
 1 

須坂市農業委員会 平成 30年９月総会 議事録 

 

１ 招集 平成 30年 9月 27日(木) 午後３時 00分 

 

２ 開会 平成 30年 9月 27日(木) 午後３時 00分 

 

３ 閉会 平成 30年 9月 27日(金) 午後 5時 50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（６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 〃 20番 豊田耕一 

〃 ４番 小林 昇 〃 11番 春原 博 〃 21番 依田浩明 

〃 ５番 長野 衛 〃 12番   平野 正       

         

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 19番 神林秀明 

 

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

第２  議案第 21 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 22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 23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 24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９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 10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９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
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をご報告いたします。 

       なお、神林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。ご案内のとおり先の台風 21号によりまして当市におきましても

リンゴ、ナシ等の果実の落果がございまして農作物被害額は、１億 3,148万円というこ

とで被害に遭われた農家の皆様には心よりお見舞い申し上げます。 

       さて、実りの秋を迎えまして農作物の収穫等で大変お忙しいなかを９月総会にご参集

をいただきましてありがとうございます。議事がスムーズに進行できますよう何分のご

協力をお願いしましてさっそく９月総会に入らせていただきます。 

       ９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、３番 中澤秀樹委員、４番 小林 

昇委員をご指名申し上げます。 

       それでは、議案第 21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。 

12番     №1の譲渡人ですが、〇〇さんの妹さんで〇〇さんが一人住まいで、子どもさんや後

継ぎもいません。前々から譲受人のお宅に農地を買って欲しいという話をされていまし

た。そして、〇〇さんがお亡くなりになりまして、譲受人が取得するということでござ

います。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長     次に、推進委員さんで何か補足説明はありますか。 

21番     №2の関係ですが、譲渡人は現在体調を崩していまして、現在、農業は譲受人とその

奥さんでやっている状況です。後継者にしっかり農業をやって欲しいということで贈与

の形をとられたと思います。 

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。 

     では、推進委員さんで何かございますか。 

議長     ないようですので採決いたします。議案第 21号の２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 21号の２件については許可と決定しました。 

       次に、議案第 22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。 

７番     説明欄に記載のとおりですのでよろしくお願いします。 

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。 

議長     ないようでありますので、採決をいたします。議案第 22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 22号の１件については意見可と決定しました。 

       次に、議案第 23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
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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。 

４番     №1 に関してですが、申請土地の隣接の何人かにお話しをしました。これまで荒廃農

地であり、今回農地転用することについて悪く言っていません。譲受人も申請の土地の

隣接者に何度も説明をしているようで悪い感じはしないとのことでした。 

議長     次に、推進委員さんで何か補足説明はありますか。 

17 番     譲渡人の農地が大変荒れた農地になってしまって、この前水利組合の方から何とかし

てくれないかという要請がありましたがなかなか改善されない。そのなかで第３者に管

理してもらうことは地元としても有難いことだと思っています。よろしくお願いします。 

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。 

７番     譲受人の３年間の実績報告があったということですが、経営状況として社員が何人い

て何人が農業に従事しているのか。それと資金計画についてわかる範囲で教えていただ

きたい。 

事務局    現状ですが、社長と正社員２人です。将来的には３人雇用したいとのことです。経営

状況ですが、純利益が 80数万円でそんなに儲かっている感じはしません。 

３番     ３年間の決算書が提出されているでしょ。実現の可能性があるのかどうか。 

       書いてあることを言ってもらえばいいんですよ。 

事務局    ３年間の決算書ということですが、平成 27年の４月１日から平成 28年３月 31日まで

は休眠状態でした。平成 28 年度と２９年度について売上げ総利益について申し上げま

すと平成 28 年度の総利益が 54 万 4,126 円で平成 29 年度の総利益が 2,681 円となって

います。資金面についてですが、当初 1,800万円の預貯金があるということで資料提出

がありましたが、その後、コンテナの購入とかがありまして現状では全て自己資金で行

う予定でして八十二銀行に 821万 6,000円ありまして、土地もコンテナの代金等は支払

済みで、あとシステム代金ということでパネル代金として使い設置することでこの事業

については完了し、資金計画上は問題ないと判断しています。 

３番     投資金額が土地代とか建物代とかパネル代とか総金額がいくらで、その内自己資金が

いくらでといった説明をしてほしい。 

事務局    一番最初の資金計画について読み上げますと、自己資金が 1,800万円ありました。コ

ンテナ代金が 300万円、中部電力への電柱を建てる工事代金が 126万 3,300円、これは

支払済みです。それからパネルと機器が 552万円でこれも購入済みです。それからシス

テム本体工事代が 800万円、これはまだ未払いです。現状の預貯金の残高が 821万 6,000

円ですので、そこから 800万円を支払って工事は全て完了する予定となります。 

３番     コンテナ代は支払済みなんですか。 

事務局    支払済みです。 

３番     支払済みというのはどこから払ったんですか。 

事務局    自己資金を使って払っています。 

３番     会社の決算書の中で現金はいくらあるんですか。 

事務局    流動負債ということで 400万円ほどありまして、それは借入金ということになってい

ます。平成 30 年の８月９日からいろいろ借入れがあったりして金額的には動いている

と思いますが、平成 30 年の８月９日の八十二銀行の残高証明書では 852 万円となって

います。 

３番     さっきの説明のなかで土地代は入っていないんですよね。土地代はいくらで想定して

いるんですか。 

事務局    土地代については資料に記載がないのですが、既に売買済みでして仮登記がついてい

まして、農振の用途区分変更で説明を聞いた際には、土地代は払い込んであるというこ

とで、売買金額については聞いていませんのでわかりません。 

３番     仮登記が付いていても所有権移転登記の時に清算するわけですよ。お金が無ければ 
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      土地の所有権移転はできないんですよ。県知事の許可が無ければ効力が発生しないんだ

から仮登記がしてあっても、県知事の許可が下りて所有権移転登記ができてお金のやり

とりができ、その時に正式にいくらかかるからということで資金計画に入ってくるはず

なんですよ。土地代が不明だとこの事業が実現できるのかどうかわからないですよ。 

議長     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    平成 30年３月 31日現在の貸借対照表について読み上げさせていただきます。 

       資産の部で流動資産として合計が 53万 1,691円、詳細については、固定資産について

は 75万 7,198円、資産合計が、128万 8,889円です。負債の部ですが、流動負債として、

4,073,509 円、純資産として社員資本マイナス 2,784,620 円、純資産 1,288,889 円とい

う報告がなされています。 

       最初、1,800 万円の貯金があってその内 1,000 万円をかけて必要な物を買って、残り

が 800万円あるので事業ができるということです。 

３番     決算書を見てないが、事務局で間違いなく事業ができると判断できると言ってもらえ

ればそれでいい。 

事務局    いろいろと相談を受けてお話を聞いているなかで、あとこれだけあれば事業ができる

ということでしたので実現性についてはあると判断していますし、実現できなければ既

に支払った 1,000万円が水の泡になってしまうわけですから、そこまで余裕のある会社

ではないので、死に物狂いでやろうとしていると思っています。 

８番     専門的な知識がなくてわかりませんが、今の説明からすると議案の説明欄を訂正しな

いと駄目ですよね。余剰電力の売電ではないということですよね。 

事務局    そうですね。どのように訂正するか考えさせてください。 

７番     今の説明だと既に支払済みの代金があるんですが、もしこの案件が不許可になったら

無駄になりますよね。それがちょっとおかしい気がするんですが。それとコンテナが 300

万円と言われましたが、15 基で 300 万円というと１基 20 万円ですよね。こんな安い価

格で本当に買えるのか疑問なんですが。 

事務局    事前に何か買うというのは禁止していることではありません。自己責任でやっていた

だくことだと思います。コンテナが安いか高いかについては申請者からの書類で話をさ

せていただいているものですので判断はつきません。 

議長     ほかにないようでしたら推進委員さんで質疑意見がございますか。 

21番     発電量はどのくらいですか。 

事務局    49.5キロワットです。 

21番     このぐらいの大きさになると全て売電しなければいけないはずなんですが。 

事務局    金額で換算しているんです。売電価格で換算しますと年間 55万 5,000円弱、エアコン

等で 24万円を使って残りが余剰電力で中部電力に売電するようになっています。 

21番     15キロワット以上になると発電所扱いで発電したものは全量、中部電力に売電しなけ

ればいけないんですよね。そして、自分で使う分は買ってということになるんですよ。 

事務局    そういうことです。全部売って使う分は買ってということで、収支的には買った分と

売った分の差が自分の手元に残る計算になっています。 

21番     システムの 800万円というのは何のシステムですか。 

事務局    造成工事 350万円、コンテナ設置費用 30万円、架台工事 120万円、電気工事 120万円、

上下水道工事 50 万円、事務所建設 25 万円、フェンス工事 50 万円で 746 万 5,500 円と

いうことで消費税込で値引き等も含めて 800万円ということになっています。 

21番     太陽光パネルを設置して事業をやりたいと。そのために形作ったというふうに見受け

られるんですが。要するに椎茸栽培に対するお金はほとんど出ていないですよね。ほと

んどは太陽光パネル設置のための費用ですよね。これを許していっていいのか。 

18番     椎茸栽培に関する費用が全然記載されていないんですが。たとえば菌のお金とか。本

当に椎茸栽培やるんでしょうか。その点が見えにくいわけですからその辺をしっかりさ

せておく必要があるんではないでしょうか。 
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事務局    椎茸の菌等についてはこの後の話になります。この資金計画には載せなくてもいいも

のです。 

18 番     それは違うよね。議案の説明欄に「椎茸を栽培し」と謳っているのに椎茸との関わり

を謳わないというのはおかしい。ここは農業委員会でしょ。農業委員会で農業に関わる

事案が全然記載されていないものを審議するわけにいかないじゃないですか。その点に

私は不信感を抱きました。 

16番     もっと時間をかけて資金計画とかを見ていかないといけないと思います。この会社は

平成 21 年に農業法人に登記してなっていますよね。農地所有適格法人にはいつからな

っているんですか。 

事務局    農地所有適格法人にはなっていません。 

16番     農地所有適格法人にはなっていないのに農地を買うわけですよね。 

事務局    コンテナを置くことは転用行為にあたりますので、将来的にはコンテナが置いてあっ

て太陽光があるから雑種地だとか宅地に転用されるので、必ずしも農地所有適格法人で

なくてもいいんですよ。 

議長     採決するにも出された質問等を整理しないと採決できないので暫時休憩します。 

                （暫時休憩） 

議長     議事を再開します。 

       まず、お諮りをいたします。本議案については、一括ではなく、分けて採決してよろ

しいですか。 

      （異議なしとの声あり） 

議長     それでは、委員さんの賛同が得られましたので、本議案については一括ではなく、そ

れぞれ分けて採決を行います。 

       では、まず議案第 23号の№2について採決いたします。 

議案第 23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） 

議長     挙手全員であります。よって議案第 23号の№2については意見可と決定しました。 

       議案第 23号の№1については、整理がついた段階で採決いたします。 

       次に、議案第 24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 16件を議題といたします。 

       最初に、№1から№6までの６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。 

     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、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。 

18番     №4の関係ですが、借受人の年齢が 85歳で借受期間が 10年となっていますが、もち

ますか。 

12 番     №4 の借受人は、№5 の父親なんです。梨は父親主体で栽培していますが、実質的に

は息子さんが主体的に農業をされています。 

８番     補足ですが、№4の借受人は、ながの農協井上支所の梨の部会長をやられています。 

議長     ないようでありますので、採決いたします。 

       議案第 24号の№1から№6までの６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 24号の№1から№6までの６件については、決定

とすることに決しました。 

       次に、議案第 24号の№7から№12までの６件について審議いたします。 

       事務局の説明を願います。 
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説明員   （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。 

       ないようでしたら推進委員さんで何かございますか。 

17番     №7ですが、借受人は 82歳ですが、大変元気で息子さんも一緒に農業をされています

ので問題ないと思います。 

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。 

     では、推進委員さんで何かございますか。 

議長     ないようでありますので、採決いたします。 

       議案第 24号の№7から№12までの６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 24号の№1から№6までの６件については、決定

とすることに決しました。 

              次に、議案第 24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。 

３番     №13ですが、譲受人は高甫で新規就農ということで研修を受けましてブドウ栽培をす

るということで、私が農業開発公社を通じまして、段取りをした案件ですのでよろしく

お願いたします。 

５番     №13ですが、譲渡人は一人暮らしで後継者もいらっしゃいません。今回の案件の土地

の隣りが譲受人の土地ということで耕作もしていただけるということです。また、譲受

人の息子さんも一緒に農業をされていますので問題ないと思います。 

議長     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、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。 

議長     ないようでありますので、採決いたします。 

       議案第 24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 24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。 

       それでは、前に戻りまして、議案第 23号の№1について事務局の説明をお願いします。 

事務局   （議案の理由の訂正について説明） 

議長     ほかに質疑意見ございますか。 

７番     資金の関係ですが、椎茸栽培用の棚とかクーラーとか暖房を入れるかどうかわかりま

せんが、椎茸は春と秋の２回しか栽培できないはずです。20℃以上になると椎茸はほと

んど出ないし、10℃以下になると生産がガタッと落ちてしまいます。暖房なりクーラー

なり湿度調整の経費が必要だと思うのですが、その辺の資金計画はどうなっていますか。 

17番     今、コンテナの空調設備がすごく良くなっていて、空調等の費用はコンテナ代に入っ

ているではないかと思いますが。 

事務局    収支のシュミレーションは出されていまして、15基コンテナがあり、椎茸栽培は９個

のコンテナで栽培しまして、年間の収穫は 35 トン、売上げとしては 3,564 万円、仕入

れ 1,270万円、人件費は 570万円で光熱水費が 400万円、利益としては 111万 1,800円

を見込んでいます。 

10番     この案件については、以前視察して資金計画とか収支計画について説明をお聞きしま

して私としては納得しています。資金計画について妥当なのかどうかというのは信頼す

るしかないと思います。地元の農業委員さんや推進委員さんが現場を見た上で賛成して
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いるので、この案件は意見可でいいと個人的には思います。 

議長     ７番から聞かれた点については、申請者に聞かないとわかりませんので暫時休憩しま

す。 

               （暫時休憩） 

議長     議事を再開します。 

       まだ、申請者に聞き取りをしている状況ですので、次に報告に移ります。 

       報告第９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 10 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２件

について事務局から説明を願います。 

事務局   （議案書に基づき朗読、説明。） 

議長     質疑意見はございますか。 

       ないようでありますので、以上で報告を終わります。 

       議案第 23号の№1については、まだ申請者に聞き取りをしている段階ですので暫時休

憩とし、協議会を行います。 

               （暫時休憩とし協議会を開催） 

議長     議事を再開します。 

 議案第 23号の№1について、事務局から説明を受け、そのあと採決を行います。 

事務局    （聞き取ってきた内容を説明） 

議長     どうしても聞いておきたいことなどありますか。 

       ないようですので議案第 23号の№1について、採決いたします。 

       議案第 23号の№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）   ９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）   ０人 

       次に、審議保留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 

       ただいま採決の結果、意見可と決定するに賛成の農業委員さん９人、意見否と決定す

るに賛成の農業委員さん０人、審議保留と決定するに賛成の農業委員さん３人、したが

って、議案第 23号の№1については意見可と決定しました。 

議長     これをもちまして、９月総会を閉会といたします。 

       ご苦労様でした。 


