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須坂市農業委員会 平成 30年 10月総会 議事録 

 

１ 招集 平成 30年 10月 31日(水) 午後３時 00分 

 

２ 開会 平成 30年 10月 31日(水) 午後３時 00分 

 

３ 閉会 平成 30年 10月 31日(水) 午後３時 27分 

 

４ 場所 須坂市防災活動センター 活動室１ 

 

５ 出席した農業委員（12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 16番   小林郁雄 

会長職務代理 13番 田中郁男 〃 ７番 斎藤 稔 〃 17番 市川和志 

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  

〃 

〃 

18番 

19番   

小林英次 

神林秀明 

〃 ３番 中澤秀樹 〃 11番 春原 博 〃 20番 豊田耕一 

〃 ４番 小林 昇    〃 21番 依田浩明 

〃 ５番 長野 衛          

         

６ 欠席した農業委員 10番 宮尾哲雄 12番 平野 正 

  欠席した農地利用最適化推進委員 15番 竹前清孝 

 

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

第２  議案第 25 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 26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 27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 11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 12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 10月総会を開会いたします。本日の会議に

つきまして、宮尾委員及び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

半数を満たしておりますので本日の会議の成立をご報告いたします。 

       なお、竹前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 
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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     どうもご苦労様です。先の台風 21号におきましては、リンゴ、ナシ等に大きな落果被

害等があったわけですが、その後、24 号、25 号につきましても農作物被害の心配をし

ていたわけですが、当市においてはこれといった被害もなく一安心しているところです。

このところ陽気も良くなりまして農作物の収穫の方も一段落できたと思います。そんな

なか、10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 10 月総会に入らせていただきます。10 月提出分の３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、５番 長野 衛委員、６番 谷口 

フサ子委員ご指名申し上げます。 

       それでは、議案第 25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。 

     次に、推進委員さんで何か補足説明はありますか。 

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。 

３番     №1について、「農業経営規模拡大のため取得する」とありますが、具体的に何を栽培

されるのか。営農計画を教えていただきたい。 

事務局    タラの芽、ワラビ、こごみを栽培して出荷するという営農計画が提出されています。 

３番     №1について現地確認をしてありますか。 

事務局    現地確認をしてあります。 

３番     №1 について、現地確認して農地法第３条によって申請できる農地とは思えないんで

すが。 

事務局    議案書の４ページの図面をご覧ください。申請地は、西側に５筆、東側に１筆ありま

すが、現地確認をした際に、太陽光パネルが設置されている箇所がありましたが、確認

をした結果、太陽光パネルが設置されている箇所につきましては、西側の申請地と東側

の申請地の間になりまして、地目は山林となっています。 

３番     私は、議案書の図面をもとに現地を見ましたが、申請地に太陽光パネルが設置されて

いると見ましたが違うのですか。 

事務局    申請地に太陽光パネルは設置されていません。太陽光パネルの所有は〇〇さんなんで

すが、地主から借りているということで、代理人の土地家屋調査士にも確認しました。 

３番     私が心配するのは、譲受人は○○の方で本当に今回の申請地で農業をやるのか。ワラ

ビ等どのように販売するんですか。 

事務局    販売経路までは確認していません。 

３番     本当にこの申請地で農業やる実現性があるのかということをお尋ねしたいんです。 

事務局    〇〇から耕作証明が出ていまして、〇〇でもワラビ、こごみを 27アール栽培している

その他〇〇では、水稲 35 アール栽培されているということで事務局としては問題ない

と判断しました。 

１番     №1について、譲受人は、〇〇電機ですか。 

事務局    譲受人は、〇〇電機の会長にあたる方で、今年会社の経営を息子さんに譲って奥さん

と二人で農業をやっていきたいという営農計画が出ています。 

１番     将来は、太陽光パネルの設置を考えているんですかね。 

事務局    それはないと思います。 

議長     では、推進委員さんで何かございますか。 

     ないようですので採決いたします。議案第 25 号の３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。 
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      （賛成者挙手） 

議長     挙手多数であります。よって議案第 25号の３件については許可と決定しました。 

       次に、議案第 26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ございますか。 

          ないようでありますので、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、採決をいたします。議案第 26 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 26号の１件については意見可と決定しました。 

       次に、議案第 27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５件を議題といたします。 

       最初に、№1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。 

議長     ないようでありますので、採決いたします。 

       議案第 27号の№1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 27号の№1の１件については、決定とすることに

決しました。 

       次に、議案第 27号の№2の１件について審議いたします。 

       この案件については、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 20

番 豊田耕一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。 

       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。 

  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 27号の№2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 27号の№2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、豊田耕一委員の着席を認めます。 

              次に、議案第 27号の№3から№5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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     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 27号の№3から№5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 27号の№3から№5までの３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しました。 

       次に報告に移ります。 

       報告第 11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 12 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。 

議長     これをもちまして、10月総会を閉会といたします。 

       大変ご苦労様でした。 


