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委 員 出 欠 表 

第１０回定例会 平成３０年１月３１日 

           開会 １４時   閉会 １４時４２分 

 

出 席 委 員    会長 小林茂德      会長代理 依田繁二 

 （２３名）      １ 山崎正勝      １３ 小山肇治 

２ 白倉令子      １４ 依田隆喜 

            ３ 小川高史      １５ 小林健治 

５ 小山睦夫      １６ 青木二巳 

６ 片十郎       １７ 小林勝元 

７ 成山喜枝      １８ 清水洋 

８ 齊藤敏彦      推進 花岡幹夫 

１０ 柳澤多久夫     推進 荻原薫 

１１ 荒木稔幸      推進 佐藤富士夫 

１２ 渡邉幹夫      推進 竹内芳男 

      推進 渡邉重昭 

                             

 

 議事録署名委員    ３ 小川高史     ５ 小山睦夫 

 

 出 席 職 員  農業委員会事務局 

（４名）       事務局長   金井 泉 

          事務局次長  織田 秀雄 

          事務局    滝澤友一郎 

          事務局    田中 章子 

         

 

議事  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第３号 農用地利用集積計画について 

    

 

※ 会場  勤労者会館２階 大会議室 
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会長代理     皆さんこんにちは。ただ今より第１０回定例総会を開催します。本日は

全員出席です。会長、挨拶をお願いします。 

 

議長       皆さんこんにちは。年も明け、明日から２月です。今年は寒さも厳しく、

冬らしい冬が続いています。平成３０年に入って初めての定例総会です。

よろしくお願いします。 

今月の１９日には安曇野のスイス村で農地利用最適化推進研修会が開

かれました。また、２４日には認定農業者及び新規就農者の会において、

講演会と懇親会がありました。農業や農村の現状は、後継者不足や担い手

不足が最近特に叫ばれています。農地利用最適化の推進、あるいは農地集

積の問題など、待ったなしの状況です。先日の懇親会で色々と意見交換を

したと思いますが、認定農業者や新規就農者の方々のご意見も寄せられま

した。そういった中で我々も前向きに一歩踏み出さなければならないと思

います。農地利用最適化推進と言葉では簡単に言いますが、なかなか踏み

出せません。踏み出す前にまず計画が大事だと思います。私も含め５年目

の委員の方も、第６期の委員の皆さんも２年目に入りますので、しっかり

プランを立てて前向きに取り組んでいきたいと思います。よろしくお願い

します。今年も一年が始まりますが、色々な行事があります。農業委員会

の活動についてご理解とご協力を是非お願いします。今年一年よろしくお

願いします。 

それでは議事に入ります。本日の議事録署名委員の指名についてですが、

３番の小川高史委員と５番の小山睦夫委員にお願いします。 

         議事に入ります。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局      それでは１号議案について説明します。 

始めに番号１です。この案件は以前○○月と○○月に適格者証明の申請

があった案件です。その時には○名が入札に参加され、○○さんが最高落

札者になり、今回の３条本申請になりました。場所は○○の○○のすぐ傍

です。○○さんは申請地で野菜と豆を栽培したいという事です。奥さんと

娘さんも耕作されるという事と、自宅からも○○分程度の場所なので、問

題ないと判断しました。 

続いて番号２です。こちらは譲渡人がお二人の共有名義になっています。

お二人は姉妹という関係で、父親から申請地を相続しましたが、譲受人の

○○さんにずっと貸している状態でした。今回正式に○○さんが購入する

事になりました。○○さんは申請地でずっとブドウを栽培していて、自宅

からも近い場所です。下限面積も満たしているので、問題ないと判断しま

した。 
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続いて番号３です。申請地は譲受人のすぐ裏の土地です。譲渡人の○○

さんが耕作していましたが、申請地に入っていく道が狭いので、申請地に

隣接している○○さんの方が耕作し易いという事で今回の申請になりま

した。下限面積も満たしているので、特に問題ないと判断しました。３条

については以上です。 

      

議長       ありがとうございました。それでは担当委員の説明に入ります。番号１

の案件につきまして、片委員より説明をお願いします。 

 

片委員      それでは説明します。地図の１ページをご覧ください。浅間サンライン

の○○の信号から北へ○キロメートル行った所が○○です。集落に入る手

前の○○近くにＹ字路があり、そこの左側が申請地です。面積は○○㎡で

す。昨年の総会でも説明した案件です。○名の入札者が○○月に入札して、

○○さんが落札しました。地域との関わり方についてお聞きしたところ、

近隣農家の方と定期的な話し合いを実施したり、農道や水路などの管理や

草刈りなどを徹底し、協力を惜しまず綿密な関係を築いていきたいとの事

でした。特に問題ないと思います。よろしくご審議をお願いします。 

  

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号１の案件につ 

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号１の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号２の案件について、荒木委員より説明をお願いします。 

 

荒木委員     よろしくお願いします。地図の２ページをご覧ください。場所は○○か

ら○○へ行く祢津線沿いに○○があります。そこから北へ○○メートルほ

ど行き、右へ入った場所が申請地です。譲受人の○○さんは奥さんと娘さ

んとでブドウを作っています。譲渡人の○○さんと○○さんは姉妹です。

お父さんがブドウを作っていましたが、亡くなった後はお二人の名義にな

っていました。お二人には畑の維持管理ができないという事で、○年ほど

前から譲受人である○○さんがここでブドウを作っていました。○○さん

は以前からこの土地を譲ってほしいとお願いしていましたが、今回お二人

は○○さんに譲る事にしました。○○さんも家の前に農地があると便利な

ので、このブドウ畑をこれからも大事にしていきたいとおっしゃっていま

した。よろしくご審議をお願いします。 
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議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号２の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号２の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号３の案件について、齋藤委員より説明をお願いします。 

 

齋藤委員     よろしくお願いします。地図の３ページをご覧ください。左側に○○が

あり、そのすぐ右側に真田東部線があります。地図にある信号を下へ行く

と浅間サンラインの○○の信号になります。反対に上ると、○○の○○に

行きます。申請地は○○方面へ○○メートルほど行って右に入り、○○の

斜め向かいの奥にあります。譲受人である○○さんの自宅のすぐ北側です。

譲渡人の○○さんは、申請地の畑に入る道が狭く不便でした。そこに○○

さんから家庭菜園として使いたいとの申し出があり、今回の申請に至りま

した。問題ないと思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号３の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号３の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について、 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局      ２号議案について説明します。 

         計画変更１と番号１は関連があるので一括で説明します。まず計画変更

１は、当初○○さんから○○さんへ、住宅と物置の敷地として５条許可が

出ています。しかし住宅建設の計画が無くなり、名義だけ変更されてその

ままになっていた土地です。この度○○さんから○○という会社に駐車場

として計画変更したいという申請です。○○は業績が好調で、社員の駐車

場が不足しているため、○○台分の駐車場を建設する事になりました。場

所は国道沿いの準工業地域に指定されている３種農地です。周辺に農地は

ないので特に問題ないと思います。 

         次に番号２です。こちらは一般住宅敷地の申請です。場所は○○の○○

です。申請人の関係は親子です。父親の土地を息子さんが使用貸借で借り、

一般住宅を建設したいという申請です。都市計画の用途指定はありません
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が、住宅街の中にある小集団の農地という事で消極的２種農地になります。

候補地はここしかないという事で、問題ないと思います。 

         続いて番号３と番号４は別の案件ですが、非常に近い場所にあります。

どちらも太陽光発電敷地の申請です。場所は○○を渡り、○○の集落の南

側で、山林化している土地です。番号３の譲受人は○○の○○という太陽

光発電事業の会社です。１０ページの公図をご覧ください。パネル○○枚

分の太陽光発電敷地の申請です。消極的２種農地ですので、問題ないと思

います。 

         最後に番号４です。こちらもパネル○○枚の太陽光発電敷地の申請です。

公図をご覧ください。申請地と申請地の上の地番○○の雑種地も合わせて

太陽光発電の計画になっています。こちらも消極的２種農地で、ほかの候

補地も検討しましたがここしかなく、許可相当と判断しました。５条につ

いては以上です。 

                   

議長       ありがとうございました。それでは担当委員の説明に入ります。計画変

更１と番号１の案件については関連があるので一括で説明してもらいま

す。小林勝元委員より説明をお願いします。    

 

小林委員     よろしくお願いします。地図の５ページ、６ページをご覧ください。場

所は、国道１８号線沿いの○○に○○という会社があり、その会社の敷地

に隣接している土地が申請地です。東隣には○○があります。今回申請が

変更になった理由は、この土地を○○さんが○○さんから住宅と物置を建

てるために購入をしました。購入当時○○さんは○○の○○に勤務してい

て、○○にお住まいでした。その頃○○に異動の話があり、住宅を建てる

予定で通勤に便利な当該地を購入しました。その後異動の予定が延期にな

り、平成○○年の退職まで○○に住んでいました。以上の理由で当該地は

現状のままになっていました。今回駐車場敷地を探していた○○に、○○

さんから売却をしたいという話があり、譲り受ける事になりました。ただ、

○○と○○の敷地の間が窪地になっていてかなりの段差があるので、中段

に駐車場を造り、取り付けの道路をスロープ型にして使いたいと言う話で

す。造成については土砂の流出を防ぐために、水路から余裕を持って盛り

土をする事、また転用に伴う被害が生じた場合は、当事者間で誠意を持っ

て対処するという事です。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。計画変更１と番号

１の案件につきまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願い

します。 

特にないようなので裁決に入ります。計画変更１と番号１の案件につき
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まして、賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号２の案件について、片委員より説明をお願いします。 

 

片委員      お願いします。地図の７ページ、８ページをご覧ください。場所は○○

の○○です。地図の下の方にある太い道路が浅間サンラインです。○○の

信号より○○メートルぐらい○○寄りに○○があります。その東側の道路

を○○メートルぐらい入ると○○があり、そこを左に○○メートルぐらい

行った所に申請地があります。譲受人の○○さんは、譲渡人の○○さんの

長男で、現在○○の○○で借家住まいです。○○さんの勤め先は東御市に

あるため通勤に不便な事と、両親も高齢になってきたので面倒を見たいと

いう事で、実家の近くに住宅を建てようと両親に話したそうです。両親も

そう言う事ならと住宅建設の土地を貸す事にしました。周囲には民家が数

件ありますが、いずれも親戚であり問題ないと思います。よろしくご審議

をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号２の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号２の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号３と番号４の案件については場所が近いので、一括で説

明をしていただきます。小山睦夫委員より説明をお願いします。  

 

小山委員     地図の９ページ、１０ページをご覧ください。場所は○○を渡って○○

方面へ○○メートルほど行き、左側にある坂道を○○メートルほど上り、

更に左に○○メートルほど行った山の中に番号３と番号４の申請地があ

ります。規模は２筆とも○○㎡ほどの規模です。担当の行政書士に伺った

ところ、周囲の地権者の承諾はもらっているとの事ですので、問題ないと

思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号３と番号４の

案件につきまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いしま

す。 

         譲受人の方はお二人とも○○の方ですが、メンテナンスも○○から来て

するのでしょうか。 
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小山委員     行政書士の方のお話では、○○から来てメンテナンスをするので、問題

ないとの事です。 

 

議長       特にないようですので裁決に入ります。番号３と番号４の案件につきま

して、賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして議案第３号、農用地利用集積計画について、事務局より説明

をお願いします。その前に○○委員が関係していますので、退室をお願い

します。 

(○○委員退室)    

    

担い手担当    それでは１月の農用地利用集積計画について説明します。４ページから

７ページについては通常の利用権設定です。新規と再設定を合わせて８６，

６７８㎡です。続いて８ページは農用地利用集積計画の利用権移転です。

こちらは１筆で、○○㎡です。これは新規就農者の○○さんが法人化する

に当たり、ご自分の会社である○○へ経営を移すという事で、今回の申請

が出ています。以上です。 

 

議長       ありがとうございました。ただ今事務局より農用地利用集積計画につい

て説明がありました。ご意見ご質問等ありましたら出してください。 

         特にないようなので裁決に入ります。議案第３号、農用地利用集積計画

について、賛成の方は挙手をお願いします。 

(全員挙手) 

         全員の賛成と認め、決定といたします。○○委員お入りください。 

（○○委員入室） 

         これで議事を終了しますが、全体で何かご意見、ご質問ございますか。 

それでは以上を持ちまして議事を終了します。スムースな進行へのご協

力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

議事録署名人                  


