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第 16 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３０年１０月１０日（水） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ２６ 号 

   農地法第５第１項第６号の規定による届出の報告について（報告） 

 

第 ３  報告第 ２７ 号 

   農地法第１８条第６項の規定による賃貸借解約通知について（報告） 

 

第 ４  報告第２８ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ５  議第 ３０ 号 

   農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ６  議第 ３１ 号 

   農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ７  議第 ３２ 号 

   農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ８  議第 ３３ 号 

   相続税の納税猶予に関する適格者証明の交付につき、議決を求めることに 

ついて提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ９  議第 ３４ 号 

   農用地利用集積計画（案）農地中間管理権の決定につき、議決を求める 

ことについて提案説明、案件に関する質疑、採決 
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第１０  議第 ３５ 号 

   農用地利用配分計画（案）農地中間管理事業の決定につき、意見を求める 

ことについて提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第１１  議第 ３６ 号 

草津市農業振興地域整備計画の変更案（全体見直し）につき、意見を求める 

ことについて提案説明、案件に関する質疑、採決 
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農業委員         

１．会議に出席した委員 
      

 

１番 
 
鈎 孝幸  ２番 

 
中村 繁樹 ３番 

 
福井 義  

 

４番 
 
松井 保男  ５番 

 
中島 由富 ６番 

 
久保 昇 

 

７番 
 
山本 英裕  ８番 

 
山元 幸夫  ９番 

 
井上 忠彦 

 

１０番 
 
本間 道明 １１番 

 
杉江 善博 １２番  中西 真由巳 

 

１４番  堀 裕子       

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
１３番  小川 雅嗣       

 
         

 
農地利用最適化推進委員       

会議に出席した委員 
      

 
１番  奥村 弘 ２番  久保 清一 ３番  中嶋 仁一 

 
６番  藤田 広幸 ７番  仲井 道男 ８番  新庄 傳男 

 
９番  片岡 健郎 １０番  北脇 芳和    

 
         

          
３．会議に出席した職員                                                     

事務局長 
 
杉江 茂樹 参事 

 
舟木 朋宏 主査 

 
中鹿 誠 

農林水産課 
        

課長  岡田 芳治 主任  宇野 正章  
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事務局長 定刻となりましたので、ただいまから第１６回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日は１３番 小川委員が欠席でございます。出席委員につきましては農

業委員１４名中 １３名で定足数に達しておりますので、総会は成立してお

りますことを御報告します。 

 また、傍聴人はおられません。 

なお、議案説明については、個人情報の関係から個人が特定されない表現

で説明等を行いますので、御了承願います。 

 また、委員の皆様が御説明いただくときも同様にお願いします。 

 それでは、農業委員会憲章の唱和をお願いします。 

 

      （ 農業委員会憲章の唱和 ） 

 

事務局長  ありがとうございました。 

それでは、以降の進行を会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 皆さん、総会に御出席いただき誠にありがとうございます。 

先月の台風２１号で県内ではかなり被害を受けました。この１カ月の間に

台風２４号、２５号が来ました。私たちの所はほとんど被害がありませんで

したが、全国ではあちこち自然の猛威にさらされた状況でありました。他に

も秋雨前線の長雨で田の収穫がかなり遅れたりしました。そういったことが

品質が悪化した理由だと聞いております。市内はほとんど収穫が終わったと

思いますが、一部大型農家がまだ追い込みを頑張っていてくれていると思い

ます。 

本日は総会の後にブロック会議がありますので、日程が立て込んでおりま

す。早速議事に入りたいと思います。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布いたしておきましたとおりで

ありますので、これを御了承願います。 

それでは、これより日程に入ります。 

 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規程第１９条第２項の規定により、議席番号３番  

福井 義  委員、議席番号１２番 中西 真由巳 委員、以上の両人を指名

いたします。 

 次に、日程第２ 報告第２６号農地法第５条第１項第６号の規定による届

出の報告についてを議題とし、事務局より、報告事項の朗読と説明を願いま

す。 
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事務局 

 

それでは、報告第２６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて説明いたします。 

この届出は、市街化区域内の農地の売買、贈与、賃貸借ならびに使用貸借

等の権利移転等に伴う転用です。今月の届出は４件です。議案書は２ページ

から３ページまでです。 

はじめに番号 1 番は、市内で不動産業を営む譲受人が共同住宅を建設する

ため、譲渡人が所有する岡本町地先の田６筆、計１，３３２㎡を売買にて取

得されようとするものです。 

共同住宅は鉄骨２階建てで１４戸、建築物面積は６２１㎡です。敷地内に

は乗用車１７台分の駐車場とバイク４台と自転車１４台分の駐輪所を設けら

れます。 

計画では、敷地全体に盛土を行います。 

雨水排水は、既設側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、宅地、雑種地、道路であり、隣地承諾を得なければならない

農地はございません。 

 

 次に番号２番は、市内で不動産業を営む譲受人が自己業務用の事務所を建

設するため、譲渡人が所有する青地町地先の田３筆、計１，２２６㎡を売買

にて取得されようとするものです。 

事務所は鉄骨２階建てで、延床面積は４６２．５㎡です。敷地内には乗用

車１１台分の駐車場と緑地を設けられます。 

計画では、敷地全体に切土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁を施します。 

雨水排水は、前面道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、畑、宅地、里道であり、農地の所有者からは隣地承諾を得て

おられます。 

なお、都市計画法第２９条に該当しておりますので、開発行為の許可と同

時許可としました。 

 

 次に番号３番は、市外で不動産業を営む譲受人が宅地を整備するため、譲

渡人が所有する西矢倉三丁目地先の田 1 筆、４１２㎡を売買にて取得されよ

うとするものです。 

計画では、敷地全体に盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁を施します。 

雨水排水は、西側道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、田、宅地、道路であり、農地の所有者からは隣地承諾を得て

おられます。 

 



6 

 

 次に番号４番は、借人が自己用住宅を建設するため、貸人が所有する木川

町地先の畑１筆、１９１㎡を使用貸借にて取得されようとするものです。 

計画では、敷地全体に盛土を行います。 

雨水排水は、北側の既設道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、畑、道路であり、農地の所有者からは隣地承諾を得ておられ

ます 

本議案については、市街化区域内にあることから、農地法第５条第１項第

６号により届出を出されたものであります。 

最後に、本届出については、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６

の３の(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、本議案の受理について

は、問題ないものとし、番号１番につきましては９月２７日付け、番号２番

につきましては９月１３日付け、番号３番につきましては１０月２日付け、

番号４番につきましては９月６日付けにて、専決規定に基づき、局長専決に

より受理しております。 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第２６号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第２７号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借

解約通知についてを議題とし、事務局より報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

それでは、報告第２７号について説明させていただきます。議案書４ペー

ジをご覧ください。 

報告第２７号 この届け出は、農地法第１８条第６項の規定による賃貸借

の解除通知であり、農地法第３条による賃貸借の設定を解除するものです。

今回、１件の届出がありました。 

番号１番は、賃借人は賃貸人が所有する、南山田町地先の田、１筆、 

１１３㎡について、農地法第３条による賃貸借の設定をしておりましたが、

今回、解約をしたいとの申出がありました。 

解約に至った事由につきましては、耕作されておられました方がお亡くな

りになり、今後耕作できる見込みがないことから、今回、賃借人の相続人と

賃貸人本人との双方合意により解除されようとするものです。 

なお、この解約通知書につきましては、平成３０年９月１０日付けで受理

しております。 
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以上、賃貸借の解除通知１件について、添付書類等確認いたしましたが、

不備等なく受理いたしましたので報告いたします。 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第２７号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第２８号農地変更届出についてを議題とし、事務局

から報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

報告第２８号 農地変更届出について説明いたします。 

この届出は田から畑へ、地目を変更されようとするものです。今月の農地

地目変更届出は３件です。議案書の５ページを御覧ください。 

番号１番は、届出人が青地町地先の田、１筆、４２９㎡を田から畑へ変更

されようとするものです。 

現地は、以前からじゃがいもをはじめとする季節野菜の栽培と作業小屋、

温室が備えられており、農業用水につきましては、用水の供給が無くなりま

すことから決済金の手続きを済ませておられます。 

今後も引き続き畑として利用されます。 

隣地関係でありますが、周囲は宅地であり、隣地承諾を得なければならな

い農地ではありません。また、農地地目変更を行うことでの影響もございま

せん。 

 

 次に番号２番は、届出人が追分南６丁目地先の田、１筆、２，１４４㎡の

うち１，３２０㎡を田から畑へ変更されようとするものです。 

現地は、農地の中ほどに畔があり、畔を境に３０ｃｍ程度の落差がありま

す。 

現に、畑へ利用変更されようとするところは、自家用野菜を栽培しておら

れ、変更後も引き続いて耕作されるとのことです。 

農業用水につきましては、一部用水の供給が無くなりますことから、面積

分の決済金の手続きを済ませておられます。 

隣地関係でありますが、周囲は道路、畑であり、畑の所有者からの隣地承

諾書は得ておられます。 

また、これまでと利用は変わらないことから、農地地目変更を行うことで

の隣地農地への影響はございません。 
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 次に番号３番は、届出人が下笠町地先の田、１筆、６２１㎡を田から畑へ

変更されようとするものです。 

当該地は、これまで水稲栽培されておられましたが、野菜の栽培に変更し

ようと考えられ、トマトをはじめとする季節野菜を栽培する予定です。 

現在も他の畑地でサツマイモ、ほうれん草などの野菜を栽培されており、

収穫されました野菜等は、あおばな館、農業ふれあい市に出荷される計画で

あります。 

隣地関係でありますが、周囲は水路および田であり、田の所有者からの隣

地承諾書は得ておられます。 

また、農地地目変更を行うことで、隣地農地への影響はございません。 

以上、農地地目変更届出について、添付書類等確認いたしましたが、不備

等なく受理いたしましたので、御報告いたします。 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

●番 

●● 

田んぼから畑に変えても農地として使うのだから隣地承諾はいらないと思

うのですが。土を盛らずに現状のまま畑利用するということですよね。 

 

事務局 

 

手続き上事務処理でそれをいただいています。 

 

 

●番 

●● 

隣地承諾を得るのはどういう理由ですか。 

 

 

事務局 

 

農地の形態等が変わったりするということで、了解をいただくためです。 

 

 

●番 

●● 

駐車場等にするのではなく、畦越しに畑にするなら迷惑はかからないから

いらないと思うので、検討をお願いします。 

他の委員さんはこの件についてどう思いますか。 

 

事務局 

 

農地利用変更届出で確認書の提出は法的な手続きの資料ではないと思いま

すが、その辺は確認させてください。 

 

推進委員 

●番 

●● 

お尋ねしますが、田んぼから畑にされると、盛土をすると新たに許可がい

るのですか。 
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●番 

●● 

それを質問しています。別に畑にするのだったら、盛土で高くして排水し

ても人に迷惑をかけないから僕は良いと思うのです。農地は農地として使う

のだから、承諾書はいらないのではないか。 

 

●番 

●● 

整備田だったら良いのですが、未整備の場合だったら奥の田んぼに用排水

が来なくなったりすることがあるので、確認がいると思います。水利権等の

問題だと思います。 

 

●番 

●● 

法的にはいらないと言っておられるから、草津市だけで任意的に承諾書を

付けよということなのですね。 

 

事務局 

 

解釈の問題ですが、「特に審査上で必要と思われる書類」というところです。

一律そういう形で取り扱うのもどうかと思いますが、今回は田越しですので

必要だと思います。 

 

●番 

●● 

減反で畑にしている所もありますよね。そういう場合はどうなるのですか。 

あれも届けがいるのではないですか。土地を改良するなら隣地承諾がいる

のかもしれませんが、農地から農地だったらいらないのではないですか。 

 

会長 いらない場合も多いですが、●●委員さんがおっしゃった未整備田で畦越

しに水を取る場合とかはいりますよね。 

 

●番 

●● 

ケースバイケースでやったらいいのでは。 

 

 

●番 

●● 

畑にするからと盛土するところもあります。境界があるから、盛土をする

場合は畦を残すとか残さないとかありますよね。 

 

●番 

●● 

そんなのは常識です。今はセンターだという暗黙の了解があります。 

 

 

●番 

●● 

暗黙だから了解をもらっておかないと盛土がしにくいのではないかな。 

 

 

●番 

●● 

車屋とかでも許可を得ずに更地にしてから農地に復旧しているような所も

あります。些細なことよりも大きなことを言わないといけないのでは。 
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会長 委員会で採決を取るのは差し支えないのですか。 

 

●番 

●● 

即答ではなく、もう少し時間をおいてからの方がいい。 

 

 

事務局長 農地法の４条、５条の転用案件ですと、造成計画とか断面図を付けていた

だいて、境界をどう処理するかという図面を出していただくのですが、届出

ですので、どういう利用をされるということまでは図面がないのです。そう

いうこともあって、安全をみているという解釈です。おっしゃるように全く

何も盛土も切土もせずに単に作物だけを変える場合はどうするかというのは

検討事項として預かります。 

 

会長 事務局預かりということでこの件は終わりたいと思います。 

他に御意見御質問はございませんか。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第２８号を終わります。 

次に、日程第５ 議第３０号農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについてを議題とし、事務局から議案の朗読と説明を願いま

す。 

 

事務局 

 

続きまして、議第３０号 農地法第３条第１項の規定による許可について

説明します。この申請は農地の権利移動にかかる申請です。今月の３条の許

可申請は１件です。議案書６ページを御覧ください。 

番号１番は、譲受人は譲渡人が所有する北山田町地先の田、１筆、 

２，９５０㎡を売買にて取得されようとするものであります。 

譲渡人は、高齢のため体力的に農作業が厳しく、田植機などの機材を所有

していないことから農業の規模を縮小されようとしておられ、当該農地の譲

渡しを考えていたところ、新たな米の品種に挑戦し、営農の規模を拡大しよ

うと検討されておられます譲受人との間で売買により権利移転の話が進みま

したことからこのたびの申請に至りました。 

今後、譲受人は、水稲を栽培される計画とのことです。 

譲受人の耕作面積は１６，９０３㎡でありますので、下限面積の要件を満

たしております。 

次に、農地法第３条第２項各号についてですが、１号の全部効率化要件に
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ついては、現在の所有する農地についても耕作されており、取得後において

も耕作を行うことができると認められます。 

次に２号の法人要件および３号の信託要件については、個人のため該当い

たしません。 

４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事でき

ると認められます。 

７号の地域調和要件については、譲受農地の地域に在住であり、これまで

にも農地取得されようとする付近で耕作されておりますことから、地域調和

に支障を生ずる恐れがないと認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件のすべ

てを満たしております。 

最後に、許可申請書１件について、添付書類等も確認いたしましたが、不

備等なく考えますので、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。 

この案件につきましては、私が担当ですので現地調査の結果ならびに補足

説明をいたします。 

譲渡人の妻が譲受人の妹さんで、お互いにどういう状況か御存知です。譲

渡人は仕事をされていて農業をする時間が限られているし、妻も親元に雇わ

れて仕事に行かれています。譲受人の世帯は息子さんやおばあさんも農業を

頑張って手伝っておられます。譲受人はこれからどんどん規模を拡大してい

くということで、両者の間で話がまとまったということです。 

それではこれより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は挙手願います。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第３０号 農地法第３

条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて、本案件を原案

のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３０号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可
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をすることについて、１番の案件は原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第６ 議第３１号農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、１番から３番の各案件を議題とし、事務局から議

案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第３１号 農地法第４条第１項の規定による申請について

説明させていただきます。 

この申請は、市街化調整区域内の自己使用目的に伴う転用です。今月の申

請は３件です。議案書は、７ページです。 

番号１番は、申請人が露天駐車場を整備するために、本人が所有する山田

町地先の田３筆、計１，３２６㎡を転用されようとするものです。なお、当

該申請地は、次に説明します番号 2 番の申請地と合わせて申請されたもので

す。 

申請者は高齢であり、農地を荒廃させることなく継続して耕作を続けてい

くことに不安を感じており、このことを隣人に相談したところ、賛同が得ら

れたので共同で露天駐車場を運営していこうと決定されました。次に説明し

ます番号２番の申請地とともに一面の駐車場を整備し、乗用車４４台分を確

保することを計画されています。 

申請地の周囲は、田、雑種地、道路であり、農地の所有者からは隣地承諾

を得ておられます。 

外周には擁壁を設け、雨水は前面側溝へ放流される計画です。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり農業公共投資

の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で市街化が

見込まれる第２種農地と判断されます。 

立地基準については、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありま

すことから、許可することはやむを得ないものと判断されます。 

一般基準については、事業見積書と預金通帳の写しの提出があり、事業の

目的が確実に果たされると判断されます。 

よって本議案を許可することについては、農地法第４条第６項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

 

 番号２番は、申請人が露天駐車場を整備するために、本人が所有する山田

町地先の畑２筆、計２０７㎡を転用されようとするものです。 

申請者は先程説明しましたように番号１番の申請者に共同で露天駐車場を

運営することを相談され、自身が高齢であり、継続して耕作を続けていくこ

とに不安を感じていたこともあって、この機会に申請されました。 

申請地の周囲は、田、雑種地、道路であり、農地の所有者からは隣地承諾
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を得ておられます。 

外周には擁壁を設け、雨水は前面側溝へ放流される計画です。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり農業公共投資

の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で市街化が

見込まれる第２種農地と判断されます。 

立地基準については、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありま

すことから、許可することはやむを得ないものと判断されます。 

また、先程の番号１番の申請者と共同で事業を進める計画であり、工事費

用はすべて番号１番の申請者が出資し、最終的にそれぞれの土地面積により

按分するとのことで、両者の間で合意は形成されています。したがって一般

基準については、事業の目的が確実に果たされると判断されます。 

よって本議案を許可することについては、農地法第４条第６項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

 

 番号３番は、申請人が露天駐車場を整備するために、本人が所有する片岡

町地先の畑１筆、３６０㎡を転用されようとするものです。 

申請者は高齢化と人手不足により農業が困難となったため、所有する農地

の減少を図ることを考えられました。また隣接地に住居があるものの、そこ

へと続く道路の幅が狭く、近くに駐車スペースを確保したいとのことです。

駐車場は車輌６台分を確保することを計画されています。 

雨水排水については、北側、東側の既設水路または西側の既設Ｕ字溝へ放

流されます。 

申請地の周囲は、宅地、道路、里道、水路であり、隣地承諾を得なければ

ならない農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり農業公共投資

の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で市街化が

見込まれる第２種農地と判断されます。 

立地基準については、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありま

すことから、許可することはやむを得ないものと判断されます。 

一般基準については、事業見積書と残高証明書の提出があり、事業の目的

が確実に果たされると判断されます。 

よって本議案を許可することについては、農地法第４条第６項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

以上３件、添付書類等確認いたしましたが、不備等なく考えますので、御

審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。ただいまの事務局の説明に関連して、
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地区担当委員から現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。 

１番と２番の案件につきまして、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

３番の案件につきまして、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

 

現地を確認いたしましたところ、この地域は案外ぬかるみの土地で、数年

間ほとんど耕作されていなかった所でありまして、先ほどから言われておら

れるように地主が高齢のため、なかなか草の守り等もしにくいので、何とか

土地を有効利用できないかという形で隣の方と話をされて露天駐車場を申請

されたものであります。事務局の説明とおりで何ら問題ないと思いますので、

審議の方よろしくお願いします。 

 

●番 

●● 

この方はそこに住んでおられて、娘婿が帰ってきたりして家族が増えたの

で、自分の土地を駐車場に転用したいと聞いております。片岡町は道路が狭

くて自分の家まで車で行けないので、飛び地に土地があったので、畑を転用

されます。自己車両で埋めると聞いております。以上です。 

 

会長 ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局と地区担当委員からの説明について、発言のある方は

挙手願います。 

 

●番 

●● 

議案書に「取得した年月及び原因」というのが書いてあるのですが、今ま

では４条でこんなことは書いていなかったのですが、何か理由があるのです

か。 

 

事務局 

 

御指摘いただいたとおり、「取得した年月及び原因」は今回の総会で初めて

記載させていただきました。理由ですが、３年３作ということで、農地を取

得してから３年間は利用してもらうと言っていますので、その辺りの判断の

材料にしていただければと思いまして記載しました。 

 

●番 

●● 

ありがとうございます。 

 

 

会長 他にございませんか。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 
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採決に入ります。ただいま議題となっております議第３１号 農地法第４

条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて、１番から３番

の各案件を原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３１号 農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて、１番から３番の各案件は原案のとおり決定いたしまし

た。 

次に、日程第７ 議第３２号農地法第５条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、１番から４番の各案件を議題とし、事務局から議

案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第３２号 農地法第５条第１項の規定による申請について

説明させていただきます。 

この申請は、市街化調整区域内の農地の売買、贈与、賃貸借ならびに使用

貸借等の権利移転等に伴う転用です。今月の申請は４件です。議案書は、８

ページから９ページまでです。 

まず番号１番は、譲受人が専用住宅を建設するため、譲渡人が所有する野

路町地先の畑１筆、１８７㎡を売買にて取得し、転用されようとするもので

す。 

申請者は現在、妻と子供との３人暮らしですが、子供が大きくなると今の

住居では手狭になると考え、新居の建築を計画されました。２階建てで、延

床面積は９９．３６㎡です。 

計画では、敷地全体に切盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁を施しま

す。 

雨水排水については会所桝を介して前面の一級河川へ放流される計画で

す。 

申請地の周囲は、畑、転用済みの畑、道路であり、農地の所有者からは隣

地承諾を得ておられます。 

また譲渡人は過去に相続により申請地を取得したが、当時から農地として

は利用されておらず、これまで転用手続きを取らずに雑種地として利用して

きたことに対して、顛末書を提出されました。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり農業公共投資

の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で市街化が

見込まれる第２種農地と判断されます。 
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立地基準については、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありま

すことから、許可することはやむを得ないものと判断されます。 

一般基準については、事業見積書と残高証明書の提出があり、事業の目的

が確実に果たされると判断されます。 

また、周辺農地への被害防除についても土地利用計画図などから適正な措

置が講じられるものと判断されます。 

よって本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

なお、都市計画法第２９条に該当しておりますので、開発行為の許可と同

時許可となります。 

 

 次に番号２番は、譲受人が露天資材置場を整備するため、譲渡人が所有す

る矢橋町地先の田２筆、計２，５２０㎡を売買にて取得し、転用されようと

するものです。 

申請者は不動産業を主としておられましたが、事業拡張のため、土木工事

業・建築工事業・造園業のより一層の拡充を考えられているとのことです。 

雨水排水については素掘り側溝から水路へ接続し、放流される計画です。 

申請地の周囲は、田、水路であり、農地の所有者からは隣地承諾を得てお

られます。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり農業公共投資

の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で市街化が

見込まれる第２種農地と判断されます。 

立地基準については、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありま

すことから、許可することはやむを得ないものと判断されます。 

一般基準については、事業見積書と融資承諾証明書の提出があり、事業の

目的が確実に果たされると判断されます。 

また、周辺農地への被害防除についても土地利用計画図などから適正な措

置が講じられるものと判断されます。 

よって本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

 

 次に番号３番は、譲受人が露天資材置場を整備するため、譲渡人が所有す

る駒井沢町地先の田３筆、計１，８４０㎡を売買にて取得し、転用されよう

とするものです。 

申請者の本店は守山市にありますが、主な事業として草津市内の物件を多

数扱っており、今後も市内での事業量が増加する傾向にあります。現在、申

請者は資材置場としての土地を所有しておらず、市内での業務を円滑に推進
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するために今回申請されました。 

計画では、敷地全体に盛土を行います。 

外周は全て既設擁壁工が施工されており、雨水は既存水路へ排水される計

画です。 

申請地の周囲は、宅地、道路であり、隣地承諾を得なければならない農地

はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり農業公共投資

の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で市街化が

見込まれる第２種農地と判断されます。 

立地基準については、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありま

すことから、許可することはやむを得ないものと判断されます。 

一般基準については、事業見積書と預金通帳の写しの提出があり、事業の

目的が確実に果たされると判断されます。 

また、周辺農地への被害防除についても土地利用計画図などから適正な措

置が講じられるものと判断されます。 

よって本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

 

 番号４番は、譲受人が露天駐車場を整備するため、譲渡人が所有する北大

萱町地先の畑２筆、計１０２㎡を売買にて取得し、転用されようとするもの

です。 

申請者の居住地には自家用車を停めるスペースがなかったので、自宅から

も近くて管理も充分に行えるところに駐車場を整備することを計画されまし

た。 

雨水排水については西側にある既存Ｕ字溝へ放流される計画です。 

申請地の周囲は、畑、宅地、道路であり、農地の所有者からは隣地承諾を

得ておられます。 

立地基準による判断については、申請地は農業振興地域の白地であり農業

公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で

あることから第２種農地と判断されます。 

また、申請地以外に周辺の他の土地で目的が達成できる土地はありません。 

また、一般基準については、申請者が自ら作業をされるので、転用に係る

費用は発生しません。 

よって本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

以上４件、添付書類等確認いたしましたが、不備等なく考えますので、御

審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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会長 以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。 

１番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

２番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

３番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

４番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

 

１番の案件につきまして説明します。 

事務局の方から説明がございましたとおりです。長年雑種地として放置さ

れてきたわけですが、周辺地域は宅地化がどんどん進んでおりまして、現所

有者の方も業者がおればと思っていたところ、うまく譲受人がおられたとい

うことで取得に入りました。３方を道路、里道に囲まれておりまして、田ん

ぼ所有者の方も了解されておられることでございますので、私が見た限り、

聞いた限りでは何も問題ないと思っております。どうぞ審議の方よろしくお

願いします。以上です。 

 

●番 

●● 

２番の案件ですが、事務局からの説明があったとおり、周りの承諾も得て

おり、別に問題ないと考えますが、地図を見てもらったらまだ申請できてい

ない土地がありまして、これがどうなっているか確認したら「話はできてい

ます」ということでした。今回は出ていないが、次回かその次の月に出した

いということでございますので、問題はないと考えております。審議の程よ

ろしくお願いします。 

 

●番 

●● 

３番の案件ですが、地図を御覧になっていただいたら分かるとおり、左右

を市道で挟まれており、上下はどちらも団地が建って宅地となっております。

隣接する農地は全くありませんので、事務局の説明どおり何ら問題ないと考

えております。推進委員さんと一緒に確認に行きました。ちょうど推進委員

さんの自宅の真ん前でございますので、問題ないと思いますので許可相当と

思っております。よろしくお願いします。 

 

●番 

●● 

９月の上旬でございましたが、申請者がお見えになって現地の確認に行き

ました。申請人は、本家分家の間柄でございます。たまたま町会長さんがお

見えになったので町会長さんにも立ち会っていただきました。確認した結果、

何ら問題ないと判断いたしましたので、よろしく御審議の程お願いいたしま

す。 
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会長 ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は挙手願います。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第３２号 農地法第５

条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて、１番から４番

の各案件を原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３２号 農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについてのうち、１番から４番の各案件は原案のとおり決定いた

しました。 

次に、日程第８ 議第３３号相続税の納税猶予に関する適格者証明の交付

につき、議決を求めることについてを議題とし、事務局から議案の朗読と説

明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第３３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付

について説明させていただきます。 

この証明書については、相続により農地取得した場合、相続税が課せられ

ますが、納税猶予の手続きの際、添付書類として必要なことから今回証明願

いが１件提出されたものでございます。議案書１０ページを御覧ください。 

はじめに、相続税納税猶予制度でありますが、農業相続人が相続または遺

贈により取得された農地が、引き続き農業をされる場合に相続税の期限内申

告書を提出されますと納付すべき相続税額のうち、高い評価額によって相続

税が課税されれば農業を継続したくても相続税を納めるために農地を売却せ

ざるを得ないという問題が生じますことから、自ら農業を継続されようとす

る相続人を税制面から支援するために相続税の納税猶予制度が設けられたも

のであります。 

はじめに、相続税納税猶予制度の概要でございますが、農業相続人が被相

続人から相続により農地を取得して、自ら農業を営む場合は、相続税の期限

内申告書の提出により、納付すべき相続税額のうち、相続税の納税猶予の特
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例の適用を受ける農地等の価格のうち、農業投資価格（国税庁が１０ａ単位

で毎年公示する価格）を超える部分が猶予されるものであります。 

今回猶予された相続税は、被相続人がお亡くなりになられた日から免除さ

れることとなっております。 

次に、特例の適用が受けられる人についてですが、議案書の１０ページに

ありますように、被相続人はお亡くなりになるまで農業を営まれておられま

すことから、要件に該当します。 

次に相続人については、相続した農地で相続税の申告期限までに農業経営

をされますことから、被相続人の要件に該当します。 

次に、特例の対象となる農地等については、遺産分割協議書に当該農地が

記載されていることを確認しておりますことから、特例の対象となる農地の

要件に該当します。 

よって、これらの要件を全て満たしており、申請書類等の内容につきまし

ても不備等ないものと考えておりますことから、相続税の納税猶予に関する

適格者証明書を交付することについて御審議賜りますようよろしくお願いし

ます。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局からの説明について、発言のある方は挙手願います。 

 

●番 

●● 

質問ですが、相続人の方はおいくつの方ですか。例えば高齢だった場合耕

作できるかという問題があると思うのですが、そういうことは審査されるの

でしょうか。 

 

事務局 

 

農業者に年齢の制限はありません。 

今回につきましては、５０代半ばということでございますので、引き続き

農業をしていただけるものと判断しております。 

 

●番 

●● 

分かりました。 

他の市町村では高齢だからということで引っかかったことがあったのです

が、草津市ではそういうことはないということで良いのですか。 

 

●番 

●● 

どこの市町村ですか。 

 

 

●番 

●● 

和歌山です。 
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●番 

●● 

ここは市街化ですか、調整区域ですか。 

 

 

事務局 

 

市街化です。 

 

 

●番 

●● 

納税猶予を受けると額が何分の１になるのですか。 

 

 

事務局 

 

何分の１になるかとは一概に言えませんが、通常、相続税額の算定に使う

路線価（調整区域なら倍率表）を引用せず、それより安い算定額となってお

ります国税庁から示されている都道府県別の農業投資価格というものを使う

ことで遺産総額が減少あるいは基礎控除額以下となり、それに伴い相続税が

軽減されたり、課税されないことになります。ちなみに、滋賀県の農業投資

価格は、１０アール当たり田は７３万円、畑は４７万円です。 

 

●番 

●● 

県下一律ですか。 

 

 

事務局 

 

そうです。 

 

 

会長 他に質問はございませんか。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております本案件を原案のとおり決

定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明の交付につき、

議決を求めることについては、原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第９ 議第３４号農用地利用集積計画（案）農地中間管理権の
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決定につき、議決を求めることについてを議題とし、農林水産課から議案の

朗読と説明を願います。 

 

農林水産課 

●● 

皆さんこんにちは。 

議第３４号としまして、農用地利用集積計画（案）農地中間管理権の決定

につき、議決を求めることについてと議案としてあげておりますので御審議

いただきますようお願いしたいと思います。詳しくは担当の方から説明させ

ていただきます。 

 

農林水産課 

●● 

農用地利用集積計画農地中間管理権（案）平成３０年１２月公告草津市と

書いてある資料を御覧ください。 

農地中間管理機構から利用権設定に係る申し込みが本市にありました。農

用地利用集積計画（案）を作成しましたので、基盤強化促進法に基づきまし

て農業委員会で御審議いただくものでございます。 

計画の内容につきましては、お配りしております資料を見ていただきたい

と思います。上寺町の方１名が３筆を１０年間、下笠町下出の方１名が２筆

を１５年間、農地中間管理機構に貸付けされるもので、合計２名の方が５筆

９，５９８㎡を貸付される計画です。以上簡単ではございますが、内容の説

明を終わります。御審議の程お願いいたします。 

 

会長 以上で、農林水産課の説明が終りました。これより、質疑に入ります。 

ただ今の農林水産課からの説明について、発言のある方は挙手願います。 

 

●番 

●● 

１～３の上寺町の農地は整備田ですか。 

面積が小さいですが、つながっているのですか。 

 

●番 

●● 

幹線道路の傍で、前はたくさん葉野菜を作られていたのですが、しんどい

から止められました。その後は耕作をやっておられません。多分そこです。

軽トラが通れるような農道が昔からあるのですが、それをまたいで両サイド

にあります。ほ場整理の中でそうなりました。 

 

会長 よろしいですか。 

 

●番 

●● 

はい。 

 

 

会長 他に質問はございませんか。 
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     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

ただいま議題となっております本案件を原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手をお願いします。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３４号「農用地利用集積計画（案）農地中間管理権の決定に

つき、議決を求めることについて」は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第１０ 議第３５号農用地利用配分計画（案）農地中間管理事

業の決定につき、意見を求めることについてを議題とし、農林水産課から議

案の朗読と説明を願います。 

 

農林水産課 

●● 

農用地利用配分計画とは、今ほど御審議賜りました農地中間管理事業に係

る農用地利用集積計画と関連しております。内容は中間管理機構が借り受け

しました農用地等を、借り受け希望を申し出ていた受け手のうちどの方に貸

付けるかを定めたものです。農用地利用配分計画は農地中管理機構が農地中

間管理事業に関する法律に基づき、農地中間管理権を有する農用地等につい

て、受け手について権利設定をする時は都道県知事から認可を受けなければ

ならないとされております。また、市は同法に基づきまして、農地中間管理

機構から依頼を受けまして、この配分計画案の作成に協力することとなって

おります。その場合、必要に応じて農業委員会に意見を聞くものとされてい

ることから、配分計画の案につきまして、農業委員会の意見を求めるもので

ございます。計画の内容につきましては、お配りしております農用地利用配

分計画（案）を御覧いただけたらと思います。賃借料は機構が出し手と契約

した金額と同等となっております。以上で農用地利用配分計画（案）の内容

についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

会長 以上で、農林水産課の説明が終りました。これより、質疑に入ります。 

ただ今の農林水産課からの説明について、発言のある方は挙手願います。 

 

●番 

●● 

質問ですが、耕作期間で設定されている１０年１５年というのは、変える

ことはできないのですか。 
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農林水産課 

●● 

もし変える場合は要相談になってくると思いますが、原則的には変えるこ

とができないとなっております。 

 

●番 

●● 

私が今回受けたのですが、田んぼの両脇を違う担い手さんがやっています。

その方は、農地が出ないと踏んで、たまたまこの手続きをやっていなかった

のです。同じ地主さんなので田が４枚並んでいるのですが、真ん中だけを受

けなければならないのかとなったのですが、仕方がないので受けました。集

積の意味でも４枚続いた方が仕事はしやすいので、もし変えられるのであれ

ば、地元の担い手さんに譲りたいと思っています。今回は農地が出たから受

けて欲しいということで、たまたま私が受けました。可能であれば来年にで

も手続きをしたいと思います。 

 

農林水産課 

●● 

原則的には変えられないのですが、そういった事情を農地中間管理機構に

相談させていただきます。この場では回答を控えさせていただきますが、相

談させていただきます。 

 

●番 

●● 

１０年１５年と期間がまちまちだと集約がしにくいじゃないですか。集約

をするなら、「解約しなくても交換して良い」という文言にしてもらわないと

集約ができないと思います。 

 

●番 

●● 

毎年毎年ずれるしおかしい。 

 

 

農林水産課 

●● 

市としても前向きに検討いただくよう機構の方には働きかけていきます。 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

上寺町の３筆については、中間管理機構から連絡をもらって、「ここをどう

するのか」という話を南庁舎の方でＪＡにも入ってもらって話を聞きました。

他の２件も市から１度連絡をもらって、中間管理機構と話をしています。上

寺町の筆には今ネギが植わっているのですよ。隣の筆を穴村や上寺の認定農

業者が耕作しているということが分かっていたので、近所の認定農業者に頼

もうとしていたのですが、土壌改良が入っているので田んぼに戻すというこ

とが無理だろうという判断で他にお任せしようということに決めたのです

が、他の２筆はどういう風にして決められたのですか。 

 

農林水産課 

●● 

７月に中間管理機構の中で運営調整会議が開かれました。貸し手と受け手

の中で調整されています。会議の中では議論があったかもしれませんが。 
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●番 

●● 

今までは出来レースだと言われていました。貸し手と借り手が先に話をし

てから後から中間管理機構に報告ということが多かったので、それではいけ

ないだろうという話をしていたのです。 

 

推進委員 

●番 

●● 

この件もそうです。先に借り手と貸し手が話をしています。 

 

 

 

会長 ４番と５番については集約ということで市から話をしてください。 

他に質問はございませんか。 

 

●番 

●● 

先ほどの意見を農業委員会の意見として付けないと意味がない。 

 

 

●番 

●● 

隣の人は入院されていて手続きができなかったのです。後継者もいらっし

ゃるし、集約という意味では私よりも隣の人に耕作をしていただいた方が良

いので、切り替えができるのだったらお願いしたい。次はいつですか。 

 

農林水産課 

●● 

２月に農業委員会にかけて、契約は３月からです。 

 

 

●番 

●● 

それでしたら次の作付けまでに間に合いますので、切り替えてもらったら

担い手さんも仕事をしやすいですね。 

 

会長 質疑を終結します。 

ただいま議題となっております本案件については、先ほどの●●委員の意

見を付して、通知することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３５号「農用地利用配分計画（案）農地中間管理事業の決定

につき、意見を求めることについて」は、意見を付し通知することに決しま

した。 

字句については会長に一任願います。 

次に、日程第１１ 議第３６号草津市農業振興地域整備計画の変更案（全
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体見直し）につき、意見を求めることについてを議題とします。 

それでは、農林水産課から議案の朗読と説明を願います。 

 

農林水産課 

●● 

続きまして議３６号 草津市農業振興地域整備計画の変更案（全体見直し）

につき、意見を求めることについてということで、議案としてあげさせてい

ただきます。 

農業振興地域整備計画というのは、皆さん御覧になったことがあると思い

ますが、こういう青と白の図面でして、市街化調整区域の中の青地と白地を

変えていくという計画でございます。これまでも個別の見直しがあったので

すが、今回は平成１５年から約１５年ぶりの全体見直しということになりま

す。ちなみに草津市の場合は昭和４６年から農振整備計画を作成済みでござ

いますが、それから何度か見直しがありました。１５年ぶりとはいえ、皆さ

ん御承知のとおり青を白に変えることはほとんど難しいので、今回の見直し

でも基本的には道路、河川あるいは森林等で地目が農用地で色が塗ってある

ところを見直していったものです。 

もう１点は、国の指針で今後農用地の管理については地番による管理にす

るということです。これまでは図面でエリアを設定していましたが、今後は

青地の中のどこの田んぼが青地ですよという形になり、大きく見直しており

ます。農用地を外すということがあればすぐに計画の方に反映することがで

きますので、ちょっとした錯誤等が無くなっていくということでございます。 

ちなみに、今回の見直しにつきましては、８月１０日に当農業委員会の運

営委員会の方に諮らせていただいて協議をしていただきまして、今回御審議

いただくということですのでよろしくお願いします。 

それでは詳細は担当の方から資料に基づいて説明させていただきますので

よろしくお願いします。 

 

農林水産課 

●● 

概要を説明させていただきます。 

まず、項目１の農業地域整備計画とは何かというところでございますが、

土地利用上の区域指定を行いまして、優良な農地を確保、保全するための計

画です。本市では法律に基づきまして、昭和４６年度に策定しておりまして、

直近では平成１５年に計画の見直しを行っております。この計画を大きく分

けますと、農用地利用計画とマスタープランの２つの構成になっております。 

続きまして項目２の見直し概要についてでございますが、平成２７年度に

国が基本指針を改定いたしまして、それを受けて県が平成２８年度に基本方

針を改定し、本市としましては平成２９年度から見直しを行っております。 

本市の見直しの概要は大きく分けて３点です。１つ目は国・県の見直しに

伴い、考え方等を修正するものです。２つ目は農用地として保全すべきでな
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い森林、墓地、道路、河川、無番地等を農用地区域から除外する予定です。

青地の規制は非常に厳しく、平成２１年度の法改正に伴いまして、除外の取

扱いが森林、墓地、道路、河川、無番地がほとんどとなっております。３つ

目は、従来は青地を図面で管理しておりましたが、国の指針の改定に伴いま

して地番管理（ＧＩＳを利用したデジタル管理）に変更していくものです。 

項目３の見直し事項で先ほどの概要をもう少し詳しく説明させていただき

ます。農用地利用計画とは今後１０年以上に亘りまして、優良農地として確

保すべき土地と位置づけするものと、そうでないものを判断するものです。

これは県との事前相談を繰り返してきましたが、結果地域のほとんどが草津

用水の受益地となっておりまして、除外は困難な状況です。マスタープラン

については農業生産基盤の整備、開発や保全等、農用地を守っていくための

基本的な方針ですが、国の考え方等の変更に伴う修正、本市の国土利用計画

等の整合を図るために文言を修正しております。また、各種統計データに基

づき数値を修正しております。農用地利用計画、マスタープラン共に各課に

は照会済みです。 

項目４農用地利用計画の見直しの基準ですが、青地除外の内訳となってお

ります。農振法第１０条第３項による除外箇所といたしまして、墓地、森林

等農用地区域として確保すべきでない箇所が２０筆 １４，６６６㎡、市と

して農用地区域として確保すべきでない箇所が１８筆 ６，８２０．３㎡、

防災広場、湖岸道路と農地の間等にある無番地が１０筆 ４３，１８４．４

㎡です。農振法第１０条第４項による除外箇所としましては、道路・河川で

１，０４６筆 ３７８，６９１．７㎡、農振法第１３条第２項による除外箇

所としましては、個別案件であります分家住宅で２筆 ５８１㎡、合計で 

１，０９６筆 ４４４，２１３．４㎡となっております。 

個別案件であります分家住宅の２件につきましては詳しく説明させていた

だこうと思います。除外箇所一覧と「道路・河川以外」と書かれた一覧を御

覧ください。１つ目の案件は穴村町●●●番地 地目は畑、現況は駐車場と

なっておりまして、面積は１１３㎡です。申請者は現在守山市内のアパート

に家族３人で住んでいますが、現在の住居では手狭になってきたこと、義父

が一人暮らしであり、将来的な介護の負担も鑑み、妻の父が所有する実家の

隣接地に分家住宅を建てるものです。 

２つ目の案件は北山田町●●●●－● 現況・登記は畑、登記面積６７５

㎡のうち４６８㎡です。現在、申請者の息子は栗東市内のアパートに家族で

暮らしており、子どもが大きくなるにつれ、住むには手狭となってきており

ます。そのため、現在住んでいる家の隣地に息子家族が住むための分家住宅

を建てるものです。 

２件とも農振法の除外要件を満たしており、関係各課および草津用水土地
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改良区からも意見聴取を行い、問題ないとの回答をいただいております。 

項目５のデジタル管理への変更ですが、先ほど説明させていただいたとお

りです。 

項目６の今後のスケジュールです。今後は１月に県との本協議を行いまし

て、農振法に基づき来年の３月に改定する予定で進めてまいります。 

たくさんの資料がございますので、また御覧いただけたらと思っておりま

す。簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

 

推進委員 

●番 

●● 

ＧＩＳについて、イメージが湧かないのでもう少し具体的に説明してくだ

さい。 

 

 

農林水産課 

●● 

ＧＩＳというのはデジタルで航空写真や、地番を全てパソコン上で管理し

ているものでございます。 

草津市で統合型ＧＩＳというものを入れているのですが、パソコン上で航

空写真、地番図等が出てきまして、筆を触るとその筆の情報が出てくるよう

なものです。 

 

推進委員 

●番 

●● 

境界線は全部手で入れているのですか。 

 

 

 

農林水産課 

●● 

境界線は税務課が把握している地番情報でやっています。区域割は全部地

番図でやっております。 

 

●番 

●● 

農村で分家するのに困難な場合があります。自分の土地でありながら、自

分の息子夫婦の分家住宅を建てるために青地を解除できないのは解せない。

その辺りの問題はどうですか。 

 

農林水産課 

●● 

分家住宅の御相談はたくさんあるのですが、法律に基づきまして要件がご

ざいます。草津市は全体が草津用水土地改良区の受益地になっておりまして、

国から補助金等をいただいて整備させていただいておりますので、なかなか

除外ができません。御相談がありましたら筆単位で判断させていただきます

が、基本的には草津市内では分家住宅でも青から白にすることは非常に困難

だと思っていただけたらと思います。 

 

●番 片岡町の青地で１件あって、家が建っているのですが。 
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●●  

 

農林水産課 

●● 

最近では青から白にする案件は受付しておりません。この２～３年の間で

は１件もありません。 

 

●番 

●● 

もっと前なのですね。現実にはあるということですか。 

 

 

農林水産課 

●● 

そうですね。法的な要件を満たしていれば今でもできます。議案では２件

あげさせていただいております。場所によってはできることもあります。 

 

●番 

●● 

志那中町で分家だけが固まって除外地にしているところがあります。ここ

はどうやってそういうことをされているのか聞きたいのですが。 

 

農林水産課 

●● 

ほ場整備する際に、非農用地の設定をして白地で確保されています。 

 

 

●番 

●● 

そういう知恵を農村にもっと教えないといけないのでは。 

下笠の方に聞いたのですが、下笠はどこも青地なので、弟の土地が買えな

くて、遠くの高い土地を買って住んでおられます。自分の土地でありながら

自由にできないのはおかしい。常盤でもそうでしょう。ギリギリまでほ場整

備して、青地になっているから何もできない。 

 

会長 ほ場整備するまでにきちんと確保しておかないといけない。 

 

 

9 番 

●● 

志那中町だけできているのは何かあったのではないか。 

 

 

会長 志那中町は賢かったのでは。行政に相談してされたのではないでしょうか。 

 

推進委員 

●番 

●● 

それは後からじゃないですよね。上寺町はほ場整備をされた時に「この区

域は白地にしてください」というのを条件に整備をされていましたから、か

なり残っています。整備事業の時に話をされています。 

 

会長 多分除外するという形で志那中町もされています。 
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推進委員 

●番 

●● 

 

上寺の方も「家の近辺のここからここまでというふうに区画に入れて、白

地にしてください」という話をして整備に入ったという話をしていました。 

●番 

●● 

多分、上寺町の西側の５０ｍくらいの所ですね。 

あの辺りは不動産屋が買って家を建てています。 

 

推進委員 

●番 

●● 

そうそう。それをしないで了承したら負けです。 

 

 

 

会長 きちんと対応できている所はそれに従ってできると思います。 

 

●番 

●● 

それもあるし、幹線道路に接している所は除外しないといけない。常盤で

言うと穴村の所です。４車線でも接している所があるでしょう。そういうと

ころは除外しないと、道路が付いても何もできません。農業は４車線なくて

もできますが、商売が発展しません。どう思いますか。 

 

●番 

●● 

都市計画税をたくさんもらったら良い。 

 

 

農林水産課 

●● 

お気持ちは分からなくはないのですが、先ほどからずっと説明申し上げた

ように平成２１年の法改正以来、農用地を白に変えることは至難の業なので

す。それ以前にある程度基盤整備できたところでも、青を白に変えたり、分

家住宅を建てたりということが問題になっていたということがありますし、

先ほどから意見が出ていますように、ほ場整備は基本的に田んぼを作る事業

なので、当然青にしていくのですが、その中で一部エリアを指定して非農用

地を設営して分家住宅用地ということで事業をされていることはあります。

その時にされていたら良かったのですが、今となっては基盤整備されたため

にほとんど駄目なのです。 

 

●番 

●● 

借金とか返しているんじゃないの。 

 

 

農林水産課 

●● 

借金とは別に用水とかが大きい事業をされておりますので、そういう関係

で、農用地を守るということでなかなか白地に変えるということは難しい。 
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●番 

●● 

 

道路の１００ｍくらいは解除できないのか。 

 

農林水産課 

●● 

要件を満たしていないとできないということです。多分難しいと思います。 

 

 

●番 

●● 

道路を付けても活きないですよね。解除してやったら良いのに。 

 

 

●番 

●● 

道路の拡幅は青でもしていますね。 

 

 

農林水産課 

●● 

道路は青のままでも整備できます。後追いでも白に戻すというという作業

ができるようになっています。今回、河川とか道路を見直したのはそれです。 

 

●番 

●● 

 

中間管理機構が何かやっていますね。田んぼの中に盛土して作物を運び出

すような簡易な道が１００ｍ付いていますが、許可は必要ないのですか。 

●番 

●● 

農地に復帰はできると思います。 

 

 

農林水産課 

●● 

その田んぼは農道に接していますか。 

 

 

●番 

●● 

 

接していません。メロン街道から１００ｍ奥まで荷物を出すのは誰でも嫌

でしょう。メロン街道が高いからのり面にクラッシャーを敷いて出入りの道

路を作っています。 

 

農林水産課 

●● 

のり面に関してはある程度であったら申請等はいらないのですが、大きな

ものやコンクリートを敷くということであれば手続きをしないといけませ

ん。通路に関しましても、コンクリートを張ると転用に当たりまして、農用

地の青地ではできない形にはなっているのですが、農作業のために必要不可

欠なものであればできるということは県との相談の中で聞いております。御

相談をいただけたら「こうした方が良い」ということはお伝えできると思い

ます。 

 

●番 １ｍ四方くらいのブロックを３段程積んでいます。それはどけたら終いだ
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●● 

 

が、通路はクラッシャーを入れている。 

農林水産課 

●● 

事前に御相談いただいた方が良いです。 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

 

市の見直しの概要の中で、国県の見直しに伴って考え方を修正したという

項目があるのですが、具体的にはどういうことですか。 

 

農林水産課  

●● 

あまり大きな変更点はありません。特に草津市のメインの内容は青と白の

地図上の話でした。 

国の指針としては、どういう必要があって青白を確保するという考え方が

変更になりました。今までは「食料の安定的な供給」というのが国のメイン

の方針だったのですが、今後は「効率的かつ安定的な農業経営の確立」とい

うことで、最近ですと大きな担い手さんに農地を集約していますし、年に 

２，０００時間以内で労働していきましょうということを国の方では言われ

ています。 

 また、農地中間管理機構等ができまして、国の指針でも集積・集約の意味

合いを強めて書かれまして、県の指針も同じような形になりまして、市とし

ても同じく集積・集約を目指していって農地を確保していきますということ

になっています。 

 

農林水産課 

●● 

農用地計画には図面の部分とマスタープランという文言の部分があるので

すが、文言の部分にこの１５年間で国が新たに出してきた考え方とかも含め

て修正を加えています。 

 

会長 大分時間も押しておりますので、これで終結してよろしいですか。 

ただいま議題となっております本案件については、別段意見はないものと

決定し、通知することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 ( 挙手多数 ) 

 

会長 挙手多数であります。 

よって、議第３６号「草津市農業振興地域整備計画の変更案（全体見直し）

につき、意見を求めることについて」は、別段意見はないものと決定し、通

知することに決しました。 

以上で、本日の会議に付議された許可等の各案件は、すべて議了されたも
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のと認めます。 

 

 閉会 午後２時５５分 
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