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第 36 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和２年６月１０日（水） 午後３時００分～ 

 

 

第 １   会議録署名委員の指名 

 

 

第 ２   報告第 １２ 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 １３ 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 ２１ 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 ２２ 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、案件に対する質疑、採決                                

 

第 ６   議  第 ２３ 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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１. 農業委員         

・会議に出席した委員 
      

 

 １番 
 
鈎 孝幸  ２番 

 
中村 繁樹 ３番  福井 義隆 

 

 ４番  松井 保男 ５番  中島 由富  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 １４番  堀 裕子    

 
         

・会議に欠席した委員 
      

 
６番  久保 昇 ９番  井上 忠彦 １３番  小川 雅嗣 

２.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.事務局         

・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３６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、９番 井上委員、１３番 小川委員が欠席され

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。 

 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。 

先ほども局長がおっしゃっていただきましたように、正常な形で広い会議

室も提供いただきまして開催されることを嬉しく思います。 

なお、植え付けの方もごく一部の農家さんはまだ残っているそうですが、

ほぼ終了した方がほとんどだと思います。また、麦刈り等で大変な時期だと

思いますが、これから植え付けの後の管理等もあるので、また農家さんには

頑張っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。 

ただいまから第３６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１番   

鈎 孝幸委員、議席番号１４番 堀 裕子委員、以上の両人を指名いたしま

す。 

 

 次に、日程第２ 報告第１２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１２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

３件です。議案書は２ページ、３ページでございます。 

 

はじめに番号１番は、届出人が土地区画整理事業に伴う宅地利用を行うた

め、本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２筆計６４４㎡、換地面積３３２㎡を土地区画整理事業に伴う宅地利

用のため、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２番は、１番と同じく届出人が土地区画整理事業に伴う宅地利用

を行うため、本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３筆計１，１６９㎡、換地面積５８５㎡を土地区画整理事業

に伴う宅地利用のため、転用されようとするものです。 

こちらにつきましても、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、届出人が露天駐車場を整備するため、本人が所有する野

路東五丁目地先の登記地目 田、現況 雑種地の土地２６３㎡および同じく

野路東五丁目地先の登記地目 畑、現況 雑種地の土地１１２㎡、２筆 

計３７５㎡を転用されようとするものです。この２つの土地は、道路を挟み

向かい合った土地であり、砕石で地ならしを行ったうえ、それぞれ５台、 

７台が駐車できる計画となっております。当該地は、市街化区域でございま

すが、今年２月頃に既に地ならしが行われたことから、今回、顛末書を添付

のうえ、届出がなされました。 

周囲は、道路および宅地であり、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５月２１日付け、番号２番は５月２９日

付け、番号３番は５月１２日付けにて、専決規定に基づき、それぞれ局長専

決により受理しております。 

一点、仮換地先が一区画抜けておりまして、机の上に差し替え版を一枚置

かせていただいております。ご確認くださいますようお願いします。 

 

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。 
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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１２号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第１３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１３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４

ページでございます。 

 

はじめに番号１番は、借人が専用住宅建築のため、貸人が所有する追分二

丁目地先の畑１筆２９８㎡を使用貸借にて借り受け、転用されようとするも

のです。 

借人は、御夫婦であり、届出地は奥さんの祖母所有地であります。また、

追分東部土地区画整理事業により換地を受けられた土地であります。 

現況が畑であることから、盛り土等はせず、整地程度の地ならしを行いま

す。 

雨水排水につきましては、敷地南側の既設道路側溝へと放流されます。 

周囲は、宅地、田、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。 

 

次に番号２番は、借人が個人住宅用地として、貸人が所有する東草津三丁

目地先の田２筆計２６８㎡を使用貸借にて借り受け、転用されようとするも

のです。 

借人、貸人は親子であり、隣接地において、共同住宅の建設を計画されて

おり、今回、その計画に合わせ、当該地については、個人住宅用として届出

をされたものであります。 

隣地との境界にはＬ型擁壁を設置し、敷地全体に盛り土を行います。雨水

排水につきましては、南側道路側溝へ放流されます。 

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３番は、譲受人が土地区画整理事業に伴う住宅用地として、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
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１筆３５２㎡、換地面積１７７㎡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、法人であります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。 

 

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番は５月２１日付け、番号２番は５月 

１９日付け、番号３番は５月２９日付けにて、専決規定に基づき、それぞれ

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１３号を終わります。 

次に、日程第４ 議第２１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２１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矢橋町地先の田１筆、 

１，８５４㎡を売買にて取得されようとするものです。 

 

譲渡人は会社勤めをしており、また農機具を共有で使用しており、その耐

用年数が経過したため、農作業を行うことに困難が生じておりました。また

譲受人には後継者がおり、農業経営を拡大したいと考えておられたため、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５，８８５㎡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。 
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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番と３番については、関連性があることから一括にて説明させ

ていただきます。 

 この案件については、平成２５年に当該地の所有者が、自身が代表を務め

ていた会社に訴訟を起こされ、平成２７年には裁判所において和解が成立し、

その会社の現在の代表取締役である利害関係人（被告の母親）に当該地を譲

り渡す旨の判決が出ております。今回はその和解調書に基づいて譲受人のみ

が申請者となる単独申請をされました。それが番号２番の案件です。農地法

施行規則第１０条第１項第２号により「権利の設定又は移転に関し、判決が

確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法により調停が

成立し」た場合は、申請者が単独での申請が可能となります。そこで和解調

書に基づく所有権の移転を行うため、譲受人単独による申請をされました。 

 ただし、この譲受人が高齢のため耕作することが困難なため、耕作可能な

人に譲り渡すための申請を同時になされました。それが番号３番の案件です。

所有権移転が確実に行われることを保証するために、譲渡人から譲受人への

贈与契約書の写しを添付していただいています。さらに申請の時点では譲渡

人名義の土地の登記事項証明書を添付することが不可能なため、登記事項証

明書を添付できない理由書を添付してもらい、番号２番の移転登記が完了し

次第、速やかに番号３番の譲渡人名義の土地の登記事項証明書を提出するよ

うに指導しています。なお、本日の審議により許可相当の採決が得られまし

たら、まず番号２番について許可をする予定です。その後許可内容に従って

の所有権移転が確認できましたら番号３番について許可をする予定です。 

 

それでは各申請の内容についてですが、番号２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１筆、３，２３０㎡を贈与にて取得されよ
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うとするものです。 

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（第５号）の要件を満たしております。 

なお、先程も説明しましたとおり譲受人が高齢のため耕作することが困難

なため、同時に番号３番の申請をされました。 

番号３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１筆、 

３，２３０㎡を贈与にて取得されようとするものです。栽培計画については、

今後は水稲を作付される予定です。 

今回の取得により譲受人の耕作農地が１２，９４２㎡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。なお、原野

状態となっている農地が１筆ありますが、本申請の許可後速やかに地目変更

登記をする旨の確約書を添付していただいておりますので、問題ないものと

判断しております。 

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。 

 

なお、今回の和解調書により大津市内の農地についても利害関係人に土地

を譲り渡すように判決が出ており、本市と大津市とで同時に申請を受け付け、

同時に許可をすることを調整してあります。 

 

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、ご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。 
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●番 

●● 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

この土地は以前から代替地として探しておられました。３３回目の総会の

時かと思いますが、開発のために田を放さなくてはならなくなったために、

代替地として現在の土地を探しておられまして、ちょうど近くにあったとい

うことで、別に何ら支障はないものと考えております。よろしくお願いしま

す。以上です。  

 

ありがとうございます。 

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。 

 

担当委員の方からは現地確認をした結果、問題ないように判断しますと聞

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 

 

 

 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

●番 

●● 

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。 

 

２番３番の案件ですが、裁判が関わってると思います。３番の件は贈与で

すが、親族関係はあるのでしょうか。 

 

３番の譲受人は会社の取締役の方で、関係者となっております。そのため

契約は贈与となっておりますので、問題ないものと思っております。 

 

普通の親子間で贈与するのはよくありますが、会社の役員間でも贈与でい

いのか、それが分からないです。 

 

譲渡人の方も会社の代表取締役をされておりまして、譲受人も会社の取締

役をされております。その関係で裁判の結果によって、自分の方に譲り渡し

てもらうという判決になっておりますが、高齢のため耕作できないことから、

譲受人の方に贈与という形で譲り渡して耕作してもらいたいということで、

今回の申請を出されました。 

 

そういう間柄でも贈与はできるのでしょうか。 

 

普通なら最初の裁判で決まって贈与をしていただいて、その先で例えば貸

すとか使用貸借になると思いますが、役員間で贈与をすると税制の問題があ
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

●番 

●● 

 

会長 

 

ると思いますが、それなのになぜ贈与を選んだのでしょうか。我々は農業委

員としては関係ないと思いますが。 

 

元々は当時の会社の経営をされていた方と、その家族で農地の取り合いと

いいますか所有権の関係での裁判でございます。農地を取り戻したけれども

その方は高齢で耕作できないので、実際に耕作されている同じ会社の役員さ

んに譲り渡すということです。それを使用貸借という貸し借りでなく、裁判

で取り戻したのでその手続きの関連で贈与という形になっているようです。

その裁判が決着したということです。 

 

一番最初の所有者は会社に損害を与えたということで、会社に訴訟を起こ

されました。実際に今の会社の代表取締役は２番の譲受人ですが、御高齢で

耕作できないということで、会社名義に戻ってくればいいということから、

実際に耕作できない２番の譲受人から、実際に耕作できる３番の譲受人に動

かされました。ですので、２番の個人さんが取り返されたというよりは、会

社として取り返されました。名義はそういうことです。代表取締役であろう

が、ただの取締役であろうが、実際できればいいのかなということになって

いるかと思います。 

 

どのような会社ですか。 

 

 

不動産業を営まれている会社です。私どもも貰っているのは裁判所からの

和解調書だけですので、どういった経過で損害を与えられて取り返す形にな

ったかという詳細な経過までは分からないです。 

 

大津の他の田んぼもあるとおっしゃいましたが、それも３番の譲受人が贈

与で取得されるのでしょうか。 

 

最終的には贈与という形で３番の譲受人の方に譲渡されます。 

 

 

同じような案件が草津と大津と２件あるということですね。 

 

 

他にございませんか。 
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●●番 

● 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

●●番 

● 

 

 

●番 

●● 

 

会長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

今の譲受人は会社の名前になるのですか。 

 

 

裁判所の和解調書には、２番の譲受人の方に農地法第３条によって譲り渡

す旨の判決が出ておりますので、それに則って今回第３条の申請をされまし

た。 

 

農地所有適格法人になるならまだしも、普通の株式会社では農地を持てま

せん。ですので、会社を代表する代表取締役を譲受人としての裁判を起こさ

れております。 

 

個人が譲り受けというのは疑問になるのではないですか。他人から他人に

贈与というのはあるのですか。同じ会社の代表取締役というのはおかしくな

いのか。 

 

土地を会社名義にできないから、会社の中の代表取締役の名義にする方法

しかないです。 

 

個人さえ納得すれば贈与はいくらでもできます。信頼関係があって贈与と

なっているのだと思います。 

 

会社のお金を使って名義を変えたとか、そのあたりの絡みもあったという

裁判と聞いております。 

今おっしゃるように使用貸借だけではなく、他人同士でも贈与はありえま

すので、今回判決の中で所有権を戻しなさいということなので、理屈は立っ

ています。 

この件に関して大津市さんはもとより県さんとも色々協議をしながら、一

体となって大津市と一緒にやっていこうということです。先ほどお話もあり

ましたように、大津市の農業委員会は１２日開催ですので、許可は１２日以

降にして、名義変更してから贈与という手続きを取っていくという流れでご

ざいます。なかなかない例でございます。 

 

他にございませんか。 

 

（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。 
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会長 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２１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」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) 

 

挙手多数であります。 

よって、議第２１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」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、日程第５ 議第２２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２２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、公衆用道路として、本人が所有する矢橋

町地先の登記地目 畑、現況 道路の土地１筆、１１㎡を転用されようとす

るものです。 

申請地は、隣地で行われた住宅開発の残地であり、開発に合わせ、現在道

路として整備されております。市道として、市に寄付いただく計画であるこ

とから、転用許可不要だと考えられていたようであります。 

なお、市町村がその区域内の農地を道路等に転用する場合には、農地法施

行規則第２９条第６号により許可不要とされておりますが、個人さんや開発

事業者が転用される場合、後に市に寄付いただく場合でも、転用許可が必要

となります。 

敷地周囲は、宅地、自己所有地、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。 

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。 
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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

４番と関連する案件です。 

申請人が道路として、本人が所有する下笠町地先の登記地目 田、現況 道

路の土地１筆１５９㎡を転用されようとするものです。 

当該地は、以前より南側の里道幅が１．６ｍ程しかなかったことから、田

および自宅へと入る進入路として利用されてこられた土地でございますが、

数年前に、市の暗渠整備事業が行われた際、アスファルト舗装にて復旧、整

備されたそうです。今般、お子さんの住宅を建築されるにあたり、分筆登記

および道路部分の転用申請も同時に行われるものであります。 

敷地周囲は、道路および自己所有地であり、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

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

５番と関連する案件です。 

申請人が、農家住宅の離れの建築のため、本人が所有する下寺町地先の登

記地目 田、現況 宅地の土地１筆３０２㎡を転用されようとするものです。 

現在、守山市の賃貸アパートにお住いの御長男さんが御実家に戻ってこら

れることになり、申請人、御長男連名で離れ住宅を建築されるものでありま

す。 

なお、このような場合、所有者は御自分の土地を転用されることから４条

許可、また、お子さんは父親の土地を転用されることから５条許可と２つの

許可申請が必要となります。 

当該地はもともと農業振興地域内の農用地、いわゆる青地でございました

が、本年３月１２日付けにて除外手続きが完了しており、また、現況宅地で

あることについては、平成１７年に畑への変更手続きをされた際、転用許可
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も得られたと思い込んでいた旨の顛末書が添付されております。 

既に宅地化されているため、盛り土等は行わず、雨水排水につきましては、

北西側水路へと放流されます。 

敷地周囲は、田、自己所有地、道路、水路であり、隣接する農地所有者か

ら隣地承諾を得られております。 

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。 

 

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。 

 

●番 

●● 

全体にその土地の申請をなされてましたけれど、この道路の部分だけが抜

けていたという風に説明を受けております。御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

 

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 

●● 

２番の案件ですが、後ほど５条の議題に挙がります、自己所有の田んぼを

転用して、息子さんの自宅を建てるために申請される同時案件でございます。

当該地はすでに道路となっておりまして、アスファルト敷になっております。

普通なら顛末案件ですが、この里道部分は市道としても認定されております

ことから、経過書をいただいております。すでに市道になっておりますので

何ら問題ないと考えております。また５条の件は後で御審議いただきますが、

４条の件の市道になっている分の申請に関しても問題ないと考えております

ので、よろしくお願いします。 



15 

 

 

会長 番号３番の案件に関しましては、議席番号１０番、私、本間が説明させて

いただきます。 

 

 事務局に説明いただいた通りでございますが、顛末案件でございまして現

地調査もさせていただきました。もうすでに畑になっていて作物は作られて

いませんが、駐車場や色々な遊び場になって、ゴルフの打ちっぱなしもでき

るようになっております。 

息子さんが今現在守山の方で所帯を持っておられるそうです。本宅は隣で

すが、農家住宅の離れを建てようとする計画を聞いております。以上です。 

 

 これより質疑に入ります。 

 

（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２２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」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２２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」は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第６ 議第２３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２３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。 

 

はじめに番号１番は、借人が露天駐車場を整備するため、貸人が所有する

山寺町地先の田２筆計１，７６７㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようと

するものです。 
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借人は、住所が大阪市になっておりますが、実際の本社は申請地近くの山

寺町に移転されております。今般、事業拡大に伴い、本社の人員を増やされ

ましたが、従業員用の駐車場が不足するため、今回の申請に至ったものであ

ります。現在、本社敷地内に５４台の駐車スペースを確保されておりますが、

利用率は１００％とのことであり、今回、申請地に６７台分の駐車場を整備

される計画となっております。 

申請地の周囲にＵ字溝を設置し、敷地全体に盛り土を行い砕石舗装としま

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２筆あります申請地の真ん中を流れる水路へ放流されます。 

敷地周囲は、道路、水路、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、譲受人が自己用戸建専用住宅建築のため、譲渡人が所有

する南笠町地先の登記地目 田、現況 畑の土地１筆１３２㎡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、米原市の賃貸住宅にお住まいですが、今般、大津市へ転

勤が決まり、これを機会に戸建住宅の建築を計画されたものであります。 

隣地との境界にはＬ型擁壁、コンクリートブロックを設置し、盛り土を行

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。 

申請地の周囲は、宅地、道路、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。 

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が添付されており、事
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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。 

 

次に番号３番は、譲受人が露天資材置場整備のため、譲渡人が所有する矢

橋町地先の田１筆９４４㎡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、近江八幡市で不動産業、建設業を営む法人であります。今般、

草津市内で事業展開を行うにあたり、市内には資材置場を確保できていない

ことから、申請に至ったものであります。 

隣地との境界にはＬ型擁壁、コンクリートブロックを設置し、盛り土を行

います。 

雨水排水につきましては、会所桝を介して申請地北西側の県道側溝へ放流

されます。 

申請地の周囲は、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。 

農地区分については、当該地は湖南幹線と県道大津草津線との交差点部分

に接し、市街化が一定程度進んでいる第３種農地と判断されます。また、第

３種農地では、転用は原則許可することとなっております。 

一般基準については、事業見積書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４番ですが、これは先ほど説明させていただきました４条の申請

の２番と関連する案件です。 

借人が、専用住宅建築のため、貸人である父親が所有する下笠町地先の田

１筆４９５㎡を使用貸借にて借り受け、転用されようとするものです。 

借人は、現在、市内の賃貸住宅にお住まいでありますが、今般、御実家の

隣に新居の建築を計画されたものであります。 

隣地との境界にはＬ型擁壁を設置し、敷地全体に盛り土を行います。 

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、水路、貸人所有地、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。 

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、事業見積書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。 

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。 

 

次に番号５番ですが、これは先ほど説明させていただきました４条の申請

の３番と関連する案件です。 

借人が、農家住宅の離れの建築のため、貸人である父親が所有する下寺町

地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆３０２㎡を使用貸借にて借り受

け、転用されようとするものです。 

借人は、現在、守山市の賃貸アパートにお住いですが、御実家に戻られる

ことになり、借人と父親の連名で離れ住宅を建築されるものであります。 

先ほどもご説明させていただきましたが、当該地はもともと農業振興地域

内の農用地、いわゆる青地でございましたが、本年３月１２日付けにて除外

手続きが完了しており、また、現況宅地であることについては、平成１７年

に畑への変更手続きをされた際、転用許可も得られたと思い込んでいた旨の

顛末書が添付されております。 

既に宅地化されているため、盛り土等は行わず、雨水排水につきましては、

北西側水路へと放流されます。 

敷地周囲は、田、自己所有地、道路、水路であり、隣接する農地所有者か

ら隣地承諾を得られております。 

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。 

 

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



19 

 

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。 

 

●番 

● 

 図面を見ていただきながら説明したいと思います。訂正をお願いします。

番号１、一番下の下寺町が山寺町の間違いです。 

当該農地は北側が道路、西側も道路、東側が水路、南側は田畑、農地にな

っております。水の流れは、南から北の方に、また西から東の方に流れてお

りまして、この転用に伴う隣地農地への影響はないと、この転用に対する支

障は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。 

 

●番 

●● 

 図面の方を見ていただきまして、小さい土地でございまして事務局からお

話がありました生産性の低い土地であるということで、畑作をやっておられ

たのですが、ちょうど譲ってほしいという方がおられて成立したということ

であります。二辺が、東西市道に面しておりまして、雨水はじめ色々な処理

等の問題は何もなしと判断させていただきますので、御審議のほどよろしく

お願いします。 

 

会長 ありがとうございます。 

番号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 

●● 

 この土地は、先ほども説明がありました通り、湖南幹線の信号の途中で田

んぼが残っておりまして、南側は倉庫が建っており、東側が店舗と雑種地と

なっておりまして、開発するにしても何ら問題ないものと考えられます。審

議のほどよろしくお願いします。 

 

会長  ありがとうございます。 

番号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 

●● 

 事務局の説明がありました通りでございまして、自己所有の田んぼを息子

さんの戸建て住宅のために使用貸借にて５条申請が出されたものでございま

す。先ほど４条で言いました道路というのが図面の下側でございます。従い
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まして、南側が道路、西側も道路、北側は水路、東側は自己所有の田んぼと

なります。隣地承諾いただくようなところはございません。田んぼの給排水

についても、何ら問題ありませんので許可相当と考えております。よろしく

お願いします。 

 

会長  ありがとうございます。 

番号５番の案件につきましては、議席番号１０番、私、本間が説明させて

いただきます。 

 

  先ほど４条で説明した通りでございます。特に問題はございません。以上

です。 

 

  これより質疑に入ります。ただいまの事務局およ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をお願いします。 

 

推進委員 

●番 

●● 

 ７ページの３番ですが、譲受人の近江八幡市の●●という会社はどのよう

な会社ですか。 

 

 

事務局 

 

 近江八幡市で、不動産業、建設業を営んでおられるということを伺ってお

ります。 

 

推進委員 

●番 

●● 

 露天駐車場にして、ゆくゆくはまた転用する、という話が色々あると思い

ますが、それは違法ではないと思いますが、そういう資材置場から転用する

という率といいますか、何か数字はあるのでしょうか。 

 

事務局 

 

 率までは取っていないです。といいますのは、露天駐車場、露天資材置場

で転用許可を取って利用されるにあたって、最短何年間はその状態で使いな

さいという縛りがないものですから、一番短ければ数日でも法的には構わな

いわけです。今は開発調整課から期間を決めてストップをかけておりますが。 

長い目で見たときに、いずれ宅地になっているというところは数多くあり

ますので、パーセンテージまで出すというところは難しいです。おっしゃっ

ていただいてますように、資材置場や駐車場にされてすぐに宅地化されるこ

とが多いのではないか、という御心配かと思いますが。 

 

推進委員 

●番 

 このようなことがされてますと虫食い状態になってしまうので、何かあっ

たときに非常にやりにくいのではないかという心配があります。 
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●●  

 

事務局長 昨年の全体の農転の中で、資材置場の割合は１０何パーセントという数字

になります。 

不動産業、建設業、住宅建設をされる業者さんの商業形態としては、新し

く住宅建設されるという現場の近くに、まず資材置場を確保してから住宅建

設をされています。そこが完了したらまた違う場所で、という商業活動をさ

れると思いますが、その時にはまた近くで資材置場を確保されます。従来取

った資材置き場は、当然そのように供した後ですから、農転の許可に合致し

ているということになります。そこにまた家を建てられるという形の使い方

をされる場合が多い、ということです。 

農転の申請の際に、露天資材置場という申請が出てきた場合は、他の所で

どこを資材置場として持っておられますか、という質問をお聞きする欄がご

ざいます。そのことによって、この資材置場が必要な理由を記入してくださ

い、というような形での牽制といいますか、そのようなことはさせていただ

いております。 

先ほど事務局の説明で言いましたように、農地法としてはその申請の用に

供される、例えば資材置場として供された期間が何日かなければならないと

いうことはございませんから、農地法としては資材置場にされたことで農地

法は離れてしまうということですが、開発の関係ですぐということはままな

らないということがあると、その用に供される期間がそれだけ延びてくると

いうことでございます。とりあえずは、その用途の形として使われているか

どうか、それによって許可した後に工事にかかって、完了届を出していただ

きますので、その完了届を事務局で確認をして、農地法は外れるという手続

きはさせていただいております。 

ただ、おっしゃるように、露天資材置場あるいは露天駐車場としてやって

から、違うものに変わるのではないかという危惧は当然あると思います。そ

の手続きのために完了届は非常に大きなものになってきますので、それがで

きているかどうかという確認はさせていただいております。 

 

会長  ありがとうございました。他にございませんか。 

 

推進委員 

●番 

●● 

３番の所で、開発される田んぼの地下に水路が入っています。放棄されて

いると思うのです。放棄されたということを生産組合の方に伝えておかなけ

ればならないかなと思います。 

 

事務局 地下の水路は用水管のことでしょうか。 
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推進委員 

●番 

●● 

 

設置された土地の下から田んぼの方に草津用水の個人用の水路の管が入っ

ています。 

 

事務局 

 

転用申請を出していただく前には、転用決済金を払いに（田の場合ですが）

草津用水の方に行かれますし、草津用水の方で申請地、転用目的を確認した

うえで問題がなければ同意、承諾をされております。 

この件については草津用水から同意、承諾が出ておりますので、用水とし

ては問題ないものと判断をされております。 

 

推進委員 

●番 

●● 

 

今まで再々おっしゃったので、もう行きませんよということを生産組合に

伝えなければと思います。当然なくなったので入れられないと思いますが。 

 

事務局 

 

草津用水に行かれるときには、地区総代さんには各転用事業者さんが説明

に行っておられますので、生産組合長さんに説明されましたかというストレ

ートな聞き方をこちらはしておりません。地区総代さんには説明に行ってお

られますので、そこからそういった手続きを取っていただけるのではないか

と考えております。 

 

会長 

 

 

他に御意見ございませんか。 

 

私の方から事務局に質問させていただきたいのですが、つい最近の話です

が、転用ではないですが、元々ハウスの建ったところにイチゴハウスを建て

られて、用水の管に穴が開きました。水の欲しい時期に用水の管が３日間止

まりました。ポンプも止まったままで、一滴も水が出ませんでした。転用は

関係ないのでしょうか。 

 

●番 

●● 

ハウスを建てたあとで、イチゴの作業台を設置されました。皆さん業者任

せにされておりますので。 

 

会長 

 

 

 

会長 

他に意見はございませんか。 

 

      （ 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。 
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会長 

 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２３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」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２３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」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４時２０分 
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