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須坂市農業委員会 平成 30年８月総会 議事録 

 

１ 招集 平成 30年 8月 31日(金) 午後３時 00分 

 

２ 開会 平成 30年 8月 31日(金) 午後３時 00分 

 

３ 閉会 平成 30年 8月 31日(金) 午後 3時 53分 

 

４ 場所 須坂市役所 305会議室 

 

５ 出席した農業委員（13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 〃   〃 21番    依田浩明 

         

６ 欠席した農業委員 12番 平野 正 

  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 16 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 17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 18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 19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） 

議案第 20号 農地法施行規則第 17条第２項の下限面積(別段面積)の適用の可否について     

報告第 7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 8号 農地法第４条第１項第８号(２アール未満の届出)の規定による届出について 

 

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８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、農業委員総数の過半数を満たし
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ておりますので、本日の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     いよいよ農作物の収穫も始まりまして大変お忙しいなか、８月総会にご参集いただき

まして大変ありがとうございます。それではさっそくですが８月総会に入らせていただ

きます。８月提出分の５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、１番 坂本正雄委員、２番 茂木 

都委員をご指名申し上げます。 

       それでは、議案第 16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４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。 

16番     №1から№3に関して譲受人の営農計画を教えてください。 

事務局    まず取得の目的についてですが、建設業に関わるなかで平成 27年に〇〇で農地を取得

して将来的に農業をビジネスとして視野に入れた事業を計画していくとのことで、そん

ななか、今回の農地を紹介され取得を計画したということです。取得農地の現況と利用

計画ですが、今回取得を希望している農地は、長期的に不耕作状態で荒廃農地の状態で

すので農地改良整備を進めるなかでアスパラとブルーベリーの栽培を計画していると

のことです。現在所有している耕作地についてですが、〇〇で 23 アールの農地でアス

パラの試験栽培を行っているとのことです。労務状況ですが、当面は〇〇さん 1人で年

間 150日位の従事を予定しているとのことです。規模拡大する際には別に考えるとのこ

とです。通作距離と農業機械所有の状況ですが、自宅から車で約 10 分、７キロメート

ル、農機具については、草刈機、軽トラックを所有されているとのことです。 

議長     16番よろしいですか。 

16番     ぜひ営農計画どおり実施されるよう指導願います。 

議長     ほかの推進委員さんで何かございますか。 

18番     №4に関してお聞きしたいのですが、何を栽培するのですか。現状は何か栽培してい

るのですか。 

事務局    〇〇さんに関しては、〇〇で水稲を 27アールほど栽培されていまして、市内の農地で

は、リンゴとブドウと栗を約１ヘクタールほど自作地として耕作しています。 

18番     備考欄に記載の畑が耕作地ということでいいんですか。 

事務局    そのとおりです。 

議長     ほかにないようですので採決いたします。議案第 16号の４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     挙手多数であります。よって議案第 16号の４件については許可と決定しました。 

       次に、議案第 17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。 

     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



 3 

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 17号の２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 17号の２件については意見可と決定しました。 

       次に、議案第 18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     №1 に関してですが、先月の委員会総会で保留になりましたが、今の事務局の説明に

よると、今だ未登記ではありますが、許可するには支障がないとのことですし、現場は

草が茂っており、工事もストップしていますので今回許可いただくようにしていただき

たい。そうすると市の方へ固定資産税も入るようになりま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。 

19番     ８番さんと全く同意見で、今年農地パトロールをやり、昨年はこの農地はきちんと耕

作されていましたが、今回、当該農地が荒れてきてしまっており、許可となるようよろ

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。 

     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 18 号の２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 18号の２件については意見可と決定しました。 

       次に、議案第 19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８件を議題といたします。 

       最初に、№1から№2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。 

21番     №1の関係ですが、現在、娘さんが跡を継いで農業をしていますが、娘さんも 60代後

半で畑も手に余る状況になってきていまして、畑が少し荒れてきていて借りてくれる方

がいればありがたいという状況です。 

       また、№2 の貸付人の畑ですが、昨年までＡ判定の荒れた土地になっていました。今

回借りてくださる方がいらっしゃるというということでまわりの方にとってもありが

たいことだと思います。 

議長     では、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、採決いたします。議案第 19号の№1から№2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 19号の№1から№2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 19号の№3から№6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。 
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     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。 

13番     №3ですが、貸付人は住所は○○だと思いますが、どのような方なんですか。 

14番     貸付人は〇〇に住んでいたんですが、現在は○○に住んでいます。奥さんも一緒に〇

〇に住んでいます。たまたま農地が〇〇にあるんですが、今回借受人と利用権設定を結

ぶということでの申請です。 

議長     推進委員さんで質疑意見ございますか。 

       ないようでありますので採決いたします。議案第 19号の№3から№6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 19号の№3から№6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 19号の№7から№8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。 

20番     №8の借受人ですが、現在は勤めていて退職後に専業で農業をやる予定で、譲渡人は

現在一人暮らしで今回話がまとまったという内容です。 

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 19号の№7から№8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 19号の№7から№8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 20号の「農地法施行規則第 17条第２項の下限面積(別段面積)の適用の

可否について」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。 

３番     現地調査をしまして、内容は記載のとおりでありまして、〇〇さんが図面の東側部分

に農業用倉庫があったんですが、ここまで農地を含めて取得したということで、この土

地は、この方しか利用する価値がありません。このあとは農地法第３条の申請が出され

ると思いますがよろしくお願いいたします。 

議長     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。 

       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 20号の「農地法施行規則第 17条第２項の下限面積(別段面積)の適用の可否に

ついて」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 20号の「農地法施行規則第 17条第２項の下限

面積(別段面積)の適用の可否について」は、可と決しました。 

       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７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件及
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び報告第８号「農地法第４条第１項第８号(２アール未満の届出)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、８月総会を閉会といたします。 

       ご苦労様でした。 


