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第 24 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年６月１０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 １４ 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 １５ 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  議第 １８ 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 １０番  本間 道明 １１番  杉江 善博 

 
１２番  中西 真由巳 １４番  堀 裕子    

 
１４番  堀 裕子       

 
         

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
 ９番  井上 忠彦 １３番  小川 雅嗣    

 
         

 
農地利用最適化推進委員       

会議に出席した委員 
      

 
３番  中嶋 仁一 ５番  岸本 勇喜雄 ６番  藤田 広幸 

 
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 
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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、９番井上委員、１３番小川委員が欠席されておりますが、出席委員

は１３名中１１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 改めまして皆さんこんにちは。 

お忙しい中総会に御出席賜り誠にありがとうございます。 

先月は出席者７名でギリギリのところで総会が成立しまして、本日は大勢

の委員さんの顔を見られてホッとしております。 

超大型農家はまだ残っているかも分かりませんが、田植えもほぼ終わって、

苗がだんだん大きくなっていく姿を見ると安心します。実際、稲というのは

２，０００年以上も前からずっと作られていますが、連作障害が起こりませ

ん。こんな素晴らしい作物は他にないと思います。そして、一粒の種もみか

ら何百何千という実が成る、これもまた本当に素晴らしいと思っております。 

暦で一粒万倍日というのがございますが、その日を目がけて野菜を撒いた

りしています。その日に撒いた野菜は収穫も多かったり、値段が良い時に売

れたり、思い過ごしかも分かりませんが何か良い結果が出るような気がしま

す。今年の田植えも一粒万倍日にしました。 

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２番  

中村 繁樹 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１４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１４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、届出人が農業用車輌を保管する車庫を建築するため、本人が

所有する東草津二丁目地先の田１筆、２５３㎡を転用されようとするもので

す。 

計画では、軽量鉄骨造り平屋建ての車庫となっており、排水につきまして

は、敷地内に排水溝、会所桝を敷設し、北西側市道の暗渠へ放流することと

なっております。 

敷地周囲は、自己所有の田、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。 

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、５月１４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１４号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第１５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 

 

報告第１５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３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２番は、大津湖南都市計画南草津プリムタウン土地

区画整理事業であり、関連するものでありますことから一括して御説明いた

します。 

番号１番は、市内に支社を置く住宅メーカーである譲受人が、土地区画整

理事業に伴う住宅用地を整備するため、譲渡人が所有する野路町地先の田２
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筆、計６２４㎡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２番は、市内で不動産業を営む譲受人が、土地区画整理事業に

伴う住宅用地を整備するため、譲渡人が所有する南笠町地先の田２筆、計 

２００㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

これらにつきましては、道路等の整備後、住宅用地として造成が行われま

す。 

周囲は、現在土地区画整理事業の工事施工中で現況農地がなく、隣地承諾

を得なければならないものはありません。 

 

 次に番号３番は、栗東市で不動産業を営む譲受人が分譲住宅敷地として、

４名の譲渡人がそれぞれ所有する橋岡町地先の田４筆、２，７９８㎡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、幅員６ｍの道路を築造し、その両側に１５区画の分譲住宅敷地

を整備する予定となっております。 

敷地全体に盛土を行い、譲渡人が所有する田との境界には、重力式擁壁を

設置されます。 

雨水排水は、築造予定の道路の側溝に集水のうえ、既設道路側溝へ放流さ

れます。 

敷地周囲は、譲渡人所有の田、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。 

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５月３１日付け、

番号３番につきましては４月２６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１５号を終わります。 

次に、日程第４ 議第１８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。 
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事務局 

 

議第１８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２件です。議案書

は、５ページ、６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

が特別養護老人ホームの建設のため、貸し人が所有する南山田町地先の田７

筆、計４，４６７．５８㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとするもの

です。 

申請人は、隣接地において既に６０人規模の特別養護老人ホームを運営さ

れておりますが、現在、草津市においては老人ホームへの入居待機者が数百

人程度おられ、ニーズが高いことから、当該申請に至ったものであります。

建物は、２階建てで定員６０人、デイサービス機能も持たせる計画となって

おります。 

敷地全体に盛土を行い、隣地との境界には、Ｌ型擁壁の設置し、土砂の流

出を防止されます。 

雨水排水につきましては、敷地北側部分につきましては、会所桝を介して、

隣接する一級河川山寺川に放流し、南側部分につきましては、Ｕ字溝を設置

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おります。 

申請地の周囲は、宅地、河川、道路および譲渡人所有の田であり、隣地承

諾を得なければならないものはございません。 

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、事業見積書とそれに見合う残高証明書、融資の意向

表明書、滋賀県からの介護施設等の整備費補助金の内示通知書の提出があり、

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６月４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６月１９日

の常設審議会の諮問案件となっております。 
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 次に番号２番は、譲受人が宅地としての一体利用のため、譲渡人が所有す

る北山田町地先の畑１筆、８４㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

譲受人のご自宅は細い道路にしか接道しておらず、出入りに不便なため、

市道に面する当該地を取得することで、前面道路からの出入りできるようさ

れるものであります。 

現在、畑として利用されているものを整地する程度であり、造成工事はご

ざいません。 

雨水排水につきましては、敷地内の既存排水路を通じ、道路側溝に放流さ

れます。 

申請地の周囲は、宅地および道路であり、隣地承諾を得なければならない

ものはございません。 

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。 

番号１番の案件につきましては、私から報告させていただきます。 

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。 

１番の案件ですが、事務局が説明されたとおり、特養老人ホームの増設と

いうことで、続きの田んぼを３０年計画の賃貸借でお借りするということで

す。隣地は田が残りますが、それは全て貸し人の所有する田であって問題な

いと思います。以上です。 

次に●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この場所は譲渡人が近くの人に畑として貸していた場所でございます。譲

受人の方は浜街道沿いで工務店をやっておられて、お客さん等が停める駐車

場がないということでした。今のこの場所が最適で、他の場所は全部宅地に
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なっているということで、何とか譲受けをしたいと持ち主さんと相談された

結果、今まで貸していた人も高齢で耕作ができないので返すという話になり、

双方の話がまとまって売買することになりました。何ら問題ないと思います

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。 

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１８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１時５０分 
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草津市農業委員会会議規程第１９条 

 

第２項によりここに署名する 

 

令和元年 6月 10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会    長   中島 由富         

 

 

署 名 委 員   中村 繁樹          

 

 

署 名 委 員   堀 裕子           


