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第 21 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３１年３月１１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 ３７ 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 ３８ 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  報告第 ３９ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ５  議第 ４９ 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 ５０ 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 ７  議第 ５１ 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 ８  議第 ５２ 号 

   土地改良事業参加資格者交替の申出につき、承認を求めることについて 

提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ９  議第 ５３ 号 

   草津市農業委員会委員の辞任につき、同意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 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 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   ８番  山元 幸夫    

 
         

 
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 

 
４番  田 夫 ５番  岸本 勇喜雄 ６番  藤田 広幸 

 
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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事務局長 

 

定刻となりましたので、ただいまから第２１回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日は３番 福井 義  委員、８番 山元 幸夫 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 本日は、議事に先立ちまして、今から８年前の平成２３年３月１１日午後

２時４６分、東北地方を震源とした東日本大震災により犠牲になられた方々

に心から哀悼の意を表し、黙とうを捧げますので、恐れ入りますが、皆様、

再度、御起立をお願いいたします。 

 

   （ 黙とう ） 

 

ありがとうございました。御着席ください。 

東北で起こった地震ですが、こちらでもかなり揺れを感じました。８年経

った今も復興は道半ばという感じです。今年はエルニーニョ現象が起こって

いるということですし、またどんな災害が起こるか分かりません。我々は災

害に備えをすることによって少しでも被害を少なくすることを考えるしかな

いと思います。 

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２番  

中村 繁樹 委員、議席番号１２番 中西 真由巳 委員、以上の両人を指名

いたします。 

 次に、日程第２ 報告第３７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番および２番の案件を議題とし、事務局より報告事項の
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朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

はじめに本日の議題に入ります前に、議案書の訂正がありますので、お知

らせいたします。該当箇所は議案書の７ページと９ページですが、譲渡人と

譲受人の記載に一部誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただき

ます。議案書の該当のページを本日お渡しのものと差し替えていただきます

よう、よろしくお願いします。 

それでは、報告第３７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

２件です。議案書は２ページを御覧ください。 

まず番号 1 番は、届出人がテナント建設用地および道路拡幅整備をするた

め、本人が所有する野路八丁目地先の田２筆、計９９４㎡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。 

敷地隣接については、境界ブロックとメッシュフェンスを施します。また、

雨水排水は敷地内の舗装に緩やかな傾斜をもたせ、敷地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。 

 

 次に番号２番は、届出人が共同住宅および長屋住宅を建築するため、本人

が所有する南草津四丁目地先の登記地目 畑、現況 雑種地の土地５筆、計

９７０㎡を転用されようとするものです。 

計画では２階建ての共同住宅を１戸と２階建ての長屋住宅を２戸、建築さ

れる予定です。敷地内には１２台分の駐車場と１４台分の駐輪場も設けられ

ます。 

敷地隣接については、メッシュフェンスを施します。また、雨水排水は雨

水桝より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２月２２日付けにて、

番号２番につきましては２月６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。 
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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３７号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第３８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７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３８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７件です。議案書は３

ページ、４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露天駐車場を整備す

るため、譲渡人が所有する草津町地先の田１筆、１，０９０㎡を売買にて取

得し、転用されようとするものです。 

駐車区画は３７台分で、計画では、敷地全体に盛土を行い、入口付近をア

スファルト舗装されます。また敷地周囲は既設擁壁工および境界コンクリー

ト工、Ｌ型擁壁工を施します。 

雨水排水は、西側に会所桝を新設し、既設道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、宅地、雑種地、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。 

 

 次に番号２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田１筆、１７４㎡を売買にて取得し、転

用されようとするものです。 

届出地の隣接地では土地区画整理事業が行われており、区画整理区域内で

の一般車輌の駐車場の確保が困難なことから当該地を選定されました。駐車

区画は 7 台分で、計画では、敷地全体に盛土を行われます。 

雨水排水は、西側の水路へ放流されます。 

敷地周囲は、雑種地、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３番から番号７番までは、大津湖南都市計画南草津プリムタウン

土地区画整理事業であり、関連するものでありますことから一括して御説明
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いたします。 

番号３番、４番、６番は、市内外で土木・建築工事および不動産業を営む

譲受人が、土地区画整理事業に伴う住宅用地を整備するため、それぞれ譲渡

人が所有する野路町地先の田２筆、計６７６㎡、田４筆、計１，４６８㎡、

田３筆、計９６０㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

 

 また、番号５番と７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、土地区画整理事業に伴う住宅用地を整備するため、それぞれ譲渡人

が所有する野路町地先の田１筆、２３５㎡、田１筆、１７４㎡を売買にて取

得し、転用されようとするものです。 

これらにつきましては、道路等の整備後、住宅用地として行われます 

周囲は、現在土地区画整理事業の工事施工中で現況農地がなく、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２月１３日付けにて、

番号２番につきましては２月１３日付けにて、番号３番から番号７番までに

つきましては、全て２月２６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。以上です。 

 

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３８号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第３９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３９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５ページを御覧ください。 

番号１番は、届出人が山寺町地先の田１筆、４５４㎡を田から畑へ変更さ

れようとするものです。 

現地は、地目が田でありますが、農地が高い場所にありますことから農業

用水を利用するには非常に厳しい状況であり、水稲栽培が困難であると判断

されました。 

よって、畑として利用されようとするものであります。 
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計画では、販売はなく、芋、葉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、周囲は道路、雑種地、田であり、農地の所有者は

届出人本人でありますので隣地承諾を得なければならない農地はございませ

ん。 

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３９号を終わります。 

次に、日程第５ 議第４９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４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４９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ページを御覧ください。 

番号１番は、譲渡人が所有する山寺町地先の田、１筆、４，２００㎡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、後継者が不在で、現在所有する農地を耕作していくことが厳し

く、経営規模の縮小のため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。 

今回の取得により譲受人の所有耕作農地が１３，１９９．７㎡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。 
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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、こ

れまでと同様に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、譲渡人が所有する青地町地先の登記地目 田、１筆、 

１，２１６㎡について、番号３番は、譲渡人が所有する青地町地先の登記地

目 田、１筆、１，０６１㎡をお互い自作農地の集約化のために交換するこ

とを検討され、話が整いましたことからこのたびの申請となりました。 

栽培計画ですが、今後も、これまでと同様に水稲を栽培される計画とのこ

とです。 

下限面積ですが、今回の申請により番号２番は８，４７１㎡となり、番号

３番は８，８９８㎡であ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、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

も申請農地で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、地元生産組合から同意されておられ、こ

れまでと同様に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、新浜町地先の畑、１筆、 

３７７．５㎡を贈与にて受贈されようとするものであります。 

譲渡人は高齢のため、当該農地を御長男様に贈与し、世代交代しようと考

えておられ、双方の間で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。 

これまでも御家族で耕作されており、今後も季節野菜を栽培されるとのこ
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とです。 

譲受人の耕作面積は６，７５５㎡であり、農地を受贈された後の耕作面積

も同様でありますので、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、地元生産組合から同意されておられ 

ます。今後もこれまでと同様に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。 

最後に、許可申請書４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は、議席番号●番 ●●委員お願いし

ます。 

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。 

 

●番 

●● 

１番ですが、現地確認しましたところ、水利関係等も影響なくそのまま農

地として利用されることについて支障となることはありませんでしたので、

特に問題なしと判断いたしました。 

２番、３番ですが、先ほど話がありましたとおり譲受人が後継者として今

後農地を有効活用するために田畑の集約を図りたいという意向のもとに農地

交換をされました。現地確認しましたところ、特に問題となることは見当た

りませんでしたので、問題なしと判断いたしました。以上です。 

 

●番 

●● 

昨年の２月に田を贈与されまして、今回は残った部分を贈与したいという

ことです。去年に半分しておられますし、何ら問題ないものと考えておりま

す。御審議の程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 

●● 

４番の件ですが、議案書の登記地目が宅地となっていますが、これは間違

いですか。 

 

事務局 

 

登記地目は宅地ですが、現況は畑でございます。 

 

 

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４９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４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４９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４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５０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５０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、７ページです。併せて本日お渡しの土地利用計画図を御覧くだ

さい。 

本申請地は平成２８年１月２５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、造成工事が行われなかった土地に対し
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て、新たに開発事業の申請がありました。 

その後、当初の許可どおり所有権移転がなされましたが、現在、事業未着

手で今回新たな目的での転用を計画されましたので、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５１号、番号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７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３筆から変更

後の２筆へと変更されます。この中で変更前の上から２つめの土地を２筆に

分筆され、そのうちの１筆を今回申請されました。詳細については、本日お

渡ししたカラー刷りの土地利用計画図を御覧ください。赤線で囲ってある部

分が、平成２８年に農地転用が許可された農地です。それと今回の農地転用

の許可申請地である緑の線で囲ってある部分と重なり合った農地が、今回の

事業計画変更の対象地となります。 

なお、分筆された土地のもう１筆と、農地転用許可済みであり、今回の農

地転用の申請地にも該当しなかった農地に関しては、現在別の開発事業の計

画が進行中であり、これらの２筆はその開発エリアに含まれるため、改めて

その開発の申請の際に事業計画変更承認申請書を提出してもらいます。土地

利用計画図で言いますと、ピンクで塗り潰されたエリアが今後の開発の申請

予定地となっています。 

次に変更の２点目として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。 

最後に変更の３点目として転用の事由ですが、変更前は露天資材置場でし

たが、変更後は休憩所となっています。 

それでは関連する農地法第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。議案書の９ページを御覧ください。 

番号４番は、譲受人が休憩所を建設するため、譲渡人が所有する追分南四

丁目地先の田６筆、計２，８５８㎡を売買にて取得し、転用されようとする

ものです。 

申請地が接道する市道は比較的交通量の多い道路ですが、付近に休憩でき

る施設が少ないことから、この路線を通行する人たちが立ち寄って休憩でき

る食堂を建設することを計画されました。建設予定の食堂は２階建てで、休

憩所と１２２席の客席が設けられます。 

計画では敷地全体に盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁および縁石ブ
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ロックを施されます。 

雨水排水については、前面道路沿いに可変式側溝を設け、水路へと接続し

放流されます。 

申請地の周囲は、田、自己所有の田、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ますが、今後、

市街化の進展が見込まれる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。よって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、対象の農地に根抵当権が設定されているため、権利者からの同意書

が提出されました。 

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。 

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。 

 

本案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この件につきましては、変更の分と併せて、９ページの４番についても現

地確認をさせていただきました。当該地の周囲は道路と田んぼでございます

が、排水につきましては適切に工事されています。農地でございますが、将

来大規模な宅地造成への転用を計画されていることもありまして、隣地承諾

等につきましては確認しませんでしたが、問題ないものと考えております。

従いまして、本件の転用につきましては支障ないと判断させていただきまし

た。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
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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５０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。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第５０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７ 議第５１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９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。 

なお、４番の案件につきましては、先ほどの議第５０号で説明がありまし

たので省略願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第５１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９件です。議案書

は、８ページから１０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１筆、１，６８５㎡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、市内で土木・建築業を営んでおられ、建築足場や太陽光パネル

等の置場を探しておられたところ、譲渡人との間で売買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。 

計画では敷地全体に盛土を行い、隣地境界にはＬ型擁壁およびコンクリー

トブロックを施されます。 

雨水排水については、敷地の東側は既設道路側溝へ放流し、西側は前面道

路沿いに自由勾配側溝を新設し放流されます。 

申請地の周囲は、田、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。 
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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。また当該農地以外に第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２番は、譲受人がまちづくりセンターを新築するため、譲渡人が

所有する青地町地先の登記地目 田、現況地目 畑の土地１筆、９２㎡を売

買にて取得し、転用されようとするものです。 

まちづくりセンター改築の計画では、敷地が既存のまちづくりセンターが

建っている宅地、およびそこに隣接する雑種地、田にまたがっており、当該

農地が今回申請の対象となっております。 

計画では当該農地を含めて全体的に地均しを行い、建物、植栽、駐車場が

整備されます。 

雨水排水については、アスファルト舗装が透水性ですので、地面に浸透し

ます。建物内については、宅内桝を介して既設市道側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、田、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。 

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。また当該農地以外に第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、事業概要見積書および用地の財産取得価格がわかる

評価調整の通知、平成３１年度の市の予算関連資料の提出があり、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、借人が太陽光発電装置を設置するため、貸人が所有する

青地町地先の田２筆、計５５２㎡を賃貸借にて借受けし、転用されようとす

るものです。 

申請者は敷地内に太陽光発電装置を４台設置される計画です。太陽光パネ

ルの総数は合計で２２６枚となり、最大出力は６８．９３ｋＷとなります。 

周囲はネットフェンスで囲い、雨水は西側の水路へ放流される計画です。 

申請地の周囲は、田、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。 

また、太陽光発電設備の設置に関して、経済産業省の認定書の写しおよび

関西電力の系統接続の同意を証する書面の写しを提出されました。 

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。また当該農地以外に第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。 

 

 次に番号４番については、先程の議第５０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番についてですが、まずはこの農地について説明したいと思い

ます。 

当該農地については、昨年の３月の農業委員会において農地買受適格証明

書の交付について御承認いただき、その後、大阪国税局の公売により落札さ

れたところです。 

落札後に譲受人が売却額を国税局に納められておりますが、農地転用の許

可がなければ国税局で所有権移転の手続きができないため、登記事項証明書

に記載の債権者は財務省になっています。したがって本申請は譲受人のみの

単独申請となります。 

それでは今回の申請について説明させていただきます。 

番号５番は、譲受人が専用住宅を建築するため、矢橋町地先の田２筆、計

５２９㎡を公売にて取得し、転用されようとするものです。譲受人は当該地
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を公売で落札後、売却額を納めて取得権利を有しておられます。 

譲受人は現在、市外の実家で親と兄夫婦とお住まいですが、今後の婚姻に

備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、隣地農地への土砂流出を防止するため、

Ⅼ型擁壁を施されます。 

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、田、道路、水路であり、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、市街

化が見込まれる第２種農地と判断されます。また当該農地以外に第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、預金通帳の写し、大阪国税局が発行し

た売却決定通知の写しおよび領収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。 

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６番は、借人が一戸建専用住宅を建築するため、貸人が所有する

矢橋町地先の田 1 筆、４３７㎡を使用貸借にて借受けし、転用されようとす

るものです。 

譲受人は、市外の賃貸アパートに家族４人で暮らしておられますが、子供

の成長に伴い現在の住まいでは手狭になってきたことから、住宅の建築を計

画されました。 

計画では敷地全体に盛土を行い、隣地境界にはＬ型擁壁を施されます。 

雨水排水については、前面道路側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、田、自己所有の田、道路であり、本来は隣接農地の所有

者からの隣地承諾が必要ですが、所有者に開発事業計画の説明をしたところ、

隣地承諾を得られなかったとのことで、説明の経緯報告書を添付していただ

いております。 

また、隣接農地の所有者が耕作機械を通すために、農地として残る部分を

通行することを了承されております。 
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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。また当該農地以外に第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、事業見積書と契約書の写し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。 

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 7 番は、譲受人が自己用住宅を建築するため、譲渡人が所有する

北山田町地先の登記地目 畑、現況地目 雑種地の土地１筆、４０８㎡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、市外の賃貸アパートに妻と子供との５人で居住しておられ

ますが、子供が大きくなると今の住居では手狭になること、また譲受人が市

内に勤務していることなどを考えますと、周辺には田畑があり、自然豊かな

環境であるため、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。 

当該地については、平成２０年から近隣からの要望により露天駐車場とし

て貸しておられ、今回の農地転用にあたり転用の許可なく造成をされている

ことに対して、顛末書を提出されました。 

造成計画については、既に駐車場として利用しており、自然転圧されてい

ることから地均しや造成の工事はございません。 

雨水排水については、会所桝を介して前面道路側溝へ放流される計画です。 

申請地の周囲は、畑、宅地、道路、水路であり、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、市街

化が見込まれる第２種農地と判断されます。また当該農地以外に第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および融資証明書と預

金通帳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
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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８番は、譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する新

堂町地先の田１筆、２８２㎡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、市外のアパートに妻と２人で居住しておられますが、子供を授

かり今後のことも考えると、妻の実家も市内にあり、環境面もよく、自然豊

かなこともあり、当該地に住居を新築したいと考えられ、このたびの申請と

なりました。 

計画では敷地全体に盛土を行い、隣地境界には境界ブロックを施されます。 

雨水排水については、集水桝を介して敷地南側の水路へ放流されます。 

申請地の周囲は、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。 

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ますが、今後、

市街化の進展が見込まれる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。よって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。 

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９番は、譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する芦

浦町地先の登記地目 畑、現況地目 雑種地の土地１筆、２１１㎡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、市外のアパートに妻と２人で居住しておられますが、今の部屋

では狭く、また自身の独立も考えて、当該地での新築を計画されました。 

なお、転用許可を得ずに敷地内を造成してしまったことに対して、顛末書

を提出されました。 

計画では隣地境界には境界ブロックを施されます。 
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雨水排水については、集水桝を介して前面道路側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、自己所有の畑、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。また当該農地以外に第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、事業見積書と契約書の写しおよび融資証明書と預金

通帳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。 

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。 

以上 ９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番から３番までの各案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願

いします。 

５番および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。 

７番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

８番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

９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 

●● 

１番の案件ですが、資料を見ていただきたいと思います。右側が宅地、上

下が道路、左側が田んぼとなっております。田んぼの一部につきましては、

既に露天資材置場にする許可が出ております。従って隣接農地として残りま

すのは左側の上部のところだけでございます。現地確認しましたところ、排

水は、雨水を処理する道路の用水路に流すということでございますので、左

側上部の農地への影響はないと考えました。また、日当たり等も隣接の農地

への影響はありませんので、特に問題なしというふうに判断させていただき
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ました。 

２番の案件ですが、本件はまちづくりセンターの建て替えに伴いまして、

土地を拡張するということでございます。赤線の部分を農地から宅地へ変更

するということでございます。周囲は田んぼとして残っておりまして、農地

への影響があるかどうかの現地確認をいたしました。排水につきましては、

既存の排水路に繋ぐべく用排水路ができますので、特に問題ございませんし、

隣接の農地につきましては、持ち主が譲渡人ということもございまして、特

に問題になるというものではないと判断させていただきました。従いまして、

隣接農地への影響がないことから、本件にかかる転用につきましては支障な

しと判断させていただきました。 

３番でございますが、周囲が宅地化されてきております。半分は家が建っ

ております。一方、北側に農地が残っておりますので、これに対する影響が

あるかということになります。当該地はほとんど宅地に囲まれていて、農地

としてはあまり良好な状態にないということで、太陽光発電に転用されるこ

とにつきましては、やむなしと思います。隣接農地への影響につきまして、

排水を中心に現地を確認しましたところ、上部の農地への影響は特に認めら

れないことから本件の転用につきましては、支障なしと判断させていただき

ました。なお、図の右側の「地目 田、現況 宅地」となっているところは、

農地としては利用されていない状況でございますが、近い将来家が建つと聞

いておりますし、北の田につきましても、近い将来宅地化されるということ

ですので、農地への影響はないと判断いたしました。以上でございます。 

 

●番 

●● 

５番の案件につきましては、先ほど事務局から説明があったとおり、去年

に公売で取得され、今回宅地にするということで、周りの承諾も全て出てお

りまして、問題ないものと考えております。 

次に６番ですが、隣地の農地の所有者全部の同意が得られていないという

ことですが、奥の農地へ行くために敷地内の●●●－●を通ってもらって結

構ですという説明を受けております。水路もきちんとされていますし、問題

ないものと考えております。審議の程よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

 

●番 

●● 

現地を見ましたところ、ここはほ場整備の時に非農用地として確保された

ところでございます。東側には家が建っております。西側は畑として残って

おりますが、隣地承諾を得ておられます。南側と北側に水路を設けておられ

ますし、何ら影響ないと思いますので審議の方よろしくお願いします。 

 

●番 ８番の案件ですが、当該地の北側、西側は以前申請されて宅地化されてお
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●● ります。同じ所有者が持っておられたと思います。１カ所だけ残っていたと

ころを今回申請されたということです。周りに田や畑はございませんので、

農地への影響はございません。雨水排水等もしっかり計画されておられます

ので何ら問題はございません。審議の程よろしくお願いします。 

 

●番 

●● 

当該地は３筆に分筆されて昨年の年度末に１筆が売れて、今回２筆目が売

れたということです。周囲は住宅地なので農地への影響はございません。顛

末書を見ましたし、現地確認で前回転用されたところを見ても問題ありませ

んでしたので、よろしく審議の程お願いします。 

 

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。 

 

●番 

●● 

 

６番の案件ですが、業者の方が奥への進入路について道路を付ける必要が

ないと農業委員会事務局から答えがあったということですが、その辺の見解

はどうなのですか。ここに記入されていますが、奥への土地へは他人の土地

を通りなさい、承諾するということになっていますが。 

 

事務局 

 

家を建設されますと隣地の畑に入りづらくなります。現地を確認しました

ら、あぜ道がありますがそれでは不十分ということで、奥の農地所有者から

の要望に応えてコンクリートの水路と泥上げ場を作り、大体１．５ｍくらい

の幅で通路を確保されます。また、農機具等で入りたいということであれば、

裏の田んぼを通行することも所有者の方は了解されています。従いまして、

新たに道路の拡幅をする必要はないということで申請の受付けをしたもので

ございます。 

 

●番 

●● 

これからいくらでもこういう案件が出てきます。よその土地を通っても良

いということで農業委員会は許可を出すのですか。 

 

会長 この間の農地相談会で、山田地域で進入路がないために３町歩くらいがほ

ぼ耕作放棄地になっていると聞きました。誰がそこの進入路を確保するかと

いうことですが、本来だったら中の農地を持っている方が確保します。自分

の土地と交換してある程度確保するのがベストではないかと思いますが、そ

の辺りは個人の対応ですので、農業委員会としてはあまり口出しできないと

思います。 
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●番 

●● 

田んぼを作るのに水路の採水権は法律であるみたいですが、進入路は法的

にどうなのですか。 

 

事務局長 民法の規定になると思うのですが、囲にょう地通行権、つまり公道に面し

ていない無道路地を所有されている方は道路までの間、囲にょう地を通るこ

とができるという権利なのですが、それを道路までの土地を持っている周囲

の方が権利を保障されるという規定がございます。農地についてもそれが言

えるのではないかという判断で、先ほど言いましたとおり熟慮させていただ

いたということでございます。 

 

推進委員 

●番 

●● 

今の進入路の件ですが、地権者の方が承諾されているのですが、口頭だけ

で良いのですか。それともそれなりの覚書を添えるのですか。長年通ってい

て、何かの拍子にいざこざがあって「通るな」と言われることも考えられま

す。そういうことについてはどういう取り決めにされるのか教えていただき

たい。 

 

●番 

●● 

私も隣の土地を通って田んぼに行っていました。そこは出し合い道でした

が、うちから奥が開発されたので耕作する人がいなくなってしまったため、

手前の人の土地を通っていたのですが、そこは宅地でした。その宅地の所有

者が土地を売って次の人が入ったのですが、もう通らないでくれと言われま

した。法的には通れないと不動産屋から言われました。幸い他のところから

高さはありますが、スロープを付けて入ることができたので良かったのです

が。通っても良いことになっていても次の代になった時に何とも言えません。

水路は水利権がありますが、道路の通行権はあってないようなものなので、

できれば開発する時に、個人間だったら町内会等で話し合ってもらって地権

者同士で道を付けるか絵を描いていかないとなかなか難しいと思います。家

を建てたいけど道が４ｍしかなくて建たない場合、２ｍ分の道の土地を買っ

てでも建てる人もいます。耕作放棄地問題もあるので、奥の土地の地権者と

手前の地権者で誰かに入ってもらって話をするのがベストだと思います。行

政は法的には何もできません。 

 

会長 奥の所有者が自分が負担してでも道を作りたいという意向なのですか。 

 

事務局長 ●●委員のお尋ねは、通行の確保をどう担保するかという趣旨の御質問だ

ったと思いますが、事務局としましては「こうしなさい」という基準は持ち

合わせていません。ただ、法律に照らして通行する権利が確保されているの

であれば許可はやむを得ません。その確保をどういうふうに担保されるかと
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いうところはやはり当事者間の中で書面で交わすとか、そういった方法でお

話をされるしか仕方がないと判断しております。 

 

推進委員 

●番 

●● 

その辺の限界をこちらからアドバイスできるようにしないと、その時は上

手くいったけど後々農業ができなくなったではないかということになりま

す。法的に何か良い方法はないのですか。 

 

会長 法律的に方法がないからみんな悩んでいると思います。方法があれば指導

もできるだろうし。 

私個人の意見ですが、やっぱり中の田を将来売るにしても道を確保してお

かないといけません。他の人も巻き込んで通路の確保に動いておかないとい

けないと思います。そうしないと土地の値打ちがなくなってしまします。は

っきり言って農業委員会が立ち入ることはできないと思います。あとは個人

的に相談してもらわないと仕方ないと思います。 

他に御意見はありませんか。 

 

     （ 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５１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９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５１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９番までの案件は原案のとおり決定いたしま

した。 

次に、日程第８ 議第５２号土地改良事業参加資格者交替の申出につき、

承認を求めることについて、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５２号 土地改良事業参加資格交替の申出につき、承認

を求めることについて説明させていただきます。今月の申出は１件です。議

案書は、１１ページです。 

この申出は、土地改良事業の参加資格者を交替するため、土地改良法第３
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条に基づき農業委員会へ申出されるものであり、農業委員会の承認を要する

ものであります。 

新資格者として申出された方は、現在、市内に多くの農地を所有されてお

られますが、所有農地の全ての事業参加資格を地元農事組合にしており、申

出された方は事業資格を有しておられません。 

今回、当該農地に関して農地の所有者として土地改良事業に参加するため

には、事業参加資格を得なければならず、当該農地の事業資格について、現

資格者から農地の所有者へ交替することで双方合意に至りましたことからこ

のたびの申出となりました。 

なお、草津用水土地改良区から農地所有者が当該農地に関して事業参加資

格を得ることについて副申いただいております。 

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 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５２号 土地改良事

業参加資格者交替の申出につき、承認を求めることについて、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５２号 土地改良事業参加資格者交替の申出につき、承認を

求めることについては、原案どおり承認されました。 

次に、日程第９ 議第５３号草津市農業委員会委員の辞任につき、同意を

求めることについて、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５３号 草津市農業委員会委員の辞任につき、同意を求

めることについて説明させていただきます。議案書は、１２ページです。 

●番委員であります、●●委員につきましては、このたび３月１５日をも

って委員を辞任したい旨の意向を示され、平成３１年２月２０日付けで当委

員会に辞任届が提出されました。 
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つきましては、農業委員会等に関する法律第１３条第１項の規定に基づき、

本委員会での同意が必要なことから、同意が得られ、併せて市長の同意も得

ましたら職を解く手続きを進めたいと考えておりますので、御審議賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

会長 ありがとうございました。これより、質疑に入りますが、辞任に伴う今後

の対応につきましては、後ほどの「協議・報告事項」の中で協議させていた

だきますので、ここでは議案についての質疑がありましたらお願いします。 

ただいまの、事務局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５３号 草津市農業

委員会委員の辞任につき、同意を求めることについて、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５３号 草津市農業委員会委員の辞任につき、同意を求める

ことについては、原案どおり同意されました。 

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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