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第 25 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年７月１０日（水） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 １６ 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 １７ 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 １９ 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 ２０ 号 

   農地法第５条の規定による許可つき、事業計画変更の承認をすることに 

ついて提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ６  議第 ２１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 ２２ 号 

   下限面積（別段の面積）の設定につき、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 ２３ 号 

   草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）につき、意見を求めることに 

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  

 

４番  松井 保男  ５番  中島 由富 ６番  久保 昇 

 

７番  山本 英裕  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 
      

 
１番  奥村 弘 ２番  久保 清一 ３番  中嶋 仁一 

 
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  主任 棚橋 智晴 
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事務局長 

 

定刻となりましたので、ただいまから第２５回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日、全員出席ということで、出席委員は１３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、こんにちは。 

一日千秋の思いで待っていた今日がようやくやってきました。 

皆さんには、１年間御協力いただきまして誠にありがとうございました。

事務局の皆さんもどうもありがとうございました。半分肩の荷が下りました。 

近畿は一番遅く梅雨に入りましたが、私の感覚では今のところまだ空梅雨

のような感じです。片や九州南部では豪雨による災害、去年は西日本豪雨、

一昨年は九州北部等、毎年のように豪雨災害が起こっております。いつどこ

で災害が起こるか分からない状況になっております。それを少しでも和らげ

るということで、田んぼ等の農地をきちんと守ることが地球温暖化を防ぐ効

果を持っていると思います。そういった意味で、農地をきちんと維持できる

体制を作ることが我々に課せられた義務だと思っております。 

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３番  

福井 義  委員、議席番号１３番 小川 雅嗣 委員、以上の両人を指名い

たします。 

 次に、日程第２ 報告第１６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番から３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 それでは、報告第１６号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に
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 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。 

はじめに番号１番は、届出人が倉庫敷地及び自己用駐車場を整備するため、

本人が所有する野村七丁目地先の畑１筆、３９９㎡を転用されようとするも

のです。 

当該地は、野村の土地区画整理事業により換地された土地であります。届

出人が昭和５３年に相続されたときには、既に倉庫敷地及び自己用駐車場と

して利用されており、転用手続きが済んでいるものと思われておりましたが、

今般、確認をされたところ、手続きがとれていなかったことが判明し、顛末

書添付のうえ、届出をなされました。 

今までどおり使われるとのことであり、造成工事等はございません。 

敷地周囲は、自己所有地、道路、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。 

 

 次に番号２番と３番は関連案件ですので一括にて説明させていただきま

す。 

番号２番は、届出人が共同住宅を建設するため、所有する木川町地先の畑

１筆、５９１㎡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階建ての戸数９戸の共同住宅を建設され、

１０台分の駐車場を整備されます。 

敷地南側には擁壁を設置のうえ、敷地全体に盛土を行います。 

雨水排水については、道路側溝を新設のうえ、対面道路側溝へ放流されま

す。 

敷地周囲は、自己所有地、道路、宅地と畑であり、農地所有者から隣地承

諾を得られておられます。 

番号３番は、届出人が露天駐車場を整備するため、所有する木川町地先の

畑１筆、４８㎡を転用されようとするものです。 

当該地は、先ほどの２番の隣接地でございますが、共同住宅にかかる駐車

場はその敷地内で確保されており、別事業となっており、５区画の駐車場と

なっていります。 

造成工事等は、一体的に行われる計画であり、敷地全体に盛土を行い、雨

水排水につきましては、道路側溝を新設のうえ、対面道路側溝へ放流されま

す。 

敷地周囲は、自己所有地、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
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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６月１４日付け、番号

２番および３番につきましては６月２１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１６号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第１７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番と２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 

 

続きまして、報告第１７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、大津市で不動産業を営む譲受人が分譲宅地を造成す

るため、譲渡人が所有する草津町地先の田２筆、畑１筆、計１，７９７㎡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、７区画の分譲宅地を予定されています。 

敷地全体に盛土を行い、新設および既設の擁壁、側溝により境界を明示し

ます。 

雨水排水については、開発区域内に新設される道路の側溝により集水し、

北側水路へ放流されます。 

敷地周囲は、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、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区域内にある野路町地先の田１筆、１１㎡を売買

にて取得し、転用されようとするものです。 

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番につきましては６月２７日付け、２番
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につきましては６月１７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１７号を終わります。 

次に、日程第４ 議第１９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 

 

続きまして、議第１９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３件です。議案書の４ページを御覧ください。 

まず番号１番については、譲受人は譲渡人が所有する馬場町地先の畑１筆、

３０７㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地は譲渡人の居住地から離れた土地であり、管理がしにくく、土地の

有効活用ができておりませんでしたが、隣地で耕作をされている譲受人との

間で売買による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、今後は、水稲および白菜、ねぎ、豆を作付される計

画です。 

今回の取得により譲受人の所有農地が６，７５６㎡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
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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南笠町地先の田１筆、

３８２㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人は会社勤めをしており、耕作をしてもらっていましたが、土地を購

入してもらいたいと考えていたところ、隣地で耕作をされている譲受人との

間で売買による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、今後は、水稲をされる計画です。 

今回の取得により譲受人の所有農地が１３，９６５㎡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３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、

２０７㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人は平成１５年頃に相続により当該地を取得しましたが、営農してお

らず、草刈りなども含めて土地の管理を持て余していたところ、隣地で耕作

をされている譲受人との間で売買による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、今後は、水稲およびナスビ、キャベツを作付される

計画です。 

今回の取得により譲受人の所有農地が８５９８．０５㎡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。 
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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３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は、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

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。 

３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番について説明させていただきます。 

当該地につきましては、譲受人の住宅のすぐそばであります。また、譲受

人の耕作する畑に隣接しているということで、より合理的な田畑の運営がで

きるということで、非常に良いことであると判断いたしました。これによっ

て影響を受ける所はありませんので、問題ないと思います。以上です。 

 

●番 

●● 

 

２番について御報告します。譲受人が隣接地で農業をなさっていることと、

譲渡人に耕作する意欲が無いということで、近隣の譲受人に声をかけて成立

したということです。今後は耕作をされていくということでございますので、

何ら問題はございません。よろしくお願いいたします。 

 

●番 

●● 

３番の案件ですが、譲渡人の経営面積が２．１ａとありますように、当該

地のみの所有となっており、これを手放せば非農家となるということで手放

されたそうです。 

当該地は未整備田で、幅が２ｍくらいの細長い田んぼでして、作りにくく、

現状は草が生えていて放棄地のような状態でございました。しかしながら譲

受人が隣地で耕作されておりますので、売買が成立することによって放棄地

が解消されるものと考えられますので、御審議の程よろしくお願いします。 
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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議第１９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１９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５ 議第２０号農地法第５条の規定による許可つき、事業計

画変更の承認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２０号 農地法第５条の規定による許可につき、事業計

画変更の承認をすることについて説明させていただきます。 

なお、この案件は次の議第２１号農地法第５条第１項の許可申請の番号 

１３番、１４番と関連するものですので、合わせて説明させていただきます。 

事業計画変更の番号１番は、変更後の譲受人が専用住宅を建築するため、

譲渡し人が所有する矢橋町地先の登記地目田、現況雑種地、３．５１㎡を売

買にて、取得し、転用されようとするものです。 

当該地は、平成２５年に、田への進入路として事業計画変更前の譲受人が

売買にて取得され、進入路として利用されてきましたが、面積も小さいこと

から、地目変更および所有権移転の登記がなされないままになっていたもの

です。 

今般、当該地周辺において住宅建築がなされることにより、進入路が不要

となるため、住宅用地として事業計画変更の承認申請があったものです。 

また、許可申請の１３番および１４番については、事業計画変更と同じ申

請者が、父親所有の田１２０㎡を贈与にて、また、譲渡人が所有する田 
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４３㎡を売買にて、それぞれ取得し、転用されようとするものです。 

申請者は、現在、矢橋町において両親と同居されておりますが、このたび、

結婚されることとなり、父親所有の田を含め申請地において新居を構えるこ

ととなり、転用許可申請をなされました。 

敷地全体には盛土を行い、隣地境界にはコンクリートブロックを設置され

ます。 

雨水排水については、集水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、同時申請の田、道路、宅地、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、それぞれ事業見積書と契約書の写しおよび住宅ロー

ン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。 

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。 

 

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 

●● 

ただ今の案件につきましては、事務局から報告があったとおり、これとま

だ他に２件ありますが、きちんとした処理をされておりますので、何ら問題

ないと考えております。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。 
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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２０号 農地法第５

条の規定による許可につき、事業計画変更の承認をすることについて、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２０号 農地法第５条の規定による許可につき、事業計画変

更の承認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２１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１８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 

 

続きまして、議第２１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１８件ですが、番号１３番、１４番につきましては、先ほど

御説明申し上げましたので、省略させていただきます。議案書は、６ページ

から１４ページです。 

まず番号１番は、譲受人が露天駐車場の整備のため、譲渡人が所有する岡

本町地先の登記地目田、現況畑１筆、２７７㎡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、当該申請地の対面にて自動車販売業を営んでおられ、現

在の店舗敷地だけでは、車検や修理のために預かる車輌の駐車スペースを確

保することが困難となってきたため、今回の申請に至ったものでございます。 

敷地全体に盛土を行い、雨水排水につきましては、隣接農地に流出しない

よう外周にはブロックを設置のうえ、前面の道路側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、自己所有地、道路、田であり、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、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
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断されます。 

一般基準については、事業見積書と融資予定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。 

 

 次に番号２番は、譲受人が露天資材置場の整備のため、譲渡人が所有する

岡本町地先の登記地目田、現況畑２筆および畑１筆、計５０１㎡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、市内にある建設業・不動産業を営む事業者であり、今回申請地

に隣接する宅地を開発するにあたり、資材置場が不足することから、申請を

なされたものでございます。 

敷地全体に盛土を行い、雨水排水につきましては、既設水路へ放流されま

す。 

申請地の周囲は、里道水路、池沼、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

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。 

 

 次に番号３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７筆、計４，１５５㎡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、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、雑種地、宅地も含めた総面積約１０，０００㎡の開発区域に、

建売分譲住宅３７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、道路、宅地、田であり、農地の所有者から隣地承諾を得
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られております。農地との境界には水路の付け替えを行い、宅地との境界に

は境界工を行ったうえ、区域全体を周辺道路に合わせた切土および盛土を行

います。 

雨水排水につきましては、開発区域内の道路側溝を通じ、会所桝を介して

今回整備されます雨水幹線へ放流する予定であります。 

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、

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７月３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７月１９日

の常設審議会の諮問案件となっております。 

 

 次に番号４番は、借り人が工事用仮設道路造成のため、貸し人が所有する

追分南四丁目地先の田３筆、計２，７４０㎡のうち３６５㎡を使用貸借にて

借り受け、一時転用されようとするものです。 

借り人は、現在、隣接地において休憩所（食堂）の建設を予定されており、

当初は自己所有する店舗敷地を進入路として利用される計画でありました。

しかしながら、営業時間中に店舗駐車場を工事車両が通行することは危険で

あるため、店舗とは反対側の申請地に仮設道路を築造されるものであります。 

計画では、幅６ｍ、距離４５．５ｍにわたり盛土を行い、鉄板を敷設し、

工事用車両の通行ができるようにします。期間は、８月１日から１１月３０

日までの４か月の予定であり、工事完了後は原状復旧されます。申請地は、

貸し人所有の農地に囲まれており、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。 

一般基準については、事業見積書および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。 
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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番から番号７番までは関連がありますので、併せて説明させて

いただきます。 

番号５番は、借り人が自動車販売所建設のため、貸し人が所有する矢橋町

地先の田４筆、２，６５０㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとするも

のです。 

番号６番は、借り人が露天駐車場の整備のため、貸し人が所有する矢橋町

地先の田３筆、１，００８㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとするも

のです。 

番号７番は、借り人が自動車修理工場建設のため、貸し人が所有する矢橋

町地先の田２筆、９５６㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとするもの

です。 

借り人は、水口町に本店を置く外車ディーラーでございます。草津市に進

出するにあたり、候補地を検討された結果、幹線道路沿いで所有者からの了

承を得ることのできた当該地に決定されたものであります。当該地は、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２号および第

３号に定められる特定区域（商業業務施設立地区域、分譲住宅立地区域）で

ありますが、湖南幹線の中心線から１００ｍのラインで用途が異なります。

そのため、土地を分筆のうえ、各申請地の境界には構造物を設置される計画

となっております。 

隣地との境界にはＬ型擁壁を設置し、敷地全体に盛土を行います。雨水排

水につきましては、開発区域内に新設される会所桝を介して、北側水路に放

流されます。 

申請地の周囲は、同時申請の田、宅地、道路、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。 

一般基準については、事業見積書および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。 

 

 次に番号８番から番号１２番までは関連がありますので、併せて説明させ

ていただきます。 
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番号８番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する矢橋町地

先の田２筆、計１６９㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請者は山科区の共同住宅に居住しておられますが、子供が生まれた時の

ことを考えて、勤務先がある本市での新居の建築を計画されました。 

番号９番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する矢橋町地

先の田２筆、計１７０㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請者は市内の共同住宅に居住しておられますが、手狭になってきたこと

から、新居の建築を計画されました。 

番号１０番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する矢橋町

地先の田２筆、計２２７㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請者は大津市の共同住宅に居住しておられますが、お子さんの成長に伴

い、現在の住居が手狭になってきたことから、新居の建築を計画されました。 

番号１１番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する矢橋町

地先の田２筆、計２１７㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請者は市内の共同住宅に居住しておられますが、お子さんの成長に伴い、

現在の住居が手狭になってきたことから、新居の建築を計画されました。 

番号１２番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する矢橋町

地先の田２筆、計２１９㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請者は大阪府茨木市の共同住宅に居住しておられますが、二人目の子供

が生まれた時のことを考えて、新居の建築を計画されました。 

敷地全体には盛土を行い、隣地境界にはコンクリートブロックを設置され

ます。 

雨水排水については、集水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、同時申請の田、道路、宅地、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、それぞれ事業見積書と契約書の写しおよび住宅ロー

ン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。 



16 

 

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１５番は、譲受人が住宅地の拡張のため、譲渡人が所有する北山

田町地先の登記地目畑、現況雑種地１筆、３４㎡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、県が幹線排水路拡張工事を行った際の残地であり、３４㎡と細

長く狭いため、耕作できず盛土がなされたものであります。今回、隣接地に

転居された譲受人の宅地として一体利用されようとするものであり、始末書

添付のうえ、申請がなされました。 

申請地の周囲は、水路、道路、譲受人の宅地であり、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

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、既に盛土がされていることもあり、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。 

 

 次に番号１６番ですが、説明の前に議案書の一部修正をお願いしたいと思

います。契約内容が使用貸借になっておりますが、７月５日の現場確認の際

に、申請者から正しくは「賃貸借」であり、修正をお願いしたいとの申し出

があり、修正をいただきましたので、議案書についても修正をお願いします。

についてですが、議案書借り人が資材置場、洗車場、駐車場を整備するため、

貸し人が所有する御倉町地先の畑１筆、３３６３㎡を賃貸借にて借り受け、

転用されようとするものです。 

借り人は、隣接地で生コンクリートを製造しており、新名神高速道路の滋

賀県全域の工事に必要な生コンクリートの供給のため、既存の製造工場施設

地内で製造施設の規模を拡大する必要があり、当該地において原材料である

砂や砂利等の骨材の一時保管場、事業用車両の洗車場、事業用車両および付

帯する車両の駐車場を確保するため、今回の申請に至ったものでございます。 

元々は、農業振興地域内の農用地区域、いわゆる青地でございましたが、

除外の申請があり、今年１月の総会において、農林水産課から意見を求めら

れ、除外することについてやむを得ないとの意見をいただきました案件でご
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ざいます。 

除外手続が完了しましたことから、今回、転用申請がございました。 

申請によりますと、資材置場として９６５㎡、洗車場として１８０㎡、ミ

キサー車１２台、ポンプ車２０台、従業員用４１台の駐車場などを整備され

る計画となっております。 

敷地全体を整地のうえ、コンクリート舗装され、雨水排水につきましては、

敷地周囲に側溝を敷設し、西側水路に放流する計画となっております。 

また、洗車場の排水につきましては、汚泥水沈殿槽および浄水貯留槽を設

置し、周辺に影響がないよう配慮のうえ、工場にて再利用される計画であり

ます。 

申請地の周囲は、道路、雑種地、田であり、農地所有者からは隣地承諾得

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。 

なお、３，０００㎡を越える転用許可申請であることから去る７月５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７月１９日

の常設審議会の諮問案件となっております。 

 

 次に番号１７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

する野村五丁目地先の田９筆、４，５９０．７２㎡および上笠一丁目地先の

畑１筆、４２９㎡の計５，０１９．７２㎡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、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２２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。 
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申請地の周囲は、道路、宅地、雑種地、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。敷地全体を周辺地盤高に合わせ、盛土を行

います。 

雨水排水につきましては、開発区域内の道路側溝を通じ、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、事業見積書および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７月３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７月１９日

の常設審議会の諮問案件となっております。 

 

 次に番号１８番は、譲受人が特別養護老人ホームを建設するため、譲渡人

が所有する下笠町地先の畑４筆、計２，４０３㎡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、山寺町および追分町にて特別養護老人ホームを運営されている

社会福祉法人であります。今般、市が「特別養護老人ホーム整備事業者の募

集」を行いましたところ、交通面等の利便性が確保され、地域住民との交流

の機会が確保される地域であること、同種の既存施設と近接していないこと

などの立地要件を満たす当該地において、事業を計画されたものであります。 

敷地は、Ｌ型擁壁を設置のうえ、一部盛土をし、整地を行います。雨水排

水につきましては、前面道路に新設される道路側溝を通じて、北側水路に放

流する計画となっております。 

申請地の周囲は、道路、雑種地、山林、畑であり、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、

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、事業見積書および残高証明書、県からの補助金の内
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示の通知の提出があり、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。 

以上１８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番から４番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いしま

す。 

５番から１４番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いし

ます。 

１５番の案件につきましては、私から説明します。 

１６番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

１７番および１８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番につきましては、図を見ていただいたら分かりますように、隣接の農

地は東側だけですが、これに対する隣地承諾はいただいており、また、排水

もこちらの方には流れないということであり、隣地農地に対する影響はない

と判断し、これを問題ないということといたしました。 

２番でございますが、これは住宅地内にある農地を転用するというもので

ございまして、直接農地に影響するとすれば、左側にある畑の所ですが、こ

れが上流側にあたるということでございまして、水利関係については問題あ

りませんので、隣地農地に対する影響はないと判断し、転用は問題ないとい

うふうに考えました。 

３番でございますが、これは大規模農地開発をして宅地にするというもの

でございます。３方は宅地、道路等に囲まれておりまして、１方のみが農地

に隣接するということでございます。隣地農地に対する影響は、水利関係、

隣地の水路等を色々調べましたが、特段問題となる所はございませんでした

ので、この転用による隣地農地に対する影響はないと判断し、転用は問題な

いというふうに考えました。 
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４番は既に農地転用が終わっております農地を開発するにあたっての進入

路ということでございまして、道路を仮設するということです。隣接農地と、

この土地の提供者からも承諾をいただいておりまして、特段影響はないと考

えております。以上です。 

 

●番 

●● 

５番、６番、７番の案件ですが、同じ開発の案件です。まず５番は店舗と

販売場、６番が駐車場、７番が修理工場です。排水関係も図面できちんと示

されており、周囲は皆住宅、店舗がありまして、特に問題ないと考えており

ますのでよろしくお願いいたします。 

つづきまして、８番、９番、１０番、１１番、１２番について説明させて

いただきます。各々一人ずつが売買されて、不動産屋が一括して造成をする

ということでございます。排水もきちんとすると図面で示されております。

何ら問題ないものと思います。以上です。 

 

会長 １５番の案件につきましては、私から説明させていただきます。これは排

水路に農地を提供されて、その残りの土地があったのを忘れておられて、今

回その隣に住宅を建てた時に農地が残っていたことが分かりまして、その土

地を一緒に買ってもらったということです。現状、農地としては機能しない

ところなので、別段問題ないと考えます。 

 

●番 

●● 

１６番については、先ほど事務局から説明がありましたとおり、７月５日

に県の方に来ていただきまして現地を確認いたしました。地図で言うと右側

ですが、申請地の奥で生コンクリートの製造をしておられます。第二名神の

工事を３つの業者に指定されていて、譲受人はその１つでございます。今の

面積では規模が小さいということで、今回の転用により、ミキサー車等を数

台入れて、駐車場も現状通路に入れているのを規模拡大されるということで

す。ここは農振農用地でありますが、１月１０日に除外申請が委員会で認め

られた場所でございます。その結果、今回申請がありました。問題ないとい

うことで、地元委員として判子を押させていただきました。 

 

●番 

●● 

１７番の案件ですが、上笠一丁目が１筆と、野村五丁目が９筆となってお

ります。野村五丁目の方ですが、野村全域が市街化区域に指定されている中、

この五丁目が唯一の調整区域で残っておりました。当該地の周囲は田畑が全

く無いような感じで、住宅地となっております。あと、道路と河川があるだ

けでございます。５，０１９㎡と面積が大きく、大規模開発となっておりま

す。大規模開発は１０，０００㎡越えですが、当該地の周りに田畑が全くご

ざいませんので、５，０１９㎡でございますが、大規模開発という申請でご
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ざいます。このような状況ですので、隣地の田畑もございませんので、許可

相当と考えております。 

続きまして、１８番の案件でございますが、こちらの方は特別老人ホーム

ということで、市の方の許認可等も下りております。隣接地に少し畑がござ

いますが、隣地承諾はいただいております。後ろが草津川の土手ということ

なので、住宅等がなかなかでき辛い所なので、こういったものができた方が

良かろうかと思われます。何ら問題ないと思いますので、御審議の方お願い

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。 

 

     （ 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２１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１８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２１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１８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２２号下限面積（別段の面積）の設定につき、議決

を求めることについて、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２２号下限面積（別断面積）の設定につき、議決を求め

ることについて説明させていただきます。議案書は、１５ページです。 

農地法第３条で農地を取得する場合には、いわゆる５反要件がありますが、

この５反要件について、平成２１年１２月施行の改正農地法により、農業委

員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部

について、これらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定め

るところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第３条第２項第
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５号の下限面積（別段面積）として設定できることになりました。 

改正農地法前は、滋賀県が別段の面積を設定しておりましたが、草津市で

は、平成２１年１２月１０日開催の第１８回農業委員会総会にて審議いただ

き議決の手続きがされたものであります。 

なお、設定区域に関しましては、従来から県が定めていた区域と同じ区域

を踏襲したものであります。県内でもそれ以降の改定の動きはありません。 

このことについては、滋賀県農業会議等に確認いたしましたが、この制度

の趣旨としては、頻繁に下限面積を増やしたり減らしたりするという性質の

ものではないことから、このような動きになっているものと考えます。 

この設定に際しては、農地法施行規則第１７条に基準が定められており、 

ひとつは自然的経済的条件から見て、営農状況が概ね同一と認められる地

域であることとなっておりますことから、おおよそ学区・地区単位で設定す

ることが望ましいと考えます。 

もうひとつは、その設定する面積以下の農家数が４０％を下回らないよう

に算定することとなっております。 

このことから毎年、下限面積（別段面積）の設定または修正の必要性につ

いて当委員会で審議することとなりました。 

そのため、この別限面積の設定について、今回提案するものです。 

事務局の「案」としましては、先般６月の運営委員会でも協議いただき、

２反要件を使って農地を取得されたケースはなく、新たな別限面積の設定は

必要ないとの一定の結論に至ったところです。 

このことから、前回のとおり現在の区域を踏襲いたしたく考えております。 

まず、農地法施行規則第１７条第１項の適用について、方針１としては、

現行の下限面積（別段面積）２０アールの変更は行わない。 

理由としては、適用区域内の農家で２０アール未満の農地を耕作している

農家が適用区域内の農家数の６割を超えていることから、変更する必要性は

低いと考えております。この設定区域では多くの農家の経営面積が２０アー

ル未満という状況ですのでこのような設定がなされております。 

 次に、方針２としては、２０アールの適用区域以外については、新たに

下限面積（別段面積）の設定は行わない。 

理由としては、２０１５年農林業センサスにおいて、草津市の農家の１経

営体当たりの経営耕地面積が１３３アールとのデータがあり、規模拡大した

いと思っている方は５反要件を満たしていると想定されることから、変更す

る必要性は低いと考えております。以上で議案の説明を終わります。 

 

会長 以上で事務局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、事務局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２２号 下限面積（別

段の面積）の設定につき、議決を求めることについて、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２２号 下限面積（別段の面積）の設定について、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２３号草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）

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 

●● 

それでは、議２３号草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）につき

まして、意見を求めることについて御審議を賜りたいと思います。 

詳しい説明は担当からさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

農林水産課 

●● 

議第２３号草津農業振興地域整備計画の変更の申請について説明をさせて

いただきます。 

今回の変更内容は軽微変更となっております。軽微変更とは農業振興地域

内の農用地区域、いわゆる青地と言われる区域の除外とは異なり、青地のま

ま目的を田から農業用倉庫を建てるための農業用施設用地への変更を行うも

のです。 

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

を御覧ください。今回軽微変更する筆は２筆でございます。所在は南山田町

●●●番、●●●番です。現況は田で、面積は２筆合算で１，７８１㎡のう

ち１９６．８７㎡となっております。 

現在、申請の方は追分町を中心に農業を営んでおられますが、南山田町で

取得した農地に農業資材および農機具等を運搬するのに手間を要しているこ

とから、農作業の効率化を図るために、農業用施設用地として用途変更する

ものでございます。 

用途変更に際しまして、関係各課および草津用水土地改良区からも意見聴

取をし、問題ないとの回答をいただいております。 
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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らせてい

ただきます。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。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 

●● 

図面で補足説明をお願いしたいのですが。 

図面が添付されているのですが、赤い所と朱色の所は何を示しているので

しょうか。 

 

農林水産課 

●● 

今回変更させていただくところが赤い丸の所です。少し薄いピンク色の所

は過去に用途変更で軽微変更した所になっております。 

 

●番 

●● 

今回の申請地は赤い所ですね。 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

作られている田んぼはどこですか。これのそばですか。 

 

 

 

農林水産課 

●● 

隣接地です。 

 

 

●番 

●● 

ブルーで着色されている所が田んぼですか。 

 

 

農林水産課 

●● 

そうです。申請地の隣接地が田んぼになっております。 

 

 

●番 

●● 

東の隅に建物を建てるべく用地を確保したということですね。 

 

 

●番 

●● 

田んぼは作れる状態なのですか。 

 

 

農林水産課 

●● 

青い所は過去に土が入っていたということで農業委員会さんと連携して指

導をさせていただいたところです。現状、今は田として戻っておりまして、
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この方が土地を取得されて、農業用倉庫を建てられるということです。 

 

事務局長 以前からここに土が置いてありまして、湖南幹線を通ると目立つ所でした。

貸し借りをしながら土が盛られた状態であったのが、相手方が法的な手続き

に入りまして、そこを綺麗に整地して、今回の手続きをしようとする方が農

地として活用しますということで再生したという所でございます。その方が

遠い所から来るので、ここのためだけに農機具を持ってくるのも大変だとい

うことで、範囲の中で農業用倉庫を建てさせて欲しいということでございま

す。 

 

会長 他に御意見はございませんか。 

 

     （ 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２３号 草津農業振

興地域整備計画の変更（用途変更）につき、意見を求めることについて、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２３号 草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）につ

き、意見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。 

 

 閉会 午後３時３０分 
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