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第 28 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年１０月１０日（木） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ２４ 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 ２５ 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（報告） 

 

第 ４  報告第 ２６ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ５  議第 ３１ 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 ３２ 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 ３３ 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 ３４ 号 

   農用地利用集積計画（案）【農地中間管理権】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  

 

６番  久保 昇 ７番  山本 英裕 ８番  小寺 繁隆 

 

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  ５番  中島 由富  ９番  井上 忠彦 

 
         

 
農地利用最適化推進委員       

会議に出席した委員 
      

 
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 
 
田中 好紀 参事 

 
服部 英亜 主査 

 
中鹿 誠 

 

農林水産課 
  

  課長  太田 一郎  町田 華 
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事務局長 

 

皆さん、おはようございます。お集まりいただきありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから第２７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、５番中島委員、９番井上委員が欠席されております

が、１４名中１１名に御出席いただいており、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、以降の進行を会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 収穫の方はほぼ終わりに近づいていると思います。皆さんもニュース等で

御存じだと思いますが、また大きな台風が近づいています。収穫が終わった

とはいえ、個人の持ち物が荒れるような台風が来ると大変困ります。草津市

に被害がないことを祈っております。 

それでは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付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。 

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８番 小寺 繁隆 委員、以上の両人を指名いたし

ます。 

 次に、日程第２ 報告第２４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。 

 

事務局 

 

それでは、報告第２４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ページでございます。 
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番号１番は、届出人が共同住宅を建設するため、本人が所有する東草津二

丁目地先の登記地目田、現況畑の土地および畑の２筆、計５４４㎡を転用さ

れようとするものです。 

計画では、隣地との境界にはコンクリートブロックを設置し、アスファル

トで舗装のうえ、２階建て８戸のワンルームマンションを建設されます。 

敷地周囲は、道路および宅地であり、隣地承諾を得なければならない農地

はございません。 

 

 番号２番は、届出人が露天駐車場を整備するため、本人が所有する矢倉二

丁目地先の登記地目 田、現況 畑の農地１筆、１，１８０㎡を転用されよ

うとするものです。 

隣地との境界には境界コンクリート工を施し、敷地全体に盛土を行います。

雨水排水につきましては、Ｕ字溝を設置し、集水桝を介して放流されます。

４１台が駐車できる計画となっております。 

周囲は、道路および里道であり、隣地承諾を得なければならない農地はご

ざいません。 

 

 番号３番は、届出人が共同住宅を建設するため、本人が所有する追分南六

丁目地先の登記地目 田、現況 畑の農地１筆、９９４㎡を転用されようと

するものです。 

計画では、鉄骨造３階建てワンルーム２７戸の共同住宅の建設となってお

ります。切土、盛土を行い、前面道路高に合わせます。雨水排水につきまし

ては、敷地中央部、共同住宅と駐車場との間にＵ字溝を設置し、既設道路側

溝へと放流されます。 

周囲は、畑、道路および自己所有地であり、農地所有者からは隣地承諾を

得られております。 

本届出につきましては、「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、番号２ともに９月６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３ 報告第２５号農地法第５条第１項第６号の規定による届



5 

 

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２５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

ページでございます。 

はじめに番号１番は、譲受人が住宅用地として、譲渡人が所有する南草津

プリムタウン土地区画整理事業区域内の田１筆３４９㎡を売買にて取得し、

転用されようとするものです。 

周囲は、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。 

本案件は、譲受人とその妻との共有名義にするとのことで、８月１３日に

転用届が提出され、９月３日付けで受理しておりましたが、今回、譲受人の

単独名義にしたいとのことで再度届出がなされたものでございます。 

 

 次に番号２は、借人が一戸建て専用住宅建築のため、貸人が所有する西矢

倉三丁目地先の田、１筆４４８㎡を使用貸借にて借り受け、転用されようと

するものです。 

隣地との境界にはＬ型擁壁およびコンクリートブロックを設置のうえ、敷

地全体に盛土を行います。 

雨水排水につきましては、会所桝を介し、前面道路側溝へ放流されます。 

周囲は、道路、水路、宅地であり、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９月１９日付け、番号

２番につきましては９月３０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２５号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第２６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。 
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事務局 

 

それでは、報告第２６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２件です。議案書の４ページを御覧ください。 

番号１番は、届出人が南山田町地先の田１筆、５０９㎡を田から畑へ変更

されようとするものです。 

当該地は、今回農地転用の許可申請がされた農地に隣接しており、自家用

の野菜を栽培するために今回地目変更の届出をされました。造成については、

もともと土地の高低差があまりないので、地均し程度とのことです。 

計画では、自家用でだいこん、キュウリ、ししとう、トマトを作付される

予定です。 

田から畑へと利用変更することにより、農業用水の利用が必要でなくなる

ことから、草津用水土地改良区の決済の手続きは完了しております。 

隣地関係については、周囲は農地転用許可申請中の田および宅地、道路で

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もございません。 

 

 番号２番は、届出人が下笠町地先の田１筆、６８８㎡を田から畑へ変更さ

れようとするものです。 

当該地は、もともと用水の取水が困難であり、３年前に水路の変更がなさ

れてから更に取水が困難となったため、今後は道路の高さに土盛りして畑作

を行いたいと考えられ、今回地目変更の届出をされました。 

計画では、自家消費用野菜を作付される予定です。 

田から畑へと利用変更することにより、農業用水の利用が必要でなくなる

ことから、草津用水土地改良区の決済の手続きは完了しております。 

隣地関係については、周囲は宅地、商業施設、道路であり、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

響もございません。 

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

等はなく、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２６号を終わります。 

次に、日程第５ 議第３１号農地法第３条第１項の規定による申請に対し、
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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３１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・権利設定にかかる申請です。議案書の５ペー

ジを御覧ください。 

番号１番については、譲受人は譲渡人が所有する北山田町地先の畑１筆、

３２０㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地については土地改良の整地が完了した頃から譲受人の父親が借用し

耕作しておられましたが、今回の譲受人もその継承人であり営農者として、

息子さんとともに農業に従事しておられます。一方で譲渡人は高齢であり、

農業後継者もいないため、従来から耕作してもらっている今回の譲受人に当

該地の譲渡を決意されたところ、両者の間で売買による権利移転の話が進み、

このたびの申請に至りました。 

栽培計画については、今後は、水稲および大根、ほうれん草を作付される

予定です。 

今回の取得により譲受人の耕作農地が１０，６４３㎡となりますことから、

下限面積の要件（第５号）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、第１号の全部効率化要件

については、現在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

も全ての農地を効率的に利用して耕作されるものと判断します。 

次に第２号の法人要件および第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。 

第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。 

第７号の地域調和要件については、譲受農地の地域生産組合に農地取得後

の耕作ルール、農地の保全等について調整されておられますことから、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。 

以上、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 ありがとうございます。以上で事務局の説明が終りました。 

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
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らびに補足説明をお願いするところですが、本日●番 ●●委員が欠席です

ので、●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

私は現地を確認しておりませんが、●●委員から聞いております。譲受人

が耕作している農地の売買ということなので何ら問題ないと思います。よろ

しくお願いします。 

 

会長 ありがとうございます。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３１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、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３１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番の案件は原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第６ 議第３２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、１番と２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 

 

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２件です。議案書は、６ページです。 

番号１番ですが、こちらは、所有者が成年被後見人でありますことから、

成年後見人であります娘さんが代理人として４条の申請をなされたものでご

ざいます。申請人の母親の自己用住宅として利用するため、母親が所有する

矢橋町地先の登記地目 畑、現況 宅地の土地１筆、４７６㎡を転用されよ

うとするものです。 

当該地は、昭和３０年代には申請者家族の御自宅として利用されておりま

したが、転用手続きがとられておらず、今回、顛末書を添付のうえ、申請が
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なされました。敷地周囲は、宅地および道路であり、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、顛末案件であり、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。 

 

 次に番号２番は、申請人が離れ、駐車場、倉庫、物置として利用するため、

本人が所有する集町地先の登記地目 田、現況 宅地の土地３筆、計８８７

㎡を転用されようとするものです。 

当該地は、明治から昭和２０年代にかけ、申請人の先代、先々代により倉

庫、物置等が建築され、既に自宅敷地の一部として利用されており、今回、

経過書添付のうえ、申請がなされました。 

敷地周囲は、宅地および自己所有地であり、隣地承諾を得なければならな

い農地はございません。 

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、顛末案件であり、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２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。 

まず１番の案件につきまして、議席番号●番 ●●委員の担当ですが、本

日欠席です。この件につきましては、顛末案件で追認となりますので、先ほ

どの事務局からの説明で代えたいと思います。 
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２番の案件につきまして、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

２番の案件でございますが、こちらも顛末案件となっておりまして、私が

小さい頃には既に宅地化されており、周囲に田畑はございません。集落の中

心に近く、田畑が全然ないところで、昭和初期くらいに宅地化されたものと

思われます。顛末案件でございますので、既に建物等が建っており、先代か

らということで経過書を付けていただいておりますので、何ら問題ないと思

われます。よろしくお願いします。 

 

会長 ありがとうございます。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 

●● 

１番の転用目的の自己用住宅というのは間違いないでしょうか。 

 

 

 

事務局 

 

申請は自己用住宅となっております。 

 

 

事務局長 追認ですので、昭和３０年代くらいには既に建っている集落の中の住宅と

いうことです。手続きができていなかったということで、何十年か経ってか

らの申請ですが、あくまでも成年被後見人が住んでいた家ということになる

ので、表現的にはこういう表現になります。その後につきましてはどうなる

か分かりませんので、とりあえず手続きとして、地目が畑でございますので、

地目を変更するにはこの手続きが必要となってきますから、顛末案件という

形で申請されたと思っております。 

 

会長 よろしいでしょうか。 

 

推進委員 

●番 

●● 

そこは分かるのですが、住宅が荒廃して危険だと周囲が見ておられるので、

自己住宅であれば整地されてからの自己住宅なのかと思っているのですが。 

 

 

事務局長 草が生えて木が茂っているということをおっしゃっていると思いますが。

お母様はそこには住んでおられなくて、法的な後見人である娘さんが付いて

いるということです。逆に考えますと、今の時点でこういう申請をされてき
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ておられるということからすると周りに迷惑がかからないような形、あるい

は綺麗にして売却をされるという前提のために転用の手続きをされて、地目

を宅地にして売買がスムーズにいくようにされるという意味合いか、あるい

は後見人さんが将来的に更地にして家を建てて住まれるまでの前段の手続き

かと思います。現場と申請を見ていますと、草や木が生えたりしたまま置い

ておかれるようなふうにはされないと事務局は思っています。 

 

推進委員 

●番 

●● 

そのように願いたい。 

 

 

 

会長 他にございませんか。 

 

●番 

●● 

参考までに教えていただきたいのですが、顛末案件というのは、どういう

きっかけで申請が今頃出てくるのでしょうか。１番の方は相続がらみ等のき

っかけがあったと思うのですが、２番もそういうことがあったのでしょうか。

どこかから言われたりしたのか、どういうところから掘り起こされるのか教

えていただきたいと思います。 

 

●番 

●● 

２番の案件について、きっかけは特にありません。１０㎡くらいの小規模

な開発だったら勝手にする人がいるようです。１０㎡でも５回したら家が１

軒建つような面積になるというようなことが農村では結構あります。申請を

出さないで建てられたらそのまま放っておかれます。いつかは顛末案件で出

さないといけないのですが、相続や売却等があればされるでしょうし。この

方はたまたま不動産関係の仕事に携わっておられるので、顛末書を付けてで

もしないといけないと思ったのではないでしょうか。こういう案件は多数あ

ります。まだまだ宅地になっているけれども未だに転用されていないところ

はたくさんありますが、いつ出てくるかは分からない状態です。 

 

●番 

●● 

ありがとうございます。 

 

 

事務局 

●● 

この案件とは関係ありませんが、事務局で受けていますと、昔にお父さん

やお祖父さんが家を建てて、御本人は転用ができていると思っています。登

記簿を見たら分かるのですが、転用の許可を取っても登記簿を直すかどうか

は御本人さんの自由なので、「転用許可を取っているのだろう。でも登記簿は

そのままになっているのだろう」という認識のままずっときていて、家を建
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て替えるとか売買をするとなった際に、実は許可が取れていなかったことが

判明するのが一番多いと思います。以上です。 

 

会長 その他、御意見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３２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、１番と２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３２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、１番と２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７ 議第３３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 

 

議第３３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、７ページです。 

まず番号１番は、譲受人が一戸建て専用住宅を建築するため、譲渡人が所

有する青地町地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆、４１７㎡を売買に

て取得し、転用されようとするものです。 

申請者は現在も同じ青地町に居住しておられますが、家の建て替えを検討

されていたところ、かねてから親交のあった譲渡人の土地を譲り受けること

になり、当該地に新居の建築を計画されたものであります。 

敷地全体に盛土を行い、雨水排水については、会所桝を介して前面道路側

溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、雑種地および田であり、農地の所有者から隣地承諾を得

られております。 

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ますが、今後、
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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、事業見積書および融資証明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

る南山田町地先の田１筆、４４２㎡を売買にて取得し、転用されようとする

ものです。 

申請者が所有する近隣の駐車場が、他の開発計画により使用できなくなる

ため、代替地として今回の申請に至ったものであります。 

隣地との境界には重力式擁壁を設置のうえ、敷地全体に盛土を行います。 

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、転用予定地、自己所有地および道路であり、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３番は、譲受人が専用住宅の建築のため、譲渡人が所有する芦

浦町地先の畑１筆、２１０㎡を売買にて取得し、転用されようとするもので

す。 

申請人は、現在、大津市内の賃貸マンションに居住されておりますが、昨

年、お子さんがお生まれになり、手狭になったことから、新居の建築を計画
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されたものでございます。+ 

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。 

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 

●● 

現地確認いたしましたところ、図で示されているように、隣接地は道路と

雑種地、田畑ですが、調査の結果、取水放水並びに農業機械の進入といった

ところについては支障が生じないと判断しまして、今回の転用は問題ないと

判断いたしました。以上です。 

 

会長 ２番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員ですが、本日欠席で

すので●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

これは何回か前の総会にかかった案件の老人ホーム建設があった近くで、

それの増設の部分の駐車場がないということで、この場所を駐車場にされる

ということです。何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

会長 ３番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員ですが、本日欠席で

すので私が説明します。 

私が直接現地を確認したわけではございませんが、●●委員が現地確認を

したところ、特に問題はなかったという結果を聞いておりますので、御審議

を願います。 

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 

●● 

３番の芦浦町の案件ですが、これは私の家の真向かいでして、既に３区画

くらいに分けられていて、その内１区画が既に専用住宅になっています。残

りの１区画に建てられるということです。周りは全然、問題ありません。雨

水も側溝の方に流れていますので、良いと思います。 

 



15 

 

会長 ありがとうございます。皆さん、お聞きになったとおりです。 

私も先ほど申し上げたとおり、現地確認したわけではございませんので、

本人から伺った意見を述べただけでございますので、申し訳ございません。 

他はよろしいですか。 

 

     （ 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３３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 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３３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番の各案件は原案のとおり決定いたしまし

た。 

次に、日程第８ 議第３４号農用地利用集積計画（案）【農地中間管理権】

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 

 

議第３４号農用地利用集積計画（案）【農地中間管理権】の決定につき、議

決を求めることについて御審議賜りたいと思います。 

内容につきましては担当から説明しますので、よろしくお願いします。 

 

農林水産課 

 

それでは、令和元年１０月１５日公告予定の、農地中間管理権にかかる農

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。 

このことに伴い、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。 

計画の内容については、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】（案）令和元年１０月１５日公告」を御覧頂きたいと思います。 

２ページ目を御覧ください。御倉町の農地２筆と下笠町の農地１筆を 

各１０年間、農地中間管理機構に貸し付けされるもので、合計で２名の方が

３筆、６，３０６㎡を貸付される計画です。 

また、この３筆につきましては、機構が７月に農用地利用調整会議を開か
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れ、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され

た中で、機構の貸付ルールに基づいて、機構がどの方に貸し付けるかを定め

られましたので、参考資料として「農用地利用配分計画」を添付しておりま

す。 

以上で令和元年１０月１５日公告予定の、農用地利用集積計画【農地中間

管理権】（案）の内容について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 以上で農林水産課からの説明が終りました。 

これより、質疑に入ります。ただいまの、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 

●● 

３件ですが、賃借料に大きな差があるのですが、これはどういったことで

すか。あと、配分計画ですが、これはどういった経緯で決められたのですか。 

 

農林水産課 

 

賃借料の金額の差ですが、それぞれの貸し手が申請の際に希望の金額で機

構に申し込み、機構で耕作される方と間を取り持って合意の元で決められる

ものなので全く別の契約になります。貸し手、借り手がそれぞれ納得されて

決められたものです。どのような調整をされたかは把握しておりません。 

 

●番 

●● 

ありえないような金額なので。 

 

 

農林水産課 

 

貸し付けの決定方法、貸し付けのルールですが、基本の原則が４つほどご

ざいまして、１つが貸し受け希望者の規模拡大または分散の解消に資するも

の、２番目に既に効率的、安定的経営を行う農業者の経営に支障を及ぼさな

いこと、３番目に新規参入者が効率的、安定的な農業経営を目指せること、

４つめが地域農業の健全な発展を生み出しつつ、借受希望者のニーズを踏ま

えて公平・適正に調整するものというルールがございます。基本原則があっ

て、その中で優先される順位ですが、①利用権の交換を行っている者、②集

落営農の構成員が集落営農に貸し付けることを目的としていること、③隣接

地で農業経営を行っている借受希望者であること、④隣接地の借受希望者が

複数いる場合には、希望条件の適合性等により優先順位を協議します。④の

判断に当たっては、人・農地プランの内容を考慮します。⑤当該地域を借受

希望する地域内の担い手の内、既存経営農地との位置関係、希望条件の適合

性等が優先している者、これも人・農地プランを考慮しています。最後に、

⑥借受希望者（新規参入者を含む）の内、既存経営農地との位置関係、希望
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条件の適合性等により優先順位をつけた上で協議します。そういった配慮の

下で貸し付けを行っております。 

 

会長 ありがとうございます。ただ今の説明に対して何か質問はございませんか。 

 

●番 

●● 

大路の方は人・農地プランのメンバーに入っているのですか。 

 

 

農林水産課 

 

今回のマッチングの理由としては、既に効率的、安定的経営を行っている

ので、基本原則に基づいて貸し付けを行ったものです。 

 

農林水産課 

 

 

補足させていただきますと、大路の方は、以前に個人間で今の方と利用権

を設定されていて、今回中間管理機構を介して再度利用権を設定されるとい

うことです。以前から経営してきたところです。この方は実は当市であおば

なを栽培するという目的でされています。そういうことで、補足で申し上げ

ます。 

 

●番 

●● 

別に出来レースであっても構わないと思うのです。 

今、集積とかが進んでいますが、今後集約ということになれば、こういっ

た案件をどう取り扱っていくかが難しくなりますので、そういったことを考

慮して今後はしていただきたいと思います。 

 

会長 ありがとうございます。他はよろしいですか。 

 

     （ 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３３号 農用地利用集積計画（案）【農地中間管理権】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。 
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 閉会 午後２時２５分 
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