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19番 神林秀明、20番 豊田耕一 

 

欠席者 

農地利用最適化推進委員 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 26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 27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 28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 29 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 16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 17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 18 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 11 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： 

11月も月末になりまして、寒さも厳しくなります。そういったなかで 11月総会にご

参集いただきまして大変ありがとうございます。なお、農業後継者対策部会の委員さん

には、本日午後 2時から会議を開いていただいて、そのあと引き続いての総会となりま

すが、よろしくお願いいたします。 

さっそくですが 11月総会に入らせていただきます。11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いたします。 

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、9番 中村 嘉博 委員、10番 宮尾 哲雄 委員をご指名申し上げます。 

それでは、議案第 26 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 件の内、まずナンバー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。 

 

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。 

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： 

ナンバー2の譲受人の営農計画と今までから現在までの土地の所在について教えてい

ただきたい。 

 

事務局： 

（営農計画について説明） 

 

11番： 

ナンバー1、ナンバー3 と比較すると売買価格がかなり高いのですが、なぜこんなに

高いのですか。 

 

事務局： 

現場を確認しましたら、ぶどう棚があり、ぶどうの木がそのまま使える状態でしたの

で、今回の金額になってもおかしくはないのではないかと思いました。 



 

11番： 

ぶどうの種類は何でしたか。 

 

事務局： 

種類までは確認してありませんが、現場を確認した際に「モデル地区」の看板が立っ

ていましたのでお金を投資した土地なのかもしれません。 

 

3番： 

ナンバー2ですが、譲受人は須坂に土地があるのですか。また、譲受人の労力が 4／4

ですが、44アールで今の経営状況はどのような状況なのですか。 

 

事務局： 

須坂に土地はありません。譲受人は会社員で、家族全員でぶどう栽培をしているとお

聞きしています。農業用設備の設置場所等については、聞き取りをしていません。 

 

3番： 

譲受人が会社員だとすれば、4／4ではないのではないか。 

 

事務局： 

確認したところ、譲受人は朝晩農作業をしているということでした。農業従事日数が

年間 150日を超えていれば、労力と判断しています。 

 

3番： 

自分としては、専業で農業している人数を労力としてカウントすると解釈していたが。 

 

事務局： 

農業従事日数が年間 150日を超えていれば、労力とみなしています。 

 

12番： 

農業に従事している時間は関係ないのですね。 



 

事務局： 

法的には日数でカウントすることになっており、時間は関係ありません。 

 

議長： 

農機具置き場について確認するため暫時休憩とします。 

 

（暫時休憩） 

 

議長： 

議事を再開します。 

 

事務局： 

（農機具置き場について説明） 

 

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 26 号のナンバー1 からナ

ンバー2までの 2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 26号のナンバー1からナンバー2までの 2件につ

いては許可と決定しました。 

次に、議案第 26 号のナンバー3 について審議いたします。この案件については、須

坂市農業委員会会議規則第 11条の規定により、議席番号 20番 豊田耕一委員の退席を

お願いします。 

なお、議決後は着席を認めます。では、事務局説明願います。 

 

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。 

 

議長： 

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： 

推進委員さんで何かございませんか。 

 

議長： 

ないようでありますので、採決いたします。 

議案第 26号のナンバー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。

挙手全員であります。よって議案第 26 号のナンバー3 については許可と決定しまし

た。 

それでは、豊田耕一委員の着席を認めます。次に、議案第 27 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件について審議いたし

ます。事務局説明願います。 

 

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いたします。 

議案第 27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。 

挙手全員であります。よって議案第 27号の 1件については意見可と決定しました。 

次に、議案第 28 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件について審議いたします。 



事務局説明願います。 

 

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いたします。議案第 28 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。 

挙手全員であります。よって議案第 28号の 1件については意見可と決定しました。 

次に、議案第 29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7 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。 

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： 

ナンバー2の借受人ですが、新規就農者なのか、今年農業を始められたのかどうか教



えていただきたい。 

 

5番： 

私の方から説明いたします。この借受人はＩターンで来られた方で、今、坂田に里親

が居まして今年 2年目です。今回独立するということで申請されました。 

 

1番： 

畑灌のある農地を借りた場合、その費用は誰が払うのか教えていただきたい。 

 

説明員： 

今回の場合は貸付人が払うようになっています。基本は貸付人と借受人の話し合いで

決まると思います。 

 

7番： 

ナンバー7の借受人はアパートにお住まいのようですがどういう方なのですか。 

 

説明員： 

この方は新規就農者で、就農して 5年目になります。通いで農業を行っています。 

 

3番： 

補足します。 

ナンバー7の借受人は、野辺に里親が居まして野辺で畑をたくさん借りて本格的に農

業を行っています。 

ナンバー1は新規就農者に貸し付けるために長野県農業開発公社が借受けるのですか。 

 

説明員： 

そのとおりです。貸付先としては、小河原の里親さんに貸付けをして、里親さんのも

とで研修されている方のために将来的には引き継ぎたいという計画だと聞いています。 

 

3番： 

長野県農業開発公社が行うのであれば、土地代は土地代として計上するように行政指



導として長野県農業開発公社に教えておいてください。 

 

説明員： 

わかりました。 

 

議長： 

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 29号のナンバー1からナンバー7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 29号のナンバー1からナンバー7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8からナンバー14まで 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。 

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8 の借受人は現在 72 歳で、8 年の利用権設定ですと 80 歳になりますが、大

丈夫なんでしょうか。 

 

説明員： 

意欲的で頑張っておられる方と聞いていますので大丈夫だと思います。 

 

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 29 号のナンバー8 からナンバー

14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 29 号のナンバー8 からナンバー14 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15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。 

ないようでありますので、採決いたします。 

議案第 29号のナンバー15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 29号のナンバー15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 16 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 1 件及び報告第 17 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 3 件並びに報告第 18 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 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 18号の部分は農振農用地区域で畑灌も入っていると思いますが、届出の場合、

日滝原土地改良区の同意は得ているのでしょうか。 

 

事務局： 

同意をいただいております。 

 

3番： 

報告第 18 号では取扱い上、農業用施設用地ということで農地になっていると思いま



すが、日滝原土地改良区の方は除外という手続きになっているんでしょうか。 

 

事務局： 

除外ということになっていると思います。意見書という形で書類がついていましたの

で転用案件と同じように除外ということで解釈しています。 

 

議長： 

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 11月総会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 

 


