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第 32 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和２年２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 ３ 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 ４ 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 ５ 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 ６ 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 ７ 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 ８ 号 

   農用地利用集積計画（案）の決定につき、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 
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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 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    

 
         

２ ．会議に欠席した委員 
      

 
６番  久保 昇 １２番  中西 真由巳 １４番  堀 裕子 

 
         

 
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 ４番  田 夫 

 
５番  岸本 勇喜雄 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   宇野 正章    
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事務局長 

 

皆さんこんにちは。 

ただいまから第３２回農業委員会総会を開催いたします。 

本日は、６番 久保委員、１２番 中西委員、１４番 堀委員が欠席され

ておりますが、出席委員は１４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 皆さん、本日は御苦労様でございます。 

先日の旅行に御参加された皆さん、大変御苦労様でございました。本来な

ら私も寄せていただくはずでございますけれども、所用のために欠席いたし

まして申し訳ございませんでした。 

最近は寒暖の差が激しいですが、皆さま方も健康に留意されまして今後と

も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３番  

福井 義  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３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 

 

それでは、報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ

いて説明いたします。 
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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ページでございます。 

はじめに番号１番は、届出人が露天駐車場として、本人が所有する青地町

地先の田１筆、４４５㎡を転用されようとするものです。 

計画では、隣接地と合わせ１８台分の駐車場を整備される予定であります。 

敷地の周囲は、Ｌ型擁壁を設置し道路高に合わせ盛土を行います。雨水排

水は、開発区域内にＵ字溝を設け、会所桝を介し東側道路側溝へ放流されま

す。 

周囲は、田、雑種地、自己所有地であり、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２番は、届出人が開発のための文化財の試掘調査として、本人が

所有する東草津三丁目地先の田２筆、計７６８㎡を一時転用されようとする

ものです。 

届出人は、当該地におきまして、共同住宅の建設を検討されておりますが、

周辺地から文化財が出ておりますことから、事前に文化財調査を行われるも

のであります。 

期間は、調査開始から１か月程度であります。 

周囲は、道路、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。 

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１月２７日付け、番号２番は１月１０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３号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第４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６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４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
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利移転または権利設定に伴う転用です。今月の届出は６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、譲受人が隣地と合わせ共同住宅を建設するため、譲

渡人が所有する草津四丁目地先の田１筆１３４㎡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１７戸の共同住宅の建築となっております。 

隣地との境界には、Ｌ型擁壁を設置し、当該届出地は盛土を行います。雨

水排水につきましては、敷地南側にＵ字溝を設置し、会所桝を介して、南側

水路へ放流する計画となっております。 

周囲は、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。 

 

 次に番号２番は、譲受人が工場を増築するための用地として、譲渡人が所

有する青地町地先の田１筆６４４㎡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、青地町にて機械部品の製造、加工を行っておられますが、

規模の拡大に伴い、工場を増築するため、今回、工場の隣接地を転用されよ

うとするものです。 

敷地との境界には、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、敷地周囲にＵ字溝を設置のうえ集水桝を介し、

東側道路側溝へ放流されます。 

周囲は、田、宅地、雑種地であり、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３番は、譲受人が、分譲宅地造成のため、譲渡人が所有する平井

五丁目地先の田１筆１，９６５㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

当該地の周囲は家が立ち並ぶ住宅地であり、今回、８区画の分譲宅地が計

画されています。 

隣地との境界には、既に擁壁が設置されていることから、その擁壁を利用

し、敷地全体に盛土を行います。 

雨水排水につきましては、敷地中央部に新設される道路の側溝で集水し、

敷地東側水路へと放流されます。 

周囲は、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。 

なお、本案件は市街化区域でございますが、開発面積が１，０００㎡を超

えることから、都市計画法の開発許可が必要であり、開発許可と同時に受理
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しております。 

 

 次に番号４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南笠町地先の田５筆１，２４３㎡、換地

面積８３３㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

当該地につきましては、昨年１１月１日付けで現所有者を譲受人として５

条届出を受理しており、所有権移転登記がなされておりますが、現場が完成

しておらず、地目変更登記ができないため、再度、５条届出がなされたもの

でございます。 

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

ればならない農地はございません。 

 

 次に番号５番は、借り人が自己用住宅建築のため、母親である貸し人が所

有する木川町地先の田１筆３２５㎡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、現在、結婚され彦根市に居住されておりますが、

今回、御実家の隣地に新居を構えられるものであります 

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、前面の道路側溝へ放流されます。 

周囲は、田、道路、宅地、雑種地であり、農地所有者から隣地承諾を得ら

れております。 

 

 次に番号６番は、譲受人が、建売住宅建築のため、譲渡人が所有する笠山

二丁目地先の畑１筆３２３㎡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、２軒の住宅を建築される予定となっております。 

隣地との境界には、Ｌ型擁壁を設置し、整地を行います。 

雨水排水につきましては、前面の道路側溝へ放流されます。 

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。 

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１月２０日付け、番号

２番は１月２７日付け、番号３番は１２月２６日付け、番号４番は１月２７

日付け、番号５番は１月１０日付け、番号６番は１月１０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。 
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     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第４号を終わります。 

次に、日程第４ 議第５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５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。今月の申請は３

件です。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青地町地先の田１筆、 

７５０㎡を贈与にて取得されようとするものです。 

譲受人と譲渡人とは親子であり、今回、世代交代のため親子間で農地の贈

与を決められました。 

栽培計画については、今後は水稲およびイチゴ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８，３１６㎡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２番については、譲受人は譲渡人が所有する新浜町地先の登記地

目：田、原野、畑、現況地目：畑の土地３筆、計２７６．６１㎡を贈与にて

取得されようとするものです。 

譲受人と譲渡人とは親子であり、今回、世代交代のため親子間で農地の贈

与を決められました。 
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栽培計画については、今後は水稲およびキュウリ、白菜、大根を作付され

る予定です。 

今回の取得により譲受人の耕作農地が６，７５５．１１㎡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山田町地先の田１筆、

１，５５１㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人はこれまで申請地を１０年余り耕作しておられます。一方で譲渡人

は神奈川県に居住されており、遠隔地となるため今後も管理に支障を来すと

思われ、長年耕作と管理を任せていた耕作者に農地を完全に譲り渡そうと考

えられ、今回の申請に至りました。 

栽培計画については、今後は水稲および大根、ミズナ、ほうれん草を作付

される予定です。 

今回の取得により譲受人の耕作農地が９８，６６２㎡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。 
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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 

●● 

本件につきましては、借人となられる方は新規就農者で、これからの活躍

が期待される方です。お父さんがその活躍の原資となるような農地を受け渡

すということでございますので、特段支障となるような事項は見当たりませ

ん。従って、この件につきまして、問題ないと判断しております。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 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

事務局の説明どおり、この案件は世代交代ということで、お父さんの方か

らお聞きしております。御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

会長 ありがとうございます。 

議席番号●番 ●●委員の担当ですが、本日欠席のため議席番号●番 ●

●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この案件は、譲受人が小作を頼まれていた田を、神奈川県にお住いの譲渡

人から買ってほしいということで売買が成立した件ですので、何ら問題ない

と思います。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。 

 

●番 

●● 

法的なことをお聞きしたいのですが、相続の場合でしたら下限面積は関係

なかったと思うのですが、贈与の場合は下限面積が必要なのですか。 

 

事務局 

 

はい。贈与の場合は、その他の売買等と同じく、５反要件が必要です。 
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●番 

●● 

ありがとうございました。 

 

 

会長 他はございませんか。 

 

     （ 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５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５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６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 

 

議第６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、６ページです。 

はじめに番号１番は、申請人が、住宅敷地として、本人が所有する矢橋町

地先の登記地目 畑、現況 宅地の土地２筆、計２６３㎡を転用されようと

するものです。 

昭和５１年頃申請人の父親が自宅を建築されましたが、当該地は、転用手

続きがなされないまま庭として使われてきたようでございます。今回、転用

手続きがとれていなかったことが判明し、相続されました申請人により顛末

書添付のうえ、申請がなされました。 

敷地周囲は、宅地、道路、神社の境内地であり、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
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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番ですが、これは後ほど説明させていただきます５条の申請の

１番と関連する案件です。 

申請人が露天資材置場を整備するため、本人が所有する下笠町地先の登記

地目 田１，５１０㎡内山林１３８㎡の土地におきまして、現況 田の部分 

１，３７２㎡を転用されようとするものです。 

当該地は、下笠町地先の旧草津川に隣接するところにあり、昔から民地の

一部も草津川の土手となっていたようであり、登記簿上も内山林という表示

がなされているものであります。今回、露天資材置場を整備するにあたって

も、土手部分を造成等することはできませんので、田の部分のみ転用するた

め、このような申請になったものであります。なお、現在の法務局の運用と

いたしましては、１筆１地目が原則であると聞き及んでおり、転用後の地目

変更登記については、別途申請者が法務局と協議を行うとのことであります。 

申請人は、下笠町において、土木建築業を営んでおり、規模拡大にあたり、

現在の資材置場に隣接する当該地を転用されるものです。 

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、敷地西側にＵ字溝を設置し、会所桝を介して、

西側水路へと放流されます。 

敷地周囲は、田、宅地、道路、山林であり、田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、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。 

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。 
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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番の件について御説明させていただきます。事務局から説明がありまし

たように、この土地は、母屋の方を造成した時に、ついでに造成したところ

の手続きができていなかったということで、今回、子どもさんが申請なされ

たものでございます。現地確認しましたが、特に問題ありませんでしたので、

御審議の程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 

●● 

補足の説明を申し上げます。この案件は自ら耕作する田（一部山林）を経

営する会社の資材置場にしようとするものでございまして、隣接農地の所有

者も承諾をしておりますし、水利の関係も適正に計画されておりますので、

許可もやむを得ないものと考えております。よろしく御審議賜りますようお

願い申し上げます。 

 

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６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６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６ 議第７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。 
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事務局 

 

議第７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３件です。議案書

は、７ページから８ページです。 

番号１番は、先ほど説明させていただいた４条の申請の２番の関連する案

件です。 

譲受人が露天資材置場を整備するため、譲渡人が所有する下笠町地先の田

１８５㎡内山林１２５㎡の土地１筆、１８５㎡を売買にて取得し、転用され

ようとするものです。 

当該地も先ほどと同じく、登記簿上は内山林となっておりますが、こちら

は現況、全て田でありますので、全部を転用することとなっております。 

転用目的や事業計画については、先ほどと同じですので、省略させていた

だきます。 

敷地周囲は、田、転用予定地、山林であり、田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、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。 

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を整備するため、譲渡人が所有す

る長束町地先の田１筆、８６０㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

申請人は、現在、守山市森川原町で約１ｈａの住宅開発を控えており、近

隣の当該地を適地として、転用されるものです。 

隣地との境界には、Ｌ型擁壁を設置し、盛土を行います。 

雨水排水につきましては、前面道路側溝へ放流されます。 

なお、当該地の一部には、昭和３１年に転用許可のうえ、建築物がござい

ましたが、分筆等がされておらず詳細も不明であることから、今回改めて申

請がなされました。 
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申請地の周囲は、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、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、事業見積書と残高証明書が添付されており、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３番は、譲受人が健康広場、譲受人が運営する高齢者向け施設の

利用者のためのグラウンドゴルフコース、散策路を整備するため、譲渡人が

所有する志那中町地先の田３筆計３，９１２㎡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、平成１１年に設立された、志那中町で高齢者向けデイサービス

センターおよびグループホームを運営しておられる社会福祉法人でございま

す。デイサービスセンターは、毎日約３５名の方々が利用されており、また、

グループホームには１８名の方が入居されております。これら約５０名の

方々の自立を少しでも支援するため、また、介護度を向上させるためには、

運動やレクレーションがゆうこうであることから、今回、グラウンドゴルフ

や散策ができる広場の整備を計画されたものでございます。申請地内に４つ

のグラウンドゴルフコースをその周りに散策路を設ける計画となっておりま

す。また、施設敷地から申請地への移動に際し、県道の歩道を利用すること

なく、車いすでも安全に通行できるよう幅７ｍの橋を架ける計画となってい

ます。なお、４つのコースとなっておりますのは、施設に近いコースからス

タートし、一周することによりゴールすることで、認知症を抱える利用者も

スムーズに施設に帰って来やすくするためとのことであります。 

申請地と隣接地との境界には、Ｌ型擁壁を設置し、隣接地への土砂の流出

を防ぎ、３０ｃｍごとに転圧しながら、良質土にて約１ｍの盛土を行います。

また、周囲には、水路がありますことから、敷地周囲には、１．８～２．０

ｍのフェンスを設置します。 

雨水排水につきましては、舗装等行いませんので、自然透水が基本ですが、

敷地北側から南側に勾配を付け、南側に集水し、会所桝を介して南側水路へ

放流する計画となっております。 

申請地の周囲は、田、水路、河川であり、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。 

以上３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番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

補足説明させていただきます。１番目の案件は、前の議６号議案と現状は

一体となったものでございまして、親族から借り受けて耕作をしている田ん

ぼを売買により取得して、露天の資材置場にしようとするものでございまし

て、先ほどの議案と同様に隣接地および地元も了承しておられますことから、

特段の問題もなく、許可もやむなしと考えております。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

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 

●● 

補足説明させていただきます。番号２番は長束町地先の田んぼです。住宅

が建っており、それを撤去され、調べたところ宅地変更がなされてなくて、

残りの田んぼと併せて露天資材置場にしたいという譲受人がおられまして、

売買が成立したものです。何ら問題ないと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

３番は、志那中町地先の田んぼ３，９１２㎡を高齢者向け施設を利用され

る方のグラウンドゴルフコースにされます。県道から少し入ったところに横

並びになった長方形の田んぼでございます。利用者が安全にプレイできるグ

ラウンドゴルフコースの整備を考えておられたところ、申請地を適地とされ

今回の申請に至ったものでございます。何ら問題ないと思いますのでよろし
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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。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。 

 

推進委員 

●番 

●● 

２番の案件の事業開始の期間がどれくらいなのか教えてください。 

 

 

 

事務局 

 

計画では令和２年３月１日からという事業計画となっております。 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

それが何年以内とか何カ月以内という決まりはあるのですか。 

 

 

 

事務局 

 

露天資材置場としての事業期間ということですか。 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

譲り受けてから何年以内に開発しなさいという期間はありますか。 

 

 

 

事務局 

 

条件という形では付しておりません。申請書にいつからいつまでやります、

ということが明記されております。 

 

●番 

●● 

申請が通れば地目変更されますよね。雑種地になっているけど、田のまま

放っておいても良いのかということをおっしゃっているのでは。 

 

事務局長 基本的に現地が変わらない限り許可書が出ても地目が変わることを法務局

は認めません。許可書を出して、それに基づいて計画どおり土を入れて雑種

地の状態になれば地目は変更できます。完了すれば完了届を出しなさいとい

う決まりがありますので、無い時にはどんな状況か確認します。それが出て

こないうちに違うものに計画を変更されるときもたまにあります。その場合

については、事業計画変更という形で申請が出てまいります。この事業をし

たいから申請書を出されるので、半年なり１年の間にはその用に供されると
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いうふうには考えております。 

 

会長 決まりはないのですか。 

 

事務局長 半年以上過ぎたら状況を説明せよという話はありますので、許可を受けて

そのまま空振りなのか、資本の関係で手はずが整わなかったのかとか色々理

由はあるかと思います。 

 

推進委員 

●番 

●● 

矢橋町でも譲受人が許可を得て持っているところが、１年以上過ぎて草が

生えている状態で放置されているところがあります。 

 

 

事務局長 許可が下りて、現場を触らずにしておいても課税上農地の評価はされませ

んので、用に供さず田んぼのまま置いておかれると宅地比準の土地になりま

すから、調整区域としては何十倍の評価額になってこようかと思いますので、

通常考えるとそのまま事業もせずに置いておかれるというのはあまり考えら

れない話かと思います。ただ、●●委員がおっしゃるようにそのままにされ

ていて、草が生えてきて迷惑がかかるということがあるかも分かりませんの

で、その分については半年等過ぎたら状況報告しなさいということはさせて

いただいておりますが、許可等の件数が多いのですべてに声かけができてい

るとは言えない状況です。 

 

推進委員 

●番 

●● 

結構です。決まりが無いなら仕方がないな。 

 

 

 

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７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 ） 
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会長 挙手全員であります。 

よって、議第７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７ 議第８号農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決

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 

 

農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決を求めることにつきまして、

御審議を賜りたくよろしくお願い申し上げます。詳しい内容につきましては、

担当の方から説明しますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

農林水産課 

 

それでは、令和２年２月２９日公告分の農用地利用集積計画（所有権移転）

および利用権設定について説明させていただきます。 

今回の農用地利用集積計画（案）につきましては、農業経営基盤強化促進

法に基づく、農用地の所有権移転および利用権設定について、でございます。 

去る、１月７日に当事者双方から農用地等所有権移転申出書が提出され、

また同土地に対する農用地等利用権設定申出書が提出されましたので、農業

経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき、農用地利用集積計画（案）を

作成し、農業委員会の決定を求めるものでございます。 

農業経営基盤強化促進法に基づく利用集積計画による所有権移転について

説明をいたします。 

農地法第３条による手続きが不要である利用集積計画による所有権移転の

要件としましては、売り手についてはありません。 

買い手については、農業経営基盤強化促進法第１８条３項に規定されてお

り、１つ目が農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであるこ

と。２つ目が農用地のすべてを効率的に利用して耕作すること、および農作

業に常時従事することが要件となっています。 

具体的には、認定農業者、市町村基本構想の効率的かつ安定的な農業経営

の指標を満たす者、経営規模の拡大を行おうとする者で一定の要件を満たす

者が対象となります。 

利用集積計画による所有権移転のメリットとしましては、売り手側は、 

８００万円の譲渡所得にかかる特別控除を受けることができ、 

買い手側は、登録免許税の税率が２０／１０００が１０／１０００になり、

不動産取得税は４％が課税標準の１／３が控除となります。 

ただし、特例の適用対象となる土地は、農用地区域内のものに限ります。 

今回の議案の内容としましては、株式会社●●●●●●の代表取締役であ

る●●●●さんが農地を買われ、利用権設定により株式会社●●●●●●へ、
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その農地を貸されるものです。 

今回は、土地の購入と同時に同土地について株式会社●●●●●●が利用

権設定を行うため、当該法人が耕作を行うことになります。当該法人は本市

基本構想に基づく法人であり、農用地を効率的に利用して耕作を行っており、

耕作者としては十分であると判断したため、所有権移転については問題ない

ものとしました。 

登録免許税の対象となる買い手は、認定農業者、市町村基本構想の効率的

かつ安定的な農業経営の指標を満たす者、経営規模の拡大を行おうとする者

で一定の要件を満たす者が対象となり、●●●●さんは、個人では認定農業

者等ではないことから、登録免許税の特例を受けることはできません。 

●●●●さんは、平成２９年６月、１１月にも、農用地利用集積計画によ

り農地を買われて、今回と同様に、利用権設定により株式会社●●●●●●

へ農地を貸されています。 

以上、農用地利用集積計画の内容について説明を終わらせていただきます。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

会長 以上で、農林水産課の説明が終りました。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。 

 

     （ 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８号 農用地利用集積計画（案）の決定につき、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。 

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２５分 
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