
須坂市農業委員会 平成 30 年 4 月総会 議事録 

 

日時 平成 30年 4月 27日（金） 午後 3時 30分～午後 5時 05分 

 

場所 須坂市議会第 4委員会室 

 

出席者 

農業委員（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 

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 

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（2人） 

農業委員 12番 平野正 

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（3人） 

事務局長 勝山修吉、局長補佐兼農地係長 荻原一司、主査 増村穣亮 

須坂市説明員（2人） 

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 土屋大輔 

 

議事日程 

第 1 議事録署名委員の指名 

第 2 

 議案第 1 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 2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 3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 1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 2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 4月総会を開会いたします。 

本日の会議につきまして、平野委員から欠席の連絡がありましたが、委員総数の過半

数を満たしておりますので、会議の成立をご報告いたします。なお、市川推進委員から

欠席の連絡がありましたので申し添えます。  

それでは、須坂市農業委員会会議規則第 4条の規定により、「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、4 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。いよいよ平成

30年度も始まりました。本日の総会は、平成 30年度最初の総会となりますが、議事がス

ムーズに進行できますようご協力お願いします。  

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、6 番 谷口 フサ子 委員、7 番 斎藤 稔 委員をご

指名申し上げます。  

それでは、議案第 1 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、地区担当の農業委員さんで、補足説明がございましたらお願いいたします。  

ないようでありますので、推進委員さんで何か補足説明はありますか。  

ないようでありますので、これより質疑意見に入ります。農業委員さんで質疑意見は

ございませんか。  

では、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 1 号の 1 件について意見可と決

定するに賛成の農業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 1号の 1件については意見可と決定しました。  

次に、議案第 2 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 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、地区担当の農業委員さんで、補足説明がございましたらお願いいたします。  

 

8番 

ナンバー1の関係ですが、今、荻原補佐から説明がありましたが、1点水路の関係で雑

排水については流さないとのことでしたので補足させていただきます。また、4 月 18 日

に、私と 12 番委員と 19 番委員とで説明を聞きましたが、やむを得ないのではないかと

いう結論になるのが妥当ではないかと考えています。そして、ナンバー1とナンバー2を

分けて採決していただければと思います。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。 

 

19番 

シーズンオフの時にどういったものを販売するかということで、もともと小布施で栗

菓子を売っていらっしゃって、今度の申請地でも冷蔵庫を導入して加工品等を販売する

予定でかなりの自信があるとの説明をお聞きし、私は大丈夫ではないかと感じました。  

 

議長 

ほかにないようでありますので、これより質疑意見に入ります。農業委員さんで質疑

意見はございませんか。 

 

3番 

ナンバー1の件ですが、先ほど雑排水は流さないと説明がありましたが、雑排水は下水

道へつなぐなりするはずで流さないということはないと思いますが。 

 

8番 

用水路への排水はないということです。  

 



事務局 

下水道へ雑排水は流して、雨水は敷地内処理をします。 

 

7番 

ナンバー1の件で確認ですが、この場所はインター周辺開発計画の区域に入っているの

ですか。そして、ここを許可した場合に他の所でも何かやりたいということで虫食いに

なってインター周辺開発計画に影響は出ないのでしょうか。  

 

事務局 

この場所は、インター周辺開発計画に入っています。まちづくり課に確認をしたとこ

ろ、この部分は白地で、県の開発審査会にかかる案件になっていまして、農業委員会で

意見可であれば開発審査会でも許可できる状況と聞いているとのことです。  

また、虫食いになるかという点については、今の段階でどんな計画が上がってくるか

わかりませんので何とも言えませんが、インター周辺開発に向けて支障になるとはまち

づくり課では捉えていないとのことでした。 

 

7番 

本当に支障がないのか心配ですが。  

 

議長 

では、推進委員さんで何か質疑意見ございませんか。  

 

16番 

ナンバー1の件ですが、先月出されました事業計画について、登記簿を見れば去年の 6

月に所有権移転の仮登記がされているんです。それ自体は問題ありませんが、投機的な

ことを心配するわけです。それと組織の運営はどうなっているのかお聞きしたい。また、

資金計画は個人ということなんですが、その金額はいくらか教えていただきたい。  

 

事務局 

残高証明書が付いておりまして、ながの農協の小布施支所で発行されたもので建物等

については、1,300万円強で建築するとなっていまして、資金はそこに 600万円ほど余裕

があると記載されています。それと直売所の組織ですが、生産者組合を組織してそのな

かでアルバイトの方もいると思いますが、生産者の方が当番制で店舗に立って販売する

という形態です。現在では 12人の方が出店予定者で組合に入っていただく計画になって

います。  

 



16番 

組合組織で行う場合、法人とかの形の方がいいと思うのですが、この組合員の方は小

布施の方ですか。  

 

事務局 

法人化という話がありますが、現時点では個人での農地転用の申請になっています。

また、組合員さんは、市外の方は 2人で、あとは須坂市の方です。  

 

16番 

去年、地域未来投資促進法による国の同意を得たということで、まちづくり課の説明

を受けましたが、今回の申請地における計画が、インター周辺開発計画にどういった影

響があるか心配しています。また、今後地域の牽引事業が行われるわけですが、こうい

った個別の申請に対して慎重に考えていくべきだと思います。土地の投機目的等が心配

です。開発に関して、土地の問題では気をつけていかなくてはいけないと思いますので

農業委員さんには十分審議していただきたい。 

 

11番 

私の意見は、開発をしたい側の意見になると思いますが、今非常に貴重な意見をいた

だきました。影響は無いと言っているのですが、影響はあります。今回の案件を認めて

いくと、どんどん虫食いを認めていくことになるのですよ。ただ、開発主体より先に進

められてしまうため、強制力がないのです。やっては駄目だとは言えないのです。やむ

なしで認めざるを得ないのです。もう一点、長野須坂インター線沿いの一筆は沿道サー

ビスはできることになるので、これがどんどん進んでいくとインター周辺開発の計画を

変更せざるを得ない。既に市の方で地権者説明会も行われているので、個別のインター

周辺地区の開発については慎重であってほしいと思います。 

 

15番 

先ほど、直売所の中に冷蔵庫も設置して行うという説明がありましたが、この直売所

を立ち退きなさいということになると舗装までやりかえることになるじゃないですか。

やはり慎重に進めていったほうが良いのではないかと思います。 

 

3番 

先ほどの説明のなかで、組合員で販売すると言っていましたよね。あくまでも、譲受

人が土地を取得して直売所をやるのですよね。それが一点、また、農地転用では実現の

確実性があるかどうかが審査基準になってしまうので、道義的にはいろいろあろうかと

思いますが、申請がされて意見否や保留にするにはそれなりの理由がないとできないと



思うので、インター周辺開発計画があるから今回の申請を意見否や保留にすることはで

きないと思います。  

 

事務局 

販売については、組合方式にして行いますが、直売所の設置はあくまでも譲受人が行

います。  

 

18番 

説明欄にもありますが、小布施で農業・農産物加工・販売を行っているのですよね。

小布施でうまく商売にならないから、交通量の多い所に店を構えたい。そうすると現状

はどうなっているのかわかったら教えていただきたい。  

 

事務局 

小布施での現状については申請書の中では書いてありません。事業計画の中で 1997年

から小布施のハイウェイオアシスにおいて直売所を立ち上げて役員として運営してきて

20 年にわたって経営に携わってきた。その経験を活かして今回の申請地で直売所をやり

たいという申請でしたのでよろしくお願いします。 

 

8番 

小布施から撤退するという話は出ていないですよね。  

 

事務局 

出ていないです。  

 

19番 

この間話を聞いたなかでは小布施の直売所は好調だと言っていました。  

 

事務局 

議案の説明ですが、直売所はハイウェイオアシスでやってきた経験かあり、小布施町

で農業・農産物加工・販売というのはおそらく〇〇でのことだと推測します。  

 

16番 

今の話で、作った製品ということになれば、今回の申請地で直売をする意味が疑問に

思われてくる気がします。また、先ほど計画書の中に 12人の名前が上がっていていると

いうことですが、その名前を教えていただきたい。それと、法律上では許可せざるを得

ないと思われますが、市にとってどうなのかよく検討した方がいいと思います。  



 

事務局 

名前については個人情報になりますのでご勘弁いただきたいと思います。また、市の

計画との整合について申請者も地域の農業振興に協力していきたいとおっしゃっていま

すのでご理解をいただければと思います。  

 

8番 

私もインター周辺開発について、地元の生産者、地権者、農協の立場からも成功して

いただきたいと考えています。ただ、今回の申請を阻止する法律はないのですよ。申請

人曰く、今回の申請地は荒廃農地になっていて、そこを利用して直売所をやろうという

のになぜ反対になるのかわからない。これを認めていただければ隣にも荒廃農地があり、

そちらにも事業を広げていきたい。と述べていました。今回また保留等して申請人から

話を聞いてもおそらくこれ以上の内容は出てこないと思います。また、この間の話のな

かでは言えなかったのですが、売り上げの計画書のところに販売はするけれども農産物

の農薬については製造責任ということで関知しないと申請人が言われているのですが、

仮に残留農薬とか認可されていない農薬を使用した場合、ここの生産者一人の問題では

なく地域の問題になってしまいます。このことについては防除暦を出す等、事前に確認

して直売するようにしていただきたい。  

 

事務局 

残留農薬に関しての防除暦については、仮に今回の申請が許可になって許可書が県か

ら発行された際に農業委員会長名で意見を付して一緒にお渡しするようにしたいと思い

ます。  

 

10番 

私は今回の案件は慎重になるべきだと思います。それは、市の開発計画があるから今

回の申請になった感じがするのです。それと開発主体がどこなのかよくわからないし計

画自体がよくわかりません。虫食いによる開発の弊害を皆さん心配しているわけで、こ

れを認めていくとどんどん出てくる可能性がある。市の計画がはっきりするまでは、そ

れを見越した申請が出てくることになり、市の全体計画をしっかり出していかないとこ

ういった状態が続くことになると思います。  

 

事務局 

申請人が直売所を造って生産物は組合員さんが持ち寄って販売をします。それ以上の

ことはお答できずすみません。  

 



16番 

以前、旭ヶ丘の信号機のある交差点の東の所で県道拡幅という事になった時に農業用

倉庫を建てたいという申請があって、農業委員会として立ち退きがわかり切っているこ

とでまずいのではないかということで否決した事例がありました。今回の申請の案件と

は違いますが、須坂市としてインター周辺開発事業を行うというなかで農地の問題も関

係してくるので須坂市としての考えが必要だと思います。  

 

議長 

ご意見としてお聞きしておきます。  

ほかにないようでしたら、質疑意見も出尽しましたので、ナンバー1とナンバー2の採

決を別々に行った方がよろしいということでそのようにします。  

それでは、最初に議案第 2号のナンバー2を採決いたします。議案第 2号のナンバー2を

意見可と決定するに賛成の農業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2号のナンバー2については意見可と決定しました。  

次に、ナンバー1を採決いたします。議案第 2号のナンバー1について意見可と決定す

るに賛成の農業委員さんは挙手願います。 

 

（賛成者挙手） 8人  

 

次に、意見否と決定するに賛成の農業委員さんは挙手願います。  

 

（賛成者挙手） 1人  

 

次に、審議保留とするに賛成の農業委員さんは挙手願います。  

 

（賛成者挙手） 3人  

 

議長 

よって、議案第 2号のナンバー1については、意見可と決定いたしました。  

次に、議案第 3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 34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、地区担当の農業委員さんで、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。  

ないようでありますので、これより質疑意見に入ります。農業委員さんで質疑意見は

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 3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農業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 3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、議案第 3号のナンバー6からナンバー7までの 2件について審議いたします。な

お、この案件につきましては、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 8番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。

それでは、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、地区担当の農業委員さんで、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。  

ないようでありますので、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 3号のナンバー6からナンバー7ま

での 2件について決定とするに賛成の農業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 3号のナンバー6からナンバー7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、議案第 3 号のナンバー8 からナンバー18 までの 11 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、地区担当の農業委員さんで、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11の関係ですが、利用権設定の土地は耕作されていたご夫妻が亡くなられて、

ちょうど新規就農者がいらっしゃいましてその方にお願いして何とか借り受けてもらえ

るようになったものでございます。また、ナンバー12 につきまして、利用権設定する土

地は荒れておりまして、今回借受人が決まったということで議案として提出に至ったも

のですのでよろしくお願いいたします。  

 

3番 

ナンバー13 の件ですが、市の農地バンクへの登録があり、市から話がありまして借受

人が今まで借りていた農地を返還してしまったということで、水稲の機械があり水稲を

作る経験もあり、私があっせんし、話がまとまりました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。 

 

20番 

ナンバー17、ナンバー18 ですが、借受人が現在〇〇町の〇〇地籍で 2 反歩ほどリンゴ

を作っていまして、もっと栽培面積を増やしたいという相談を受けまして話がまとまっ

たもので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、これより質疑意見に入ります。農業委員さんで質疑

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。 

 

16番 

ナンバー17、ナンバー18ですが、借受人の経営面積がわかれば教えていただきたい。  

 

説明員 

 今回の取得の目的につきましては経営規模の拡大、現在耕作している面積は、リンゴ

が 4ヘクタール、そば、小麦が 13ヘクタールです。  

 

16番 

借受人には、今回借りる所は遊休農地解消ということでぜひやっていただきたいので

すが、今まで借りた所がけっこうそのままになっているという話も聞こえてくるので点

検したらどうかと思います。  

 

説明員 

 現場を確認したいと思います。  

 

16番 

よく確認していただきたいと思います。  

 

議長 

ないようでありますので、採決いたします。議案第 3 号のナンバー8 からナンバー18

までの 11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 3号のナンバー8からナンバー18までの 11件に

ついては、決定とすることに決しました。  

次に、議案第 3 号のナンバー19 からナンバー27 までの 9 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、地区担当の農業委員さんで、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。  

ないようでありますので、これより質疑意見に入ります。農業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、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 3号のナンバー19からナンバー27ま

での 9件について決定とするに賛成の農業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 3号のナンバー19からナンバー27までの 9件に

ついては、決定とすることに決しました。  

次に、議案第 3 号のナンバー28 からナンバー34 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、地区担当の農業委員さんで、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28 ですが、県の農業開発公社から譲り受けるということで、譲受人は農業後

継者でブドウを主体的に栽培しています。たまたま自分の家の畑の続きということで具

合がいいということで私があっせんいたしましてまとまりました。また、ナンバー33 で

すが、譲渡し人が農業をやっていけないということで誰か買ってくれる人がいたらお願

いしたいと市の方に話があり、その後、私に話がきてまとまりましたのでよろしくお願

いいたします。  

 



議長 

推進委員さんで何か補足説明がございますか。 ないようでありますので、これより質

疑意見に入ります。農業委員さんで質疑意見はございませんか。  

 

11番 

ナンバー32 ですが、2,776 平米で 4,000 円ですが、両者合意したと言えばそれまでで

すが。  

 

議長 

譲渡人が農業ができないということで譲受人がまだブドウ等を栽培したいということ

で両者は親戚なもので両者の間で決まった金額ということです。  

 

議長 

推進委員さんで何か質疑意見ございませんか。ないようでありますので採決いたしま

す。議案第 3号のナンバー28からナンバー34までの 7件について決定とするに賛成の農

業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 3号のナンバー28からナンバー34までの 7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。報告第 1 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 2 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。 

 

6番 

報告第 1 号ですが、農地に太陽光発電は設置できないと聞いたのですがよろしいでし

ょうか。  



 

事務局 

報告第 1 号の場所は市街化区域の農地ですので転用は届出のみで可能で、市街化調整

区域につきましては、農振農用地とか第 1 種農地とかであれば太陽光発電は原則設置が

認められませんが、第 2 種農地、第 3 種農地につきましては条件が整っていれば場合に

よっては設置可能ということになります。  

 

議長 

ほかに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、4月総会を閉会といたします。大変ご苦労様でした。 


