
 

 

第 17 回草津市農業委員会総会 

会     議     録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 11月 12日 



1 

 

第 17 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３０年１１月１２日（月） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ２９ 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 ３０ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ４  議第 ３７ 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 ５  議第 ３８ 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 ６  議第 ３９ 号 

   農用地利用集積計画（案）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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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  ５番  中島 由富 

 

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 

 

１３番 
 
小川 雅嗣 １４番 

 
堀 裕子    

 

         

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
３番  福井 義  ４番  松井 保男 ６番  久保 昇 

 
         

 
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 

 
５番  岸本 勇喜雄 ６番  藤田 広幸 ９番  片岡 健郎 

 
         

          
３．会議に出席した職員                                                     

参事 
 
舟木 朋宏 主査 

 
中鹿 誠 

   

農林水産課 
        

係長  柳原 崇志 副係長  三浦 絵美  
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事務局 

 

定刻となりましたので、ただいまから第１７回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日は３番 福井委員、４番 松井委員、６番 久保 昇 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 １０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 

 

 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、こんにちは。 

お忙しい中１１月の総会に御出席いただきまして誠にありがとうございま

す。ようやく天気のほうも落ち着いてまいりまして、それぞれの作業が順調

に進んでいることと思います。 

例年より若干気温が高い関係で野菜の生育がかなり前進しております。市

場の価格はかなり崩れてきております。今年は暖冬傾向になるとの予報が出

ております。このままいくか、また変わるかわからない状態ですが、とりあ

えず、仕事が順調にできることを喜びたいと思います。 

今日はブロック会議等の用事が立て込んでおりますので、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７番  

山本 英裕 委員、議席番号１３番 小川 雅嗣 委員、以上の両人を指名い

たします。 

 次に、日程第２ 報告第２９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１番と２番の案件を議題とし、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２９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２件です。議案書は２ページ

を御覧ください。 

はじめに番号１番は、市内で不動産業を営む譲受人が分譲宅地用地を整備

するため、譲渡人が所有する東草津三丁目地先の田３筆、計３，４４９㎡を

売買にて取得されようとするものです。 

分譲宅地は１７区画で敷地内に公園とごみ集積所を設けられます。 

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。 

雨水排水は、可変側溝から接続して既設側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、宅地、道路、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。 

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２番は、市外で不動産業を営む譲受人が一戸建住宅用地を整備す

るため、譲渡人が所有する矢倉一丁目地先の田１筆、計１６５㎡を売買にて

取得されようとするものです。 

住宅用地は自己居住用の一戸建専用住宅を建設するためのものです。 

計画では、敷地全体に地均し程度の切盛土を行います。 

雨水排水は、前面道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、宅地、道路、里道であり、隣地承諾を得なければならない農

地はございません。 

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１０月５日付け、番号２番

につきましては１０月５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 ） 
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会長 発言が無いようですので、報告第２９号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第３０号農地変更届出について１番の案件を議題と

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３０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１件です。議案書の３ページを御覧ください。 

番号１番は、届出人が南笠町地先の田、１筆、９３６㎡を田から畑へ変更

されようとするものです。 

現地は、以前から転作のためナス、ネギ、さつまいもをはじめとする自家

用野菜の栽培をされておられます。 

今回、農業用水の供給が無くなりますことから、草津用水土地改良区の決

済金の手続きは完了しております。 

隣地関係でありますが、周囲は宅地および田であり、田の所有者から隣地

承諾を得ておられます。また、農地地目変更を行うことで隣地農地への影響

がございません。 

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。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第３０号を終わります。 

次に、日程第４ 議第３７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１番と２番の案件を議題とし、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３７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２

件です。議案書４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南山田町地先の田、３筆、 

２，９７４㎡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、体力的に農作業が厳しく、当該農地を不耕作のまま放置されて

おり、農業をやめられるにあたり当該農地の譲渡しを考えていたところ、営
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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。 

なお、このたびの譲渡しにより、譲渡人により耕作ができる農地に原状回

復されております。 

栽培計画でありますが、今後、譲受人は、水稲を栽培される計画です。 

譲受人の耕作面積は、７，３９８㎡でありますので、下限面積の要件を満

たしているものと判断しております。 

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

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

も耕作されるものと判断します。 

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、譲受農地の地域生産組合に農地取得後の

耕作ルール、農地の保全等について調整されておられますことから、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項各号の許可要件はすべて満たしてお

ります。 

 

 番号２番は、譲受人は譲渡人が所有する南山田町地先の田、１筆、 

２，０２４㎡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、体力的に農作業が厳しく、これまでＪＡに作業委託し、農業の

規模を縮小されており、当該農地の譲渡しを考えていたところ、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。 

なお、このたびの譲渡しにより、譲渡人とＪＡとの間で交わされておりま

した委託田契約は、本年１１月３０日をもって満了する内容の解除届出がな

されております。 

栽培計画でありますが、今後、譲受人は、水稲を栽培される計画です。 

譲受人の耕作面積はございませんが、譲受人の実弟が草津市内で所有され

ている農地１０，０１１㎡でこれまでに実弟と共作されておられます。 

このことについては、１０月１８日付けで取得されます農地の近隣農地の

耕作者から共作の事実を確認しております。 

農地法第３条における農地取得については、譲受人が５反以上の農地を自

作しなければならない要件がございますが、農業経営者の２親等内であり農

業経営世帯員等に該当し、農地取得後も農作業に共作されるものと認められ
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ますことから、同条第２項第４号に掲げる農地取得の不許可に該当しないと

判断しております。 

よって、下限面積の要件を満たしているものと判断しております。 

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

ついては、現在の所有する農地はありませんが、先ほど御説明しましたとお

り譲受人の実弟と共作されており、取得後においても共作されるものと判断

します。 

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、譲受農地の地域生産組合および当該ブロ

ックの管理されている方とも農地取得後の耕作ルール、農地の保全等につい

て調整されておられますことから、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項各号の許可要件はすべて満たしてお

ります。 

最後に、許可申請書２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。ただいまの事務局の説明に関連して、

これらの案件につきましては私が担当ですので補足説明いたします。 

１番の案件ですが、本来であれば●●推進委員と一緒に現地確認すべきと

ころなのですが、●●委員がいつも散歩で歩いている場所で、既によく御存

じだということで、私１人で現地確認させていただきました。 

今まで問題になっていた土地なのですが、耕作できるようにきれいに田ん

ぼに戻してありますので、何ら問題ないと思います。 

続いて２番の案件ですが、これもどんどんこれから土地を増やして経営を

拡大していこうという意欲的な感じです。矢橋から下笠の間の調整区域の田

んぼで売りたいという方がいたら紹介してほしいというようなことも言って

おられました。何ら問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

それではこれより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び私の説明について、発言のある方は挙手願います。 

 

●番 

●● 

２番の案件について、譲受人の方は大津市在住ですが、議案書の通作距離

が０になっているのは何故ですか。 
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事務局 

 

通作距離は審査内容ではありません。 

システムが対応していないため、０が印字される形になります。申し訳ご

ざいません。 

 

推進委員 

●番 

●● 

譲受人が１００ａ耕作されているのですか。弟さんが全部やっているので

すか。 

 

 

事務局 

 

名義は弟さんですが、耕作は譲受人と弟さんが一緒にされています。現に

耕作をされている地域の方からも一緒に耕作をされていることを確認してい

ます。 

 

推進委員 

●番 

●● 

本来なら５０ａを譲受人が持っていないと買えないのですよね。この案件

では、弟さんがそれだけ持っているということで問題ないのですか。 

 

 

事務局 

 

はい。下限面積の要件として共作というのもあてはまると確認を取ってお

ります。 

 

推進委員 

●番 

●● 

５反以上持っていないと買えないと記憶していたので。 

 

 

 

事務局 

 

議案書を御覧いただくと、譲受人は既に５反以上耕作しています。 

 

 

会長 矢橋町あたりでたくさん耕作されておられます。 

 

事務局 

 

下笠でも耕作されています。 

 

 

●番 

●● 

弟さんの経営面積が１００ａあるということですね。 

 

 

事務局 

 

そうです。 
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●番 

●● 

２親等以内の方だったら構わないということですね。 

 

 

事務局 

 

はい。 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

５反以上持っていないといけないのだと思っていました。２親等以内の方

と一緒に共作していれば良いのですね。自分が農地を持っていなくても弟が

持っていれば良いということですね。 

 

事務局 

 

今回の案件につきましては、シビアに確認させていただいております。近

くを耕作している方からも、ちょっとした手伝いではなく、兄弟で耕作され

ていると聞いております。 

 

●番 

●● 

気づいたのですが、農家といえるのは１０ａ以上耕作していたら良いとい

う規定がありましたよね。下限面積は５反ということでこの差はなんですか。 

 

事務局 

 

農業者資格のことをおっしゃっていると思いますが、過去に選挙制度があ

った時に１０ａという線引きがありました。下限面積を定めているのは、投

機目的での売買の防止を含めた意味で全国的に法で定められています。 

 

●番 

●● 

資格と３条の下限面積は別ということですね。 

 

 

事務局 

 

はい。 

よくあるのが３反耕作していて、少し増やしたいという場合は５反要件が

あるので、２反以上必要ということになります。 

 

会長 その他、御意見御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、議第３７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、１番と２番

の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。 
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 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３７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、１番と２番の案件は原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第５ 議第３８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６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３８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６件です。議案書は、５ページから６ページまでです。 

まず番号１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

る岡本町地先の田２筆、計７９２㎡を売買にて取得し、転用されようとする

ものです。 

申請者は港湾土木の仕事をしており、現在、矢橋町で資材置場を利用され

ていますが、そこは前面道路が狭く、大型車が通行できない箇所もあり、事

業拡大を考えてもっと交通に便利な土地を探していたところ、当該地の売却

のお話をいただいたとのことです。 

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。 

雨水排水については既設集水桝を介して前面の水路へ放流される計画で

す。 

申請地の周囲は、田、道路、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。 

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、事業見積書と土地売買契約書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。 
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 次に番号３番は、借人が露天資材置場を整備するため、貸人が所有する矢

橋町地先の田１筆、１１１㎡を使用貸借にて借受けし、転用されようとする

ものです。 

申請者は不動産業、建築業を営んでおられますが、当該地周辺で工事を行

う上で、資材置場が不足しているため、本申請をされたとのことです。 

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。 

雨水排水については素掘り側溝から南側の河川へ接続し、放流される計画

です。 

申請地の周囲は、自己所有の田、転用予定の田、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。 

 

 次に番号４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１筆、１，５０９㎡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、建築業を営んでおられますが、当該地周辺で工事を行

う上で、資材置場が不足しているため、本申請をされたとのことです。 

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。 

雨水排水については素掘り側溝から南側の河川へ接続し、放流される計画

です。 

申請地の周囲は、田、自己所有の田、転用予定の田、宅地であり、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
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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。 

 

 番号５番は、譲受人が露天駐車場を整備するため、譲渡人が所有する川原

町地先の田２筆、計５４８㎡を売買にて取得し、転用されようとするもので

す。 

当該申請地は今年７月の総会の案件のひとつで、商業施設を建設するため

に農地転用を申請された土地に隣接しています。商業施設が利用しやすいよ

うに駐車場を整備することを計画されました。 

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。 

雨水排水については会所桝を介して前面の水路へ放流される計画です。 

申請地の周囲は、農転済みの田、道路、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、事業見積書と領収書の提出があり、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６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

る下笠町地先の畑１筆、１９５㎡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営んでおられ、分譲住宅用地の販売を行うに当たり、

資材置場が必要になったため、本申請をされたとのことです。 

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。 

雨水排水については道路側側溝へ放流される計画です。 
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申請地の周囲は、宅地、道路、公園であり、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、都市的整備

がされた区域内の農地であることから第３種農地と判断されます。 

立地基準については、第３種農地でありますことから、許可することは妥

当であると判断されます。 

一般基準については、事業見積書と融資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。 

以上６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、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は、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

３番と４番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員が本日欠席で

すので。代わりに事務局から説明願います。 

５番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

６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 

●● 

配布されております地図を見ていただきながら聞いていただきたいのです

が、周りは道路と水路、残りは田んぼという所で、２方向が田んぼに接して

おります。●●委員と現地確認いたしましたところ、この入口の農地に対す

る影響はないと判断いたしました。従って転用はやむを得ないと判断いたし

ました。 

続きまして２番ですが、本農地につきましては、譲渡人が叔父でございま

して、譲受人が甥でございます。両方とも近くに住んでいる関係であります

が、譲渡人が高齢で体が動かないということで、親戚関係にある譲受人が有

効利用すると聞いております。●●委員と共に現地調査を行いましたところ、

隣地は道路、宅地、農地となっております。水路関係等、隣地の田畑に対す

る影響を調べましたところ、特に支障となることはないと判断しましたので、

この転用はやむを得ないというふうに判断をいたしました。以上でございま

す。 
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事務局 

 

３番および４番について●●委員から現地確認の説明を預かっております

ので、私の方から説明を代読させていただきます。 

議第３８号農地法第５条第１項の規定による申請について、番号３番およ

び４番は隣接する農地でございますので一括して９月２４日に現地確認いた

しました。３番４番の農地は露天資材置場として一体的に利用されておりま

す。譲受人が不動産売買および賃貸業の他、土木建築工事の請負、施工、な

らびに管理等幅広く経営されており、露天資材置場の用地を探していたとこ

ろ、当該農地を売買にて譲り受けすることになったと聞いております。入り

口付近には市道矢橋４号線と並行して用水路がございますが、侵入する車両

等の加重に耐えられるように当該造成に合わせてボックスカルバートおよび

張りコンクリートを設置すると聞いております。 

また、周辺農地に土砂流出等の影響がないようにⅬ型擁壁およびコンクリ

ートブロックを設置して防止に努めるとのことであります。 

従いまして転用後の隣接農地や農業用水路に影響がないものと判断しまし

た。以上でございます。 

 

●番 

●● 

５番の案件ですが、図面を見ていただくと、点線で囲っている三角形の残

地でございまして、北の田が前回の大規模開発で許可が下りたところでござ

います。それが点線までで、県道から１００ｍ超えている三角形のところま

で踏み込めませんでした。そこを駐車場として転用したいということでござ

いました。 

隣接するのは物販店および用水路で、隣接する農地はございませんので、

何ら問題ないと思います。●●委員と現地を確認しておりますのでよろしく

お願いします。 

 

●番 

●● 

議第３８号 農地法第５条第１項の規定による申請ですが、１０月１８日

に現地説明を受け確認しました。 

番号６番は、譲受人が不動産売買及び賃借業のほか、土木建築工事の請負、

施工並びに監理業など幅広く経営されており、資材置場の用地を探していた

ところ当該用地を売買によって譲受することとなったと聞いております。 

当該申請に都市計画法の許可がない限り建物を建てないとの誓約書も提出

されると説明を受けており、許可後は資材置場として利用されるものと判断

しました。 

つきましては、本申請の許可につきまして御審議賜りますようよろしくお

願いします。以上です。 
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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。 

 

推進委員 

●番 

●● 

同じ方が譲受人ですが、４は売買で３は使用貸借です。地図で見ても隣地

ですし、３も売買なのではと思いました。 

 

 

事務局 

 

譲受人は同じ方ですが、譲渡人が違っておりまして、番号３につきまして

は使用貸借、番号４につきましては売買にて転用されるということです。 

 

推進委員 

●番 

●● 

それで許可されるのですか。 

 

 

 

事務局 

 

はい。 

 

 

●番 

●● 

４番の矢橋町の物件ですが、取得した時の原因の自作農創設特別措置法と

は何ですか。 

 

事務局 

 

調べて報告させていただきます。 

 

 

●番 

●● 

あと、露天駐車場と書いてありますが、分割して道路を付けてある図面が

宅地分譲と同じように見えます。これでも通るのですか。 

 

●番 

●● 

５番の件ですが、ここは本当に駐車場として使います。奥が大規模開発で、

そこの駐車場として使うということです。 

 

●番 

●● 

岡本とか他の件はどうですか。 

 

 

事務局 

 

番号１、２、３、４、６は転用目的が露天資材置場です。申請書の転用計

画で利用期間を書いていただいております。番号１につきましては、永年利

用されるということです。番号２番につきましても永年利用です。番号３番、

４番、６番は３年間利用すると聞いております。 
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●番 

●● 

岡本町は土地も３筆に割れているし、すぐに宅地利用するのでは。 

 

 

●番 

●● 

６番なんかはちょうど団地１軒分という形なのですが、分譲として成り立

つものを何故資材置場にするのか。先月、駒井沢で資材置場があったのです

が、周りが団地ばかりです。造成して建売にしたら良いのに、１発でいけな

いみたいで、そこで露天資材置場にするのですが、「３年くらいは使ってもら

わないといけません」と言ったら「そういう法律はありません」と言われる

のですよ。「１年でも、２年でもこちらが資材置場として使いたい期間だけし

ておく」と言われました。農業委員会としては田んぼから外れるという認可

を下すだけで、あとは開発が３年で良いのか、１年で良いのか判断されます

が、開発に聞いたら農業委員会から離れますので１年でもＯＫという場合が

多いです。農業委員会と開発の連携は難しい。 

 

事務局 

 

当局としては３年間で話をしています。開発に該当すれば１年間です。昨

年もお話ししましたが、双方の話がまとまっていないということもありまし

て、それをしようとすると開発の手引きとかにも関係するのでなかなか整理

がついていません。それと６番の下笠町のところは私も現地を確認にいきま

して、隣の既存住宅がどうも取り壊しをする感じで、ここを建てたり、団地

内にもまだ空き地がございますので、そういった部分で資材置場で使われる

のだと判断いたしました。 

 

●番 

●● 

我々は資材置場で出てきたら１年から３年くらいで宅地になるかもと思っ

ておいた方が良いし、そういう対応で許可を下していかないといけないかも

しれません。 

 

●番 

●● 

更地にすると税金が高いし、サッとするのではないか。 

 

 

事務局 

 

先ほどの自作農について説明させていただきます。 

昭和２２年に戦後の農地改革で、政府が買収した農地を第１６条の規定に

よって売り渡しをしました。その時に土地を割り振られたものです。 

 

●番 

●● 

小作人も土地を取ったということですね。 
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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 

議第３８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６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３８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６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６ 議第３９号農用地利用集積計画（案）の決定につき、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 

 

農林水産課の●●と申します。議第３９号農用地利用集積計画（案）の決

定につき、議決を求めることについて御審議をいただきたいと思います。内

容については担当の●●から説明をさせていただきます。 

 

農林水産課 

 

議第３９号 平成３０年１２月１日公告分農用地利用集積計画（案）につ

いて御説明させていただきます。 

こちらは農業経営基盤強化促進法第１８条に「市町村は農林水産省令に定

めるところにより農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定めなけれ

ばならない」と規定があり、農業委員会の決定を求めるものです。 

まずお配りしております「農業地利用集積計画利用権設定（案）平成３０

年１２月１日公告」を御覧ください。 

１ページ目は利用権面積集計です。平成３０年１２月１日に利用権設定す

る件数につきましては、６８３筆 １，１１６，９９７㎡となります。内訳

といたしましては、田が６７７筆で面積が１，１１１，４６３㎡、畑が６筆

で面積が５，５３４㎡です。 

続きまして右の表にお移りください。平成３０年１２月１日現在に設定さ

れている利用権の累積数値になります。全体の合計筆数は３，３８０筆、面
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積は５，２９０，３８０．１９㎡となっております。内訳といたしましては、

田が３，２５５筆で面積が５，１８４，５４４．１９㎡、畑が１２５筆で、

面積が１０５，８３６㎡です。 

また、右の表は平成３０年１２月１日付利用権設定の筆数を設定期間別に

集計したものになります。３年未満が２０筆、３年以上６年未満が６４４筆

（内３年が５９７筆）、６年以上９年未満が６筆（内６年が６筆）、９年以上

１２年未満が１３筆（内９年が０筆）の計６８３筆となっております。 

ここの設定につきましては２ページ以降に掲載しておりますが、詳細な説

明は省略させていただきます。 

以上で平成３０年１２月１日公告農用地利用集積計画（案）につきまして

の説明を終わります。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、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。 

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。 

 

 ( 挙手多数 ) 

 

会長 挙手多数であります。 

よって、議第３９号 農用地利用集積計画（案）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。 

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

のと認めます。 

 

 閉会 午後２時３０分 
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