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第 18 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３０年１２月１０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 ３１ 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 ３２ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ４  議第 ４０ 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 ４１ 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 ６  議第 ４２ 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 ７  議第 ４３ 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 
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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  ９番  井上 忠彦 １０番 

 
本間 道明 

 

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 
      

 
 ８番  山元 幸夫 １１番  杉江 善博    

 
         

 
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 ３番  中嶋 仁一 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 
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事務局 

 

定刻となりましたので、ただいまから第１８回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日は８番 山元 幸夫 委員、１１番 杉江 善博 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 １２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 師走の気忙しい中、御出席賜りましてありがとうございます。また、先月

２０日には養老の研修に御参加いただきありがとうございました。 

今年は１２月に観測以来最高の異常な暑さがありました。ようやく比良山

にも雪が見えるようになり、少し冬らしくなってきたと思っております。暖

冬傾向ですのでこれからどうなるか分かりませんが、野菜の方は１０月後半

からの良い天候のため大豊作で価格が暴落していると聞いております。今年

は天候に左右された１年でした。では早速議題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

ありますが、追加議案がございますので御了承願います。 

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４番  

松井 保男 委員、議席番号１０番 本間 道明 委員、以上の両人を指名い

たします。 

 次に、日程第２ 報告第３１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。 

 

事務局 

 

それでは、報告第３１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。 
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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

です。 

はじめに番号１番は、市内で土木・建築工事および不動産業を営む譲受人

が露天駐車場を整備するため、譲渡人が所有する矢倉一丁目地先の登記地目 

田、現況 畑の土地１筆、２０８㎡を売買にて取得されようとするものです。 

駐車区画は９区画で、計画では、敷地全体に盛土を行い、砕石舗装されま

す。 

また、敷地境界にメッシュフェンスを施します。 

雨水排水は、敷地西側に緩やかな勾配をもたせ、敷地内に設けられた２カ

所の会所桝を介して既設側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、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。 

 

 次に番号２番は、市外で歯科診療所を営む借人が新たに歯科医院を建築す

るため、貸人が所有する野路町地先の田１筆、８９５㎡を賃貸借にて借受け

されようとするものです。 

当該用地は歯科医院木造２階建ておよび駐車場９台を整備するためのもの

で、計画では、敷地全体に盛土で地均しし、アスファルト舗装を行います。 

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。 

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１１月８日付け、番号

２番につきましては１１月１９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３１号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第３２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３２号 農地変更届出について説明いたします。 
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  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、届出人が集町地先の登記地目 田、現況地目 畑、２筆、計

２９０㎡を田から畑へ変更されようとするものです。 

現地は、隣地に住宅が建築されるため、それぞれの農地が分断されたこと

により一体の農地としてはあまりにも狭く、水稲栽培には不向きであること

からそれぞれの農地を畑として利用されようとするものであります。 

計画では、販売はなく、全て自給で季節野菜を栽培されるとのことです。 

今回のことで、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、道路であり、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。 

 

●番 

●● 

農地面積が減少したとはどういう意味合いですか。 

 

 

事務局 

 

両サイドに新しく住宅が建設されておりまして、日当たりの関係もありま

すし、農地自体が狭くなったこともあり水稲には不向きなので畑に変更する

ということでございます。 

 

会長 他に御質問、御意見はございませんか。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第３２号を終わります。 

次に、日程第４ 議第４０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番から５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４０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５
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件です。議案書４ページ、５ページを御覧ください。 

番号１番は、譲受人は譲渡人２名が２分の１ずつ所有する山寺町地先の田、

１筆、１，４０８㎡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、御自身の健康状態の関係で農作業が厳しく、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。 

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。 

譲受人の所有、耕作面積は、栗東市で交付された全部効率利用要件確認に

より５，５５１㎡の農地を所有していること、また、その農地が遊休農地で

ないことを確認しております。 

今回の取得により譲受人の所有農地が６，９５９㎡となりますことから、

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。 

 

 次に、番号２番、３番は関連する申請であるため、一括にて説明いたしま

す。 

番号２番は、貸人が所有する山寺町地先の登記地目 田、３筆、 

計２，４９１㎡について賃貸借することを検討されておられました。 

番号３番は、譲渡人が所有する山寺町地先の登記地目 田、２筆、 

計２，０５２㎡について、売買することを検討されておられました。 

番号２番の貸人、番号３番の譲渡人は同一者であり、番号２番の借人、番

号３番の譲受人も同一者であります。 

譲渡し等の理由については、番号２番の貸人、番号３番の譲渡人は会社勤

めであり、耕作が難しくなったためであります。 

番号２番の借人、番号３番の譲受人は、現在栗東市で耕作しており、農業
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経営規模を拡大するために、通作距離が近い農地を探しておられましたとこ

ろ、番号２番は賃貸借契約による借受け、番号３番は売買による農地を取得

することとなったことから、このたびの申請に至りました。 

今回の申請地についてですが、現在、草津市が地元と調整、計画されてま

す『馬場山寺ほ場整備事業』のエリアの中の農地であり、今後、計画が進む

中で換地などの理由から位置の変更や集積などの調整が行われる可能性も予

想されます。 

このことから、今後、馬場山寺ほ場整備事業の地権者および耕作者を対象

とする協議・調整が行われた場合、事業に対する理解と協力をしていただく

旨の確認書を申請関係者から提出いただいております。 

栽培計画ですが、今後は、水稲を栽培される計画とのことです。 

下限面積ですが、今回の申請により５，９０８㎡になりますので、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

ついては、譲受人が所有する栗東市の農地は、来年３月まで栗東市の公共事

業の用地協力をしていることから耕作されておりませんが、協力前までは水

稲栽培されており、用地協力が完了しましたら、公共事業主である栗東市で

原状回復されることが確約されており、以降、これまでどおり水稲栽培を行

う予定でありますので、要件を満たすものと判断しております。 

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、地元生産組合から同意されておられます。

また、地域との役割分担、農業維持発展に関する話し合い等について、貸渡

し人から引継ぎし、地域との調和を保ちながら耕作されますことから、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項各号には該当せず、許可要件のすべ

てを満たしております。 

 

 番号４番は、譲受人は譲渡人が所有する南笠町地先の田、１筆、３１４㎡

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、当該農地の細長の三角地を所有しており、耕作困難地であり農

地の譲渡しを含め、利用について考えていたところ、隣地農地で耕作されて

おられます譲受人が、規模拡大して一体的に利用したいとの要望を受け、双

方間で売買による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。 
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今後、譲受人は、水稲を栽培される計画とのことです。 

譲受人の所有・耕作面積は、草津市内で２，１４２㎡。大津市においても

３，５８５㎡の農地を所有・耕作をされておられます。 

このことにつきましては、大津市が交付されております全部効率利用要件

確認にて証明されており、またその農地が遊休農地でないことを確認してお

ります。 

農地取得後の譲受人の耕作面積は６，０４１㎡でありますので、下限面積

の要件を満たしております。 

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られ、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。 

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、従来から当該農地の隣地で耕作されてお

られ、地元生産組合、水利組合のルールに則り農業活動をされるとしており、

地域の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。 

 

 番号５番は、譲受人は譲渡人が所有する矢橋町地先の田、３筆、９７７㎡

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、農業経営を縮小するため、農地の譲渡しを考えていたところ、

市内各地で耕作されておられます譲受人との間で売買による権利移転の話が

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。 

農地取得後の譲受人の耕作面積は８，４０６㎡でありますので、下限面積

の要件を満たしております。 

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られ、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。 

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、従来から当該農地の隣地で耕作されてお
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られ、地元生産組合、水利組合のルールに則り農業活動をされるとしており、

地域の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５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、

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番から３番の各案件につきまして、議席番号●番 ●●委員お願いしま

す。 

４番、５番の案件につきまして、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

１番の件について御説明します。当該地につきましては、推進委員の●●

さんと一緒に現地確認をしまして、農地として保全されていることを確認い

たしました。売買ですが、農地としてそのまま利用されるということであり、

当該地は将来ほ場整備の対象となるということもございまして、譲受人に対

しましては、その時にはしっかりと協力していただく確約を取りましたので、

この件につきまして特に問題ないものというふうに判断いたしました。 

案件２、３につきましては、同じく山寺町ですが、これにつきましても当

該地がほ場整備の対象ということでございますので、説明にありましたよう

に、ほ場整備に支障がないような対応を取っていただきました。当該地の現

地確認を行いましたところ、農地として売買、賃貸借されるということでし

たので、特に支障となることは見当たりませんでした。支障なしと判断いた

しました。以上でございます。 

 

●番 

●● 

まず４番でございますが、現在耕作はされていません。小さい面積の土地

をどうしようと思っておられたのですが、たまたま隣接の方が買って水稲を

されるということになりまして、無事売買が成立したということでありまし

て、地元生産組合の同意を取ってやっていくということでございますので、

全く問題ございません。 

５番につきましても、４番と同様、農作業をするのが困難になったという

ことで、矢橋等で農業をされている譲受人に売買することが成立いたしまし

た。事務局から説明があったとおりで、何ら問題ございませんのでよろしく

お願いします。 

 

会長 これより、質疑に入ります。 
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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。 

 

     （ 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４０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番から５

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。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第４０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番から５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４１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番と２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４１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２件です。議案書は、６ページです。 

まず、番号１番、番号２番は、市道芦浦第１６号線の拡幅工事のために道

路法第２４条の工事にかかる農地の転用でありますことから、関連事案とい

たしまして一括して説明いたします。 

番号１番および番号２番の農地は、市道芦浦第１６号線と平行に位置して

おります。市道の幅が狭く、雨水排水の問題を解消するのに道路幅を拡幅し、

側溝を整備するため、道路管理者以外が行う道路法第２４条工事に伴う転用

です。 

番号１番の申請人が所有する芦浦町地先の登記地目 畑、現況 公衆用道

路の土地１筆、３４㎡、番号２番の申請人が所有する芦浦町地先の登記地目 

畑、現況 公衆用道路の土地１筆、３３㎡を転用されようとするものです。 

計画については、今回拡幅される箇所に車両が乗り上げできる側溝を設置

し、雨水排水を既存の市道芦浦中央線へ放流されます。 

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。 



11 

 

なお、道路を拡幅し草津市に寄付をするために工事を行いましたが、それ

以前に農地転用の許可が必要なことを忘れていたことに対して、顛末書を提

出されました。 

さて、農地区分でありますが、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。 

次に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。 

次に一般基準については、事業見積書と領収書の写しの提出があり、この

ことについての顛末書が提出されています。 

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２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、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この道路は古い生活道路でございます。軽トラより少し大きい車だと通る

のが困難なくらいの道路でしたので、今回拡幅をされました。また、奥にあ

る農地が無許可で転用されていたのですが、それの顛末書も付けられていま

す。６ｍくらいの道路が必要ということで拡幅されまして、奥の土地までは

入れる道路ができます。以前からこの土地は他に供されていましたが、今回

の道路整備で正当な利用がされると思います。本人さんも今までの経過も踏

まえて反省されていますので、よろしくお願いします。 

 

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。 

 

     （ 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４１号 農地法第４



12 

 

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

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４１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番と２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４２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４２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、７

ページから８ページまでです。 

まず番号１番は、譲渡人が所有する岡本町地先の登記地目 田、現況地目

雑種地の土地１筆、８．６５㎡を売買にて取得し、転用されようとするもの

です。 

当該地はその奥にあります譲渡人所有の農地への耕作用通路として利用さ

れておりましたが、奥の農地が転用されますことから、耕作用通路がいらな

くなりました。 

譲受人は、当該農地の隣接地でアパートを所有しており、敷地拡幅を考え

ておられ、譲渡人との間で売買による権利移転および農地転用の話が整いま

したことから、このたびの申請となりました。 

計画については、現状、敷地全体が通路になっていることから造成等はな

く、これまでどおりの利用をされます。 

このことについては、譲渡人の被相続人が転用の許可なく通路として利用

されていたため今回の申請にあわせて経過書が提出されております。 

雨水排水については自然浸透されます。 

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
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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、現状、通路化されており、このことについての経過

書が提出されています。 

また、周辺農地への被害防除については、隣接農地はないことから支障が

ない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

る岡本町地先の登記地目 田、現況地目 雑種地の土地３筆、計３０９．８７

㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

譲受人は現在岡本町で建設業を営んでおられますが、事業所に資材置場が

なく建設機材を置く場所を探しておりましたところ、事業所の近くで当該地

が売買取得できることになったので、このたびの申請となりました。 

現場は、過去に譲渡人が敷地を貸していたところ、無断で転用し、雑種地

となったものであり、当該申請にあわせて顛末書の提出がされております。 

計画ですが、既に敷地全体に盛土を行い、隣地との境界には飛散防止のた

めのパネルが設置されております。 

雨水排水については既設市道側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、田、里道、道路、鉄塔（電力施設）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、会社からの農地転用に関する同意書を得ておられます。 

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、現状、雑種地化されており、このまま資材置場とし

て利用されておられ、このことについての顛末書が提出されています。 

また、周辺農地への被害防除については、隣接農地はないことから支障が

ない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、譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する矢

橋町地先の田１筆、１８８㎡を売買にて取得し、転用されようとするもので

す。なお、次の番号４番との関連事案となります。 
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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。 

計画では、敷地全体に盛土を行い、隣地との境界には明示ブロック等が設

置されます。 

雨水排水については会所桝を介して前面の市道側溝へ放流される計画で

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。 

なお、平成２９年６月１３日に合併による所有権登記がなされていますが、

平成２７年の農家台帳を確認したところ、分筆前の農地を本人が耕作されて

おりますので、３年３作の要件は満たしております。 

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４番は、譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する矢

橋町地先の田２筆、計２６０㎡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、市外の賃貸住宅に妻と子供との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こと、また、琵琶湖から近く、自然豊

かであるため子育ての環境面を検討しました結果、当該地が最適であるとし

て新居の建築を計画されました。 

計画では、敷地全体に盛土を行い、隣地との境界には明示ブロック等が設

置されます。 

雨水排水については会所桝を介して前面の市道側溝へ放流される計画で

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
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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。 

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５番は、借人が専用住宅を建築するため、貸人が所有する集町地

先の田１筆、２７８㎡を使用貸借にて権利設定し、転用されようとするもの

です。 

借人は現在、市外の賃貸住宅に夫と子供との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こと、また、今後の子育てには借人の実

家が近隣であります当該地が最適であるとして新居の建築を計画されまし

た。 

計画では、敷地全体に盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁および境界

ブロックが設置されます。 

雨水排水については会所桝を介して前面の市道沿いにある水路へ放流され

る計画です。 

申請地の周囲は、道路、田であり、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、事業見積書と融資証明書および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。 
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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。 

 

 番号６番は、譲受人が露天駐車場を整備するため、譲渡人が所有する志那

町地先の登記地目 畑、現況 宅地の土地２筆、計２１４㎡を売買にて取得

し、転用されようとするものです。 

譲受人は、当該農地の隣地の借地に家を建ててお住まいです。自宅の土地

および今回駐車場として計画されておられます農地は、譲渡人との間で売買

契約するため、このたびの申請となりました。 

現状ですが、譲渡人の被相続人が過去に農業用倉庫を建て、その後、第三

者が使用しておられます。 

今後については、売買契約を機に、現在使用されております者との使用契

約は解約し、使用者において農業用倉庫の解体および撤去、整地を行うこと

となっております。 

計画については、整地後の用地をそのまま利用することから、造成に伴う

工事はございません。 

これらの経緯については、譲渡人の被相続人が転用の許可なく農業用倉庫

を建てられたことであり、今回の申請にあわせて始末書が提出されました。 

雨水排水については整地の際に勾配をもたせ、既設側溝へ放流される計画

です。 

申請地の周囲は、道路、宅地、田であり、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、土地売買契約書および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。 

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。 
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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 ●●委員お願いします。 

５番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員願いします。 

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 

●● 

案件１番について説明させていただきます。添付の地図を見ていただきた

いのですが、元々自己所有と書いてある田んぼへのアクセス路として活用し

ていた面積わずか８㎡余りの細長いところです。この田んぼがこの度工場用

地として転用されましたので、この細長い土地を長期保有し、農業を続ける

意味がなくなりましたので、隣地の人に買っていただき転用されるというこ

とです。周りには田んぼは何もありませんので、農地転用による隣地への影

響はないということから、特にこの転用につきまして支障となるものは何も

ないと判断しました。 

案件２番でございますが、２方向が道路、１方向につきましてはその半分

が関西電力の鉄塔用地、残りにつきましては田んぼということでございます。

ここは既に田んぼから雑種地に変わっておりまして、排水等につきましても

十分配慮されていますが、田んぼの●●●－●につきましては、排水を少し

留意した方が良いということが分かりましたので、その旨売買担当者に対し

て注意しております。この結果、この雑種地につきまして転用しても周囲の

田んぼに対する影響はないというふうに考えまして、この案件につきまして

は支障ないと判断いたしました。以上でございます。 

 

●番 

●● 

３番４番の案件について説明します。 

周囲は住宅が建っており、ついこの間も観てきましたが、排水関係もきち

んとされており、何ら問題ないと考えております。よろしくお願いします。 

 

●番 

●● 

５番の案件ですが、事務局から説明がありましたとおりでございます。隣

地の承諾もいただいておりますし。先ほどの地目変更の所が当該地の両サイ

ドでございます。娘さん夫婦の専用住宅ということで使用貸借ということで

申請されています。何ら問題ないと考えております。よろしくお願いします。 

 

●番 

●● 

６番の案件でございます。これは３月ごろに現地を見に行きましたが、そ

の時には両者の話がまとまらず、弁護士さんが入って円満に解決されたとい
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うことで、承認いたしました。よろしくお願いします。 

 

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４２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４２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、今回、追加議案１件がございました。 

このことにつきまして、御審議願います。 

それでは、日程第７ 議第４３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４３号 追加議案でございます。 

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。追加の申請は１件です。議案書は、９

ページを御覧ください。 

番号１番については、借人が草津市公共下水道工事を受注され、工事場所

の近傍で仮設現場事務所を一時的に設置するための用地を工事着手予定日の

直前まで探しておられましたが、なかなか見つからない状況でありました。 

そのような中、このたび、貸人の農地である山田町地先の畑、１筆５０４

㎡が使用貸借で利用できる運びとなり、仮設現場事務所を一時的に設置する

ということで、一時転用の許可申請として提出されたものであります。 
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 当該農地は、現状、農業振興地域の農用地でありますが、ここ数年は不

耕作であるため雑草が繁茂している状態でありました。    

計画では、敷地全体に盛土および整地を行い、雨水排水については自然浸

透されるものであり、特に何かを施すような計画はありません。 

申請地の周囲は、道路、田であり、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農用地であり、原則は農地

転用の許可が下りない農地でありますが、公共工事によって仮設で現場事務

所を設置するために利用すること、工事完了後は速やかに原状回復すること、

今回、許可申請にあたって、発注者であります草津市上下水道課から農業委

員会長あてに『工事完了後に耕作できる状態へ復旧するよう指導する』旨の

上申書を許可申請時に提出されていること、農林水産課からは、借人あてに

『一時転用に伴う農業振興地域整備計画達成に係る意見書』を通知しており、

上申書と同様の記載がされた通知が提出されていること、これらの許可条件

を満たしているものと考えます。 

立地基準による判断については、農業振興地域農用地（青地）であります

が、先ほど御説明しましたとおりの許可条件を満たしていることから、例外

許可にあたるものと判断されます。 

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１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番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この案件は２日前に来られて、農業委員会の事務局にも相談されたという

ことです。公共的な下水の工事であることと、現場の近くを探しておられた

けどなかなか見つからず、譲渡人に交渉した結果、現状復旧してくれるのだ

ったら、３月まで借用する承諾を得ることができ、道理を通さなければいけ

ないということで農地転用をするということでしたので、問題ないと私は承

諾しました。御検討をよろしくお願いいたします。 
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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。 

 

●番 

●● 

この件については●●委員から説明がありましたが３月までですね。 

公共工事なので結構かと思いますが、期限を守るようにしてもらってくだ

さい。事務局もお願いします。 

 

●番 

●● 

事務所もあるので、期限前にはまた直接現場に行って話をさせてもらいま

す。 

 

●番 

●● 

質問ですが、図面の用悪水路とは何ですか。 

 

 

事務局長 

 

登記簿地目で用悪水路という地目があります。用水も通るし、悪水も通り

ます。要は兼用水路です。 

 

●番 

●● 

２日前に来たということですが、締め切りはないのですか。 

 

 

事務局長 前月の２０日を締め切りにしております。工事の工期から逆算して、その

予定で探しておられたのですが、なかなか見付からずどうしてもということ

でした。 

 

●番 

●● 

公共工事だったら良いのかということになる。締め切りが決まっているの

だから順守してもらわないといけない。 

 

事務局長 公共の福祉のための工事で、工期も迫っている中、土地が見つからないと

いうことで、下水道課からもたっての上申がございますので、事務局として

は準備させていただきました。 

 

●番 

●● 

もっと早く申請しないといけない。 

 

 

●番 

●● 

そうでしょうね。 
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●番 

●● 

原則はそうですね。 

 

 

●番 

●● 

公共工事だから、３月末の期限までに戻してもらったら良いと思います。 

それは目を光らせてもらわないと。遅れるのは絶対にいけません。 

 

●番 

●● 

その辺りは事務局、きっちり頼みます。そうでないと示しがつきません。 

 

 

事務局長 はい。原状回復につきましては、しっかりと対応させていただきますので、

よろしくお願いします。仮に工期が延びて繰り越しになった時は、農業委員

会への手続きもそれに連動して取らせると考えております。 

 

●番 

●● 

過去に期限を守らなかったことがあるそうですが、そういう業者なのでし

ょうか。 

 

●番 

●● 

そんな悪い業者だったら市は指名しませんよ。それは大丈夫です。 

 

 

●番 

●● 

どうして土地が見付からないのでしょうね。 

 

 

●番 

●● 

公共事業だから前もって入札がありますよね。事業計画があって、資材置

場を借りないといけないとか金額に含まれているはずです。 

 

●番 

●● 

緊急を要する仕事ではないのでは。 

 

 

事務局長 公共工事も景気対策の関係で上半期に発注するのが原則ですが、今この時

期から発注するのは追加の補正なりでどうしても執行しないといけないとい

うことで、工期的には非常に厳しい発注をしている状況だと説明を受けてお

ります。公共工事だから全て良いという訳ではなくて、この件についてはと

いう判断をさせていただきました。 

 

●番 

●● 

この案件は全体地図に入っているのか。 
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事務局長 全体の地図には入っておりません。メロン街道の北山田から元山田に抜け

る部分の元山田地先です。 

 

●番 

●● 

農業下水を本管に繋ぐという工事ですか。 

 

 

会長 北山田の農業下水を本管に繋げます。まだ繋げるところまでいかないでし

ょうけど、飲食店の信号までの分が今回の工事だと聞いています。 

 

●番 

●● 

ということは緊急の前倒しですね。 

 

 

●番 

●● 

前回、下笠の下水の工事の時に資材置場を申請なしに勝手にやったという

ことがあったので、そういうところはしっかり指導をしていかないと。 

 

事務局長 実は農地法の手続きを十分承知されていなくて、手続きまでの間、期間が

かかったということもあります。ただ、先行して転用することについては支

障があるということで、今日の総会に間に合うのであれば、正式な形で書類

を出して欲しいと指導した経緯があります。 

 

●番 

●● 

入札参加資格申請をやっている行政書士としての立場から言うと、年度末

の緊急工事の発注は結構あります。工期が厳しいことも多々ありますので業

者さんだけの責任ではないと思います。発注を急に出す水道局であったり、

どちらかというとそちら側に知識が無いのが問題ではないかと思います。こ

の場合、資材置場が必要だということを行政側も知ったうえで発注をしてい

ただくことも必要です。お互い様というところもありますが。そこは市役所

の中で周知徹底していただけたらと思います。 

 

事務局長 分かりました。庁内に工事の際の資材置場、現場事務所等と農地法との関

係について通知を出させていただきたいと思います。申請内容、期限を順守

するよう、早速通知を出させていただきます。出した通知につきましては、

次回の委員会で報告させていただきます。 

 

推進委員 

●番 

●● 

おっしゃるように行政がもっとしっかりしないといけません。企画書を出

して、全部申請取って、見積もり取って業者を決めて、きちんと工事をする

ように指示をしても、行政側に知識がないといけません。ぎりぎりに持って

きて農業委員会だけにしわ寄せが来るのはおかしい。 
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●番 

●● 

公共の事業は半年前に分かりますから、こういったことは滅多にないこと

だと思います。 

 

推進委員 

●番 

●● 

ここは３月末に撤去されるのですか。すぐ撤去できるのですか。 

 

 

 

事務局 

 

こちらの工事は３月末が終工日となっております。工事検査も３月末です。

当然、現場の方も確実に撤去せよということで申請時には調整をさせていた

だいております。図面のＡ断面の所にブルーシートをかけることになってお

ります。その分を確実に撤去するように指導しております。また、入札の段

階で特記仕様書というものを業者に渡しております。その後、工事監督者、

市の担当者が調整に入ります。その中で当初の計画や今後の進捗について話

をするのですが、残念ながら現場事務所等の調整ができていないのは不備で

ございました。ただし、局長の方からもお話がありましたように、金曜日ま

でに申請書や上申書等の条件が整わなければ受け付けないとはっきり申し上

げておりました。提出していただきましたので受付けしたところです。公共

工事については繰り越しになると色々ややこしいことがございます。調整不

備というところもありまして、責任がどちらにあるのか色々と問題になるか

とは思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

 

会長 局長から通知を出してもらう時に、農業委員会の提出期限は前月の２０日、

そして許可が下りるのは翌月の１０日以降ということを明記してもらい、そ

れを考慮したうえで入札日等を決めて欲しいということで通知していただき

ます。 

他に御意見はございませんか。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 意見も出尽くしたようなので、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４３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。 

 

 ( 挙手多数 ) 
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会長 挙手多数であります。 

よって、議第４３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番の案件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５０分 
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