
須坂市農業委員会 平成 30年 6月総会 議事録 

 

日時 平成 30年 6月 26日（火） 午後 3時 00分～午後 3時 51分 

 

場所 須坂市議会第 4委員会室 

 

出席者 

農業委員（12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、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（5人） 

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（4人） 

農業委員 2番 茂木 都、12番 平野 正 

農地利用最適化推進委員 15番 竹前清孝、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（3人）   

産業振興部農林課長 宮下将之、課長補佐兼農政係長 田中雅明、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 8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 9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 10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 11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 4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 5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

用集積計画の訂正について 

 

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６月総会を開会いたします。本日の会議に

つきまして、茂木委員から欠席の連絡がありましたが、農業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、竹前推進委員及び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： 

どうもご苦労様です。このところ陽気が暑かったり寒くなったりして農作物の管理も

大変なことだと思います。本日は農作業の大変お忙しいなか６月総会にご参集いただき

ましてありがとうございます。それではさっそくですが、６月総会に入らせていただき

ます。６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、10番 宮尾哲雄委員、11番 春原

博委員をご指名申し上げます。 

それでは、議案第８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。     

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８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８号の１件については許可と決定しました。 

次に、議案第９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： 

昭和 62 年に改装・増築して誤りがあったということで整合を図るというのはいいん

ですが、申請人に対して口頭でもいいから注意しておいていただきたい。 

 

事務局： 

申請書には、本人から顛末書をいただいています。 

 

議長： 

ほかにないようですので採決いたします。議案第９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９号の１件については意見可と決定しました。 



次に、議案第 10 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 10 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 10号の１件については意見可と決定しました。 

次に、議案第 11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 21件を議題といたします。 

最初に、№１から№4までの４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。 

 

議長： 

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 11 号の№１から№4 までの４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 11 号の№１から№4 までの４件については、

決定とすることに決しました。 

次に、議案第 11 号の№5 から№12 までの８件について審議いたします。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。 

 

３番： 

№8 の関係ですが、借受人は認定農業者で専業農家です。来年から長果 11 をある程

度大きな面積で行うという事が決まりましたので土地がないかということで私がなか

に入りまして契約ができたというものです。よろしくお願いいたします。 

 

４番： 

№10 の関係で、貸付人は高齢で、夫婦で農業をやっていらっしゃたんですが、土地

を貸したいという意向をお持ちです。今回の利用権設定する土地は寺久保なんですが、

イノシシや猿に荒らされてしまうということでどうかなあとも思いましたが、借受人が

見つかったということです。よろしくお願いいたします。 

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。 

 

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 11 号の№5 から№12 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 11 号の№5 から№12 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 11号の№13から№16までの４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 11号の№13から№16までの４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 11 号の№13 から№16 までの４件については、

決定とすることに決しました。 

次に、議案第 11号の№17の１件について審議いたします。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 条の規定に準じ、勝山修吉事務局長には退席をお願い

します。なお、議決後は着席を認めます。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 11号の№17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 11号の№17の１件については、決定とするこ

とに決しました。 

勝山修吉事務局長の着席を認めます。 

次に、議案第 11号の№18から№20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。 

 

８番： 

№18 から№20 の関係ですが、去年、会長と農林課の職員と一緒に助成金対象という

ことで現地を確認しました。見ましたらそばは植わっているが管理がされていなく、そ

ばなのか草なのかわからない状況でした。これは助成金が返納になったものでしょうか。

今回再設定ということなので助成金対象ではないと思われますが、その後、借受人は荒

廃農地とかを借受けていますが農林課の方から適正な管理に努めるよう指導いただき

たい。 

 

説明員： 

当該農地は助成金を返納していただきましたが、現在、麦が植わっていまして、草な

のか麦なのかという部分がありまして、ご本人にはしっかり管理するよう伝えるつもり



です。 

 

７番： 

借受人は、毎回のように申請が出てきますが、現状ではどのくらい借りているんです

か。栽培面でいくとそばであれば最低４キログラムは作ってほしいし、麦でいけば 400

キログラムは採れるものなのでその辺も指導していただければと思います。 

 

説明員： 

リンゴで４ヘクタール、そば、小麦で 16 ヘクタール借りていまして、大型機械を使

って耕作されていますが、あまり優良という感じではない状況です。 

 

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 11号の№18から№20までの３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 11 号の№18 から№20 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 11号の№21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）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： 

この土地につきましては、農地バンクに登録があったということで、市の方から私      

に連絡があり、新規就農者でブドウを作りたいという話がありましたので、新規就農者

を現地に案内をし、農業開発公社の方へあっせんもしました。また、ブドウ棚を造りた

いという関係も農協とも連携を図りながら段取りもしていますので許可をしていただ

くよう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。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すか。ないようでありますので採決いたします。議案第 11 号の

№21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 11号の№21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。 

報告第４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６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。 

 

８番： 

№1 と№2 で遺跡が出てくる可能性があるかどうかということを生涯学習スポーツ課

と連携をとっているんですか。 

 

事務局： 

基本的には開発行為の関係で協議書が業者から提出されます。そのなかで各課が意見

を付す形になっています。 

 

８番： 

全部が全部試掘するのではなく、遺跡がありそうと思われる所を試掘してくれという

ことで農業委員会は関知していないということですよね。 

 

 



事務局： 

そこまでは把握していないです。 

 

８番： 

遺跡に関しては生涯学習スポーツ課の範中ということでよろしいでしょうか。 

 

事務局： 

おっしゃるとおりでございます。ただ、生涯学習スポーツ課からも申請について教え

てほしいと言われていますのでできるだけお伝えするようにしたいと思います。 

 

議長： 

ほかにないようですので、次に報告第５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訂正について」報告件数１件について事務局から説

明願います。 

 

説明員： 

（議案に基づき朗読。説明） 

 

議長： 

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、６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 


