
須坂市農業委員会 平成 29年 9 月総会 議事録 

 

日時 平成 29年 9月 28日（木曜日）午後 3時 00分～午後 5時 10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（7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 21番 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 19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 20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変動を伴わない転用許可申請→知事

許可） 

議案第 21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 22 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） 

議案第 23号 非農地決定について 



報告第 11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 12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 9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。先の台風 18号によりまして、当市におきましてもりんごが落下

した被害がございました。そんななかで、仮ですけれども農作物の被害総額は、496万円

と公表されております。被害に遭われた農家の皆様には、お見舞いを申し上げます。さ

て、いよいよ実りの秋を迎えまして収穫作業等でお忙しいなかを 9月総会にご参集をい

ただきまして大変ありがとうございます。また、本日は 1時から農振除外申請の事前審

議会でお疲れのところ引き続いて 9月総会となりますが、議事がスムーズに進行できま

すよう何分のご協力をお願い申し上げまして、さっそくですが、9月総会に入らせていた

だきます。 

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 長野衛委員、6番 谷口フサ子 委員をご指名申し上げます。 

それでは、議案第 19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 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。 

 

9番： 

この地区の担当ですが、特にありません。 



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。 

 

議長： 

ないようでありますので、推進委員さんで何かございますか。 

 

16番： 

経営面積ですが、畑 8反分と田 6反分ですが、昨年 11月に議案で出た時のこの法人      

の経営面積が、25町歩だったんですが、その違いはどうなっているのか。 

 

事務局： 

他市町村の経営面積については耕作証明書をいただいているんですけれども、ミスズ

ライフさんは全国で 5、6市町村で経営しているところ、2市町村からしか出てきません

でした。耕作証明で確認がとれたのが、今回の約 9町歩ぐらいだったのでその分だけを

議案として作成しました。実際には 30町歩程度経営しており、関係するすべての農業委

員会に確認したところ、荒れている農地はないとのことでした。 

 

16番： 

構成員の従事状況で、3人で 12ヶ月従事と記載されているところと 278日と記載され

ているところがあるが、本来は一致しなければいけないと思うがどうなのか。 

 

事務局： 

お聞きした限りでは、12ヶ月のうちで少しあいている期間があるとお聞きしていまし

て、そして 5ページの方は月単位で書くようになっていまして 6ページの方は日数を書

くようになっていまして、そこでずれが生じてしまったものと思います。 

 

16番： 

昨年の 11月に農地を取得していて、その農地は野菜等の作付け等がされていなく、放

置されているが、その辺の指導をしていただきたい。 

 

事務局： 

その旨、私から申請者へ話をさせていただきましたら、工場を稼働したばかりで手が

回っていなくて申し訳ない、ご勘弁ください、とのことでした。これからも引き続き目

を光らせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 



議長： 

ほかにないようでありますので採決をいたします。議案第 19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 19号の 1件については許可と決定しました。 

次に、議案第 20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、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。 

 

1番： 

ナンバー2の案件についてですが、現場を見て申請人からも話を聞いてきましたが何ら

問題がないと思います。 

 

議長： 

ほかに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。推進委員さんで何かございますか。ないようでありますので採決をいたします。議

案第 20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 20号の 2件については意見可と決定しました。次

に、議案第 21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 4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。 

 

13番： 

ナンバー5の関係ですが、この土地は、湯っ蔵んどの前の土地で譲渡人は、相続でここ

へ住宅を建てられましたが、土地と住宅を売却し、現在はこちらにはいない状況です。

建てられた時は、きちんと見なくて車庫を建ててしまったと思いますが、今更農地とし

てやり直すことができないということで今回、このような議案になっていますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

議長： 

ないようですので、推進委員さんで何か補足説明がございますか。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。質疑意見はございませんか。推進委員さんで

何かございますか。ないようでありますので採決をいたします。議案第 21号の 4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 21号の 4件については意見可と決定しました。 

次に、議案第 22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 13件を議題といたします。 

最初に、ナンバー1からナンバー5までの 5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 18号のナンバー1からナンバー5までの 5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 22号のナンバー1からナンバー5までの 5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6からナンバー8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。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 22号のナンバー6からナンバー8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 22号のナンバー6からナンバー8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9からナンバー11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。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。 



 

7番： 

設定する利用権の期間が 2年 1ヶ月と短いのは何か理由があるんでしょうか。 

 

説明員： 

この案件は再設定で、貸付人は今まで 1年契約でして今回は延ばしたということです

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 22号のナンバー9からナンバー11

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 22号のナンバー9からナンバー11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、議案第 22号のナンバー12からナンバー

13までの 2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、採決をいたします。議 

案第 22号のナンバー12からナンバー13までの 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 22号のナンバー9からナンバー11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、議案第 23号「非農地決定について」審



議いたします。事務局の説明を願います。 

 

事務局： 

（議案に基づき朗読。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。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。 

 

13番： 

確認をお願いしたいのですが、農地・非農地判断同意書は法律上は必要ないというこ

とでよろしいんですよね。 

 

事務局： 

（農林水産省）経営局長からの通知によりますと必要ないということになります。た

だ、他市の状況をお聞きするなかで、農業者年金の支給停止処分の対象になったり、相

続税の納税猶予の対象地であったりした場合、地権者に不都合が生じてしまうので、念

のために同意書はいただいているということでございます。当市においても必要ないと

思いますが、念のためにいただいたということでございます。 

 

13番： 

この同意書をつけなければ、須坂市農業委員会では非農地決定ができないという前例

になってしまうと困る場所も農地パトロールのなかで出てきているので、この同意書は

今回限りということにしていただけるとありがたい。所有者が全くわからないという場

所が出てきていて、同意書をもらうことが難しいということがありますのでよろしくお

願したい。 

 

3番： 

須坂市全体で見直しをやって非農地決定する場合は、13番委員さんの言うとおりでい

いと思いますが、個々ごとに行う場合は地権者が知らないのに勝手に市の方で決定して

非農地にするというのは越権行為だと思いますので、個々案件は地権者からの同意をも

らって行うべきで、そうでないと課税だって変ってくるわけですよ。ですから申請に基

づいて行うべきと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

13番： 



参考資料の、第 2事務手続の 3に「農業委員会は、2の現況確認を行う前に、その土地

の所有者（賃借人等を含む。以下同じ。）に対し、別紙様式第 2号により、その土地が農

地に該当するか否かの判断を行うことを通知するものとする。」とありますので、地権者

が知らないということはないと思いますので、このとおりにやっていただきたいと思い

ます。 

 

事務局： 

今回については、市長からの依頼により非農地決定をしたいというものでございます。

今後は、農地パトロールでＢ判定した農地を一斉に非農地決定をしていくということを

考えていまして、今回の米子の関係については特例的ということでご理解いただければ

と思います。 

 

議長： 

推進委員さんで何かございますか。 

 

16番： 

全国で、所有者がわからなくて作業が進まないという事象が生じていて法律的にどう

していくかという問題がありますが、今回のような場合は、同意書は必要だと私は思い

ます。もう一点が、今回はなぜ市長からの依頼があったんですか。 

 

事務局： 

利用状況調査でＢ判定になった農地を非農地決定するには、農業委員会で、総会に諮

って決定します。この場合は市長の依頼は必要ありません。それ以外はお手元の参考資

料の平成 20年 4月 15日の農林水産省経営局長通知に基づいて行うことになり、市長か

らの依頼を受けて行ったということでございます。 

 

21番： 

Ｂ判定した農地をこれから適宜農地から外すという話がありましたが、たとえば、ま

わりが全部農地でそこだけ非農地にすることにより、不便な状況が生じることが考えら

れますが、その辺はどうなのでしょうか。 

 

事務局： 

そういった畑のど真ん中の農地は、非農地判断はしないことになると思います。 

 

事務局： 

前から、エリアを決めて山裾から非農地を決定していこうという話があります。たと



えば電気柵の外側で人が入らなくなった時などに行ったらどうかと。 

 

3番： 

非農地決定すると農地法は関係なくなってしまいます。雑種地なんですから。たとえ

ば、東地区でしたら都市計画区域外だから農振除外も関係もなくなって宅地開発でも何

でもやりたい放題になってしまいます。ですからその辺は、気をつけて判断してやって

もらうことが必要だと思います。 

 

11番： 

ここの非農地決定をなぜ急ぐのか。必要性を説明していただけますか。 

 

事務局： 

前回の総会で話をした記憶があるんですが、産学官連携で、水力発電施設を造りたい

という話がありました。山林ではありますが、農地法上の規制を受ける部分でございま

すので、現状では転用ができない場所で、ここで非農地決定をすれば農地法の網はかか

らなくなることからで議案として提出しました。計画では 10月末あたりから現地調査を

行いたいとのことです。 

 

11番： 

水力発電に反対するつもりはないんですが、そもそもこの非農地決定の基準は、その

ために設けられた制度ではない。農地法 4条あるいは 5条の許可が必要になる手続きを、

非農地決定をすれば無法地帯になって何の手続きもいらなくて開発ができる。やはりき

ちんと農振除外して転用をするべきだ。 

 

7番： 

今の関連で、きちんと説明したうえで、農業委員会に諮るべきと思います。 

 

事務局： 

今回の非農地決定については、市長からの依頼ということで、農業委員会はその依頼

を受けて審査させていただくということで議案として上程しました。 

 

13番： 

いろいろご意見はおありだと思うんですが、今更無断転用の話を持ち出すとなると、

杉を植えた時点で無断転用なんですよ。そこまで遡ってどうこうするということを果た

してできるんですか。 

 



11番： 

そういうことではないんです。この制度の運用が、そういうことでいいんですかとい

うことなんです。非農地決定をして農地法や農振法から除外をし何でもできるようにし

ておいて、そこに 1年あるいは半年たったら水力発電施設ができる。そういうことがわ

かっていながら農業委員会として認めていいのか。 

 

15番： 

現地の状況及びこれまでの経過について説明。 

 

3番： 

水力発電を実施する場所は農地転用して、それ以外、山の方は非農地決定するとか正

式な手続きをふんで筋を通した方がいい。 

 

事務局： 

この事業は国の補助金を受けて行うということで、この場所は農振地域でまず、農振

を外さなくてはいけない。農振除外は半年に 1回ということで補助金を流さなくてはな

らないことにもなりかねません。年内に何とかケリをつけさせてもらいたいとの事業者

からの依頼でした。そんなことで、非農地決定の審査をお願したところでございます。 

 

10番： 

水力発電というお話で、個別のケースとして、土地利用をどう考えるかということで、

現地をご覧になった皆さんの意見とかをお聞きしたうえで、判断した方がいいと私は思

います。非農地にできるのか、できないのかという一般論ではなくて、目的とかを踏ま

えて、今回のケースはＯＫにするとかという判断をしてもいいのではないかと思います。 

 

7番： 

今回、水力発電と関係ない場所も、非農地決定地の候補に上がっていますよね。水力

発電以外の場所については、非農地決定することには賛成できません。 

 

15番： 

補助金の関係もあるということで、水力発電に関係する場所だけは本日承認いただい

てそれ以外の場所については再度検討するということではいかがでしょうか。 

 

議長： 

暫時休憩します。 

 



（休憩） 

 

議長： 

再開します。では、提案された 43筆、38,150.36平方メートル全体について採決する

か、水力発電に必要な 7筆についてのみ採決するかのどちらにするか採決をしたいと思

います。 

 

事務局： 

水力発電に絡むのは、7番、12番、14番、18番、32番、33番、37番です。 

 

10番： 

現地を見られた方のご意見をお聞きしないと判断できないのですが。 

 

4番： 

（現場の状況説明） 

 

15番： 

（現場の状況について補足説明） 

 

議長： 

それでは、最初に全体を通して採決をするに賛成の委員さんは挙手願います。 

（賛成者挙手 賛成者 4人） 

次に、水力発電に必要な 7筆についてのみ採決するに賛成の委員さんは挙手願います。 

 （賛成者挙手 賛成者 8人） 

採決の結果、全体を通して採決をするに賛成の委員さんは 4人。水力発電に必要な 7

筆についてのみ採決するに賛成の委員さんは 8人。棄権 1人。よって水力発電に必要な 7

筆についてのみ採決することに決しました。 

採決の内容は、「農地として決定」、「非農地として決定」、「審議保留」の 3つについて

採決します。 

では、議案第 23号「非農地決定について」農地として決定するに賛成の委員さんは挙

手願います。（賛成者挙手 賛成者 1人） 

次に、非農地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 賛成者 11

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。（賛成者挙手 賛成

者 0人） 

 

議長： 



ただいまの採決の結果、農地と決定するに賛成の委員さん 1人、非農地と決定するに

賛成の委員さん 11人、棄権 1人という結果になりました。よって議案第 23号につきま

して、水力発電に必要な 7筆については非農地と決定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 11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」及び報告第 12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」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。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、以上で報告を終わります。       

これをもちまして 9月総会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 

 


