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第 27 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和元年９月１０日（火） 午前９時３０分～ 

 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２  報告第 ２０ 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 ２１ 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  報告第 ２１ 号 

   農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解約通知について（報告） 

 

第 ５  報告第 ２２ 号 

   農地変更届出について（報告） 

 

第 ６  議第 ２８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 ７  議第 ２９ 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 ８  議第 ３０ 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  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 

 
４番  田 夫 ５番  岸本 勇喜雄 ６番  藤田 広幸 

 
８番  新庄 傳男 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 

 

皆さん、おはようございます。お集まりいただきありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから第２７回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日は全員御出席いただいており、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。 

先ほど事務局長がおっしゃったように、今回は総会が朝からということで

お集まり願いましたが、皆さんお揃いでございます。ありがたいことだと思

っております。 

農業の方も早稲の関係は大型農家を除いてほぼ収穫ができたかなという感

じでございます。まだまだ中稲、晩稲がございますが、天候の具合によって

は進捗状況が変わってくると思います。台風は直撃を避けられましたが、雨

が多かった関係で若干作業が遅れている方もいらっしゃるかと思いますが、

後半また頑張っていただきたいと思います。 

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５番  

中島 由富 委員、議席番号１２番 中西 真由巳 委員、以上の両人を指名

いたします。 

 次に、日程第２ 報告第２０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 

 

それでは、報告第２０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２件です。議案書は２ページから４ページでございま

す。 

番号１番は、届出人が露天資材置場として利用するため、本人が所有する

野路町地先の登記地目田、現況雑種地の土地１筆、１２２㎡を転用されよう

とするものです。後ほど御説明させていただきます報告第２１号の番号１番

の関連案件です。 

当該地は、昭和５６年頃から届出人の父親が養豚用の藁干場など、作業場

として利用されていたそうです。その後、養豚は辞められましたが、そのま

ま資材置場として使われており、平成２６年に届出人が相続されました。今

般、隣接地の売買にあたり土地の調査を行った結果、当該地についても転用

手続きがとられていないことが判明し、顛末書添付のうえ、届出をされたも

のであります。 

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。 

 

 番号２番は、届出人が南草津プリムタウン土地区画整理事業に伴う住宅用

地とするため、それぞれ御自身が所有する野路町地先の田１４筆、計 

８，７８１㎡を転用されようとするものです。 

これによる仮換地の面積は、合計で４，３７７㎡であり、所在はそれぞれ

備考欄に記載のとおりであります。 

なお、今回の届出については、各所有者からの農地転用意向確認書を添付

のうえ、南草津プリムタウン土地区画整理組合からまとめて提出がなされた

ものであることから、同じ番号２番を付しております。 

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

ればならないものはありません。 

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、番号１番は９月３日付けにて、番号２番は８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 ） 
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会長 発言が無いようですので、報告第２０号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第２１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番から２９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 

 

続きまして、報告第２１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２９件です。議案書は

５ページから１２ページでございます。 

はじめに番号１番は、譲受人が露天駐車場（回転場）として利用するため、

譲渡人が所有する登記地目田、現況雑種地の土地１筆、１１７㎡を売買にて

取得し、転用されようとするものです。 

先ほど御説明させていただきました、報告第２０号の番号１番の関連案件

です。 

当該地は、昭和５６年頃から。譲渡人の父親が養豚用の藁干場など、作業

場として利用されていたそうです。その後、養豚は辞められましたが、その

まま資材置場として使われており、平成２６年に届出人が相続されました。

今般、当該地の売買にあたり土地の調査を行った結果、当該地についても転

用手続きがとられていないことが判明し、顛末書添付のうえ、届出をされて

ものであります。 

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。 

 

 次に番号２から２９番は関連する案件ですので一括にて説明させていただ

きます。 

これらの案件は、先ほどの報告第２０号の２番と同様、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。それぞれ譲受人が住宅

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３９筆、 

計１０，７４９㎡、換地面積計５，３９１㎡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

ればならないものはありません。 

なお、番号４番、５番および７番から２６番につきましては、譲渡人が法

人となっております。 

これは、当該法人が取得される際に、既に農地法第５条の届出を提出され

ております。本来ですと、その届出をもって、所有権移転登記および転用行
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為、その後の地目変更登記が可能となります。しかしながら、土地区画整理

事業の場合、従前地、元の土地と換地先の土地の現況がともに宅地になって

いないと地目変更登記が認められない取扱いとなっております。南草津プリ

ムタウン土地区画整理事業の区域は非常に広範に渡るため、今回の該当地に

ついては、換地先は既に宅地となっておりますが、従前地は未だ宅地化され

ていないため、登記地目の変更ができず、エンドユーザーであります各譲受

人に売買、所有権移転を行うにあたり、例外的ではありますが、住宅会社を

譲渡人として届出が提出されたものであります。 

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６番につきましては８月２８日付け、１４

番につきましては９月２日付け、２７番、２９番につきましては、８月２３

日付け、それら以外につきましては、９月３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２１号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第２２号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸

借の解約通知について」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２２号について説明させていただきます。議案書１３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芦浦町地先の田１筆、 

１，１６９㎡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、賃借人が耕作に使用する機械が老朽化

し、それを機に耕作をやめられたことから、今回、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。 

解約後の農地は借り手が見つかるまでは所有者が自ら管理される予定で

す。 



7 

 

なお、この解約通知書につきましては、令和元年８月１３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報告いたします。以上です。 

 

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２２号を終わります。 

次に、日程第５ 報告第２３号「農地変更届出について」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２３号、農地変更届出について説明いたします。 

この届出は田から畑へ地目を変更されようとするものです。今月の農地地

目変更届出は１件です。議案書の１４ページを御覧ください。 

番号１番は、届出人が新堂町地先の田１筆、１５０㎡を田から畑へ変更さ

れようとするものです。 

当該地は、元地番を分筆して一方を駐車場にし、残地として残った部分を

果樹園および畑として利用しているので、今回地目変更の届出をされました。 

現在、柿、梅、みかんを栽培しており、今後も引き続き畑として利用され

ます。 

隣地関係については、周囲は自己所有の田、道路、水路であり、隣地承諾

を得なければならない農地はありません。また、農地地目変更を行うことで

の影響もございません。 

以上、農地地目変更届出について、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 次に、日程第６ 議第２８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２８号 農地法第３条第１項の規定による許可について
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 説明します。 

この申請は農地の権利移動・権利設定にかかる申請です。議案書の１５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岡本町地先の田１筆、 

９６８㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地は譲受人が賃貸借権を設定している農地の隣接地であり、当該地も

賃貸借権の設定をしておられましたが、今回売買にて取得し、今後も農地を

取得して農業を拡大していくことを計画しておられます。一方で譲渡人は仕

事が忙しく農業をする時間がなくなり、また体力の衰えも感じられ、今回の

譲受人に当該地をこれまで借地として貸していたことから、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。 

栽培計画については、今後は、水稲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６．２６７㎡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、現在賃貸借権を設定している農地については耕作しておられま

せんが、今回の申請に当たって耕耘機を購入され、農地の取得後に耕作をす

る予定とのことですので、取得後においては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、借人は貸人が所有する志那町地先の田１筆、 

２，９９７㎡を賃貸借にて借受されようとするものです。 

借人が農業の経営規模拡大を考えておられたところ、所有する農地の一部

を貸してもいいという貸人との間で賃貸借による権利設定の話が進みました

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、栗東市において 

１，１９６㎡耕作されています。また本申請と同時に、栗東市にも農地法第
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３条の規定による許可申請書を提出されており、それによって１，１６９㎡

の農地を取得される予定です。したがって今回の申請により譲受人の耕作農

地は５，３６２㎡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。 

なお、下限面積の要件を満たすために、栗東市での許可との同時許可とな

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 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 

●● 

現在、この土地につきましては賃貸借が成立しておりまして、譲受人が耕

作しているということなのですが、現地確認しましたところ耕作されていな

いという状況でしたので、売買成立にあたってはしっかり耕作することを要

望いたしまして、この案件につきましては、承諾しても良いのではないかと

考えております。先程事務局から話がありましたように、トラクターも購入

するという話でございますので、今後しっかりフォローしていきたいと思っ

ております。以上です。 

 

会長 ありがとうございました。 

２番の案件につきましては、議席番号●番の●●が説明します。 
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当該地は私が耕作しているところの隣でございます。譲渡人、譲受人両名

とお会いしてお話ししましたが特に問題はございません。譲渡人は御高齢で

ございましたし、１枚田んぼを減らしたいということでした。譲受人は田ん

ぼを増やしたいということでございましたので、両者の話がまとまり申請さ

れました。お話を聞き、納得いたしましたので御報告いたします。 

以上で説明を終わりまして、質疑に入りたいと思います。 

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２８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２８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番の各案件は原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第７ 議第２９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 

 

続きまして、議第２９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、１６ページです。 

番号１番は、申請人が公衆用道路として利用するため、本人が所有する新

堂町地先の登記地目 田、現況 公衆用道路の土地１筆、１２㎡を転用され

ようとするものです。 

当該地は、宅地開発が行われた際に、奥にありますお寺への進入路が狭い

ことから拡幅のため確保されたものであります。今回、周辺の開発工事が完

了し、条件が整ったことから、お寺へ寄付されることとなり、申請がなされ

たものでございます。隣地の宅地造成に合わせ、現況が既に道路となってお

りますことから、顛末書が添付されております。敷地周囲は、宅地および道
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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、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

る新堂町地先の田１筆、１，４４１㎡を転用されようとするものです。 

今般、新堂中学校に隣接する市所有地におきまして、社会福祉法人により

重症心身障害者通所施設の建設が予定されております。その通所者の送迎者

および職員用の駐車場として、法人から借り受けたいとの要望があったこと

から申請がなされたものであります。敷地全体に盛土を行い、アスファルト

舗装をされます。雨水排水につきましては、会所桝を介して、前面道路側溝

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、河川、田で

あり、農地所有者および耕作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、工事見積書および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番および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。 
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●番 

●● 

まず、１番の案件でございますが、当該地は、５条で売買して造成された

隣接地の残地です。奥にお寺があるのですが、そこへ行く通路が狭いため、

道路を拡幅してお寺へ寄付をするために残されたところです。公衆用道路と

いうことですので、何ら問題はありませんので、許可相当と考えます。 

続きまして２番の案件ですが、田から畑に農地変更届がありました件の同

一案件でございまして、分筆して切られまして、先に農地変更された畑に柿

の木が植わっていますので、そこを残され、残りの分を露天駐車場とされま

す。周りはほとんどが道路で、１面だけ田んぼに面していますが、隣地承諾

をいただいております。公共施設等の駐車場に使われるということですので、

何ら問題ないと考えております。許可相当だと思っております。よろしくお

願いします。 

 

会長 ありがとうございます。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。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第２９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８ 議第３０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５番まで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３０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５件です。議案書
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は、１７ページから１９ページです。 

まず番号１番は、譲受人が幼稚園および小学校建設のため、譲渡人が所有

する野路町地先の田、８筆、計１０，９１５㎡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、申請地の隣地において中学校および高校を運営する学校法人で

あります。現在、大津市瀬田において幼稚園も運営されておりますが、そち

らが史跡に建築されており、建て替えができないため、また、幼稚園、中学

校、高校と一体的な教育を実践するため、小学校を建設するため、今回の申

請に至ったものでございます。 

計画では、幼稚園は、現在の施設同様、園児２００人規模、小学校は１学

年７０人規模となる予定であり、土地利用計画図のとおり、２階建ての校舎、

体育館、幼稚園園庭などの整備を行います。 

敷地北側は、隣接する里道の拡幅のため、敷地の後退を行ったうえ、フェ

ンスを設置します。東側にはＬ型擁壁を設置、南側は市道矢橋西矢倉線と擦

り付けを行います。また、西側は、里道水路の付け替えを行います。そのう

えで、土地全体に盛土を行い、周囲の宅地、道路に地盤高を合わせます。 

雨水排水につきましては、今回、西側に里道水路の付け替えを行うため、

敷地全体が側溝ないし水路に囲まれるため、そちらを通じて、最終的には、

西側の市道野路北中央線側の水路へと放流する計画となっております。 

申請地の周囲は、宅地、里道水路、道路、譲渡人所有地であり、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、土地売買契約書、工事見積書とそれに相当します残

高証明書および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。 

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９月６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９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２番は、借り人が専用住宅を建築するため、父親である貸し人が

所有する北山田町地先の畑１筆、４６８㎡を使用貸借にて借り受け、転用さ
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れようとするものです。 

申請者は現在、栗東市内の共同住宅に居住しておられますが、今後の生活

を考え、実家の隣接地である当該地に新居の建築を計画されたものでありま

す。 

現況が畑ですので、切土、盛土はございません。 

雨水排水については、集水桝を介して敷地南側の用悪水路へ放流されます。 

申請地の周囲は、自己所有地および道路であり、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３番は、借り人が露天駐車場および運動場として整備するため、

貸し人が所有する下笠町地先の畑４筆、計１，４０８㎡を賃貸借にて借り受

け、転用されようとするものです。 

現在、借り人は、今回申請地の向かいにおきまして、特別養護老人ホーム

を建設予定でございますが、施設来訪者の駐車場および施設や周辺町内会等

の行事が行える地域交流の場としての運動場を整備しようと申請がなされた

ものでございます。 

敷地全体を隣接する道路高に合わせ、切土、盛土を行ったうえ、東側約半

分を露天駐車場として、西側約半分を多目的運動場として利用される計画と

なっております。 

雨水排水については、会所桝を介して下笠外環状線の道路側溝へ放流され

ます。 

申請地の周囲は、宅地、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。 

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、工事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。 

 

 次に番号４番は、譲受人が自己専用住宅として、譲渡人が所有する芦浦町

地先の田１筆、９３８㎡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、市内の賃貸物件に居住されておりますが、職場から近く

の当該地を取得し、専用住宅として活用しようとするものであります。 

申請地は昨年、譲渡人が相続されましたが、申請地の一部に昔から建物が

建っておりますことから、顛末書添付のうえ、申請がなされました。 

周囲は、宅地、道路、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、売買契約書および残高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。 

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、借り人が進入路として利用するため、貸し人が所有する

穴村町地先の畑１筆、３１㎡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、自宅への進入路として自宅南側の里道を利用されておりますが、

里道の幅員が狭く、介護用車両の通行に支障が生じるため、市道下笠芦浦線

から直接自宅敷地へ入れるよう申請地を借り受け、利用されるものでありま

す。 

車両が通行できるよう地ならしを行う程度であります。 
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申請地の周囲は、道路、用悪水路、両申請人の所有地であり、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、使用貸借であり、地ならしも御自分でされるとのこ

とから、費用も発生せず、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５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番の案件について説明させていただきます。今、事務局から説明があり

ましたとおりでございます。学校法人の幼稚園、小学校の建設のために、ま

た市道を挟んで隣接に中高がございます。一環運営をするために取得したと

いうことです。内容としては、開発で問題になるＵ字溝、用水の取り付け・

付け替え等について全て近隣の方々の了承も得ておられるということであり

ます。また、出入りされる箇所につきましても、北西側に三角に尖ったとこ

ろがあるのですが、こちらが県道大江雲仙寺線に面しています。南側は市道

でございまして、市道を挟んで中高があります。学校運営のためにこういう

ことを計画されました。地元の了解も全て得られたということでございます

ので、何ら問題ないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上で

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番の案件につきましては、父親の所有する畑に息子の専用住宅を建てる

ということです。周りは父親の所有する畑と道なので、他に影響を与えるこ

とはないと思います。何も問題ないと思いますので、御審議いただきますよ

うお願いいたします。 
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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 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

３番の案件ですが、こちらは先月許可が下りました、図面で言うと下の特

別養護老人ホームの駐車場として申請されました。前回は５条の売買でした

が、今回は賃貸借ということで、老人ホームのための露天駐車場および運動

として利用したいということでした。当該地は畑ですので、用水等は関係な

く、周りの農地の隣地承諾もいただいております。雨水排水、用排水共に問

題ありませんし、当該地の申請については許可相当だと考えております。よ

ろしくお願いします。 

 

会長 ありがとうございます。 

４番、５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 

●● 

４番の案件につきましては、譲渡人が父親から相続されたのですが、以前

からその土地には建物が建っておりまして、その情報が分かる顛末書を付け

られて売買されるということです。隣地は北側と南側に田んぼがあります。

隣地承諾も得られております。近くの住所に住んでおられますので、ここを

買い取り専用住宅にする話がまとまったということで、今回申請がありまし

た。何ら問題ないと思います。 

５番は穴村町地先の畑の３１㎡です。これは下笠から常盤に通じる市道に

接道するための進入路として申請されました。譲渡人の土地が奥にもあるた

め、売ってしまうと自分の土地に通れないことになるので、今回賃貸借で契

約されたということです。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。 

 

     （ 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３０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５番

まで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
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す。 

 

 ( 挙手全員 ) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３０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５番まで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 午前１０時２５分 
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