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第 22 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 平成３１年４月１０日（水） 午後２時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ８ 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 ９ 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 １０ 号 

   農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解約通知について（報告） 

 

第 ５  議第 １１ 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 １２ 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 １３ 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 １４ 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 ９  議第 １５ 号 

   農用地利用集積計画（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  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 
      

 
なし         

 
         

 
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 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 
 
田中 好紀 参事 

 
服部 英亜 主査 

 
中鹿 誠 

   

総合政策部 理事 松下 正寿  環境経済部 部長 藤田 雅也 

 環境経済部 副部長 岡田 芳治  農林水産課 課長 太田 一郎 
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農林水産課  井上 匡史  農林水産課  町田 華 
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事務局 

中鹿 

定刻となりましたので、ただいまから農業委員会総会を開催いたします。 

それでは会長よろしくお願いします。 

 

会長 会議に入ります前に、この４月１日付けで、環境経済部および農業委員会

事務局に、人事異動がございましたので、報告いたします。 

環境経済部の松下部長が総合政策部公社担当理事に転任され、後任に藤田

副部長が環境経済部長に就任されました。 

また、藤田副部長の後任に、農林水産課から岡田課長が環境経済部副部長

に就任されました。 

当事務局では、杉江事務局長が退職され、後任に発達支援センターの田中

所長が農業委員会事務局長に就任されました。 

また、舟木参事が危機管理課課長として転任され、後任にまちづくり協働

課の服部参事が当事務局参事に配属されました。 

それぞれ、ごあいさつをいただきます。 

 

 （松下理事、藤田部長、岡田副部長、田中局長、服部参事 あいさつ） 

 

会長 ありがとうございました。 

なお、舟木課長におかれましては、他の公務と重なっており欠席でござい

ます。先ほど、総会が始まる前に来られて皆様にあいさつをされていたと思

いますが、皆様にはお世話になりましたとのコメントをいただいております。 

退職された方、転任されました方には、今後の御活躍を御祈念申し上げま

す。 

また、新たに就任されました方には大変お世話になりますが、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

なお、松下理事、藤田部長、岡田副部長は、公務により、ここで退席され

ます。 

 

 （松下理事、藤田部長、岡田副部長 退席） 

 

事務局長 

 

ありがとうございました。 

それでは、総会に入らせていただきます。 

出席委員につきましては農業委員１３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。 

推進委員さんにつきましては、１０名中 ８名の出席をいただいておりま

す。 
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 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、以降の進行を会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 改めましてこんにちは。 

お忙しい中御出席賜りましてありがとうございます。 

平成３１年の新年度最初の総会であり、平成最後の総会になります。あと

２０日すれば新しい元号が始まります。どんな時代になるかは分かりません

が、精いっぱい新しい時代を生き抜いていきたいと思います。 

昨日はものすごく暑くて、今日は一転して寒いので体調管理に気を付けて

いただきたいと思います。 

今年の冬は暖冬傾向で、麦の生育は良いように聞いておりますが、逆に野

菜は豊作すぎて、今まで経験したことがないような安値が続いております。

現在も影響が残っておりまして、いつごろ相場が回復するか先が見えない状

況です。 

また、暖冬の影響としては琵琶湖の全層循環が今年はありませんでした。

今までは冷たい水が底に行って、そこの水が上に上がって循環して琵琶湖の

水の中に酸素が供給されていたのですが、水温が高すぎて下まで行かず、そ

この水がそのままになったということなので、今後どのように影響が出てく

るか分かりません。異常な暖冬でいろいろなところに影響が出ています。 

では、ただいまから第２２回 草津市農業委員会総会を開会します。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしておりますとおりであ

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。 

 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３番  

福井 義  委員、議席番号９番 井上 忠彦 委員、以上の両人を指名いた

します。 

 次に、日程第２ 報告第８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８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ページでございます。 

はじめに番号１番は、届出人が共同住宅・長屋住宅を建築するため、本人

が所有する追分南三丁目地先の田４筆、計１，８３４㎡を転用されようとす

るものです。 

計画では、地上４階建て、１６戸の共同住宅と、地上３階建て、１２戸の

長屋住宅を予定されています。また、隣地には分譲宅地の造成が計画されて

おり、併せて届出がなされました。 

敷地全体には盛土を行い、敷地周囲はＬ型擁壁工を施します。 

雨水排水については、会所桝を介して西側水路へ放流されます。 

敷地周囲は、同時申請の田、鉄道用地であり、隣地承諾を得なければなら

ない農地はございません。 

また、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

許可としました。 

 

 次に番号２番は、届出人が事務所用地を整備するため、本人が所有する渋

川二丁目地先の畑２筆、計９２３㎡を転用されようとするものです。 

計画では、敷地内に鉄骨造り２階建ての事務所を建築され、２８台分の駐

車場と緑地を整備されます。 

事務所の建築予定地にはコンクリート舗装をし、敷地内はアスファルト舗

装をされます。 

雨水排水については、敷地の北側は既設道路側溝へ放流し、南側は会所桝

を介して水路へ放流されます。 

敷地周囲は、自己所有の畑、宅地、雑種地、水路、鉄道用地であり、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３月１８日付け、番号２番

につきましては３月８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 ） 
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会長 発言が無いようですので、報告第８号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第９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」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９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２件です。議案書は３

ページから４ページでございます。 

はじめに番号１番は、市内で不動産業を営む譲受人が分譲宅地を造成する

ため、譲渡人が所有する追分南三丁目地先の田１０筆、７，５４０㎡を売買

にて取得されようとするものです。 

計画では、３３区画の分譲宅地を予定されています。敷地内には公園と調

整池も整備されます。また、隣地には共同住宅・長屋住宅の建築が計画され

ており、併せて届出がなされました。 

敷地全体には盛土を行い、敷地周囲はＬ型擁壁工を施します。 

雨水排水については、会所桝を介して西側水路へ放流されます。 

敷地周囲は、同時申請の田、宅地、道路水路、鉄道用地であり、隣地承諾

を得なければならない農地はございません。 

また、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

時許可としました。 

 

 次に番号２番は、市外で不動産業を営む借人が共同住宅を建築するため、

貸人が所有する野路東四丁目地先の田１筆、１，９１２㎡を賃貸借にて借受

し、転用されようとするものです。 

計画では、５階建て、４０戸の学生用のワンルームマンションを２棟建築

される予定です。それぞれの敷地内に２０台分の駐車場を設けられます。 

敷地全体には盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁を施します。 

雨水排水は、敷地内のＵ字溝で集水し、前面道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、転用予定の宅地、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。 

また、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

時許可としました。 

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
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は、問題ないものとし、番号１番につきましては３月１８日付け、番号２番

につきましては３月１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９号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第１０号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸

借の解約通知について」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 

 

それでは、報告第１０号について説明させていただきます。議案書の５ペ

ージを御覧ください。 

この届出は、農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解除通知であり、

農地法第３条による賃貸借の設定を解除するものです。今回、１件の届出が

ありました。 

番号１番は、賃借人は賃貸人が所有する、下笠町地先の田、１筆、 

２，２５９㎡について、農地法第３条による賃貸借の設定をしておりました

が、今回、解約をしたいとの申出がありました。 

解約に至った事由につきましては、他の方に当該農地を貸すことになって

おり、双方合意により解除されようとするものです。 

なお、この解約通知書につきましては、平成３１年２月２７日付けで受理

しております。 

以上、賃貸借の解除通知１件について、添付書類等確認いたしましたが、

不備等はなく、受理いたしましたので報告いたします。 

 

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１０号を終わります。 

次に、日程第５ 議第１１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」を議題とし、事務局から議案の朗読と説明を

願います。 
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事務局 

 

続きまして、議第１１号 農地法第３条第１項の規定による許可について 

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１件

です。議案書の６ページを御覧ください。 

番号１番は、譲受人２名は、譲渡人が所有する矢橋町地先の田、１筆、 

５６９㎡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、高齢で農作業を行うことが困難なことから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、隣接農地で耕

作されておられます譲受人が当該農地を取得することで一体的に耕作できる

ことから、双方の間で売買による権利移転の話が進みましたので、このたび

の申請となりました。 

今後、譲受人は、水稲を作付される計画です。 

譲受人の耕作面積は今回の取得で８，９９１㎡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。 

許可申請書１件について、添付書類等を確認いたしましたが、不備等はな

いと考えますので、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。 

 

●番 

●● 

事務局から説明があったとおり、譲受人は隣を耕作しておられ、一体的に

耕作したいということで、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 

●● 

譲受人が２名になっていますが、親子関係ですか。 

 

 

事務局 

 

はい、親子関係です。 

 

 

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１１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」は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第６ 議第１２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 

 

議第１２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１件です。議案書は、７ページです。 

番号１番は、申請人が露天駐車場を整備するために、本人が所有する矢橋

町地先の登記地目 田、現況地目 畑の土地２筆、計３５４㎡を転用されよ

うとするものです。 

申請地の周辺には駐車場が少なく、路上駐車対策として駐車場が必要とさ

れており、市道に面していて車の出入りにも便利な当該地を選定されました。

敷地内には乗用車１８台分の駐車スペースを設けられる予定です。 

申請地の周囲は、自己所有の田、道路、水路であり、隣地承諾を得なけれ
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ばならない農地はございません。 

敷地全体に切盛土を行い、雨水は水路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。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。 

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、不備等はないと考えますので、

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 

●● 

譲受人は他にも農地を持っておられますが、高齢で耕作するのが辛いとい

うことで駐車場にするということでありました。現地を見に行ったところ、

別に問題ないと考えております。審議のほどよろしくお願いします。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。 

 

 ( 挙手多数 ) 

 

会長 挙手多数であります。 
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よって、議第１２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１３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 

 

議第１３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、８ページです。 

本申請地は平成１６年２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、造成工事が行われなかった土地に対し

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１４号、番号１４番についてもここで

併せて説明させていただきます。 

まず、事業計画変更でございます。それでは議案書の８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２点です。 

まず変更の１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。 

次に変更の２点目として転用の事由ですが、変更前は事務所でしたが、変

更後は露天資材置場となっています。 

続きまして、第５条許可申請でございます。 

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１３ページ、１４ページを御覧ください。ただい

ま説明させていただきましたように、申請地のうちの１筆について事業計画

変更書が提出されました。 

番号１４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

芦浦町地先の畑１２筆、計１，４５２㎡を売買にて取得し、転用されようと

するものです。 

申請者は今後の事業展開の準備として、土木建築用の資材置場を必要とさ

れ、今回の申請を考えられました。 

敷地全体には盛土を行い、隣地との境界には張コンクリート工と境界工を

施されます。 
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雨水排水については、西側の水路へ放流されます。 

申請地の周囲は、畑、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１件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないと考えますので、

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、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。 

番号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 

●● 

最初の８ページの案件では事務所を建設されるということでしたが、水道

等がまだ整備されておりませんので、未着工になっておりました。 

今回、周辺が開発されるということで最後に説明がありました１２筆が土

木関係の材料置場で申請されております。ゆくゆくは宅地になるということ

を聞いております。変更後の土地を業者に売るということです。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。 
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 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第１３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」は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第８ 議第１４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」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、１４番の案件につきましては、先程の議第１３号で説明がありまし

たので省略願います。 

 

事務局 

 

議第１４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１４件です。議案

書は、９ページから１４ページです。 

まず番号１番は、譲受人が建売分譲住宅を建築するため、譲渡人が所有す

る山寺町地先の田５筆、計４，８４３㎡を売買にて取得し、転用されようと

するものです。 

当該地は分譲住宅立地区域にあり、周辺地域と交渉した結果、まとまった

面積で土地利用が行えるようになったため、今回申請をされました。敷地内

には分譲戸建住宅を１７戸と、集会所および公園を設けられる予定です。 

敷地全体には盛土を行い、コンクリート舗装をします。調整池の部分は切

土を行います。隣地との境界にはＬ型擁壁工が施されます。 

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る計画です。 

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。 
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また、都市計画法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。 

なお、３，０００㎡を越える転用許可申請であることから去る４月８日に

県農業会議審議委員による現地調査を実施していただき、来たる４月１９日

の常設審議会の諮問案件となっております。 

 

 次に番号２番と番号３番とは関連がありますので、併せて説明させていた

だきます。番号３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

る岡本町地先の田１筆、２０９㎡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３番は、借人が露天駐車場を整備するため、貸人が所有す

る岡本町地先の田２筆、計１，００３㎡を賃貸借にて借受し、転用されよう

とするものです。 

申請者は事業拡大に伴い、従業員を増員するために駐車場が必要になりま

した。そこで会社からも近く、必要な面積が確保できる土地として当該地を

選定されました。敷地内には普通車４６台分の駐車スペースを確保される予

定です。 

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。 

敷地全体には盛土を行い、西側の水路は現状では深さが十分でないため、

掘り下げを行われます。 

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、事業見積書と残高がわかる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番は、借人が露天資材置場を整備するため、貸人が所有する岡

本町地先の田５筆、計２，４６１㎡を賃貸借にて借受し、転用されようとす

るものです。 

申請者は建築資材、ダンブカー、残土などを置く土地が必要なため、露天

資材置場として事務所に近く便利な当該地を申請されました。 
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当該地については、平成７年に名神高速道路拡幅工事の残土搬入し、後日

いったんは原状復旧されました。しかしその後にも土を搬入したり、資材置

き場として使用して現在に至ったことから、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、既に資材置場として利用しているため、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、田、宅地、道路、原野、山林であり、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、既に造成が終わっており工事費用は発生しないため、

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５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４７８㎡を売買にて取得し、転用されようとするもの

です。 

申請者は現在市内のアパートに妻と子との３人で居住しておられますが、

もう一人子供が増えることから今の住居では手狭になるため、新居の建築を

計画されました。 

敷地全体には盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁工および境界ブロッ

ク工が施されます。 

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、自己所有の田、雑種地であり、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



17 

 

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、事業見積書と住宅ローン証明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番から番号１１番とは関連がありますので、併せて説明させて

いただきます。 

番号６番は譲受人が自己用住宅を建築するため、譲渡人が所有する山田町

地先の田１筆、１６５㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請者は現在市内で両親所有の住宅に妻と２人で居住しておられますが、

子供が生まれた時のことを考えて、新居の建築を計画されました。 

次に番号７番は譲受人が自己用住宅を建築するため、譲渡人が所有する山

田町地先の田２筆、計２１３㎡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との３人で居住しておられますが、

子供の成長に伴い必要なものも増え、またもう一人子供が増えることから今

の住居では手狭になるため、新居の建築を計画されました。 

次に番号８番は譲受人が自己用住宅を建築するため、譲渡人が所有する山

田町地先の田２筆、計２９２㎡を売買にて取得し、転用されようとするもの

です。 

申請者は現在市内の賃貸住宅に妻と２人で居住しておられますが、子供が

生まれた時のことを考えて、新居の建築を計画されました。 

次に番号９番は譲受人が自己用住宅を建築するため、譲渡人が所有する山

田町地先の田１筆、１６５㎡を売買にて取得し、転用されようとするもので

す。 

申請者は現在市内の賃貸住宅に妻と２人で居住しておられますが、子供が

生まれた時のことを考えて、新居の建築を計画されました。 

次に番号１０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

山田町地先の田２筆、計２１６㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 
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申請者は現在市外の賃貸住宅に妻と子との３人で居住しておられますが、

子供の成長に伴い必要なものも増え、今の住居では手狭になるため、新居の

建築を計画されました。 

次に番号１１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

山田町地先の田２筆、計３２４㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

申請者は現在市内の賃貸住宅に妻と子との３人で居住しておられますが、

子供の成長に伴い必要なものも増え、今の住居では手狭になるため、新居の

建築を計画されました。 

敷地全体には盛土を行い、隣地境界にはＬ型擁壁工を施されます。 

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、同時申請の田、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住宅ローン証明書

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１２番と番号１３番とは関連がありますので、併せて説明させて

いただきます。 

番号１２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１７３㎡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、現在マンションに妻と２人で居住しておられますが、申請地の

隣地に娘夫婦が一軒家を購入し居住するに伴い、今後居住するのに当該地が

最適だと判断されました。 

番号１３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、現在賃貸住宅に妻と２人で居住しておられますが、将来生まれ
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る子供のことを考えて一戸建ての購入を決められました。 

敷地全体には盛土を行い、隣地との境界にはＬ型擁壁工およびコンクリー

トブロック工を施します。 

雨水排水については、宅内の会所桝を介して敷地南側の市道側溝に放流さ

れます。 

申請地の周囲は、同時申請の田、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。 

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、番号１２番については、事業見積書と契約書と退職

手当支給明細書の提出があり、番号１３番については、事業見積書と契約書

と住宅ローン証明書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。 

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１４番については、先程の議第１３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。 

以上１４件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないと考えますの

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、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。 

番号１番から番号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 

●● 

番号１について説明させていただきます。 

図面の２ページ目を見ていただきたい。本件の周囲は２方向が道路、１方

向が老人ホーム、１方向が工場となっておりまして、周囲に農地はありませ

ん。したがいまして、この転用による隣接農地への影響はありません。水利

関係ですが、この地域を流れている水路につきましては下流側の農地への配

慮が十分であることを確認しましたので、問題はないと判断させていただき
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ました。 

続きまして、２番でございますが、３番と同時申請になっております。隣

接する農地を駐車場に変えるということでございますが、周囲につきまして

は１方向が道路、１方向が宅地で残り２方向が農地に隣接しています。北側

に水路が流れておりまして、それを介して隣の農地と接しておりますが、こ

の水路は少し底が浅くて場合によっては隣接する農地に水がしみ出してぬか

るむ可能性がありますので、この水路を深く掘り下げる必要があると判断し、

その旨コメントさせていただきました。北の農地につきましては、影響はほ

とんど出ないものと考えておりますし、その土地の所有者からも承諾をいた

だいておりますので、特に問題はないと思います。本件の転用につきまして

支障はないと判断させていただきました。 

続きまして、４番でございますが、先ほど話がありましたように、北側に

名神高速道路があり、その側道に接していることもあり、農地が無断で廃材

置場や資材置場等に転用されていました。この件につきましては、正式に農

地から資材置場に地目を変えるということでございます。経緯等につきまし

ては始末書がでています。周囲につきましては、宅地と山林と道路と、南側

に一部農地がありますが、農地につきましては隣接地として承諾書をいただ

いておりますし、関係も親戚関係ということもありまして、特に大きな問題

になることもありません。従いまして、隣地への影響はありません。周囲を

現地確認いたしましても、他に問題が見当たらなかったので、本件の転用に

つては問題はないと判断いたしました。以上です。 

 

会長 番号５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 

●● 

５番の件につきまして、別紙の地図を見ていただいたら分かるように周囲

は順番に住宅が建ってきており、今回この図面の部分をしたいということで

あり、別に問題はないと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

会長 番号６番から番号１１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 

●● 

６番から１１番の件につきまして説明いたします。 

この土地に関しては、地元の町内会長ならびに生産組合長ともお会いいた

しまして、事前に現地を確認していただきました。開発されるのもやむを得

ないとの御意見をいただいております。当該地の近くには他町の田んぼもご

ざいまして、そこの生産組合長から南側の水路を確保してほしいとの要望が

ありました。開発業者にお話ししたら水路確保するということでした。あと
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は事務局の方から説明があったとおりでございますので、何ら問題はないと

思いますので、審議の方よろしくお願いします。 

 

会長 番号１２番および番号１３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 

●● 

この土地は以前も申請があったとおり１筆の土地を７区画に分けて売買さ

れておりますので、今回もその一部が２件出てきております。 

場所は浜街道筋の片岡バス停付近を東側に入った場所になります。農用地

区域外の農地でございまして、２筆に分かれていると思いますが、１４㎡の

部分も確認を取っております。宅地はこれで最後になると思います。隣接農

地はありませんので、何ら問題はないと思います。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。 

挙手全員であります。 

よって、議第１４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」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、日程第９ 議第１５号「農用地利用集積計画（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 

●● 

４月１日より農林水産課長を務めさせていただいております●●です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

本日は、議第１５号として、農用地利用集積計画（案）の決定につき、議

決を求めることについて御審議を賜りたいと思います。詳しい説明は担当か

らさせていただきます。 

 

農林水産課 農林水産課の●●が担当させていただきます。 
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●● 議第１５号 平成３１年４月３０日公告分 農用地利用集積計画（案）に

ついて御説明申し上げます。 

農業経営基盤強化促進法第１８条に、市町村は農林水産省令で定めるとこ

ろにより農業委員会の決定を受けて農用地利用集積計画を定めなければなら

ないとの規定があり、農業委員会の決定を求めるものです。 

まず、お配りしています「農用地利用集積計画（案） 平成３１年４月１

日公告」を御覧いただきたいと思います。 

まず、利用権設定面積集積と書かれているページについて説明いたします。

平成３１年４月３０日に利用権設定する面積といたしましては、全体で 

２８４筆で、面積は４４０，９８９．７１㎡となります。内訳といたしまし

ては、田が２５４筆で、面積は４２４，１４１㎡、畑が１９筆で面積は 

１３，５３９㎡です。その他が１１筆で面積は３，３０９．７１㎡です。 

 右側の表は平成３１年５月１日現在で設定されている利用権の累計数値で

ございます。全体の合計筆数は３，４３３筆、面積は５，３７７，１９９．

９㎡となっております。内訳といたしましては、田が３，２９３筆で、面積

は５，２６５，１２５．１９㎡です。畑が１２９筆で、面積は 

１０８，７６５㎡、その他が１１筆で３，３０９．７１㎡です。 

 また、一番右の表は平成３１年５月１日付利用権設定予定の筆数を設定期

間別に集計したものです。３年未満が７８筆、３年以上６年未満が１７１筆

（うち３年が２１筆）、６年以上９年未満が０筆、９年以上１２年未満が２２

筆（うち９年が３筆）、１２年以上が１３筆、計２８４筆です。 

個々の設定につきましては、２ページ以降に掲載しておりますが、詳細な

説明は省略させていただきます。 

以上で平成３１年４月３０日公告 農用地利用集積計画（案）の内容につ

いての説明を終わります。 

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、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。 

 

●番 

●● 

質問ですが、表の見方が分からないので補足説明をお願いしたい。 

最初の左上にある「５月１日設定となるもの」のところですが、再設定と

いうのが分からないので説明をお願いしたい。 

もう１点は、下の内訳の田、畑、その他とありますが、その他というのが

分からないので教えていただけると嬉しいです。 

それと一番下の欄のところで、農地中間管理事業の集積面積のところが平

成３１年５月１日では全部ゼロで以前のものと合わせると９５筆ということ
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は、新たに農地中間管理機構に利用権設定された農地は無かったと理解して

よろしいのでしょうか。 

 

農林水産課 

●● 

 

まず、利用権設定面積集計の「内再設定」の意味合いにつきましては、こ

れまで利用権設定がかけられたものがもう一度再設定されたものということ

になります。更新されたもの、また期間が飛んで再度設定されたものも集計

しています。 

２点目については、「田、畑、その他」のその他を具体的に申し上げると、

農用施設用地のことを指しております。利用権設定促進事業の対象の土地は

第１が農用地、第２が混牧林地、第３が農業用施設に供される土地、第４が

開発して農用地または農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土

地と解されておりますので、その３つ目の農業用施設に供される土地という

ことで、その他に分類させていただいております。 

３点目の農地中間管理事業で５月１日付で設定されるものが無いというこ

とについてでございますが、個人間の相対で行われるものであるとか、ＪＡ

を介する受委託については５月１日付の公告でさせていただいております。

農地中間管理事業につきましては、また別日に公告させていただきます。別

途募集期間がございますので、またその都度農業委員会に御審議賜りたいと

考えております。以上です。 

 

会長 ありがとうございました。●●委員よろしいですか。 

 

●番 

●● 

確認ですが、「内再設定」の意味ですが、以前から利用権設定されていてち

ょうど期間が来たものという解釈でよろしいですか。 

 

農林水産課 

●● 

はい。 

 

 

●番 

●● 

農地中間管理事業はこれから募集されるのですね。まだ期限が来ていない

から入らないという解釈ですね。いつごろ集計されるようになってくるので

しょう。 

 

農林水産課 

●● 

年２回でして、１回目の受付は例年どおり５月１日から６月末までです。

２回目は９月末から１１月初めまでです。内容を精査させていただきまして、

農業委員会に諮らせていただきたいと思っております。 

 

会長 他に何か御意見・御質問はございませんか。 
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●番 

●● 

連番の９２番から１６５番まですごい面積を設定されていますが、これは

訳があるのですか。 

 

農林水産課 

●● 

９２番からずっと農事組合法人が借り手となっておりまして、こちらにつ

きましては、６年前に受委託が設定されたものでして、今回は受委託を通さ

ずに相対の方で再設定されたものです。 

 

会長 よろしいですか。 

 

●番 

●● 

はい。 

 

 

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１５号「農用地利用集積計画（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３時５０分 
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