
須坂市農業委員会 平成 29年 6 月総会 議事録 

 

日時 平成 29年 6月 30日（金曜日）午後 3時 00分～午後 5時 04分 

 

場所 須坂市役所 議会第 4委員会室 

 

出席者 

農業委員（17人・欠席者なし） 

会長 17番 神林利彦、会長職務代理 16番 中澤秀樹 

1番 田中郁男、2番 黒岩粂藏、3番 中村豊彦、4番 田中才子、5番 坂田雅幸 

6番 関恒治、7番 永田栄一、8番 冨澤正、9番 西方恒雄、10番 岡木由行 

11番 神林成子、12番 春原忠夫、13番 永田進、14番 小林郁雄、15番 清水澄夫 

 

農業委員会事務局職員 

事務局長 勝山修吉、局長補佐兼農地係長 荻原一司、主査 土屋大輔 

 

須坂市説明員 

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 7 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 8号 農地法第 4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移動を伴わない転用許可申請→知事許可） 

議案第 9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 10号 農地利用集積円滑化事業規程の変更承認申請に対する決定について 

議案第 11 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 4 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） 

報告第 5 号 農地法第 4 条第 1 項第 8 号（2 アール未満の届出）の規定による届出に

ついて 

 



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 6 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： 

 本日はお暑いなか、また農作業等で大変お忙しいなか総会にご出席いただきありがとう

ございます。本日の総会は、任期最後の総会となりますので、3年間の集大成として悔いの

ないようよろしくご審議をお願いいたします。 

 それでは 6月提出分の 5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、7 番 永田 栄一 委員、8 番 冨澤 正 委員をご指名申

し上げます。 

 それでは、議案第 7 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 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、説明。）本案件は、いずれも農地法第 3条第 2項各号には該当せ

ず、許可要件を満たしていると考えますので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。 

 

議長： 

 ないようですので、採決をします。議案第 7 号の 3 件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 7号の 3件については許可と決定しました。 



 次に、議案第 8 号「農地法第 4 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 1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。農地区分については 2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。 

 

14番： 

 現況と整合を図るためということですが、無断転用でなっていたものを合わせるという

ことで今回申請されたということでいいんでしょうか。 

 

事務局： 

 そのとおりでございます。 

 

14番： 

 この場合の義父と議案第 9号の義父は違う気がしますが。 

 

2番： 

 私が説明します。このお宅は 3代続いて婿とりなんです。 

 

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 8号の 1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 8号の 1件については意見可と決定しました。 

 次に、議案第 9 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 1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。農地区分については 2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： 

 位置図を見ると 2筆の転用なんですけど、黒く塗ってある所が農地転用する所ですよね。

2筆とは限らないのではないですか。 

 

事務局： 

 太い黒線が公図上の線で細い黒線は住宅地図に打ち込んでいるので、薄く塗ってある所

が転用する 2筆になります。 

 

議長： 

 ほかにないようですので、採決をします。議案第 9 号の 1 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 9号の 1件については意見可と決定しました。 

 次に、議案第 10号「農地利用集積円滑化事業規程の変更承認申請に対する決定について」

を議題といたします。 

 事務局の説明を願います。 

 

説明員： 

 （議案に基づき朗読。説明） 

 

議長： 

 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。 

 

14番： 

 第 4条で長野県、信濃町となっているんですが、長野市は入らなくていいんですか。 

 



説明員： 

 確認します。 

 

16番： 

 基本的なことを言いますが、14ページのタイトルが、「ながの農業協同組合の農地利用集

積円滑化事業規程の変更理由について」で良いのか。これは規定の一部改正についてとい

うことで、農業委員さんに審議してもらうんじゃないの？それと施行日も入れないとまず

いでしょう。 

 

7番： 

 今の話のように一部変更についてということにしていただいて進めてもらえばと思いま

す。 

 

説明員： 

 大変申し訳ございません。本件については一部改正ということに訂正させていただいて、

施行日は本日の決定をもってということで変えさせていただきたいと思います。 

 

議長： 

 今、説明がありましたが、長野市が入るか入らないか確認していただいて採決は後ほど

にします。 

 次に、議案第 11 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 20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。 

 ないようでありますので、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 11 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 11 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 及びナンバー6 の 2 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。 

 ないようですので、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 11 号のナンバー5 及びナンバー6 の 2 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 11 号のナンバー5 及びナンバー6 の 2 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7 からナンバー13 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。 



 ないようですので、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7及びナンバー8の経営内容を教えてください。 

 

1番： 

 ナンバー8の関係で利用権を設定する土地は荒廃農地でございます。それを農地に戻すと

いうことで、○○さんが親方であと 7～8人の方が一緒にグループになっていただいて進め

ている状況です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

説明員： 

 ナンバー7の□□さんにつきましては、りんごを主体として作付けしています。新たにり

んご畑を増やす予定でございます。世帯につきましては 3 人、他に 3 人専従者がいます。

農業機械につきましては、ＳＳが 3台、草刈機が 3台、トラクター1台という状況です。 

 

14番： 

 ナンバー7 について、経営面積を教えてください。ナンバー8 については、借受人が 70

歳で 3 条申請の時は労働力が 2 分の 2（世帯員 2 人中 2 人が耕作）で面積が 671 アールな

んですが。 

 

説明員： 

 □□さんについては、115,000平方メートルの経営面積です。 

 

事務局： 

 ○○さんは仁礼で荒廃農地解消の活動をされていまして、世帯員としては、2分の 2（世

帯員 2 人中 2 人が耕作）なんですが、この活動についてはもう少しいらっしゃるとお聞き

しています。 

 

1番： 

 671アールに内容について申し上げます。○○さんはもともと酪農家でございまして、牧

草地を所有しておりまして、そこは遊休農地になっています。 

 

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 11号のナンバー7からナンバー13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 11号のナンバー7からナンバー13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14からナンバー17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。 

 

15番： 

 ナンバー16及びナンバー17の現況地目は畑でなく田だと思いますが。 

 

説明員： 

 大変失礼しました。田でございます。訂正をお願いいたします。 

 ほかにないようですので、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。 

 

議長： 

 ないようでありますので、採決いたします。 

 議案第 11 号のナンバー14 からナンバー17 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 11 号のナンバー14 からナンバー17 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18からナンバー20までの 3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19 の関係で、所有権移転の土地は遊休農地であります。△△さんは、☆☆の経

営者でございます。そしてご自分の所で使う花木の生産をしたいということでございます。

この土地については、私が常に見ていくということでよろしくお願いしたいと思います。 

 

7番： 

 ナンバー19 の関係で、荒れている土地を取得する時は、農業委員会でちゃんと畑にして

から取得しなさいという話をされていたんですが、荒れた土地を所有権移転しても結局荒

れたままだったでは困ってしまうのでその点どうなんですか。 

 また、譲受人の経営状況はどうなっているんですか。 

 

説明員： 

 現在の経営は、りんごと野菜を栽培されていまして、ご家族で農業をやられています。

主な出荷先は仙仁温泉へ出していく予定にしています。現在の経営面積は、約 6,500 平方

メートルです。 

 

議長： 

 事務局からしっかり耕作するように言ってください。 

 

14番： 

 △△さんは、以前、市民農業大学校の受講生もやられているのでしっかりやるように言

ってください。 

 

5番： 

 45ページの図面で、ナンバー7、ナンバー8の○○さんの土地はどのあたりになりますか。 

 

1番： 

 波線の入っている所から下にかけまして、右側に仙仁川がありまして、その上の道路か



ら最初のカーブを過ぎた所の左側になります。 

 

5番： 

 今、耕作されているのはどのくらいですか。 

 

1番： 

 今まで荒れていたんですが、ほとんどきれいになりまして、45 ページの 2 か所がきれい

になればすべてきれいになります。 

 

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 11 号のナンバー18 からナンバー20 までの 3 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 11 号のナンバー18 からナンバー20 までの 3 件に

ついては、決定とすることに決しました。 

 

説明員： 

 先ほどの議案第 10号の関係の長野市が入っていないということなんですが、長野市の場

合は農協で農地利用集積円滑化事業を行っておらず、農業開発公社が行っているというこ

とで、長野市が入っていなくても間違いではありません。 

 

14番： 

 小川村とかは？ 

 

説明員： 

 小川村はもともとながの農協でやられていた時の日付が入っています。 

 

議長： 

 議案第 10号「農地利用集積円滑化事業規程の変更承認申請に対する決定について」決定

とするに賛成の委員さんは挙手を願います。 

 

 （賛成者挙手） 



 

議長： 

 挙手全員であります。よって議案第 10号については決定とすることに決しました。 

 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 4 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 2 件及び報告第 5 号「農地法第 4 条

第 1項第 8号（2アール未満の届出）の規定による届出についての 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。 

 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 6月総会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 


