
須坂市農業委員会 平成 30年 5月総会 議事録 

 

日時 平成 30年 5月 31日（木） 午後 3時 00分～午後 4時 01分 

 

場所 須坂市議会第 4委員会室 

 

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 

 

欠席者 

なし 

 

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 4 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 5 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 6 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 7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 3 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 5 月総会を開会いたします。本日の会議に

つきまして、農業委員総数 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 

今年は大変陽気が良くて農作物も大分生育がすすんでおります。農作業も猫の手も借

りたいほどお忙しいなかを 5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、総会に入らせていただきますが 5 月提出分の 4 議案につきまして慎重審議を

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、8番 山岸 和人 委員、9番 中村 嘉博 委員をご指名申し上げます。 

それでは、議案第 4 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。 

 

11番 

譲渡人については、〇〇に勤めていてこの農地ですが入口が無い農地で隣接の土地を

借りて入っている状況です。〇〇ぐらい耕作していない状況でした。譲受人は今回この

農地を買って農業を行うということですのでよろしくお願いいたします。 

 

議長 

次に、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 4 号の 1 件について許可と決定

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 4号の 1件については許可と決定しました。 

次に、議案第 5 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。推

進委員さんで何か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。 

では、推進委員さんで何か質疑意見ございませんか。 

 

16番 

3年間の試験結果の記録はありますか。それとその試験が申請人の試験なのか。それと

もパネルの会社の試験なのか教えていただきたい。 

 

事務局 

営農型太陽光発電につきましては、毎年作物の収量とか品質に問題がないか等につい

て報告をいただいております。パネルの耐久性とかの報告ではなくてあくまでも農作物

についての出来とか収量等について報告いただいております。 

 

16番 

営農型太陽光発電については、毎年収量とかの報告がされているということでいいで

すか。 

 

事務局 

そのとおりで 2割以上の収量の減とかはありませんでした。 



 

議長 

ほかにないようですので採決いたします。議案第 5 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 5号の 1件については意見可と決定しました。 

次に、議案第 6 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。推

進委員さんで何か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。 

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

議案第 6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 6号の 1件については意見可と決定しました。 

次に、議案第 7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 33件を議題といたします。 

最初に、ナンバー1からナンバー8までの 8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 

（まず、ナンバー33について譲受人から取り下げの申し出があり申請件数が 32件にな

ることを説明し、その後、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。 

 

17番 

ナンバー1からナンバー4までの関係ですが利用権設定をする土地は豊丘めん羊の会で

借りていた農地でこれが返されました。そして、ナンバー2の貸付人は一人暮らしで農業

ができないということで貸し借りを進めさせていただきました。現在この農地はすすき

と切り株になっている状態です。ナンバー5ですが、これは 3月に中間管理事業で決定さ

せていただき進めていたのですが、書類が間に合わなくて残ってしまった場所です。よ

ろしくお願いいたします。  

 

議長 

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。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 7号のナンバー1からナンバー8までの 8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 7号のナンバー1からナンバー8までの 8件につ

いては、決定とすることに決しました。 

次に、議案第 7号のナンバー9の 1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 3番中澤秀樹委員

の退席をお願いします。なお、議決後は着席を認めます。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。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 7

号のナンバー9の 1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 7 号の 1 件については、決定とすることに決し

ました。それでは、中澤秀樹委員の着席を認めます。 

次に、議案第 7号のナンバー10からナンバー19までの 10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。 

 

15番 

ナンバー17 で新規設定となっていますが、1 年ごとの契約で昨年までは野菜というこ

とでしたが、今年はハウスを作って、きのこの栽培をしたいということですのでよろし

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。 

 

8番 

借賃の関係で 10アールいくらという書式ですが、そのほかに全体でいくらというのも

あるのですが、何か決め事はあるんですか。 

 

説明員 

申請をいただく際の利用権設定の利用計画書が 10アール当りいくらという書式になっ

ていましてそれをそのまま使っています。面積をかけると妙な端数が出てしまうため、

このような使い方をさせていただいております。 



 

議長 

推進委員さんで質疑意見はございませんか。 

 

18番 

ナンバー10とナンバー19は借賃が未記入ですがどういうことですか。 

 

説明員 

ナンバー10とナンバー19は、利用権の種類が使用貸借権のため借賃が生じませんので

未記入になっています。 

 

議長 

ほかにないようでありますので、採決いたします。議案第 7 号のナンバー10 からナン

バー19までの 10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 7 号のナンバー10 からナンバー19 までの 10 件

については、決定とすることに決しました。 

次に、議案第 7号のナンバー20からナンバー30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。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。 

 

18番 

内容項目で「水稲」、「稲」、「米」とあるのですが何か意味するところがあるのですか。 

 



説明員 

今回の内容項目は基本的には水稲で、この表現につきましては、ご本人の申請の表現

をそのまま使用しています。 

 

18番 

稲の場合は、飼料用の物もあって、米はいわゆる水稲というふうに使い分けているの

か。 

 

説明員 

米は食べるコメでいわゆる水稲ということで、稲はもしかしたら飼料用という可能性

もあるということですが、今回現地を確認したところ食べるコメということでよろしく

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いたします。議案第 7 号のナンバー20 からナンバ

ー30までの 11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 7 号のナンバー20 からナンバー30 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 7号のナンバー31 からナンバー32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。 

 

1番 

ナンバー31 ですが、譲渡人が譲受人の横の畑で野菜を作っていて、もう耕作しないと

いうことで、所有権移転をするというもので、譲受人は〇〇と〇〇とも一緒に農業して

いて何ら問題ありません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。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 7 号のナンバ

ー31からナンバー32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 7号のナンバー31からナンバー32までの 2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 3 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件につい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 

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、5月総会を閉

会といたします。大変ご苦労様でした。 

 

 

須坂市農業委員会会議規則第 14条第 2項の規定により署名する。 

平成 30年 月 日 

 

議 長 

   

署名委員 

 

 

署名委員 


