
須坂市農業委員会 平成 29 年 10月総会 議事録 

 

開催日時 平成 29年 10月 30日（月曜日） 午後 3時 30分～午後 4時 04分 

 

場所 須坂市役所 第 4委員会室  

 

出席者 

委員（13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、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 

 

欠席者 

委員 3番 中澤秀樹 

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 24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 25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 13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 14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 15 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 10月総会を開会いたします。本日の会議に

つきまして、中澤委員から欠席の連絡がございました。委員総数 14 人中、1 人の欠席が

ございますが、過半数を満たしておりますので、本日の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 21号によりまして、当市におきましては豪雨によって

千曲川が増水したということで千曲川河川敷地内が大変な浸水や樹園地が冠水しまして、

リンゴ等に大部被害が生じたわけですが、10月 25日現在、被害面積が約 11ヘクタール、

被害金額が 2,247 万円と発表されています。被害に遭われた農家の皆様には、お見舞い

申し上げたいと思います。 

さて、本日は農振協議会の委員さんにおかれましては、午後 1 時から現地調査を行い

ましてただ今まで農振除外の審議会を行っていただきまして大変ご苦労様でございまし

た。引き続いての 10月総会になりますが、よろしくお願いいたします。 

さっそくですが、10 月総会に入らせていただきます。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いたします。10 月提出分の 2 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。 

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1 4条の規定

により、7番 斎藤 稔 委員、8番 山岸 和人 委員をご指名申し上げます。 



それでは、議案第 24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。 

 

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： 

7 ページの地図の議案第 24 号 2 番というのは、その上の塗りつぶしてある所なのでし

ょうか。 

 

事務局： 

そのとおりです。 

 

11番： 

ナンバー1 の説明欄で、「現在のコンテナ置場にりんごのスマートフレッシュ処理施設

と処理後の保存のための冷蔵施設を建設する」とありますが、どんな処理施設なんです

か。 

 

事務局： 

スマートフレッシュ処理というのは、りんごとか野菜とかが熟す時にエチレンという

物質を出すそうなんです。それを抑えるための薬剤で燻蒸するような施設で、そうする

と日持ちがよくなるということだそうです。そのための冷蔵施設です。安全性には問題

ないそうです。 

 



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。 

 

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 24号の 4件を意見可と決定

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 24号の 4件については意見可と決定しました。 

 

議長： 

次に、議案第 25 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 9件を議題といたします。 

最初に、ナンバー1からナンバー2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、採決いたし

ます。 

議案第 25 号のナンバー1 からナンバー2 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 25 号のナンバー1 からナンバー2 までの 2 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3からナンバー8まで 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。 

 

7番： 

ナンバー5の借受人と貸付人の住所が同一ですが、親子なんでしょうか。 

 

説明員： 

そのとおりです。 

 

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。 

 

21番： 

8番で借受人が 83歳で貸付人が 71歳ですが、よろしいんですか。 

 

説明員： 

再設定で引き続きということになるんですが、借受人はご家族がいらっしゃいますの

で家族で農作業を行うということのようです。 



16番： 

今の件で借受人は 83歳ですが、良いぶどうを作って頑張っておられる方です。 

 

議長： 

ないようでありますので、採決いたします。議案第 25 号のナンバー3 からナンバー8

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 25 号のナンバー3 からナンバー8 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9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）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。 

 

議長： 

ないようでありますので、採決いたします。議案第 25号のナンバー9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 25 号のナンバー9 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 13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」報告件数 3件及び報告第 14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」報告件数 1 件並びに報告第 15 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」報告件数 2 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。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 10月総会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 


