ長  議案５ページをご覧ください。 

第６号議案 「平成３１年度農林関係税制改正に関する要望事項（案）

について」 

平成３１年度農林関係税制改正に関する要望事項（案）について審議

を求める。 

平成３０年５月３１日 浜松市農業委員会会長 小楠 尚弘 

税制要望につきましては、４月の農地部会にて資料をお配りし、要要

望を募りました。役員会で意見の集約を図ったものでございます。ご承

認いただければ県農業会議を通じて全国農業会議所に提出します。 

全国農業会議所では全国から集まった税制要望を整理して、組織決定

したものを農水省と調整し、自民党税制調査会へ要望していくという流

れになっております。 

６ページをご覧ください。要望内容を読み上げます。 

要望内容１「贈与時（相続開始時）において農業用施設等の敷地とな

っている土地も納税猶予制度の特例の対象としていただきたい。」 

要望理由・背景等といたしましては、贈与税及び相続税納税猶予制度

における特例の対象は、農地法第２条第１項に規定する農地とされてお

り、贈与時（相続開始時）において農業用施設等の敷地となっている土

地は特例の対象地に該当しません。そのため、農業経営の承継時に後継

者の負担となってしまっています。現行の制度では、特例の適用を受け

た農地をその後、農業用施設等に転用した場合は、その転用は耕作の事

業に係る農業用施設の敷地とするために転用するので納税猶予に係る

期限の確定の対象には該当しない、つまり、納税猶予が継続するとされ

ています。そのため、当初から農業用施設等の敷地となっている土地も

納税猶予制度の特例の対象としていただきたい、というものでございま

す。 

続きまして、要望内容２「消費税率の１０％引き上げに伴い軽減税率

を導入する際には、農業者の観点から、事務負担の増加や不利な商取引

を強いられない仕組みとなるよう要望する。」 

要望理由・背景等といたしましては、２０１９（平成３１）年１０月

１日に消費税率が８％から１０％へ引き上げられますが、軽減税率が導

入されると税率が２種類になり、区分経理を行う等、事務負担の増加が

予想されます。また、２０２３（平成３５）年１０月以降はインボイス
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方式といって、請求書等に適用税率や税額の記載を義務付け、記載され

た税額のみを控除できる方式の導入が予定されていますが、課税売上

１，０００万円以下の免税事業者はインボイスを発行できません。つま

り、課税事業者は免税事業者から仕入をすると仕入税額控除を受けられ

ず、課税事業者が売上消費税全額を負担しなければならないことになる

ため、免税事業者が敬遠され、商取引から排除される可能性が指摘され

ています。 

２０１５農林業センサスによると農家の９割以上が免税事業者であ

り、影響緩和対策の着実な実施が必要と思われるため、要望をしてまい

ります。 

説明は以上でございます。 

議  長  只今、事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問がある方は挙

手願います。 

委  員 ≪質疑応答なし≫ 

議  長 それでは採決いたします。第６号議案「平成３１年度農林関係税制改

正に関する要望事項（案）について」は、原案どおり承認することにご

異議ございませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長 異議ないものと認め承認することといたします。 

議事につきましては、以上でございます。 

 ここからの進行は事務局にお願いします。 

（研 修） 「静岡県経済産業ビジョン及び関連施策について」 

講師：西部農林事務所 技監兼企画経営課長 大橋孝文 

(連絡事項) 「西部農業委員会協議会総会での議決事項について」 

齋藤Ｇ長  ５月１０日（木）に行われました西部農業委員会協議会総会の議決事

項についてご報告いたします。規約の一部改正、平成２９年度事業報告

並びに収支決算、平成３０年度事業計画並びに収支予算、平成３０年度

会費の賦課額及び徴収方法についての各議案を審議し、原案通り議決さ

れました。欠席された代議員の方には、本日資料をお配りしております

ので、またご確認ください。 

規約の主な改正点は、協議会の代議員は農業委員と推進委員で構成

し、現行の１５名から８名とすること、また、理事会を廃止し、総会の

みとすることとした点でございます。 

平成３０年度の予算では、農業委員と推進委員が３年間の任期中に１

回、毎年静岡市で行われる耕作放棄地再生・活用シンポジウムに参加で
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きるよう、予算を組みました。 

協議会事業としましては、日帰りの先進地視察研修と、講師をお招き

しての講演会を予定しております。視察先や、講師の選定につきまして、

ご希望等ございましたら、検討してまいりますので、事務局までご一報

ください。よろしくお願いします。 

事務局長 以上で、本日の審議案件、委員研修につきましては全て終了いたしまし

た。 

また、この後、来期の農業委員・推進委員内定者を対象とした研修会

を３時からこの会場で行います。これをもちまして、第２回浜松市農業

委員会総会を閉会いたします。 

閉会時間 午後２時４５分 

以上の議事の正確さを期するため署名する。 

平成３０年５月３１日 

副会長  松島 好則 

委 員  宮澤 円 

委 員  袴田 博子 
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