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第 31 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和２年１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 １ 号 

   農地法第４第１項第８号の規定による届出の報告について（報告） 

 

第 ３  報告第 ２ 号 

   農地法第５条第１項第７号の規定による賃貸借解約通知について（報告） 

 

第 ４  議第 １ 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 ２ 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 ３ 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 ４ 号 

   農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）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 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 
      

 
４番  松井 保男       

 
         

 
農地利用最適化推進委員       

会議に出席した委員 
      

 
２番  久保 清一 ３番  中嶋 仁一 ４番  田 夫 

 
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 
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事務局長 

 

皆さん、明けましておめでとうございます。今期の委員さんの最終の年の

第 1 回目でございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

定刻となりましたので、ただいまから第３１回農業委員会総会を開催いた

します。 

本日、４番 松井委員が欠席されておりますが、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、本日は大変御苦労様でございます。 

改めまして新年明けましておめでとうございます。 

皆さん方におかれましては、家族共々新年をお迎えのことと思いますが、

先ほど事務局が申しましたとおり、７月まで健康で御出席いただきますよう

にどうぞよろしくお願いいたします。 

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。 

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１号農地法第４条第１項第８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１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ
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 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、届出人が住宅敷地として、本人が所有する草津四丁目地先の

登記地目 畑、現況 宅地の土地２筆、計６９㎡を転用されようとするもの

です。 

当該地は、昭和３１年に届出人の祖父により家が建築され、昭和５９年に

届出人の父により増改築がなされたとのことであります。昨年、父親の死亡

により、届出人が当該地を相続された際、農地法の手続きがなされていない

ことが判明し、今回、顛末書を添付のうえ、届出がなされたものであります。 

周囲は、道路、宅地、自己所有地であり、隣地承諾を得なければならない

農地はございません 

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、１２月１９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１号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第２号農地法第５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５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 

 

報告第２号 農地法第５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５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番は、譲受人が自己用倉庫建築および露天資材置場整備の

ため、譲渡人が所有する笠山二丁目地先の登記地目 田、現況 畑の土地１

筆２，５２５㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

敷地周囲には、Ｌ型擁壁および可変式側溝を設置し、敷地全体に盛土を行

います。雨水排水につきましては、敷地中央にＵ字溝を設置し、会所桝を介

して、東側用悪水路および西側道路側溝へ放流する計画となっております。 
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周囲は、宅地、雑種地、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。 

なお、当案件は、市街化区域内ではありますが、開発区域が１，０００㎡

を超えることから、都市計画法第２９条の開発許可が必要であり、開発許可

と同時での受理となっております。 

 

 次に番号２番は、譲受人が３区画の分譲宅地を造成するため、譲渡人が所

有する追分五丁目地先の畑１筆、登記地目 原野、現況 畑の土地１筆計６

４３㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

敷地周囲には、Ｌ型擁壁およびコンクリートブロックを設置し、一部盛土

を行いながら、切土にて整地を行います。 

雨水排水につきましては、集水桝を介し、前面道路側溝へ放流されます。 

周囲は、宅地、雑種地、山林、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３番は、譲受人が、住宅建築のため、譲渡人が持ち分２分の１を

所有する草津四丁目地先の登記地目 田、現況 畑の土地２筆、計７９㎡を

売買にて取得し、転用されようとするものです。 

譲受人、譲渡人は、御兄弟であり、昭和５０年に当該地を相続される際、

持ち分２分の１での共有とされました。今般、兄である譲受人が住宅を建築

されるにあたり、弟さんの持ち分を買い取り、転用されようとするものです。 

なお、農地法第４条第１項第１号により、Ａ、Ｂの共有の農地について、

ＡがＢの持ち分を取得して転用する場合には、譲受人Ａ、譲渡人Ｂの第５条

許可申請のみで良いこととなっております。 

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農地はご

ざいません。 

 

 次に番号４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

矢倉二丁目地先の田１筆、８４９㎡を売買にて取得し、転用されようとする

ものです。 

届出地は南草津駅から程近く、譲受人は、現在、隣接地において駐車場を

経営されております。また、周辺には他の駐車場もございますが、駐車場の

需要が高く、今回、当該地において拡大を図られるものであります。 

里道との境界には、コンクリートブロックを設置し、敷地全体に盛土を行

います。 

雨水排水につきましては、敷地内のＵ字溝を通じ、会所桝を介して、東側

水路へ放流される計画となっております。 
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周囲は、里道、水路、雑種地でありますが、里道を挟み隣接する農地所有

者から隣地承諾を得られております。 

 

 次に番号５番は、譲受人が住宅用地として、譲渡人が所有する南草津プリ

ムタウン土地区画整理事業区域内の野路町地先の田１筆２７６㎡、換地面積

１５１㎡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１２月５日付け、番号

２番につきましては、１２月１１日付け、番号３番、４番、５番につきまし

ては、１２月１６日付けにて、それぞれ専決規定に基づき、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２号を終わります。 

次に、日程第４ 議第１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１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転・権利設定にかかる申請です。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北山田町地先の田１筆、

２，２００㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は北山田地区においてお父様とともに大規模な農業経営をされてお

ります。今回、譲渡人が高齢により農業を継続することが困難となったため、

譲受人に当該地の譲渡を決意されたところ、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、今後はミズナおよびミブナ（ミズナの品種のひとつ）、

ネギ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１６，９３１㎡となりますことから、
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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２番については、譲受人は譲渡人が所有する集町地先の田１筆、

１，２６６㎡を売買にて取得されようとするものです。 

現在、草津市では給食センター方式による中学校給食の実施を進めている

ところです。給食センターの建設用地として買収される土地の中に今回の譲

受人の農地が含まれているため、その代替地として当該地を取得されます。

譲渡人も譲受人の希望を受け、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７，５６８㎡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。 
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 次に番号３番については、譲受人は譲渡人が所有する集町地先の田１筆、

２６４㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人はお父様とともに農業経営をされています。今回、譲渡人が農地の

管理に困っており、耕作してもらえる人を探していたところ、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、今後は水稲および野菜類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８，０３１．３１㎡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。 

以上、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。 

 

●番 

●● 

この案件につきましては、譲受人の父親が田んぼにハウスをして、今まで

耕作しておりました。譲渡人が買って欲しいということを申し上げて、息子

さんの名前で売買を成立させたということです。息子さんが就農することを

前提に、北山田でもかなり面積を拡大されている農家です。何ら問題ないと

思います。よろしく御審議ください。 

 

会長 ありがとうございました。 

２番と３番の各案件につきまして、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 ２番の案件ですが、事務局の説明がありましたとおり、中学校の給食セン
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●● ターの用地買収によって農地が減りますので、その分の代替地として３条申

請で買われることになりました。譲受人の経営面積は６３ａということで下

限面積を満たしておられますが、一部集落営農に預けておられます。当該地

も集落営農で水稲が作付されます。この件は許可相当と考えております。 

３番は、面積が２６４㎡と少ないのですが、集町の料亭の裏で、現状草原

になっております。譲渡人は田んぼを減らしたいということです。譲受人は

御自分で全部田んぼを栽培されていますので、下限面積もクリアですし、許

可相当と考えております。以上御審議をお願いいたします。 

 

事務局 

 

補足説明をさせていただきます。３番の集町の農地ですが、現地確認をさ

せていただいた時には刈り取りされていましたので補足させていただきま

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、事務局と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１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１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２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 

 

議第２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１件です。議案書は、６ページです。 



10 

 

番号１番は、申請人が、露天資材置場として、本人が所有する岡本町地先

の登記地目 田、現況 雑種地の土地１筆、１，４３１㎡を転用されようと

するものです。 

当該地は、３０数年前から、知り合いの建設業者の資材置場として利用さ

れており、今回、顛末書添付のうえ、申請がなされました。 

敷地周囲は、田および水路であり、農地の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、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、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えますので、

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 

●● 

当該地は三十数年前から既に資材置場として使用されていましたが、その

際の手続きが行われなかったというものでございます。現地調査をした結果、

周辺には田んぼ等がありますが、水路を介していること等からこの資材置場

による隣接農地への影響はほとんどないことを確認いたしました。従って、

この転用に関しては周囲の農地に支障となる案件ではないと思いますので、

よろしく審議の程お願いいたします。 

 

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。 
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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議第２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。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第２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番の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３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８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 

 

議第３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。 

説明させていただきます前に、番号２番につきましては、１月８日付けで

申請者より事業計画変更のため、取り下げられましたので、御了承いただき

ますようお願いします。 

そのため、今月の申請は７件です。議案書は、７ページから９ページです。 

番号１番は、借り人が露天資材置場を整備するため、貸し人が所有する馬

場町地先の畑２筆、４０２㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとするも

のです。 

申請者は、現在、青地町で事業を展開されておりますが、本社敷地以外に

は資材置場がなく、事業拡大に伴い、鉄骨等の資材置場を確保する必要性が

高まっていたところ、知り合いである貸し人から承諾を得られたため、今回

の申請に至ったものであります。 

申請地と隣接地との境界には、Ｌ型擁壁および境界ブロックを設置し、敷

地全体に盛土を行います。 

雨水排水につきましては、会所桝を介して、敷地東側の水路に放流する計

画となっております。 

申請地の周囲は、道路、水路、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

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
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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、借り人が現場事務所建築および資材置場として、貸し

人が所有する山寺町地先の田１筆、４０８㎡を賃貸借にて借り受け、一時転

用されようとするものです。 

申請人は、現在、県が進めておられます山手幹線道路整備事業の一部を受

注され、現場事務所および資材置場が必要となることから今回の申請に至っ

たものであります。 

一時転用の期間といたしましては、令和２年２月１日から令和４年１月３

１日までの２年間となっております。 

敷地全体を道路高に合わせるため、約３０ｃｍの盛土を行い、仮設のハウ

スおよびトイレを設置する計画となっています。 

申請地の周囲は、道路、自己所有地、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、県と結ばれた工事請負契約書の写しが添付されてお

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４番は、借り人が露天駐車場を整備するため、貸し人が所有する

南山田町地先の田２筆、８１７㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとす

るものです。 

申請者は、現在、南山田町で水道工事業を営んでおられますが、事業を展

開されておりますが、事業拡大に伴い、従業員の車や重機の駐車スペースや

資材置場が必要となったことから、今回の申請に至ったものであります。 

申請地と隣接地との境界には、Ｌ型擁壁を設置し、敷地全体に盛土を行い

ます。 
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雨水排水につきましては、会所桝を介して、敷地東側の道路側溝に放流す

る計画となっております。 

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

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番から８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。 

番号５番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する山田町地

先の畑２筆、田１筆、計２１１㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

申請者は栗東市内にお住まいですが、３人のお子さんの成長につれ、手狭

になってきたことから、当該地に新居の建築を計画されました。 

番号６番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する山田町地

先の田１筆、畑１筆、計１６４㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

申請者は市内の賃貸住宅にお住まいですが、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７番は譲受人が専用住宅を建築するため、譲渡人が所有する山田町地

先の田１筆、畑２筆、計２８４㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

申請者は大津市の賃貸住宅にお住まいですが、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、譲渡人が所有する山田町地

先の田１筆、畑２筆計３７１㎡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お住まいですが、今後御家族が増えることを考

え、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
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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、道路、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。 

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。 

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、それぞれ開発行為の

許可と同時許可となります。 

以上７件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えます

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 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番と３番の各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１番の案件について現地確認いたしましたところ、図面で明らかなよ

うに道路、宅地、山林、畑に面しておりまして、境界につきましては適正に

処置されるということで、隣地への影響はないと考えました。従ってこれを

露天資材置場として転用することに関しては特に支障となるものはないと考

えました。 

番号３の案件ですが、これにつきましても現地確認に行きました。近くで

は山手幹線の道路の造成工事が始まっておりまして、現場の作業所の建物が

必要ということで、この田んぼの転用を計画されたということです。現地を

確認しましたところ、２面が道路、他の２面が田に面しているところでござ

いまして、田のところにつきましては水路を介して田んぼがあり、これを一

時的に転用してもこの田んぼに対する影響はないというふうに推定されまし
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た。従って、この一時転用につきましては支障はないと判断しております。

よろしく審議の程お願いいたします。 

 

会長 ありがとうございました。 

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。 

 

●番 

●● 

この田んぼに関しましては、隣接地が道と宅地になっておりまして、排水

がないので、現状は耕作されておりません。まして向かいの老人ホームの拡

張で田がなくなったということで、早く処分したいという思いから借人にお

願いされて賃貸借が成立したということです。現状草が生えていますし、露

天駐車場にされることによって有効利用が図れると思います。よろしく御審

議の程お願いします。 

 

会長 ありがとうございました。 

５番から８番の各案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いし

ます。 

 

●番 

●● 

この件につきましては、地図の方を見ていただきますと、南側と北側はこ

の委員会で以前に審議をされた場所です。北側に至っては家が建ち始めてい

ますし、南側は今、資材が置かれたり、車等が停まって利用されています。

当該地はその間に残っていた場所でございます。東側には水路がありまして、

水路だけは確保して欲しいと要望いたしまして、ＯＫをもらっております。

以上転用については問題ないように思います。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議第３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番および３番

から８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。 
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 （ 挙手全員 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第３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番および３番から８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４号農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）

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 

 

議第４号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）について説明さ

せていただきます。 

前回の総会でも御報告させていただきましたが、残念ながら、全国で農業

委員会に関する不祥事が頻発しており、前回の総会では、全国農業会議所会

長名で出されました「農業委員等の綱紀粛正について」の通知をお配りし、

皆様方に綱紀の保持と徹底をお願いしたところでございます。 

また、去年１１月２８日に東京で開催されました「令和元年度全国農業委

員会会長代表者集会」におきましては、「農業委員会の委員等の綱紀保持に関

する申し合わせ決議」が決議されたところでございます。 

これらを受け、今般、県農業会議から各市町の農業委員会でも綱紀保持、

法令遵守について決議を実施するよう依頼がございました。 

つきましては、本市におきましても、別紙「農業委員会の法令遵守の申し

合わせ決議（案）」のとおり決議いただきたく、御審議賜りますよう、よろし

くお願いします。 

 

（別紙「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）」を読み上げ） 

 

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 

●● 

質問ですが、１番に「農業委員会法第３１条の議事参与の制限」というの

がありますが、具体的にはどういうことを言っているのでしょうか。 

 

事務局 

 

議決権をお持ちである農業委員さんが、申請当事者になられました時は、

その案件の議事につきましては退席を願っていることを指しております。御

自分が利害関係者ということで、発言できないのはもちろん、同席いただく

と自由な議論ができないことから、退席を願っていることについての事項で

あります。 
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会長 よろしいでしょうか。 

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。 

ただいま議題となっております本案件については、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４号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）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２０分 
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