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第 15 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３０年９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 ２３ 号 

   農地法第４第１項第７号の規定による届出の報告について（報告） 

 

第 ３  報告第 ２４ 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 ４  報告２５ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ５  議第 ２６ 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 ２７ 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 ２８ 号 

   農地法第５条の規定による許可につき、事業計画変更の承認をすることに 

ついて提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ８  議第 ２９ 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  

 

 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 １３番 

 
小川 雅嗣 

 

１４番  堀 裕子       

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
４番  松井 保男       

 
         

 
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 ６番  藤田 広幸 

 
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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事務局長 定刻となりましたので、ただいまから第１５回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日は４番 松井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、以降の進行は会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 皆さん、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

先月に御挨拶した時には、命の危険に関わるような暑さが続いているとお

話しさせていただきました。ところが、一転秋雨前線で雨ばかり、更には台

風２０号、２１号と追い打ちをかけるようでした。 

２０号の被害はそんなに聞いておりませんでしたが、先週の台風２１号は

県内で２，０００あまりのハウスの被害がありました。その内、草津が全壊

および半壊を含めて１３８棟です。また、ビニールの破損は８８９棟という

ことで、県全体の半分以上の被害が草津市に集中しました。私の所も少し傷

みました。 

そうこうしているうちに、北海道では震度７の大地震ということで、自然

の猛威に日本列島が振り回されているというような感じです。 

自然には逆らうことができません。自然と関わっているのが我々農業者だ

と思いますので、自然に逆らうことなく、また、自然を上手く利用して農業

経営を続けていけたらと思います。 

今頃は、稲刈りで委員の出席を得られるか心配しましたが、先月申し上げ

たとおり雨が降りまして、皆さんの顔が見られて大変嬉しく思います。 

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。 
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 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１番  

鈎 孝幸 委員、議席番号１４番 堀 裕子 委員、以上の両人を指名いたし

ます。 

まず、協議事項に入る前に、前回の総会の案件について、事務局から補足

説明があるとのことです。説明をお願いします。 

 

事務局 

 

それでは本日の議題に入らせていただく前に、先月の総会で御審議いただ

いた案件について、その後に変更がございましたので、報告させていただき

ます。 

議第２４号の番号１番、農地法第５条第１項の規定による申請で、借人の

学校法人が文化財の発掘調査のため、貸人が所有する野路町地先の田８筆、

計１０，９１５㎡を使用貸借にて取得し、一時転用されようとするものにつ

いてです。 

本申請は３０ａを越える転用許可申請であることから、８月１７日の常設

審議委員会の諮問案件となっている、と説明させていただきましたが、後日、

滋賀県農業会議から連絡があり、いったん議題に挙げることにしたが、課内

でよく検討した結果、本掘にかかる事業費の資金計画が提出されていない状

況で本案件を常設審議委員会に諮ることは妥当ではないと判断されました。

その後の対応としまして、申請者には許可書を交付し、それをもって試掘後

に本掘が必要となった場合は、事業計画変更承認申請書を提出してもらうよ

うに指導いたしました。その際に資金計画の書類も添付していただきます。 

以上、事後となって申し訳ありませんでしたが、報告とさせていただきま

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 無いようですので、次に移ります。 

次に、日程第２ 報告第２３号農地法第４条第１項第７号の規定による届

出の報告について、１番から３番の各案件を議題とし、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２３号 農地法第４条第１項第７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、市街化区域内の自己使用目的に伴う転

用です。今月の届出は３件です。議案書は２ページです。 



5 

 

はじめに、番号 1 番は、届出人が長屋住宅を建設するため、本人が所有す

る野路七丁目地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆を転用されようとす

るものです。 

建設する長屋住宅は鉄骨造り２階建て、ファミリー４戸で、延床面積は 

２５７．９５㎡です。敷地内には乗用車４台分の駐車場を設置される予定で

す。 

雨水排水は道路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、届出人が露天駐車場を整備するため、本人が所有する

南草津五丁目地先の田１筆、６１９㎡を転用されようとするものです。 

普通車２５台分の貸駐車場を計画されており、敷地周囲の３面は既存のブ

ロックフェンスおよびトラロープ柵で囲われます。 

雨水排水は道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、田、宅地、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。 

 

 次に、番号３番は、届出人が宅地の拡張をするため、本人が所有する南草

津五丁目地先の田１筆、４７㎡を転用されようとするものです。 

届出人が所有する住宅に隣接する農地を転用して宅地を拡張しようと計画

されています。 

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。 

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４条第１項第

７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８月３日付け、番号２番に

つきましては８月１５日付け、番号３番につきましては８月１５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２３号を終わります。 
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次に、日程第３ 報告第２４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番から４番の各案件を議題とし、事務局より、報告事

項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、報告第２４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３ページ

から４ページまでです。 

はじめに番号１番は、市外で不動産業を営む譲受人が分譲住宅用地を整備

するため、譲渡人が所有する青地町地先の登記地目 田、現況 畑の土地１

筆、１，５７０㎡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、前面道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、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、借人が埋蔵文化財発掘調査のため、貸人が所有する野路

町地先の田１筆、８９５㎡を使用貸借にて借り受けし、一時転用されようと

するものです。 

今回の埋蔵文化財発掘調査のための一時転用では、重機一台を用いて、敷

地内の５箇所、２１㎡を試掘される計画です。 

 

 次に番号３番は、市内で不動産業を営む譲受人が露天駐車場を整備するた

め、譲渡人が所有する野路町地先の登記地目＝田、現況＝畑の土地１筆、 

７０７㎡を売買にて取得されようとするものです。 

計画では、敷地全体に盛土および切土を行います。 

雨水排水は、南側側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、宅地、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。 

 

 次に、番号４番は、市内で不動産業を営む譲受人が土地区画整理事業に伴

う住宅用地とするため、譲渡人が所有する南笠町地先の田２筆、計８８㎡を

売買にて取得し、転用されようとするものです。 

これによる仮換地は、合計で４２㎡であり、所在は２４街区４、２４街区

５であります。 

当該届出地は、大津湖南都市計画・南草津プリムタウン土地区画整理組合
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が平成２８年１月２９日に滋賀県から設立の認可を受け、同日、市街化調整

区域から市街化区域に編入され、埋蔵文化財発掘調査を終え、現在、土地区

画整理事業に伴う作業を行っており、今回届出がされたものです。 

周囲は、農地でありますが、土地区画整理事業のエリアでありますことか

ら隣地承諾を得なければならないものはありません。 

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７月３１日付け、番号２番

につきましては８月３日付け、番号３番につきましては８月９日付け、番号

４番につきましては８月９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２４号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第２５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２５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、１７８㎡を田から畑へ変更

されようとするものです。 

現地は、以前から自家用野菜を栽培しておられ、耕作用の物置が設置され

ております。農業用水の利用もなく、今後も引き続き畑として利用したいと

のことであります。 

隣地関係でありますが、伯母川および工場用地であり、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、届出人が西渋川二丁目地先の田、１筆、３３７㎡を田か

ら畑へ変更されようとするものです。 

現地は、周りが住宅地に囲まれ、農業用水が以前から供給されなくたった



8 

 

農地であります。届出人は、今後も耕作する考えであり、畑としてトマト、

ナス、キュウリ等の耕作利用をしたいとのことであります。 

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

い農地はありません。 

また、農地地目変更を行うことでの影響はございません。 

 

 次に番号３番は、届出人が北山田町地先の田、２筆、２，１８１㎡を田か

ら畑へ変更されようとするものです。 

当該農地は、昭和５４年からガラス温室とパイプハウスで主に葉野菜（切

水菜）を栽培されておられ、市場への出荷をされております。今後も引き続

き畑として利用したいとのことであります。 

隣地関係でありますが、周囲は農道および水路、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。 

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２５号を終わります。 

次に、日程第５ 議第２６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６番まで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２６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４件です。議案書６ページ、７ページでございます。まずは６ペー

ジを御覧ください。 

はじめに、次に番号１番、２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１番は、貸人が所有する岡本町地先の田、４筆、３，５００㎡につい

て、高齢のため農業の規模を縮小されようとしておられ、当該農地の貸し出

しを考えておられました。 

番号２番は、貸人が所有する長束町地先の田、１筆、２，８０６㎡につい

て、会社勤めにより耕作ができないため、農地を貸し出すことを検討されて
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おられました。 

番号１番、２番の借人は同一者であり、農地確保のタイミングに合わせて

農業をはじめようと考えておられ、借地を探しておられましたところ、番号

１番、２番の農地、合計６，３０５㎡を賃貸借契約できることとなったこと

から、このたびの申請に至りました。 

今後、借人は、水稲を栽培される計画とのことです。 

また、農機具、コンバイン等の購入を予定しており、御家族で農業すると

のことです。 

借人の耕作面積は、今回の賃貸借契約により６，３０５㎡になりますので、

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

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。 

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、地元生産組合が農地借り受けについて同

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。 

 

 次に、番号３番、４番、５番は関連する申請であるため、３件につきまし

ては一括にて説明いたします。 

議案書６ページ、７ページでございます。 

また、当該申請は、農地の分筆後に三者による農地交換であり、複雑であ

りますことから、別に用意させていただいております土地交換に関する予定

図も御覧いただきたいと思います。 

まず、番号３の譲受人は、接道のない農地を耕作するたびに隣地農地の所

有者から進入の了解を得ている状況でありましたが、進入の都度、隣地所有

者との調整など耕作を行うのに非効率であることから、進入路の用地を確保

することで耕作の効率化を図ろうとするものであり、譲受人、譲渡人との間

で調整しましたところ、お互いの農地を交換することで調整できたことから、

このたびの申請に至りました。 

番号３番では、譲受人は譲渡人２名が所有する上笠一丁目地先の田、２筆、
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４０㎡と３９㎡の合計７９㎡を進入路として利用されようとするものであり

ます。 

番号４番では、譲受人は番号２番で進入路用地３９㎡の代替として、譲渡

人が所有する上笠一丁目地先の田、２筆、２６㎡と１３㎡の合計３９㎡を交

換にて所有権移転されようとするものであります。 

番号５番では、譲受人は番号３番で進入路用地４０㎡の代替として、譲受

人が所有する上笠一丁目地先の田、１筆、４０㎡を交換にて所有権移転され

ようとするものであります。 

いずれも今回の申請にあたり分筆を行い、同面積による交換となります。 

今後についてでありますが、これまでと同様に水稲を栽培されるとのこと

です。 

農地取得後の譲受人の耕作面積についても、三者ともに交換後の面積に変

更はなく、５，０００㎡以上ありますことから、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、従来から地元農業団体にも加入し、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。 

 

 次に、番号６番は、譲受人は譲渡人が所有する下笠町地先の田、１筆、 

２，４７１㎡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、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５，６０９㎡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ついては、現在の所有する農地についても耕作さ



11 

 

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。 

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、地元生産組合が農地について同意されて

おられます。また、現在、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６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番から５番まで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 

●● 

先ほど事務局から説明されたとおりでして、特に補足することはありませ

んが１点だけ申し上げます。当該の譲渡人のところで、「高齢のため」という

話が出ましたが、後の方に出てきた「会社勤めのため忙しい」というのが正

解かと思います。そのために、水稲栽培ができないために譲受人に任せると

いうことで契約が成立したと聞いております。以上です。 

 

●番 

●● 

当該地は県道の片岡栗東線のすぐ傍で、守山市の隣接境界線上にあります。

農業振興地域内の農地で、ほ場整備がされている土地です。 

譲受人の方は大津市からこちらに田んぼを持ち替えられて、この辺の土地

を探していた時にこの土地を持っておられた守山市の方との話がまとまり、

賃貸借にて借受け、水稲を栽培するということです。現状は田んぼで、今後

も水稲の作付をされる予定です。以上です。 

 

●番 

●● 

３番、４番、５番についてですが、事務局から説明がありましたとおり、

進入路確保のための農地の交換となっております。三者が耕作されておりま
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すが、それ以外周りには田が無く、三者によっての交換が成立しましたので

申請されました。最初は取得を希望されておられましたが、どうしても手放

したくないということで、交換という話になりました。面積は小さいのです

が、今後の支障もないようですので、了解をいたしました。以上です。 

 

●番 

●● 

議第２６号 農地法第３条第１項の規定による申請ですが、先月現地確認

をして説明を受けました。番号６番は譲受人が農業経営を拡大し、水稲栽培

をされるようです。これまでも今回取得されます農地の近くで耕作されてお

りますので、先ほど事務局から説明がありましたように、農地取得後におい

て、地域との調和についても問題ないものと判断いたしました。つきまして

は、本申請の許可につきまして、御審議を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

 

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。 

 

●番 

●● 

１番と２番の申請地が岡本と長束で離れているのに、借り人が同じという

のは何故ですか。 

それから、議第２９号の２番の岡本町の売買の件でも、法人になっていま

すが、同姓同名かもしれませんが、同一人物だと思うのですが、特段問題は

なしですか。 

 

事務局 

 

１番と２番につきましては、奥さんと耕作をされるということで、農業に

チャレンジするということで色々な所を探していたらたまたま常盤と志津と

いう形で場所は離れていますが、農地が確保できたということでございます。

通作するにも距離もございませんので、耕作等については問題ないものと思

います。 

議２９号２番の案件と同一人物かという件ですが、先日、こちらの取得す

る農地について市役所の方でお話ししまして、「５条の申請をしていますか」

という話をという話をしましたら「しています」ということでした。会社の

仕事をしながら土日祝日は耕作をするということでした。同一人物だと思い

ます。 

 

●番 

●● 

補足します。この方は議第２６号の１番の案件で、賃貸借で水田を借りて

農業をするということですが、これは家族でやられるというふうに聞いてお

ります。 
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もう１つの、同じ岡本の方で売買によって土地を取得される会社は、私も

迂闊で全然気が付きませんでしたが。 

いずれにしても、農地の賃貸借の方は家族で水田を継続的に耕作するとい

うことです。現在、雑草が生えている所を水田として復活するということで

すので、やる気がある人だったら歓迎だということと、町内会長もその方向

でいけるのだったら望ましいということをおっしゃっていましたので、特に

問題ないと思います。私の家のすぐ側ですので、よく分かります。 

 

●番 

●● 

現在の経営面積がゼロということは新規参入ですか。機械はあるのですか。 

 

 

事務局 

 

はい。 

現地の方で御本人に確認をしました。購入されるのと、いただける農機具

もあったということでした。耕作放棄の部分が一部ありましたが、草刈りを

されていることも確認しております。以上です。 

 

会長 他に何か御意見はございませんか。 

 

     （ 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２６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６番

まで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２６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６番まで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２７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２７号 農地法第４条第１項の規定による申請について



14 

 

 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１件です。議案書は、８ページです。土地利用計画図は２ページを御覧

ください。 

番号１番は、申請人が露天駐車場を整備するために、本人が所有する南山

田町地先の登記地目 畑、現況 雑種地の土地１筆、４８９㎡を転用されよ

うとするものです。 

申請地は近隣住民のための駐車場として７台分を確保され、残地となった

通路および広場は地元自治会のラジオ体操等の行事に使用されます。 

雨水排水については、道路側溝を設置されます。 

申請地の周囲は、田、宅地、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。 

申請地を既に露天駐車場として使用していることに対して、顛末書の提出

がありました。経緯としましては、平成７年当時に自治会の行事を開催する

のに適当な空き地が周辺になく、自治会からの依頼もあったことから、安易

に工事を行ってしまったとのことです。 

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

市街化が見込まれることから第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、既に工事が完了していることから、費用が発

生しないことにより事業の目的は果たさ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 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。 

受付番号１番の案件につきましては、私、中島が説明いたします。 

先日、●●推進委員と私と申請人の３人で現地を確認させていただきまし

た。以前は畑をやっておられたのですが、高齢のために耕作できないという

ことです。周りがほとんど宅地という中に畑が残っているという形で、今の

宅地の所に息子さんの家を建てるということで申請をされております。周り

が宅地ばかりで、現状では仕方ない、問題はないと考えております。 

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
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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２７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は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第７ 議第２８号農地法第５条の規定による許可につき、事業

計画変更の承認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２８号 農地法第５条の規定による許可に関する事業計

画変更について説明させていただきます。 

議案書は、９ページから１０ページまでです。土地利用計画図は５ページ、

６ページを御覧ください。 

本申請地は平成２９年１０月１９日付けで、農地法第５条の規定により許

可された案件です。農地転用の許可後に開発の取下げがあり、新たに開発事

業の申請がありました。事業未着手で現況が農地であるものの、所有権移転

がなされていたため、当初の許可も有効であると考えざるを得ないことから、

当初の許可に対する事業計画変更申請書を提出していただきました。なお、

現況が農地である以上、農地を農地以外のものにする者が許可を受ける必要

があるため、現所有者と事業継承者との連名で農地法第５条の申請が必要と

なります。関連する次の議第２９号、番号３番と４番についてもここで併せ

て説明させていただきます。 

議案書の９ページと１０ページにあります、事業計画の変更前と変更後と

を御覧ください。変更箇所は３点です。まず土地の所在地ですが、変更前の

土地をそれぞれ分筆されています。次に譲渡人と譲受人ですが、以前の農地

転用の許可によって所有権移転がなされており、変更前の譲受人が変更後の

譲渡人となっております。変更後の譲受人は土地の所在地によって２人に分

かれます。最後に転用の事由ですが、変更前は露天資材置場でしたが、変更

後はそれぞれの土地について診療所と調剤薬局となっています。 
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 それでは農地法第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。１２ページを御覧ください。 

まず番号３番は、譲受人が診療所を建設するため、譲渡人が所有する追分

南四丁目地先の田３筆、計１，０４０㎡を売買にて取得し、転用されようと

するものです。 

申請地周辺は人口増加を続けており、今後も増加が見込まれる地域である

と考えられます。しかしながら周辺に小児科の診療所はあまりなく、地域住

民が安心して子育てができる環境を整備するために診療所の建設を計画され

ました。診療所は２階建てで、乗用車１９台分の駐車場が設けられる予定で

す。隣地には調剤薬局が建設されます。 

申請地の周囲は、自己所有の田、宅地、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。 

敷地全体に盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁を施されます。 

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、事業見積書と残高証明書および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。 

 

 次に番号４番は、譲受人が調剤薬局を建設するため、譲渡人が所有する追

分南四丁目地先の田３筆、計２０５㎡を賃貸借にて借受し、転用されようと

するものです。 

造成を計画されている調剤薬局は２階建てで、乗用車２台分の駐車場が設

けられる予定です。隣地には先程説明した診療所が建設されます。 

申請地の周囲は、自己所有の田、宅地、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。 

敷地全体に盛土を行い、隣地との境界には可変側溝を設けられます。 

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。 
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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。 

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。 

本案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この土地は、この春に一度農地所有者から建設会社と売買契約が成立して

話ができていたものでございますが、再度建設会社から露天資材置場として

活用しようとしていた所を診療所と調剤薬局に使用目的を変えるということ

で書類を再提出されたものです。 

従いまして、本件につきましては、農地から農地以外への転用は、９ペー

ジの変更前のところでほぼ終わっていると私は解釈いたしまして、その後の

使用目的が露天資材置場から診療所・調剤薬局に変更されたことに関しては、

特に農業委員としてやるべきことは無いと考えておりまして、その旨申請に

来られた時には了解いたしました。以上でございます。 

 

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。 

 

推進委員 

●番 

●● 

●番の●●ですが、変更前の面積と変更後の面積が異なっているのですが、

これはそのまま残っていると考えたら良いですか。 

 

 

●番 

●● 

変更前の譲受人が持っている土地がそのまま残っているということです。 
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推進委員 

●番 

●● 

分かりました。 

 

 

 

●番 

●● 

質問ですが、こんなのは農業委員がもう一回確認しなければならないこと

なのですか。売買契約をして農地から離れて雑種地になっているものを使用

目的が変わるからと言ってもう一度確認しなければならないのがよく分かり

ません。 

 

事務局 

 

当該地につきましては、草が繁茂しているということで一見雑種地に見え

るのですが、それは農地が人の手によって転用されたわけではありません。

ですから、農業委員さんに現状を再度確認していただいたものでございます。 

地目につきましても、農地ということですので、説明しましたとおり未着

手ということでございますので、そういう扱いをさせていただきました。 

 

●番 

●● 

造成工事が終わるまでは農地という扱いなのでしょうか。 

 

 

事務局 

 

一旦許可は出しておりますが、農地転用の場合は造成等が行われたら当局

に完了届を出していただいております。農地法では完了届の提出がされて、

それから現場確認をして明らかに人の手によって転用されたということであ

れば初めて農業委員会からの手が離れるということでございます。 

 

●番 

●● 

開発の工事が終わるまでは農業委員が管理しなければいけない土地という

ことなのですか。 

 

事務局 

 

完了届が出てくるまでは農業委員会で現場の方を確認するということにな

っております。国の指導でそのようになっております。完了届が出てきてい

ないということであれば、催促して出してもらうということで指導をしてお

ります。 

 

会長 他に御質問はありませんか。 

 

●番 

●● 

変更前と変更後の地番が違うのはどうしてですか。 

 

 

事務局 分筆されたからです。 
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●番 

●● 

残っている土地はどうなるのでしょうか。 

 

 

事務局 

 

土地利用計画図の５ページを御覧ください。 

点線の外の部分は転用できる土地ということで残っています。以前の資材

置場の許可が活きています。 

 

会長 他に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２８号 農地法第５

条第１項の規定による許可につき、事業計画変更の承認をすることについて、

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２８号 農地法第５条第１項の規定による許可につき、事業

計画変更の承認をす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８ 議第２９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番まで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２９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、１１ページから１２ページまでです。 

まず番号１番は、譲受人が工場を建設するため、譲渡人が所有する岡本町

地先の田２筆、計１，４９３㎡を売買にて取得し、転用されようとするもの

です。土地利用計画図は３ページです。 

当該申請地の隣接地に現在稼働している既存工場があります。産業機械が

多様化・高度化する中で、多品種少量生産から大量生産まで対応するために
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現工場の規模では限界があり、新たな事業場を設置することでスムーズな納

期、高品質・低価格での生産を見込まれています。 

申請地の周囲は、自己所有の田、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。 

外周には擁壁を設け、雨水は隣接の既存工場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

る岡本町地先の田４筆、計１，１３３㎡を売買にて取得し、転用されようと

するものです。土地利用計画図は４ページです。 

会社の事業量の増加に伴い、多くの建設機械が必要となったため、それら

を置いておくことのできる資材置場を探していたとのことです。 

申請地の周囲は、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。 

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
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いことから許可相当と考えます。 

 

 次に番号３番、４番については、先程の議第２８号において説明させてい

ただきましたので、省略いたします。 

 

 次に番号５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

路町地先の田１筆、１８６㎡を売買にて取得し、転用されようとするもので

す。土地利用計画図は７ページです。 

申請人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。建物は２階建てで

駐車スペースも設けられます。 

申請地の周囲は、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。 

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。 

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。 

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。 

 

 番号６番は、借人が農家住宅を建設するため、貸人が所有する集町地先の

田１筆、３２４㎡を使用貸借にて借受けし、転用されようとするものです。

土地利用計画図は８ページです。 
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借人は現在父とともに農業に従事されておりますが、今回結婚を機に家族

が増えるため、農家住宅の建築を考えられました。建物は２階建てです。 

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前面側溝へ放流される計画です。 

なお、敷地周囲は、田、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、事業見積書と金融機関の融資証明書および残

高証明書、預金通帳の写しの提出があり、事業の目的が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番までの案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いし

ます。 

●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 

●● 

案件番号１番につきましては、工場用地を拡張するということで、隣にあ

る田を工場用地に変えるということでございます。本件につきましては、推

進委員の●●委員と一緒に現地確認をいたしました。周囲は工場用地と宅地

と道路ということでございまして、周囲に田畑はなく、隣接の農地への影響

はございません。また、水路等につきましてもこれによる影響を受けないと

いうことが分かっております。特に農地転用については問題ないと判断いた

しております。 

案件番号２番でございますが、図面の４ページです。これも●●委員と共

に現地確認をいたしました。その結果、周囲につきましては道路と河川と宅

地ということで、隣接農地への影響はございません。また、排水路や取水路

につきましても、特に転用による影響はないので、支障はありません。２番
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の転用についても問題ないと判断いたしました。以上でございます。 

 

●番 

●● 

番号５番の件につきまして説明いたします。 

ただ今、事務局から説明がありましたとおり、周辺につきましては開発が

どんどん進んでおりまして、宅地転用にはまず問題ございません。雨水等に

つきましてもきちんと河川へ排出するということでしたので御審議をお願い

します。以上です。 

 

●番 

●● 

番号６の件でございますが、先ほど説明があったとおりでございます。お

子さんの農家住宅を建てるために畑を使用貸借されるということです。推進

委員さんと現地確認いたしましたが、何ら問題ないと考えております。周辺

は道路、田等ございます。私も隣接農地を作っておりまして、問題ないと思

います。許可相当と考え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。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 

●● 

工場の件ですが、農地法でいくならば何ら問題はないと思うのですが、先

月に私のところに新しくできた工場が、稼働はしていないのですが、工事中

ということで、用水路を伝ってペンキが流れてきたリ、セメントを切削した

ものが流れて田んぼに入っていまして、本当に良いのかなと思います。一応

会社に申し入れをしたのですが、今後繰り返されるようであれば、農業委員

会としてどういう対応をするのかということをお聞きしたい。 

 

事務局 

 

こちらの工場の案件ですが、開発との同時許可となっておりまして、排水

の関係等、基準を満たしたものを提出されておりますので、問題はないもの

と判断しております。 

 

事務局 

 

説明を追加させていただきます。こういう案件につきましては、連絡があ

りましたら担当している環境課が対応します。工場の排水によるものなのか

分かりませんが、作物に影響があるかもしれないということで連絡をしまし

て、担当課が指導するということもございます。 

中鹿の方から説明をしようとしていたのは、開発の各課協議の中でそうい

う条件も付けさせていただいて指導を担当課からするということになってお

りますので、もしそういう事象がありましたら、担当課から事業者に対して

指示をするという流れです。 
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推進委員 

●番 

●● 

 

そういう場合は環境課と農業委員会も一緒にするのですか。 

 

 

事務局 

 

環境課が対応します。 

 

 

●番 

●● 

６番の集町の案件ですが、許可が下りたら盛土がされて、隣の田んぼとの

擁壁とかがされるのですが、検査は誰がするのですか。 

 

事務局 

 

農業委員会に完了届を出していただきます。 

 

 

事務局 

 

造成を伴うものでございますので、農転以外にも開発の完了検査がありま

す。 

 

●番 

●● 

開発だったら２４条側溝を付けないといけないけど、農家住宅は道路との

境界に構築物を付けませんよね。 

 

事務局 

 

建築の確認の中で接道要件等がございます。そういう基準に照らした形で

の許可ということになっております。 

 

●番 

●● 

段差が強いほど、法面が結構ありますよね。そうすると法尻と法肩で１ｍ

くらい食い込むところがあるのですよ。そういう検査はないのですか。たい

ていはそういう開発で２４号側溝で官民境界がスカッとするけれども、農家

住宅はそれをしなくても良いでしょう。 

 

●番 

●● 

今回の集の場合は、進入路は畑になっていて、官民の境界は打ってありま

すのでＯＫです。ただ、民民の方は擁壁がしっかりされるどうかが分かりま

せん。民民の境界は前回畑に変更した時に民民で杭を打ってあります。法面

は擁壁ならまっすぐになるから良いのですが、盛土にするのか擁壁にするの

かまではなかなか言えませんね。 

 

●番 

●● 

コンクリを入れるとスカッとするのですが、法面で境界が大分違う所があ

るのですよ。官民道路のことを言っているのです。法肩と法尻でかなり幅を

取る人がいます。すると道路の方まで出てくるわけです。そこを自分の境界
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だと思っている。農家住宅はそれが多いです。すると道路がガタガタになっ

て揃わないのですが、そこらの検査がどうなっているのか。 

 

●番 

●● 

官民の境界はあると思うのだけど。 

 

 

事務局長 

 

建築基準法上４ｍ以上の道路を取らないといけないということで、境界は

ここと決めているのですが、そこに構造物が入るかというと、おっしゃると

りそういう現実がありますので、運用状況を来月に報告させていただきます。 

 

会長 他に何かございませんか。 

 

●番 

●● 

譲渡人の社名はこれで間違いありませんか。 

 

 

事務局 

 

申請どおりです。 

 

 

●番 

●● 

履歴事項全部証明書か何かを確認済みですか。 

 

 

事務局 

 

はい。 

 

 

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。 

採決に入ります。ただいま議題となっております 

議第２９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番まで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 挙手多数であります。 
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よって、議第２９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番まで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５５分 
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