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第 29 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年１１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 ２７ 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 ２８ 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 ２９ 号 

   農地法第１８条第６項の規定による賃貸借解約通知について（報告） 

 

第 ５  議第 ３５ 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 ３６ 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 ７  議第 ３７ 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 

 

第 ８  議第 ３８ 号 

   草津農業振興地域整備計画の変更（除外）につき、意見を求めることに 

ついて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 ８番  小寺 繁隆  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 
      

 
２番  久保 清一 ３番  中嶋 仁一 ４番  田 夫 

 
６番  藤田 広幸 ７番  仲井 道男 ８番  新庄 傳男 

 
９番  片岡 健郎       

 
         

          
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  主任   宇野 正章 

  主任  棚橋 智晴   
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事務局長 

 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから第２９回農業

委員会総会を開催いたします。 

本日は農業委員さん全員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 皆さん、御苦労様でございます。 

刈り取りの方は先月で終わったようでございます。今年は収穫があまりた

いしたことがなかったようにお聞きしております。私も、特に晩稲の方はあ

まり採れませんでした。 

たまたま、昨日は農業まつりということで、私も参画をさせていただいて、

野菜の方の表彰をさせていただきました。お米の方は大型農家の一浦君が賞

をいただいたということでございました。大型農家の皆さんについては、今

麦撒きのまっさかりということでございますけれども、我々は米だけしかや

っておりませんので、一段落かなという時期になってきました。朝夕めっき

り寒くなってまいりましたが、皆さん体に御自愛いただきたいと思います。 

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７番  

山本 英裕 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２７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２７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、届出人が貸店舗用地の文化財試掘のため、本人が所有する青

地町地先の田４筆、計１，８７１㎡を一時転用されようとするものです。 

届出人は、現在、当該地におきまして貸店舗建設のため、別途開発手続き

を進められておりますが、開発許可までには時間がかかりますことから、事

前に文化財調査を行われるものであります。開発敷地１，８７１㎡のうち、

幅１ｍ延長１０ｍ程度で５か所ほど試掘される計画となっております。 

試掘箇所は開発敷地の中央部付近であり、周囲に影響はないものと考えま

すが、隣接する農地の所有者から、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、１０月３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２７号を終わります。 

次に日程第３ 報告第２８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５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 

 

報告第２８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５件です。議案書は３

ページ、４ページでございます。 

はじめに番号１番と番号２番は、関連する案件でございますので、一括に

て説明をさせていただきます。譲受人が自己用住宅を建築する宅地造成のた

め、貸人が所有する渋川二丁目地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆 

３６㎡を使用貸借にて借り受け、また、譲渡人が所有する隣接の田１筆 

２４５㎡を売買にて取得し、合わせて転用されようとするものです。 
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周囲は、道路、水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。 

 

 次に番号３番は、南草津プリムタウン土地区画整理事業に伴う転用の届出

でございます。譲受人が住宅用地として、譲渡人が所有する土地区画整理事

業区域内の田１筆６０㎡、換地面積３１㎡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。 

なお、譲渡人が法人となっておりますが、当該法人が取得される際に、既

に農地法第５条の届出を提出されております。本来ですと、その届出をもっ

て、所有権移転登記および地目変更登記が行われますが、今回の届出地につ

きましては、換地先は既に宅地となっておりますが、従前地は未だ宅地化さ

れていないため、地目変更登記ができておらず、今回、譲受人に売買、所有

権移転を行うにあたり、例外的ではありますが、住宅会社を譲渡人として届

出が提出されたものであります。 

 

 次に番号４番は、譲受人が、分譲宅地造成のため、譲渡人が所有する木川

町地先の田２筆、計３９２㎡を売買にて取得し、転用されようとするもので

す。 

計画では、２区画の分譲宅地となる予定であります。敷地全体に盛土を行

い、雨水排水につきましては、前面道路側溝へ放流されます。 

周囲は、道路、宅地、転用予定地であり、隣地承諾が必要な農地はござい

ません。 

 

 次に番号５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

る木川町地先の田１筆、３９８㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

計画では、１１台が駐車できる予定であります。敷地全体に盛土を行い、

雨水排水につきましては、前面道路側溝へ放流されます。 

周囲は、道路、宅地、公園、転用予定地であり、隣地承諾が必要な農地は

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、２番につきましては１０月８日付け、

番号３番、４番、５番につきましては１０月２３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。 
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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２８号を終わります。 

次に日程第４ 報告第２９号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借解

約通知について、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 

 

それでは、報告第２９号について説明させていただきます。議案書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約通知であり、

農地中間管理権に係る賃貸借権の設定を解除するものです。今月は１件の届

出がありました。 

番号１番に関しては、賃借人は賃貸人が所有する志那中町地先の田１筆、

１，３０４㎡に対して、農地中間管理権に係る賃貸借権の設定をしておりま

したが、今回、解約の申入れがありました。 

解約に至った事由につきましては、農地法第１８条第１項第２号に該当す

る、両者の合意による解約です。 

解約後の農地は所有者の息子が耕作される予定です。 

なお、所有者は所有する全農地を農地中間管理機構に１０年以上の期間で

貸し付けておられたため、固定資産税の軽減を受けておりましたが、今回、

軽減措置を受けている途中で農地の返還があったため、全農地が軽減措置の

対象外となります。 

なお、この解約通知書につきましては、令和元年１０月２日付けで受理し

ております。 

以上、賃貸借の解約通知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。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２９号を終わります。 

次に日程第５ 議第３５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番と２番の案件を議題とし、事務局から議案の朗



7 

 

読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第３５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転・権利設定にかかる申請です。議案

書の６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田１筆、

６０８㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人が事業拡大のため農地を取得したいと考えられていたところ、農地

の維持管理が困難となったため譲り渡したいと考えられた譲渡人との間で売

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。 

譲受人は湖南市にお住まいの方ですが、申請地までは３０分程度の距離で

あり、通常に通える範囲内でございます。申請地は侵入が困難な立地であり、

これまで雑草が繁茂しておりましたが、今回、譲渡人が申請地の管理に困っ

ていたところ、認定農業者でもある譲受人がこれまでの経験から耕作可能だ

と判断し、申請地を良い条件で譲ってもらえるとのことで、両者の間で権利

移転の話がまとまりました。 

栽培計画については、今後は、水稲および育苗をされる予定です。 

譲受人は現在市内では耕作されておりませんが、湖南市において 

３９，６３８㎡耕作されており、今回の取得により譲受人の耕作農地は 

４０，２４６㎡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。 

 

 次に番号２番については、譲受人は譲渡人が所有する山田町地先の畑１筆、

５８５㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人が申請地を含め、全資産を法的に処分しようとしていたところ、農
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業経営の効率化および収益性を図ろうと考えておられる譲受人との間で売買

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。 

なお、今回の譲受人は番号１番の譲渡人と同一人物ですが、農業経営の効

率化を図ろうとしておられる譲受人が、もっと収益性の見込める今回の申請

地を譲り受けることを考えられました。 

栽培計画については、今後は、水稲および根菜類を作付される予定です。 

譲受人は現在市内では４，１５５㎡、野洲市においても１２，１０７㎡耕

作されており、今回の取得により譲受人の耕作農地が１６，８４７㎡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２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。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番の両案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いしま

す。 

 

●番 

●● 

１番の案件は譲受人が市外の方でありますが、現地を見てこの場所で田ん

ぼ等できることを判断され、少し遠いのですが、こちらまで農機具等を車等

で運んで耕作するということでした。農地から農地の売買ということで問題

ないと思いました。審議の方よろしくお願いします。 

２番の方も譲受人は、土地の不動産業をしておられますが、譲渡人の父親

が保証人になって、それの債務を払っておられたのですが、父親が亡くなっ

て息子さんがその債務を払うことはできないということになりました。譲渡
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人の売りたいという意向を譲受人が了解されて売買になったと聞いておりま

す。この場所は畑でありますが、管理等は周りに迷惑をかけないようにする

ということで許可をいたしました。以上でございます。 

 

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番の譲受人は湖南市の方ですね。この周囲に土地を持っておられるので

すか。 

 

 

●番 

●● 

守山の方に仕事で来ているので、そのついでで近いところで探していたそ

うです。 

 

推進委員 

●番 

●● 

遠いところから来られて、その割に面積がちょっと少ないので。 

 

 

 

●番 

●● 

申請に来られた時にそういうことも言いました。本人は直接その場所を見

てＯＫという話でしたので、私はそれ以上反対もできません。「面積が１反も

ないのにわざわざ来られるのですか」と言いましたよ。本人は現地を見て納

得して買うということでした。 

 

事務局 

 

譲受人さんは市内では耕作されていないのですが、湖南市から３０分程度

で通えるということです。田んぼの奥の所で今の所有者が管理するのが大変

ということでお話が今回の譲受人にいったところ、自分は湖南市の認定農業

者で耕作できるということで譲受を決められたとお聞きしています。 

 

会長 他にございませんか。 

 

●番 

●● 

１番の譲渡人と２番の譲受人は一緒なのですが、この方は昔から不動産業

をされています。一般の者は農地を取得できませんが、５反以上耕作する人

は取得できます。この方は１６２ａとなっています。本業が不動産業の方が

農地の売買をできるというのはモラル的には良くないと思います。兼業農家

さんでも５０ａあるから土地を取得できるけれども田んぼを預けてしまって

いる場合や、小さいところなら放棄地になる可能性もあるかも分かりません。
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こういったことから今後はモラル的なことを考えていかないといけないと思

います。書類上は何とか通さないと仕方がないと思いますけれども、市内で

は前例がこの方くらいしかおられませんけれども、不動産業の方からしたら

農地は安いのでいくらでも抱いておくという方がおられるので、そういうモ

ラル的なことを破られるといけないので、今後は考えていっていただきたい

と思います。 

 

事務局長 場所的には少し入りにくいところで、不動産業のための将来の資産として

取得するという場所ではありません。副会長がおっしゃるとおり、悪い意味

での前例になるといけないということもあります。現場を見ていると入りに

くいところでもございますし、開発もなかなかしにくいところです。条件を

見ながら、事務局としても窓口に来られたらそういう意見は言いますし、農

地の資産としての売買ではないですよねという形で指導は常々させていただ

いております。譲受人が湖南市から来るという話もありましたが、守山市で

もやっておられます。「ついで」という言葉が良いのかどうかは分かりません

が、その足でこちらの方に来るというお話でしたので、事務局として何とか

やろうとしたような流れがございます。 

 

●番 

●● 

もう１つ、５反要件というのがありますが、５反持っていたら良いのか、

それとも農業経営をしていなければならないのか。農業経営の決算書を出す

とか。持っているだけでＯＫなのでしょうか。 

 

事務局長 現在持っている土地を全部耕作することが前提ですので、草が生えている

土地があれば草刈りをした後でしか受理しませんという指導はさせていただ

いています。１番の土地については草が生えていたので、議案書発送までに

草が刈れていることは確認させていただいています。 

 

●番 

●● 

経営面積のところを見ると、１番の譲渡人が４７．６ａで、２番の譲受人

が１６２．６ａとなっているのですが、同じ人なのに同じ数字でないのです

が、どんな経緯があるのでしょうか。 

 

事務局 

 

１番の方は譲渡人が草津市内で耕作されている面積を載せてあります。２

番の方は草津市での耕作面積だけでは５反要件を満たさないということで、

野洲市の方で全部効率要件の書類を付けていただいた面積が含まれていま

す。もちろん今回譲渡しをされる面積分は差し引いた数字となっております。 

 

●番 使い分けているということですか。 
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●●  

 

事務局 

 

使い分けているということではなく、譲渡す方は５反持っていなくても売

れますので、草津市内の面積だけ書いてこられました。買われるときは５反

必要になりますので、草津市だけでは５反に満たないので野洲の方なり、他

市でやっている分を付けてこられます。耕作証明を取るのもお金がかかりま

すし、市役所に行かれる手間もありますので、必要なければ他市の面積まで

書かれません。１番は譲渡される方ですのであえて他の市町の分は付けてこ

られないので草津市内の面積のみです。ところが草津市の面積だけでは買う

ことができないので、面積の証明を付けてこられたと御理解していただけれ

ばと思います。 

 

会長 ●●委員、これでよろしいですか。 

 

●番 

●● 

はい。 

 

 

●番 

●● 

先ほど、副会長がおっしゃったことに付随することなのですが、番号１の

譲渡される土地に草が生えていたということですね。 

 

事務局長 はい。 

 

●番 

●● 

取得される土地はおそらくこの人自身で耕作されないと思います。土地を

持っているだけだと思いますので。誰かヤミ小作でされたら良いと思うので

すが、また同じように草が生えたままにされないように見ておかないと、と

思います。 

 

事務局 

 

１番はこれまで草が生えていたのですが、今回申請するにあたって全て草

を刈りましたというお話を聞かせていただいて、全部効率要件を満たしてい

ると判断させていただきました。 

 

事務局長 ２番は在所の中で周りに家が建っているところなので、畑として使ってこ

られて、植えていないところは少々雑草が生えていますが、事務局で現場を

見させていただいたところ、相続財産なのでもっと荒れているかなと思って

いたのですが、そんな状況でもありませんでした。未来永劫に渡っての保証

はできないですが、今私たちが見た時点では畑の形態をしておりましたで、

事務局としてはやっていただけると判断しております。 
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●番 

●● 

おそらくこの方は１６２．５ａも自分で耕作されていません。そこの土地

も誰かが作っているのかもしれません。草を生やしたまま放っておかれて耕

作放棄地になると、隣の方が一番嫌だと思うので。見ていかないと、と思い

ます。 

 

事務局長 おっしゃるとおりです。 

 

会長 民家が建っているところだと余計ですね。 

他はよろしいでしょうか。 

 

     （ 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３５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番と２番の

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。 

よって、議第３５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番と２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３６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番の案件を議題とし、事務局から議案の朗読と

説明を願います。 

 

事務局 

 

議第３６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１件です。議案書

は、７ページです。 

番号１番は、借り人が専用住宅を建築するため、父親である貸し人が所有

する下笠町地先の畑１筆、１９２㎡を使用貸借にて借り受け、転用されよう

とするものです。 

申請者は、現在、東矢倉にあります教職員住宅に妻と子の３人で居住され

ておりますが、今後、子どもの成長に伴い、子ども部屋も必要となることや
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御自身の独立を考え、実家に隣接する当該申請地に新居を建築されようとす

るものです。 

申請地は現在、畑として利用されているため、最大で３０ｃｍ程の盛土を

行います。雨水排水につきましては、既設のＵ字溝を利用し、会所桝を介し

て、敷地北側の用悪水路に放流する計画となっております。申請地の周囲は、

道路、宅地、自己所有地であり、隣地承諾が必要な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。 

以上、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 

●● 

議３６号は教職員住宅に居住する息子が父親の所有する畑を使用貸借し、

自己の専用住宅を建設しようとするもので、隣接する東西の両側は父親所有

の畑で、宅地、あるいは市道に面する水路でございます。排水計画も問題な

く、現地確認をいたしましたところ、他の農地に影響を及ぼすものではない

と判断されますことから許可はやむを得ないものを考えます。よろしく御審

議賜りますようお願いいたします。 

 

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。 
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     （ 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３６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番の案件を

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３６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番の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３７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 

 

議第３７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

ついて御審議いただきたいと思います。内容につきましては担当の方から説

明させます。よろしくお願いします。 

 

農林水産課 

 

議３７号 １１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。 

議第１５号 令和元年１１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経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 利用権設定（案）令和元

年１１月３０日公告」を御覧いただきたいと思います。 

まず、利用権設定面積集計と書かれているページについて説明いたします。

令和元年１１月３０日に利用権設定する面積といたしましては、全体で 

１，０３９筆で、面積は１，７２９，４６９．７２㎡となります。内訳とい

たしましては、田が１，０２４筆で、面積は１，７１９，８３９．７２㎡、

畑が１５筆で面積は９，６３０㎡です。 

右側の表は令和元年１１月３０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３，４６５筆、面積は５，４８０，２４８．

９０㎡となっております。内訳といたしましては、田が３，３２４筆で、面
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積は５，３７０，３０６．１９㎡です。畑が１３０筆で、面積は 

１０６，６３３㎡、その他が１１筆で３，３０９．７１㎡です。 

また、一番右の表は令和元年１１月３０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９筆、３年以上６年未満が９９７筆

（うち３年が８２２筆）、６年以上９年未満が１筆（うち６年が１筆）、９年

以上１２年未満が３２筆（うち９年が１４筆）、計１，０３９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。 

以上で令和元年１１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 ありがとうございました。 

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。 

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３７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。 

次に、日程第８ 議第３８号草津農業振興地域整備計画の変更（除外）に

つき、意見を求めることについてを議題とし、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３８号草津農業振興地域整備計画の変更（除外）につき、意見を求め

ることについて御審議お願いしたいと思います。 

詳細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 

 

議第３８号草津農業振興地域整備計画の変更（除外）について内容を説明

させていただきます。 
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今回の変更内容は除外となっておりまして、除外とは農用地区域、いわゆ

る青地を外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）を御覧いただきますようお願

いします。 

今回除外について御審議いただきたい案件は下笠町と下寺町の２件となっ

ております。 

まず、１件目の下笠町について説明させていただきます。所在地は下笠町

●●●●番の１筆、面積は１４５㎡、現況は農業用倉庫となっております。

申請者は現在大津市のアパートに家族と暮らしておられますが、申請者の妻

が一人娘であることから、妻の両親の将来を考えると離れて暮らすことは適

当ではないと考えておられます。また、いずれは土地を引き継いでいかれる

予定をしていることもあり、今回妻の父が所有する実家の隣接地に分家住宅

を建てる計画になったものです。 

続きまして、２件目の下寺町について御説明させていただきます。所在地

は下寺町●●●－●の１筆、面積は３０２．０５㎡、現況は畑となっており

ます。現在、申請者の息子は守山市のアパートに家族と暮らしておられます

が、部屋が手狭となっている状況でございます。また、現在申請者は一人で

農業をしておられますが、いずれは息子が農地の維持管理をしていく予定と

なっております。このこともありまして、今回、現在住んでおられる隣接地

に息子家族の分家住宅を建てる計画となったものです。 

ただ今、下笠町と下寺町の２件の除外について説明させていただきました

が、いずれの土地につきましても草津用水の受益地から外れている土地とな

っております。市といたしましても、除外することにより、農地の集団化、

作業の効率化、その他の土地の農業上の総合的な利用に支障を及ぼす恐れは

ないと考えております。また、関係各課、草津用水土地改良区、草津市農業

協同組合からも意見徴収を行い、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御説明を終わります。

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 

●● 

担当地区の委員さんも見に行ったりしているのでしょうか。 

 

 

事務局長 この除外という手続きは、農林水産課で提案していただいて、それがこの
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総会で通った後、農家住宅なり農家分家という形で申請が出てきた時に、こ

こで協議を願うという形になります。 

 

会長 農転の前の第一段階ということですね。 

 

事務局長 前の段階ですね。 

 

●番 

●● 

１番の場所ですが、この場所が何故青地なのか分からないのですが。なん

で農地がポツンと残っているのか。周りが許可等されて残ってしまったので

しょうか。 

 

農林水産課 

 

過去にほ場整備をさせていただいた時に、当該地域に関しましても補助対

象エリアとなったことから青地になっております。 

 

推進委員 

●番 

●● 

今おっしゃったところは昭和４６年頃に完成しているのですが、この当該

地はちょうどクリークの港、船着き場になっていました。そこを西区に含め

て面積要件の関係で埋め立てされたのですが、元々農地ではありませんでし

た。当時から宅地、農業用施設になっていたのですが、それが何故か青色に

なっています。一面クリークを埋め立てて整地したから青にされたのだと思

うのですが。現状としては当時から野菜やらを栽培する倉庫を建てて耕作し

ておられました。登記は宅地になっているのですね。どういう経緯があった

のかよく分かりませんが、現状はそういうことです。 

 

●番 

●● 

昭和４６年か４７年くらいだったと思います。 

余談ですが、現在ここは造成されて駐車場として使われていると思います。

事前着工をされているのですが。 

 

農林水産課 

 

おっしゃるとおり、現状は砂利が敷かれているような状況でして、法的に

違反状態になっているところではあるのですが、申請者の方に状況の確認を

させていただきましたところ、過去の手続きの中で不認識がありまして、手

続きが済んでいるものだと認識されていたそうです。顛末書を提出していた

だきまして、今後このようなことがないようにこちらから指導させていただ

きました。そちらの方で対応させていただきたいと思います。 

 

会長 その他ございませんか。 

昔のことだからよく分からなかったということで、顛末書を出すことが農

業委員会でも多いのですが。 
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●番 

●● 

もしこれが駄目だったら元に戻せるのかという話になります。戻せないけ

ど。本人さんは後から家を建てたのですが、「えらい敷地が広いな」と思って

いたのです。 

 

会長 その辺りも解決しながら、事務局は現地確認をお願いしたいと思います。 

他はよろしいでしょうか。 

 

     （ 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。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３８号 草津農業振興地域整備計画の変更（除外）につき、

意見を求めることについては、別段意見がないものとして決定し、通知する

ことに決定いたしました。 

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２５分 
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