
須坂市農業委員会 平成 29年 8 月総会 議事録 

 

日時 平成 29年 8月 31日（月曜日）午後 3時 00分～午後 4時 20分 

 

場所 須坂市役所 305会議室 

 

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、18 番 小林英次、19 番 神林秀明、20 番 豊田耕一 

21番 依田浩明 

 

欠席した委員 

農地利用最適化推進委員 17番 市川和志 

 

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 16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 17号 農地法第 2条第 1項の規定による農地に該当するか否かの判断につい

て（→農業委員会決定） 

議案第 18 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 9 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 10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 8 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： 

どうもご苦労様です。8月に入って農作業の方も忙しくなってまいりました。そんなお

忙しいなか、8月総会にご出席いただきまして大変ありがとうございます。 

それでは、さっそく 8月総会に入らせていただきます。8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 中澤秀樹委員、4番 小林昇委員をご指名申し

上げます。 

それでは、議案第 16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農用地で農用地区内にある農地と説明。） 

 

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： 

本件につきましては、事前に私の方に相談がありまして現地を調査しましたところ、

既に物置等が建っていまして、全部是正していただき、農地に戻して今回改めて申請を

していきたいというものです。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

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。 

 

11番： 

農業用広場とはどういうことか。 

 

事務局： 

作業場所という意味です。 

 

議長： 

推進委員さんで何かございますか。 

 

議長： 

ないようでありますので採決をいたします。議案第 16号の 1件を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 16号の 1件については許可と決定しました。 

 

議長： 

次に、議案第 17号「農地法第 2条第 1項の規定による農地に該当するか否かの判断に

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、説明。） 

 

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： 

台帳上、「原野」や「山林」になっていて、一時は耕作していたということですが、現

時点では、現況が「山林」で台帳も「山林」であれば、非農地扱いにしていいのではな

いか。それを覆すだけのものがなければ農地扱いにするのは難しいのではないか。その



辺の考え方を示してほしい。それから、耕作放棄地の把握年月日が、平成 21 年 11 月 1

日で、現況確認日が平成 29 年 8 月 17 日で、8 年間役所で溜めていたのか。それと、こ

れは本人の申請に基づいて行っているのか。 

 

事務局： 

台帳が「山林」で耕作台帳に載っているものは、地域振興局に確認したところ、あく

までも耕作台帳に載っているものは地目が「山林」であっても「農地」であるという扱

いをしてきたので正式な手続きを踏んで非農地決定をしてくださいとの指導を受けてお

りますので、今回議案として出させていただきました。それと耕作放棄地の把握年月日

なんですが、かつて、平成 20 年とか 21 年に遊休農地の全筆調査を市内全域でやってお

ります。今回の場所は、その際に、明らかに「山林」なので、今後の調査は必要なしと

扱ってきた部分でございます。この決定についてですが、事務手続きとしまして市町村

長が農業委員会に判断を依頼するものでございます。農業委員会は、市町村長から依頼

を受けて「農地」に該当するか、否か総会の議決により判断するとなっています。 

 

3番： 

本人から申請してもらって、農業委員会で審査しなければいけないと思う。本人が知

らない中で進めるのはまずい。しかも平成 21年に把握しているのに何故今までやらなか

ったのか。 

 

事務局： 

この件については、事前に所有者に対して現地調査前に非農地判断に係る事前通知書

を送って、疑義があれば連絡してもらうようにしております。 

 

3番： 

通知というのは、本人の申請に対して出すならいいが、市役所から一方的に本人宛に

あなたの土地を非農地にしますという通知はおかしい。提案しますが、この件について

は、保留にして本人からの申請に基づいて審査するようにしてください。 

 

11番： 

農振法上はこの地域は何になっていますか。 

 

事務局： 

農振地域に入っている農地もあります。 

 

13番： 



農振地域の変更はどうするんですか。そしてそれは誰がやるんですか。 

 

説明員： 

農振地域の変更は、行政（市）で行います。それに関しては、農業委員会から非農地

の決定通知をいただいて農振除外ができることになっています。 

 

13番： 

非農地の決定区分の取扱いで耕作放棄地と遊休農地の区域区分の問題があると思う。

行政で農振除外が勝手にできるとすれば、遊休荒廃農地はゼロになる。そういうことで

これからやっていくのか。このやり方はおかしい。行政がやるんだったら 5 年ごとのあ

るいは総合的に農振地域の見直しをかけた時でないとできない。 

 

議長： 

暫時休憩します。 

 

（暫時休憩） 

 

議長： 

再開します。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 

3 番委員から 21 年に非農地として把握していたのに今頃何をやっているんだと。職務

怠慢ではないかとのご意見がございました。これにつきましては、本来であれば農地で

すので、農地として利用していただくのが筋でございます。ただちに遊休農地を非農地

決定せず、できるだけ農地として利用していただくような方向付けをしていく中で 8 年

が経過し、米子の水力発電の話もありましたので、今回非農地決定という形で農地から

外していくということになったわけでございます。もう一点、手続き的なものでござい

ますが、非農地決定については、このような形で市長からの依頼があって農業委員会で

決定をして非農地決定通知を所有者に送って所有者が地目変更登記をすることになりま

す。ただ、一方的に所有者が知らないところで進んでいってしまうというのは問題は若

干あるかもしれないことから、8 月 17 日に現地調査をしますということで所有者の方に

お知らせをしていまして、その後、非農地決定をいただきましたら、このような決定が

出ますので同意していただけますか。というような形で所有者に投げかけたいと思いま

す。同意いただいた所有者には非農地決定通知をお送りするようにしたいと思います。 

 

3番： 



手続きが逆では。決定しておいて同意をもらうというのは。もし農業委員会が決定し

て、本人が同意しなかったらどうするの？一般のルールに逆行していると言っている。

あくまでも本人からの申請に基づいて決定すればいいではないか。本人の申請がないの

に農業委員会が決定することがおかしい。だから保留でいい。 

 

議長： 

ほかに何かご意見ございますか。 

 

8番： 

平成 21 年に耕作放棄地を把握したものが 43 筆あるということなんですが、このほか

にも市役所で確認したものがあるのか、ないのかその辺のところを教えてほしい。       

それから、地目変更になれば固定資産税が安くなるんですけど、もっと早く対応してい

れば固定資産税が低くなったのにというクレームに発展する可能性もあるのかという懸

念があるんですが、その辺のところを教えてもらいたい。この非農地決定は、申請がな

ければやらなければやらなくてもいいのか。その点も併せて教えてほしい。 

 

事務局： 

耕作台帳と現況の整合を図るということから、非農地判断という制度ができたものと

思われます。何年以内に非農地決定しなければいけないという決まりはありません。た

だし、何もやらなければ相続してお子さんが管理するうえで不具合が生じてきてしまう

可能性があると思います。ある時点で区切りをつけていった方が本来はいいものではな

いかと思います。また、固定資産税の関係ですが、現況で課税しているはずですので変

わらないと理解しています。耕作放棄地を把握したものがこのほかにもあるのかという

ことですが、東地区は特に多いです。山の中の山林化した農地が特に多いです。しかも

農振の網がかかっているような所がけっこう多いです。今後、農振の見直しをする際に

ピックアップしながら非農地決定をしていかなくてはいけないと考えています。 

 

8番： 

法務局の台帳が地目が畑になっているのに市の課税台帳が現況山林で課税されている

か確認していただきたいと思います。 

 

議長： 

推進委員さんで何かありますか。 

 

16番： 

本来、利用調査というのは農業委員会で行い、荒廃農地の調査は農林課で行うことに



なっています。それを合同で行う。そのなかで、今回の米子の大部分の場所は農振地域

になっている。議題として提出する場合は、事務局の段階で、農林課と農業委員会で案

を出すことが必要だと思います。そのためにも地域の話し合いとか地域関係者の意向が

必要だと思います。それから、8年間そのままという関係ですが、非農地化するというこ

とは大変なことで、農振農用地の場合は、簡単に非農地証明は出ないというようなこと

があります。私は、8年という点は問題ないと思います。というのは、再生可能な農地と

再生困難な農地に分けるというのは、平成 26年 6月に規制改革ということで閣議決定さ

れています。ですからそれ以降に非農地決定という手続きがとられるようになってきた

ということです。 

 

8番： 

3番委員から保留にしたらどうかという提案でしたが、過去にこのような事例があって

農業委員会のなかで議決した事例がなくて今回が初めてなのでしょう。疑義を呈してい

るのであれば、県へ確認したうえで再度仕切り直して来月提案する等としていただき、

今回は保留にしてほしい。 

 

15番： 

3番委員の言うことももっともと思います。しかし、水力発電の事業が予定されていて、

急いでいる部分はあり、手続きを早くすることはできないものでしょうか。 

 

13番： 

法律的には、市からの要請に基づいて非農地決定はできるということだと思います。

実際にこの方々の顔ぶれを見ますと高齢化しておられたり、こちらに住んでいらっしゃ

らない方もいて個人で判断してくれとやりますとできないだろうという可能性がありま

す。所有者が自ら申請してできるものなら本来できているはずなんです。こういう状況

では、行政で一括してやらないと話が進まなくなっています。そして、ここに農振地区

が入っていますと 15番委員さんが言われた事業が滞ることがありますので、法的に問題

がなければ、ここで非農地決定をすべきと考えます。 

 

議長： 

ただいまいろいろなご意見が出されておりますが、ここで採決をしたいと思います。 

 議案第 17号の 1件について、保留とするに賛成の委員さんは挙手願います。 

 （賛成者挙手 8人挙手） 

 次に、農地に該当すると判断される委員さんは挙手願います。 

 （賛成者挙手 0人） 

 次に、農地には該当しないと判断される委員さんは挙手願います。 



 （賛成者挙手 5人） 

 ただいまの採決の結果、保留 8 人、農地に該当すると判断される委員さん 0 人、農地

には該当しないと判断される委員さん 5人、よって議案第 17号の 1件については保留と

することに決定しました。 

 

議長： 

次に、議案第 18 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 10 件を議題といたします。最初に、ナンバー1 から

ナンバー3 までの 3 件について審議いたします。この案件につきましては、会議規則第

11 条により、山岸和人委員には、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 18 号のナンバー1 からナンバー3 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 18 号のナンバー1 からナンバー3 までの 3 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4からナンバー9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。 

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 18 号のナンバー4 からナンバー9 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 18 号のナンバー4 からナンバー9 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10の 1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。 

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。ないようでありますので、採決いたし

ます。議案第 18 号のナンバー10 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 18 号のナンバー10 の 1 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 9 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 10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」5件について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。 

 

議長： 

推進委員さんで質疑意見はございませんか。 

 

18番： 

既に住宅分譲広告が出ていて現場も造成しているという実情がありながら、2ヶ月も遅

れて報告がされるというのはどういういきさつでこうなるんですか。 

 

事務局： 

工事がいつ始まったかというのは把握していませんが、今回の報告に関する申請につ

いては、8月上旬に申請されておりまして、今回月末の報告になりました。問題があれば

指導したいと思います。 

 

18番： 

宅地分譲は、県知事認可か市長認可のいずれかなんですね。農業委員会としては何の

権限もなくて報告事項ということなんでしょうか。 

 

事務局： 

都市計画法上は、広告は、開発許可が下りた時点で出せます。工事の方は、農地法上

は、届出さえすれば着手可能です。本件については、問題ないと判断しております。 

 

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 8月総会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 
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