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須坂市農業委員会 平成 30年７月総会 議事録 

 

１ 招集 平成 30年 7月 31日(火) 午後３時 00分 

 

２ 開会 平成 30年 7月 31日(火) 午後３時 00分 

 

３ 閉会 平成 30年 7月 31日(火) 午後４時 53分 

 

４ 場所 須坂市議会第４委員会室 

 

５ 出席した農業委員（14人）  

出席した農地利用最適化推進委員（7人）   

会長 14番 神林利彦 農業委員 ６番 谷口ﾌｻ子 推進委員 15番 竹前清孝 

会長職務代理 13番 田中郁男 〃 ７番 斎藤 稔 〃 16番 小林郁雄 

農業委員 

〃 

１番 

２番   

坂本正雄 

茂木 都    

〃 

〃 

８番 

９番      

山岸和人 

中村嘉博  

〃 

〃 

17番 

18番   

市川和志 

小林英次 

〃 ３番 中澤秀樹 〃 10番 宮尾哲雄 〃 19番 神林秀明 

〃 ４番 小林 昇 〃 11番 春原 博 〃 20番 豊田耕一 

〃 ５番 長野 衛 〃 12番 平野 正 〃 21番    依田浩明 

         

６ 欠席した農業委員 なし 

  欠席した農地利用最適化推進委員 なし 

 

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

第２  議案第 12 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 13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 14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 15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６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） 

 

８ 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 増村穣亮 

 

９ 須坂市説明員   

産業振興部農林課長補佐兼農政係長 田中雅明  農政係主査 土屋大輔 

          

10 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７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 
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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     どうもお暑いなかご苦労様です。このところ連日猛暑によってうなるような暑さでし

たが土日にかけまして台風 12 号の影響で若干雨が降りまして恵みの雨かなとも思いま

した。この猛暑と少雨で野菜、果樹の生育に影響が出始めているとお聞きしています。

収穫もだいぶ心配されるわけですが、農作物の管理に十分注意していただきたいと思い

ます。本日は大変農作業のお忙しいなか、７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、７月総会に入らせていただきます。７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、12番 平野 正委員、13番 田中

郁男委員をご指名申し上げます。 

       それでは、議案第 12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 12 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 12号の１件については許可と決定しました。 

     次に、議案第 13 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。 

議長     ないようですので採決いたします。議案第 13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 13号の１件については意見可と決定しました。 

     次に、議案第 14 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３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。 

７番     №2の関係ですが、単純に 15,000平米ぐらいの建物を建てることになりますが、どん

な材料を使って何を作るのか具体的にわかったら教えてください。それと量はどれくら

いを目標にしているのか。原材料は主な品目でどんなものを仕入れるのか教えてくださ

い。 
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事務局    乾燥ケールの生産 年間 125 トン、乾燥きのこ 年間 50 トン、乾燥野沢菜 年間 85

トン、乾燥ミツバ 年間 20トン、乾燥穀物（雑炊用） 年間 15トン、乾燥ホウレンソ

ウ 年間 50 トン、乾燥リンゴ 年間 60 トン、乾燥ネギ 年間 10 トン、乾燥ニンジン 

年間５トンでございます。原材料は、須坂市産の農産物は 50パーセント以上確保する。

近隣市町村産は 20 パーセント確保することとし、70 パーセントは須坂市及び近隣市町

村の農産物を使って加工したいということでございます。 

３番     №2 の関係で、登記名義人〇〇の譲渡人の欄に複数の名前がありますが、それぞれ持

ち分はどのくらいですか。 

事務局    持ち分についてはまだ、決まってはいないと思われます。分割協議書が貼付されてい

ないものですからとりあえず相続人ということで名を連ね、その後分割協議書を付けて

相続登記をするものと思います。 

３番     この件は所有権移転で売買ですよね。農地法第５条の許可書を県知事からもらってそ

れに基づいて所有権移転登記するわけですよね。これで登記できますか。 

事務局    まずは相続登記をしないと所有権移転はできません。 

３番     相続登記してない状態で県知事から許可書をもらっても変わってしまったらどうする

んですか。持ち分等がはっきりしないものは相続登記はできないはずで、この段階で議

案として審査すること自体おかしいと思います。 

事務局    №2 について今３番委員からご指摘あった点もありますので、わたしどもも確認する

という意味で採決は別にさせていただきたいと思います。 

議長     今、事務局から説明ありましたとおり№2 については別途決議するということにさせ

ていただきたいと思いますが、ほかに農業委員さんで質疑意見ありますか。 

10番     №2の関係で金額が記入されていないのですが教えてもらえますか。 

事務局    転用の場合は、金額は審査事項でないので入れていません。 

議長     推進委員さんで質疑意見はありますか。 

21番     №1の関係で、１種農地となっていますが地図を見るとまわりが住宅でなぜ１種農地

となるのか教えていただきたい。 

事務局    もう少し広範囲の地図であればわかるのですが、申請箇所の東の方へ農地が広がって

いまして１種農地と判断させていただきました。 

17番     №2の関係で、原材料の７割を須坂市及び近隣市町村で確保するということで大変あ

りがたいのですが、それをもって本来工場の造れない今回の申請地に造るということで

すか。 

事務局    今回の申請地は、農畜産物処理加工施設ということでの転用ということになります。 

17番     原材料の７割を須坂市及び近隣市町村で確保するという件ですが、農振協議会の時の

資料ではケールは豊丘の方のみが生産するとなっています。本来だったら農産物の加工

施設や保管場所は畑の隣に造りたいと思いますがなぜ今回井上なのでしょうか。 

事務局    米持工場との連携も必要だということで候補地になり、かつ保管庫については出荷に

便利な方が良いということで井上であればインターチェンジの近くにあって出荷しや

すいということから井上地区が選ばれたということだと思います。 

17番     ケールは乾燥するとすごく小さくなってしまう。生産でかさばる場所に保管庫を造る

のが筋ではないか。豊丘の契約農家の方は春の野沢菜からケールを栽培して秋の野沢菜

というとすごい契約期間ですよね。その契約農家のことを考えていない計画なのではな

いか。このようなことで原材料の５割を須坂市で確保できるんですか。 

      契約農家の方は大変高齢な方もいらっしゃいます。その方が軽トラックにケールを積ん

で運ぶ。燃料代もかかります。すごく手間もかかります。私の提案は無料の集荷システ

ムを導入していただきたい。 

事務局    無料の集荷システムということですが、申請者に確認しないと何とも言えません。 

17番     ぜひ確認していただきたいと思います。 

16番     申請書に土地の取得費というものがあると思います。それは公表できるのではないで

すか。 

事務局    申請書にはたしかに記載がありますが、プライバシー保護の関係で公表できないと判
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断しています。 

10番     市の職員は知っていても農業委員には教えないというのはおかしい。 

事務局    土地の取得費は審査事項ではありませんから公表できません。 

16番     プライバシーとか個人情報とかの関係もあるとは思いますが、みんなにわかりやすく

説明していただきたいと思います。 

10 番     原材料の７割を須坂市及び近隣市町村で確保するというのは誰がどのように検証す

るんですか。 

事務局    おそらく検証というのはないと思います。 

３番     今の件は、開発行為の方で原材料の７割以上の原材料を須坂市及び近隣市町村で確保

すれば農畜産物処理加工施設と認定するという事だから農業委員会に権限はないんで

すよ。長野地域振興局の建築課で審査することなんですよ。 

議長     ここで採決を行いたいと思いますが、№2の関係は別に採決したいと思います。 

       それでは、議案第 14号の№1と№3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 14号の№1及び№3については意見可と決定しま

した。 

       次に、議案第 14号の№2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 ３人） 

       次に、意見否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 ０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 10人） 

議長     議案第 14号の№2については審議保留とすることに決しました。 

議長     次に、議案第 15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 13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。 

７番     №2から№4の予定借受人について約 70アールほど借りる予定となっていますが、ど

んな方なんですか。 

説明員    新規就農者でワインブドウを栽培されていらっしゃる方です。 

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。 

     ないようでありますので、採決いたします。議案第 15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 15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 15号の№5から№9までの５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。 
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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 15号の№5から№９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 15号の№5から№9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 15号の№10から№13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。 

16番     №12の関係で、営農状況と営農計画を教えてください。 

説明員    営農状況は、畑が 35アールほど耕作されていてしっかり営農されているとのことです。

営農計画につきましては、野菜を作って出荷していく計画となっています。・ 

16番     №12の関係で、摘要欄を見ると軽トラックは記載がないですよね。農業経営基盤強化

促進法の趣旨からして本当にしっかり営農していくのか。その点はどうなんですか。 

説明員    営農計画書のなかに軽トラックは所有していると記載されていました。              

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 15号の№10から№13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 15号の№10から№13までの４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６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５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。 

     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、７月総会を閉会といたします。大変ご苦労様でした。 

 

 


