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須坂市農業委員会 平成 30年 12月総会 議事録 

 

１ 招集 平成 30年 12月 26日(水) 午後３時 30分 

 

２ 開会 平成 30年 12月 26日(水) 午後３時 30分 

 

３ 閉会 平成 30年 12月 26日(水) 午後４時 08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 

会長職務代理    3      

14番 

13番   

神林利彦 

田中郁男 

農業委員 ６番   

７番 

谷口ﾌｻ子 

斎藤 稔 

推進委員 

〃 

16番   

17番   

小林郁雄 

市川和志 

農業委員    １番   坂本正雄 〃 ８番 山岸和人 〃 18番 小林英次 

〃 

〃 

〃 

２番   

３番 

４番    

茂木 都 

中澤秀樹 

小林 昇    

〃 

〃 

〃 

９番 

10番      

11番   

中村嘉博 

宮尾哲雄  

春原 博 

〃 

〃 

〃 

19番 

20番   

21番 

神林秀明 

豊田耕一 

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 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 32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33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 14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 15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 16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 12月総会を開会いたします。本日の会議に

つきまして、宮尾委員が遅れるという連絡をいただいておりますが、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。 

       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     年末で何かとお忙しいなか、またお寒いなか 12月総会にご出席いただきましてたいへ
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んありがとうございます。今年の定例総会は本日が最後となりますが、議事がスムーズ

に進行できますようご協力をお願いいたします。それでは早速 12 月総会に入らせてい

ただきます。12月提出分の２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、９番 中村嘉博委員、10 番 宮尾

哲雄委員をご指名申し上げます。 

       それでは、議案第 32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５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     №5 の関係ですが、この原種センターは八重森の試験場に設置されていまして稲と麦

の原種生産をしている田んぼです。平成元年から生産を始めましたが、農業委員会へ申

請してなかったということで今回よろしくお願いしたいと思います。作っているのは稲

と麦の原種です。この種を基にして県下各地で稲と麦の再承認で申請するものを作って

います。 

８番     №1 の関係ですが、先月、井上地区の開発の関係で 8.8 ヘクタール広げたいという説

明がありましたが、その場所に譲受人のブドウ畑があって、将来開発が許可になればそ

の部分が減ってしまうということで、今回買い受けたいというものです。よろしくお願

いいたします。 

議長     ほかにないようでありますので推進委員さんでありましたらお願いします。 

18番     №5の関係ですが、要望事項ですが、今回の申請の土地について農地パトロールで荒

廃農地としてあげた経緯があります。そして市の方から地権者に通知を出していただい

たところ、試験場にお貸ししている土地ですという返答がされたということでした。そ

の時、私は広範な農地を試験場が借りているということがわかりませんでしたので、そ

れがわかるようにしておいてほしいという要望です。 

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。 

８番     №4 の関係ですが、この申請地は〇〇が取得を断念した場所です。この場所を今回の

譲受人が全て買い受けるということですが、この譲受人はどんな業種の会社なのか。そ

して、買い受けた後何をする予定なのか教えていただきたい。 

事務局    営農計画では水稲を栽培する予定です。譲受人は、親会社が〇〇で、平成 30 年３月

30日に親会社から分割をしていまして、ベビーリーフですとか野菜の関係を主たる事業

としています。参考までに、従業員は 70 人ほどおりまして、農業と長野市で飲食業を

展開しています。そのなかで、実際に農業に従事している社員は 35 人、その他に経営

の状況につきましては、須坂市に自作地 76 アール、信濃町に 822 アール、両方とも畑

です。長崎県の西海市に自作地 117アール、石川県の穴水町に自作地 593アール、借入

地ですが、栄村に田んぼ 169アール、信濃町で田んぼ 40アール、軽井沢町で田んぼ 1,527

アール、須坂市で 14アール、津南町で 528アール、石川県の穴水町で 34アールありま

して耕作証明が出ています。 

７番     №4 の関係ですが、〇〇が取得を予定していた農地を全てをなぜ今回の譲受人が取得

するようになったのか。仲介者はいるんですか。 

事務局    〇〇が全体の事業計画見直しということで、具体的にはボーリング調査をやるなかで、

支持基盤にいくら掘ってもあたって来ない状況で、建物を建てるに不適当だということ

で断念せざるを得ないということになりました。土地所有者との本契約の前でしたから

〇〇さんでもいろいろ考えられて、その農地をどうするかということで、土地所有者の

方は、このまま返されても困るという状況だったと聞いています。そして、今回の譲受

人が農地として活用できるということで今回の申請になったと聞いています。 
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３番     №4 の関係ですが、この申請地は当初、〇〇が工場を建てるということで、農振除外

を認めたわけですよね。それが、工場建設を断念したとなれば、農振編入の手続きはさ

れたんですか。 

説明員    現在、農振除外がされている状況ですが、この次の農振協議会で編入する予定です。 

３番     №3の譲受人の現在の状況と今後の計画について教えていただきたい。 

事務局    譲受人につきましては、〇〇で施設きのこを栽培していまして、その他に野菜を栽培

しています。〇〇で自作地 52 アールを取得しているということで耕作証明が出ていま

す。今回取得を予定している須坂市内の農地も野菜を栽培する計画です。 

３番     ただ野菜ではなく、具体的に示していただきたい。 

事務局    今回取得を予定している農地では、ナス、キュウリを栽培する計画となっています。 

       農業以外の関連事業につきましては、包装とか運搬や販売があるんですが、それらに

ついては、既に別会社を設立してそちらの方で運営をしています。 

３番     №3の譲受人の農業の売上はどのくらいあるんですか。 

事務局    １年前は、11億７千万円、きのこ栽培も含まれています。 

３番     本当に農業をやるならいいんですよ。〇〇からわざわざナスとキュウリを栽培するた

めに来るかどうか。それとこの申請地は都市計画法第 34条 11号の区域ですよね。 

事務局    ９ページの図面の「大字日滝」と記載されている土地は、都市計画法第 34条 11号の

区域です。その南側の土地は、都市計画法第 34条 11号の区域ではありません。 

11番     №2の関係の申請地は、前回の議案で出た〇〇の地続きになるんですか。 

13番     この土地のまわりは、全て〇〇が買収して、嵩上げしてしまいました。そして今回の

申請地は鍋の底の状態になっている大変な場所ですが、譲渡人は高齢で耕作できない状

況もあり、譲受人が耕作するようにしたいということです。 

３番     №5 の関係ですが、県で農地を取得する場合は農業委員会の許可は不要ではないんで

すか。 

７番     この原種センターは、第三セクターで県、市町村、農協で出資した法人で、県単独の

施設ではありません。 

事務局    農地法第３条第２項に不許可の例外規定がありまして、そのなかの「法人が主たる業

務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために利用する場合」に今回の

申請は該当するということで、農業会議の教示も受け議案として扱いました。 

議長     では、推進委員さんで何かございますか。 

16 番     №3 と№4 の関係ですが、譲受人は農地所有適格法人ということで改めて、事業要件

とか役員要件等を示していただきたい。 

事務局    農地所有適格法人の要件についてですが、事業要件については、主たる事業が農業で

あること、関連事業も含みますが、直近３か年の農業売上げ高が総売上げ高の過半を占

めること。 №3 の譲受人については、直近の３年間ですが、１年前が農業関係の売上

げが７千万円、２年前も同額です。３年前については、11億５千万円で、それ以外の事

業については、別会社で運営をしているということなので農業関係の売上げが過半を占

めています。それから構成員の要件ですが、農作業の従事日数が、年間 150日以上であ

ることが必要で、構成員全ての方が年間 150日以上農業に従事していると報告をいただ

いております。業務執行役員の要件ですが、執行役員の過半が農業常時従事者でかつ役

員の内、一人以上が農作業に従事していることが必要で、この要件に該当しています。 

       №4ですが、法人の立ち上げが、平成 30年３月 30日で、初年度は３月 31日までの２

日間で閉めていますので、その間の農業関係の売上げは 140万円、農業以外の売上げは

ゼロということです。２年前と３年前につきましては、〇〇の売上げになってしまいま

すが、１年前は１億 5千万円、飲食関係の売上げが１億円、２年前は農業関係の売上げ

が３億円、飲食関係の売上げが１億円、３年前につきましては、農業関係の売上げが５

億円、飲食関係の売上げが１億円となっています。構成員の要件につきましては、役員

が３人いらっしゃいますが、年間約 250日農業に従事されているということです。業務

執行役員につきましては、過半が農業従事者で、そのうち一人以上が農作業に従事して

いるということで、こちらについても特に問題ありません。 



 4 

16番     №3について、要件に合致していると事務局では判断しているということですね。№4

ですが、ホームページを見ると、今までは〇〇でしたよね。今度〇〇になってキノコの

部分は〇〇の方で、有機農業は〇〇で行うと。そのなかで役員の形態も変わっていると

思うのでそのへんは明確にしていただきたい。それと７月の農業委員会の総会の時に〇

〇委員から土地代はいくらか？という質問があって、事務局ではプライバシーというこ

とで答えられないということだったんですが、去年の８月農振除外の時に土地の収用代

金とか表示されているので、示してほしい。 

事務局    転用に係る土地代金については、検討さとせてください。 

議長     ほかにないようですので採決いたします。議案第 32号の５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 32号の５件については許可と決定しました。 

       次に、議案第 33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 18件を議題といたします。 

       最初に、№1から№5までの５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 33号の№1から№5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 33号の№1から№5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 33号の№6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。 

７番     内容のところで「お菜」というのは俗称ですので、「野沢菜」という標記にした方が良

いと思います。 

説明員    そのように修正させていただきます。 

議長     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 33号の№6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 33号の№6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 33号の№7から№16の 10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。） 
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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。 

     推進委員さんで何かございますか。 

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。 

８番     賃借料を見ますと、その設定は相対でやったり農協が間に入っている場合等はアドバ

イスしながら賃借料を決めているというのがあるんですが、ちょっと疑問に思ったのは

野菜畑で 10アール３万円とか、水稲で 10アール３万３千円とか多額の金額に思えるん

ですがどうなんでしょうか。 

説明員    再設定ということで過去に設定した賃借料を下げるに下げられないという事情もある

かもしれませんが、そこまでは私どもは立ち入れません。よくあるのが、ブドウの棚が

あると高いという話はあります。 

       日滝原土地改良区の受益地で畑灌代も入っているのかもしれません。 

８番     畑灌代はふつう別と思いますが、賃借料に含める場合もあるんですか。 

説明員    当事者の方の考え方で含める場合と別にする場合があると思います。 

議長     では、推進委員さんで何かございますか。 

16番     賃借料の目安のできた経過というのは、これから企業が入ってくる時に賃借料を高く

すると近隣との問題も起きていけないということで、標準労賃を大事にして目安にする

ということもふまえてほしいと思います。 

議長     ないようでありますので、採決いたします。 

       議案第 33号の№7から№16までの 10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 33号の№7から№16までの 10件については、決

定とすることに決しました。 

           次に、議案第 33 号の№17 及び№18 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。 

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。 

13番     №18について説明します。この案件の場所は、鮎川の土手の上というか崖の上で、こ

こに入っていく道は、旧大笹街道でしてこれが福島まで行くんですが現在は荒廃してい

ます。軽トラも入れません。歩くのも大変だと思います。ですからこの申請地は馬入れ

のない農地です。譲受人は申請地の入口にあるお宅ですが、この方がこの農地を取得し

たいということで譲受人は 79 歳ですが、息子さんも同居されていますのでよろしくお

願いいたします。 

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 33号の№17及び№18の２件について、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 33号の№17及び№18の２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 14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、

報告第 15 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３件及

び報告第 16 号「農地法第４条第１項第８号（２アール未満）の届出について」報告件

数１件について事務局の説明を願います。 
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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、12月総会を閉会といたします。 

       大変ご苦労様でした。 


