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産業振興部農林課課長補佐兼農政係長 田中雅明、農政係主査 折井忠明 

 

議事日程 

第 1 議事録署名委員の指名 

第 2 

議案第 1 号 農地法第 3 条第 1 項の規定による許可申請に対する決定について（農業

委員会許可） 

議案第 2号 農地法第 5条第 1項の規定による許可申請に対する意見決定について（市

街化区域を除く地域内における農地の権利変動を伴う転用許可申請→知事許可） 

議案第 3号 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

の決定について（利用権設定→市の公告） 

報告第 1 号 農地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による届出について（市街化区域内に

おける農地の権利変動を伴う転用の届出→農業委員会の受理通知） 

 

 

 

 

 

 



会議の概要 

 

事務局長： 

 定刻になりましたので、須坂市農業委員会 4 月総会を開会いたします。本日の会議につ

きまして、委員総数 17人中、全員の出席をいただいておりますので、会議の成立をご報告

いたします。 

 それでは、須坂市農業委員会会議規則第 4条により、「会長は会議の議長となり議事を整

理する」となっておりますので、会長の議事進行でお願いいたします。 

 

議長： 

 本日は、農振協議会の現地調査を行い、その後農振除外の審議会で大変お疲れのところ、

引き続いての 4 月総会となりますが、議事の進行がスムーズに進みますようよろしくお願

いいたします。 

 それでは 4月提出分の 3議案につきまして、慎重審議をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。最初に、議事録署名委員の指名を行います。須坂市農業委

員会会議規則第 14 条の規定により、3 番 中村 豊彦 委員、4 番 田中 才子 委員をご指名

申し上げます。 

 それでは、議案第 1 号「農地法第 3 条第 1 項の規定による許可申請に対する決定につい

て」申請件数 2件を議題といたします。 

 事務局の説明を願います。 

 

事務局： 

 （議案書に基づき朗読、説明。）よろしく審議をお願いします。 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで、補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 

14番： 

 ナンバー1について、譲受人は長野市にお住まいです。営農計画と今の経営状態について

教えてください。 

 

事務局： 

 営農計画書を提出いただいておりますので読み上げます。今回の土地の取得目的は、規

模拡大。農地の現況及び利用計画につきましては、今回の申請の土地はぶどうを栽培して

います。今後もぶどう栽培を続けるとのことです。現在所有している耕作地の状況につき



ましては、米 1,755.9平方メートル、野菜等で 2,366.3平方メートル、栗 3,090平方メート

ル、りんご 1,556.3平方メートル、ぶどう 3,040平方メートルです。市内だけでなく市外の

分も含まれています。労務状況につきましては、奥様が年間 150 日営農しているとお聞き

しています。臨時雇用で 5 人の方がそれぞれ 20 日から 70 日ぐらい働いているとのことで

す。通作距離につきましては、長野市○○から 14キロメートルとのことです。機械につき

ましては、SS2台、トラクター1台、軽トラック 2台、乗用草刈機 2台です。営農の状況に

つきましては、長野市の戸隠と飯綱町にそれぞれ農地をお持ちでした。全て回ってみまし

て野菜の所につきましては作付けが行われていませんでしたが、荒れているという状況で

はありませんでした。ただ、須坂市内で 1 筆だけ○○の近くのりんご畑で昨年シンクイム

シが発生して、隣接の方から苦情が寄せられて難儀した場所があります。以上です。 

 

14番： 

 私も○○の近くのりんご畑へ行ってみたんですが、うどんこ病とか見受けられました。

遊休荒廃農地ということではなくて、今回農地を購入して農業をやるにしては、ちゃんと

耕作しているとは感じられませんでした。それともうひとつ、譲受人は平成 27年にもぶど

う畑を購入していて、そこも見てみました。シャインマスカットの苗は植えてありました

が、農協の苗が植えてあって小枝は取ってありましたが、枯れたままになっていて、そこ

に動かない SSが置いてある状態でした。果たして農地法の要件とかに合うのか疑問に思い

ます。その点についてどうですか。 

 

事務局： 

 農地法の許可条件としては、日滝地区だったら 40アール以上の経営面積があること。家

族で一人年間 150 日以上農作業に従事していること。農地を全部効率的に利用して耕作し

ていること等で、シンクイムシが出てしまった畑があるので、その点がどういうものか気

にかかるところです。 

 

14番： 

 譲受人は医者をやっていて、奥さんが 150 日農作業に従事しているということですが、

いろいろお手伝いもあって当然だと思うんですけど、実際に農地を買って農業を行うとい

う時に、たとえば平成 26年の 8月にはりんご畑を平成 27年にはぶどう畑を平成 28年には

○○の近くのりんご畑を購入し、そして今回ぶどう畑を購入したいということで申請され

ています。平成 28 年の時は、農業機械も耕運機 1 台、SS1 台、コンバイン 1 台、今回は

SS2台、トラクター1台、軽トラック 1台、乗用草刈機 2台となっています。実際に機械を

リースでもいいんですが、長野市○○に住んでいてどこから持ってきてどう消毒等してい

るのか。今回で須坂市における農地取得は 4枚目となるんですが、4年間で 1千万円超の投

資をしてあの状態でいいのか疑問に思います。 



 

7番： 

 まんざら関係が無いわけではないので説明させていただきます。私のところで研修して

新規就農した者が、譲受人のりんご畑を臨時雇用で耕作していた経過があります。 

 去年、私の新しく借りた畑でもシンクイムシを発生させてしまいました。一度荒れてし

まった畑だと虫が出やすいので注意して消毒すれば抑えられると思います。譲受人の場合

もちゃんと管理はしていたけどシンクイムシが発生してしまった。あの○○の近くのりん

ご畑の向こうにプルーンの荒れた畑があってその影響もあるかと思います。営農そのもの

は、経営者としてやっていらっしゃればそこをどうこうは言えないのではないか。 

 

16番： 

 もう一度、今まで買った所の場所ごとに今後どういうふうに農業経営していくのか、は

っきり説明ができるように聞いて本当にしっかりやっていくということであれば許可して

も問題ないと思います。曖昧なものは審査できないのでその辺をよく聞いていただいて、

きちっとしたところで審査していただければと思いますので、今回は保留にしてよく調査

して次回に挙げていただければと思います。 

 

14番： 

 労働力も詳しく調べてもらいたい。規模拡大目的で申請していて以前も開発公社を通し

たりしていて意欲的にやっているが、本当に奥さんが主体となってやれるのか。長野の土

地に関しても実際どのような経営をされているのか調べていただきたい。 

 

議長： 

 ナンバー2に関して何かありますか。特にないようですので、ナンバー2について採決い

たします。 

 議案第 1号のナンバー2について許可と決定するに、賛成の委員さんは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 挙手多数であります。よって、議案第 1号のナンバー2については許可と決定しました。 

 次に、議案第1号のナンバー1について保留とすることに賛成の委員さんは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

 挙手多数であります。よって議案第1号のナンバー1については審議保留と決定しました。 



 次に、議案第 2 号「農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請に対する意見決定につい

て」申請件数 3件を議題といたします。事務局の説明を願います。 

 

事務局： 

 （議案書に基づき朗読。農地区分についてナンバー1は 3種、ナンバー2は 2種、ナンバ

ー3は 1種農地と説明した。） 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで、補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 

16番： 

 ナンバー1について、調整区域で宅地分譲は認められていないと思いますが、建売住宅で

は許可になるんでしょうか。 

 

事務局： 

 宅地分譲は認められませんが、建売住宅であれば可能でございます。長野地域振興局に

も確認してあります。 

 

16番： 

 法律の関係では、その根拠は都市計画法の関係でしょうか、農地法の関係でしょうか。 

 

事務局： 

 農地法の関係でございます。 

 

16番： 

 今回、この地区は都市計画法 34条 11号の規制緩和の区域でしょうか。 

 

事務局： 

 その区域に入っております。 

 

議長： 

 ほかにないようでありますので、採決いたします。 

 議案第 2号の 3件について意見可と決定とするに賛成の委員さんは挙手願います。 

 

（賛成者挙手） 



議長： 

 挙手全員であります。よって、議案第 2号の 3件については意見可と決定しました。 

 

議長： 

 次に、議案第 3号「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

計画の決定について」申請件数 50件を議題といたします。 

 最初に、ナンバー1からナンバー6までの 6件について審議いたします。この案件につい

ては、会議規則第 11条により、田中 郁男 委員及び関 恒治 委員には発言及び採決への参

与を控えていただきますようお願いいたします。事務局の説明を願います。 

 

説明員： 

 （議案に基づき朗読、説明）いずれも農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を

満たしていると考えますので慎重な審議をお願いします。 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで何か補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 ないようでありますので、採決いたします。 

 議案第 3号のナンバー1からナンバー6までの 6件について、決定とするに賛成の委員さ

んは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 挙手全員であります。よって、議案第 3号のナンバー1からナンバー6までの 6件につい

ては、決定とすることに決しました。次にナンバー7からナンバー16までの 10件について

審議いたします。 

 

議長： 

 事務局の説明を願います。 

 

説明員： 

 （議案に基づき朗読。説明） 

いずれも農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えますので

慎重な審議をお願いします。 

 



議長： 

 次に、地区担当の委員さんで何か補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 ないようでありますので、採決いたします。 

 議案第 3号のナンバー7からナンバー16までの 10件について決定とするに賛成の委員さ

んは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 挙手全員であります。よって、議案第 3号のナンバー7からナンバー16までの 10件につ

いては決定とすることに決しました。 

 次に議案第 3号のナンバー17の 1件について審議いたします。この案件については、会

議規則第 11条により、清水 澄夫 委員の退席をお願いします。なお、議決後は着席を認め

ます。 

 事務局の説明を願います。 

 

説明員： 

 （議案に基づき朗読、説明） 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えますので

慎重な審議をお願いします。 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで何か補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 ないようでありますので採決いたします。 

 議案第3号のナンバー17の1件について、決定とするに賛成の委員さんは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 挙手全員であります。よって、議案第 3号のナンバー17の 1件については決定とするこ

とに決しました。 

 それでは、清水 澄夫 委員の着席を認めます。 

 次に、ナンバー18からナンバー21までの 4件について審議いたします。 

 事務局の説明を願います。 



説明員： 

 （議案に基づき朗読、説明） 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えますので

慎重な審議をお願いいたします。 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで何か補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 

2番： 

 ナンバー18の借受人の代表の名前が書いてないのは何か理由があるのか。 

 

説明員： 

 申出書に名前がなかったもので、そのまま転記してしまいました。特に意味があったわ

けではなく、借受人は○○でございます。 

 

15番： 

 ナンバー19の摘要欄に「新規就農」とありますが、どの程度が新規就農となるんですか。 

 

説明員： 

 初めて自分の畑を持つということで新規就農としています。それまでは研修をしていた

ということです。 

 

議長： 

 ほかにないようでありますので採決いたします。 

 議案第 3号のナンバー18からナンバー21までの 4件について、決定とするに賛成の委員

さんは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 挙手全員であります。よって、議案第 3号のナンバー18からナンバー21までの 4件につ

いては決定とすることに決しました。 

 次に、ナンバー22からナンバー30までの 9件について審議いたします。 

 事務局の説明を願います。 

 



説明員： 

 （議案に基づき朗読、説明） 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えますので

慎重な審議をお願いいたします。 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 

14番： 

 ナンバー25の譲受人の経営状況について教えてください。 

 

説明員： 

 申請をいただいた時はまだ埼玉県に住所がありましたが、もともと須坂の方で須坂に帰

ってきて母親と農業を行うということであります。 

 

議長： 

 ほかにないようでありますので採決いたします。 

 議案第 3号のナンバー22からナンバー30までの 9件について、決定とするに賛成の委員

さんは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 挙手全員であります。よって、議案第 3号のナンバー22からナンバー30までの 9件につ

いては決定とすることに決しました。 

 次に、ナンバー31からナンバー38までの 8件について審議いたします。 

 

議長： 

 事務局の説明を願います。 

 

説明員： 

 （議案に基づき朗読。説明） 

 農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えますので慎重な審

議をお願いします。 

 



議長： 

 次に、地区担当の委員さんで補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 ないようでありますので、採決いたします。 

 議案第 3号のナンバー31からナンバー38までの 8件について決定とするに賛成の委員さ

んは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 挙手全員であります。よって、議案第 3号のナンバー31からナンバー38までの 8件につ

いては決定とすることに決しました。 

 次に議案第 3号のナンバー39からナンバー44までの 6件について審議いたします。 

 事務局の説明を願います。 

 

説明員： 

 （議案に基づき朗読、説明）いずれも農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を

満たしていると考えますので慎重な審議をお願いします。 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで何か補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

16番： 

 ナンバー40 の関係につきましては、農業開発公社の方へ農業委員という立場であっせん

を申し上げたものでありますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長： 

 ほかに補足説明がありましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 

14番： 

 ナンバー41 は、ぶどうとかりんごで売買されていますが、営農計画の状態を見ればＳＳ

とか防除機が落ちているんですが、その辺の確認はどうなっているんですか。 

 

説明員： 

 今回は記載がなかったものですから、今後確認、指導していきたいと思います。 



7番： 

 リースの場合もあるので、所有とはならないから記載しない場合もあると思います。 

 

事務局： 

 ○○さんは、この 3 月で県庁を退職となりまして補助制度を使ってＳＳ等を購入予定と

聞いておりますので、ご承知いただければと思います。 

 

14番： 

 所有ではなくリースでもいいんだからその辺を確認よろしくお願いします。 

 

議長： 

 ほかにないようでありますので採決いたします。 

 議案第 3号のナンバー39からナンバー44までの 6件について、決定とするに賛成の委員

さんは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 全員挙手であります。よって、議案第 3号のナンバー39からナンバー44までの 6件につ

いては決定とすることに決しました。 

 

議長： 

 次に議案第 3号のナンバー45からナンバー50までの 6件について審議いたします。 

 事務局の説明を願います。 

 

説明員： 

 （議案に基づき朗読、説明） 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えますので

慎重な審議をお願いします。 

 

議長： 

 次に、地区担当の委員さんで何か補足説明がございましたらお願いいたします。 

 以上で説明が終りました。これより質疑意見に入ります。質疑意見はございませんか。 

 

14番： 

 ナンバー50の譲受人は県外の方ですが、経営状況について伺いたい。 



説明員： 

 前段の議案第 2 号にある譲受人になりますが、現在は須坂に住んでいるということでご

ざいます。 

 

議長： 

 ほかにないようでありますので採決いたします。 

 議案第 3号のナンバー45からナンバー50までの 6件について、決定とするに賛成の委員

さんは挙手願います。 

 

 （賛成者挙手） 

 

議長： 

 全員挙手であります。よって、議案第 3号のナンバー45からナンバー50までの 6件につ

いては決定とすることに決しました。 

 

議長： 

 次に報告に移ります。 

 それでは、報告第 1 号「農地法第 5 条第 1 項第 6 号（市街化区域内における農地の権利

変動を伴う転用の届出）の規定による届出について」の 1件を事務局から説明願います。 

 

事務局： 

 （議案書に基づき朗読） 

 

議長： 

 以上で説明が終わりましたが、質疑意見はございませんか。 

 ないようでありますので、以上で報告を終わります。 

 

 これをもちまして 4月総会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。会議の概要 


