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委 員 出 欠 表 

第１４回定例会     平成２７年５月２９日 

           開会 １３時４０分  閉会 １６時２５分 

 

出 席 委 員  会長 小林茂德  会長代理 渡邉登司美 

（２１名）      １清水洋      １３山崎正勝 

           ２上原勉      １４花岡豊一 

３土屋武道     １５白倉令子 

５伊藤義一     １６栁沢家保 

６関直茂      １７依田隆喜 

７竹重文昌     １８戸田幸江 

８依田喜巳男    １９長岡政直 

１０滝沢辰己    ２０渡邉重昭 

１１小林和惠    ２１田口千秋 

           １２栁澤實 

      

欠席委員        

           

  

議事録署名委員    １０滝沢辰己    １１小林和惠  

 

出 席 職 員   農業委員会事務局 

（４名）       事務局長   金井 泉 

次長     柳澤秀夫 

          事務局    滝澤友一郎 

          事務局    北村久美子 

         

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４条の規定による許可申請について 

    議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農用地利用集積計画について 

報告第１号 農地法第４条の規定による届出について 

 

第９回農業経営改善計画認定審査 

  

 

※ 会場  庁舎別館４階 第一会議室 
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渡邉登司美会長代理 皆さんこんにちは。非常に５月は農作業の一番忙しい時期になりま

すけれど、皆さんもほとんど田植えは終わったのではないかなという

ふうに推測致します。それではただ今より第１４回農業委員会定例総

会を開催いたします。よろしくお願いします。 

 

小林茂德会長    皆さん改めましてこんにちは。外を見ますと梅雨空模様の曇り空と

いうことで、吹く風も昨日に比べてだいぶ涼しくなりました。本当に

一雨も二雨もほしいなと思う今日この頃でございます。今、代理も申

し上げましたとおり大変農作業のお忙しい中の定例総会ということで

ございますけれどもよろしくお願いしたいと思います。今日も沢山ご

ざいますし、認定農業者の件も数多くありますので、慎重審議の上に

もスムースな進行をお願いしたいと思います。よろしくお願い致しま

す。それでは議事録署名員の指名でございますけれども、本日は１０

番滝沢委員、１１番小林和惠委員にお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。それでは本会に入らせていただきます。第１号議案、

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      はい、それでは第１号議案についてご説明させていただきます。 

まず番号１番です。譲受人が○○○○の○○○○さん○○歳、譲渡

人が○○○○の○○○○さん歳です。このお二人ですが○○○○さん

が○○○○で、○○○○さんが○○○○さんという関係になっており

ます。土地の所在は、○○○○ ○○○○番の○で面積が○○○○㎡、

申請内容は所有権移転です。申請理由は譲渡人が○○○○、譲受人が

経営規模拡大です。譲り受け後の経営面積の合計が○○○○㎡です。

担当委員は１９番長岡委員です。 

続きまして番号２番です。譲受人が○○○○の○○○○さん○○歳、

譲渡人が○○○○の○○○○さん○○歳です。土地の所在は○○○○ 

○○○○番の○で面積が○○○○㎡です。申請内容は所有権移転です。

申請理由は譲渡人が経営規模縮小、譲受人が経営規模拡大です。譲り

受け後の経営面積の合計が○○○○㎡です。担当委員は１９番長岡委

員です。２件とも下限面積を満たしています。３条は以上です。 

   

議長        はい、それではこれより担当委員の説明に入ります。番号１番の案

件につきまして１９番長岡委員より説明をお願いします。 

 

１９長岡委員  はい。それでは説明申し上げます。資料の１ページをご覧いただき

たいと思います。場所からご説明申し上げます。図面の中央に○○○

○が走っております。図面で左側を下って行きますと○○○○の方面

に行きます。それを上っていきますと○○○○という集落にあたりま



3 

して、○○○○のところへあたる道でございますけれども、この沿線

の道路下の水田でございます。ただいま事務局から説明がありました

通り、譲渡人が○○○○さん、譲受人が○○○○さんということで、

これは○○○○にあたる方でございます。○○○○の○○○○さんは

だいぶ○○○○となりまして、農作業の方も最近はできないというよ

うな状態で、以前から会社員でありました○○○○の○○○○さんが

実際には耕作しているわけですが、今回○○○○という形で○○○○

を行いたいということで申請に至りました。場所的にもここは受入れ

の圃場整備を行った水田地帯でございまして、利用形態も今後も水田

でやっていくということでございます。特に問題ないと思われますの

でよろしくご審議をお願いしたいと思います。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは番号１番の件に関しまし

て、ご質問等ある方は挙手をお願いします。 

無いようですので採決をさせていただきます。番号１番の案件につ

きまして賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

       全員の賛成をいただきましたので、よって決定とさせていただきま

す。 

続きまして番号２番について、１９番長岡委員お願いします。 

 

１９長岡委員  はい、それでは資料の２ページをご覧いただきたいと思います。地

図の右下に黒く塗りつぶしてあります○○○○と書いてありますが、

これは現在○○○○はございませんが、そのすぐ東隣が○○○○の○

○○○でございます。そこから北西へ○○○○ｍぐらい上がったとこ

ろにある斜線部分が今回の申請地でありまして、譲受人の○○○○さ

んは現在図面で○○○○と書いてある住宅のすぐ西隣のところを耕作

しているわけですが、この出入口が約○○○○ｃｍ位しかないという

ことで、非常に不便をきたしていたということで、以前から今回の申

請地につきまして所有者の方と、譲ってもらいたいということで交渉

をしてきていたようでございますが、最近になりましてその隣接所有

者の方との話し合いが付きまして、今回この申請に至ったものでござ

います。利用形態は普通畑になっております。特段問題ないと思われ

ますのでよろしくご審議をお願いしたいと思います。以上です。 

   

議長        はい、ありがとうございました。それでは番号２番の件に関しまし

て、ご質問等ある方は挙手をお願いします。 

無いようですので採決をさせていただきます。番号２番の案件につ

きまして賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 
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       全員の賛成をいただきましたので、決定とさせていただきます。 

続きまして第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請につい

て事務局は説明をお願いします。 

 

事務局       はい、第２号議案についてご説明します。 

    まず番号１番です。土地の所在が○○○○ ○○○○番の○で面積

が○○○○㎡の内○○○○㎡、農地区分は３種農地、申請事由が太陽

光発電敷地、パネル○○枚で発電量が○○ｋｗになります。申請人は

○○○○の○○○○さん、許可基準は用途区域内の農地で則４４－３ 

第２の１の（１）のエの（ア）のｂの（ｃ）の第１種住居地域です。

担当は１７番依田隆喜委員です。 

  続きまして番号２番です。土地の所在が○○○○ ○○○○番の○

で面積が○○○○㎡、農地区分は３種農地、申請事由が太陽光発電敷

地、パネル○○枚で発電量が○○ｋｗになります。建築面積が○○○

○㎡です。申請人は○○○○の○○○○さん、許可基準は用途区域内

の農地で則４４－３ 第２の１の（１）のエの（ア）のｂの（ｃ）で

第１種低層住居専用地域です。担当は１７番依田隆喜委員です。４条

は以上です。 

 

議長  はい、ありがとうございました。ただいま事務局より農地法第４条

の規定による許可申請について２件の説明がありました。それでは番

号１番につきまして１７番依田隆喜委員お願いします。 

 

１７依田隆喜委員  はい、よろしくお願いします。まず最初に地図の方から説明します。

この場所は○○○○の南側になります。右にある大きな道が○○○○

から○○○○へ行く道です。この下が○○○○になっています。○○

○○さんですが、この場所は地目は○になっていますが、減反の都合

でずっとアスパラを作っていたのですが、もう何年も作っているので

アスパラも出なくなってしまったということで、太陽光発電にしたい

ということです。周りの人たちの同意もいただいているので、何の問

題もないと思いますけれど審議をよろしくお願いします。 

 

議長  はいありがとうございました。それでは番号１番の案件につきまし

て、ご質問等ある方挙手をお願い致します。ご質問等なければ採決に

入ります。この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） 

          はい、ありがとうございました。全員の賛成を持ちまして決定とさ

せていただきます。それでは続きまして番号２番につきまして１７番

依田隆喜委員お願いします。 
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１７依田隆喜委員  はい、よろしくお願いします。地図の場所ですけれど、左の上の方

の白くあいているところが○○○○の○○○○です。そこから○○○

○ｍぐらい入った場所ですが、○○○○というのがあってその東側で

す。○○○○さんですけれど、この地図の○○○○と書いてあるその

下に○○○○さんというお宅があるのですが、その○○○○さんの○

○○○になるわけですが、今現在○○○○に住んでいます。○○○○

さんはこの前○○○○しまって誰もいないということで、○○○○か

ら通って水田をやるということができないということで、太陽光発電

にしたいということです。左が住宅、右が一段上がった田んぼになっ

ていますが、なんら問題ないと思いますけれどご審議よろしくお願い

します。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは番号２番の案件につきま

して、ご質問等ある方挙手をお願い致します。 

 

渡邉登司美会長代理 昨日の農業振興審議会の時に出たわけですが、最近大規模なものに

ついては周りをフェンスで囲ったりして、太陽光発電についてはいわ

ゆる防犯対策もできておりますけれども、実際に見ていますと小規模

の物については全くフェンスもないということで、すでにパネルでは

ないのですが例えばコードというか線が盗難にあうという例もあるし、

また悪意のある人が危険な危害を及ぼすということもありますので、

この辺についてはぜひとも基準というのを設けた中で、小規模といえ

どもフェンス等で囲って防犯対策をして欲しいと思いますけれども、

その辺については基準があるかないか等を含めて質問したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

議長  はい、今渡邉代理の方から出たのですが、一応依田隆喜委員の方か

らはこの太陽光発電について周りを囲ってあるのかどうか。 

 

１７依田隆喜委員  この最初の○○○○さんの方ですけれど、この北側の○○○○のす

ぐ下に去年太陽光ということで申請がありまして、許可になって太陽

光のパネルを作ってあるのですが、この場所は周りをフェンスで囲っ

てあります。入れないように高さ○ｍ○○ｃｍぐらいの囲いでやって

あります。 

 

議長  はい、了解致しました。続けて私の方から質問なのですが、そうい

った中で、昨日現地確認をして歩いている中でたまたま大規模なもの

もあったのですが、そういった小規模の中で住宅地の中にありながら

全然フリーになっているところもあったわけです。非常に住宅地の中

というのが子供のいたずら等もあるでしょうし、万が一何かあったら
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どうするのかという昨日の審議会の中では意見が出たのですが、市と

してその辺の指導は出されているのでしょうか。 

 

事務局次長  はい、私の方から説明させていただきます。今回のような太陽光の

件につきましてはですね、東御市の環境を良くする条例の中で太陽光

について届出が義務化されております。農業委員の方からそういう心

配等が出ているという話を担当部局の方にお伝えしまして、そういう

基準を制定するように働きかけていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

 

議長  はい、ありがとうございました。他に質疑のある方ご質問等ある方

は挙手お願いします。はい、栁澤實委員。 

 

１２栁澤實委員  安全について話がありましたので関連した形ですけれども、景観条

例がありますのでその辺のところで今の太陽光についての景観条例で

だめになったところがあるのかどうか。或いはこれからはそういうも

のも一緒に押していくのかどうか、その辺のところはどうなのですか。 

 

事務局次長  農地法の関係ですと農業委員会に関係する案件についてだめになっ

たという事例はございません。申し訳ございません、農地法以外のと

ころはこちらの方に回ってこないものですから、そういう情報が入っ

てこないということでこの場ではお答えできないような状況でござい

ます。いずれにしろ、例えば今のフェンスの話、周辺の農地に影響が

あるかというそういう話も当然出てくるかと思いますので、農業委員

会とすればこういう懸念もあるということを担当部局の方へ伝えたい

と思います。以上でございます。 

 

議長  よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは他に何か。

はい、戸田委員。 

 

１８戸田委員  今の景観の話ではないですけれど、このすぐ上が公園になっていま

すね。公園という絡みで周囲から反対がでませんか。 

 

１７依田隆喜委員  公園と農地の境ですけれど生垣があって直接よく見えるという場所

ではないです。 

 

議長  はい、了解しました。よろしいでしょうか。他に何か。無いようで

すので採決に入ります。この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） 



7 

          はい、ありがとうございました。全員の賛成を持ちまして決定とさ

せていただきます。続きまして議案第３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       はい、それでは議案第３号農地法第５条の規定による許可申請につ

いてご説明します。５条の関係ですけれど今月は５件ございます。 

  まず番号１番です。土地の所在は○○○○ ○○○○番の○で面積

が○○○○㎡です。申請事由は太陽光発電敷地、パネル○○枚で発電

量が○○ｋｗになります。建築面積が○○○○㎡です。申請人は譲受

人が○○○○の○○○○さん、譲渡人が○○○○の○○○○さんです。

契約内容は○○年の賃貸借権設定です。許可基準ですがこちらは農振

を除外した農地でございます。農地区分的には消極的２種農地で法５

－２－２ 第２の１の（１）のカの（ア）でということで、代替性の

ない土地ということで許可になる見込みです。担当委員は２番上原委

員です。 

  続きまして２番です。土地の所在は○○○○ ○○○○番の○で面

積が○○○○㎡、同じく○○○○ ○○○○番の○で面積が○○○○

㎡の２筆合計面積が○○○○㎡です。農地区分は１種農地です。申請

事由は住宅敷地、あと駐車場という事で○棟、建築面積が○○○○㎡

と○○○○㎡です。申請人は譲受人が○○○○の○○○○さん、譲渡

人が○○○○の○○○○さんです。こちら○○○○さんと○○○○さ

んという関係になっております。契約内容は使用貸借権設定です。許

可基準は用途指定のない地域ですが、集落に接続しているため則３３

－４ 第２の１の（１）のイの（ア）のａで許可になる見込です。担

当委員は６番関委員です。 

続きまして番号３番です。土地の所在は○○○○ ○○○○番の○

で面積が○○○○㎡です。農地区分は消極的２種農地です。申請事由

は住宅敷地○棟、建築面積が○○○○㎡です。申請人は譲受人が○○

○○の○○○○さん、譲渡人が○○の○○○○さんです。○○○○さ

んの○○○○さんの○○○○さんが○○○○さんという関係になって

おります。契約内容は使用貸借権設定です。許可基準は用途指定のな

い地域で消極的２種の代替性のない土地ということで法５－２－２、

第２の１の（１）のカの（ア）で許可になる見込みです。担当委員は

３番土屋武道委員です。 

続きまして番号４番です。土地の所在は○○○○ ○○○○番の○

で面積が○○○○㎡です。農地区分は３種農地です。申請事由は住宅

敷地○棟です。建築面積が○○○○㎡です。申請人は譲受人が○○○

○の○○○○さん、譲渡人が○○○○の○○○○さんです。契約内容

は所有権移転です。許可基準は用途区域内の第１種低層住居専用地域

で、則４４－３ 第２の１の（１）のエの（ア）のｂの（ｃ）で許可
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になる見込です。担当委員は２番上原委員です。 

続きまして番号５番です。土地の所在は○○○○ ○○○○番の○

で面積が○○○○㎡です。農地区分は１種農地です。申請事由は住宅

敷地○棟です。建築面積が○○○○㎡です。申請人は譲受人が○○○

○の○○○○さん、○○○○の○○○○さん。○○○○さんが○○○

○さんで○○○○さんが○○○○さんになっております。譲渡人が○

○○○の○○○○さんです。契約内容は所有権移転です。許可基準は

用途指定のない地域ですが、集落に接続しているということで則３３

－４ 第２の１の（１）のイの（ア）のａで許可になる見込です。ま

たこちらは○○○○ということになっておりまして、○○○○の場合

は○○○○㎡まで転用が可能というふうになっております。担当委員

は１４番花岡委員です。５条は以上です。 

   

 議長       はい、ありがとうございました。ただいま事務局より農地法第５条

の規定による許可申請についての説明がありました。それでは番号１

番について２番上原委員お願いします。 

 

２上原委員     はい、それではお願い致します。資料は５ページになります。場所

は○○○○の西側、南の西と言いますか○○○○の境付近になります。

申請地に接している道路が○○○○、申請地下の二本線は○○○○で

す。○○○○の交差点から○○○○方面へ約○○○○ｍ向かった地点

になります。申請人の○○○○さん、○○○○さんは○○○○で、こ

の申請地は現在○○○○ですが、○年ぐらい前まではアスパラガスの

栽培をやっていたようです。それは○○○○さんが○人でやっていた

ようなのですが、○○○○で栽培も無理になって○○○○状態となっ

ておりました。○○○○さんも他○○○○さん等も、○○○○等の関

係で農業はできないということでやむを得ず○○○○にしたのですが、

今後どうするか家族で話し合った結果、今後も農業をやる意思がない

ということで、太陽光発電を設置したいということで今回の申請にな

ったようです。先程も話がありましたが、去年の○月に○○○○は除

外となっております。近隣の同意も得ておりまして、雨水については

防草シートを張るようですが、集水用のトレンチ○○角で○○ｍ幅く

らいの長さくらいの集水用の溝を造って水を入れて集水するというよ

うな対策を取るようです。先程も話は出ておりましたが、周辺につき

ましてはフェンスをずっと張り巡らすということで図面化されており

ますので、特に問題はないと思いますのでよろしくご審議をお願い致

します。 

 

事務局次長  先程のフェンスの関係で、担当部局の方で聞いて参りましたのでご

報告させていただきます。条例上は安全対策を取ってくださいという
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そういう指導のみを行っているそうでございます。それでフェンス等

の設置はどうなのというお話をしましたところ、土地の形状によって

ケースバイケースであるので、現在のところそこまでの指導はしてい

ないと、それで近隣の市町村についても今のところフェンスを張りな

さいというそういう決まりがあるという情報は入っていないというそ

ういうことでございます。以上でございます。 

 

議長        はい、ありがとうございました。それでは元に戻りまして番号１の

案件に付きましてご意見ご質問等ある方は挙手をお願いします。 

無いようですので採決をさせていただきます。この件につきまして

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

       全員の賛成をいただきましたので、よって決定とさせていただきま

す。続きまして番号２番について６番関委員お願いします。 

 

６関委員      はい、お願いします。地図は６ページです。先程も説明がありまし

たが、譲受人○○○○さんと譲渡人○○○○さんは○○○○でありま

す。○○○○さんは現在○○○○に居住しておりますが、将来は実家

の○○○○としてやっていくということであります。隣に住宅を建て

そこから通勤し、ゆくゆくは農業もやるということであります。特に

問題はないように思いますので審議の方よろしくお願い致します。以

上です。 

 

議長        はい、ありがとうございました。担当委員から説明がありました件

に関しまして、質問等ある方は挙手をお願いします。 

無いようですので採決をさせていただきます。この件につきまして

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

       全員の賛成をいただきましたので、決定とさせていただきます。続

きまして番号３番について３番土屋委員お願いします。 

 

３土屋委員     はい、番号３の案件でございますが、説明に入る前に事務局に確認

したいと思います。契約内容がそこに○○年と書いてありますが、本

人から話を聞きますと○○年だという話ですが、これは訂正になって

おりませんか？ 

 

事務局  なっております。○○年と書いてありますが、○○年に修正で差し

替えの書類が来ております。 

 

３土屋委員   ということだそうですので、皆さん○○年ということではなくて○
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○年ということでお願いをしたいというふうに思います。それでは改

めて説明を申し上げたいと思います。まず、図面の方でございますけ

れども７ページをご覧いただきたいと思いますが、その隣に○○○○

が通っているそのすぐ脇でございます。この場所から左下の方へ下る

こと約○○○○ｍかと思いますが、○○○○の○○○○があるという

位置的にはこんなところでございます。この場所でございますけれど

も、住宅地に囲まれた場所でございまして、他の農地への日照だとか

通風の影響はないということでございまして、他の農地への影響はな

いというふうに解釈をしておるところでございます。これの譲受人譲

渡人につきましては、先程事務局から説明がありましたとおり○○○

○関係という状況でございます。この場所を選定するにあたりまして

譲受人は他にも隣近所○○箇所を検討したわけでございますけれども、

住宅地としてなかなか適したところも見つからないということで、や

むを得ず現在の住宅のすぐ脇がたまたま農地になっていたということ

で、ここを○○○○さんから借り受けて家を造りたいということで、

今回の申請になったという状況でございます。特段他の農地への影響

はないと思いますので、わたしの方としても特段の問題はなかろうと

いうふうに解釈しております。よろしくご審議をいただければという

ふうに思います。以上でございます。 

 

議長        はい、ありがとうございました。担当委員から説明がありました件

に関しまして、質問等ある方は挙手をお願いします。それでは無いよ

うですので採決をさせていただきます。この件につきまして賛成の方

は挙手願います。 

（全員挙手） 

       全員の賛成をいただきましたので、決定とさせていただきます。続

きまして番号４番について２番上原委員お願いします。 

 

２上原委員     はい、それではお願いします。資料の８ページになります。申請地

は○○○○内の内側、その上部の方に○○○○とありますが、その○

○○○の左側の道路を上の方へ行きますとすぐに、○○○○の○○○

○の交差点を上に上ると○○○○の方へ行く信号になります。そこか

ら南の方へ下りてきて、右に行ってまた上へ上がったようなところに

なります。○○○○と○○○○の間という位置になります。そこの少

し下の方に変則の○○○○みたいなのがありますが、そこが今回５ペ

ージで先程説明しましたが、申請地からまっすぐ北の方へ上った道に

行ったところが、その○○○○になります。そこの地点の上の方○筆

ばかり、第９回の定期総会で○区画の分譲地ということでさせていた

だいた場所になります。この一帯を見ていただいた通り、最近結構住

宅地化された地点でございます。申請地は○○○○が、○○○○が○
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○○○後○○○○で分割して○○○○したようです。そこの網掛けが

してありますがその下に一件家があります。それは○○○○さんの家

だそうですが、その北側の線まっすぐ左の方へ伸ばして、その土地が

○○○○さんの○○○○した土地ということになるようです。○○○

○さんも最初は作ったりしたのですが、最近は○○○○の○○○○の

方にキャベツの苗畑として貸していたようですが、ご自分も○○を迎

え○○○○さんも○○○○をやっていって農業をやる予定はないとい

うことで、農地の処分について考えていたのですが、譲受人の○○○

○さんが人を介して譲っていただけないかという話が来て、それで同

意をして譲るということにしたようです。先程も申しましたが住宅化

が進んで上下水道等道路も整備されておりまして、特段問題ないと思

われますのでよろしくご審議をお願いします。 

 

議長        はい、ありがとうございました。担当委員から説明がありました件

に関しまして、質問等ある方は挙手をお願いします。それでは無いよ

うですので採決をさせていただきます。この件につきまして賛成の方

は挙手願います。 

（全員挙手） 

       全員の賛成をいただきましたので、決定とさせていただきます。続

きまして番号５番について１４番花岡委員お願いします。 

 

１４花岡委員    はい、よろしくお願いします。地図は９ページをご覧いただきたい

と思います。左上中央から右下の方へ伸びている線が、○○○○から

○○○○を経て○○○○へ行く道路になります。左上の交差点がちょ

うど○○○○の中央の交差点という形で、そこから東へ○○○○ｍほ

ど行ったところを、南側へ○○○○ｍ位下がったところが現地になり

ます。今回申請人の○○○○さんと○○○○さんは、先程事務局から

説明がありました通り○○○○さんと○○○○の間柄ということで、

今、○○○○さんの方は○○○○の方で、○○○○さんは○○○○に

それぞれ借家住まいをされていらっしゃるということです。○の○○

○○さんは○○○○で○○○○を経営され、○の○○○○さんは○○

○○で○○○○を経営されていらっしゃるということで、お二人で住

みたいという希望を持っておられて今回の申請になったということで、

○○○○さんは○○○○に今住んでおられますが、○○○○さんの住

んでいる○○○○の方へ来て、現在の○○○○はどなたかに任せる形

でこちらでも○○○○を○○○○させたいということで、現在のとこ

ろへ○○住宅という形で住居を建てたいということのようです。○○

○○さんは○○○○も持っておられて○○○○を取得されております

し、○○○○さんは○○○○の資格で現在○○に○○○○を持ってお

られるということですのでよろしくお願いしたいと思います。 
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議長        はい、ありがとうございました。担当委員から説明がありました件

に関しまして、質問等ある方は挙手をお願いします。それでは無いよ

うですので採決をさせていただきます。この件につきまして賛成の方

は挙手願います。 

（全員挙手） 

          全員の賛成をいただきましたので、決定とさせていただきます。 

 

  それでは続きまして第４号議案農用地利用集積計画５月分について

事務局より説明をお願いします。 

 

担い手支援担当  はい、よろしくお願いします。今月の農地利用集積計画ですが、全

件で○○件、○○筆、○○○○㎡、そして利用権設定についてですが

全件で○○件、○○筆、○○○○㎡で、新規が○○件、○○筆、○○

○○㎡、再設定が○○件、○○筆、○○○○㎡、所有権移転が○○件、

○○筆、○○○○㎡になります。利用権設定の１番○○○○ですが、

こちらの利用権設定は○○○○さんが個人名義から法人名義に変更す

るために設定した利用権設定になります。６番ですが農地中間管理事

業を使った利用権設定になりまして、農地中間管理事業ですが長野県

農業開発公社が担い手が見つからない地主から農地を借りまして、貸

し手が見つからないだとか、もっと規模拡大したいという農家に農地

を貸付けるという事業になります。問題はないと思いますが、ご審議

の方よろしくお願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございました。５月分に関しまして事務局の方か

らご説明がありましたが、何かご質問等ある方は挙手をお願いしたい

と思います。 

  それではこの４号議案の採決をとらせていただきますけれど、賛成

の方は挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

          はい、ありがとうございました。それでは全員の賛成ということで

決定とさせていただきます。 

  それでは続きまして報告第１号農地法第４条の規定による届出につ

いて事務局より説明お願いします。  

 

事務局  はい、それでは報告第１号ということで農地法第４条の規定による

届出について今月は３件ございます。 

  番号１番です。土地の所在が○○○○ ○○○○番の○で面積が○

○○○㎡の内○○○○㎡、申請事由は農業用施設○棟とその通路敷地

になります。倉庫の建築面積が○○○○㎡、通路用地が○○㎡です。
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申請人は○○○○の○○○○さんです。 

  続きまして番号２番です。土地の所在が○○○○ ○○○○番の○

で面積が○○○○㎡の内○○○○㎡、申請事由は農業用倉庫○棟、建

築面積が○○○○㎡です。申請人は○○○○の○○○○さんです。 

  続きまして番号３番です。土地の所在が○○○○ ○○○○番の○

の一部で○○○○㎡の内○○○○㎡です。申請事由は畜舎増築○棟、

建築面積が○○○○㎡です。申請人は○○○○の○○○○さんです。

以上です。 

 

議長  はい、ありがとうございました。届出という事なので採決は取りま

せんけれど何かご質問等ございますか。よろしいでしょうか。はい、

ありがとうございました。 

  続きまして第９回農業経営改善計画認定審査に入らせていただきま

す。今回は件数が多いので一件ごとに担当委員からの説明という形で

進めて参りたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

認定農業者担当  はい、それでは担い手支援係の柳橋ですがよろしくお願い致します。 

  では番号１番でございますけれども新規の方でございまして、○○

○○の○○○○区の○○○○さんになります。お手持ちの資料４ペー

ジをご覧いただきましてご説明致します。目標とする営農類型は水稲、

作業受託です。経営改善の方向の概要は低農薬栽培の徹底、またこち

らに書いてございませんが、所得水準の向上ということになります。

年間農業所得につきましては現在○○○○万円のところを○○○○万

円という目標になってございます。経営規模につきましては、水稲が

現在○○○○ａに対しまして目標○○○○ａ、作業受託は○○○○ａ

から○○○○ａに規模拡大をしていく予定で考えております。プラス

○○○○ａになってございます。次のページを見ていただきまして、

この○○○○さんにつきましては国の経営所得安定対策の支援を受け、

今後農業政策が認定農業者また農業集落営農へシフトしていくという

ことから、○○○○さんの将来を考えた上で、規模等も含めた上で、

認定農業者の申請に至ってきております。問題といいますか、心配さ

れる方もいらっしゃると思いますが、お一人ということで臨時雇用の

関係も右下の方にございますけれども、お一人ではなく何人か仲間と

一緒にやっていきながら農地の集積を図って、規模拡大をしていきた

いということで考えております。現在の所得もなかなか○○○○万円

ということで収入の方もあることから、５年後の規模拡大についても

達成が見込めるのではないかというふうに考えておりますので、今回

新規ということではありますけれども、ご審議の方よろしくお願い致

します。事務局からは以上でございます。 
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議長  はい、ありがとうございました。それでは担当委員の説明というこ

とで、渡邉重昭委員の方から説明をお願い致します。 

 

２０渡邉重昭委員  はい、それでは○○○○君を紹介させていただきます。○○○○さ

んは○年ほど前に○○○○をやってました。それで急遽○○○○しま

してお百姓をやるということで○○○○をまず作りまして、コンバイ

ン或いは作業委託そちらを主にやっておりまして、去年○条植の新し

いコンバインがあったのですが、今度やはり○条に変えまして新しい

○条で規模拡大というか受託を主にやっております。近所の土地もい

ろいろ借りまして、経営規模の拡大ということでどんどんやっている

ようですから、これから伸びてくる青年だと思います。またやはりま

だ○○○○ということで○○○○がいればいいなと、一緒にやってく

れる方がいればいいなという感じで、私共も期待している青年であり

ます。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは一番の案件に付きまして、

ご質問等ある方は挙手お願いします。 

  はい、それでは特にないようでございますので採決に入ります。適

当であるとお認めの方は挙手をお願いします。 

  （全員挙手） 

  はい、ありがとうございました。それでは全員の賛成で適当という

ことで決定させていただきます。続きまして番号２番の件につきまし

て事務局より説明をお願いします。 

 

認定農業者担当  番号２番です。この方も新規の方でございまして、○○○○の○○

○○さんでございまして、現在○○歳という年齢となっております。

営農類型につきましては水稲＋果樹でございまして、経営改善の方向

につきましては６次産業化を更に進めていくということで、現在直販

所に出荷しており、更なる販路を拡大していくということです。６次

産業化ということで、現在消費者の方に直接販売しており、今後イン

ターネット等の活用等を考えているということでございます。経営体

の農業所得につきましては現在○○○○万円ということでありますが、

目標○○○○万円となっております。現在行われている規模につきま

しては、水稲が○○○○ａに対しまして目標は同じく○○○○ａでご

ざいます。リンゴは現在○○○○でございますけれども、○○○○ａ

の目標になっております。大豆○○○○ａに対して○○○○ａ、その

他（くるみ）○○○○ａに対して○○○○ａ、その他の野菜が○○○

○ａに対して○○○○ａということでございまして、合計面積○○○

○ａに対しまして○○○○ａ、プラス○○○○ａの予定となっており

ます。次のページを見ていただきまして、○○○○さんにつきまして
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は７ページの左下の方にございますけれども、農用地の利用要件とな

りますけれども、○○○○さんの果樹園のリンゴを譲り受けまして規

模拡大を図るということでありまして、先ほどのリンゴの経営面積は

現在○○○○なんですけれどもゆくゆくは○○○○ａのリンゴ畑を○

○○○できるという状況になります。現在○○○○さんの方での直販

の状況もございまして、販路拡大を確率していくということでござい

まして、そのような計画になっているということでご承知をいただき

たいと思います。○○○○ということでリンゴの木と果樹園は、機械

では○○○○なども譲り受ける体制はできております。ですから直販

に関しては更なる販路拡大に意欲を燃やしているということでござい

ます。また、機械の修理やメンテの方も自分で行っておりまして、経

費節減に努めていきたいというふうに考えているようです。また、機

械設備等による借金につきましては現在のところないようでございま

すけれども、将来的には大豆の機械化を進めていきたいということで、

検討していきたいということではありますけれども、現在○○○○を

していく状況ではないということでございます。労働力につきまして

はお二人でやっていくということで面積的にもさほど問題はないので

すけれども、ただ所得目標が達成できるかというところで、直販の販

売の拡大にやはり力を入れていかなければならないということで、こ

ちらの方の指導もしているところでございます。簡単でございますけ

れども、○○○○さんにつきましては以上でございます。 

 

議長  はい、ありがとうございました。番号２の案件につきまして、担当

の１６番栁沢家保委員説明をお願いします。 

 

１６栁沢家保委員  はい、よろしくお願いします。先程の説明で大体よろしいのですが、

現在水稲と大豆その他野菜をやっているということで、それから先程

話が出ましたリンゴが、○○○○さんの○○○○の方の○○○○さん

がリンゴの栽培をやっていて、それをそっくり自分で今度やらせても

らうと、それで○○○○さんも○○近い年齢になっているので、○○

○○さんの○○○○の方の○○○○の方がいないので、自分が面倒み

るんだということで、現在のリンゴとそれに伴う機械の方も全部譲り

受けるということになっているそうでございます。あとクルミも○○

○○ａで○○本なので相当今植えてはあるのですが、まだ○○年くら

いということで実際の収入はまだ結びつかないが、これからそちらの

方の収入も出てくるということで、作業の方も○○○○さんと２人で

やっているわけですが、○○○○さんにももう少し携わってもらうと

いうことで、従事日数も○○○○さんの方も増やしていくみたいでご

ざいます。あと、トラクターが現在の規模で○○ｐｓというのは大き

いのではないかという話をしたのですが、先を考えてこれは勤めてい
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て収入がある時に購入して今現在使っているそうです。以上です。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは質疑に入ります。ご質問

等ある方は挙手をお願いします。はい、３番土屋委員。 

 

３土屋委員  はい、確認をお願いしたいというふうに思いますが、リンゴという

ことで現在もお手伝いしているということで内容は良くわかりました

が、ちなみにこの場所というのはどの辺なんですか。この方○○○○

なんですが。 

 

１６栁沢家保委員  ○○○○だと聞きました。 

 

３土屋委員  わかりました。○○○○ですね。場所的に○○○○といいますかで

きる場所なんだろうなということで思っていたのですが、確認したか

ったということです。○○○○ということですね。はい、わかりまし

た。 

 

議長  はい、他に何かご質問等ありましたら。はい、それでは無いようで

ございますので、採決に入ります。適当であるとお認めの方は挙手を

お願いします。 

  （全員挙手） 

  はい、ありがとうございました。全員の賛成で適当ということで決

定させていただきます。続きまして番号３番の件につきまして事務局

より説明をお願いします。 

 

認定農業者担当  番号３番です。○○○○区の○○○○さんになります。○○○○さ

んにつきましては、備考の方に書いてございますけれども更新という

ことで、前回申請したのが○○○○年前ということでありまして、こ

ちらの市役所のデータにも残っておらず、名前等は昔の○○○○での

認定農業者として存じ上げていたのですが、その情報が無いというこ

とから更新ということでご承知いただきたいと思います。では８ペー

ジ目をご覧ください。○○○○さんにおかれましては現在○○歳とい

うことでございます。目標とする営農類型につきましては、果樹及び

畑作経営となっております。経営改善の方向につきましては、現在果

樹等を行っているわけですが、特に加工用ブドウを今後作付けして力

を入れていきたいということでございます。また、畑作では雑穀の種

類を増やし加工販売等の６次化産業の方に結び付けていきたいという

ふうに意欲を燃やしているところでございます。農業所得につきまし

ては、○○○○万円のところを目標○○○○万円となってございます。

③の農業経営規模の状況でございますけれども、リンゴが現状○○○
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○ａに対しまして目標が○○○○ａ、ネクタリンは○○○○ａに対し

て目標も○○○○ａ。巨峰の○○○○ａにつきましても目標は同様の

○○○○ａ、加工用ブドウは現在作付け無しの○○○○でございます

けれども、目標○○○○ａとなってございます。畑作○○○○ａ内訳

ソバ○○○○ａ、アワ、キビなど○○○○ａという内訳になってござ

いまして、目標が○○○○ａ、ソバ○○○○ａになりまして、アワ、

キビなどが○○○○ａとなってございます。田んぼが○○○○ａに対

して目標も同様の○○○○ａとなっていまして、経営面積○○○○ａ

に対して目標○○○○ａ、プラス○○○○ａの目標を計画しておりま

す。○○○○さんにつきましては右側の方にもございまして、現状○

○○○また○○○○の方からも農地を借りているような状況でござい

まして、更に○○○○の中で面積を拡大したい、畑の○○○○ａがプ

ラスになっているような状況でございます。その右の下の方のその他

の関連附帯事業の雑穀加工販売につきまして、現状では機械がござい

まして、ただその専用の設備が未整備であり、目標が加工専用設備の

整備、これは製品化して販売へと繋げ、販売先は道の駅や直販できる

ところへ積極的に売り込んでいきたいというふうに話をしておりまし

た。次のページを見ていただきまして、加工用ブドウにつきましては

左下の方にございますけれども、現状○○○○になっておりまして、

現在は苗を作成しておりまして今年植えたいという予定になっており

ます。目標につきましては、目標とする生産量に近づけるように育成

していきたい。また、販売先の方は確保できているというというお話

がございまして、ある程度の収入の見込はできているというふうに考

えているようでございます。○○○○さんにつきましては、こういっ

たいろいろな多角的に拡大して行ってこなかった例えばネクタリンと

か巨峰とかございますけれども、作業工程的に無理せずできる範囲内

であるというふうに考えられます。一番○○○○と○○○○の遠方の

農地が大きくあるということが一番懸念されているところでございま

すが、現在もしっかり行っている状況でございまして、大丈夫だとい

うことでお話をしております。あと、労働力につきましては○○○○

の○○○○がいらっしゃいまして、今後の農業従事につきましては見

通せないわけですが、○○○○さん他身内の方に協力していただくと

いうことで、労働力の確保につきましても確約できているような状況

でございます。では簡単ではございますけれども○○○○さんについ

ては以上の通りでございます。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは担当委員の説明というこ

とで、１８番戸田委員お願いします。 

 

１８戸田委員  はい、説明させていただきます。今事務局の方から詳しくお話いた
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だいたのでその通りですが、申請が一時切れたということに関しては、

本人は書類が来ていたのですが出すのを忘れていましたというような

ことで言っておりました。いろいろなものをやっているのでこれから

も大丈夫です。今現在は○○○○さんが結構お手伝いをしていただい

ているようですが、これからは他の人とやっていくようになりますと

お話しいただきました。よろしくお願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは質疑に入ります。ご質問

とうある方は挙手をお願いします。はい、どうぞ。 

 

渡邉登司美会長代理 はい、この方見てますと○○○○市に○○○○ａという結構たくさ

んの面積の土地を持っていますけれど、○○○○市と言いましても広

いのでどこなんですか。 

 

認定農業者担当  場所につきましては○○○○の方だそうです。 

 

渡邉登司美会長代理 では、行政が違いませんか。○○○○は○○○○市と違いますよね。 

 

認定農業者担当  申し訳ございません。○○○○の方ということでお話を聞いており

ます。○○○○ではありません。 

 

渡邉登司美会長代理 今私も単純に思うのですが、○○○○ａということは○○町歩です

よね。それで見ていますとソバ、アワ、キビなんて書いてありますよ

ね。わたしも若干自家用程度ですけれどキビを作ったのですが、アワ

でもキビでも鳥害がひどいんですよね。鳥に食べられちゃったりして。

ですから○○○○ａという大規模でやっていて、実際に採算がとれる

のかなというふうにわたしは素朴に思ってしまいます。現状を見てみ

ますと農業所得が○○○○万ですよね。これだけの機械を有していま

すけど、これだと○○○○すれすれではないかと思ってしまいます。

実際にこれで生活できるのか。例えば田んぼも○○ａしかありません

よね。ですが田植機は○条植えだとか、コンバインが○条だとか、は

っきり言ってわたしが思うに過大な投資ではないかと思います。その

辺はどうでしょうか。 

 

認定農業者担当  コンバイン等につきましては本人から聞いた話でございますが、ソ

バ等にも使っているというふうにお話をしておりました。現在も○○

○○の方に借りておりまして、移動の方大変じゃないですかという余

談な話もさせていただいたのですが、そんなに時間がかからずに行け

るよなんて話もしておりまして、わたしたちが心配している以上に本

人は飛び回っているような現状でございます。また、○○○○市の方
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で○○○○ａという大規模な農地を借りるということもございまして、

向こうの地元の農業委員さんとお話をされたということで、逆に向こ

うの方がどんな業者が入ってくるんだという形で、むしろ荒らされた

り変なことをされるのではないかということで心配があったみたいで、

いろいろと根掘り葉掘りと聞かされて対応したというような余談な話

もさせていただいております。ですので、非常に本人の性格的な話に

なってしまうのですが、ＮＯと言わないというかやさしいところもあ

って、非常に受け入れると、近くのリンゴの木の中を、リンゴをなん

とかやってくれないか、おじいちゃんがだめになっちゃったからやっ

てくれないかということで、つい最近もわかったしょうがないなとい

うことで受け入れたというような話もしておりまして、何とか心配す

るところはあるのですが、本人は一生懸命飛び回っているという現状

はご理解をいただきたいというような状況でございます。 

 

渡邉登司美会長代理 わたし十分見なくていけなかったのですが、コンバインを見ますと

雑穀用と書いてありますよね。でも雑穀用ということになりますと回

転するタイプなので、これで稲も刈るという解釈でよろしいですか。

確かにソバだとか雑穀には全く違うんですけれども、そういうのがあ

ると○条という書き方はおかしいのではないかと思います。 

 

認定農業者担当  コンバインに関する性能というか細かいところまでのお話はさせて

もらっていないのですが、いずれにしてもこの機械の中でやっていく

というふうにお話を聞いております。先程の借入の中でという話は下

の畑の○○○○市の○○○○ａの事をお話させていただきました。○

○○○市の方につきましては所有地ということで、ご本人さんの書き

方では所有していると、それに合わせて近隣の方が家のもお願いとい

う話が出てるので○○○○ａまで拡大をする予定という本人のお話を

聞いております。以上です。 

 

２１田口委員  これは○町歩全部自分の所有地にするの？ 

 

認定農業者担当  一応そういう話は聞いております。 

 

１清水委員  一ついいですか。労働時間○○○○時間というと一日○○時間でも

○○○○日働かないと追いつかない計算になりますけれど、どういう

計算でそうなっているかお聞きしたいです。 

 

認定農業者担当  すみません。そこまで細かいところは聞いていないですが、先程の

話で朝から晩までという状況があるということで、ご本人さんのあく

まで書いてきた申告ということで○○○○時間でございまして、それ
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を○○○○時間まで落としていきたいと。 

 

１清水委員  でもこの数字が考えられない数字だということになれば、これ自体

が無理ではないでしょうか。 

 

認定農業者担当  ご本人さんの一応現状ということで赤裸々に書いてきていただいた

ものですから、この数字はおかしいのではないかという話もこちらの

方でも確認をしていなくていけなかったですけれども、ご本人さんの

話ですからこちらの方でも確認はできますが、ご本人さんの方でそう

だよという話であればその労働時間になっているということでご理解

いただきたいということでございます。もし時間がいただければこの

労働時間の関係、また先程の○○○○市の所有地の関係、改めて確認

をさせていただいてこの場で報告をさせていただく形でよろしいでし

ょうか。 

 

議長  それではいろいろ意見が交錯しているみたいでございますので、休

憩を入れさせていただきます。３時から始めたいと思いますので一時

休会ということでよろしくお願いします。 

 

１４花岡委員   次長に聞いてもらいたいことがあるのですが、○○○○のほうの土

地で○○○○の認定農業者の申請はされていないのですか。 

 

認定農業者担当  その話は聞いておりません。 

 

１４花岡委員  通常市町村ごとですよね。土地が分散してるとしても。認定農業者

の申請は。向こうの方が圧倒的に多いですよね。こちらはこちらの申

請ですが、向こうを申請しない理由は何かあるのですか。 

 

認定農業者担当  そこら辺も含めて確認させていただきたいと思います。 

 

議長  では、一時休会ということで。 

 

  （休会）  

 

議長  はい、大変お待たせしました。それでは事務局の方よりもろもろご

指摘、ご質問のあった件について説明をお願いしたいと思います。 

 

認定農業者担当  はい。では○○○○さんの関係でございますが、いろいろとお話が

出ました件確認をさせていただきました。まず、年間の労働時間○○

○○時間につきましては、○○○○時間の○○○○日ということで確
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認は取れました。冬場の方の仕事につきましては内職程度ということ

ですが、現在アワ、キビだとか雑穀の方を販売するような形、ですか

ら機械はあるが専用の施設が未整備という現状があるのですが、そう

いったところを今模索しながらやっていきたいと、ゆくゆくは専用の

整備を行いまして製品化して、また自分で売っていきたいというよう

な今状況でございまして、冬場はそういった穀類の加工に従事してい

るという状況でございまして、年間○○○○日ということで確認が取

れています。あと、所有地の方でございますが、○○○○の土地でご

ざいますが、地籍は○○○○というところだそうです。○○○○の通

りからちょっと入ったところと言っていましてけれども、隣が○○○

○というところでございまして、実際の所有地でございます。○○○

○ｈａは○○年ほど前に買われたということで、もうすでに○○年も

前の話ですのでその間ずっとこんな形でやってきているということで

ありまして、近隣の土地も購入の予定は目途がたっているということ

で、○○町歩の所有地に今計画ではなっております。○○○○の土地

につきましては○○枚ということで、○○枚が結構大きな畑になって

おります。土地も点々としてしまっているという話がありましたが、

場所は○○○○と○○○○、あと発地で借りているというような話を

聞いておりまして、こちらの方はソバ、雑穀を今植えているというこ

とでございます。先程の○○○○の畑の方の補足説明ですが、この土

地が○○枚の畑だということでかなりすごい大きな開墾したところの

牧草みたいなところのようなところで、そこにソバを植えているとい

うことでお話を聞いております。○○○○の方での認定農家の申請に

つきましては申請はしていないと、また意向も無いということでござ

います。例えば米の関係の経営所得安全対策等につきましても、ご本

人の住んでいるところの市町村での対応ということもございまして、

いろんな制度に関しては○○○○の方での窓口になっているというよ

うなことで、○○○○の方の認定農業者の方の申請の方はしていない

という状況でございます。あと裏の方にいきまして、コンバインの関

係でございまして、○条○○台というのはこれ米専用ということでお

話聞いております。雑穀用の物が○○台ということで合計○○台とい

うことでございます。雑穀用の方でソバ、コンバインの方で米、もと

もと昔持っていた物だということでございまして、また何かしら農地

の拡大に伴って雑穀用のコンバインにつきましては、ゆくゆく購入等

は検討していかなければいけないのではないかなんていうお話は聞い

てございます。あと、労働力につきましても今現在は○○○○さん、

○○○○さん若干お手伝いはいただいておりますけれども、○年後の

見通しにつきましてはこれはもう無理だということで見込んではおり

ません。ただ、やはり○○○○さんまたは○○○○の方いろんな人た

ちのお手伝いを借りながらやっていきたいというふうに話をしており
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まして、こちらの方の心配であります土地の移動の時間とか距離だと

か、そういったことに関しては、これはもう○○年以上も前からやっ

ていることですので、特にそんなにたいしたことかい？みたいなちょ

っときょとんとしたような回答だったものですから、こちらの方とし

ては非常にびっくりしたところでございますけれども、そんな状況で

農業をやってきているという現状がございまして、その点ご承知をい

ただきたいということでございます。簡単ですが以上でございます。 

 

議長  今、いろいろとご質問が出たようなことをトータルでまたご説明い

ただいたわけですが、この同じ書類を地方事務所の方にも出していろ

いろと審議して通ったということではございます。今みたいに細かい

説明を本人はしたんだろうと思いますけれど、そういった状況もござ

います。今の事務局の説明の中で、採決をそろそろとらないといけな

いのですが、何か相対的にご意見があればもう時間も迫っております

ので１，２はお受けしたいと思いますが。 

 

１清水委員  すみません。どうしても納得できないのですが、１日○○時間で○

○○○日という働き方は、現実的に今やっておられるということでい

いんですか。 

 

認定農業者担当  はい、そうです。その点はもう何度も確認はさせていただいており

ます。 

 

１清水委員  冬もですか。 

 

認定農業者担当  はい。 

 

１清水委員  はい。 

 

認定農業者担当  むしろ今の時期は朝から晩までという状況です。ですから、もしか

したらこれ以上になるかもしれませんが、大体概ねというような話を

しておりまして、なかなか忙しくて嫁を見つけるような時間がないと

いうような関係もあるような感じです。 

 

議長  それでは、あとあれば１件くらいお受けしますけれども。そのあと

諸々を踏まえて採決に入りたいと思いますが。何かございますでしょ

うか。はい、詳細なことを事務局の方から説明ございましたし、更新

ということもございますし、地方事務所へも同じものを本人がお出し

になって説明して通ったということもございますし、それを踏まえて

採決を取りたいと思いますので、よろしくお願い致します。適当であ
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るとお認めの方は挙手をお願いします。 

 

   （全員挙手） 

  はい、ありがとうございました。全員の賛成と認め決定といたしま

す。ありがとうございました。続きまして４番の件お願いします。こ

の案件の中に担当の滝沢委員がおりますので中座をお願いします。 

 

  （１０滝沢委員退室） 

 

認定農業者担当  それでは先程の○○○○さんの件ありがとうございました。本人に

も農業委員会の方から厳しいご指摘があるので、今後は更に一層頑張

っていただきたいということで話をさせていただきたいと思います。 

  では、続きまして４番になります。新規でございまして事務局が○

○○○にございますが、○○○○でございます。お手持ちの資料１０

ページをご覧いただきたいと思います。この組合につきましては現在

○○名の方が組合員になっております。代表者の方が○○○○さん、

その○○名の内訳は１１ページめくっていただいた労働力の方に○○

名の方が載っておりまして、この皆さんたちで今後やっていきたいと

いうことでございます。目標とする営農類型につきましては複合経営、

水稲、キノコ、野菜他多数にわたっております。改善の方向というこ

とではありますけれども、立上げ自体が○○年○○月○○日に設立を

されておりまして、これから皆さんが○○○○を迎え本格的にできる

ような状況になってきたということでありまして、申請が上がってき

たものということでございます。経営規模の関係でございますけれど

も、まず、キノコにつきましては現状○○○○ａ、目標につきまして

も同じく○○○○ａでございます。ブロッコリーは○○○○ａに対し

まして○○○○ａということでございます。これにつきましては露地

になります。続きまして加工用トマトが○○○○ａに対しまして○○

○○ａ、米が○○○○ａに対して○○○○ａ、アスパラが○○○○ａ

に対して○○○○ａ、杏につきまして○○○○ａに対しまして同じく

○○○○ａ、大豆は現在○○○○でございますけれども○○○○ａに

設定されております。その他○○○○ａということでして、いろいろ

と聞いたらセリ、ウド、ワラビ、スモモ、クルミ、長芋、自然薯、椎

茸、ナメコ、シメジ、マキ、炭、冬椎茸ということで生産量の表記が

難しいという現状でございまして、それを同じく目標にも掲げている

ということでございまして、経営面積が○○○○ａに対しまして○○

○○ａ、プラス○○○○ａの計画となっております。裏の方にいって

いただいて○○人で実際にやっていくということでございますが、主

力でやっていただくのが○○○○さんと○○○○さん、見通し○○○

○日ということでございまして、○○○○さんと○○○○さんは○○



24 

日の状況ということでございます。一番問題なのは経営規模的に大き

なのがブロッコリーと米というような状況、本当は大豆がこれから新

たに入ってくるというような状況の中で、○○人で本当に忙しい毎日

になるというような話が出てきております。ですので、多品種で大変

と思われるところですが、それぞれ被らずに収穫できる作物をお互い

に考えてやっていくようになっておりまして、工夫された形の中で効

率的に生産ができるような仕組みに作っていくというふうにお話を聞

いております。あと、施設の関係でパイプハウスの方に○○棟という

ことでありますけれど、こちらの方につきましてはいろんな作物の苗

とキュウリということでございまして、ほぼ露地対応で考えていると

いうような状況でございます。○○人でこれだけの経営計画を立てて

いくということで、みなさんこれまでそれぞれ○○○○等あって十二

分にできなかった状況が、フル活動できるような状況になったという

ことで非常に意欲的に、また収入が貯まったらということではありま

すけれども、乾燥機を購入したいということでこちらの方にも書いて

ございますけれども、とにかく儲けを出して機械を買っていくと、儲

けが出ないうちは機械の方には手は出せないというような考え方でや

っていきたいというふうに話をしておりまして、また、農地の関係も

いろんな人達から声がかかっておりまして、現状で手一杯のような状

況で朝から晩まで走り回っているというような状況がございます。ま

た、点々としている農場の集積等を今後図っていきながら経営効率、

また儲かる農業を目指していきたいというような話でございまして、

今後法人化していくということでまた積極的にやっていただきたいと

いう経営体でもございます。ではすみません、簡単ではございますけ

れども事務局からの説明以上のとおりとさせていただきます。 

 

議長  はい、ありがとうございました。担当はわたしでございますので簡

単に説明させていただきます。○○○○さんということでございます

けれども、○○○○店の○○○○を○○○○してその時分にこういっ

た○○○○を作ったということでございます。２ページ目のメンバー

を見てもらえばわかりますが、○○○○さんも同じくそういった形で

その当時のグループにいたと。○○○○さんは○○○○の○○○○で

ございますし、○○○○さんは今○○○○店の○○○○ということで

ございます。○○○○さんが緻密に計算して将来を見据えて立ち上げ

たということでございますので、特に問題はないと思います。１１ペ

ージの機械の関係ですが大変台数が多いわけですが、これはそれぞれ

の方々が持っているものを集約して記入してあるということで、○○

○○で持っているということではなくて、メンバーが持ち寄ってトー

タルの機械がここに記入されているということです。いずれにしまし

ても、特に問題はわたしはないと思いますのでよろしくお願いしたい
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と思います。わたしの説明は以上でございます。何かご質問等ござい

ましたらお願いします。はい、それでは特に無いようでございますの

で採決をお願いします。適当であるとお認めの方は挙手をお願いしま

す。 

  （全員挙手） 

  はい、ありがとうございました。全員の賛成と認め決定といたしま

す。それでは滝沢委員にお戻りいただいて。 

 

  （１０滝沢委員入室） 

 

  続きまして番号５番の件につきまして事務局より説明をお願いしま

す。 

 

認定農業者担当  はい、それでは５番でございます。新規の対応ということでござい

まして、申請者は○○○○さんでございます。○○○○でございまし

て現在○○歳ということで先程の○○○○の方にも入ってきている方

ですけれども、その組合とは別で個人の申請ということであります。

最初に○○○○さんの労働時間と○○○○とは別の対応、また農地の

関係も全く別で、○○○○さん個人で対応するものということでご承

知いただきながらお聞きいただきたいと思います。○○○○さんの目

標とする営農類型につきましては、水稲、畑作、果樹の複合経営でご

ざいます。経営改善の方向の概要につきましては、○○○○さん○○

○○に伴いまして、専業農家へ移行ということで本格的に農業を始め

たいということでございます。農業所得につきましては、現状○○○

○万円からということで仕事も行っていたということでありまして、

○○○○万円という低額になっておりますけれども、目標につきまし

ては○○○○万円を見込んでおります。経営規模につきましては、米

が○○○○ａに対しまして目標が○○○○ａ、ソバが○○○○に対し

まして○○○○ａ、アスパラが○○○○ａに対して○○○○ａ、りん

ごが○○○○ａに対して同じく○○○○ａ、大豆○○○○ａに対して

○○○○ａ、その他としましてクルミの苗木が○○○○本、またその

他の野菜がございまして○○○○ａが○○○○ａということで、クル

ミの成木で○○○○本、中木ということで○○○○本植えたいという

ことで、計画をされてございます。経営面積○○○○ａに対しまして

○○○○ａ、プラス○○○○ａの計画となっております。農地につき

ましてもほとんどが借入地ということでございまして、先程の○○○

○とは別の土地ということでご承知をいただきたいと思います。では、

裏のページを見ていただきまして、○○○○さんにつきましても機械

等先程小林会長の方からも話ございましたけれども、機械をそれぞれ

持っておりますけれども、先程わたしが申し上げた通り、○○○○さ
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んにつきましても機械等につきましては、利益が出ないと購入の検討

はしないということでありまして、儲かってきてお金が貯まったら機

械を購入したいという意向でございまして、目標につきましても若干

意欲的に機械を整えていきたいというふうに考えています。米大豆に

ついては、先程の話にもありますけれども経営所得安定対策を利用し

ていく考えがある関係から、水田を中心に農地集積を行いながら、規

模拡大を図りたいとの意向がございます。また、○○○○との中で会

計を○○○○さんが担当するということで、いろいろと忙しい中本当

に両方が務まるのかというところが懸念されるところではございます

けれども、本人は大丈夫ということでお話をしておりまして、なかな

かこういうお話をする機会も、携帯電話もなかなか通じないような状

況でありまして、朝から夜の８時９時まで農作業をやっているという

ような話を聞いて、わたしも自宅の方に行ったときにはかなり遅い時

間にお話を聞いたりとか、昼に行ったりとかさせていただいておりま

す。労働力につきましては、○○○○さんにつきましては、家族の協

力も得ながらということで○○○○さんまた○○○○また○○○○さ

んの協力を得ながらやっていきたいというふうに○○○○さんのお宅

の方では考えています。そういったところから農地の集積も今後検討

していかなければいけないですし、パソコン等による経営の関係を意

欲的にやっていきたいと考えているところでございます。事務局の方

からは簡単ですが以上の通りでございます。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは５の案件に付きまして担

当の花岡委員の方から説明をお願いします。 

 

１４花岡委員  はい、説明させていただきます。○○○○さんは今年の○○月で○

○○○の方を○○○○されて、先程から説明があります○○○○の関

係と、個人で知り合いの方から、あれやってくれないかこれやってく

れないかという前々からの繋がりがありまして、その関係も含めまし

て自分もできるところは自分でやりたいというところで今回の申請と

いう形のようです。事務局の方から話がありましたとおり両輪がうま

く回るのかというのは、やってみないとわからないというところがあ

るでしょうけれども、本人やる気は十分持っておられるようなので、

ぜひ今後を期待して認定農業者としての資格を与えていただきたいと

いうふうに思いますのでよろしくお願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは質疑に入ります。ご質問

等ある方は挙手をお願い致します。はい、山崎委員。 

 

１３山崎委員  今の○○○○さんの件で○○○○を○○○○といいながら、前のと
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ころでは○○日しか、見通しも○○日の勤務だというなかで自分の方

の立ち上げについても○○○○ですよね。本人の労働時間は。 

 

認定農業者担当  すみません、１３ページの労働力の方にご本人さんの名前と現状を

書かなければいけなかったのですが、わたしの方でチェックし忘れて

しまいまして大変申し訳ございませんでした。この労働力につきまし

ても、○○○○さん現在週末のみやってこられた状況がございまして、

約○○日ぐらいの状況でございまして、見通し○○○○日というふう

に大変申し訳ございませんがご理解をいただきたいと思います。 

 

１３山崎委員  そうすると両方でやると○○○○日ですね。そうするとつじつまが。 

 

認定農業者担当  はい、先程の話、別々というような話がございまして、一応確認は

させていただいたのですが、非常にタイトな数字になってきてしまう

ということで、今のお話の中でほとんど年がら年中やっていなければ

いけないのではないかというお話もございます。あくまで見通しとい

うことでございまして、ご本人さんの方に付きましてはたぶん○○○

○時間はなってくるのでありましょうけれども、○○○○の方につき

ましてはサポートというか、あくまでも○○日の見通しということで

ご理解をいただいて、○○○○さん本人は、ご自身の方の経営の方に

力を入れていきたいというふうに考えているところでございます。そ

こら辺は確認が取れてあります。すみません。こちらの方で記入がな

くてご迷惑おかけしましたけれども、すみません。そんな形でご理解

をいただきたいと思います。 

 

１３山崎委員  書類はここで終わり？いつも聞くけれど。どこか回らないの？市長

まで行くの？それだったらある程度事務局のところでつじつまが合う

ある常識の範囲で相談しておいて書類にしておいてもらったほうが良

いと思います。実際に○○○○日１年間に働くという事は可能です

か？足し算をして誰が見てもそうなってしまいますよね。これ計画上

書いただけで実際やらなくてもいいということになれば、計画書とい

うものは何だということになるし。 

 

認定農業者担当  はいわかりました。実際○○○○さんの方に再度確認をさせていた

だいて。 

 

１３山崎委員  今でなくていいですけれど、整合性が取れるようにしておいてもら

わないと。 

 

認定農業者担当  はいわかりました。その辺につきまして改めて確認をさせていただ
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きます。大変申し訳ありませんでした。 

 

議長  先程事務局の方から説明がありましたが、○○○○の方の○○日と

いうのはいわゆる自分の得意を生かして簿記とかそういったものも含

めているということだったので、労働作業ということではなくて、そ

ういった事務的な部分の夜中、雨が降っている日といった部分の時間

も○○○○の方の○○日に入ってくるという説明を聞いたような気が

します。 

 

１３山崎委員  それにしても、国民として休まなければいけない。雨が降ろうが何

しようが。誰が聞いたっておかしいから。こんなに働くんだったら○

○○○にいるのが嫌になっちゃう。 

 

議長  はい、了解しました。事務局の方でまたそれは確認します。  

 

渡邉登司美会長代理 現状の○○○○さんの所得が○○○○万円なんですが、お米が○○

○○ｋｇですよね。それから大豆が出荷している分が○○○○ｋｇ、

クルミが○○○○ｋｇ、これを足すとどう考えても○○○○万円より

も、いくら所得率が低いといったところでもっと数値的には上がるの

でしょうけれどこの根拠はどういうふうになっているのでしょうか。 

 

認定農業者担当  現状の部分だけでよろしいでしょうか。一応収支計画いただいてお

りまして、水稲につきましては粗収入で○○○○ａ、生産量につきま

しては○○○○ｋｇとなっておりまして、販売が○○○○ｋｇ、価格

を一俵○万円として粗収入が○○○○万○千円になります。経費を○

○○○万円ということで、収入は○○○○万○千円になっております。

大豆につきましては補助金の金額も含みますが、大豆は○○○○ａの

中で生産が○○○○ｋｇ、販売が○○○○ｋｇ価格が１ｋｇ○○○○

円でございまして、そうしますと粗収入が○○○○万円になりまして、

経費が○○○○万円、そうすると収入が○○○○万円になります。そ

の他の件につきまして、野菜その他の○○○○ａにつきましては、粗

収入約○○○○万円、経費が○○○○万円ということで○○○○万円

の収入がございまして、合計○○○○万○千円の収入があります。た

だし、そこから共通経費ということで、原価償却費と光熱費その他が

○○○○万円あるということで、差し引いて合計○○○○万○千円の

収入という計算になっております。以上です。 

 

議長  渡邉代理よろしいでしょうか。 

 

渡邉登司美会長代理 はい、確定申告の場合はそれでよろしいと思うんですけれど、わた
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しはこの場合はそうじゃないと思うのですが、その共通経費というの

は入れないのが筋だと思うのですがいかがでしょうか。 

 

認定農業者担当  確定申告の金額につきましては農林課の方ではわからないところも

あるのですが、いずれにしてもここらへんの経費がかさんでご本人さ

ん現状では、原価償却が○○○○万、光熱費が○○○○万円で、その

他○○○○万で合計○○○○万円となっております。一応ご本人さん

の報告ということでございますので、こちらの方ではそれを受け取っ

たということでございますのでよろしくお願い致します。 

 

１３山崎委員  計画の○○○○万円というのは経費を引いた純利が○○○○万円で

すね。 

 

認定農業者担当  はいそうです。実際はもう少し高い数字をいただいているのですが、

計画ではそのくらいまでいくかどうかということもありまして、こち

らの方で金額の変更ということで○○○○さんと相談しながら、目標

の経費の関係も若干高めに設定して、支援センターでも相談してこの

○○○○万円に設定させていただいております。実際の収支計画では

もっと高い金額で出てきております。 

 

１３山崎委員  これは他の方も法人の人も全部純利という考え方でいいんですか。

そういうふうにとっていなかったけれど、今の話を聞いていると全部

が純利ということでいいのですか。 

 

認定農業者担当  農業所得は純所得になります。 

 

１４花岡委員  今の話、純利というのは要するに経費を引いた残りですよね。他の

人もみんなそうなんですかという話です。 

 

認定農業者担当  はいそういう形です。農業所得というとそれまでの考え方とすれば。 

 

議長  一応ここに出てきている所得目標というのは確定申告上出されるい

わゆる農業所得収入から、諸々の経費原価償却を含めて引いた物が残

りでイコールこれが所得、本人の手取りになると思います。他に何か

ございましたら。それでは無いようでございますので、採決に入らせ

ていただきます。適当であるとお認めの方は挙手をお願い致します。 

  （全員挙手） 

  はいありがとうございました。全員の賛成と認め決定と致します。

続きまして番号６の案件につきまして事務局より説明をお願いします。 
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認定農業者担当  はい、ではＮｏ．６でございます。申請者○○○○さんにつきまし

ては更新ということでお願い致します。○○○○区にお住まいでござ

いまして、現在○○歳でございまして、共同申請者が○○○○さん○

○○○さん○○歳となっております。目標とする営農類型につきまし

ては、切花プラス野菜ということで、経営改善の方向と致しましては

切花の規模拡大を行っていきたいという状況でございます。経営体の

農業所得につきましては、現状○○○○万円を目標○○○○万円にア

ップしていきたいという金額でございます。経営規模につきましては、

まずは花のスターチス○○○○ａの現状に対しまして同じく○○○○

ａ、カスミですが○○○○ａに対して○○○○ａ、カラーについては

○○○○ａから○○○○ａ、菊の○○○○ａから○○○○ａに増やし

ていきたいと、また野菜につきましてはほうれん草○○○○ａに対し

まして、現状と同じく目標も○○○○ａということでございまして、

経営面積合計○○○○ａに対して目標○○○○ａという計画になって

おります。こちらの方にも書いてございますけれども、右の経営耕地

と整合性が取れないのではないかというお話もあるかと思いまして確

認したところ、現在耕作していない土地が○○○○ａということで、

耕作していないところも含めてこれから目標として、やっていきたい

という状況でございます。次のページを見ていただいて、特別お話す

るところにつきましては、生産施設のパイプハウスのところに書いて

ありますが、現在○○○○棟あるパイプハウスを目標については何棟

ということで確認したところ、具体的な数字が出てこなかったのです

が、ハウスの維持費が非常にかかるということで、できるだけハウス

を減らしていきながら、生産を露地の方に増やしていきたいというふ

うにお話をされておりました。野菜のほうれん草につきましては、ハ

ウスの方での二毛作といますか、花の後にほうれん草を作っておりま

して、冬場に直売また○○○○へと出している状況がございます。よ

ろしくお願います。それで花や野菜につきましても、それぞれ物の良

いものまた長持ちするもの、また虫がつかない、○○○○たちのとこ

ろに入る○○○○のほうれん草ということもありまして、非常に栽培

に対しては気を使ってやっているというお話も聞いております。また

複合経営現在活用していない土地を含めて少し土地も借りながら、農

業所得のアップ、また経営の改善をやっていきたいという事の意向も

ございます。更新ということで、これまでの経営の関係もこちらの方

でのお話もさせていただいていますが、もっとやらないといけないか

なというお話をさせていただいて、○○○○さんとも一緒にやられて

いるということで、今後とも○○○○さんにシフトしていきたいなと

いうようなお話もございました。特に問題はないかと思いますが皆さ

んのご審議をよろしくお願いしたいと思います。事務局の方からは以

上でございます。 
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議長  はい、ありがとうございました。それでは担当委員の依田喜巳男委

員お願いします。 

 

８依田喜巳男委員  それでは説明させていただきます。事務局の方で説明がございまし

たが、○○○○に○○○○ａありますが、かなり標高差がありまして

○○○○よりは○○○○メートル高いということで花の栽培というこ

とで進めております。特に彼は花だけで暮らしている専業なので、前

回は○○○○さんの申請ということで出して、○○○○さんが手違い

がありまして今回再申請ということになりました。ハウスを減らすと

いうことは、ハウスに今まで頼りすぎて露地に力を入れなかったとい

うことで現在ハウスは減らしたいということです。実際確認したとこ

ろ、もう数日に花が出せるという状態で、専業農家で○○○○の○○

○○の道路端に○○棟ございます。今度通ったら見ていただきたいと

思います。もうまもなく花が出荷されます。きれいにできております。

真剣にやっておりますのでよろしく審査お願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは審議に入ります。ご質問

等ある方は挙手をお願いします。それでは特に無いようでございます

ので、採決に入ります。適当であるとお認めの方は挙手をお願いしま

す。 

  （全員挙手） 

  はい、ありがとうございました。全員の賛成と認め適当であると認

め決定とさせていただきます。続きまして番号７の案件につきまして

事務局より説明をお願いします。 

 

認定農業者担当  それでは番号７になります。区分は新規でございまして、○○○○

の○○○○区になります、○○○○さんになります。資料１６ページ

をご覧いただきたいと思います。現在○○歳ということでございまし

て、目標とする営農類型は水稲と野菜になります。経営改善の概要に

つきましては、昨年勤めを○○○○ということで○○○○の方にいら

っしゃったのですが、○○○○されたということでありまして、これ

から一生懸命やっていきたいという目標を持っておりまして、機械化

を進めながらゆとりある生活の実現を目指したいという内容でござい

ます。農業所得につきましては現状○○○○万円を目標○○○○万円

になっております。経営規模の拡大の概要につきましては、水稲につ

きましては現状○○○○ａに対しまして目標○○○○ａ，ブロッコリ

ーが○○○○ａに対して○○○○ａ、ジャガイモ○○○○ａに対して

○○○○ａ、ジャガイモはやらないということであります。スイート

コーン○○○○ａに対して○○○○ａ、サニーレタス○○○○ａに対
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しまして○○○○ａということで、経営面積合計につきましては○○

○○ａの現状に対しまして目標○○○○ａになっております。それで

○○○○さんにつきましても現状の土地の面積で○○○○ａございま

すけれども、○○○○の関係ですとか、現在耕作していない土地が○

○○○ａございまして、それをこれから耕していくということでござ

いまして、現状の面積から目標に対しては約○○○○ａプラス増やし

ていきたいという計画になっております。次のページをご覧いただき

まして、○○○○さんも○○○○でやっておられたということで、計

画的な部分ですが非常に緻密に出してきていただいて、また経営の関

係もしっかり考えていらっしゃるということで、数字的には問題ない

かなということではありますけれども、ただ、労働力がお二人という

ことで、今後臨時雇用の方も若干入れて収益を図っていきたいという

ことでございます。ブロッコリー、スイートコーン、サニーレタスの

栽培を拡大して経営を目指していきますけれども、順調にいけば農業

所得の○○○○万円の数字もクリアできる計画になっていきそうな感

じも見受けられます。あと、機械の方も充実しておりまして、今後の

制度資金の利用も特に無いということで、借金等の計画も無いという

話でございます。実際の話の中ではこれだけの規模をやっていくのは

心配だということではありますけれども、一生懸命規模拡大しながら

やっていきたいという話をいただいております。簡単ではございます

けれども事務局からは以上でございます。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは担当委員であります渡邉

会長代理より説明をお願いします。 

 

渡邉登司美会長代理 はい、よろしくお願いします。○○○○さんは今事務局から説明あ

ったんですけれども、○○○○の○○○○をやっておりまして、○○

○○されたということでございます。水稲ですが現状では○○○○ａ

ということですが、わたしが知っている範囲で言うと○○○○という

のに貸していて、○○○○を契機に返してもらったというふうに聞い

ております。よく注意して見ていただくとわかりますけれど、お米の

場合ですと生産量と販売出荷量はイコールです。全然食べないでよそ

から買っているのかと聞いたのですが、現状では古米が残っているか

らという説明でした。このままいくとこの人は永久に新米が食べられ

ないというふうにとれてしまうんですよね。それはさておきましても

その辺のところは些細なことにして捉えていただければよろしいかと

思います。ブロッコリーなんですが○○○○ａで○○○○ｋｇという

ことですが、かなり収量的には低いのですが、聞いたみたらまだ技術

的に未熟でしかも値段が安かったということでございまして、普通に

考えると○○○○ａあたり○○○○ケースは採れないといけない感じ



33 

がしますけれど、○○○○地区ご承知のとおり田んぼの水でさえも逼

迫しているという状況の中で、かん水がまだ十分にできない、まさし

くお天気任せという感じがあります。わたしが主体的に経営している

御影地区は全部水稲の用水を使ってスプリンクラーでかん水していま

すので、非常にごたごたしたいい葉っぱのブロッコリーができていま

して、そういったところが○○○○地区のブロッコリーとの差ではな

いかなあという感じがいたしました。それからスイートコーンなんで

すけれど現状では○○○○なんですが、目標値では○○○○ａで○○

○○ｋｇというと○○○○ａあたり○○○○ケースで、わたしもスイ

ートコーンを作っていますが○○○○ケースというのははっきり言っ

てマックスです。相当技術的に頑張らないと○○○○ケースの出荷は

難しいという感じがします。ですから出荷の最盛期には雇用の人を相

当頼まないとわたしは難しいのではないかと思います。サニーレタス

ですが近所に一生懸命やっているレタス生産者がおりますので、たぶ

んその人からアドバイスというかレクチャーを受けて将来的にはやっ

ていきたいというふうに捉えているんじゃないかなという感じでござ

います。それから現状では○○○○さんが○○○○日ということなん

ですが、○○○○に出ていまして○○歳で○○○○予定なので、その

あとは夫婦二人でやっていきたいというふうに申しておりました。以

上でございます。 

 

議長  はい、ありがとうございました。それでは質疑に入ります。ご質問

等ある方は挙手をお願いします。特に無いようでございますので採決

に入らせていただきます。適当であるとお認めの方は挙手をお願いし

ます。 

  （全員挙手） 

  はい、ありがとうございました。全員の賛成と認め決定といたしま

す。ありがとうございました。以上を持ちまして議事の方は終了させ

ていただきます。 

 

渡邉登司美会長代理 以上で第１４回農業委員会定例総会を閉会させていただきます。あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

１６時２５分議案終了 
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              議事録署名人                 


