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第 35 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和２年５月１１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 １０ 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（報告） 

 

第 ３   報告第 １１ 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 １９ 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、案件に対する質疑、採決                                

 

第 ５   議  第 ２０ 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、案件に対する質疑、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 ４番  松井 保男 

 

 ５番  中島 由富 ７番  山本 英裕  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 
      

 
３番  福井 義  ６番  久保 昇 ８番  小寺 繁隆 

 
         

          
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 

 

皆さんこんにちは。 

ただいまから第３５回農業委員会総会を開催いたします。 

本日は、新型コロナ感染症の関係で農地利用最適化推進委員の皆さまは出

席いただいておりませんので、御了承をお願いいたします。 

本日は、３番 福井委員、６番 久保委員、８番 小寺委員が欠席されて

おります。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。 

 本日は新型コロナウイルス感染症の関係で３密を避けるため、各自一つの

机に一席とさせていただいております。 

 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 皆さんこんにちは。 

田植えも最盛期に入りまして、大変お忙しい中、本日も慎重な御審議をよ

ろしくお願いいたします。 

ただいまから第３５回草津市農業委員会総会を開催します。 

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１８条第２項の規定により、議席番号７番   

山本 英裕委員、議席番号９番 井上 忠彦委員、以上の両人を指名いたし

ます。 

 次に、日程第２ 報告第１０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１０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
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１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、届出人が自宅敷地の拡張のため、本人が所有する追

分四丁目地先の登記地目 畑、現況 宅地の土地１筆３３２㎡を転用されよ

うとするものです。 

当該地は、昭和６１年に隣接地において御自宅を建築された際、一体的に

造成がなされたものであります。当初は家庭菜園として利用されておりまし

たが、御自宅の庭先として物置等を設置されたとのことで、顛末書添付のう

え、届出がなされました。 

周囲は、全て宅地であり、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、４月２１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１０号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第１１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１１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２件です。議案書は３

ページでございます。 

はじめに番号１番は、借人が共同住宅建築のため、貸人が所有する東草津

三丁目地先の田２筆計４８７㎡を使用貸借にて借り受け、転用されようとす

るものです。 

計画では、鉄骨造り３階建て、６世帯向けの共同住宅が建設され、入居者

用の駐車場８台分が整備される予定となっております。 

敷地北側の隣地との境界にはＬ型擁壁を設置し、盛り土を行います。 

敷地周囲には、コンクリートブロックおよびメッシュフェンスを設置し、

境界を明示します。 

雨水排水につきましては、会所桝を介して、敷地南側市道の道路側溝へ放
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流されます。 

周囲は、水路、自己所有地、道路、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。 

 

 次に番号２番は、譲受人が住宅用地として、譲渡人が所有する西渋川二丁

目地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆２．４６㎡を交換にて取得し、

転用されようとするものです。 

昭和６０年頃に、譲受人、譲渡人、双方が御自宅の形状を成形にするため、

それぞれの宅地を交換されたそうです。 

その後、登記手続き等はされず今まで不都合なくやってこられましたが、

今回、隣接地におきまして、大規模な分譲宅地の開発が計画されるなか、公

図、地積測量図等とずれが生じており、整理する必要があることから、今回、

経過書を添付のうえ、届出がなされました。なお、交換されるもう一方の土

地は、地目が宅地であることから、届出の必要はございません。周囲は、双

方の宅地に囲まれており、隣地承諾を得なければならない農地はございませ

ん。 

 

 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４月６日付け、番号２

番は４月３０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１１号を終わります。 

次に、日程第４ 議第１９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番と番号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１９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２件です。議案書の４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、 
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５８０㎡を売買にて取得されようとするものです。 

 

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６，５２１㎡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。 

 

番号２番については、譲受人は譲渡人が所有する下笠町地先の田２筆、計

２，１４３㎡を贈与にて取得されようとするものです。 

譲渡人が高齢のため農業をしておらず、今回の譲受人に相談されたところ、

農業の事業拡大を計画しているとのことであり、当該地の贈与について両者

の間で合意ができたので、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７，５８４㎡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
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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 

 

 

 

 

●番 

● 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

以上で事務局の説明が終わりました。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。 

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。 

 

本件につきましては、隣地の農地を買収して、現地確認しましたところ特

に問題となるようなことはありませんでした。したがって、本件につきまし

ては問題ないものと思っております。 

 

番号２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、体調不良で欠席ですので、事務局からお願いします。 

 

担当の小寺委員の方からは問題ないように聞いておりますので、御審議賜

りますようよろしくお願いします。 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

発言が無いようですので、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１９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番と番

号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) 

 

挙手全員であります。 

よって、議第１９号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可
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をすることについて」番号１番と番号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５ 議第２０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、番号１番と番号２番を議題とし、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２０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２件です。 

議案書は、５ページから６ページです。 

はじめに番号１番は、譲受人が保育所の建設のため、譲渡人が所有する岡

本町地先の田７筆計３，１４９．１１㎡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、大阪府四條畷市に事務所を置く社会福祉法人で、現在、大阪府

および兵庫県において保育所の運営を行っており、今回、周囲で住宅開発が

多数行われ、子どもの増加が見込まれる当該地において、保育所の建設を計

画されたものであり、草津市が募集した認可保育所新設・運営事業者に選定

されております。 

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、新設するＵ字溝で集水のうえ、会所桝を介して敷地南

側の道路側溝へ放流されます。 

敷地周囲は、田、道路、河川であり、農地の所有者から隣地承諾を得られ

ております。 

また、３月の総会において一時転用の申請があり、その際に御説明させて

いただきましたが、当該地の地下には草津用水土地改良区の用水管が埋設さ

れております。今回の開発にあたっては、既に草津用水立ち合いの下、用水

管に場所の調査が終了しており、保育所の建設は支障がない旨確認されてお

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、事業見積書および融資証明書、本市からの補助金交

付の内示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
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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５月７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５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、借人が専用住宅建築のため、父親である貸人が所有する

上寺町地先の田１筆３０３㎡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、昨年御結婚され、現在は栗東市内のアパートにお住まいであり

ますが、今回、御実家にほど近い当該地に新居の建築を計画されました。隣

地との境界にはＬ型擁壁を設置のうえ盛り土を行い、敷地周囲を明示します。 

雨水排水につきましては、敷地西側に設置するＵ字溝に集水し、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、道路、田、貸人所有地であり、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、常盤東北部土地改良区施工の圃場整備

において、非農用地として換地された場所であり、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。 

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。 

 

以上２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。 

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
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す。 

 

●番 

● 

当該農地は、伯母川の１級河川と市道との間にある農地でして、他に利用

河川はないというところでございます。 

この農地を転用するにあたって、周囲の農地に対する影響はないかを重点

的に現地調査を行いましたところ、給水につきましては別のルートが確保さ

れること、また一部につきましては地下を通りますけれども、それにつきま

しては確保できる見通しであるということから、隣地に対する影響は軽微と

いう風に見ました。したがいまして、この転用に係る影響はないものと判断

いたしまして、了解ということとさせていただきました。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 

●● 

この土地は父親と娘さんの使用貸借ですが、娘さんが栗東からこちらに住

みたいということで土地を探しておられたときに、お父さんの土地が近くに

あるので使用貸借で専用住宅を建てたいという旨の内容でございます。現地

は上寺町西部にあたり、非農用地の第２種農地です。 

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 以上で説明が終りました。これより、質疑に入ります。 

ただ今の事務局ならびに地区担当委員の説明について、発言のある方は挙

手願います。 

 

●番 

●● 

１番の案件ですけれども、前回の草津用水の配管が通っている地図には配

管が載っているのですが、建物にはかかりませんけれども田んぼ以外の土地

の下を草津用水の管がありますが、条件等はなされるのでしょうか。今後工

事等をされるときには使ってもらえるとか、建物を建てない代わりに駐車場

にしていたらアスファルトをめくったりをしなくてはなりませんし。契約上

に何か繋がるものがあるのでしょうか。 

 

事務局 

 

本来ですと草津用水さんが地下埋設管を入れられるときには地役権等を正

式に設定されて権利保全されるのが筋でございますが、昔の昭和４０年５０

年当時の工事はそういった手法はされてないということです。 

今回、保育所の建設工事を行うにあたっては当然事前に草津用水と協議さ

れております。 

３、４年後と聞いておりますが、用水管の改修工事を行われる計画です。 
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改修工事を行う際に保育所の本体の下にありますと管の取り替えができま

せんので、一部ですが計画の上で園舎の移動をされました。そのために正確

な管の位置を知るために前回、一時転用で用水管の位置の確認をされたとこ

ろです。 

今回、用水管の上は駐車場になるのですが、本来ですとアスファルトを敷

く前に用水管の取り替え工事を済ませてしまった方が全体的にみると経済的

かつ合理的ということで事業者から草津用水に申し入れをされましたが、や

はり草津用水としては計画的に順次更新していく中で、開発が行われるから

という理由で事前にそこだけを改修するわけにはいかないということで、時

期が来れば草津用水が補償して工事をするという話をつけた上で駐車場にさ

れることを御了承いただいているということです。 

本来ですと用水管の改修工事と民間の開発工事との調整がバッチリ取れれ

ば一番いいところかとは思いますが、保育園は来年４月にオープンしなけれ

ばなりませんので、開園後の改修工事になる予定でございます。それは事業

者・用水とも、納得の上で権利上進められるということです。 

 

会長 その他、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。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２０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」番号１番と番

号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２０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」番号１番と番号２番の各案件は、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 午後２時００分 
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