
須坂市農業委員会 平成 29年 7 月総会 議事録 

 

日時 平成 29年 7月 31日（月曜日）午後 2時 30分～午後 3時 45分 

 

場所 須坂市役所 議会第 4委員会室 

 

出席者 

農業委員（14人） 

会長 14番 神林利彦、会長職務代理 13番  田中郁男 

1番 坂本正雄、2番 茂木都、3番 中澤秀樹、4番 小林昇、5番 長野衛 

6番 谷口フサ子、7番 斎藤稔、8番 山岸和人、9番 中村嘉博、10番 宮尾哲雄 

11番 春原博、12番 平野正 

 

農地利用最適化推進委員（6人） 

15番 竹前清孝、16番 小林郁雄、17番 市川和志、18番 小林英次、19番 神林秀明、

20番 豊田耕一 

 

欠席した委員 

農地利用最適化推進委員 依田浩明 

 

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 12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13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14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 15 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 6 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 7 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 8 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 7 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 14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： 

 本日は大変お暑いなか、また農作業等で大変お忙しいなか 7 月総会にご参集いただきま

してご苦労様ございます。新農業委員さんは、初めての議案審議となりますけれども先般

の研修会のなかで学んだことを思い出しながら審議をお願いしたいと思います。それでは

さっそくですが、7月総会に入らせていただきます。 

 それでは 7月提出分の 4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、1番 坂本正雄委員、2番茂木都委員をご指名申し上げ

ます。 

 それでは、議案第 12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。）ナンバー3に関係して、平成 29年 5月総会で所有権移転

許可を行った営農地について、今現在の耕作の状況がどうなっているか、労力として名前

のありました B さんに確認したところ、B さんが今までも耕作しており、出荷していたと

のことでした。5月総会では、Aさんが自ら耕作するということで農地法第 3条の許可を出

しましたので、少なくとも B さんの名前では出荷していないはずなんですが、A さんから



「今までどおり B さんが耕作していていいよ」と言われていて地代も払ってないし「出荷

も Bさんの名前で出荷していいよ」と言われているとのことでした。しかも Bさんは、畑

で Aさんと行き会ったこともないとのことで畑も A さんは見ていない状況のようです。そ

のことからしますと、5月総会時点では、A さん自ら耕作するということで許可しましたが、

完全に手が回っていない、自ら耕作しているとは言えない状況で、農地法第 3 条の許可基

準に当てはまってきませんので、事務局としては、許可要件を満たしていないのではない

かと強い疑義を持っています。議案書作成時点で気づいていれば指導も行ったのですが、

その後、現場に行き、話を聞くなかでわかったもので議案書に載っています。 

 

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。 

 

13番： 

 ナンバー1、ナンバー2 につきましては、屋敷を広げたいということで議案になっていま

して土地につきましても更地にして交換したいということですのでよろしくお願いします。 

 

議長： 

 推進委員さんで何か補足説明はありますか。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。 

 

7番： 

 ナンバー3 で A さんは農業ができる状態ではないと思いますが、奥さんも草むしりして

いる程度で、実際には農業はやっていないのではないか。また、あちこちに農地を所有し

ているが、本当に本人もしくは奥さんが耕作しているのか疑問である。ナンバー3は不許可

にした方がいいのではないかと思いました。 

 

事務局： 

 畑については全て現場は見ました。きれいにはなっていましたが、本当に A さんもしく

は奥さんが耕作しているか、現場ではお会いできませんでしたので確認がとれていません。

ただ、出荷については Aさん本人の名義でやっているとお聞きしています。 

 

7番： 

 ナンバー3でこれだけ本当に耕作しているとすれば、農業所得が相当あって病院との合算

所得で確定申告していると思いますが、その点の調査はしてないんですか。 

 

事務局： 



 そこまでの調査権限が与えられていないと思いますし、Aさんは、住所が長野市ですので

税金情報が長野市へ行ってしまうので調査していません。ただ、お医者さんなので、損金

計算がどうなっているか怖くて見れない額ではないかと思います。 

 

11番： 

 ナンバー3で、労力となっている Cさんの営農実態は何かヒアリングをされましたか。 

 2 点目、長野市分は別として、須坂市内で D さん、E さんが労力となっていますが、こ

の方たちの営農実態を調査された経過はありますか。 

 3点目、この関係について今まで農業委員会でどういう審議をされてきましたか。 

 4点目、Aさんの小作に出しているようなことを認めていったとしたらこれからの他の案

件に影響することはないですか。 

 

事務局： 

 1 点目の C さんにつきましては、お尋ねしたところ A さんの実家が戸隠でそちらに栗畑

があるということで、自分が指導してでも毎日見ていられるわけではないから C さんにお

願いしたいということで聞いています。 

 2 点目の D さん、E さんにつきましては、E さんは新規就農されて約 5 年目程度でお金

にもなるし援助という気持ちもあって雇っているということを聞いています。 

 3点目のこれまでの経過につきましては、所有権移転の際には小作に出すという話は全く

ありません。 

 4点目について農業委員会としては、小作を認めてきた経過はありません。ただ、許可し

た後に小作に切り替えたのでしたら気づいた段階で指導してきたつもりです。 

 

11番： 

 そうすると今回の関係については、実態をもう少し調査をして裏付けをとったうえでき

ちんと農業委員会として判断した方がいいということですか。 

 

事務局： 

 少なくとも今回の議案のナンバー3は事務局としては許可しない、他の土地は再調査をし

て不適法状態であれば改善していただく。あるいは手が回らないのであれば、自分で農地

を取得するのではなく、農地法の手順に従って貸付け等をしていただくということで指導

してまいりたいと思います。 

 

8番： 

 ナンバー3 の関係で、事務局から今回は認めない方向でというような話がありましたが、

過去に認めている経緯があるわけで、個人的な意見としては A さんが実際には耕作をして



いない、あるいは小作に出しているのは明らかだと思いますが、もしここで認めないとい

うことになった場合、Aさんから過去に認めていたのに今回認めないことについて異議申し

立て等が出てくると思います。さらに進んで行政訴訟等は考えられないのか。慎重に進め

ていただきたい。 

 

議長： 

 推進委員さんで何かございますか。 

 

16番： 

 Aさんに関しては、平成 26年から毎年農地を購入していまして、その段階では自分で耕

作するということで農業委員会として許可してきたわけですが、今年の 5 月の許可分まで

の購入代金が 1 千万円を超えているわけです。それで、のべ 516 人、労賃も 300 万以上に

なるわけです。ＳＳも米持から松川まで持っていくということで効率的な耕作は無理だと

思います。今まで自分で耕作するということで農業委員会で許可してきたわけですが、5月

に申請された時に虚偽の申請をしたということになるわけです。ここでちゃんとするべき

と思います。 

 

事務局： 

 事務局としては、現場を見させていただいて法律に基づいて対応したいと考えています。 

 

議長： 

 ないようですので採決に入るわけですが、いろいろな意見が出ましたので、議案が 3 件

あるわけですが、ナンバー3につきましては、別途採決したいと思います。 

 それでは最初に議案第 12号のナンバー1、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： 

 挙手全員であります。よって議案第 12 号のナンバー1、ナンバー2 の 2 件については許

可と決定しました。 

 次に、議案第 12号のナンバー3について採決します。採決の方法につきましては、「許可

と決定する」、「不許可と決定する」、「審議保留」の 3 件がありますので、この順番に従っ

て採決します。 

 それでは、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。 

 



 （挙手なし） 

 

 次に、不許可と決定するに賛成の委員さんは挙手願います。 

 

 （挙手 9人） 

 

 次に、審議保留と決定するに賛成の委員さんは挙手願います。 

 

 （挙手 4人） 

 

 ナンバー3につきましては、不許可と決定しました。 

 

議長： 

 次に、議案第 13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 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。農地区分についてはナンバー1は 1種、ナンバー2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。 

 ないようでしたら推進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。 

 

3番： 

 ナンバー1、ナンバー2 共通なんですが、説明の文章を読んでどちらも農業用倉庫を建て

たいという文言がなくこの文章では理由がよくわからないんですが。 

 それと農業用倉庫や住宅の場合の面積表示は小数点第 2 位までが一般的なんですが、ナ

ンバー1は 91.00平方メートルなのか。 

 

事務局： 

 2 件とも既に農業用倉庫として建設してしまったことにより追認のお願いが出てきてい

るもので都市計画法の関係で指摘を受けて改めて農地転用をしてくださいというところか

らの申請です。ですから改めて農業用倉庫を建てるものではございません。説明欄の文章

を今後考えていきたいと思います。 



 次の面積については農地ですから小数点は付きません。申請事由の農業用倉庫の面積な

んですが、測量図を基に概算で面積を出しています。土地ではなく建物は小数点が無くて

もいいのではないかとの判断をしています。申請書の図面も小数点が付かずに申請されて

いますので議案もそのように載せてあります。 

 

3番： 

 事後追認であれば、今までの経過なり始末書を付けて申請するのが通常だと思ったんで

すが、その説明がなかったもので質問しました。始末書なりは出ているんですか。事務局

としてしっかりしておいていただかないと困ると思います。 

 

事務局： 

 2人とも顛末書、始末書が提出されています。どうしてもこの農業用倉庫につきましては、

農業のために必要だと、壊して再度建てるには資金もないし、どうしても必要だとの理由

からやむを得ず追認ということで認めさせていただいております。 

 

議長： 

 ほかにないようですので、推進委員さんで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 13号の 2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 13号の 2件については意見可と決定しました。 

 次に、議案第 14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。 

 ないようでしたら推進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。 



 

7番： 

 説明欄で「舗装工場に行く通路がなくて」とありますが、舗装工場はどこになるんでし

ょうか。 

 

事務局： 

 （図面及び写真で説明） 

 

議長： 

 ほかにないようですので、推進委員さんで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 14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） 

 

 挙手全員であります。よって議案第 14号の 1件については意見可と決定しました。 

 

議長： 

 次に、議案第 15 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 15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。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。 

 推進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。

推進委員さんで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 15 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 15 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12 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、補足説明がございましたらお願いいたします。 

 推進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。 

 

1番： 

 再設定というのは 2 回目とか 3 回目ということですか。また、いつから設定されている

のか表記してもらえばありがたい。 

 また、ナンバー9の Fさんは、議案第 12号でも出ていたが何か関係あるのか。 

 

説明員： 

 Fさんにつきましては、新規就農者で 1回目の更新になります。農業経営基盤強化促進法

では有期の契約になりますので、期限が来れば再設定して更新することになります。ナン

バー9の Fさんは議案第 12号の Aさんとはここでは関係ありません。 

 

8番： 

 直接今の案件とは関係ないんですが、ナンバー9の Fさんが新規就農者という説明があり

ましたが、ナンバー3 の C さんも新規就農者で長野の住所なんですが、新規就農者は里親

制度を利用して新規就農されたと思われるんですが、そういった情報を説明の時に添えて

もらえばありがたい。 

 

説明員： 



 説明が不足しておりましてすみません。次回からわかる範囲で申し上げたいと思います

が、先ほどのナンバー3 の C さんにつきましては、友だちと共同でやりたいとおっしゃっ

ていまして、里親制度を活用してはいなく、知人の農家の方の指導を受けているとお聞き

しています。 

 

8番： 

 里親の関係だけではなくて、他地区から入ってきた人とかのつながりで、若手の人たち

の「きじまるクラブ」もあるのでそういった情報も差し支えない範囲で教えてもらえれば

と思います。 

 

説明員： 

 ありがとうございます。次回以降そういった情報がありましたら併せて説明させていた

だきたいと思います。 

 

3番： 

 ナンバー9の Fさんは、前の農業委員さんのところで里親制度で研修されていた方で野辺

にぶどう畑をたくさん借りていまして、新規就農者でグループ 6名いるなかの一人です。 

 

議長： 

 ないようですので、推進委員さんで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 15号のナンバー7からナンバー12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 15号のナンバー7からナンバー12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13からナンバー15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。 

 

3番： 

 ナンバー14 の関係ですが、私が斡旋した者でございます。譲受人につきましては、認定

農業者、また里親、ぶどう、桃、りんご等多角的に経営しており、先進的な農家でござい

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

12番： 

 ナンバー13 の関係の土地について、実際は境がよくわからなかったようでいつ譲渡人の

ものになったかわからなく現況は譲渡人のものになっておりまして譲受人が畔を作ってし

まったことがあり、両者が仲が良く今回の申請になったものでございます。 

 それとナンバー15で、譲渡人が 89歳で杖を使わないと歩けない状態で息子さんもこちら

におられなくて農業ができないので譲受人にお願いして今回の申請になったということで

ございますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長： 

 推進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。

推進委員さんで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 15 号のナンバー13 からナンバー15 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 15号のナンバー13 からナンバー15 の 3 件につい

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 6 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」1 件及び報告第 7 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」2件、並びに「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」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。 

 

3番： 

 報告第 8号の面積で農地の場合、小数点以下は切捨てになるんですよ。 

 

事務局： 

 すみません。 

 

議長： 

 推進委員さんで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、以上で報告を終わります。 

 これをもちまして 7月総会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 


