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第 20 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３１年２月１２日（火） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ３５ 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 ３６ 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 ４７ 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 ５  議第 ４８ 号 

   農用地利用集積計画、農地中間管理権（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 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 １０番  本間 道明 １２番  中西 真由巳 

 

１３番  小川 雅嗣       

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
 ８番  山元 幸夫  ９番  井上 忠彦 １１番  杉江 善博 

 
１４番  堀 裕子       

 
         

 
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 ５番  岸本 勇喜雄 

 
６番  藤田 広幸 ８番  新庄 傳男 ９番  片岡 健郎 

 
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 副係長  三浦 絵美  
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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２０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、９番 井上 忠彦 委員、１２番 杉江 善

博 委員、１４番 堀 裕子 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。 

お忙しい中御出席賜りまして誠にありがとうございます。２月に入ってか

らは記録的な春めいた陽気で、今までにない高い気温が観測されましたが、

一転して真冬の寒さに戻りまして、今年も気候変動の激しい１年になるのを

暗示しているような気がしております。また、巷ではインフルエンザが大流

行しておりまして、私も１月下旬から流行の波に乗りまして、２月の上旬ま

で隔離されておりました。皆さん、お元気な姿で御出席いただいたことを嬉

しく思います。 

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１番  

鈎 孝幸 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３５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。 

 

事務局 

 

それでは、報告第３５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。 
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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ページを御覧ください。 

番号１番は、届出人が有料老人ホーム建設用地を整備するため、本人が所

有する南草津二丁目地先の畑２筆、計８７４㎡を転用されようとするもので

す。 

計画では、敷地全体のうち、建物以外をアスファルト舗装および緑地整備

される予定です。隣接地との境界ブロックについては、隣接地が既に宅地開

発されており周辺外構はございません 

雨水排水は敷地内の雨水排水管および側溝を介して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１月２２日付けにて、

専決規程に基づき、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３５号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第３６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３６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

ページを御覧ください。 

番号１番は、市内で菓子・食品製造業を営む借人が工場の敷地内通路を整

備するため、貸人が所有する追分南九丁目地先の登記地目 畑、現況地目 雑

種地の土地１筆、計６２１㎡を使用貸借にて権利設定されようとするもので

す。 

現状は、以前から工場の通路として利用されており、造成等の計画はあり

ません。 
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しかしながら、農地転用の手続きなく農地以外の用途になっておりますこ

とから、届出に合わせて始末書の提出がなされております。 

敷地周囲は、山林、田、畑であり、農地の所有者からは隣地承諾を得てお

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１月２５日付けにて、

専決規程に基づき、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３６号を終わります。 

次に、日程第４ 議第４７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４７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４件です。議案書

は、４ページから５ページまでです。 

番号１番は、譲受人が露天資材置場を整備するため、譲渡人が所有する南

山田町地先の田１筆、１，１７６㎡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、市外で不動産業、建築工事業を営んでおられ、湖南地域で

規模拡大を計画するにあたり、資材置場が必要になり、用地を探しておりま

したところ、浜街道、湖南幹線から近く、資材運搬を考えますと効率的であ

り、当該地が最適であると判断されましたことからこのたびの申請となりま

した。 

現場は、計画のとおり、敷地全体に盛土を行い、隣地農地との境界にⅬ型

擁壁が設置されます。また、当該造成に合わせ、開発サイドからの指導によ

り敷地東側の市道木川西２４号線の道路拡幅、舗装および側溝の整備がなさ

れます。 

雨水排水については、敷地東側の側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、田、道路であり、農地の所有者からは隣地承諾を得てお
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られます。なお、隣地所有者の一部の方につきましては、所在不明のため隣

地承諾が得られなかった旨の理由書を添付されております。 

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、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

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２番は、借人が埋蔵文化財調査のため、貸人が所有する南山田町

地先の田８筆、計６，９６９．２１㎡のうち１，４６９．１㎡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、当該地に特別養護老人ホームの建設を計画しております。その事

前調査ということで、建物を計画されております１，４６９．１㎡を本掘調

査する見込みです。 

隣地承諾については、宅地、道路、河川であり、隣地承諾を得なければな

らない農地はありません。 

また、当該調査による発掘については、仮登記権利者からの同意を得てお

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、当該農地は一時的な利用のための転用であり、本掘

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、埋蔵文化財調査の本掘調査であり、借

人の負担が生じております。よって、当該調査にかかる概算資料が市文化財

保護課から提出され、借人からは金融機関発行の残高証明書が提出されてお

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調査終了後に一旦農地への原状回

復がなされますことから影響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
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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てるため、譲渡人が所有する片岡

町地先の田２筆、計１７４㎡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、市外の共同住宅で妻、お子様の５人で居住しておられますが、

今後、居住スペースが手狭になることや、小学校が近いことから、子育てに

は最適な土地であると判断しましたことから当該地を申請されました。 

計画では、敷地全体に盛土を行い、隣地農地（田）との境界には擁壁を施

します。 

雨水排水については、宅内の会所桝を介して敷地南側にあります市道側溝

に排水する計画となっております。 

周囲は、道路、田、宅地であり、隣接農地所有者が譲渡人でありますので

隣地承諾を得る必要はありません。 

なお、本件開発事業の施工については、譲渡人および土地所有関係者から

同意を得ておられます。 

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、事業にかかる見積書と住宅ローン証明の提出があり、

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。 

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てるため、譲渡人が所有する片岡

町地先の田２筆、計１７４㎡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、市内の共同住宅で妻とお二人で居住しておられますが、御両親

との同居および近々出産を控えているとのことから、番号３番の譲受人と同

様の判断をされ、当該地を申請されました。 

なお、計画や周囲の状況、立地基準、一般基準や都市計画法の許可につい

ても番号３番と同様であります。 

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番と２番の案件につきましては、私から説明いたします。 

３番と４番の案件につきましては、本来なら●●委員が説明するところで

すが、本日欠席でございます。事前に事務局に説明をいただいていますので

事務局から報告させていただきます。 

まず、１番の案件ですが、周りはほ場整備できていますが、この田だけが

白地です。別段問題はありません。この会社は県外ですが、彦根に支店があ

り、大津や守山で事業を展開しているということで、許可やむなしだと感じ

ました。 

また、２番の案件につきましては、老人ホームの拡張に伴う文化財の事前

調査ということです。この１画全体を拡張して建物や駐車場の敷地にする計

画をされていまして、その事前の調査です。これも何ら問題ないと思います。 

それでは３番、４番の説明をお願いします。 

 

事務局長 ３番と４番でございますが、片岡町地先の白地でございます。周囲は道路、

水路、宅地、自己所有の農地で、他の農地に影響を及ぼさないということと、

開発調整課の開発許可を条件に農業委員会としては許可はやむを得ないとい

う判断をしたと連絡を受けております。簡単ですが以上です。 

 

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４７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４７号 農地法第５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５ 議第４８号農用地利用集積計画、農地中間管理権（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 

 

本日は議第４８号として農用地利用集積計画、農地中間管理権（案）の決

定につき議決を求めることについてを議案としてあげさせていただいており

ますので、よろしくお願いします。説明につきましては、担当からさせてい

ただきます。 

 

農林水産課 

 

それでは、平成３１年２月２０日公告予定の農地中間管理事業にかかる農

用地利用集積計画（案）について説明させていただきます。 

農地中間管理機構から利用権設定にかかる申し込みが本市にありました。

そのことに伴いまして、農用地利用集積計画（案）を作成しましたので、農

業経営基盤強化促進法に基づき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「農用地利用集積計画 

農地中間管理権 平成３１年２月２０日公告（案）」を御覧いただきたいと思

います。 

では、資料の２ページ目を御覧ください。青地町の農地５筆と山寺町の農

地４筆を１０年間農地中間管理機構に貸し付けされます。２名の方が９筆、

合計５，５３４㎡を貸し付けされる計画となっております。 

参考資料で農用地利用配分計画を付けております。これは、機構が１２月

に農用地利用調整会議を開かれまして、どの方に貸し付けるか定められたも

のでございます。農用地利用調整会議には当該地域の農地利用最適化推進委

員の方や農協等の関係機関が出席をされた中で、機構の貸し付けルールに基

づいてどの方に貸し付けるかということが定められております。青地町の農

地につきましては、出し手と受け手の方が別経営の親子になりまして、希望

調整の適合性等から貸付先として優先順位が高くなりました。また、山寺町

の農地につきましては、借り受け希望者の隣接地であることから貸付先とし

て優先順位が高くなっております。 

以上で平成３１年２月２０日公告予定の農用地利用集積計画 農地中間管

理権（案）の説明を終わります。御審議の程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。 
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●番 

●● 

利用配分で別経営であるけれども住所が同じ方ということですが、こうい

うことは滅多にないことだと思います。父親が持っている土地を息子さんが

耕作しているとか、家族内であれば自己所有でなくても経営しているという

扱いになっていると思うのですが、別経営で申告されているとかそういうこ

となのでしょうか。 

 

農林水産課 

 

借り受け者の方はこれから経営を始められます。 

別経営なので申告は別でされると思いますし、機構の方でも別経営であれ

ば受け手になれるということで確認をしております。 

 

●番 

●● 

通常であれば、御家族が所有されている田んぼを普通に若い人が使って経

営されるところが多いと思いますが、何故わざわざ機構を通して親子間で使

用貸借の契約を結ぶのですか。 

 

会長 別に問題はないと思いますが、何故わざわざそういうことをするのかとい

う疑問だと思うのですが。 

 

農林水産課 

 

受け手の方は、まだ検討段階ですが、認定新規就農者の取得を目指してお

られる関係もあると聞いております。 

 

●番 

●● 

ということは、家族でも経営は別々で確定申告をやっていくということで

すね。 

 

農林水産課 

 

はい。 

 

 

農林水産課 

 

息子さんが青年新規就農者を目指されているということで、まず会計は別

会計です。それが認められれば補助金が年間１５０万円出ます。ただし、県

からは今までどおりの稲作ではなく、野菜農家であるとか、新規就農でなけ

れば駄目だと言われています。認定の青年新規就農者になるかどうかはまだ

相談中ですが、そういう事情があります。以上です。 

 

会長 今の説明で納得できましたか。 

 

●番 

●● 

ありがとうございました。 
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会長 他に何か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。 

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４８号 農用地利用集積計画、農地中間管理権（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００分 
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