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第 26 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年８月１３日（火） 午後１時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 １８ 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 １９ 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 ２４ 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 ２５ 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 ２６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 ２７ 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  ８番  小寺 繁隆  ９番  井上 忠彦 

 
１０番  本間 道明 １１番  杉江 善博 １３番  小川 雅嗣 

 
１４番  堀 裕子       

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
１２番  中西 真由巳       

 
         

 
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 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 

   

農林水産課   

  課長補佐  柳原 祟志  副係長  三浦 絵美 

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２６回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日、１２番 中西委員が欠席でございますが、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、こんにちは。これから１年間会長の重責をお預かりすることにな

りました。何分微力でございますので、皆さん方の御協力をよろしくお願い

したいと思います。暑い日が続いてまいりますが、体には十分御自愛いただ

きまして、農業委員会活動をよろしくお願いしたいと思います。 

会議に入ります前に新たに農業委員として就任されました小寺 繁隆さん

を御紹介します。 

小寺委員におかれては、令和元年８月７日に開催されました臨時市議会に

おいて任命についての同意を得て、同日、市長から任命がありましたので本

日の定例総会から御出席いただいております。 

それでは小寺委員からごあいさつをいただきます。 

 

小寺 皆さんこんにちは。３月に辞任をされました山元 幸夫委員の後任として

今月から皆さま方のお仲間に入らせていただくことになった小寺 繁隆でご

ざいます。どうぞ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。よろしくお願いいたします。 

なお、小寺委員の議席番号は、８番とします。 

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。 
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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４番  

松井 保男 委員、議席番号１１番 杉江 善博 委員、以上の両人を指名い

たします。 

 次に、日程第２ 報告第１８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。 

 

事務局 

 

それでは、報告第１８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、届出人が露天駐車場を整備するため、本人が所有する野路東

五丁目地先の登記地目田、現況雑種地１筆、３７３㎡を転用されようとする

ものです。 

当該地は、市街化区域の住宅地の中に残された農地であり、市道に面して

おります。１３台分の駐車場として活用されるとのことであります。届出人

が農地法を熟知しておらず、現場は既に駐車場として整備されており、顛末

書添付のうえ、届出をなされました。 

敷地全体にアスファルト舗装を行い、隣地との境界にはフェンスを設置さ

れております。 

敷地周囲は、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。 

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、７月２９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１８号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第１９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 

 

続きまして、報告第１９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住宅用地を造

成するため、譲渡人が所有する新浜町地先の田１筆、２，８６１㎡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、１４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、隣地との境界にはＬ型擁壁を設置されます。 

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、

南側の殿田川へ放流されます。 

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、共同住宅建築のため、

譲渡人が所有する草津町地先の田５筆、計９１７㎡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、３階建て１２戸のファミリー向け賃貸マンションを建築される

予定であります。 

敷地全体に盛土を行い、隣地との境界にはブロックを設置されます。 

雨水排水につきましては、敷地内に集水桝を設け、西側水路に放流される

計画となっております。 

敷地周囲は、水路、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。 

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７月１１日付け、２番

につきましては７月２２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１９号を終わります。 
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次に、日程第４ 議第２４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番の各案件を上程いたしておりますが、

２番の案件の譲受人がお亡くなりになりましたことから取り下げ案件となり

ます。 

このことから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 

 

続きまして、議第２４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。議案書の４ページを御覧く

ださい。 

今月の３条の許可申請は２件でしたが、番号２番の案件については、譲受

人が８月４日にお亡くなりになり、８月９日付けで、譲渡人および譲受人の

相続人代表の連名による取下書の提出がございました。 

このことから、本件につきましては、許可前ということでもあり、行政処

分の行為に至っていないことから、取下げの意思表示のとおり処理すること

といたします。 

それでは議案の説明をいたします。 

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畑１筆、

４７３㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人は昨年当該地を相続されましたが、耕作することが難しく、農業経

営規模の縮小を考えておられたところ、農業経営の規模を拡大して安定した

農作物の供給をしたい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、水稲および小松菜、ほうれん草、夏野菜を

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５，５９３㎡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
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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、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 

●● 

●番の●●です。 

この件につきましては、事務局の説明のとおり何ら問題ないと思います。

２０年ほど前に譲渡人の父親と譲受人の間でお金のやり取りができていて、

登記をするところまでいっていたのですが、譲渡人の父親が「登記を待って

くれ」と言っている間に亡くなったので、相続の関係でズルズルとできなか

ったということです。全然問題ないと思いますので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議第２４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。 

 

 ( 挙手多数 ) 

 

会長 挙手多数であります。 

よって、議第２４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２５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番から３番の各案件を議題とし、事務局から議
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案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第２５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３件です。議案書は、５ページです。 

番号１番は、申請人が自宅の敷地の拡張をするために、本人が所有する矢

橋町地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆、１１４㎡を転用されよう

とするものです。 

当該地は、昭和５４年に申請者の父親が自宅を建築するにあたり、建築予

定地について農地法の許可を得られ、造成を行われましたが、どちらも所有

地であったことから、あまり境界線を意識せず、造成されたものであります。

その後、平成１８年に申請者が相続されましたが、今回、お子さんの住宅を

建築するにあたり、用地の調査を行ったところ、当該地については、転用の

手続きがなされていないことが判明し、今回、顛末書添付のうえ、申請がな

されました。現状、既に宅地の一部として利用されていることから、造成工

事等はございません。また、敷地周囲は、水路および自己所有地のみであり、

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。 

 

 次に番号２番は、申請人が露天貸駐車場を整備するために、本人が所有す

る平井三丁目地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆、１６６㎡を転用さ

れようとするものです。 

当該地は、笠縫東小学校の近くで、市街化区域の住宅地に隣接している農

地でございます。１６６㎡と田としては、狭く耕作できないため、畑として

利用されてきましたが、今回、近隣の駐車場のニーズが高いため、露天貸駐

車場として転用されようとするものです。敷地全体に前面道路高に合わせ盛

土を行い、アスファルト舗装されます。雨水排水につきましては、前面道路

の側溝へ落とされる計画となっております。また、敷地周囲は、道路、雑種
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地、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、申請人が居宅および露天駐車場として利用するため、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、１２６㎡を

転用されようとするものです。 

昭和５６年頃に申請者が農家住宅として自宅を建築するにあたり、建築予

定地について農地法の許可を得られ、造成を行われましたが、隣地である今

回申請地にもはみ出して造成されたものであります。今回、土地の調査を行

ったところ、当該地については、転用の手続きがなされていないことが判明

し、今回、顛末書添付のうえ、申請がなされました。現状、既に宅地の一部、

自己用駐車場として利用されていることから、造成工事等はございません。

また、敷地周囲は、道路および自己所有地のみであり、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。 

 

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。 
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●番 

●● 

１番の件につきまして、次の４番５番と関連しております。 

兄弟でお父さん名義の田に家を建てるということで、事務局の説明どおり

周りも開発されてきて別に問題ないものと考えております。審議の程よろし

くお願いします。 

 

会長 ２番と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 

●● 

２番の案件でございますが、平井町の市道に面したところで、地目は田で

すが、水田を作るには小さすぎるということで、畑をされていました。とこ

ろが、人手が無いということで、以前は全面に畝が立っていたのですが、今

は黒マルチで覆って草予防とかをされていました。隣地承諾を得ておられま

すし、問題ないと思われます。御審議の程よろしくお願いします。 

続きまして３番の案件ですが、去年、隣の●●●－●を娘さんの家を建て

るために転用されました。その時に隣地承諾がいりますので、自分の所有の

所を調べたら、宅地の所がまだ地目が田になっていたことが分かりましたの

で、この機会に宅地への変更を申し出られました。顛末案件なので顛末書を

付けられています。カーポートになっていますので仕方ないと思います。許

可が妥当と思いますので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２５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。 

 

 （ 挙手多数 ） 

 

会長 挙手多数であります。 

よって、議第２５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６ 議第２６号農地法第５条第１項の規定による申請に対し、
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許可をすることについて、１番から１０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２６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１０件です。議案

書は、６ページから８ページです。 

まず番号１番は、借り人が農家住宅建築のため、父親である貸し人が所有

する岡本町地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆、１６８㎡を使用貸借

にて借り受け、転用されようとするものです。 

借り人は、貸し人の３女でありますが、御結婚され、現在、実家にてご両

親と同居されております。この春、子どもが生まれ、手狭になったことから、

実家の隣に新居を建築されるものであります。 

原状が畑であるため、地ならし程度で造成工事は行われません。 

雨水排水につきましては、敷地周囲にＵ字溝を設置し、既設排水路に放流

されます。 

申請地の周囲は、自己所有地および田であり、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

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番と番号３番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２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１６５．１４㎡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、子どもの成長により手

狭になってきたことから、新居の建築を計画されたものであります。 

番号３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
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先の田２筆、計１６５㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請者は大津市内の共同住宅に居住しておられますが、子どもの成長によ

り手狭になってきたことから、新居の建築を計画されたものであります。 

どちらも、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、それぞれ事業見積書と契約書の写しおよび残高証明

と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。 

 

 次に番号４番と番号５番も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４番は、借り人夫婦が自己用一戸建て専用住宅を建築するため、貸し

人が所有する矢橋町地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆、２２１㎡

を、また、番号５番は、同じく借り人夫婦が自己用一戸建て専用住宅を建築

するため、貸し人が所有する矢橋町地先の登記地目 田、現況 畑の土地１

筆、２０９㎡をそれぞれ使用貸借にて借り受け、転用されようとするもので

す。 

それぞれ借り人の夫が貸し人の長男、次男でございます。 

現在、４番の長男夫婦は、守山市内の賃貸マンションに、５番の次男夫婦

は貸し人らと同居されておりますが、今後のことを考え、それぞれが実家に

隣接する申請地に新居を構えようとするものです。 

２軒分の敷地周囲にはＬ型擁壁を設置のうえ、切土、盛土により周辺と地

盤高を合わせ、両者の境界にはコンクリートブロックを設置されます。 
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雨水排水については、集水桝を介して南側水路へ放流されます。 

申請地の周囲は、水路、宅地、雑種地、転用予定地であり、隣地承諾を得

なければならない農地はございません。 

また、申請地の一部が既に宅地化されていることに対しまして、貸し人か

らの顛末書が添付されております。 

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、それぞれ事業見積書と領収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。 

 

 次に番号６番は、譲受人が離れの建築のため、譲渡人が所有する北山田町

地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆１６５㎡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、昭和５１年頃、譲受人の父親が、自宅の隣地に借地をし、離れ

を建築されたものであります。 

それ以来、現在まで使用されてまいりましたが、今般、譲渡人より土地を

買い取ってほしいとの依頼があり、調査を行ったところ、当時、転用手続き

がとれていなかったことが判明したため、顛末書添付のうえ、申請がなされ

たものでございます。 

既に離れが建築されており、造成工事等はございません。 

また、周囲は、宅地および水路であり、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、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、既に申請目的とおりの使用がされていることから、
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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７番と番号８番も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７番は、譲受人が露天駐車場を整備するため、譲渡人が所有する南山

田町地先の田１筆、３６１㎡を、また、番号８番は、譲受人が同じく露天駐

車場を整備するため、譲渡人が所有する南山田町地先の田４筆、計１，２２

７．５７㎡をそれぞれ売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請地の隣地において、特別養護老人ホームの建設が予定されております

が、周囲には月極駐車場が少なく、需要が見込まれるため、本申請をなされ

たものでございます。計画では、約５０台の駐車場となる予定であります。 

西側農地との境界には、重力式擁壁を設置のうえ、敷地全体に盛土を行い

ます。 

雨水排水につきましては、敷地内にＵ字溝を設け、会所桝を介し、西側市

道の道路側溝へと放流する計画となっております。 

申請地の周囲は、河川、道路、宅地および譲受人所有地であり、隣地承諾

を得なければならない農地はございません。 

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９番と番号１０番も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９番は、譲受人が露天資材置場を整備するため、譲渡人が所有する穴

村町地先の畑１筆、７７㎡を、また、番号１０番は、譲受人が同じく露天資

材置場を整備するため、譲渡人が所有する穴村町地先の登記地目 畑、現況

雑種地の土地１筆、４５９㎡をそれぞれ売買にて取得し、転用されようとす

るものです。 

番号１０番の申請地が、譲受人が役員を務める土木工事会社の露天資材置
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場として既に使用されており、今回、売却にあたり調査を行ったところ、転

用手続きをとっていないことが判明し、顛末書添付のうえ、申請がなされま

した。また、番号９番は、事業拡大に伴い、資材置場の拡張が必要となって

いたところ、現資材置場の近隣地について同譲渡人から売却の承諾を得るこ

とができたため、今回、同時に申請がなされたものであります。 

９番の土地につきましては、地ならし程度の整地を行います。雨水排水に

つきましては、前面道路側溝へ放流する計画であります。 

申請地の周囲は、道路、田、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。 

１０番の土地につきましては、既に資材置場として使用されていることか

ら、造成工事等はございません。 

雨水排水につきましては、前面道路側溝へ放流されます。 

また、周囲は、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、工事見積書と土地売買契約書の写しおよび役員を務

める会社からの融資証明および会社の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１０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 

●● 

１番の案件につきまして補足説明いたします。ここにありますように、譲

受人は譲渡人の娘です。娘さんが後継をするということで、婿さんを迎えて

住むための住居を自分の隣の農地を転用して建てるということでございま

す。案件として特に問題になることはないと思います。自己所有の農地なの

で特に問題になることはないと考えておりますので、よろしく御審議の程お
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願いいたします。 

 

会長 ２番から５番まで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、３番、４番はずっと続いた土地でありまして、事務局からの説明の

とおり排水関係もきちんとなされる書類が出ております。別紙の図面も見て

いただいていると思いますが、見た限りでは何ら問題ないと考えております。

皆さんの審議の程よろしくお願いいたします。以上簡単ですが説明を終わり

ます。 

 

会長 ６番から８番までの案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願い

します。 

 

●番 

●● 

６番の案件につきましては、譲受人の父親が離れを建てる時に、地主から

土地を借りて離れを建てる同意を得られまして、そのまま建築されました。

今回、譲渡人が「その土地を買ってくれ」となった時に調べたらその土地の

登記が田のままだったので、現在離れが建っておりますので、顛末書を付け

て申請され、転用を認めてほしいということなので、よろしくお願いします。 

７番、８番につきましては、私は申請が出るということを聞いていなかっ

たのですが、前の老人ホームの申請の時にこれも含めて申請が出ていました。

面積の関係でこれが外されて申請されて、今回この部分が別途申請されたと

思っております。老人ホームの駐車場が必要ということで、当然、これは同

時に認めてほしい案件でございます。何ら問題ないと思います。よろしく審

議願います。 

 

事務局 

 

補足説明をさせていただきます。●●委員からありましたように、先々月

に当該地の隣において特別養護老人ホームの申請が出されております。 

申請者さんの方からは●●委員さんの方に特別養護老人ホームと駐車場の

整備計画ということで説明に行っていただき、駐車場の転用自体は委員さん

も御存じだったかと思います。その後、特別養護老人ホームは補助金が出ま

すので、面積的な要件がございまして、今の駐車場を省いた形で社会福祉法

人が土地を借りて特別養護老人ホームを経営していく予定となっておりま

す。今回の駐車場につきましては、直接その社会福祉法人が駐車場を開設さ

れるのではなく、そこの利用者さんたちが利用するのを見込んで他の方が売

買で取得したうえで駐車場をされる計画となっております。事業自体は特別

養護老人ホームと別物でしたので、時期がずれて出されてきたものだと理解
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しております。委員さんは今月出ることを御存じなかったのですが、計画自

体、中身については御存じだったと思います。補足の説明をさせていただき

ました。以上です。 

 

会長 ９番から１０番までの案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願

いします。 

 

●番 

●● 

９番と１０番は関連しています。９番については７７㎡という小さな畑で

現況は黒いマルチを被せて管理がいらないようにしてありまして、それを資

材置場で譲受人の方が買うということです。１０番は親から遺産分割されて

２名の方が譲り受けておられます。買主は９番と同じ方です。御商売が資材

置場がいるということで、両方とも買うという話がまとまって今回申請され

ました。以前から畑を雑種地として使っておられるので顛末書が付いており

ます。周囲は４つとも全面道路です。側溝もございます。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 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 

●● 

７番と８番ですが、事務局の説明では社会福祉法人がこの前申請されたと

おっしゃいましたね。 

 

事務局 

 

はい。 

 

 

●番 

●● 

そこには建物だけで駐車場はないのですか。 

 

 

事務局 

 

来客用の最低限の駐車場はありました。１０台程度だったと思います。 

 

 

●番 

●● 

たちまちは露天駐車場で申請されていますが、譲受人は不動産会社の方で

すね。本当に社会福祉法人さん用の駐車場であれば私は賛成しますが。 

 

事務局 

 

正直何年か先というのは分からないのですが、今、施設が１棟建っており

まして、そこも建物敷地の周囲の駐車場があるのですが、おそらく来客用、
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入居者の家族のための駐車場程度で、実は施設の道を挟んで向かいに貸し駐

車場ということで施設職員さんの駐車場は確保されています。かなりの人数

の職員さんがおられますので、駐車場が必要なのは間違いありません。そこ

はベッドが一杯です。新たに建てられる施設も最低限の駐車場しかなかった

ので、そこで働く方の駐車場はどこかに必要です。御承知のとおり山田の浜

街道から入った所ですので、周辺に貸し駐車場があまりないのは事実ですし、

在所の奥に入っていっても大きな駐車場が確保できる土地はありませんの

で、おそらく純粋に駐車場として使われるのではないかという判断をしてお

ります。 

 

●番 

●● 

事務局サイドはそういう判断をしたのですね。分かりました。 

 

 

●番 

●● 

当初はこれを含めた形で介護施設の申請を出してこられたのです。その申

請の途中で面積の関係やらで外れました。これは当初純粋に駐車場として必

要だということで計画されていました。それは心配ないと思います。 

 

事務局 

 

法人さんは経営の観点から、あくまで賃貸借で土地の所有者さんから借り

て事業をやっていきたいと仰られていました。今回のこちらは土地の所有者

さんが売りたいと言っていると伺っています。本体部分は買い受けないのに、

駐車場部分だけ買うというのは、おそらく話がまとまらなかったのではない

かと思います。その中で駐車場経営の意欲がある不動産屋さんがすることに

なったのではないかと思います。 

 

●番 

●● 

私は社会福祉法人の社員さんの駐車場として永続的に使っていくような形

ならそれで良いと思います。建物を建てたりする恐れがないのかということ

を懸念していました。 

 

事務局 

 

介護施設は３０年の賃貸借契約になっていたと思います。契約が切れてす

ぐに壊すことはないと思いますので、更新していくのではないかと思います。

その介護施設がある限り、駐車場を必要とされると思います。 

 

会長 ●●委員よろしいでしょうか。 

 

●番 

●● 

はい。 
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会長 他に御質問はございませんか。 

 

推進委員 

●番 

●● 

番号１番の土地利用計画書に申請地の矢印の下に●●●－１（田、現況宅

地）と記載されているのですが、今回の申請地●●●―２と１の関係はどう

いう状態になるのでしょう。 

 

●番 

●● 

これは元々大きな田がありまして、それを３分割して枝番２の所だけを宅

地にするということのようです。 

 

推進委員 

●番 

●● 

枝番１の筆の地目が田で現況が宅地と記載されているならば、何らかの手

続きがこの時点でも指導する必要があるのではないかと思いました。 

 

 

●番 

●● 

そういう意味でいきますと、私たちが現地確認をした時に見たのですが、

これは細長い畑でして、宅地という記載が間違いじゃないかと思います。左

側も田と書いてありますが畑なんです。ですから真ん中の所だけが農地から

宅地に変えられるということです。現況宅地と書いてある方が間違いです。

むしろ●●●－１と書いてあるところが宅地なんです。周りが宅地で、申請

地は孤立した農地だったと、現地確認して覚えています。●●●－１の田と

いうのと取り違えているような気がします。 

 

推進委員 

●番 

●● 

記載上の問題であればそれはそれで良いのですが、記載どおりの現況であ

れば手続きが必要ですね。 

 

 

事務局 

 

●●●－１は書いてあるとおり現況宅地、登記田ですが、今回の申請地の

土地は隣地です。 

 

推進委員 

●番 

●● 

隣地だけれども土地利用計画図にこういう記載がされていると、このとお

りであれば何らかの指導を今のうちにする必要があるのかないのか、という

ことをお尋ねしているわけです。将来こちらを利用する時に顛末書を付けて

すれば良いのだったらそれで良いです。 

 

事務局 

 

確認の上回答させていただきます。 

 

 

会長 ●●さん、それでよろしいか。 
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推進委員 

●番 

●● 

同一申請人だと思いますので、この際一緒にした方が良かったのかなと思

っただけです。結構です。 

 

 

会長 他にございませんか。 

 

     （ 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２６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１０

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２６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１０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２７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」を議題とします。 

それでは、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 

 

皆さんこんにちは。農林水産課の●●と申します。 

議第２７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

を求めることにつきまして、担当の方から説明をさせていただきます。 

 

農林水産課 

 

農林水産課の●●と申します。本日はよろしくお願いします。 

議第２７号 草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）について。申

請内容を御説明させていただきます。 

今回の変更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に変更するといって用

途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。今回軽微変更する土地の所在は

下笠町●●●●番、１筆で、現況は田、２，２４９㎡の内１８０．７６㎡と
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なっております。現在、申請者は下笠町を中心に農業を営んでおり、農機具

を自宅にて保管しておられますが、面積的に手狭であり、また、近隣に騒音、

機械の出し入れで迷惑をかけておられる状況です。このことから農作業の効

率化、移動の事故防止を図るため、農地の隣接地であります当該地に農業用

倉庫が必要となったものです。 

用途変更に際し、関係各課、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。以上で草津農業振興地域整備計画の

変更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 以上で説明が終りました。 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。 

 

●番 

●● 

●番の●●です。この倉庫は１階建てですか。 

 

 

農林水産課 

 

はい。１階建てとなっておりまして、面積的には５５㎡ということになっ

ております。 

 

●番 

●● 

乾燥設備とかを置かれるのですか。 

 

 

農林水産課 

 

そうですね。農機具です。可能性としてはあるかもしれませんが、乾燥用

設備は今のところ聞いておりません。 

 

●番 

●● 

私が隣の田を作っているので、あまりにも背の高い２階建てとかをしても

らうと、日が当たらなくなるのではと思います。 

 

農林水産課 

 

高さとしましては３ｍ程になっております。 

 

 

会長 ●●委員さん、よろしいでしょうか。 

 

●番 

●● 

はい。 

 

 

●番 利用変更ですが、例えば３条、４条、５条でしたら個人名が出てきたりす
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●● るのですが、この資料では変更は誰がするのか分かりません。例えば認定農

業者さんでしたらたくさん耕作しているから必要でしょうとか、この方は経

営面積が５反以上あるのかないのかも載っていませんし、もう少し情報が欲

しいと思います。私は当該箇所を知っていますが、誰が持ち主かまでは分か

っておりませんので。 

 

事務局長 そこに農業用倉庫を建てるということであれば、次の段階で御説明させて

いただく機会があるかとおもいます。 

 

会長 他にございませんか。 

 

     （ 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。 

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。 

 

 ( 挙手多数 ) 

 

会長 挙手多数であります。 

よって、議第２７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、別段意見はないものと決定し、通知す

ることに決しました。 

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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