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第 23 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年５月１０日（金） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 １１ 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 １２ 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 １３ 号 

   土地改良事業参加者交替の申出について（報告） 

 

第 ５  議第 １６ 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 １７ 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  

 

 ５番  中島 由富 ７番  山本 英裕  ９番  井上 忠彦 

 

１２番  中西 真由巳       

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
４番  松井 保男 ６番  久保 昇 １０番  本間 道明 

 
１１番  杉江 善博 １３番  小川 雅嗣 １４番  堀 裕子 

 
         

 
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 

 
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 
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事務局長 

 

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。 

本日、４番松井委員、６番久保委員、１０番本間委員、１１番杉江委員、

１３番小川委員、１４番堀委員が欠席されておりますが、出席委員は１３名

中７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、お忙しい中御出席賜りましてありがとうございます。 

令和元年ということで、世間では平成から令和に変わって１０連休を堪能

された方もおられますが、ここにおられる方はほとんど休みなしで田植え等

の準備をされていることと思います。毎日する仕事があり、何も変わらない

日々を過ごせることが一つの幸せだと感じることがあります。 

では、ただいまから第２３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１番  

鈎 孝幸 委員、議席番号７番 山本 英裕 委員、以上の両人を指名いたし

ます。 

 次に、日程第２ 報告第１１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１１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
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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、届出人が露天資材置場を整備するため、本人が所有

する追分三丁目地先の田１筆、１６１㎡を転用されようとするものです。 

隣地において分譲宅地の造成が計画されており、自己所有地として残る部

分について、今回届出が出されたものであり、隣地部分についても併せて届

出がなされました。 

敷地全体には盛土を行い、敷地周囲は空洞ブロックを設置されます。 

雨水排水については、既設道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、同時申請の田、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、届出人が共同住宅を建築するため、本人が所有する野路

四丁目地先の田１筆、７５０㎡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３階建ての共同住宅を建築され、１２台分の

駐車場を整備されます。 

共同住宅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、会所桝を介して水路へ放流されます。 

敷地周囲は、自己所有の田、宅地、水路、ため池であり、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４月２３日付け、番号

２番につきましては４月２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１１号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第１２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。 
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事務局 

 

続きまして、報告第１２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、守山市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三丁目地先の田３筆、計４８３㎡を売買にて

取得されようとするものです。 

計画では、３区画の分譲宅地を予定されています。また、隣地では譲渡人

による露天資材置場の整備が計画されており、併せて届出がなされました。 

敷地全体には盛土を行い、敷地周囲は空洞ブロックを設置されます。 

雨水排水については、道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、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。 

 

 次に番号２番は、譲受人が住宅用地として、譲渡人が所有する草津一丁目

地先の畑１筆、１３２㎡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、自己用の戸建て住宅を建築される予定です。 

敷地周囲はコンクリートブロックを設置されます。 

雨水排水は、前面道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、畑、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。 

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番ともに４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。 

 

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１２号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第１３号「土地改良事業参加者交替の申出について」

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 

 

報告第１３号 土地改良事業参加資格者交替の申出について説明させてい

ただきます。 
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今月の申出は１件です。議案書は、４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

条第２項の規定に基づき農業委員会へ申出されるものです。 

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りません。 

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なく、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、平成３１年４月１日付けで施行された土地改良法等の一部を改正す

る法律による改正後の土地改良法により、貸借地において所有者から耕作者

へ土地改良区の組合員資格を交替する場合の農業委員会の承認制を廃止し、

届出制とされることとなりました。 

以上 １件、土地改良事業参加資格者交替の申出書を受理しましたので、

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１３号を終わります。 

次に、日程第５ 議第１６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。 

 

事務局 

 

続きまして、議第１６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１

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芦浦町地先の畑１筆、 

１２４㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人は亡くなられた夫から畑を相続されましたが、自ら耕作することは

難しく、当該農地の譲渡しを考えていたところ、近くにいくつか畑を所有し

ておられる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。 

栽培計画については、今後、譲受人は、水稲およびトマト、玉ねぎ、ねぎ
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を作付される計画です。 

今回の取得により譲受人の所有農地が５，９３１㎡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。 

最後に、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、ご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 

●● 

この案件は先月の定例会にかかりましたが、近くの農地を宅地造成する計

画がありまして、その中に譲受人が１筆持っておられました。畑地が減ると

いうことで、ちょうど譲渡人の農地が区域外でありましたので、話がまとま

り、今回の売買になりました。双方とも問題ありませんので、審議の程よろ

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。 
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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１６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１７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。 

 

事務局 

 

続きまして、議第１７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、６ページから９ページです。 

まず番号１番は、草津市内に事務所を構えます社会福祉法人である借り人

が保育所および駐車場の整備のため、貸し人が所有する青地町地先の田３筆、

計３，９３９㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとするものです。 

本事業は、人口が増加している本市において、保育所が不足する見込みで

あるため、市が保育所の建設および運営を公募し、借り人に決定したもので

あります。計画では、木造２階建ての保育所１棟を建築し、園児の送迎のた

めの保護者用駐車場および職員用駐車場の計５１台分を整備される予定であ

ります。 

保育所建築予定地については、敷地全体に盛土を行い、隣地との境界には、

Ｌ型擁壁の設置および法面整形を施されます。 

雨水排水については、敷地周囲にＵ字溝を設置し、集水桝を介して南側水

路へ放流される計画です。 

また、駐車場部分につきましては、ほぼ全体に盛土をし、砕石舗装を行わ

れます。北側の隣地との境界にはコンクリートブロックを設置されます。南

側の隣地との境界には、既に擁壁が設置されております。 

雨水排水につきましては、北側にＵ字溝を設置し、集水桝を介して同じく

水路へ放流される計画です。 

申請地の周囲は、田、宅地、雑種地、道路、水路であり、北側、一筆の田

の所有者を除き、農地の所有者からは隣地承諾を得ておられます。 

隣地承諾を得られていない所有者とは、これまで話し合いを重ねてこられ、
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取水や田への侵入路など営農面での問題は解決しております。しかしながら、

いわゆる日影保障について合意に至っていないことから、隣地承諾が得られ

ないとのことであります。 

添付されております経過書および土地利用計画図等から、周辺農地への被

害防除についても適正な措置が講じられるものと判断されます。 

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。 

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。 

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５月７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５月１７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

る青地町地先の田４筆、計３，０４４㎡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、守山市内にある建設業・不動産業を営む事業者であり、住宅ニ

ーズが高く、草津市開発行為の手続および基準等に関する条例第１０条第１

項第３号に定められる分譲住宅立地区域であります当該地において、分譲住

宅開発を計画されたものでございます。 

計画では、建売分譲住宅１１区画並びに公園、集会所用地が整備される予

定でございます。 

申請地の周囲は、田、宅地、雑種地、道路であり、農地との境界にはＬ型

擁壁を設置の上、全体に盛土を行います。雨水排水につきましては、開発地

内に新設されます道路の側溝を通じ、会所桝を介して既設道路側溝へ放流す

る予定であり、農地の所有者からは隣地承諾を得ておられます。 

なお、本申請は４月１９日に受け付けておりますが、譲渡人が４月２３日

にお亡くなりになられましたことから、相続人全員の連名で、相続関係図、

原戸籍添付の上、本申請に関して継承する旨の申立書が提出されました。滋

賀県農政課とも協議を行いましたが、申立書の提出があれば、手続きを進め

ることに問題はないことを確認しております。 

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。 

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５月７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５月１７日

の常設審議会の諮問案件となっております。 

 

 次に番号３番は、借人が露天駐車場を整備するため、貸人が所有する北山

田町地先の畑２筆、計７１４㎡を使用貸借にて借受し、転用されようとする

ものです。 

申請者は、北山田町において障害者向けのサービス事業所を運営するＮＰ

Ｏ法人でございます。約１０年前の開所当初から、５０ｍほど離れた場所に

駐車場を確保されておりましたが、利用者や職員の増加、特に、重度の障害

者の増加により、作業所により近い場所に駐車場を確保する必要が生じ、当

該地を駐車場として利用されておりました。今回、離れた場所の駐車場を所

有者に返却することになり、権利関係を調査されたところ、当該地について

は、転用手続きがなされていないことが判明し、顛末書添付の上、申請に至

ったものであります。 

造成計画については、既に駐車場として利用されているため、造成の工事

はございません。 

雨水排水については、Ｕ字溝を設置し、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、宅地、山林、畑であり、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
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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。 

 次に番号４番は、譲受人が農業用物置を設置するため、譲渡人が所有する

北山田町地先の登記地目田、現況宅地１筆、４０㎡を贈与にて取得し、転用

されようとするものです。 

申請地は、譲受人の住宅敷地と隣接しており、後の５番の隣接地でありま

す。譲渡人が平成１１年に分家住宅を建築した際の残地であり、田として耕

作ができなくなったことから、農業用の物置を設置したとのことであり、顛

末書が提出されております。 

既に物置が設置されており、宅地として利用されておりますので、造成工

事等はございません。 

申請地の周囲は、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、既に物置が設置されており、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、譲受人が日用雑貨保管および物干し場として、譲渡人が

所有する北山田町地先の登記地目田、現況雑種地１筆、７９㎡を売買にて取

得し、転用されようとするものです。 

申請地は、譲受人の住宅敷地と隣接しており、先ほど４番の土地の隣接地

であります。譲渡人が平成１１年に分家住宅を建築した際の残地であり、田

として耕作ができなくなったことから、農業用資材の置場として使用してき

たとのことであり、顛末書が提出されております。 

今回、住宅が敷地ほぼいっぱいに建てられている譲受人が、雑貨保管およ

び物干し場としての利用を希望されたことから、申請に至ったものでござい

ます。 

既に雑種地として利用されておりますので、造成工事等はございません。 

申請地の周囲は、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。 

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
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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、土地の売買代金に相当する預金残高を確認しており、

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６番は、借人が建売分譲住宅の開発にあたり事前の文化財調査の

ため、貸人が所有する野村五丁目および上笠一丁目地先の田９筆および畑１

筆、計５，０１９．７２㎡を使用貸借にて借受し、一時転用されようとする

ものです。 

申請者は、市内で不動産業を営む事業者でございます。当該地におきまし

て、２２区画の分譲住宅開発を計画されておりますが、その申請に先駆け、

開発予定地における文化財調査を実施しようとするものです。 

調査は、草津市の文化財保護課が実施し、期間は１週間から２週間の予定

であり、調査後は埋め戻しを行い、原状復旧いたします。 

申請地の周囲は、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。 

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。 

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７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、現在マンションに妻と３人の子どもの計５人で居住しておられ

ますが、子どもの成長に伴い、現在のマンションでは手狭になってきたこと

から、今回の申請に至ったものでございます。 

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水路に放流されま

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。 
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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８番は、露天資材置場の整備のため、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、市内で不動産業を営む事業者であり、当該地周辺の住宅建築を

手掛けております。事業の拡大に伴い、看板、のぼり、コンクリートブロッ

クなどの保管が、現在の店舗では手狭になったことから、今回申請をされた

ものでございます。 

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、敷地内に可変側溝を設置し、会所桝を介して敷地南

側の水路に放流されます。 

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、事業見積書と契約書の写しの提出があり、それに見

合う預金残高を確認しており、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。 

 

 次に番号９番は、譲受人が自己用戸建専用住宅を建てるため、譲渡人が所

有する穴村町地先の登記地目畑、現況雑種地１筆、１１３㎡を使用貸借にて

借り受け、転用されようとするものです。 
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譲受人は、現在守山市のアパートに妻と子どもの計３人で居住しておられ

ますが、子どもの成長や義父の介護など将来的なことを検討された結果、義

父の居宅に隣接する申請地に住宅を建築されようと申請をなされたものでご

ざいます。 

申請地は、譲渡人が約１０年前から駐車場として、既存宅地と一体的に利

用されており、顛末書が添付されております。 

雨水排水については、宅内の会所桝を介して敷地前面の道路側溝に放流さ

れます。 

申請地の周囲は、宅地、道路、田であり、農地所有者からは隣地承諾を得

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。 

以上９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。 

番号１番および番号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 

●● 

１番と２番につきまして補足説明させていただきます。 

１番の案件ですが、先ほど事務局からお話がありましたように、この申請

にかかる隣地承諾が１農地だけ得られていません。配布資料の図面の２枚目

を見ていただきたい。隣地承諾を得ておられないのはこの図面の右側の 

●●●番です。この田んぼの主排水は申請によって変更はございませんので

いけます。それから、機械の進入ですが、●●●番の田んぼを超えていつも

使われているということで、田ごしを今回解消したいということで話を持た
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れているのですが、その件についてはもう少し時間がかかるというのが残っ

ておりますが、従前から田ごしということでございますので、営農上は問題

ないということになっております。 

もう１つ隣地承諾をもらえない理由がございまして、●●●番の田んぼの

方は隣の保育園の建物の影になるということで、日照権のところを少し補償

するようにということで今交渉されています。これにつきましては、もう少

し時間がかかるということでございますが、いずれにいたしましても隣地承

諾は日照権のことが解消しないといただけないという状況になっておりま

す。 

一方、この保育園は来年の春に開園するということで、市と色々な話が進

んでいまして、時間ももう待てないという状況でありますので、営農は続け

られるということで本人も保育園を建てることに対しては反対していないと

いう状況を見まして、隣地承諾は得ておられないのですが、農業の継続には

問題ないであろうという判断を基にこの件は良いであろうと見ております。 

２件目の方につきましては、同じく青地町の案件でございますが、これは

隣地承諾等、問題となるところがございませんので、そのまま進めても問題

ないと考えております。以上です。 

 

会長 番号３番の案件につきましては、議席番●番 ●●委員が担当ですが、本

日は欠席のため、私が説明いたします。 

先ほど事務局から説明がありましたとおり、事前着工のような形になって

いるのですが、ＮＰＯ法人（非営利団体）ということで、送り迎えの駐車場

が必要なので何とか認めてもらいたいと思います。 

番号４番および番号５番の案件につきましては、私が担当ですので説明い

たします。 

４番の案件につきましては、農家住宅を建てる時に物置を家の横に置かれ

まして、それが母屋の土地だったので、今回、顛末書を付けて贈与という形

でその土地をいただいたということになります。 

そして５番の案件につきましては、周りが４番の案件の農家住宅、その隣

は娘の住宅ということで、全部宅地に囲まれた中途半端な場所が残りまして、

それを家の続きの譲受人に売買で買っていただくということで、何ら問題な

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

番号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。 

 

●番 

●● 

番号６につきまして説明させていただきます。 

３０ａ超えの件ですが、今回は文化財調査のための一時転用ということで

すので、調査が終われば来月もしくは再来月ぐらいには本申請が出てくると
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思われます。当該地は１０筆なのですが、２２区画の住宅の計画をされてお

ります。野村地先唯一の調整区域でございますが、周りは全部団地となって

おりますので、隣接する農地はございません。水利関係もここが最終ですの

で、水関係の問題が今後起こることはございません。来月か再来月に本申請

が出てくると思いますが、近隣の自治体、町会長さん、生産組合への説明会

等は終わっておりまして、その時も何ら問題はございませんでした。何も問

題ないと思いますので御審議をお願いいたします。 

 

会長 番号７番から番号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 

●● 

７番、８番は１筆の土地を７区画くらいに分けて都度申請された土地です。

片岡町のバス停のすぐ東側の細長い土地です。赤線があるので筆が２つに分

かれています。専用住宅を建てるということで今回申請がありました。除外

地になっておりますので白地であります。審議の程よろしくお願いします。 

９番については１０年前から造成されて使われていましたが、今回顛末書

を付けられて、義理のお父さんの介護や家事の面で近くにいる方が都合が良

いということで専用住宅を建てるという申請がありました。県道穴村線を少

し南に下がったところになります。農地には影響がないところだと思います。

御審議をお願いいたします。 

 

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 

●● 

関係ないことかもしれませんが、１番の件のように日照権で合意ができな

かったというのがあるのだろうかと思いました。木造だったら３階建てまで

は文句言わないということを聞いているのですが。役所側としてはどうなの

ですか。 

 

事務局 

 

木造２階建ての保育所なので、高層マンションとは違いますし、正直個人

的には問題ないものと思います。田んぼの横で家も建てられないことになり

ますし。やはり農地所有者さんとしては今までやってこられた所に施設とい

えども建物ができて、その影響があるとおっしゃっていまして、そこを一月

ごとにどこまで影がかかるかというシミュレーションまで業者さんに頼まれ

ておられますので、逆に言いますと営農上の問題ではないので、農業委員会

事務局としては判断しないのです。ですから先ほど個人的に問題ないと言い
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ましたが、それを伝えることもできません。申請者さんと所有者さんの話し

合いは続いています。 

 

●番 

●● 

合意ができなかった時はどうなるのですか。 

 

 

事務局 

 

農地転用の許可の条件に農地の隣地承諾は必須書類ではありません。あく

まで土地利用計画図や被害防除の対策を見て、客観的に営農上支障はないの

であれば許可すべきということです。 

 

●番 

●● 

開発の方ではいらないのですか。 

 

 

事務局 

 

開発は隣地承諾を取っておられないです。 

町内会等の説明会があって、当然経過は報告しますが、隣地承諾という形

では取っておられないです。あくまで図面の中での被害防除を事務局で確認

して現場を見させていただいています。 

 

●番 

●● 

今までそういうのがなかったので前例を作っていいものかと。 

 

 

●番 

●● 

ですから今回は農地転用については切り離しということで私の方から関係

者の方に御説明をさせていただこうと思っています。 

 

事務局 

 

数少ないですが、今までも隣地承諾を得られない場合に経過書を添付して

いただき、問題ないと判断して許可した案件はあります。 

 

●番 

●● 

最後は法的な問題がなければ許可されるということですね。 

 

 

事務局 

 

そうですね。 

 

 

事務局長 例えば隣地がカミソリのような形で残って、その土地の所有者さんが法外

な要求をされた例が過去にありましたので、それについてどこまでが法外で、

どこまでが常識的な額かという判断はなかなかつきにくいところがあります

が、そういう意味合いで隣地承諾がないと許可できないというようなことで
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はないという前提ですので、今回先ほど説明がありましたように営農に大き

な支障が出るという形ではないので、それについては切り離していくという

ことです。私も前任としては子ども未来部におりましたので、待機児童対策

と１０月から始まる無償化のため、保育所の入所希望が非常に多くて、保育

士も足りない状況で市も切羽詰まっておるのですが、そのことと早く許可す

るということは全く別の話です。農業の営農には支障がないであろうという

判断のもとに今回提案させてもらっています。 

 

会長 隣地承諾がもらえなかった案件は２カ月ほど前の矢橋町でありました。 

そこは自分の田を通ってもらって結構ですよ、という条件で隣地承諾を得

られてないけれども許可した案件が実際にあります。 

他に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１７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。 

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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