
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年７月 
 

 

 

 

 

 

定例総会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市農業委員会 
 



1 

令和元年７月 松本市農業委員会 定例総会 議事録 

 

１ 日  時    令和元年７月３１日（水）午後１時３０分から午後３時４３分 

 

２ 場  所    議員協議会室 

 

３ 出席農業委員  ２３人 １番 青木 秀夫     ２番 中條 幸雄 

              ３番 竹島 敏博     ４番 百瀬 道雄 

              ５番 中川  敦     ６番 金子 文彦 

              ７番 小林 弘也     ８番 河西 穂高 

              ９番 丸山 茂実    １１番 窪田 英明 

             １２番 塩原  忠    １３番 田中 悦郎 

             １４番 栁澤 元吉    １５番 長谷川直史 

             １６番 河野  徹    １７番 濵   博 

             １８番 前田 隆之    １９番 橋本 実嗣 

             ２０番 古沢 明子    ２１番 波多腰哲郎 

             ２３番 塩野﨑道子    ２５番 上條信太郎 

             ２６番 堀口  崇 

 

４ 欠席農業委員  ３人 １０番 岩垂  治    ２２番 三村 晴夫 

             ２４番 二村 喜子 

 

５ 出席推進委員  ４人 推１番 大月 國晴    推２番 朝倉 啓雄 

             推３番 大澤 好市    推５番 太田 辰男 

            推１１番 上條 一利   推１２番 堀内 俊男 

            推１６番 波場 秀樹 

 

６ 議  事（農地に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 農用地利用集積計画の決定の件…………………………（議案第５７号～第５９号） 

   イ 農用地利用配分計画案の承認の件………………………（議案第６０号） 

   ウ 農地法第３条の規定による許可申請許可の件…………（議案第６１号～第６４号） 

   エ 農地法第４条の規定による許可申請承認の件…………（議案第６５号～第６８号） 

   オ 農地法第５条の規定による許可申請承認の件…………（議案第６９号～第７８号） 

   カ 相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件……………（議案第７９号） 

   キ 引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件…（議案第８０号～第８２号） 

 (2) 報告事項 

   ア 非農地証明の交付状況の件 

   イ 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

   ウ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

   エ 農地法第４条の規定による届出の件 

   オ 農地法第５条の規定による届出の件 
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   カ その他 

 

７ 議  事（その他農業委員会業務に関する事項） 

 (1) 協議事項 

    第４回県農業委員会大会における要請事項について 

 (2) 報告事項 

   ア 第５４回松本農林業まつりの開催について 

   イ 令和元年８月移動農業委員会について 

   ウ 主要会務報告並びに当面の予定について 

 

８ その他 

 

９ 出席職員 農業委員会事務局    局  長  山田 賢司 

          〃        局長補佐  板花 賢治 

          〃        局長補佐  清澤 明子 

          〃        局長補佐  川村 昌寛 

          〃        主  査  大内 直樹 

          〃        主  査  髙橋千恵子 

          〃        主  任  青栁 和幸 

          〃        事 務 員  大島のぞみ 

       農 政 課       主  事  川嶋  遥 

          〃        主  事  宇治  樹 

       情報政策課       課  長  上條 公徳 

          〃        主  査  稲川 大輔 

       松本農業改良普及センター課長補佐  小川  章 

 

10 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２７条第３項により成立 

 

11 会長あいさつ  小林会長 

 

12 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により小林会長が議長に就任 

 

13 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕  ２番 中條 幸雄 委員 

                     ３番 竹島 敏博 委員 

          〔書記〕板花局長補佐、川村局長補佐 

 

14 会議の概要 

議  長     それでは、次第に沿って進めてまいります。 

         まず、農業に関する事項から議事を進めてまいります。 

         初めに、議案第５７号及び第５８号 農用地利用集積計画の決定の件、関

連して農地中間管理権の決定にかかわる議案第６０号 農用地利用配分計
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画案の承認の件ついて一括上程をいたします。 

         農政課からの説明をお願いいたします。 

         宇治主事。 

 

宇治（農政課）  いつもお世話になっております。農政課の宇治です。 

         今後の議案について、全て着座にて説明させていただきます。 

         今回特記事項はありませんが、議案の訂正がございますので、お手数です

が、１３ページをごらんください。 

         合計欄の表になりますが、設定分の借り入れ人数が「３１人」と記載され

ていますが、正しくは「２１人」になります。そのため、その合計欄の借

り入れ人数も「３２人」と記載されていますが、「２２人」になります。

申しわけございませんが、訂正をお願いいたします。 

         それでは、議案に入ります。 

         １ページをごらんください。 

         ５－（１）－ア、農用地利用集積計画の決定の件、議案第５７号になりま

す。 

         合計欄のみ読み上げますので、８ページをごらんください。 

         合計、一般、筆数１７筆、貸し付け１４人、借り入れ１１人、面積２万２，

１３３平米。 

         円滑化事業分、筆数７１筆、貸し付け４５人、借り入れ３７人、面積１２

万７，５６８平米。 

         利用権の移転、筆数３８筆、貸し付け９人、借り入れ１人、面積４万２，

５８７平米。 

         所有権の移転、筆数１０筆、貸し付け４人、借り入れ４人、面積１万６，

２３７平米。 

         第１８条２項６号関係、筆数１０筆、貸し付け７人、借り入れ２人、面積

１万４，１６４平米。 

         農地中間管理権の設定、筆数６３筆、貸し付け２８人、借り入れ１人、面

積８万４，５２５平米。 

         合計、筆数２０９筆、貸し付け１０７人、借り入れ５６人、面積３０万７，

２０４平米です。 

         当月の利用権設定のうち認定農業者の集積は、筆数６６筆、面積１１万１，

５８３平米、集積率は５４．０５％になります。 

         続きまして、９ページをごらんください。 

         議案第５８号になります。 

         合計欄のみ読み上げます。 

         筆数１筆、貸し付け１人、借り入れ１人、面積１，５９３平米、集積率は

１００％になります。 

         続きまして、１０ページをごらんください。 

         ５－（１）－イ、農用地利用配分計画案の承認の件、議案第６０号になり

ます。 

         合計欄のみ読み上げますので、１３ページをごらんください。 
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         合計、設定筆数６９筆、貸し付け１人、借り入れ２１人、面積９万６，７

３６平米。 

         移転、筆数７筆、貸し付け１人、借り入れ１人、面積１万１．４３６平米。 

         合計、筆数７６筆、貸し付け２人、借り入れ２２人、面積１０万８，１７

２平米。 

         当月の利用件の設定のうち認定農業者への集積は、筆数６１筆、面積９万

５，３７２筆、集積率は８８．１７％になります。 

         議案第５７号、５８号、６０号は以上となります。 

 

議  長     ただいま農政課から説明がありました両議案について、農業委員、また推

進委員の皆様から質問、意見がありましたら、発言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         ただいまから集約いたします。 

         以降、議案の採決におきましては、農業委員の皆様を対象に伺います。 

         まず、議案第５７号について、原案のとおり決定することに賛成の委員の

皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということでありますので、本件は原案のとおり決定することと

いたします。 

         続きまして、議案第５８号について、原案のとおり決定することに賛成の

委員の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり決定することといたします。 

         続きまして、６０号について、原案のとおり承認することに賛成の委員の

皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することといたします。 

         続きまして、議案第５９号 農用地利用集積計画の決定の件について上程

をいたしますが、本件は委員に関係する案件になりますので、農業委員会

法第３１条の規定によりまして、濵委員には退室をお願いいたします。 

 

（濵農業委員 退席） 
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議  長     それでは、農政課から説明をお願いいたします。 

         宇治主事。 

 

宇治（農政課）  ９ページをごらんください。 

         議案第５９号になります。 

         合計欄のみ読み上げます。 

         筆数２筆、貸し付け１人、借り入れ１人、面積４，３５８平米、集積率は

１００％になります。 

         議案第５９号は以上となります。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見ありましたら、お

願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第５９号について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり決定することといたします。 

         それでは、退室をしております濵委員の入室を許可いたします。 

 

（濵農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第６１号から６４号 農用地法第３条の規定による許可

申請許可の件、４件についてを上程いたします。 

         それでは、事務局から一括説明をお願いいたします。 

         大島事務員。 

 

大島事務員    それでは、総会資料１４ページをごらんください。 

         農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。 

         議案第６１号、島内○○○○－○○、登記地目、田、現況、畑、２１９平

米を農地の保全のため、交換により○○○○さんへ所有権を移転するもの

です。 

         続きまして、議案第６２号、島立○○○○、現況地目、田、２，５９９平

米外２筆、合計３，８７７平米を生前一括贈与のため、贈与により○○○

○○さんへ所有権を移転するものです。 

 

         続きまして、議案第６３号、島立○○○○、登記地目、田、現況、畑、１，
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１０５平米を農業経営規模拡大のため、売買により○○○○さんへ所有権

を移転するものです。 

         続きまして、総会資料の１５ページをごらんください。 

         議案第６４号、梓川倭○○○○、現況地目、田、１，７０５平米外８筆、

合計１万３９８．３平米を生前一括贈与のため、贈与により○○○○さん

へ所有権を移転するものです。 

         以上、４件につきましては、農地法第３条第２項の各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議  長     地元委員に議案第６１号から順に伺ってまいります。 

         まず初めに、６１号、島内でありますので、河野委員さん、お願いします。 

 

河野農業委員   議案第６１号の面積２１９平米の農地ですが、場所は小宮というところで

ございます。面積的には小さい面積ですが、圃場整備してある場所で、実

際には昭和３２年ころに農地を交換してあったわけですが、そのまま手続

をせず、現在に至ってしまったということで、現在、耕作をしている○○

○○さんのほうに○○さんから３条で譲り渡すということです。現状、畑

ということで、果樹や野菜等しっかりつくってありましたので、問題ない

かと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続いて、６２番、島立でありますので、濵委員さん、お願いします。 

 

濵農業委員    ６２番の○○○さんですが、３枚ある田んぼのうち２枚は圃場整備が済ん

でおります。１枚は圃場整備には入っていないんですが、格好がいい田ん

ぼです。場所は○○○を渡って西のほうへずっと行った高速道路を挟んで

１枚があって、東側に２枚あるというようなところです。○○○さん、全

て自分で耕作しておりまして、息子のほうへ贈与ということで、このまま

いい状態で行くと思います。問題ないと思います。 

 

議  長     ありがとうございました 

         続いて、６３も島立でありますので、濵委員さん、お願いします。 

 

濵農業委員    ○○さんですが、○○○○○○の東側すぐのところの田んぼです。この○

○○○ですが、その田んぼの隣が○○さんの田んぼで、現在、○○さんが

借りてつくっているような状況です。こちらもいい状況ですので、問題な

いと思います。 

         ただ、これについて、８月中に片つけるという、違法転用のところがあり

ますので、これは確認が終わった後にやってもらうようにお願いしたいと

思います。 
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議  長     ありがとうございました。 

         続いて、６４番、梓川でございますので、古沢さん、お願いします。 

 

古沢農業委員   梓川倭、○○○○さんの件でございます。この場所は、○○へ続く県道沿

いの道路のふちにある農地でございます。○○さんが施設へ入所されたと

いうことにより、生前一括贈与ということで、このような件になっており

ます。 

         ここに幾つも地番、地目があるんですけれども、○○○○－○までは県道

沿いにございまして、自己管理をされております。一部野菜をつくってお

られます。それから、下の、番地で言ったら○○○○－○から○○○○は

梓川の河原の近いところで水田をつくっていらっしゃいます。お願いいた

します。 

 

議  長     ただいま全体を通してこの３条に対しまして質問、意見ありましたら、推

進委員さんの皆様を含めて発言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         農地法第３条の規定による案件４件について、一括して集約いたします。 

         農業委員の皆様に伺いますが、議案第６１号から６４号について、原案の

とおり許可することに賛成の委員の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり許可することと決定をいたします。 

         続きまして、６５号から６８号 農地法第４条の規定による許可申請承認

の件、４件についてを上程をいたします。 

         それでは、事務局から一括説明をお願いいたします。 

         高橋主査。 

 

髙橋主査     それでは、議案書の１６ページをごらんください。 

         農地法第４条の規定による許可申請承認の件です。 

         議案第６５号、新村○○○－○、現況地目、田、３０２．４７平米、１筆

に島内にお住まいの○○○○さんが住宅を新築する計画です。農地区分は

第２種農地でありますが、位置的代替性がないため、許可相当と判断いた

しました。 

         続いて、議案第６６号、新村○○○－○、現況地目、畑、６０平米、１筆

に新村にお住まいの○○○○さんが住宅敷地を拡張し、物置と駐車場にす

る計画です。農地区分は第２種農地でありますが、位置的代替性がないた

め、許可相当と判断いたしました。 

         続きまして、議案第６７号、穴沢○○○－○、現況地目、畑、１７３平米、
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１筆に穴沢にお住まいの○○○○さんが機材兼材木置き場を新築する計画

です。農地区分は第２種農地ではありますが、位置的代替性がないため、

許可相当と判断いたしました。 

         続きまして、議案第６８号ですが、これは追認案件となります。梓川倭○

○○○－○、現況地目、畑、１５７平米外１筆、合計２５９平米に梓川倭

にお住まいの○○○○さんが農業用倉庫、一部はなれとして申請するもの

です。申請地は宅地の隣にありまして、平成１０年に建築してしまったも

のです。追認であることにつきましては、当時転用許可手続がされていれ

ば、転用基準を満たしていること、また、顛末書も添付されておりますの

で、やむを得ないものと考えます。 

         農地区分は第１種農地ではありますが、位置的代替性がなく、集落に接続

しているため、不許可の例外に該当し、許可相当と判断いたしました。 

         これらの案件については、一般基準等の各要件を満たしていると判断して

います。 

         以上、４件、５筆、７９４．４７平米です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、初めに議案第６５号について、地元委員の意見をお願いいたし

ます。 

         新村でありますので、栁澤委員、お願いします。 

 

栁澤農業委員   それでは、議案６５号ですが、写真をごらんいただけばと思いますが、現

状、田んぼ続きの中にあります。手前、左と右側が道路、直角に、Ｔ字路

の交差点ですが、直角に道路がついております。それで、西側を向いてい

るわけですが、上の田んぼがちょっと見えますが、それから右側の地続き

の田んぼですが、これが両方ともご自身の所有になっております。それで、

この今回申請のあったところは、実際は田んぼ１枚のところなんですが、

途中から分筆といいますか、形になっておりまして、地目がもう既に宅地

になっております。そういうことで、初めから建物といいますか、自宅を

建てる計画であったらしいですが、別に地目は宅地でございますし、あと

周りの農地もご自分の農地ということで、ほかの方に迷惑をかけるような

構図といいますか、なっておりませんので、問題ないかという判断をして

まいりました。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、現地調査をしていただきました委員の意見をお願いいたしま

す。 

         上條信太郎さん。 

 

上條信太郎農業委員 今、栁澤委員の説明のとおりであります。左側、南、手前、東というこ

とで、その横に古民家ありますし、もともと宅地だったということであり

ますので、何ら問題ないというように判断しました。 
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         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようですので、ただいまから集約をいたします。 

         議案第６５号につきまして、原案のとおり承認することに賛成の農業委員

の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続いて、６６番、これも新村でありますので、栁澤委員さん、お願いしま

す。 

 

栁澤農業委員   ６６番ですが、現状はその下の写真の内容になります。左側が自宅の建物

で、奥にブロック塀といいますか、塀があります。右側も塀がありますが、

それぞれ隣の宅地になっておりまして、建物が建たっているところで、こ

の四角い白く囲ったところが畑ということで、もともと農家分家でこの写

真にあります建物を建てたようなんです。それで、そのときに残ったこの

白枠のところですが、何か条件で農地として残すというような内容で、農

地という地目で残ったような土地です。現状、そういうことで、周りは宅

地になっておりまして、前は道路になっております。農地となっているわ

けですが、別に作物がつくれるような内容の土地ではありませんし、また

周りもそういう内容ですので、駐車場あるいは物置にしたいという希望が

ありました。問題ないという判断をしてまいりましたが、お願いいたしま

す。 

 

議  長     現地調査をしていただきました上條委員さん、お願いします。 

 

上條信太郎農業委員 栁澤委員の今の説明のとおりであります。右側の塀に囲まれたところに

野菜なんかをつくっていたようですけれども、必要に駆られて物置と駐車

場ということでありますので、何ら問題ないというように判断いたしまし

た。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第６６号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成ということでありますので、本件は原案のとおり承認することと

決定をいたします。 

         続きまして、６７号は四賀でございますので、金子委員さん、お願いしま

す。 

 

金子農業委員   それでは、議案第６７号でございます。穴沢○○○番地ですけれども、こ

れは○○○○へ上っていく道のわきにあるものでございます。もう以前か

ら製材所、そして木材の加工工場がありまして、それに隣接するものでご

ざいます。ですので、大型車両の出入りとか、そういったことは問題なく、

敷地は写真で見るとおり、高低差はないというようなことで、やむを得な

いではないかということで見てまいりましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長     現地調査をしていただきました堀口委員さん、お願いします。 

 

堀口農業委員   現地にて周辺農地の営農条件に支障が生ずるおそれがないこと、それから

位置的代替性がないということを確認してまいりましたので、転用許可に

係る条件はクリアしているものと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、お願いをいた

します。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         ただいまから集約いたします。 

         議案第６７号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することと決定をいた

します。 

         続きまして、６８号、梓川でありますので、古沢委員、お願いします。 

 

古沢農業委員   議案番号６４、６８ですが、倭地区でしたので、推進委員の波田野裕男さ

んと一緒に見ていただきました。 

         ６８ですが、これは下のほうが市道になっておりまして、水路が通ってお

ります。右にわずかに見えますのが母屋でございます。その後ろ側は水田

になっております。これは娘さんの農家分家ということで、一部倉庫がつ

いているんですが、建てられたものでございまして、今もここに住んでい

らっしゃるということで、やむを得ないというような方向で見てまいりま

した。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     現地確認をして、堀口委員さん、お願いします。 

 

堀口農業委員   現地確認をしてまいりまして、追認ではありますが、周辺農地の営農条件

に支障が生じていないこと、それから位置的代替性がないこと、集落に接

続していること、以上確認してまいりましたので、転用許可に係る条件は

クリアしているものと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第６８号につきまして、原案のとおり承認することに賛成の農業委員

の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することと決定をいた

します。 

         続きまして、６９号から７８号、農地法第５条の規定による許可申請承認

の件、１０件についてを上程をいたします。 

         それでは、事務局からの一括説明をお願いいたします。 

         大内主査。 
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大内主査     それでは、議案書の１７ページをごらんください。 

         農地法第５条の規定による許可申請承認の件です。 

         議案番号６９号です。島内○○○○－○、現況地目、田、８４２平米、１

筆に城西にある○○○○○○○○○○○○○○○が特定建築条件つき土地

による住宅を新築する計画です。農地区分は第１種農地ではありますが、

位置的代替性がなく、集落に接続しているため、不許可の例外に該当し、

許可相当と判断しました。 

         続きまして、議案番号７０号です。和田○○○○－○、現況地目、畑、６

７１平米のうち５７０平米外３筆、計４筆、２，６８０平米に長野市にあ

る○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が送電線建設工

事に伴う工事敷地として一時転用する計画です。農地区分は農振農用地で

はありますが、一時的な利用に供するもののため、不許可の例外に該当し、

許可相当と判断しました。 

         続きまして、議案番号７１号です。和田○○－○、現況地目、田、２，９

５９平米のうち８４１平米外１筆、計２筆、１，４５２平米に同じく長野

市にある○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が送電線

建設工事に伴う工事敷地として一時転用する計画です。農地区分は農振農

用地でありますが、一時的な利用に供するもののため、不許可の例外に該

当し、許可相当と判断しました。 

         続きまして、議案番号７２号です。和田○○○○、現況地目、畑、５５０

平米、１筆に長野市にあります○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○が送電線建設工事に伴う工事敷地として一時転用する計画で

す。農地区分は第３種農地であり、原則許可ですので、許可相当と判断し

ました。 

         それでは、議案書の１８ページをお願いします。 

         議案番号７３号です。神林○○○○－○○、現況地目、畑、２７４平米、

１筆に平田東にある○○○○○○が建売住宅を新築する計画です。農地区

分は第２種農地ではありますが、位置的代替性がないため、許可相当と判

断しました。 

         続きまして、議案番号７４号、今井○○○○－○、現況地目、田、４６１

平米、１筆に井川城にお住まいの○○○○さんが農業後継者の別棟住宅を

新築する計画です。農地区分は第１種農地ではありますが、位置的代替性

がなく、集落に接続しているため、不許可の例外に該当し、許可相当と判

断しました。 

         続きまして、議案番号７５号、中山○○○○－○、現況地目、畑、９８平

米外１筆、計２筆、３２６平米に渚にお住まいの○○○○さんが農家分家

住宅を新築する計画です。農地区分は第１種農地ではありますが、位置的

代替性がなく、集落に接続しているため、不許可の例外に該当し、許可相

当と判断しました。 

         続きまして、議案番号７６号、里山辺○○○－○、現況地目、畑、３２８

平米のうち１００平米外２筆、計３筆、４６６平米に取出にある○○○○

○○○が配水池配管等耐震補強工事に伴う工事敷地として一時転用する計
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画です。農地区分は農振農用地ではありますが、一時的な利用に供するも

ののため、不許可の例外に該当し、許可相当と判断しました。 

         続きまして、議案番号７７号、岡田伊深○○－○、現況地目、田、２６４

平米、１筆に岡田伊深にお住まいの○○○○さんが農業後継者の別棟住宅

を新築する計画です。農地区分は第１種農地ではありますが、位置的代替

性がなく、集落に接続しているため、不許可の例外に該当し、許可相当と

判断しました。なお、当農地については、平成３１年１月２５日付で農振

除外済みです。 

         議案書の１９ページをお願いします。 

         議案番号７８号、波田○○○○－○、現況地目、畑、２２７平米外３筆、

計４筆、５３２平米に港区にある○○○○○○○○が鉄塔工事に伴う作業

用地として一時転用する計画です。農地区分は第１種農地ではありますが、

一時的な利用に供するもののため、不許可の例外に該当し、許可相当と判

断しました。 

         なお、これらの案件については、一般基準等の各要件を満たしていると判

断しています。 

         以上、１０件、２０筆、７，８４７平米になります。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長     続きまして、農地法第５条の規定による許可申請承認の件でありますが、

６９号につきまして、島内でありますので、河野委員さん、お願いいたし

ます。 

 

河野農業委員   ６９号ですが、写真のほうをごらんいただきたいと思います。写真のほう

だと真正面に大きな住宅が見えますが、左側に道路がありまして、道路の

さらに左側のところは住宅が並んでおります。そして、右手のほうですが、

ちょうど区画が曲がったところの右手のところに家が２軒あるというよう

なことで、いわゆる集落内の一般住宅の建たるという１１号の指定を受け

ている範囲内ということで、たまたまここのところで、真ん中のところに

ちょっと一部農地が残るような形になりますが、１１号のエリアがそこは

外れているということで、そこは転用できないという内容です。 

         それで、特定建築条件つきの契約ということで、土地所有者の○○さんは

相続で受け、農地は貸していたわけでございますが、このところへ○○○

○○○○○○という会社が４棟ですかね、建売住宅を建設するということ

で、特定建築条件つきということは、要するに住宅を建設するということ

が前提条件で、それができなければ契約は取り消されるという内容でござ

います。 

         周辺の状況ですが、集落内の農地が連担をしている部分もございますけれ

ども、周辺のところで住宅がそれぞれ張りついておりますので、それほど

影響は出ないと。三角といいますか、右上、真ん中の上のほうの残ったと

ころも○○さんの所有の農地でございますし、周辺農地への影響はないと

いうように判断しておりますし、すぐ近くのところでも、やはり建売住宅
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というようなことが実際に行っておられて、それも全て売れたというよう

な状況のところでございますので、やむを得ないかなというように判断を

しております。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         現地調査をいただきました堀口委員さん、お願いします。 

 

堀口農業委員   この土地は、特定建築条件つき売買予定地で、宅地造成のみを目的とする

転用でないということの説明を受けた上で、現地にて周辺農地の営農条件

に支障を生ずるおそれがないこと、それから位置的代替性がないこと、集

落に接続しているということ、以上のことを確認してまいりましたので、

転用許可に係る条件はクリアしているものと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         議案第６９号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することと決定をいた

します。 

         続いて、議案番号７０であります。和田でありますので、長谷川委員さん、

お願いします。 

 

長谷川農業委員  先日現地を見に行ってまいりました。今、７０と言われましたけれども、

７２まで一括でお願いしたいと思います。 

 

議  長     はい、お願いします。 

 

長谷川農業委員  それで、一時転用ですので、問題ないと思いました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         現地確認をいただきました上條委員さん、お願いします。 
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上條信太郎農業委員 今、長谷川委員のほうから説明がありましたけれども、高圧線の敷設替

えとか、それに伴うような工事が７０から７２までの一時転用であります。

問題ないというように見てまいりました。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、お願いをいた

します。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         議案７０、７１、７２につきまして、原案のとおり承認することに賛成の

農業委員の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続いて、７３、神林であります。塩原委員さん、お願いします。 

 

塩原農業委員   この土地は集落の中心部で、○○○の隣ですので、問題はないと思います。 

 

議  長     現地確認をしていただきました上條委員さん、お願いします。 

 

上條信太郎農業委員 四方を完全に住宅に囲まれた農地であります。いたし方ないというよう

に判断してまいりました。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件に対しまして質問、意見ありましたら、発言をお

願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         議案７３号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆様

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり決定することといたします。 

         続きまして、７４は今井でありますので、田中代理さん、お願いします。 
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田中農業委員   場所ですけれども、○○○○○から朝日村方面へ行きまして、○○○○○

○へぶつかる手前に○○○○○○○があるんですが、その手前３０メート

ルくらいですね、それを左、東方面へ行った左側にこの場所があります。 

         先日、最適化推進委員の田中さんと現地を見てまいりました。また、○○

さんとちょっと面談してきたんですけれども、こういった内容で、そこ、

水田、整然とつくっていらっしゃいまして、また隣にも水田あるわけです

けれども、分筆した中で、少し緩衝地帯を置くというようなことの中から、

本人と面談もしてまいりましたので、いたし方ないというように判断をし

ました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         現地確認をしていただきました上條委員さん、お願いします。 

 

上條信太郎農業委員 今の田中委員の説明どおりであります。若干北側ですかね、農地が続い

ているわけですけれども、本人の分筆でありますので、承知の上だという

ように思いますので、問題ないというように判断してまいりました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         議案第７４号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することと決定をいた

しました。 

         ７５は中山であります。農家分家住宅ということでございまして、○○○

○さんの息子さんが○○さんでございまして、この７５の手前に道を挟ん

で住宅が１軒ございまして、ここは息子さんの農家分家として良いのでは

ないかということで、先日、最適化の太田さんと一緒に見てまいりました。 

         現地確認をしていただきました上條委員さん、お願いします。 

 

上條信太郎農業委員 今、ここの写真のとおりであります。大変見晴らしのいい傾斜のところ

の農地でありますけれども、農家分家ということで申請されております。

問題ないというように判断してまいりました。 
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議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第７５号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することといたしまし

た。 

         続いて、７６号でございますが、里山辺であります。中川委員さん、お願

いします。 

 

中川農業委員   場所ですが、里山辺地区藤井地区の○○○○○を上のほうに上がっていく

棚田の一番上に貯水槽があります。そのいわゆる耐震等の補強工事用地と

して、現場事務所、あるいは資材置き場にということでございます。一帯

が農振農用地になっていますが、棚田の一番上ということもあって、非常

に小さい田んぼ、畑が密集しているところでございまして、なかなか農地

としては使えないなという現状であります。工事場所のすぐそばというこ

ともあり、今現在も遊休化しているということもありまして、一時転用や

むを得ないと判断しております。よろしくお願いします。 

 

議  長     現地確認をしていただきました堀口委員さん、お願いします。 

 

堀口農業委員   松本市の公共事業に伴って、建物とか駐車場を設置するための一時転用と

いう説明を受けて、現地確認をしてまいりました。現地で周辺農地の営農

条件に支障を生ずるおそれがないということ、それから農振農用地になり

ますが、農業振興地域整備計画の達成に支障がないと認められるような一

事転用に該当するということを確認してまいりましたので、転用許可に係

る条件をクリアしていると考えております。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     ないようです。 

         議案第７６号につきまして、原案のとおり承認することに賛成の農業委員

の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することと決定をいた

します。 

         続いて、７７号でございますが、岡田でございます。中條委員さん、お願

いします。 

 

中條農業委員   ７月２６日に現地確認に行きました。場所は国道○○○号線、○○○○○

○○へ行く道なんですが、そこの洞の○○○○○○○がありまして、そこ

から直線で北へ１キロの山手のところにある場所です。写真をごらんくだ

さい。左手に道路がありまして、これは昔の○○○○○で、○○○○から

○○へ抜ける道になっていますが、その奥に自宅があります。自宅があっ

て、その向こうに自宅の庭があるんですが、そこには農業倉庫が２棟あり

まして、そこにはちょっと狭くて建たらないと。それから、自宅の向こう

側ですか、右側にも土地があるんですが、そこは３メートルか４メートル

ぐらい下へ下がっており、野菜をつくっていましたが、そこには建たらな

いと。本人の意向で、両親が高齢であるということで、すぐ近くに住みた

いということから、手前の田んぼですが、そこに住宅を建てたいというこ

とで、やむを得ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長     現地確認をしていただいた堀口居委員さん、お願いします。 

 

堀口農業委員   現地にて周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがないこと、それか

ら今ご説明がありましたとおり、位置的代替性がないこと、それから集落

に接続していることを確認してまいりましたので、転用許可に係る条件は

クリアしているものと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で７７号に対しまして質問、意見ありましたら、発言を

お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第７７号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 
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［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することと決定をいた

します。 

         続きまして、７８号、波田でございます。波多腰委員さん、お願いいたし

ます。 

 

波多腰農業委員  場所ですが、県道○○号線から少し山のほうへ入ったあたりの集落の中で

ありまして、この写真を見ると右の隅のところに新しく○○○○の鉄塔が

建たるんです。それについての資材置き場ということでやるんですけれど

も、これ、細かく筆が分かれていますけれども、実はこのところ、○○○

○○の上段幹線水路が通っていまして、筆がかなり分かれて、こんな細か

くなっているんですけれども、そこから外れたちょうどこの角の、右の上

の角のところへ鉄塔が建たるということで、それと、ちょっと見えるんで

すけれども、右のほうにかすかにでかい鉄塔があります。○○の鉄塔であ

りまして、その下に、右斜め線が見えるのが○○○○の架線で、それでま

た見ると、低いところに○○の自宅用か家庭用の電線が通っていまして、

３本交差するところで、それで一番でかい○○の鉄塔をかさ上げして、そ

れについて、○○の鉄塔もかさ上げして、それで○○の家庭用鉄塔のこの

線が一度下がっているんですけれども、そこをもとへ戻すという、そんな

ような工事をやるための工事らしいです。 

         土地が前は田んぼでしたけれども、田んぼで使えなくなってしまって、今、

果樹園として使っているようです。しようがないんじゃないかなと思って

見てきました。 

 

議  長     現地確認をしていただきました、堀口委員さん、お願いします。 

 

堀口農業委員   送電線の高さの変更、それから鉄塔の建て替え工事に伴って、資材置き場

であったり、休憩所を設置するための一時転用になりますが、周辺の農地

の営農条件に支障を生ずるおそれがないということ、それから期間がはっ

きりと決まっている一時的な利用に供する場合に該当するということで、

各種条件をクリアしていると思いますので、転用許可に係る条件をクリア

しているものと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     ないようです。 

         議案第７８号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、議案第７９号 相続税納税猶予の適格者証明願承認の件、１

件についてを上程をいたします。 

         それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

         大島事務員。 

 

大島事務員    それでは、総会資料２０ページをごらんください。 

         相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件について説明いたします。 

         議案第７９号、岡田松岡にお住まいの○○○○○さんが岡田松岡○○○－

○、３５０平米外筆、合計面積９８０平米について、相続税納税猶予の適

格者の承認を受けるものです。 

         以上１件になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、議案７９号について、地元委員の意見をお願いいたします。 

         中條委員、お願いいたします。 

 

中條農業委員   ２９日に現地確認をしてきました。場所は松岡という地区で、市街化区域

です。周りはほとんど住宅、アパートがありまして、そこの一角だけブド

ウ園と普通の農地、畑になっています。自宅のすぐ北側になりまして、２

筆あるんですが、現在は野菜をつくって、耕作していました。本人たちが

海外旅行に行っていて会えなかったので、詳しいことを聞けなかったんで

すが、これからずっと耕作するということですので、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         第７９号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆様の

挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、議案第８０号から８２号 引き続き農業経営を行っている旨

の証明願承認の件、３件についてを上程をいたします。 

         それでは、事務局から一括説明をお願いいたします。 

         大島事務員。 

 

大島事務員    それでは、総会資料２１ページをごらんください。 

         引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件について説明いたしま

す。 

         議案第８０号、里山辺にお住まいの○○○○さんが筑摩４丁目○○○○、

２，３７９平米外８筆、合計１万２，６５７平米について承認を受けるも

のです。 

         続きまして、総会資料２２ページをごらんください。 

         議案第８１号、村井町南１丁目にお住まいの○○○○さんが笹賀○○○○、

３，０９０平米外６筆、合計１万８，６３４平米について承認を受けるも

のです。 

         続きまして、議案第８２号、岡田松岡にお住まいの○○○○さんが岡田松

岡○○○－○、１，１１４平米外１筆、合計１，５３３平米について承認

を受けるものです。 

         以上３件になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     初めに、議案８０号について、地元委員の意見をお願いいたします。 

         これは筑摩からお願いします。青木委員さん。 

 

青木農業委員   筑摩のほうから報告をさせていただきます。 

         皆さんよく通る方もいらっしゃるかと思いますが、薄川のところに○○○

の○○○がありますが、それをこちらへ来ると、○○○○のちょうど裏側

になりますが、そこの通りのところに挟んで４丁目○○○○－○と○○○

○のほうはブドウが作付されております。これは前回も見させてもらった

ときも同じ状態でございました。また、その上のほうの○○○○、○○○

○－○のほうは、水稲、お米がきれいに作付をされておりました。こちら

のほうも前回見させていただいたときと変わっておりません。きれいに作

付をされておりました。 

         以上です。 

 

議  長     里山辺でありますので、中川委員さん、お願いします。 

 

中川農業委員   申請者の○○○○さんですが、地域を代表するブドウ生産者の一人であり

まして、行く行くは果樹の役員になってもらう、こういうような立派な方

です。里山辺の５筆なんですが、現況、樹園地となっていますが、残りの

３つも全部ブドウ園でございまして、里山辺の５つ、これ全部、○○○○

さんが立派にブドウをつくっておられるところでございまして、本件の証
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明、全く問題ないと思われます。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第８０号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり承認することと決定をいた

します。 

         続いて、８１号でございますが、笹賀の農業委員さんと、それから推進委

員さんとも欠席でございますので、事務局からお願いします。 

 

大島事務員    地元委員の岩垂委員のほうから、現地確認をしたところ、農地は適切に耕

作されており、特に問題はないと考えますとの意見をいただいております。 

         事務局からは以上になります。 

 

議  長     それから、小屋と村井町でございますので、窪田委員さん、お願いします。 

 

窪田農業委員   小屋南１丁目○○○、それから右に行きまして、一番上の小屋南２丁目○

○でありますけれども、ともに現況地目が田となっておりましたが、転作

で大豆が栽培されておりました。それから、小屋南２丁目○○は、現況ど

おり水稲であります。それから、村井町北１丁目○○○－○でありますけ

れども、ここにつきましては、面積の半分ぐらいにネギが栽培をされてお

りましたし、あとの半分にはハウスが２棟建っておりまして、中を確認し

ましたところ、既に収穫が始まっておりました。多分大豆ではなくて、枝

豆が栽培されたというふうに確認をさせていただきました。いずれも耕作

は適当にされておりますし、○○さんも、息子さん夫婦が積極的に今、後

継者として農業をされておりますので、特に問題ないというように確認を

してまいりました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、お願いをいた

します。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第８１号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成です。本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、８２号でございますが、岡田でございます。中條委員さん、

お願いします。 

 

中條農業委員   ２６日に現場を確認しました。場所は○○○○○から北へ１キロぐらいで、

○○○号線からちょっと入ったところです。○○さんの自宅の並びの土地

で、○○○－○はブドウ棚がありまして、キウイとブドウを栽培していま

した。あいたところには野菜もありましたが、それともう一つの○○○－

○は野菜を耕作していました。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         議案第８２号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、農地に関する事項、報告事項に入ります。 

         事務局からアからオについて一括説明をお願いいたします。 

         大島事務員。 

 

大島事務員    それでは、報告事項のアからオまで説明いたします。 

         これらにつきましては、書類等完備しておりましたので、事務局長の専決

により処理いたしました。 

         初めに、２３ページ、非農地証明の交付状況の件、１件、続きまして２４

ページ、２５ページ、農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の
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件、８件、続きまして２６ページ、農地法第３条の３第１項の規定による

届出の件、９件、続きまして２７ページ、農地法第４条の規定による届出

の件、２件、続きまして２８ページ、２９ページ、農地法第５条の規定に

よる届出の件、９件。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ただいまの報告につきまして委員の皆様から質問、意見ありましたら、発

言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようですので、これら報告事項につきましては、事務局の説明

のとおりご承知おきをいただきたいと思います。 

         次に、報告事項の最後でございますが、本年３月にご協議をいただきまし

た四賀地区の営農型太陽光発電施設について、事務局からの実験設備の状

況報告をお願いいたします。 

         大内主査。 

 

大内主査     本年３月に協議事項で上げさせていただきました四賀の会田の営農型太陽

光発電設備の関係ですが、本年４月定例総会の際に、実際にパネル状のも

のをして、遮光状態にして実験をするということで本人から報告がありま

して、それで実際報告があったもので、皆さんのお手元に別冊、本日お配

りした報告事項、営農型太陽光発電設備に係る実験設備における農作物の

状況報告ということで、こちら、１ページから５ページまでの資料をお渡

ししてありますが、実験結果の報告が上がってきましたので、その概要や

松本農業普及センターの意見など取りまとめた資料となります。 

         栽培作物は松本一本ねぎを今、栽培しているということで、実験設備の設

置が５月の上旬、実際の苗の植えつけは５月２２日からとなっておりまし

て、７月８日までの作付状況の報告となっています。 

         こちら見ていただくと、写真が４ページ、５ページにわたって、その番号

に合わせたところから写真を撮っておりまして、１、２、５、６について

は、パネル下で撮ったもので、３、４、７、８については、何もない通常

の状況で撮ったものとなっております。 

         後ほど、栽培指導に携わった青木委員や地元の金子委員からも意見がある

と思いますが、松本農業改良普及センターからは、５ページに記載のとお

り、ネギは日陰でも栽培可能のため、営農型太陽光発電施設設置において

は影響ないと思われるとの意見をいただいております。 

         こちらの件につきましては、申請者からの特に問題がなければ、来月の転

用申請を考えたいとの意向を伺っております。 

         以上、よろしくお願いします。 

 

議  長     ただいま状況報告につきまして説明していただいたわけでありますが、委
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員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

         金子委員さん、状況をお話しいただければと思います。 

 

金子農業委員   状況報告ですけれども、写真のとおり、パネルを張った下に植えたネギと、

またこの横のほうに植えましたネギと、できもそんなに違わないで、立派

なネギになっております。 

         よって、自分が考えるのも、パネルがあってもネギの栽培には苦労しない

んではないかというように現場で確認をしてまいりました。よろしくお願

いいたします。 

 

議  長     松本一本ねぎの指導をしていただきました青木さん、どうですか。 

 

青木農業委員   皆さんのお手元で写真のとおり、立派なネギに育っております。農業改良

普及センターのご意見では、「影響がないと思われる」と書いてあります。

「思われる」と書いてあるということは、私のほうでつけ加えてご説明を

させていただきますと、思われるんじゃなくて、影響も出るというお話で

す。 

         現実の問題として、前回もちょっとお話ししましたが、少し標高というか、

高さがありますから、日が少し入りますので、ここのところは問題ないん

ですが、１０番のパネル下及び外の状況写真のところの８番のところが４

０センチと書いています。松本一本ねぎの長さが１から４、６から７が６

０センチ前後、５が７５センチ、８が４０センチと書いています。という

ことは、少し日陰になっている部分じゃないかと判断しました。 

         実は、私の畑も、南側に住宅があるところは、３メートルほど生育がかな

りおくれます。出荷をする時点でも、生育でネギの出荷をするには、少し

問題がありますので、そういう面では、全体的に絶対これは問題ありませ

んということではないというお話でございます。 

         それから、この方、○○さんは、確認をしましたら、私どもは化成肥料を

使っているんですが、ここにも肥料は有機肥料と書いてあります。牛ふん、

ぼかし、米ぬか、麦わら、生ごみ、それで除草剤も使用しないで手で抜い

ているという。確認しましたら、有機栽培をしたいということで張り切っ

てやっていますので、ここは大変私としても評価をするところなんですが、

１つだけ問題が私としてあるのは、きょう認可されて、実際に工事がすぐ

できれば特に問題がないと思われるんですが、８月３０日になりますね、

これが通るのが。そうすると、私ども、ネギを植えかえをしている期間と

しては、一番暑い期間を通り越してしまっている。９月、実はこれ、工事、

聞きましたら、パイルで穴を掘って、それからやるもんですから、大きな

機械が中に、畑に入るということを言っていますから、実際に復元して畑

として今度使うようにするには、ちょっと時間がかかるのかな。というこ

とは、９月の初旬であれば問題ないんですが、２０日から少し外れてくる

と、標高がちょっと高いところなもんですから、少し生育としてはちょっ

と心配が私としてはされますが、特にネギとしてつくって問題がないです
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が、その辺のところだけ、私としてはお話しさせていただきます。 

         以上です。 

 

議  長     ただいま金子委員、それから青木委員さんからお話を聞いたわけでありま

すが、ほかの委員の皆様からご意見、あるいはまた質問ありましたら、お

願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         本件につきましては、ご承知をいただきまして、来月の定例会で議案を上

程の予定とのことであります。その際に審議したいというように考えてお

ります。 

         どうもありがとうございました。 

         農地に関する事項の議事が終了いたしましたので、ここで暫時休憩といた

します。１０分ほど休憩をいたしまして、５５分から再開をしたいと思い

ますが、よろしくお願いをします。 

 

（休  憩） 

 

議  長     議事を再開をいたします。 

         ただいま農業センサスにかかわるお願いということで、情報政策課の職員

がお見えになっておりますので、そこから始めます。 

         情報政策課の上條課長、お願いいたします。 

 

上條（情報政策課） 農業委員の皆さん、こんにちは。情報政策課長の上條でございます。 

         本日は、７月の定例総会のお時間をちょうだいいたしまして、農林業セン

サスのことでご案内方々お願いということでお邪魔した次第でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

         おととしまで農政課長ということで、顔見知りの皆様も大変おいでで、懐

かしいなというような気持ちが率直なところでございますけれども、ご案

内のとおり、農林業センサス、５年に一度の調査ということで、農林水産

省の最高の調査というようなこととなってございます。 

         松本市におきましても、農林業センサスのデータは、予算折衝だとか、い

ろいろな施策展開の基礎資料として使用しているところでございまして、

農業のこれからの企画立案、こういったもののバックデータとして使われ

ておるとことでございます。 

         そして、先ほど申し上げましたが、５年に一度ということで、来年の令和

２年２月１日を基準日といたしまして調査が行われます。現在、その調査

に携わっていただく調査員の確保、これに取り組んでおるところでござい

ます。松本市では、調査客体がおおむね１万１，５００経営体、そして調

査員は松本市全体で５３２人の予定で進めているところでございます。 
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         これから松本市におきましては、基本的には各地域の地域づくりセンター

の所長、この経路で調査員の確保、推薦を行っていくこととしてございま

すけれども、農業委員の皆さん、あるいはＪＡさんとか農業団体の皆さん、

こういった皆様にセンター長から地区の農業に詳しい人、あるいは大きく

農家をやっている経営体だとか、こういった方はどういった方がいるかい

ねえというようなお尋ねがあった場合には、農業委員の皆様におかれまし

ても、可能な範囲でセンター長等に情報を提供していただければありがた

いかなというふうに思うところでございます。 

         明日から８月ですが、８月に入りましたら、委員さんに情報政策課のほう

から依頼文書をこういうような形で送付させていただきますので、何とぞ

ご協力をお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

         以上でございます。 

 

議  長     稲川主査のほうはいいですか。 

 

上條（情報政策課） いいね。 

 

稲川（情報政策課） 大丈夫です。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして質問、意見ありましたら、挙手をお願いをい

たします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         農業の動向を把握する５年に一度の大切な調査でございますので、委員の

皆様には依頼がありましたら、どうか可能な限りご協力いただきますよう

にお願いいたします。 

         課長、ありがとうございました。 

 

上條（情報政策課） ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

議  長     続きまして、その他農業委員会業務に関する事項に入りますが、まず協議

事項から、第４回県農業委員大会における要請事項についてを議題といた

します。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、第４回県農業委員大会における要請事項についてということで、

ページでいきますと３０ページになりますが、よろしくお願いいたします。 

         以降は着座にて失礼をさせていただきます。 

         まず、協議事項の要旨でございますが、大会の開催に当たりまして、県農
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業会議から国・県に対する要請事項について検討・報告依頼がございまし

た。その対応について協議をするものでございます。 

         農業委員大会は、１１月１１日の午後予定されております。上田市交流文

化芸術センターの大ホールということでございます。詳細はまた後日ご案

内をさせていただきます。 

         県農業会議からの依頼文書は、この資料とは別に事務連絡で同封しました

文書をごらんいただければと思います。７月２４日付の事務連絡になりま

すけれども、そちらのほうをごらんいただけますでしょうか。 

         事務連絡文書をつけてございますけれども、こちらの要請事項、いろいろ

な項目が挙がっていますけれども、松本市としてどういうようなものを出

していくかというところでございますが、毎年委員のほうからはあまり提

案が出されたことがないわけですが、農政課のほうと事前に調整をしまし

て、どのような課題があるかというようなことを把握する中で、事務局と

して２点用意をさせていただいております。 

         １ページめくっていただきますと、事務局案ということで添付してござい

ますけれども、１つは新規参入の促進、もう一つは家畜伝染病、豚コレラ

関係の対策要請ということでございます。 

         まず、新規参入の促進のところで、農政課と協議する中で、国の農業次世

代人材投資資金、こちらの予算が今年度１６人、２，２５０万円という要

望に対しまして、実際に内報が来たところでは、１２人、１，７００万円

ちょっとというところにとどまっておりまして、満額確保のめどは立って

いないということでございます。 

         課題のところで書いてありますが、この４月の国の通知によりますと、今

後、新規の採択者は、世帯全体の所得が６００万円以下の者とされており

ます。世帯の人数に関係なく、一律ということからして、平等性に欠ける

というふうに考えられます。 

         また、白丸の２点目ですが、新規就農者は、青年等就農計画において、こ

の資金の活用を見込んで計画を立てておりますので、事前の周知なしに本

年度から突然始まった所得の制限、つまり６００万円以下というようなこ

ととか、内報の減額による事業不採択、不採用というようなことになれば、

計画自体の見直しを迫られ、就農意欲の減退につながりかねないというこ

とでございます。 

         最後の白丸、本年度から年齢、農地要件が緩和され、例えば４５歳未満だ

ったものが５０歳未満の者へと拡大されているわけでございますが、採択

範囲が広がって、新たな担い手が確保できると期待されておりましたが、

ふたを開けてみると、十分な予算の確保のめどが立たない。そして、予算

が絞られてきたわけでございますので、現場の判断でどのように予算を配

分していくかというようなことがゆだねられてくるということになります。

こういうところに問題であると考えております。 

         ２点目の豚コレラの関係は、新聞情報にあるとおりでございます。昨日は

奈川地区でも野生イノシシへの豚コレラ感染が確認されたところでござい

まして、松本市役所におきましても、県と連携する中で、緊急事態に備え
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ての庁内体制を確認したところでございます。松本ばかりではなくて、ほ

かの市町村からも要請は出てくるものと思われますが、とにかく豚コレラ

には触れておきたいというふうに考えております。 

         以上２点ということで事務局の案を作成しております。 

         このような形で農業会議に提出したいと考えておりますので、協議をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

議  長     ただいま補佐のほうから説明がありましたが、これに対しましてご意見あ

りましたら、お願いをいたします。 

         中川さん、どうぞ。 

 

中川農業委員   新規参入の促進についてなんですけれども、非常にもっともな内容だと思

います。ぜひ要請すべきかと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         補佐、あれ。これ、私が国会へ行って○○さんから聞いてきた内容とは違

うの。新規参入の１５０万円。 

 

板花局長補佐   ですので、新規参入ということで、経営開始型、１年間に１５０万円で５

年というような内容であったわけでございますが、ふたをあけてみたら、

本年度は予算が今のところ要望に対して７６．３％しか確保のめどが立っ

ていないという状態だということで、農政課のほうでも大変困っていると

いうことで、農業委員会と連携して、ぜひ県のほうに要請をしてください

というお話がありました。 

 

議  長     例えば親がリンゴをやっていて、息子さんが後継者として入ってくる場合

に、ほかの農作物を少し栽培しなきゃいけないというのが、これが条件で

ありまして、昨年、国会でお願いに行ったら、長野のある議員さんが、こ

こ、予算がいっぱい余っているんだから、これを使うようにというお話を

いただいたんですが、例えば松本市はどうか知りませんが、それぞれの普

及センターの課長さんとかが非常にこのことは監査が厳しいからと言って、

慎重になっている部分もあります。 

         監査は国の補助金をもらった場合はついて回る話ですが、どの程度の厳し

さかということもありますのですので、その辺について常任会議へ行って、

県の担当者も来ておりますので、また話を聞いてきたいと思います。 

         ほかにご意見ありますかね、このことに対しまして。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         それでは、このことにつきましては、ご承知おきいただきたいと思います。 
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         続きまして、報告事項に移ります。 

         初めに、報告事項ア、第５４回松本農林業まつりの開催についてを議題と

いたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         清澤補佐。 

 

清澤局長補佐   それでは、今年度開催予定の第５４回松本農林業まつりの開催について報

告をいたします。 

         着座にて説明をさせていただきます。 

         ３１ページをごらんください。 

         事業内容、予算は、あさって開催予定の実行委員会において決定をされま

すので、現段階では案の状況ですけれども、委員の皆さんにご参加してい

ただくことなので、本日報告をさせていただきます。 

         また、農林業まつりは、ブドウオーナー、リンゴオーナーも対象の事業と

なっておりますけれども、既に開園式等行われておりますので、本日は花

き展と農畜林産物消費宣伝にかかわることについてご報告をさせていただ

きます。 

         開催日程ですけれども、日時は令和元年９月７日土曜日、８時１５分から

１４時まで。おととしは１３時までの開催時間だったようですけれども、

来場者数が年々減少しておりまして、昨年１４時までで開催してみたんで

すが、雨で天候が悪く、さらに来場者数が減少したため、今年度も１４時

までの開催で、来場者数の増加が見込めるかどうか検証したいということ

になっております。 

         会場及び事業内容ですけれども、あがたの森文化会館本館で前日の９月６

日に花き展示品評価審査が行われ、７日はフラワーアレンジメント講習会

が開催される予定です。 

         あがたの森公園のほうにおいては、例年と同じ流れで、８時１５分から開

会式、引き続き花き展表彰式、その後、花き展示、即売を行う予定でおり

ます。 

         次に、農畜林産物消費宣伝についてですけれども、今年度は２７ブース出

展予定です。２７ブースについては、ここにある表のとおりです。昨年は

２９あったようですけれども、２つブースが減っております。この中に、

１９番、一貫目クイズというのが農業委員会の行うブースになります。 

         ３４ページをごらんください。 

         会場図ですけれども、開会式はあがたの森公園の西口入り側のところで行

います。農業委員会のブースは、その通路を真っすぐ行きまして、一番東

側の左奥になります。 

         当日は、基本、全ての委員さんの全員参加をお願いしたいと思います。当

日の対応ですけれども、二班に分かれていただきまして、８時から１１時

と１１時から１４時の二グループに分かれていただきます。最初の８時か

ら１１時が南部ブロック、河西部ブロックの委員さんで、１１時から１４

時が北東部ブロック、西部ブロックの委員さんにお願いしたいと思います。
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後半の部は昼食を用意したいと思いますので、また事前に出欠については

確認をさせていただきますので、お願いします。 

         やっていただくことは例年と同じで、野菜を袋に詰めたりだとか、計量を

したりだとか、あとクイズに参加していただけるよう呼びかけを行ってい

ただきたいと思います。 

         その他ですけれども、クイズに使用する野菜ですけれども、予算のほうで

購入するもののほかに、委員の皆さんにご協力をいただいて、寄贈品等で

例年対応をさせていただいているということなので、今年度も大変恐縮で

はございますけれども、ご協力をいただきたいと思います。 

         本日、机上配付で報告書という様式１枚物をお配りしてあるんですけれど

も、そちらのほうに寄贈いただける品名及びおおよその数量をご記入いた

だいて、来月の定例総会、８月３０日までに事務局のほうへ提出をお願い

したいと思います。 

         お車でお越しの場合は、蚕糸記念公園のほうが臨時駐車場になりますので、

そちらへ駐車をお願いします。 

         報告は以上となります。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これより質疑を行います。 

         推進委員の皆様を含めまして、発言のある委員の皆様の挙手をお願いいた

します。 

         農林業まつりは、農業委員会で盛り上がっているような感じもいたします

ので、ぜひともまた盛大なご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

         青木さん、お願いします。 

 

青木農業委員   すみません、日にちの件ですが、この日にちが９月７日で、９月でも早い

ほうの日にちになっているんですが、私としてはできるだけ後ろのほうに

ずらしていただければありがたいと思って。実はですね、このために４月

も一番早くネギを植えて、できるだけ早く、７月になる手前から植えかえ

を終わらないと、通常、出荷は大体１１月ですから。ということで、頑張

って何とかやろうと思っているんですが、許されることなら、検討してい

ただければと思って、毎年思っていたんですが、言わせていただきました。 

 

議  長     ２日に会議がありますので、青木さんからそういう意見があったというこ

とでお話をしてまいります。 

 

青木農業委員   よろしくお願いします。 

 

議  長     いずれにしても、ちょっとう旨味が乗らないということだね、ネギが。 

 

青木農業委員   そう。どうしても日にちが足りないもんですから。 

 

議  長     すみません。 
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         ほかにどうですかね。委員の皆様ご意見ありましたら、お願いします。 

         上條信太郎さん。 

 

上條信太郎農業委員 やはりあのときに並行して行われる花き展が、温暖化の影響でめちゃく

ちゃなんだよ。花がもう全然だめ。だから、盛り上げるというふうに考え

たときに、もう一番衰えちゃっているときに花き展やれと言うから、松本

のよさが全く出せない状態で、市民にこんなもんかっていうことになっち

ゃっていて、もう完全に今、ネギもそうだけれども、あの時期に収穫祭な

んて言ったって、ちょっとスイカの季節がまだ残っているか…… 

 

議  長     ブドウはありますよね。 

 

中川委員     ちなみに、山辺で言えば、一週間後に東山部果物まつりというのがあるん

ですよね。何せ次の週末になります。それとかぶってはいけないもんで、

だから農林業まつりは９月７日というのはしようがないなとは思うんです

けれども、ただ、ブドウ的に言えば、デラウエアと大粒種のちょうど間な

んですよね。だから、ほかの野菜はよくわかりませんけれども、本当は一

番いいのは９月の終わりというか、敬老の日とか、野菜は私わかりません

が、そのくらいのほうがいいのかなとは思ったりはします。 

 

青木委員     全体的に、通常野菜といったら、９月の初めじゃないよね。カボチャとジ

ャガイモくらいしかない。 

 

議  長     ほかに意見どうですか。ありますか。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     本件については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知をいた

だきたいと思います。 

         また、農業委員、推進委員の皆様の協力をいただきまして、農林業まつり

をぜひ盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

         次に、報告事項イ、令和元年８月移動農業委員会についてを議題といたし

ます。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   こちら、報告事項については、本冊資料のほうには資料が全くありません

ので、事務連絡で同封しました７月２４日付の通知をごらんください。令

和元年８月移動農業委員会について（お知らせ）という通知になります。 

         来月、８月３０日金曜日、朝から夕方までの予定となります。 

         開催地は、当初計画どおり、西部農林課管轄地の奈川地区ということでお

願いします。場所としましては、奈川文化センター夢の森大会議室となり
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ます。 

         それから、３番目の出席対象及び移動手段でございますが、農業委員さん

と推進委員さん両委員にお願いをします。そして、庁用バス２台を確保し

ておりますので、こちら、発着場所は３カ所となりますが、市役所（東庁

舎前）を出発して、途中、島立（歴史の里駐車場）、波田支所を経由して、

目的地まで乗車をしていただきます。 

         費用負担として、昼食代１，７００円を予定しておりまして、９月の報酬

から差し引かせていただきます。 

         出欠席の報告ということで、本日中に今の時点のめどということで結構で

すので、もちろん直前になって変更ということはあろうかと思いますが、

昼食の都合とかバスの乗車の確認等ありますので、現時点の報告をきょう

じゅうにお願いしたいと思います。 

         開催要項につきましては、１枚おめくりいただいたところに添付させてい

ただきました。 

         特に日程のところをごらんいただければと思います。時間ですが、８時半

に出発しまして、８時４５分島立、９時１０分波田支所、１０時に到着し

まして、午前中総会を開催いたします。お昼は、ちょっと足を伸ばして、

奈川高原というスキー場の入り口のほうまで行きまして、人数が多いもん

ですから、できるだけまとまって昼食という形でございますが、それでも

２カ所に分かれないとなかなか収容できないということでございます。そ

ばの里奈川とウッディ・もっく２カ所に分かれて昼食をとっていただいて、

また奈川文化センターに戻ってまいります。 

         午後の予定ですが、地元から研修をいただくようお願いをしてございまし

た、まずは西部農林課の行政としての取り組み、こちら、３０分程度お願

いしております。そして、現場からということで、株式会社ふるさと奈川

さんのほうから現場の取り組みについてご説明をいただいて、地区一丸と

なって取り組んでいる農業振興についてご説明をいただきます。 

         あと、ちょっとバスで移動して、奈川地区の一等農地となりますが、大原

クラインガルテンとその周辺のほうを視察いただきまして、西部農林課の

担当者からも補足説明をいただく予定でございます。 

         そして、奈川地区を出て、道の駅「風穴の里」に寄りまして、また戻って

くると、こういった日程を組んでおりますので、来月については、こうい

うことでよろしくお願いしたいと考えております。 

         初めての取り組みになりますので、やってみて、反省点があれば、また考

えたいと思います。 

         若干懸念もありますが、例えば、大雨等で現場を見に行けないようなこと

が、もしかしたらあるかもしれませんが、そこら辺については、臨機応変

に対応したいと思います。 

         以上でございます。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これより質疑を行います。 

         発言のある委員の皆様は挙手をお願いをいたします。 
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         長谷川委員。 

 

長谷川農業委員  この集合場所で波田支所って、これ、役所の波田支所ですか。 

 

議  長     板花補佐。 

 

板花局長補佐   市役所の波田支所の庁舎の前の駐車場ということでお願いします。 

 

議  長     いいですかね。 

         ほかにどうですか。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         本件につきましては、ただいまの説明のとおりでございますので、ご承知

おきをいただきたいと思います。 

         本年度から新たに始めました取り組みでありますので、委員の皆様のご協

力をいただきながら、成功させていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

         次に、報告事項ウ、主要会務報告並びに当面の予定についてを議題といた

します。 

         事務局の説明をお願いします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、総会資料３５ページ、３６ページごらんください。 

         まず、主要会務報告ということで、６月２８日の総会以降の内容でござい

ます。 

         ７月前半は、ブロックの研修懇談会がそれぞれ各ブロックで行われたとこ

ろでございます。 

         それから、農業振興委員会、情報・研修委員会開かれておりますし、きょ

うの定例会というふうになっておりますが、７月２７日土曜日につきまし

ては、ちょっとここに落ちてしまったわけでございますが、北東部ブロッ

クの活動ということで、遊休農地でソバづくりということで、市民参加を

得まして、種まき会を実施したところでございます。 

         ３６ページ、当面の予定ということでお願いいたします。 

         ８月２日は、ここに書いてあるとおり、農林業まつり実行委員会や農振協

議会が開かれます。 

         ８月５日は、松本市農業活性化シンポジウムということでお願いいたしま

す。 

         ８月８日は、情報・研修委員会、それから農業振興委員会を予定しており

ます。いつもと時間帯が逆になっておりますので、お気をつけいただけれ

ばと思います。開催通知は総会資料と一緒にお送りしたところであります。 
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         それから、ちょっとここに落ちてしまいましたが、ご承知おきいただきた

いのは、８月２１日水曜日でございます。ちょっと落としてしまったんで

すが、市議会経済地域委員会の委員との懇談会を予定しております。こち

ら、全委員ということではなくて、役員を中心にという考えでございまし

て、会長と会長代理、それから両委員長、副委員長、それからブロック長

さん、全員で８人になりますけれども、ご出席をいただきたいということ

で、経済地域委員の皆様も８人いるということで、ちょうどバランスもい

いじゃないかということでございます。市役所東庁舎の第２委員会室で午

後３時半からを予定してございます。 

         市長に出す意見書も、今、執筆を急いでいるところでございますが、意見

書の素案をもとに経済地域委員の皆様と懇談を行い、何かヒントを得られ

ればというふうに考えております。 

         あと、８月２２日は農地転用現地調査ということで、今回は塩野﨑委員さ

ん、それから本日欠席でありますが、二村委員さんということでお願いい

たします。都合が悪いようでしたら、また事務局と調整をお願いしたいと

思います。 

         そういうことで、あと８月３０日、９月７日というふうに続きますので、

よろしくお願いいたします。 

         すみません、８月２２日の農地転用現地調査、午後１時からになったと。

暑い時間帯でございますが、１３時からになったということでございます

ので、すみませんが、訂正をお願いいたします。 

         あと、最後のところにありますとおり、１０月の定例総会とセットで予定

していた意見書市長懇談会、懇親会でございますが、市長日程が若干変わ

ってきまして、１１月１４日にずれることになりました。時間は変わらず

でございますが、日にちがずれておりますので、あらかじめご案内を申し

上げます。 

         以上でございます。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これより質疑を行います。 

         発言のある委員の皆様は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         本件につきましては、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知お

きいただきたいと思います。 

         以上で報告事項は終了いたしました。 

         続きまして、その他の項目に入ります。 

         初めに、松本農業改良普及センターから情報提供をお願いいたします。 

         小川補佐、お願いいたします。 

 

小川（松本農業改良普及センター） お世話になります。 



36 

         着座にて説明させていただきます。 

         資料は、別刷りの松本農業改良普及センターと記載がございます資料をご

らんいただければと思います。ページに沿って何点かおつなぎさせていた

だければと思います。 

         最初に、１ページ、２ページをごらんいただければと思うんですけれども、

スマート農業技術（ラジコン草刈り機等の実演会を開催しますという内容

なんですけれども、こちらの関係につきましては、農業委員会長さんにも

大変ご足労いただきまして開催の運びとなりました。 

         実は、あすの８月１日の開催なんですけれども、９時半から中山地区でラ

ジコン草刈り機による畦畔除草の実演会を開催予定です。 

         機種につきましては、クボタのＡＲＣ－５００という、もう既に市販され

ております１００万円を切る草刈り機と、あとアテックス株式会社のそれ

よりも大型なものという２機種の実演になりますので、関心のある皆様に

おかれましては、あすで、ちょっと急なご案内で申しわけないんですけれ

ども、またごらんいただければと思っております。 

         地図等は、２ページのほうに記載がございますので、ごらんいただければ

と思います。 

         それと、３ページなんですけれども、先週ですが、病害虫発生予察注意報

が第１号、第２号と出ております。 

         第１号につきましては、斑点米の原因となるカメムシ類ということで、全

県的に発生が多い傾向にございます。斑点米の多発のおそれがございます

ので、また防除等の参考に見ていただければと思いますので、よろしくお

願いします。 

         ５ページ、６ページの関係なんですけれども、こちらのほうはイネいもち

病なんですが、梅雨明けまして、非常に暑い日が続くようになったんです

けれども、その前の天候の影響によりまして、６ページのアメダスデータ

による葉いもち感染好適条件の判定結果というものが表２にございますけ

れども、要はこの黒丸というのが日付順に並んでおるんですけれども、こ

としは非常にこの黒丸が多いということで、いもちになりやすい感染好適

条件が非常に多かったというようなことで、７月２５日に出されておりま

す。ちょっとこれからの天候次第ではございますけれども、要注意という

ようなことでごらんいただければと思います。 

         それと、７ページからですけれども、野生イノシシの豚コレラ検査結果に

ついてといことで、こちらのほう、ちょっと間に合いませんで、７月２６

日のプレスリリースのものをお持ちしたんですけれども、昨日もプレスさ

れておりまして、先ほど板花補佐さんのほうからもお話がございましたけ

れども、松本市でも陽性のイノシシが検査結果で出ておるような状況にな

っております。 

         ８ページのほうの、ちょっとわかりにくい地図で申しわけないんですけれ

ども、下のほうが根羽村です。木曽がございまして、円がぐるぐるってあ

るあたりが中仙道、１９号沿いの塩尻あたりなんですけれども、昨日発表

されました奈川が、ちょうど一番上のところに７月２４日死亡発見、７月
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２６日陽性という四角がございますけれども、下あたりになるかと思いま

すけれども、やはり岐阜方面から野生イノシシの豚コレラの陽性反応が出

るものが移動してきているというのが非常にわかるかと思うんですけれど

も、大変な状況にはなっております。 

         さらに、９ページからごらんいただければと思うんですけれども、これも

プレスリリースされたものですので、ごらんいただければと思うんですけ

れども、１から１２５まであるんですけれども、これの７月１１日ぐらい

からごらんいただければと思うんですけれども、検査結果の陽性が非常に

多く出てきております。特に、子のちょっと弱いようなもの、子で陽性と

いうようなものも目立つかと思うんですけれども、ほぼ同じような地域で

発生が確認されているというような状況でございます。 

         １４ページには、ちょっとワクチンの関係の日本農業新聞の掲載記事を載

せさせていただいたんですけれども、実は月曜日から塩尻市ほかでもワク

チンの埋設を山林のほうでやっておるんですけれども、こちらのほうもこ

れから効果の判定をしていくというようなことなんですけれども、ワクチ

ンにつきましては、非常にいろいろなところで問題点もあるようなことを

日本農業新聞のほうでまとめられていますので、またこのＱ＆Ａでごらん

いただければと思います。効果ですとか、海外向けへの影響ですとか、い

ろいろな思惑等もあるようですので、またごらんいただければと思ってお

ります。 

         それと、１５ページ、１６ページ、１７ページにつきましては、毎回載せ

させていただいております気象表と生育概況ですけれども、水稲ではほぼ

例年並みに戻っておりますけれども、ほかの品目では、やはりこの天候不

順の状況の影響が出ているものが多々あるかと思います。またごらんいた

だければと思います。 

         以上、簡単ですけれども、お願いします。 

 

議  長     どうもありがとうございました。 

         続きまして、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

 

清澤局長補佐   本日配付しました業務必携という資料がありますけれども、こちら、２０

１９年度版ということで出ておりますので、今後の活動の参考としてご利

用ください。 

         それから、毎月のお願いですけれども、本日欠席されている委員の方の資

料について、同じ地区の委員さん、お持ち帰りいただいて、お渡ししてい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。 

         それから、農地関係の書類については、机の上に置いていってください。 

         報告は以上です。 

 

議  長     その他でございますが、全体を通しまして委員の皆様から何かご意見があ

りましたら、お願いをいたします。 

         長谷川委員。 
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長谷川農業委員  農業センサスのことなんですけれども、私、ずっと頼まれて調査員やって

いるんですけれども、この間、また常会長から頭を下げられて、やってく

れって言われたけれども、農業委員はやってもいいんですか。 

 

議  長     局長。 

 

山田局長     農業委員さんが積極的にやっていただければ、大変ありがたいです。よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長     長谷川委員さん、よろしくお願いいたします。 

         ほかにどうですかね、そんなことで。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         以上で本日の案件は全て終了いたしました。円滑な議事進行にご協力をい

ただきまして、ありがとうございました。 

         以上をもって議長を退任させていただきます。ありがとうございました。 

 

15 閉  会 

 

 

  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長                         

 

          議事録署名人  ２番                      

 

          議事録署名人  ３番                      


