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第 19 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３１年１月１０日（木） 午後２時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ３３ 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 ３４ 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  議第 ４４ 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 ４５ 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 ４６ 号 

   草津農業振興地域整備計画書の変更（除外）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  ９番  井上 忠彦 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 
      

 
 ８番  山元 幸夫 １０番  本間 道明 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 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１９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、１０番 本間 道明 委員、１３番 小川雅

嗣 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 

１１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 穏やかな新春を家族おそろいでお迎えになったことと思います。 

去年１年間を 1 字で表すと「災」であると言われました。１月の大雪では

１０００台を超える渋滞があり、６月には大阪で地震があって、７月には西

日本豪雨災害、８月は酷暑、９月は草津市も被害を受けた台風２１号、２４

号、そして１２月は例年にない暑さということで、災害に見舞われた１年で

した。 

農業は自然の恩恵を受けながら、同時に二酸化炭素の減少、あるいは田ん

ぼによる豪雨の際のダム化等、減災に有効な職業でもあります。そういった

意味で農地を守ることがますます重要になってくると思いますので、今後も

皆さんの活躍に期待してあいさつに代えさせていただきます。 

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６番  

久保 昇 委員、議席番号１１番 杉江 善博 委員、以上の両人を指名いた

します。 

 次に、日程第２ 報告第３３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３３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

１件です。議案書は２ページでございます。 

番号１番は、届出人が行う宅地開発に伴い、開発道路と草津市道を結ぶ連

絡用通路を整備するため、届出人が所有する野路八丁目地先の畑１筆、５３

㎡を転用されようとするものです。 

計画では切盛土や舗装工事はなく、砂利を敷くのみです。 

雨水排水は、自然浸透され、隣地境界には明示ブロックが設けられます。 

敷地周囲は、自己所有の畑、宅地、雑種地、道路であり、隣地承諾を得な

ければならないものはありません。 

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１２月１２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３３号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第３４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 

 

続いて、報告第３４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、使用貸借等の権

利移転または権利設定に伴う転用です。今月の届出は１件です。議案書は３

ページです。 

番号１番は、市内で土木・建築業および不動産業を営む譲受人が、住宅用

地の整備および接道要件を満たす専用通路を確保するための代替地として、

譲渡人が所有する草津町地先の田および畑３筆、計４００㎡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、周辺には擁壁を施します。 

雨水排水は、敷地東側に緩やかな勾配をもたせています。 

建築物が建てられましたら、専用通路付近の会所桝に雨水排水管を接続し、
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市道側溝へ放流させる計画であります。 

敷地周囲は、田、宅地、水路、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。 

また、接道要件を満たす用地（専用通路用地）を所有されている方からも

用地と代替地を交換することについての承諾を得ておられます。 

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１２月１４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３４号を終わります。 

次に、日程第４ 議第４４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番の案件を議題としておりますが、申請人より

取下書が提出されましたので、このことについて事務局から説明を願います。 

 

事務局 

 

議第４４号 農地法第３条第１項の規定による申請について、１番の案件

については、譲渡人が先月２９日にお亡くなりになり、本日（または１月９

日）付けで、譲渡人の相続人代表および譲受人の連名による取下げ書の提出

がございました。 

このことから、本件につきましては、許可前ということでもあり、行政処

分の行為に至っていないことから、取り下げの意思表示のとおり処理するも

のであります。以上でございます。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。 

次に、日程第５ 議第４５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４５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、使用貸借等

の権利移転または権利設定に伴う転用です。今月の申請は３件です。議案書

は、５ページから６ページまでです。 
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まず番号１番は、借人が埋蔵文化財試掘調査のため、貸人が所有する青地

町地先の田３筆、計３，９３９㎡を使用貸借により一時転用されようとする

ものです。 

借人は、当該農地に保育園の建設を計画しております。その事前調査とい

うことで、１箇所あたり１～１．５ｍ×５ｍを２０箇所程度、試掘する見込

みです。 

隣地承諾については、今回の試掘調査にあたっての承諾ということで隣地

承諾を得ておられますが、本申請の際には改めて隣地承諾書を得るとのこと

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、当該農地は一時的な利用のための転用であり、試掘

調査後に当該地において計画事業が行われますことから、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、当該調査は、埋蔵文化財の試掘調査であり、現時点

で借人の負担はございません。 

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２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

南笠町地先の登記地目 畑、現況地目 山林の土地１筆、３０７㎡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、申請地の隣接地で建設機械器具のリース業を営んでおられ

ますが、事業所に駐車場がなく探しておりましたところ、事業所店舗の隣接

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、山林化されており、計画のとおり、伐採・開墾、地均し工事を行

います。 

雨水排水については、側溝を整備し、既設の側溝へ放流されます。 

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。 

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、民家

が近接し、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、工事見積書および残高証明書の添付があり、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は、排水対策がなされますことから

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、借人が埋蔵文化財試掘調査のため、貸人が所有する駒井

沢町地先の田４筆、計１，１４３㎡を使用貸借により一時転用されようとす

るものです。 

借人は、当該農地に飲食店舗の建設を計画しております。その事前調査と

いうことで、１箇所あたり１ｍ×５ｍを５箇所程度、試掘する見込みです。 

隣地承諾については、今回の試掘調査にあたっての承諾ということで隣地

承諾を得ておられますが、本申請の際には改めて隣地承諾書を得るとのこと

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、当該農地は一時的な利用のための転用であり、試掘

調査後に当該地において計画事業が行われますことから、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、当該調査は、埋蔵文化財の試掘調査であり、現時点

で借人の負担はございません。 

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、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。 
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●番 

●● 

１番の案件につきまして御説明します。添付資料にありますように申請地

の隣地の１辺は雑種地、１辺は水路、残りの２辺は田んぼとなっております。

●●委員と共に現地を確認しました結果、隣接農地につきましては少し水路

を確保する必要があるのではないかということに気が付きましたので、その

旨申請者の方にお願いをいたしまして快諾いただきましたので、転用に関す

る問題はないと判断いたしました。以上です。 

 

●番 

●● 

２番につきまして報告します。この土地は市道に面しておりまして、親よ

り相続された土地でございます。地目は畑となっておりますが、実質は竹藪

同然の土地です。所有者は現在、名古屋の方に住んでおられまして、不在の

状況でありました。地元の建設業者さんが露天駐車場として利用したいとい

うことで契約が成立に至ったということであります。他につきましては事務

局の方から説明がありましたように全く問題ありません。隣地の承諾も得ら

れておりますので御審議の方よろしくお願いします。 

 

●番 

●● 

３番の案件ですが、こちらも事務局から説明があったとおりでございます。

当該地は相続されて年数が経っております。飲食店をするということで申請

をされておりますが、こちらの方は文化財の試掘のための一時転用でござい

ます。本転用は書類を見させていただいております。当該地は里道や水路に

囲まれておりますので隣接農地はございません。隣地承諾をいただかなくて

はいけない農地はございません。先日、●●さんと現地確認をさせていただ

きましたが、何も問題はございませんので御審議をお願いします。 

 

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４５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 ) 
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会長 挙手全員であります。 

よって、議第４５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６ 議第４６号「草津農業振興地域整備計画書の変更（除外）

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 

 

議第４６号といたしまして、草津農業振興地域整備計画書の変更（除外）

につき、意見を求めることについてを議案としてあげさせていただきますの

で、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。内容につきましては、

担当の●●から説明させていただきます。 

 

農林水産課 

 

議第４６号 草津農業振興地域整備計画書の変更（除外）につき、意見を

求めることにつきまして内容を説明させていただきます。 

今回変更する内容としましては「除外」でございます。除外とは、農用地

区域、いわゆる青地から外しまして白地にすることを言います。お配りして

おります草津農業振興地域整備計画書（農用地利用計画変更）案を御覧いた

だきたいと思います。 

１ページをお開きください。除外をする土地は１筆でございます。草津市

御倉町●－●、現況は畑、３，３６３㎡で１筆全てであります。申請者は隣

地で生コンクリートを製造しており、新名神高速道路滋賀県域の工事に必要

な生コンクリートの供給のため、既存の製造工場施設地内で製造施設の規模

を拡大する必要があり、当該地において原材料である砂や砂利等の骨材の一

時保管場、事業用車両の露天駐車場、事業用車両および付帯する車両の駐車

場を確保する必要があるため、当該地の変更協議を行うものです。当該地は

草津用水の受益地からは外れている土地でございます。市としまして、今回

の変更で農地の集団化、作業の効率化、その他土地の農業上の総合的な利用

に支障を及ぼす恐れがないと考えており、また関係各課、草津用水土地改良

区、草津市農業協同組合から意見聴取しており、問題ないとの回答をいただ

いております。 

以上で草津農業振興地域整備計画の変更についての説明を終わります。御

審議賜りますようお願いいたします。 

 

会長 以上で説明が終りました。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。 
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●番 

●● 

近年農業振興地域の除外はかなり難しくなってきていると聞いているので

すが、問題がなければ良いということなのでしょうか。それなら他の所でも

問題がなければ下りるというニュアンスでよろしいでしょうか。 

 

農林水産課 

 

農業振興地域に関する法律というものがございまして、その中に青地と白

地というものが指定されているのですが、その法律の中で「除外をする方法

はこういう方法です」というものがございます。大きく言うと５つの要件が

あるのですが、その全てを満たしていることが前提でございます。今回は要

件の全てを満たしていることと、市としましても問題ないということで、今

回の除外の手続きを踏ませていただいております。 

５つの要件は資料の備考に記載しております。農振法第１３条第２項に該

当というところです。１号から５号の全てを満たしていることが前提になっ

ております。第５号の土地改良事業等に支障がないことという部分ですが、

草津市内で言いますと草津用水土地改良区の受益地は非常にエリアが多いと

ころでございまして、受益地に関しましては除外ができないという形になっ

ておりますので、近年草津市では除外がほとんどできない状況になっており

ます。 

 

●番 

●● 

元々受益ができていないのですか。 

 

 

農林水産課 

 

草津用水に確認しましたところ、受益地ではないということでございまし

た。また、ほ場事業が入って、水等の事業をしている間は事業の受益地とさ

れるので第５号としてはエリアに入るのですが、今回の場所はそちらも外れ

ているということで可能ということです。 

 

農林水産課 

 

２期工事が平成２９年から入っているのですが、それ以前にここは畑地に

なっていて、受益地ではなくなっていたということでございます。 

 

●番 

●● 

 

所有者は隣接の人なのですか。 

 

 

農林水産課 

 

隣接の工場の御家族の方が持たれています。 

 

 

●番 

●● 

農地パトロールで行った覚えがあるのですが、その時に畑に変更するとい

うことで数本の果樹が植えられていました。その時から生コンが使うのでは
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ないかという憶測がありました。 

 

事務局 

 

先ほどの農地につきましては、平成２６年１２月に地目変更の届出がされ

ました。平成２７年の農地パトロールの時に、リストには入っていなかった

のですが、農振農用地区域で農地を耕せる状態ではないということで、見て

いただこうということで立ち寄ったという経過があります。平成２８年に３

条の所有権移転の許可がなされております。現時点では草が繁茂するのを抑

えるためにシートを被せていつでも耕作できるような状態になっておりま

す。以上です。 

 

農林水産課 

 

補足をさせていただきます。平成２６年１２月に地目変更されています。

その後、草津用水の２期工事につきましては、これは県営事業なのですが、

平成２７年度から国との協議を進めています。この時点ではここは既に受益

地ではないという前提で国と協議がされていまして、２８年６月に実際に認

可申請が出されています。当然この時にも草津用水の受益地ではないという

状況です。２期工事につきましては２８年度から着工しております。 

 

●番 

●● 

法律のすき間を突いたような案件だと思うのですが、他にもこういうよう

な該当地があるのであれば事務局の方でピックアップしておいて欲しいと思

います。 

 

会長 県に持って行っても許可をもらえる自信があるのですね。 

 

農林水産課 

 

県との協議は、法的なものではないのですが、事前協議をさせていただい

ております。手続きを進めてくださいという回答をいただいています。 

 

会長 法的な面では許可相当ということなのですね。 

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。 

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 ) 
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 挙手多数であります。 

よって、議第４６号「草津農業振興地域整備計画書の変更（除外）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

のと認めます。 

 

 閉会 午後３時２０分 
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