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第 34 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和２年４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 ８ 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 ９ 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（報告） 

 

第 ４  議第 １５ 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 １６ 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 １７ 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 １８ 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 ６番  久保 昇 

 

７番  山本 英裕  ８番  小寺 繁隆 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 
      

 
９番  井上 忠彦       

 
         

 
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 

 
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   宮崎 悠子    
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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３４回農業委員会総会を開催いた

します。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため３つの「密」の禁止、具体的

には密閉、密集、密接は避けてくださいということで、前回３月の定例会か

らマスクの着用、手指の消毒をはじめとして席の間隔を空けたり、窓を開け

換気をしたりを実施しておりますので御了承をお願いいたします。 

午前中はこの部屋の窓を開け換気をしておりましたが、本日は寒いので現

在は窓を閉めております。 

２時間に一度程度は換気するという目安がございますので、慎重な審議の

中にも迅速に進めていけたらなと思っております。 

それでは会長よろしくお願いします。 

会長 会議に入ります前に、この４月１日付けで、環境経済部に、人事異動がご

ざいましたので、報告いたします。 

環境経済部の岡田副部長がまちづくり協働部副部長に転任され、後任に住

宅課から田中副部長が環境経済部副部長に就任されました。 

それでは、田中副部長に挨拶をいただきます。 

 

（田中副部長、あいさつ） 

 

ありがとうございました。 

新たに就任されました方には大変お世話になりますが、どうぞよろしくお

願い申し上げます。農業委員会事務局には異動はございません。 

なお、田中副部長は、公務により、ここで退席されます。 

 

（田中副部長 退席） 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

それでは、総会に入らせていただきます。 

本日は、９番井上委員が欠席されておりますが、出席委員は農業委員１４

名中１３名で定足数に達しており、総会は成立しておりますことを御報告し

ます。また、本日は傍聴の方はおられません。 

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、委員の皆様も、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。 
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会長 

 

 

（農業委員会憲章の唱和） 

 

ありがとうございました。 

それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

こんにちは。最近はコロナで大変ですが、報道によると高齢者が危ないと

いうことで、我々は高齢者が多いですのでくれぐれも気を付けていただい

て、今後の農業委員会活動に励んでいただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。 

 

それでは、これより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、会議規則第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８番 小寺 繁隆委員 以上の両人を指名いたし

ます。 

 

会長 次に、日程第２報告第８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」番号１番と番号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８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、届出人が宅地の造成のため、本人が所有する橋岡町

地先の田１筆１５０㎡を転用されようとするものです。 

当該地は、昨年、分譲住宅敷地として開発された一画でありまして、届出

人が自己用住宅敷地として残されていたものでございます。 

敷地全体を道路高に合わせ盛土を行います。雨水排水は、南側道路側溝へ

放流されます。 

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。 
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 次に番号２番は、届出人が共同住宅建設のため、本人が所有する野路東六

丁目地先の畑１筆、４４１㎡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戸のファミリータイプ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、敷地内にＵ字溝を設置し集水のうえ、東側道路

側溝へ放流されます。 

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。 

最後に、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、２番ともに３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 

 

 

 

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 ） 

 

発言が無いようですので、報告第８号の報告を終わります。 

次に、日程第３報告第９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」番号１番から番号３番まで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 

 

報告第９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、譲受人が住宅用地として、譲受人と譲渡人がそれぞ

れ持ち分２分の１を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

田１筆６６０㎡、換地面積３６４㎡を共有物分割にて取得し、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。 

なお、共有物分割といいますのは、ある不動産（動産でも可）を２人以上
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で共有している場合において、その共有状態を解消し、単独所有にする手続

きを言います。 

現物分割、代金分割、価格賠償の方法がございますが、今回は価格賠償を

採られるとのことであります。 

 

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１筆１８７㎡、換地面積

９７㎡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、譲受人が分譲宅地の造成のため、譲渡人が所有する野路

四丁目地先の田１筆５４８㎡、登記地目 田、現況 公衆用道路の土地２筆 

計１５４．６１㎡、登記地目 田、現況 畑の土地１筆３４７㎡、登記地目 

田、現況 雑種地の土地１筆５３７㎡、合計１，５８６．６１㎡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区画の宅地、道路、避難通路等の整備される予定であります。 

隣地との境界には、Ｌ型擁壁を設置し、敷地全体に盛り土を行います。 

雨水排水につきましては、築造される道路の側溝を通じて、届出地西側の

水路へと放流されます。 

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。 

 

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、２番につきましては３月２３日付け、

番号３番は３月２６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 

 

 

 

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 ） 

 

発言が無いようですので、報告第９号の報告を終わります。 

次に、日程第４議第１５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」番号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。 
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事務局 

 

続きまして、議第１５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１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志那中町地先の畑１筆、

４３７㎡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、今後は水稲および、ねぎ、はくさいを作付される予

定です。 

今回の取得により譲受人の耕作農地が７，２１０．１６㎡となりますこと

から、下限面積（第５号）の要件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 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、

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。 

番号１番の案件につきましては、議席番号●番 ●●委員の担当ですが、

体調不良で欠席ですので、事務局からお願いします。 
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事務局 

 

●●委員の方からは特に支障がないと聞いておりますので、御審議いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

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。 

ないようでございます。 

その他、御意見御質問はございませんか。 

 

（質問・意見なし） 

 

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１５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」番号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)  

 

よって、議第１５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」番号１番の案件を原案のとおり決定いたしました。 

 

 次に、日程第５議第１６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」番号１番から番号３番まで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１６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、６ページです。 

 

はじめに番号１番は、申請人が、農業用倉庫建築のため、本人が所有する

岡本町地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆、２２４㎡を転用されよ

うとするものです。 

申請者であります母親が御高齢のため、娘さんが成年後見人に選任されて

おり、娘さんから同意を得られております。 

申請地は、申請者の御自宅に隣接しており、昭和４７年に申請者の夫が住

居を建築された際、転用手続きがなされないまま農業用倉庫が建てられたと
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のことであります。 

今回、土地の売買を検討されるなか、転用手続きができていないことが判

明し、顛末書添付のうえ、申請がなされました。 

敷地周囲は、宅地、道路、山林であり、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、申請人が一般住宅を建築するため、本人が所有する南山

田町地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆、２７８㎡を転用されよう

とするものです。 

歯科医院を営む申請人は、昭和３６年に転用許可を取得し、医院と住居を

建築、昭和５４年頃に増築をされましたが、その増築部分の一部が今回の申

請地にかかっており、転用手続きがとれていなかったため、今回、顛末書添

付のうえ、申請がなされました。 

敷地周囲は、宅地のみであり、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３番は、申請人が農業用倉庫を建築するため、本人が所有する志

那町地先の畑１筆、１５４㎡を転用されようとするものです。 

申請地は、御自宅の向かいにある畑で、現在、農機具を保管する物置が置
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かれており、また、一部は車が止められるよう整地がなされております。 

今回、農業用倉庫を建築するにあたり、駐車スペースも含め、きちんと手

続きを行うべく顛末書添付のうえ、申請がなされました。 

隣接地との境界には、既にブロックが設置されており、土が流出しないよ

うになっており、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、

舗装等行いませんので、現状のまま自然透水で処理されます。 

敷地周囲は、道路、宅地、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

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、

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。 

番号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 

● 

  

現地はしばらく人が住んでいないような雰囲気で、非常に荒廃したような

ところであります。宅地というか敷地として使われている土地が見えまして、

その際に畑地であったところを農地転用せずに宅地として使用されていたも

のと思われるところでございます。周りの方は、宅地と山林と里道に囲まれ

ておりまして、特に転用しても支障がないということですので、本件は後始

末をするということでありますが、転用としては支障がないという風に判断

いたしました。以上です。 

 

会長 

 

 

●番 

番号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。 

 

この案件につきましては、当時歯科医院を開院されたときにきちんと転用
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●● 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

されて歯科医院を開設されましたが、残った部分を時代の変化に伴って、駐

車場あるいは従業員の休憩所等として建て増しされたところが田の登記のま

まであったということで、今回顛末書をつけて転用の許可を願われたところ

であります。かなり昔のことですので、許可することは問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

 

番号３番の案件につきましては、私が説明します。 

おおむね事務局が説明していただいたとおりでございますけれど、特に近隣

は問題ないものと考えますのでよろしく御審議賜りたいと思います。 

  

 これにより質疑に入ります。 

 ただ今の事務局および担当委員からの説明について発言のある方は挙手を

願います。 

        （質問・意見なし） 

 

 ないようでございますので、質疑を終結いたします。採決に入ります。 

 ただいま議題となっております議第１６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」番号１番から番号３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） 

 

挙手全員でございます。 

よって、議第１６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」番号１番から番号３番の各案件については、原案のとお

り決定いたしました。 

次に、日程第６議第１７号「農地法第５条の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番から番号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 

 

議第１７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。 

議案書は、７ページから８ページです。 
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はじめに番号１番は、借人が露天資材置場を整備するため、貸人が所有す

る岡本町地先の田１筆、３００㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとす

るものです。 

岡本町で土木建築業を営む借り人が事業拡大に伴い、資材置場が手狭にな

ったことから、今回、同じ町内であり、また、名新の側道で交通の便が良い

当該地を適所として、借り受けられるものであります。 

当該地は、いわゆる棚田でございまして、隣接地とは高低差がありますの

で、擁壁等の設置はございません。 

雨水排水につきましては、会所桝を介して名新側道の道路側溝へ放流され

ます。 

敷地周囲は、田、道路、自己所有地であり、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

る矢橋町地先の田１筆１４６㎡、畑４筆８５２㎡の計９９８㎡を売買にて取

得し、転用されようとするものです。 

市内で土木建築業を営む譲受人は、現在、申請地の隣地を資材置場として

利用されておりますが、事業拡大に伴い、資材置場を拡張しようとするもの

です。 

敷地全体に盛土を行い、雨水排水につきましては、会所桝を介して前面道

路側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、田、畑、道路、宅地、雑種地、譲渡人所有地であり、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。 
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一般基準については、売買契約書の写しおよび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、譲受人が露天資材置場を整備するため、譲渡人が所有す

る川原町地先の田１筆８１１㎡を売買にて取得し、転用されようとするもの

です。 

守山市で土木建築業を営む譲受人は、現在、草津市内でも分譲住宅開発を

手掛けられておりますが、草津市内には資材置場を保有されておらず、今回、

守山市からも近い当該地を適所として申請がなされたものです。 

隣地との境界には、コンクリートブロック、擁壁、Ｕ字溝を設置すること

で境界を明示し、敷地全体に盛土を行います。雨水排水につきましては、Ｕ

字溝にて集水し、会所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、田、道路、宅地であり、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、工事見積書および残高証明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、譲受人が自己用住宅を建築するため、父親であります譲

渡人が所有する駒井沢町地先の田１筆２７４㎡を贈与にて取得し、転用され

ようとするものです。 

譲受人は、現在、市内のアパートにお住まいですが、お子さんの成長に伴

い手狭になることから、御実家の隣地である申請地に新居の建築を計画され

たものであります。 

申請地は、父親所有の田の一部でありますことから、開発区域をブロック

工にて明示のうえ、敷地全体に盛土を行います。 

雨水排水につきましては、会所桝を介して東側水路へ放流されます。 

申請地は、父親所有地に囲まれており、隣地承諾を得なければならない農

地はございません。 
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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、工事見積書および融資証明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５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

芦浦町地先の田１筆８０３㎡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、先月の総会で御説明させていただきましたが、現在、近隣にお

いてグループホームおよび作業所の建設を計画されており、それらの来客お

よび従業員用に駐車場を整備されるものであります。 

なお、隣接するグループホーム建設予定地との間には里道が走っており、

一体的に開発は行えないことから、別事業として申請がなされたものであり

ます。 

敷地全体には盛土を行い、雨水排水については、西側水路へ放流されます。 

申請地の周囲は、宅地、里道、水路、原野であり、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５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、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いたします。 
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●番 

● 

 

 

 

 

会長 

 

 

●番 

●● 

 

 

 

会長 

 

 

●番 

●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

番号１番の案件につきましては、議席番号●番 ● ●●委員お願いいたし

ます。 

 

当該地は、道路と崖と自己処理の農地に三方を囲まれております。残り一方

につきましては、隣接農地ということですけれども、この方の承諾は得てい

るということです。また、給排水につきましても、ここを開拓しても残る隣

接農地に対して影響はないと判断されますのでこの転用申請については支障

となるものはないという風に思っております。以上です。 

 

番号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。 

 

この件につきましては、周りの方は一昨年より開通され、順次住宅が建てら

れており、東側に耕作中の田んぼが一か所ありますが、そこの承諾書は出て

おります。別に何ら問題はないものと考えております。審議のほどよろしく

お願いいたします。以上です。 

 

番号３番と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。 

 

３番の案件ですが、事務局から説明がありましたとおり、隣接する田が一枚

ありまして、そちらの方からは隣地承諾いただいております。また南側の水

路があるのですが、その水路を介してその田んぼに通ずる井戸があります。

この水路は、造成後も残すということで、開発をしておるということでござ

いますので、所有者と耕作者の隣接地ということで承諾をいただいておりま

す。その他、道路・宅地・里道が周りにございますので、何ら問題がないも

のと考えております。 

４番の案件ですが、申請が出されましたのが一年ほど前ですが、民地が整い

今回申請が出てまいりました。当該地ですが、事務局から説明がありました

とおり、親子間の贈与で、自己用住宅を検討されるということになります。

周りに農地等がございませんので、そういった関連の問題はございません。

周りは宅地及び雑種地、また雨水排水の方も離れたところへの水路へ放流す

るための確保をされてますので、何ら問題ないと考えております。 

以上です。 

 

番号５番の案件につきましては、議席番号●番 ●● ●●委員の担当です

が、本日欠席ですので事務局からお願いします。 
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事務局 

 

 

会長 

 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

担当の●●委員から、「隣接する農地もなく、やむを得ないものと判断しま

す」と意見をいただいております。以上です。 

 

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。 

 

事務局にお伺いしたいのですが、２番の案件の中で、地図があるのですが、

道路から点線が出ておりますが、どうした理由によるものでしょうか。これ

が１点と、南側に水路があるとおっしゃいましたが、水路は現在あるのでし

ょうか、ないように思われますが。 

 

道路に出ているように見えますのは、実際に民地が道路に出ておりまして、

この資材置き場の工事に伴い、市に寄付して道路を広げる計画をしていると

いうことを伺っております。隣の道路もそういう形で、左側ですね、広がっ

たという風に伺っております。 

南側の水路ですが、先ほどの説明で、雨水排水については前面の道路側溝へ

というところですかね。南側の水路は説明させてはいただいていないと思い

ますが。 

 

間違いでしょうか、前面も水路はないのですか。 

 

 

 

今申請地がございまして、西側に道路が広がっている所まで側溝は繋がって

います。そこへ落とされる予定になっています。 

 

それなら理解できます。新設ですね。 

 

 

 

前面といいますか、西側道路側溝です。開発された際には、道路側溝のつい

た道路にされて、道路部分を寄付される予定です。 

 

理解しました。 

農業委員会と関係ないと思いますが、以前と同じ業者ですので、以前の開発

で拡張された道路の部分が、今までの道路の部分より高くて斜めになってい
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事務局 

 

 

推進委員 

●番 

 

 

事務局 

 

 

●番 

●● 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

るという整備をされています。今もそのままになっております。今回も同じ

ような方策を取られています。どちらの課に言えばいいんでしょうか。 

 

最終的に道路の寄付を受けますのは、土木管理課か道路課に確認させていた

だき委員さんの方に御報告いたします。 

 

段差は見られましたか。 

 

 

 

現場に行きましたが、段差がついてるという実感は持ちませんでした。 

 

 

前回の開発の時におっしゃられました、それまでの道路との段差はかなりあ

るのですが、今までの許可の問題であり、道路課か、建築課でなされている

と思います。 

 

帰属を受ける際には 検査等があると思いますので、その点は担当課の方に

よく確認しておきます。よろしくお願いします。 

 

他、御意見よろしいでしょうか。 

 

   （質問・意見なし） 

 

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１７号「農地法第５条

の規定による申請に対し、許可をすることについて」番号１番から番号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

す。 

 (挙手全員)  

 

挙手全員であります。 

よって、議第１７号「農地法第５条の規定による申請に対し、許可をするこ

とについて」番号１番から番号５番までの各案件は、原案のとおり決定いた

しました。 

次に、日程第７議第１８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、この案件については、議席番号●番 
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●● ●●委員、議席番号●番 ●● ●委員、議席番号●●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。 

議席番号●番 ●● ●●委員、議席番号●番 ●● ●委員、議席番号

●●番 ●● ●●委員は、退席を願います。 

（●番 ●● ●●委員、●番 ●● ●委員、●●番 ●● ●●委員 

退席） 

 

それでは、議第１８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」を議題として、農林水産課より議案の朗読と説明を願い

ます。 

 

農林水産課 

 

議第１８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。詳しい内容に

つきましては、担当の方から説明します。 

 

農林水産課 

 

農林水産課の●●が担当させていただきます。 

議第１８号令和２年４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。 

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４月３０日公告」を御覧頂きたいと思います。 

 

１ページめくってもらいまして「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５月１日に利用権設定する件数につきましては、全体で１６３筆で

して、面積は２２６，４７４㎡となります。 

内訳といたしましては、田が１４８筆で面積は２１４，０８４㎡、畑が 

１５筆で面積は１２，３９０㎡です。 

続きまして、右の表に移って下さい。令和２年５月１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３，５１４筆、面積は５５５２，６７４．７５㎡となって

おります。 



19 

 

内訳といたしましては、田が３，３６８筆で、面積は 

５４３７，７６３．０４㎡、畑が１３５筆で面積は１１１，６０２㎡、その他

が１１筆で面積は３，３０９．７１㎡です。 

また、右の表ですが、令和２年５月１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。 

３年未満が１７筆、３年以上６年未満が１０１筆（うち３年が７２筆）、６年

以上９年未満が４筆（うち６年が０筆）、９年以上１２年未満が４０筆（うち

９年が０筆）、１２年以上が１筆、計１６３筆です。 

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。 

以上で、令和２年４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。これから質疑に入ります。 

ただいまの農林水産課の説明に対して、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

●番 

●● 

 

農林水産課 

挙手全員であります。 

よって、議第１８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。 

議席番号●番 ●● ●●委員、議席番号●番 ●● ●委員、議席番号

●●番 ●● ●●委員の入場を認めます。 

 

（●番 ●● ●●委員、●番 ●● ●委員、●●番 ●● ●●委員

入室） 

 

内訳の、「田・畑・その他」とありますが、「その他」は何ですか。 

 

 

「その他」ですが、たくさん設定できる地目といいますか種別があるので
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●番 

●● 

 

農林水産課 

 

 

●番 

●● 

 

農林水産課 

 

 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

すが、農地以外にも軽微変更で設定した農業施設用地の利用権設定をするこ

とができます。ここにございます「その他」１１筆につきましては、農地所

有適格法人の方が個人の売買で利用権設定しているというものでございま

す。 

  

他施設か何かですね。 

 

 

具体的にはそうですね、農作業上の敷地です。 

 

 

もう一つ、質問よろしいですか。親子間で使用貸借されているところがあ

りますが、親子でも使用貸借できるのでしょうか。 

 

法的には、出来ないことはないですので何も問題はないです。 

 

 

何かメリットはあるのですか。 

 

 

経営移譲年金を貰うことにされているときは、はっきりと親御さんの土地

を息子さんにお貸しして、息子さんが契約を結んで行われます。法的な書類

で証明するために、そこは明確に同一世帯で自由にできます。 

 

 他、質問よろしいでしょうか。 

 

    （質問・意見なし） 

 

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４５分 
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