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会長代理 ご苦労様です。令和２年度第７回定例総会を開催します。会長、挨拶を

お願いします。

議長 皆さん、こんにちは。今年は台風被害もほとんどなく、収穫の秋もあと

一息で無事終わりを迎えようとしています。委員の皆さんも安堵されたの

ではないかと感じています。朝晩はすっかり寒くなり、霜が降りる季節と

なりました。新型コロナウイルス感染症も、インフルエンザウイルスと並

行して第三波が予想される衛生環境で地元の方との折衝にあたっていた

だくわけですが、健康には充分注意して、農業委員の業務を進めていただ

くようお願いします。

９月の末から１０月にかけて人・農地プランの実質化について市内５地

区で推進委員会が開催され、地区ごとの原状把握と、今後のスケジュール

等を確認されました。委員の皆さんには、農地保全の一層の地区推進をお

願いしまして、本日の定例総会に入ります。本日の議事録署名人は、関敏

夫委員と小宮山委員にお願いします。本日の欠席者は関泰秀委員です。

それでは議事に入ります。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 それでは、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説

明します。

番号１、○○ほか１筆、図面は１ページをご覧ください。場所は○○集

落内の○○東にある農地です。譲受人、譲渡人ともに○○の方です。譲受

人は農業規模を拡大するため譲り受けるものです。申請地ではぶどうを栽

培する予定です。譲受人の自宅の隣接地で近いため、問題ないと判断しま

した。

２番案件と３番案件は関連があるため一括の説明といたします。番号２、

○○、番号３、○○、図面は２ページをご覧ください。両案件ともに○○

集落内にある農地です。譲受人、譲渡人は○○の方と○○の方です。両申

請ともに譲受人は申請地の隣地に耕作地を所有しており農作業の効率化

のためお互いの農地の交換を行うものです。申請地ではともに野菜を栽培

する予定です。２番案件は譲受人の自宅から車で２分、３番案件は譲受人

の自宅から車で１０分ということで近いため、問題ないと判断しました。

番号４、○○、図面は３ページをご覧ください。○○から東へ４００メ

ートルほど進んだ先にある農地です。譲受人、譲渡人ともに○○の方です。

譲受人は農業規模を拡大するため譲り受けるものです。申請地では米を栽

培する予定です。譲受人の自宅の隣地で近いため、問題ないと判断しまし

た。

５番案件は、５条の計画変更と関連しているため、後ほど第３号議案の



2

中で一括説明をいたします。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若林代理より説明をお願いします。

若林代理 譲渡人の○○さんは定年後ブドウを作っていますが、農業については自

分の代までと決めているようです。家族は○○におられ、農繁期に奥様が

手伝いに来る程度です。譲受人の○○さんは、申請地の東側には自分のブ

ドウ園もあり、普通の畑として利用することも可能な土地なので、利用価

値が高いと思われます。双方にとって利のある話だと思いますので、審議

をよろしくお願いします。

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

ないようですので採決に入ります。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と３の案件に

つきまして、笹平委員より説明をお願いします。

笹平委員 ○○さんも、元は○○の出身です。４０年程前から話があったそうです

が、書類が滞っていて提出されていなかったということです。お互い大き

な畑の隅に相手の小さな畑があり、交換するということで今回申請された

ようです。農地同士の交換で問題はないと思いますが、ご審議をよろしく

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。まず番号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。

ないようですので続いて番号３の案件につきまして、ご質問等ある方はい

らっしゃいますか。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４の案件につき

まして、宮下委員より説明をお願いします。
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宮下委員 譲渡人の○○さんは高齢で、農業に対して意欲もなく、譲り渡す決心を

したようです。譲受人は地元の○○です。北側の農地を耕作しており、す

ぐ下の農地を譲り受け、自分たちで耕作するということです。東御市の農

業に関する基準も遵守するとのことでした。以上です。

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。

小野澤委員 譲受人が○○ということですが、農地として果たして利用されるのかど

うか、確認したいと思います。

事務局 譲受人の職業は○○ですが、先ほどの説明にもありました通り、申請地

の北側の○○平方メートルほどの田で稲作をしており、今回の営農計画で

も○○さんが年間５５日、夫の○○さんが年間１００日程度従事するとい

う申請です。要件的には農機具等も所有しており、農作業歴も１１年あり、

特段問題ないと判断しました。

議長 地元委員は極力農地の現況を把握していただくようにお願いします。そ

れでは採決に入ります。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。続きまして番号５の案件につき

ましては、事務局から説明があった通り関連のある第３号議案と合わせて

説明と審議をさせていただきます。それでは、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より説明をお願いします。

事務局 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説明します。

番号１、○○、図面は４ページをご覧ください。場所は○○の北にある農

地です。農業用倉庫敷地の申請です。申請者は○○の方です。申請地の近

隣に農地を所有しており、申請地に農機具等の倉庫を建築したいとのこと

です。農用地区域内農地ですが、転用目的が農業用倉庫ということで、農

振法に規定される農用地利用計画に指定された用途に供する施設のため、

転用はやむを得ないと判断しました。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齊藤委員より説明をお願いします。

齊藤委員 この案件の○○氏は、先月、農地法３条の規定によって許可をいただい
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て、生前贈与された方です。○○の方で、自宅近くに申請地があります。

この申請地に農業用倉庫を一棟建てたいということです。自宅のすぐ裏で、

問題はないと思いますので審議をお願い致します。

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。続きまして第３号議案、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 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、説

名します。計画変更１、計画変更２、計画変更３、番号１の案件及び先ほ

どの３条申請の番号５の案件は関連しているため一括の説明と致します。

図面の６ページ７ページをご覧ください。場所は○○の南にある農地です。

計画変更１は○○で、農地敷地への計画変更申請です。計画変更２は○○、

計画変更３は○○で、共に住宅敷地への計画変更申請です。まず計画変更

の経過として、当初は譲渡人２名共に昭和４５年に住宅敷地で５条転用許

可を受けましたが、申請者の都合で住宅建設が遅延し、昭和４９年に東御

市が都市計画区域に指定されたため、公道との接道が２ｍ以上必要となり、

住宅建設が出来なくなり今日に至ります。住宅建設にあたり公道との接道

要件を満たすため、○○から○○部分を分筆し、○○と○○をセットで住

宅建設を計画することにより、公道との接道要件を満たし住宅建設が可能

となります。このたび、両土地の調整が付いたため、○○と○○は５条１

番案件として住宅敷地へ内容を変更するための申請です。譲受人は○○の

方、譲渡人は○○の方と○○の方です。第１種低層住居専用地域で用途地

域内の第３種農地のため、転用は問題ないと判断しました。また、残りの

○○部分については、農地敷地に変更し、３条の５番案件として所有権移

転をするものです。譲受人は○○の方で、農業規模を拡大するため譲り受

けるものです。申請地ではイチジクやブルーベリーを栽培する予定です。

譲受人の自宅から車で１５分と近いため、問題ないと判断しました。なお、

この３条申請の許可日は５条の計画変更１の承認と同日になります。

番号２、○○、所有権移転です。図面は８ページをご覧ください。○○

集落内の○○東にある農地です。駐車場敷地の申請です。譲受人、譲渡人

ともに○○の方です。譲受人は家族の所有する車両が増え、駐車場が不足

しており、申請地に駐車場を計画するものです。なお、申請地は令和２年

９月に農振除外済みです。第１種農地ですが、集落に接続しているため、



5

転用はやむを得ないと判断しました。

番号３、○○ほか３筆の所有権移転です。図面は１０ページをご覧くだ

さい。○○沿い○○信号から東に９００メートルほど進んだ先にある農地

です。太陽光発電設備敷地の申請です。譲受人は○○の売電事業を行って

いる業者です。譲渡人は○○の方と○○の方です。譲受人は申請地に太陽

光発電設備を設置したいとのことです。パネル枚数は１８９枚、発電出力

は４９．５キロワットです。配置は図面１２ページを参照してください。

雨水対策及び地元協定等については、太陽光発電施設設置に関するガイド

ラインの基準をクリアすることを前提に生活環境課と現在協議中で、地元

同意は取れているとのことです。第２種農地で代替性がないということで、

転用はやむを得ないと判断しました。

番号４、○○、所有権移転です。図面は１０ページをご覧ください。○

○沿い○○信号から東に９００メートルほど進んだ先にある農地です。太

陽光発電設備敷地の申請です。譲受人は○○の売電事業を行っている業者

です。譲渡人は○○の方です。譲受人は申請地に太陽光発電設備を設置し

たいとのことです。パネル枚数は１９６枚、発電出力は４９．５キロワッ

トです。全体計画では隣接地の山林４９１平方メートルも含め、合計１６

６９平方メートルでパネル枚数２５２枚となります。配置は図面１４ペー

ジを参照してください。なお、雨水対策及び地元協定等については、太陽

光発電施設設置に関するガイドラインの基準をクリアすることを前提に

生活環境課と現在協議中で、地元同意はとれているとのことです。第２種

農地で代替性がないということで、転用はやむを得ないと判断しました。

番号５、○○、所有権移転です。図面は１５ページをご覧ください。○

○の西にある農地です。建築条件付土地敷地の申請です。譲受人は宅建業

を行っている○○の業者です。譲渡人は○○の方です。譲受人は○○や○

○で建売住宅販売の実績があります。申請地にて２８２平方メートルから

３２６平方メートルの３区画の分譲を計画するもので、譲渡人は譲受人の

申出に応じたものです。本申請は建築条件付きの建売分譲ということで、

通常の建売分譲と異なり、分譲地に販売期間を設け、分譲地の購入者がハ

ウスメーカー等の建築業者と契約して住宅を建築するものです。販売期間

中に販売できなかった分譲区画には転用事業者が住宅を建築して、建売分

譲を行います。雨水は地下浸透、雑排水は公共下水道に接続放流する計画

です。なお、申請地は令和２年９月に農振除外済みです。第１種農地です

が、集落に接続しているため、転用はやむを得ないと判断しました。

番号６、○○、所有権移転です。図面は１５ページをご覧ください。○

○の北にある農地です。駐車場敷地の申請です。譲受人は○○の機械部品

研磨加工業を行っている業者です。譲渡人は○○の方です。譲受人は隣接

地の会社駐車場が不足しており、申請地に駐車場を計画するものです。第
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１種農地ですが、拡張面積が既存敷地の敷地面積の２分の１を超えない拡

張のため、転用はやむを得ないと判断しました。

番号７、○○、所有権移転です。図面は１９ページをご覧ください。○

○の北西にある農地です。住宅敷地の申請です。譲受人は○○の方、譲渡

人は○○の方です。譲受人は現在アパートに住んでいますが、手狭なため、

申請地に住宅を建築したいとのことです。申請地はおおむね３００メート

ル以内にしなの鉄道滋野駅がある第３種農地のため、転用は問題ないと判

断しました。

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、計画変更２、計画変更３、５条の番号１、３条の番号５の案件につ

きまして射手委員より説明をお願いします。

射手委員 所在地は○○で、○○の南にある土地です。当初の譲受人は○○在住の

○○さん、譲渡人は○○の○○さんでした。計画者である○○さんは○○

の実家に住んでおり、結婚を機に申請地を求めて、住宅を建設するべく昭

和４５年９月１７日付で農地法の許可を取得しました。結婚後しばらくは

実家にて妻と両親と暮らしていたそうですが、冬になり、妻が「長野県は

寒くて嫌だ。○○に帰りたい」と言い出し、住宅の建設をしばらく見合わ

せることにしたそうです。そんな中、４年後の昭和４９年に当時の東部町

が都市計画区域に指定され、公道との接道部分が幅２メートル以上必要に

なりました。しかし現状は幅１メートルしかないため、住宅建設ができな

くなってしまいました。このため、入口である公道との接道部分について、

○○を計画している○○在住の○○さんと話し合いを持ちましたが、片方

が通路部分を譲っても、残地部分の土地利用ができなくなることから交渉

は決裂し、○○さんは申請地への住宅建設を断念し、妻の実家のある○○

へ移住してしまいました。宅建業者に土地の売却依頼をしてきたものの、

入口通路部分がネックとなり買い手がつきませんでした。

この度、申請地を農地として取得し耕作する承継者として○○在住の○

○さんが現れ、円満解決に至りました。○○さんは○○出身であり近隣に

農地を７，９７９平方メートル所有し、野菜類を栽培しているそうです。

夫と２人で農業に従事し、管理機１台、軽トラック１台、草刈り機１台を

所有しています。この土地は自宅から７キロメートル、車で１５分の距離

です。農業経験は父の代からあり、夫は農作業経験３０年のベテランで農

薬の使用方法なども熟知しており特に支障となることはありません。申請

地の作付作物はイチジク、ブルーベリーを予定し、申請通り耕作すること

の確約書も添付されております。譲り受ける者として適任であり、有効に

土地利用されることとなりますので、審議をよろしくお願いします。
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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。計画変更１、計画

変更２、計画変更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。計画変

更１から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５条番号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３条番号５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。３条番号５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５条番号２の案件に

つきまして、若林代理より説明をお願いします。

若林代理 先ほど第１号議案、３条番号１で説明しました農地の南側に隣接する農

地になります。こちらは９月に農振除外の適用を受けております。譲受人

の○○さんの実家は申請地の斜め前になります。今までは実家の庭を使っ

ていましたが、今回の土地を取得することで、乗用車５台と農耕車３台の

格納スペースが確保できることになります。審議をよろしくお願いします。

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。それでは５条番号３の案件につ

きまして、大塚委員より説明をお願いします。

大塚委員 太陽光発電の案件になります。８月に申請のあった○○さんの畑の隣接

地になります。○○の信号から○○方面に進んで、○○の横です。譲渡人

の○○さんは現在○○に住んでおり、高齢でこちらへは来られないという

ことで、○○に譲り渡すとのことです。譲受人の会社は○○にあり、設立

は平成２２年６月８日です。業務内容はキノコ等農産物の販売・加工、太
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陽光・風力・水力・バイオ発電等です。よろしくお願いします。

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。

青木委員 危険性の検討や地元と話しあった結果、業者が撤退した場合はどうなる

のかお聞きしたい。

事務局 本申請は地元調整が付いているとのことですが、何らかの事情で事業が

中止になった場合で、農地に戻すということであれば、再度、手続きを行

っていただくことになります。

議長 ほかに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。

小宮山委員 パネル配置図に植栽するとあるのは、ガイドライン等で土留め目的とさ

れているものなのでしょうか？

事務局 こちらからの指示ではありませんので、自主的な提案です。また景観面

にも配慮したものと思われます。

議長 ほかにご意見ご質問等のある方はいらっしゃいますか。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。それでは５条番号４の案件につ

きまして、大塚委員より説明をお願いします。

大塚委員 同じく太陽光発電の案件になります。場所は番号３の農地の少し上で、

譲渡人の○○さんは高齢で管理ができないため、同じく○○に土地を譲る

ものです。審議をよろしくお願いします。

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。

齊藤委員 傾斜地で太陽光発電をすることに対してどのような対策をするのか。大

量の雨が降ると土砂が流れてしまうというのは否めない。今後、ガイドラ

インの内容の検証も含め、生活環境課の方でしっかり対応をしていただき

たいと思います。
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事務局 ご存じの通り、太陽光発電で土砂が出てしまったところがあります。そ

こで市の方でガイドラインを作成しました。今回のご意見については担当

課へ報告させていただきます。

議長 それでは裁決に入ります。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。それでは５条番号５の案件につ

きまして、齊藤委員より説明をお願いします。

齊藤委員 ○○の本通りより西に約３００メートル、また○○より南に約２００メ

ートルの場所にある土地です。譲渡人の○○さんの自宅からは約３００メ

ートルです。○○さんは現在○○歳で１５年前に夫を亡くし、○○歳の義

母と２人暮らしです。義母の介護をしながらで経済面も厳しく、今回譲り

渡すことになったそうです。譲受人の○○は○○の企業です。特定建築条

件付土地として３区画の分譲地となります。隣接者の同意、また周辺農地

への影響につきましても問題はないと考えますのでご審議をお願いいた

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５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５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６の案件につき

まして齊藤委員より説明をお願いします。

齊藤委員 譲渡人の○○氏と譲受人の○○を経営している○○氏は親子関係にあ

ります。申請地は譲受人の自宅・事務所の入口横で、現在は農業用ビニー

ルハウスが建っており、農業用機械や農業用資材が置かれています。○○

の業績向上を受けて従業員・来客が増加し、駐車場が不足しているという

理由での転用になります。余談ですが、撤去したビニールハウスの中身は

先ほど４条番号１の案件でお認めいただいた農業用倉庫に入れる予定で

す。隣接者の同意も得ており、問題はないと考えられますのでご審議をお

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６の案件につ
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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６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７の案件につき

まして佐藤委員より説明をお願いします。

佐藤委員 ○○にある畑で、周りは住宅に囲まれている土地です。申請者は、現在

申請地近くのアパートに住んでいます。宅地への転用は問題ないと思われ

ますが、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７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７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。

続きまして第４号議案農地利用集積計画について事務局から説明をお

願いします。

事務局 議案第４号農地利用集積計画１０月分について説明します。資料の５ペ

ージが通常の利用権設定になります。４件１１筆、１０，２５９平方メー

トルです。６ページが所有権移転となります。１件１筆、３，２１２平方

メートルです。７ページが中間管理事業を使った利用権設定となります。

７件１３筆、２４，９３８平方メートルです。１０月は全体で１２件２５

筆、３８，４０９平方メートルです。以上です。

議長 ありがとうございました。ただ今の説明についてご意見ご質問がある方

は挙手の上発言をお願いします。ないようですので採決に入ります。農地

利用集積計画１０月分につきまして、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。続きまして農業経営改善計画認

定意見聴取について事務局より説明をお願いします。

事務局 第７回農業経営改善計画認定意見聴取について説明します。今月は２件

の更新と１件の新規です。

１件目は○○さんで、１回目の更新です。営農類型は、現状・目標とも
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に稲作です。農業経営の現状及びその改善に関する目標は、現状所得が０

円となっておりますが、現在はほかの農業法人に勤めており、５年後に専

業農家として４０８万円の所得をあげていくというものです。農業経営の

規模拡大に関する現状及び目標ですが、稲作の作付面積を広げていきたい

そうです。農用地について、今年から小諸市の農地を借りていますが、将

来的にはそちらは返却し、御牧原と佐久市浅科に集約したいとのことです。

経営管理の合理化に関する現状と目標・措置について、現状で販売はＪＡ、

委託、個人販売が中心なので、インターネットによる販路拡大を狙いたい

そうです。生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画ですが、トラ

クター１台、田植え機１台、肥料散布機１台、ロールベーラー１台を取得

したいそうです。以上です。

議長 ありがとうございました。小宮山委員より説明をお願いします。

小宮山委員 今回が１回目の更新で、米一本でやられている方です。５年前に比べて、

約３割くらい作付けを増やしています。非常に前向きに取り組んでいる方

で、就業者は本人、妻、親族の方です。今後の計画としては作付けを大幅

に増やす目標を立てておりますが、ご本人に伺ったところ、来年度の新規

借り入れの具体的な予定ははっきりしていないとのことでした。今後５年

間で農地を借りられるかが、目標達成のカギになると思います。以上です。

議長 ありがとうございました。ただ今の説明についてご意見ご質問がある方

は挙手の上発言をお願いします。特にないようですので、続きまして２件

目の説明を事務局よりお願いします。

事務局 ２件目は、○○で、２回目の更新です。営農類型は現状が花壇苗・野菜

苗で、目標はそれに加えて施設野菜を営農していく予定です。農業経営の

規模拡大に関する現状及び目標ですが、現在建ててあるハウスをうまく使

い、トマト・パプリカを新しく作っていきたいそうです。農用地及び農業

生産施設については現状を維持するとのことです。経営管理の合理化に関

する現状と目標・措置は、閑散期におけるトマト・パプリカ生産でハウス

稼働率を向上させたいそうです。その他の農業経営の改善に関する現状と

目標・措置は、グローバルＧ．Ａ．Ｐの導入を検討しているそうです。生

産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画では、作業管理システムと

ハウス環境管理システムを導入したいそうです。以上です。

議長 ありがとうございました。小山委員より説明をお願いします。
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小山委員 ○○は、○○に本社があり、○○や、○○では２０年以上前から事業を

始めています。鉢物の花を中心に、春先には野菜苗の出荷をしており、常

時約１００人ほど雇用しています。事務局説明にもありましたが、作業管

理システムやハウス環境管理システム導入し、時間の空いた時にはトマト

やパプリカの栽培をしていきたいそうです。以上です。よろしくお願いし

ます。

議長 ありがとうございました。ただ今の説明についてご意見ご質問がある方

は挙手の上発言をお願いします。特にないようですので採決に入ります。

２件目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３件目の説明を事務

局より説明をお願いします。

事務局 ３件目は、○○で、新規の申請です。既に認定されている○○の子会社

になります。営農類型は果樹類としてワインブドウを目標としています。

農業経営の原状及びその改善に関する目標につきまして、年間所得４，３

９６万円、年間労働時間は１，９２０時間です。農業経営の規模拡大に関

する現状及び目標は、ワインブドウを作付面積で１３０アール、生産量に

して４，６８０キログラム収穫したいそうです。農畜産物の加工・販売そ

の他の関連・付帯事業ですが、ワイン受託製造販売、農業サービス、仕入

ワイン販売、「ぶどうの木」会等を行っていきたいそうです。生産方式の

合理化に関する現状と目標・措置として、機械化・効率化を図りたいそう

です。その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置は、政策金融公

庫の資金「スーパーＬ」を令和３～４年度に○○円借り入れる予定です。

生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画では、リーフカットユニ

ット付のマルチワン１式、ラジコン草刈機１台、全自動フィラー・コルカ

ー・キャッパーを１台導入したいそうです。以上です。

議長 ありがとうございました。宮下委員より説明をお願いします。

宮下委員 親会社の○○は市と県で開発している御堂地区で、第二工期までに５ヘ

クタールを耕作しています。来年の３月には第三工期にさらに６ヘクター

ルの農地を作りたいそうです。規模を拡大するためにヨーロッパの方式を

取り入れて機械化を進めていくそうです。リーフカッターや、瓶詰め作業

を自動で行える機械、現在乗用モアで行っている草刈りもラジコンででき

るようにする予定です。社長の考えでは、御堂に関係する小規模ワイン農

家の指導や、作業機械貸出等の支援、販売ルート確保の協力のために○○
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を設立したとのことです。

議長 ありがとうございました。ただ今の説明についてご意見ご質問がある方

は挙手の上発言をお願いします。

関委員 常時雇用者が１人の見通しとありますが、機械化するといってもこれだ

けの面積を１人で耕作できるのでしょうか。生食ブドウを作っている感覚

からすると、この規模を１人ではとても無理だと思うのですが。

事務局 目標の５年後までという範囲では専従者は１名の予定とのことです。

議長 ほかにご質問のある方いらっしゃいますか。ないようですので、農業経

営改善計画の意見聴取について終了させていただきます。

以上をもちまして議事を終了します。慎重審議のご協力ありがとうござ

いました。

議事録署名人

（※直筆でお願いします）


