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議事日程 

第 1 議事録署名委員の指名 

第 2  

議案第 4 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 5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 6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 2 号 農地法第 4 条第 1 項第 7 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わない転用の届出→農業委員会の受理通知） 

報告第 3 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 5 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： 

 どうもご苦労様です。ここ 2、3 日は 30 度を超す真夏日ということで暑いわけですが、

いよいよ農作業の方も忙しくなってきたなか、5月総会に出席をいただきましてありがとう

ございます。 

 それでは 5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、5 番 坂田 雅幸 委員、6 番 関 恒治 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。 

 

3番： 

 ナンバー1について、譲受人の奥様が農業に目覚められ長野市内や飯綱町で農地を借りた

りして、須坂でも農業をやりたいということで規模拡大中です。経営に関しては常駐で仕

事をしてくれる方が各地にいらっしゃいまして機械類も徐々に増やしている状況です。日

滝の土地ですが、売買価格が高いという指摘もありましたが、医者をやっていて農業をや

ろうということであり、問題はないと思われます。よろしくお願いいたします。 

 



議長： 

 ほかに地区担当の委員さんで、補足説明はありますか。 

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

 

16番： 

 ナンバー1の別紙資料の関係で、飯綱町で大豆の畑を「平成 29年 5月より飯綱町農業委

員会を通じて貸付開始」となっているが人に貸すためにやっているのか。説明をお願いし

たい。 

 

事務局： 

 この資料は、平成 28年における営農状況についてのもので、変更があったら備考欄に記

入してほしいということで書いていただきました。そして、平成 29年 5月から飯綱町の農

業委員会で利用権設定をして第三者に貸し付けています。5月以降は営農地から外れていま

す。 

 

14番： 

 ナンバー1の譲受人の営農計画を教えていただきたい。 

 

事務局： 

 先月の申請書のなかで記入していただいていますので読み上げます。本件の土地取得目

的は規模拡大。取得地の現況及び利用計画については現在ぶどう畑で引き続きぶどう栽培

をやりたい。営農している耕作地については、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 1,556.38 平方メートル、ぶどう 3,040平方

メートルで若干の誤差はありますが、追加資料の面積に合っています。労務状況につきま

しては、奥様が年 150 日以上、それ以外に臨時雇用で 5 名です。通作距離は本件の土地は

○○のご自宅から 14キロメートル、機械につきましては記載のとおりでございます。営農

計画につきましては以上です。 

 

14番： 

 ナンバー1の規模なんですが、議案に出ているのは 117アールですが、営農状況の資料に

出ているのはもっと面積が多いのですが、飯綱町の部分は耕作証明とかあるんですか。 

 

事務局： 

 議案書の 117 アールと営農状況の面積が大部違うということについてですが、飯綱町の

13,325 平方メートルは申請時に耕作証明書がついていませんでしたので、議案書では除い

てあります。飯綱町に確認したところ、所有権は持っているということで確認はとれてい



ます。 

 

15番： 

 ナンバー1の関係ですが、自分で買って誰かに貸すということなんですか。 

 

事務局： 

 ○○さんに手伝っていただきながら耕作すると聞いています。 

 

14番： 

 今の関連で申請の畑なんですがこのあいだ行ってみたんですが、本当にいい畑で、以前

に耕作されているシャインマスカット苗 50本植えたという畑ですが、まだ草がボウボウに

なっていて何回も現場へ行って本日ちょうど園主がいて聞いたら「持ち主は変わるかもし

れないが、このまま耕作してもらっていいからと言われている。」というんです。経営規模

拡大とか労力とかちゃんとしてから改めて申請してもらう方がいいと思います。まわりの

人に聞くと小布施の人が耕作しているよと言っている。りんご畑も少しあるんですが、剪

定も消毒も小布施の人がやっているということで聞いています。 

 

7番： 

 ナンバー1の関係で、農業経営という面で考えると○○君は私のところで研修して自立し

ていただくように援助している関係もあり、○○君が農業を始めるという時に譲受人にお

手伝いいただいてという部分がもあったり、譲受人が経営していきたいという部分もあり、

特にぶどう畑はなかなか借りられない状況があったりして経営してやっていってもらいた

いと思います。 

 

16番： 

 ナンバー1の関係で、自分で耕作しなくても経営主であるということで、管理責任は自分

で負ったり段取り等を自分でやったり、主体的に今回取得する畑をどういうふうにやるの

かはっきりして、今後こういうふうにやるんだということがはっきりすれば問題ないと思

いますのでそれがわかる説明をお願いしたい。 

 

事務局： 

 聞き取りした限りでは、他の畑と同じように人に手伝ってもらいながら耕作する。出荷

についてもぶどうについては、このまま継続していきたい。技術指導については、一緒に

耕作する人に教えてもらい、出荷先については贈答というかたちでやりたいとおっしゃっ

ていたと思います。 

 



14番： 

 ナンバー1の関係で、さっき営農状況とか営農計画を聞きましたが、私が直接聞いた話だ

けなんですが、さっき聞いた計画ではなくて、土地を購入して今までずっと耕作している

人にやってもらっていいという話なんです。もしそうなれば、今回の申請に関しては虚偽

の申請になってしまう。だから今回は申請を止めておいて、また改めてちゃんとしたうえ

で申請してもらった方がすっきりすると思いますし、農業委員会としてもちゃんとしてお

かないといけないと思います。 

 

7番： 

 ナンバー1の関係で、申請が虚偽かどうかは難しいんですが、経営という側面と若い農業

者を支援しているという側面もあって、何とか農業をやっていってもらいたい。譲受人も

一部シンクイ虫の発生という畑はありましたが、他は地域に対してあるいは農業委員会的

におかしいということではないという気がします。 

 

3番： 

 譲受人から農業開発公社を通じてりんご畑やぶどう畑を探してくれという相談を受けた

ことがあります。譲受人は、若い農業者と一緒になって規模拡大していきたいという気持

ちがあると思います。その点も酌んでいただきまして虚偽ではありませんのでよろしくご

審議をお願いします。 

 

14番： 

 ナンバー1 の関係で、今回の申請は農業委員会が受理をして今審議しているわけですが、

譲受人が認定農業者の取得をしたとかしないとかその点を教えてほしい。 

 

事務局： 

 譲受人は、長野市で認定農業者の取得をしています。平成 26年 12月 22日から 5年間と

いうことで登録されています。 

 

14番： 

 いろいろな条件とかをちゃんとやってから申請してもらうことがいいと思います。 

 

議長： 

 ほかにないようですので、採決をしますが、議案第 4号のナンバー1の関係は別に採決し

たいと思います。 

 それでは、議案第 4号のナンバー2とナンバー3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： 

 挙手全員であります。よって議案第 4号のナンバー2とナンバー3については許可と決定

しました。 

 次に、議案第4号のナンバー1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） 

 

 挙手多数であります。よって、議案第 4号のナンバー1については許可と決定しました。 

 次に、議案第 5 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、ナンバー2は 1種、ナンバー3は 3

種と説明した。） 

 

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。 

 以上で説明が終わりました。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。 

 

7番： 

 ナンバー3について、宅地開発ではなくて、相対で販売するから問題がないということで

この申請が出ているのか。 

 

事務局： 

 そうです。 

 

1番： 

 ナンバー3について、住宅敷地が 48.44平方メートルという大変狭い面積だがいいのか。 

 

事務局： 

 図面を見ますと、奥行きが 5メートル程度でかなり小さい家です。 

 



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 5号の 3件について意見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： 

 挙手全員であります。よって議案第 5号の 3件については意見可と決定しました。 

 次に、議案第 6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 32件を議題といたします。 

 最初に、ナンバー1からナンバー4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 6号のナンバー1からナンバー4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 6号のナンバー1からナンバー4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5 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、永田 栄一 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、補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

2番： 

 村山の共有地のこの地籍は後継者がいないということで荒廃農地化が進んでいます。今

回申請の土地の所有者は障がいのある方等です。荒廃農地対策の観点からもよろしくお願

いします。 

 

議長： 

 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： 

 一般的に農地の場合は、1平方メートル未満は切捨てだと思いますが。 

 

2番： 

 共有地で持っている株券、権利があり、大枠の土地をひとつの組（10 軒ぐらい）で割っ

て面積を出すとこのような数字になると思います。 

 

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 6号のナンバー5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 6号のナンバー5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、永田 栄一 委員の着席を認めます。 

 次に、ナンバー6からナンバー13までの 8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、補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

1番： 

 ナンバー11 の関係ですが、この利用権設定の土地は田んぼの真ん中でありまして、この

部分遊休化していて柳等が生え始め荒廃しかかっていたものを私が今回の借受人にお願い

して借りていただいたという物件でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議長： 

 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。 

 

6番： 

 ナンバー7の関係ですが、これは昨年度利用権設定されていると思うんですが。 

 

説明員： 

 昨年度は、ナンバー7の土地は借受人の母親が借りていた土地になります。母親が解約し

て今回息子さんが利用権設定をしたという経過でございます。 

 

6番： 

 貸付人はいったん戻してまた、貸付けたということか。 

 

説明員： 

 そのとおりです。 

 

議長： 

 ないようでありますので、採決いたします。 

 議案第 6 号のナンバー6 からナンバー13 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 6 号のナンバー6 からナンバー13 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、ナンバー14からナンバー21までの 8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、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： 

 たとえば、ナンバー18からナンバー20までで、借賃が全体 3年間で 28,000円とか 10,000

円とか 18,000円となっているが、基本的には 1年間いくらというのが原則だと思うが。 

 

説明員： 

 最初の年に払っていただくなどして、トラブルのないように指導していきたいと考えて

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 6号のナンバー14からナンバー21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 6号のナンバー14からナンバー21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、ナンバー22からナンバー28までの 7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、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 6号のナンバー22からナンバー28までの 7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 6号のナンバー22からナンバー28までの 7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29からナンバー32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。 

 

16番： 

 ナンバー29 につきまして、譲受人が認定農業者でぶどうの専業農家であり、私が農業開

発公社を通しまして斡旋したものですのでよろしくお願いいたします。 

 

議長： 

 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 6号のナンバー29からナンバー32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 6号のナンバー29からナンバー32までの 4件につ



いては、決定とすることに決しました。 

 

議長： 

 以上で審議案件は終了いたしました。次に報告に移ります。 

 それでは、報告第 2 号「農地法第 4 条第 1 項第 7 号（市街化区域内における農地の権利

変動を伴わない転用の届出の規定について）」の 1件及び報告第 3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ついて）」の 1件

を一括して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。 

 

16番： 

 報告第 2号で所在地が大字塩川ですが、小字があるはずだが。 

 

事務局： 

 小字は早津でございます。 

 ほかにないようでありますので、以上で報告を終わります。 

 全体を通して何かありますか。 

 

14番： 

 議案第 4号のナンバー1の関係で許可になったんですが、譲渡人と譲受人に内容の確認を

とっていただきたい。 

 

議長： 

 ご要望ということで事務局確認をとってください。 

 ほかにないようですので、これをもちまして 5月総会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 


