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第 33 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和２年３月１０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 ５ 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 ６ 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  報告第 ７ 号 

農地法第１８号第６項の規定による賃貸借解約通知について（報告） 

 

第 ５  議第 ９ 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 ６  議第 １０ 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 ７  議第 １１ 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 

ついて提案説明、案件に関する質疑、採決 

 

第 ８  議第 １２ 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 ９  議第 １３ 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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第 １０ 議第 １４ 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 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 
      

 
６番  久保 昇       

 
         

 
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 

 
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   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３３回農業委員会総会を開催いたします。 

コロナウイルスが流行っておりますので、マスクと消毒液を準備させてい

ただいております。密閉した空間なので、窓を開けさせていただいておりま

す。寒いようでしたら考えさせていただきますので、よろしくお願いします。 

本日は、６番 久保委員が欠席されております。また、１１番の杉江委員

さんは１０分ほど遅れるということでございますが、出席委員は１４名中 

１２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 改めまして、皆さん御苦労様でございます。 

先ほども局長が申されましたように、コロナウイルスの関係で、私を含め

皆さんマスクをおかけでございます。言葉が行き届かないかもしれませんが、

よろしくお願いします。高齢者が特に危ないということでございますので、

お気をつけていただきますようお願いします。 

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４番  

松井 保男 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５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。 
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事務局 

 

それでは、報告第５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。 

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、本人が所有する南草津

五丁目地先の田１筆、４９８㎡を転用されようとするものです。 

当該地は、野路西部土地区画整理事業の区域内でありますが、田として換

地を受けられたものであります。 

計画では、２３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、既に道路側溝および擁壁が設置されており、道路高に合わ

せ盛土を行います。雨水排水は、雨水桝を設置し、北側道路側溝へ放流され

ます。 

周囲は、道路、雑種地、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。 

 

 次に番号２番は、共同住宅建設のため、本人が所有する木川町地先の畑１

筆、４７８㎡を転用されようとするものです。 

計画では、鉄骨造３階建て６戸の共同住宅であります。 

敷地の周囲は、既に宅地化されており、敷地全体に盛土を行ったうえ、外

周にコンクリートブロック、フェンスの設置を行います。 

雨水排水につきましては、既設公共汚水桝を介し、西側道路側溝へ放流さ

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。 

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２月２０日付け、番号２番は２月４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５号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第６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３番の各案件を議題とし、事務局より報告事項の
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朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、報告第６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３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、譲受人が分譲宅地の造成のため、譲渡人が所有する

草津町地先の田１筆１，７８６㎡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、８区画の分譲宅地と団地内道路の整備を行います。届出地は、

県道に接しておりませんが、譲渡人所有の宅地の一部を介し、県道からの出

入りを行います。 

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、申請地内に新設される道路側溝で集水のうえ、西側水

路へ放流する計画となっております。 

周囲は、田、宅地、水路であり、隣接する農地の所有者から隣地承諾を得

られております。 

なお、本案件は市街化区域ではございますが、１，０００㎡を超えるため、

都市計画法の開発許可が必要であり、開発許可日と同日付で受理しておりま

す。 

 

 次に番号２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４筆計３，３３９㎡、換

地面積１，８２７㎡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。 

 

 次に番号３番は、譲受人が住宅用地として、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２筆 計１２．１７㎡を交換にて取得

し、転用されようとするものです。隣接地での開発に伴い、申請地西側の譲

受人所有の登記地目 宅地、現況 道路の土地と申請地を交換されるもので

あります。 

周囲は、道路、開発予定地、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。 

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
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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２月２８日付け、番号３番は２月２０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６号を終わります。 

次に、日程第４ 報告第７号農地法第１８号第６項の規定による賃貸借解

約通知について１番の案件を議題とし、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７号について説明させていただきます。議案書５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、農地中間管理権に係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、賃借人は農地中間管理機構が借受している下笠町地

先の田２筆、計４，５２４㎡に対して、農地中間管理権に係る賃貸借権の設

定をしておりましたが、今回、解約の申入れがありました。 

解約に至った事由につきましては、農地法第１８条第１項第２号に該当す

る、両者の合意による解約です。 

当該地については、もともと農地中間管理機構の農用地利用配分計画によ

り、別の耕作者が借り受ける予定をしておりましたが、募集の際に病気療養

中のため手続きができず、代わりに今の賃借人に耕作をしてもらっていまし

た。今回、当初借受を予定されていた方の体調が快復したことから、もとも

と予定していたとおりに賃貸借権を設定し直すために、解約されるものです。 

なお、この解約通知書につきましては、令和２年１月２４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。 

 

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 ） 

 



8 

 

会長 発言が無いようですので、報告第７号を終わります。 

次に、日程第５ 議第９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７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９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７件です。議案書の６ページ、７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馬場町地先の畑１筆、 

１０５㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地は譲受人の家に隣接しており、耕作に便利なため農地の取得を考え

られておられました。今回、譲渡人が農地の管理に困っていたところ、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。 

申請段階で当該地は雑種地化しておりましたが、その後に農地を耕され、

現在では耕作できる状態となっております。 

栽培計画については、今後は水稲および白菜、ネギ、ビワを作付される予

定です。 

今回の取得により譲受人の耕作農地が６，８６１㎡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、借人は貸人が所有する青地町地先の田２筆、計

２，２７３㎡を使用貸借にて借受されようとするものです。 

借人が農業規模を拡大しようと考えておられたところ、高齢により耕作面

積を縮小しようと考えていた貸人との間で使用貸借による権利設定の話が進

み、このたびの申請に至りました。 
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栽培計画については、今後は水稲を作付される予定です。 

今回の権利設定により譲受人の耕作農地が５，９４１㎡となりますことか

ら、下限面積の要件を満たしております。 

なお、番号１番と同様に農地法第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川原町地先の田１筆、

２，４０６㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人は相続により農地を取得されましたが、耕作をすることができない

ので耕作をしてもらえる人を探しておられたところ、耕作面積の拡大を考え

ておられた譲受人と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１０，０１４㎡となりますことから、

下限面積の要件を満たしております。 

なお、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４番については、譲受人は譲渡人が所有する下笠町地先の畑１筆、

５８㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地は市道下笠２５号線拡幅整備の残地となりますが、譲渡人はトラク

ター等の機械での耕作が不可能となり、畑を続けられないことから譲渡を考

えられました。一方でその隣地を所有している今回の譲受人が一体的な農地

として耕作をするために譲受を考えられ、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７，４５６㎡となりますことから、

下限面積の要件を満たしております。 

なお、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５番については、譲受人は譲渡人が所有する上寺町地先の田１筆、

１，０３０㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は栗東市にお住まいですが、農業経営の規模を拡大し、安定して農

作物を生産・供給していきたいと考えられました。申請地は以前に譲受人の

父親が賃貸借権を設定して借受し、耕作しておられましたが、お父様が亡く

なられた後は譲受人が耕作をし、今回の申請によりそこをそのまま譲り受け

ることになります。 

栽培計画については、今後は水稲を作付される予定です。 



10 

 

今回の取得により譲受人の耕作農地が５，０８４㎡となりますことから、

下限面積の要件を満たしております。 

なお、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６番については、譲受人は譲渡人が所有する志那町地先の田２筆、

計５，９８４㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人が農業経営の規模を拡大しようと考えておられたところ、農業経営

の規模を縮小しようと考えていた譲渡人と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、今後は水稲および根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１０，７２４㎡となりますことから、

下限面積の要件を満たしております。 

なお、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７番については、譲受人は譲渡人が所有する志那中町地先の田２

筆、計３，０４９㎡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６，７７３．１６㎡となりますこと

から、下限面積の要件を満たしております。 

なお、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７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番と２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番の案件ですが、譲受人の方の家の近くということもあって、この

畑を取得することを考えられました。現地確認しましたが、特に支障となる

点はありませんでした。 

番号２番の件につきましては、譲受人の方が耕地面積の拡大ということで、
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この申告をなされたものです。この売買に関して支障となることは見当たり

ませんでしたので、問題ないと考えております。以上です。 

 

会長 ありがとうございました。 

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、地先は川原町ですが、譲渡人、譲受人共に上笠の方で

ございます。一昨年に川原の大規模開発で田んぼを譲渡されまして、減った

分を戻したいということで売買が成立しました。譲受人の耕作面積は現在 

７６．１ａでございます。この方はトラクター、コンバイン等を自分で所有

されており、自作で水稲をされておりますので、今後も作付をされていくも

のと思われます。何ら問題ありません。よろしく御審議の程お願いします。 

 

会長 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 

●● 

４番の案件でございますが、市道の拡幅に伴う残地の部分でありまして、

幅が非常に狭くなりますことから、耕作人は隣接する所有する方に売却しよ

うとするものであります。譲受人は下限面積の要件を満たしておりますし、

耕作の継続意思もあることから、問題なしと考えておりますので、何卒よろ

しく御審議を賜りますようお願いします。 

 

会長 ５番と７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 

●● 

５番は上寺町の田んぼを、以前はお父さんが耕作されていましたが、今回、

土地を取得して自作するということです。下限面積も機械もありますので、

何ら問題ないと思います。よろしくお願い申し上げます。 

７番は給食センターの代替地として、志那中町地先の田２筆、計 

３，０４９㎡の売買が成立しました。今後も自作でやっていきたいというこ

とです。何ら問題ありませんので、よろしく御審議の程お願いいたします。 

 

会長 ６番の案件につきましては、私が御説明いたします。 

先ほど事務局が説明いたしましたが、中学給食の関係で田んぼが減って、

代替を探しておられたということで、ちょうど志那町の方に売りたいという

方がおられまして、話がまとまりました。現地確認いたしましたが、３反の

田が２枚でございまして、何ら問題ないと考えておりますので、よろしく御

審議の程お願いいたします。 
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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９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７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す。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第９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７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１０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

案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第１０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、８ページです。 

はじめに番号１番は、申請人が、宅内通路として、本人が所有する新浜町

地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆、１６８㎡を転用されようとす

るものです。 

申請人御家族は、明治時代に申請人の曽祖父が御自宅を建築され、以来お

住まいでありますが、昭和４７年に母屋を改築されるにあたり、道路からの

進入口が狭く不自由だったことから、申請地を市道からの出入り口として造

成されたようであります。 

以後、転用手続きがなされないまま宅内通路、住宅敷地として使われてお

り、今回、転用手続きがとれていなかったことが判明し、経過書添付のうえ、

申請がなされました。 

敷地周囲は、道路、水路、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。 

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番は、申請人がごみ集積所を整備するため、本人が所有する矢

橋町地先の登記地目 田、現況 雑種地の土地２筆、計２．７５㎡を転用さ

れようとするものです。 

申請地周辺は、申請人の所有していた田において、５０戸連担による専用

住宅の開発が進んでおり、申請地は新たにお住まいになられる方々のごみ集

積所として設置されました。 

大規模な住宅開発ですと、所有者からいったん開発事業者へ土地の所有権

が移り、その後ごみ集積所や道路、公園などは市へ帰属されることが一般的

でありますが、今回、それぞれの開発が別々に進んでおりますことから、ご

み集積所が元の所有者名義のまま、残ってしまったものであり、顛末書添付

のうえ、申請がなされました。 

今回、転用手続き完了後は、市へと帰属される予定であります。 

敷地周囲は、道路、開発予定地であり、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、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３番は、申請人が駐車場を整備するため、本人が所有する上笠一

丁目地先の畑１筆、３９８㎡を転用されようとするものです。 

申請地は、申請人の息子さんのお住まいの家庭菜園として、耕作されてま

いりましたが、御親戚のお集まりの際に駐車するスペースを確保するため、

また、普段は周囲の道路が狭く車を止めるところのない周辺の方々に止めて
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いただけるようにしたいとのことであります。 

申請地の周囲は、既に自宅の敷地として擁壁が設置されており、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、東側の道路側溝へ放流さ

れます。 

敷地周囲は、道路、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。 

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、事業見積書と預金通帳の写しが提出されており、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番と２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 

●● 

１番の案件については、事務局からの説明のとおり、大昔におじいさんが

家を建てる時に一緒に埋めてしまって、進入路として使っておられました。

その後、まだ申請ができておらず、息子さんがスッキリとしたいということ

で、今回申請されました。別に問題ないものと考えておりますので、審議の

程よろしくお願いします。 

２番の案件は、以前の第２６回の総会の時に１回出たのですが、その時に

この部分を忘れていたので、今回ごみ集積所として申請したいということで

す。別に問題ないと考えております。併せてよろしくお願いします。以上で

ございます。 

 

会長 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、露天駐車場をしたいということで申請されております。

当該地外周は公共の道路、２面が宅地となっておりますが、息子さん名義な

ので自己所有みたいなものなので隣地承諾等は必要ありませんので、当該案

件につきましては許可相当と考えております。よろしく御審議の程お願いい
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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。 

 

●●番 

●● 

３番ですが、問題ないとは思うのですが、この図面で通るのですか。周囲

が全然分からないのですが。 

 

●番 

●● 

申請用の図面はしっかりした物を出されております。法務局にあるような

ものを添付されております。皆さまへの説明用に簡単な図面を付けされてい

ただいているのですが、申請にあたっては何ら問題ありません。 

 

●●番 

●● 

周りが分からないし、斜めになっています。 

 

 

事務局長 それは２番ですね。 

 

●番 

●● 

第２６回総会の案件で、当初からそこをごみ集積所にする予定だったので

すが、申請を出し忘れたのです。それで、今回申請を出すので、よろしくお

願いしますということです。以上です。 

 

事務局長 場所としては、１戸ずつの申請で、旗竿形式でやっていかれた土地の中に、

１つごみの集積場が農地のままで残っていたということです。 

 

事務局 

 

申請書には当然、位置図、公図、構造図等が付いております。１つの申請

書が分厚いものだとかなりの物になりますので、皆さんのお手元に配付させ

ていただくのは一番分かりやすいと思われる土地利用計画図と呼ばれるもの

を写しで付けさせていただいております。今回、この案件につきましては、

それぞれ５０戸連担の申請がございまして、それとは別に２．７５㎡のごみ

集積所が残りました。そこだけの開発図面等はございません。こちらには構

造図なり、公図において場所の位置関係は把握できているのですが、配らせ

ていただくのにふさわしい申請図面はございませんでしたので、こちらの図

面となっており申し訳ございませんでした。 

 

●●番 

● 

この線は何の線ですか。 
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●番 

●● 

見ておりますと、次の議第１１号というのがありますでしょう。その図面

で場所の説明をしていただけると思います。その中に今の小さい土地が含ま

れているはずです。 

 

●番 

●● 

１１番と次のページにも同じものが出てきます。 

 

 

●●番 

● 

分かりました。 

 

 

事務局 

 

今、●●委員からおっしゃっていただきました、農地法第５条の番号４の

図面がありますが、ここに１軒の申請図がありまして、これの道路と開発区

域の左上の四角の土地です。これが該当するごみ集積所です。この周囲に７

から８軒の５０戸連担の家が建っています。 

 

会長 ●委員、それでよろしいでしょうか。 

 

●●番 

● 

はい。分かりました。 

 

 

会長 他に御質問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１０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１０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７ 議第１１号農地法第５条の規定による許可につき、事業
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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１１号 農地法第５条の規定による許可に関する事業計

画変更について説明させていただきます。議案書は９ページです。 

本申請地は令和元年９月１９日付けで、農地法第５条の規定により許可さ

れた案件です。専用住宅の建築のための農地転用の許可後、造成工事が行わ

れておりましたが、譲受人が、急遽、住宅の購入を見送らざるを得なくなり、

今回、新たな購入者が決まったことから、譲受人を変更する旨の申請があり

ました。 

当該地につきましては、現場での造成は行われておりますが、所有権移転

登記および地目変更登記が未了のため、当初の許可に対する事業計画変更申

請書を提出していただきました。 

なお、登記地目が農地である以上、所有権移転登記を行うためにも、転用

事業者つまり住宅購入者が許可を受ける必要があるため、所有者と新しい譲

受人との農地法第５条の申請が必要となります。 

それにつきましては、次の議第１２号番号４番にて説明させていただきま

す。 

それでは議案書の８ページにあります、事業計画の変更前と変更後とを御

覧ください。変更箇所は１点です。 

変更点といたしましては、先ほども説明させていただきましたとおり、譲

受人が変更となっております。 

以上１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 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１１号 農地法第５

条第１項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 ） 
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会長 挙手全員であります。 

よって、議第１１号 農地法第５条第１項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８ 議第１２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番までの各案件のうち、委員が当事者

の案件が１件ありますので、先に審議をお願いします。 

番号６番の案件については、席次番号●番 ●●委員が当事者でございま

すので、農業委員会等に関する法律第３１条に基づき、議事参与の制限によ

り、当該事案の審議開始から終了まで退席していただきます。 

関係事案終了後、入室着席していただきます。席次番号●番 ●●委員は、

退席を願います。 

 

 （ ●番 ●●委員 退席 ） 

 

会長 それでは、番号６番について、事務局より議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

続きまして、議第１２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８件です。議案書

は、１０ページから１３ページです。 

なお、当事者がおられます６番の案件を先に御説明させていただきますの

で、御了承いただくようお願いします。 

はじめに番号６番は、借人が農家住宅建築のため、父親であります貸人が

所有する駒井沢町地先の畑１筆、２０６㎡を使用貸借にて借り受け、転用さ

れようとするものです。 

申請人は、現在、御実家で御両親と同居されておりますが、お子さんが小

学生になられ、手狭になってくることから、実家の隣地であります当該地に、

自宅を建築されるものであります。 

隣接地に影響がでないよう、申請地の中央部に盛土を行います。 

雨水排水につきましては、会所桝を介して西側道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、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。 

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、事業見積書および融資証明書の写し、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。 

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 ただ今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。 

●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 

●● 

６番の案件でございますが、息子さんの農家住宅を建てるために当該地を

使用貸借にて５条申請出されたものでございます。周囲は道路および自己所

有の宅地でございますので、隣地承諾も必要ございませんので、何ら問題な

いと考えております。御審議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。 

ただ今 議題となっております、議第１２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、番号６番の案件について、

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１２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、番号６番の案件については、原案のとおり決定

いたしました。 

席次番号●番 ●●委員の入場を認めます。 

 

 （ ●番 ●●委員 着席 ） 
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会長 引き続き受付番号１番から５番、７番と８番の各案件を議題とします。事

務局より議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

次に番号１番は、譲受人が露天駐車場として、譲渡人が所有する馬場町地

先の田４筆、計６００㎡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、御自宅を新築される際、譲渡人所有の田を売買にて取得されま

したが、今回の申請地はその隣接地であります。 

住居建築の際、当該申請地も造成がなされており、今回、顛末書添付のう

え、申請がなされました。 

敷地全体に盛土を行い、雨水排水につきましては、自然透水ですが、周囲

は水路であるため、影響はございません。 

申請地の周囲は、水路、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、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、売買契約書の写しおよび融資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２番は、借人が開発事業のための用水管の調査および修復のため、

貸人が所有する岡本町地先の田１筆、５５７㎡のうち１１３㎡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。 

当該地におきましては、現在、保育所建設の計画が進んでおりますが、そ

の地下に草津用水土地改良区の用水管が埋設されております。昭和４０年代

に埋設され、詳細な埋設場所や深さが不明確なこと、また、老朽化が予想さ

れることから、開発の申請前に、土地の仲介を行った借人が、草津用水土地

改良区の立ち合いのもと、調査および必要に応じた修復を行うことになった

ものであります。 

埋設されていると推定される部分幅約４ｍ、延長約３０ｍを掘削します。 

期間は、修復終了後、すぐに埋め戻しを行いますが、その後、保育所建設

の本転用の申請がなされる予定であります。 

申請箇所は、貸人所有地の中ほどであり、隣地承諾を得なければならない
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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３番は、譲受人が通路として利用するため、譲渡人が所有する青

地町地先の田２筆、計１２０㎡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、西側隣接において開発された分譲建売住宅の残地であり、譲受

人所有の田に接しております。 

現状も、田の畦道として利用されておりますが、譲渡人の田がなくなった

ため、譲受人名義になされるものであります。なお、通常、畦道については、

転用手続きの必要ありませんが、今回、所有権移転を行うにあたって、譲受

人が５反要件を満たさないため、５条の申請がなされたものであります。 

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、売買契約書と預金通帳の写しが提出されており、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、先ほどの事業計画変更に関連する案件です。 

譲受人が専用住宅建築のため、譲渡人が所有する矢橋町地先の登記地目 

田、現況 宅地の土地２筆、計１６８㎡を売買にて取得し、転用されようと

するものです。 

現地は、前許可に基づき、既に造成が行われ、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ております。 

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。 
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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、開発行為の許可と同

時許可となります。 

 

 次に番号５番は、借人が埋蔵文化財試掘調査のため、貸人が所有する矢橋

町地先の田６筆、計１０，１７９㎡のうち３４０㎡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。 

申請人は、現在、当該地におきまして、商業施設の開発を計画されており

ますが、開発面積が大きいことから開発許可申請および転用申請に先立ち、

文化財調査を行われるものであります。幅約１ｍ、延長約２０ｍの試掘を 

１７か所程度で行う予定となっております。 

期間は、約１か月で調査後すぐに埋め戻しを行いますが、その後、商業施

設の本転用の申請がなされる予定であります。 

申請箇所は、貸人所有地の中ほどに点在しており、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、文化財調査は本市歴史文化財課が実施することにな

っており、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７番と８番とは関連する案件ですので、一括にて御説明させてい

ただきます。 

譲受人が社会福祉施設、障害者向け作業所建設のため、譲渡人が所有する

芦浦町地先の田１筆７４６㎡を、また、同じくグループホーム建設のため、

譲渡人が所有する長束町地先の田１筆１，３８５㎡をそれぞれ売買にて取得
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し、転用されようとするものです。 

譲受人は、岡山県倉敷市に事務所を置く社会福祉法人であり、倉敷市を中

心にグループホームや作業所等数多くの施設を運営されております。また、

昨年からは、近江八幡市においても、グループホーム、作業所を開設されて

おります。 

まず７番につきしては、平屋造りの作業所１棟と２１台分の駐車場が計画

されております。敷地周囲について、敷地西側は、既存の擁壁を利用し、そ

れ以外はＬ型擁壁を設置し、敷地全体に盛土を行います。 

また、雨水排水につきましては、Ｕ字溝を設置し会所桝を介して、敷地東

側の道路側溝へ放流されます。 

周囲は、田、雑種地、道路であり、農地の所有者から隣地承諾を得られて

おります。 

次に８番につきましては、２階建てのグループホーム２棟と１５台分の駐

車場が計画されております。敷地周囲について、敷地南西側に接します水路

との境界にはＬ型および重力式擁壁を設置し、また、それ以外は既存の擁壁

を利用し、敷地全体に盛土を行います。 

また、雨水排水につきましては、敷地北西側に設置されるＵ字溝を通じて、

南西側の水路へ放流されます。 

周囲は、里道、水路、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。 

なお、両筆は町は分かれておりますが、１００ｍも離れていない近接地で

あり、これは、グループホームに入居されている方にとっては、グループホ

ームから作業所に通うことも重要なことであることから、あえて同一敷地に

することなく、安全に通える距離で建設を予定しておられます。 

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。 

一般基準については、売買契約書、資金計画書、残高証明書が提出されて

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。 
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なお、両案件ともそれぞれ都市計画法第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。 

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す。 

ただ今の事務局の説明に関連して、各地区担当委員から、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３番の各案件については、議席番号●番 ●委員お願いします。 

 

●番 

● 

まず、１番の案件につきまして説明いたします。添付図に示されています

ように、周囲は田んぼとして残しておきましたが、宅地を造成する際にその

申請地も含めて土を入れて盛り上げたということで、現状は雑種地となって

おります。これにつきましては、顛末書等を提出していただき、反省してい

ただきましたが、今回宅地の周りの自己所有地につきましては、露天駐車場

にして活用するということで申請が出てきました。当該地の周囲は水路およ

び自己所有の農地ということでありますので、隣地に対する影響はないとい

うことで、本件を許可するのはやむを得ないと考えました。 

２番の案件でございますが、図面を見ていただきたいと思います。当該地

は保育園が建設予定となっております。その建設予定地の下を走る草津用水

の道管の健全性を確認するために試掘されるという転用です。この一時転用

に伴いまして、北側の田んぼにつきましては耕作不能となりますが、ここは

将来保育園の用地として転用されるということなので、この期間の耕作不能

に対する問題はないと考えまして、この転用につきましては問題ないという

ことで現地確認を行いました。 

番号３の案件ですが、図面の自己所有と書いてあります田んぼの所有者が、

当該地の取得をするということでございまして、先ほど話がありましたよう

に、この方は５反要件を満たしませんので、通路として活用するということ

で、この土地を取得するということでございます。周囲につきましては、申

請者本人の田んぼ以外には農地がありませんので、隣接農地に対する影響は

ないということでございますので、本件に対して支障となる事項はないと判

断しております。以上でございます。 

 

会長 ありがとうございました。 

４番と５番の各案件については、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、事務局から説明がありましたとおり買主が変
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●● わるということです。工事は終わっておりますので、何ら問題ないものと考

えております。 

５番の案件は、ゆくゆくはきちんとした申請が出てくると思うのですが、

今回は文化財の一時調査ということでするので、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。以上でございます。 

 

会長 ありがとうございました。 

７番と８番の各案件については、議席番号●番 ●●委員お願いします。 

 

●番 

●● 

この案件は、社会福祉法人の方が社会福祉施設を２箇所に分けて建設した

い旨の申請です。 

７番につきましては、作業所を奥に建て、手前を駐車場にするということ

です。８番は作業所と駐車場ということです。周りは住宅と自己所有の田ん

ぼです。開発行為を同時に進められております。交差点が近くにありますの

で、入所者に十分注意するよう、ソフト面もしっかり言っておきました。売

買することについては何ら問題ないと思いますので、審議の程よろしくお願

いします。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。      

ただ今の事務局ならびに地区担当委員からの説明について、発言のある方

は挙手をお願いします。 

 

●番 

●● 

７番、８番の件ですが、公共性が高いのかどうかは分かりませんが、規模

がある程度のところは町からの承諾とか、説明会はどれくらい必要ですか。 

 

事務局 

 

農地法上は近隣町内会への説明等の義務はございませんが、開発許可の中

で説明会の経過を付けたり、他の法律では面積なり建てる物の用途によって

規制がかかります。農地法上は近隣農地の所有者の承諾のみです。 

 

●番 

●● 

多分やっておられると思うのですが、説明会も済んでいるという文書を付

けていただくと、こちらも通りやすいのではないかと思います。 

 

事務局 

 

地元説明がどこまでされているか私も現在把握しておりません。申し訳ご

ざいません。 

 

会長 他に何かございませんか。 
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●●番 

● 

７番、８番の件ですが、岡山の福祉法人ということなのですが、何もない

とは思うのですが、何か問題があった場合は、例えば許可を下した草津市が、

何か監督上問題にすることがあるのでしょうか。要件があれば許可してくと

いうものなのでしょうか。 

 

事務局 

 

建設にあたっては農地法の許可と開発許可は同時です。障害者福祉施設と

いうことですので、担当部署が運営面のチェックはしていくものと考えてお

ります。おっしゃっていただいているように、県外の法人なので、社会福祉

法人の認可自体は滋賀県や草津市ではなく、上のところでいきますが、ここ

に建設される社会福祉施設の監督は市の福祉部門が見ていくことになるかと

思います。 

 

●●番 

● 

よそから来て、開発して、うまいこといったら良いけど、そういうことが

不安だと思いました。市の監督下に置かれるということなのですね。 

 

事務局 

 

そうですね。運営されるにあたっては、当然登録等があると思います。 

 

 

●●番 

● 

ありがとうございました。 

 

 

会長 他はよろしいですか。 

 

     （ 質問・意見なし ） 

 

会長 御意見も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。ただ今 議題となっております、議第１２号 農地法第５

条第１項の規定による申請につき、許可を求めることについてのうち、番号 

１番から５番、７番と８番の各案件について、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１２号 農地法第５条第１項の規定による申請につき、許可

を求めることについてのうち、番号１番から５番、７番と８番の各案件につ

いては、原案のとおり決定いたしました。 
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次に、日程第９ 議第１３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 

 

議第１３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。詳細につき

ましては、担当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 

 

議第１３号 令和２年３月３０日公告分、農用地利用集積計画（案）につ

いて、御説明申し上げます。 

こちらは、農業経営基盤強化促進法第１８条に、市町村は農林水産省令で

定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定め

なければならないと規定があり、農業委員会の決定を求めるものです。 

草津市では利用権設定は４月３０日、１１月３０日公告の年２回行ってい

ます。今回の議案は、令和２年３月３０日公告で、通常の時期とは異なるも

のです。 

令和２年４月１日より、農地中間管理事業である農地バンク事業と農地利

用集積円滑化事業とが統合一体化されることとなりました。このことから、

農業経営基盤強化促進法第１１条の１１で承認をしています、農地利用集積

円滑化団体であるＪＡ草津市が行う、農地所有者代理事業のＪＡ受委託が４

月１日以降はできなくなります。今年度中にＪＡ草津市で受付を行っていた

新規分に関しては、農地利用集積円滑化団体によるＪＡ受委託で利用権設定

を行いたいとの要望がＪＡ草津市よりありました。そのため、通常とは異な

りますが、令和２年３月３１日より利用権設定を行う必要があります。 

まず、お配りしております「農用地利用集積計画【利用権設定】（案）令和

２年３月３０日公告」を御覧頂きたいと思います。 

「利用権設定面積集計」と書かれているページがございます。まず、こち

らについて、説明いたします。 

令和２年３月３１日に利用権設定する件数につきましては、全体で２１筆

でして、面積は３９，９１０㎡となります。内訳といたしましては、すべて

田となっています。 

続きまして、右の表に移って下さい。令和２年３月３１日現在で設定され

ている利用権の累計数値になります。 

全体の合計筆数は３，４７１筆、面積は５，４９６，３５６．９０㎡とな

っております。内訳といたしましては田が３，３３０筆で面積は 

５，３８６，４１４．１９㎡、畑が１３０筆で面積は１０６，６３３㎡、そ

の他が１１筆で面積は３，３０９．７１㎡です。 
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また、右の表ですが、令和２年３月３１日付け利用権設定予定の筆数を、

設定期間別に集計したものとなります。すべてが３年未満となっています。 

個々の設定につきましては２ページ以降に掲載しておりますが、詳細な説

明は省略させていただきます。 

なお、４月１日以降は、農地利用集積円滑化事業は廃止となりますが、農

業協同組合法第１０条第１項第７号の事業に該当することから、今までの運

用と変わらずに、ＪＡ草津市で受付・取りまとめを行い、利用権設定ができ

ると聞いております。 

以上で令和２年３月３０日公告、農用地利用集積計画（案）の内容につい

ての説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

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１３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。 

次に、日程第１０ 議第１４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 

 

議第１４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、御審議を賜りたくお願い申し上げます。 

詳細につきましては、担当から説明させますのでよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

農林水産課 

 

議第１４号 草津農業振興地域整備計画の変更の申請内容について御説明

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
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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まして、青

地のままで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

るといった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

を御覧いただきますようお願いいたします。１ページを開きください。今回、

軽微変更する土地の所在は、下物町●●●●―●の１筆で、現況は畑、面積

は４９８㎡で、建物の面積は１８８㎡、駐車場が９台分とされています。 

申請者は当該地に農産物販売所を計画しており、申請者自ら隣地で耕作を

行い、そこで収穫した農産物および北山田を主として仕入れた農産物の販売

を行うものです。 

用途変更が可能な農産物販売所の条件としましては、自ら生産する農産物

および草津市内の農産物の販売の割合が、量または金額の割合で全体の販売

の５割を超えることが必要です。 

仕入れは、市内の農産物は北山田の農業者が仕入れ、ＪＡや常盤の農業者

からも計画されており、草津市産以外は市場や専門商社からの仕入れを計画

されています。農産物は野菜、お米、ハーブ、果樹等を予定されています。 

用途変更に際し、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。 

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 

●● 

当該地は以前の所有者から変更されてから１度も耕作がされたことがない

と思うのですが、農地パトロールとかでも耕作放棄地として上がっていて文

書を送っていると思います。販売できるような物ができているとは思いませ

ん。当該地の隣には道の駅がございまして、そこにも直売所があるのに、隣

で直売をするのはどうかと思うのですが。直売所は市や県が絡んでいますの

で、そちらの売り上げが上がるとか、相乗効果があれば良いのですが、それ

もなかなか分からないと思います。 

 

農林水産課 

 

１つ目の御質問ですが、当該地は３年ほど前はボート置場として使われて

いた土地でございまして、所有者が一旦畑に戻すという作業を行われまして、

現況が畑に回復されたところで、２９年５月より利用権設定を行われまして、

この申請者との契約をされております。畑として使用ということで、耕作を

一時期されていたのですが、農産物販売所をしたいという相談も同時に受け
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ておりました。農産物販売所で売るために畑として活用されていたのですが、

計画が２年ほど相談で止まってしまっていて、耕作できていない状況でござ

いました。昨年の冬前くらいから土を新たに入れられまして、耕作する見込

みができましたので、農産物販売所の計画も進めまして、これが通り次第作

付けを行って販売していく予定と聞いております。 

２つ目の件については、道の駅草津があるのですが、こちらとは相乗効果

で地域の活性化を図るという考えで申請をいただいておりまして、道の駅草

津と価格競争とはならないように行うと聞いております。以上でございます。 

 

●番 

●● 

宅地にすることが目的にしか思えない。 

 

 

農林水産課 

 

先ほども担当から話をさせてもらったのですが、２年ほど前からこの話が

出てきました。道の駅草津というのは地元の法人さんが直売をしていただい

ていますが、敷地については市の所有でありますし、所管については我々農

林水産課であります。当初話があった時には皆さんが御心配いただいている

とおり、競合施設になることを懸念しておりました。一方、農地を守ってい

く農業振興地域整備計画においても農林水産課が担当しております。法的に

は一定の条件を満たせば、今回の場合は可能ということを勘案いたしまして、

申請人とじっくりお話して、道の駅もそうですし、農産物の直売所もお互い

に活性化できる方法を探っていこうという方針で２年間話をしてまいりまし

た。先程担当からの話にもありましたように、道の駅とは価格競争をしない、

売る農産物の住み分けもしていくという経営方針を掲げておられますので、

それならばということで委員会の方に議案として上げさせていただいたもの

でございますので、どうぞ御理解をよろしくお願いいたします。 

 

●番 

●● 

元々この当該地も道の駅として取得する予定だったのです。その予定がで

きなくなって道の駅が縮小された規模になってしまったのです。できたら道

の駅として拡幅してもらうのが一番良いと思うのですが。 

 

農林水産課 

 

●●委員がおっしゃったように、過去には下物の産業振興エリアというこ

とで、あの辺一帯を、当該地も含めて農業を活性化する施設ということで広

大な面積の計画が当初ございました。おっしゃったように当該地を縮小して

今の道の駅になりました。今回、直売所というところで活性化のためという

ことでやっていくわけでございますが、農振法上の要件といたしまして、市

内の農産物の販売の量、金額が半分以上なければならないという施設でござ

いますので、我々といたしましても、それを担保する訳ではございませんが、
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１年ごとに状況を確認するために申請者から資料の提出なりヒアリングをさ

せていただいて、規定どおりの用途として事業をしていただけるようしてい

きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●番 

●● 

監督が続くということですか。 

 

 

農林水産課 

 

そういうことを継続してやっていこうと思っておりますので、御理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

推進委員 

●●番 

●● 

ここは過去にイナズマロックフェスの駐車場になっていましたよね。かな

りの台数が停まっていました。最近は見に行ってないから分からないけど、

そこが畑なのでしょうか。 

 

事務局長 

 

ここは、過去にハーブ園をするという形で耕作されて状態が正常な状態の

時と、一時的に駐車場になったり、ガラ石が入ったり、そういうこともあり

ました。何年か前に田畑転換をして畑の状態になりました。ずっと駐車場や

ガラ石が入った状況ではありません。農林水産課が言われたとおり、２年ほ

ど前から相談をされていて、今回軽微変更ということですので、青が抜ける

わけではございません。もし違うことをされる時には青を抜く必要がありま

すから、一定の縛りがあると理解しております。あと、面積が大きいので、

残りの所は今回関係ありませんから、残りの所が適正に使われるように農林

水産課あるいはうちが引き続き見ていく必要があると思っております。 

 

会長 品物は問題ないと思います。良いものを置くと思います。北山田から直行

しますので。 

 

推進委員 

●番 

●● 

価格競争はあると思いますよ。しないのはおかしい。 

 

 

 

会長 しないのが条件だと言っていますから。 

 

●番 

●● 

価格競争があるのはそんなに問題ではなくて、継続できるかどうかが問題

です。 

 

会長 やってみないと分かりませんが、北山田の●●●●●●が入れるから品物
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は良いです。現状は畑なのでしょう。 

 

●番 

●● 

畑に見えるけど、元々はボート置場だったので山土と肥土の真ん中くらい

のを入れてすいてあります。 

 

推進委員 

●番 

●● 

ガラ石が入っていて、駐車場になっていたのですが、最近は直っているの

は知っています。イナズマで車を停めている可能性があったから。 

 

 

会長 この２年ほどはイマズマでも入れていません。変更してからは入れていま

せん。 

 

事務局長 そうですね。 

 

●番 

●● 

元々、道の駅も中途半端な駅なのですよね。その中で競争世界に入るわけ

です。よほど市がきちんと監督していかないと、●●さんが言われている「目

的は何だ」ということになってきますから、そこはきちんと押さえておかな

いといけない。 

 

農林水産課 

 

ありがとうございます。 

 

 

会長 その辺りのことを農林水産課として十分把握しておいていただきたいと思

います。 

 

農林水産課 

 

了解しました。 

 

 

会長 他にこれに関連する御意見がございましたらお願いします。 

 

     （ 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。 

 

 （ 挙手多数 ） 
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会長 挙手多数であります。 

よって、議第１４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１５分 

  



34 

 

 

草津市農業委員会会議規程第１９条 

 

第２項によりここに署名する 

 

令和 2年 3月 10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会    長   本間 道明         

 

 

署 名 委 員   松井 保男          

 

 

署 名 委 員   中西 真由巳         


