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第 30 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年１２月１０日（火） 午後３時～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ３０ 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 ３  報告第 ３１ 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 ４  議第 ３９ 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 ５  議第 ４０ 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 ６  議第 ４１ 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 
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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 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 
      

 
 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 
      

 
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 

 
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 
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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３０回農業

委員会総会を開催いたします。 

本日、９番 井上委員が欠席されておりますが、出席委員は１４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。 

 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。 

師走を迎えまして、何かと気ぜわしい季節になってきました。定例の農業

委員会総会をこれから開催するわけですが、この後懇親会もございます。最

後までどうぞよろしくお願いします。 

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１番  

鈎 孝幸 委員、議席番号１４番 堀 裕子 委員、以上の両人を指名いたし

ます。 

 次に日程第２ 報告第３０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 

 

それでは報告第３０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４件です。議案書は２
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ページ、３ページでございます。 

はじめに番号１番は、譲受人が分譲宅地造成のため、譲渡人が所有する草

津町地先の田４筆計１，０６７㎡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、５区画の分譲地の予定であります。 

周囲道路高に合わせ、敷地全体に盛土を行い、雨水排水につきましては、

区域内に新設される道路の側溝を通じ、南側水路へと放流されます。 

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２番は、譲受人が露天資材置場の整備のため、母親である譲渡人

が所有する野路八丁目地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆４８７㎡を

贈与にて取得し、転用されようとするものです。 

敷地周囲は、既に宅地化されており、隣地との境界にはブロックが設置さ

れております。道路高に合わせ、切土を行い、雨水排水につきましては、前

面の道路側溝へ放流されます。 

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。 

 

 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７筆計２，７４５㎡、換地後７区画、面積計１，８４１㎡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

ればならない農地はありません。 

 

 次に番号４番は、譲受人が事務所の建築および露天駐車場として利用する

ため、譲渡人が所有する下笠町地先の畑２筆、計５０１㎡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、事務所を建築のうえ、９台程度が駐車できるよう整備される予

定です。現況が畑であるため、地ならし程度で切土、盛土はございません。

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、宅地および畑であり、隣接する畑の所有者、耕作者から隣

地承諾を得られております。 

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、３番、４番につきましては１１月１
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日付け、番号２番につきましては１１月１５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３０号を終わります。 

次に日程第３ 報告第３１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３１号について説明させていただきます。議案書の４ペ

ージを御覧ください。 

この届け出は、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、農地法第３条によ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上笠町地先の田１筆、 

１，０７７㎡に対して、農地法第３条による賃貸借権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、耕作者が死亡したため、今回、耕作者

の御家族である賃借人と賃貸人との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、令和元年１０月２５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３１号を終わります。 

次に、日程第４ 議第３９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

読と説明を願います。 
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事務局 

 

続きまして、議第３９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。今月の申請は２

件です。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御倉町地先の田４筆、計

４，８８０㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は現在、大津市で耕作をされていますが、農地を拡大して本腰を入

れて米作りをしたいと考えておられました。一方で譲渡人は相続により農地

を取得されましたが、耕作する者がおらず、管理もできないため、耕作して

もらえる人を探しておられたところ、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。 

申請地は譲受人の自宅からも近く、通常に通える範囲内でございます。 

栽培計画については、今後は、水稲およびトマト、ナス、キュウリ等を作

付される予定です。 

譲受人は現在市内では耕作されておりませんが、大津市において 

２，７４５㎡耕作されており、今回の取得により譲受人の耕作農地は 

７，６２５㎡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下笠町地先の田１筆、

２，５３３㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は現在、大津市で耕作をされていますが、農業経営の拡大を考えて

おられました。一方で譲渡人は仕事との兼業で農業を行ってこられましたが、

最近では作付もできておらず、農地を手放すことを考えておられたところ、

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。 
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申請地は譲受人の自宅からも近く、通常に通える範囲内でございます。 

栽培計画については、今後は、水稲および小松菜、大根を作付される予定

です。 

今回の取得により譲受人の耕作農地が５，２７１㎡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 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、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この田んぼの所有者の方が亡くなられて、家族によりますと、土地で分け

るより売買してお金で分けたいということで、売却することになったみたい

です。譲受人は大津の農協におられて、定年になったので、先ほどの事務局

の話にあったように、本腰を入れたいということです。この田んぼともう１

筆畑がありますが、畑は家庭菜園みたいに植えて、自家使用と聞いておりま

す。田んぼから田んぼということで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 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 

●● 

議第３９号の２番目の案件でございますが、これはメロン街道沿いの農振

地域の真ん中に位置しておりました。譲渡人が耕作できない状況になります

ことから手放されるわけですが、譲受人は農業経営の規模拡大を考えておら
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れます。下限面積の要件も満たしておられますし、農地を荒廃させることな

く耕作を行うことを誓約されておられます。また、地元生産組合も同意され

る等、３条の許可条件としては問題ないものと考えておりますのでよろしく

御審議賜りますようお願いします。 

 

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、事務局と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３９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。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３９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５ 議第４０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 

 

議第４０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２件です。議案書は、６ページです。 

はじめに番号１番は、申請人が露天駐車場として利用するため、本人が所

有する矢橋町地先の登記地目 田、現況 雑種地の土地１筆、１２４㎡を転

用されようとするものです。 

当該地は、申請人が隣接する飲食店への駐車場としてお貸しされている土

地の奥にございます。駐車場を整備された際、奥に残される当該地について

も造成がなされ、一体的に利用されてきましたが、転用手続きがとれていな

かったことが判明し、今回、顛末書を添付のうえ、申請がなされました。敷

地周囲は、雑種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
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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、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、申請人が自己用専用住宅建築のため、本人が所有する集

町地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆、２１１㎡を転用されようと

するものです。 

当該地は、申請人の父親が昭和３２年に自宅を建築され、現在に至ってお

ります。今般、申請人が土地の調査をされたところ、転用手続きがとれてい

なかったことが判明し、経過書を添付のうえ、申請がなされたものでござい

ます。敷地周囲は、宅地および雑種地であり、隣地承諾を得なければならな

い農地はございません。 

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。 

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 

●● 

今、説明がありましたとおり、この土地の入り口に喫茶店の駐車場があり、

その奥がまだ転用されていなかったということで、今回申請されたものです。

両サイドは自分が所有している田んぼであり、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。 
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会長 ２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 

●● 

２番の案件ですが、こちらは周囲が数年前まで農地でしたが、全て宅地に

なりまして、隣地承諾を得なければならない土地はございません。しかしな

がら、説明がありましたとおり、昭和３２年に父親が宅地を取得して家を建

てられました。今般、息子さんがその住宅を取り壊して新しい家を建てよう

としたところ、登記が宅地ではなく田になっていたということで、経過書を

付けておられます。６０数年経った今ですから仕方がないことですが、問題

ないと考えております。旧の農村地域では、他にもこういう顛末案件が多々

あると思います。先月も先々月もあったと思います。これからもたくさん出

てくると思いますが、許可相当と考えるべきと思います。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４０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４０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６ 議第４１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４１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
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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。 

番号１番は、借り人が露天資材置場を整備するため、貸し人が所有する矢

橋町地先の田２筆、計２，１８８㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようと

するものです。 

申請者は、矢橋町にあります建設業者であり、現在、集町で資材置場を借

り受けておられますが、業務の拡大に伴い、その資材置場だけでは不足して

きたことから、今回、事務所からも近い当該地を資材置場として整備される

ものであります。敷地の周囲は、コンクリートブロックおよびＬ型擁壁を設

置し、盛土を行います。また、市道新浜湖岸線からの進入路部分につきまし

ては、勾配があるため切土にて拡幅を行います。雨水排水につきましては、

敷地北側に敷設するＵ字溝に集水し、会所桝を介して、既設道路側溝へ放流

する計画となっています。 

申請地の周囲は、道路、宅地、雑種地、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、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、事業見積書および残高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。 

 

 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

平井三丁目地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆、１９８㎡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、隣接地を６台分の

貸駐車場として整備されておりますが、申込者が多く、駐車スペースが不足

していたところ、譲渡人との話がまとまり、今回の申請に至ったものであり

ます。 

現状が畑であるため、地ならし程度で造成等は行われません。雨水排水に

つきましては、前面の道路側溝へ放流される計画となっております。 

敷地周囲は、道路、宅地、雑種地、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。 
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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、工事見積書および残高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。 

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、２０７㎡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、結婚されるにあたり、新居の建築を計画されたものでございま

す。 

敷地は、畑であり、道路高とほぼ同じレベルでありますので、整地程度で、

切土、盛土は行われません。 

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ます。 

申請地の周囲は、畑、宅地および道路であり、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、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、契約書および融資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。 

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。以上です。 

 

会長 ありがとうございました。 

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

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。 
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●番 

●● 

１番の案件につきまして説明させていただきます。 

別紙の地図を見ていただいたら分かるとおり、この周辺は放棄地と言った

らなんですが、なかなか田んぼがやりにくい場所でございまして、どういう

ふうにしたら良いか持ち主さんも考えておられましたところ、進入路がない

ために、自分の宅地の部分を確保して、このようにされました。また、譲受

人の方は業務拡張に伴い、場所が狭いということで、当該地が手ごろな場所

だということで申請されました。周囲の隣地承諾も出ておりまして、何ら問

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。 

 

会長 ２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 

●● 

２番の案件ですが、こちらの方は露天駐車場をするということで申請をい

ただいておりました。図面の右側の譲受人がお持ちの土地を８月に申請され

まして、そちらの方も駐車場になっております。「（田）現況：雑種地」とな

っておりますが、現在は宅地となっております。隣地承諾を得なければなら

ない農地がございませんので、許可相当と考えております。よろしくお願い

します。 

 

会長 ありがとうございます。３番の案件につきましては、議席番号●番 ●●

委員ですが、先ほど局長から連絡がありましたとおり体調不良のために欠席

をされております。今朝ほど私の所に連絡がございました。●番の●●が代

わって説明をさせていただきます。私が確認に行ったわけではございません

が、●●委員が確認して何ら問題ないという連絡を受けておりますので、よ

ろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

それではこれより、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４１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。 
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 （ 挙手全員 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第４１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番から３番の各案件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４０分 
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