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第 37 回 草津市農業委員会総会 会議録 

 

開会 令和２年７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 １４ 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 １５ 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 ２４ 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 ５   議  第 ２５ 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                                

 

第 ６   議  第 ２６ 号 

     下限面積（別段面積）の設定につき、議決を求めることについて 

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 

 

 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 

・会議に欠席した委員 
      

 
４番  松井 保男 ９番  井上 忠彦    

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３７回農業委員会総会を開催いたします。 

先月に引き続きまして、８階大会議室で開催させていただきます。 

本日は、４番 松井委員と９番 井上委員が欠席されております。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。 

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

だくことも同様でお願いいたします。 

現委員の皆様は、来たる７月１９日で任期満了となりますことから、本日

が最後の総会となります。改めまして、よろしくお願いいたします。 

なお、御案内の通り、総会終了後、引き続きこの場所で退任式を行います。

よろしくお願いいたします。 

 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、本日が最後の総会と

いうことで、雨の中、御苦労さまでございます。私も一年間、なんとか今日

を迎えることができましたのは、皆様の御協力のおかげでございます。最後

の会議となりますが、慎重審議よろしくお願いします。 

 

ただいまから第３７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２番   

中村 繁樹委員、議席番号１３番 小川 雅嗣委員、以上の両人を指名いた

します。 

 

会長 次に、日程第２ 報告第１４号農地法第４条第１項第８号の規定による届
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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１４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

１件です。議案書は２ページでございます。 

 

番号１番は、届出人が露天駐車場を整備するため、本人が所有する南草津

五丁目地先の田１筆計３２３㎡を転用されようとするものです。 

敷地全体に盛り土を行い、雨水排水につきましては、雨水桝を介して、西

側道路側溝へ放流されます。 

届出地は、野路西部土地区画整理事業の区域内で、周囲は、道路、雑種地、

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、６月１９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１４号を終わります。 

次に、日程第３ 報告第１５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１５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６件です。議案書は３

ページから５ページでございます。 

はじめに番号１番は、譲受人が自己専用住宅用地として、譲渡人が所有す

る追分三丁目地先の畑１筆１９６㎡を売買にて取得し、転用されようとする

ものです。 

届出地は、昭和５０年代に施行された追分北部土地区画整理事業の区域内

でございます。 
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現在、畑として利用されておりますことから、整地程度の地ならしを行い

ます。 

周囲は、宅地、道路、登記地目 宅地ですが畑として利用されている土地

があり、畑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、譲受人が宅地の拡張のため、譲渡人が所有する矢倉二丁

目地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆４９㎡を売買にて取得し、転

用されようとするものです。 

届出地は、矢倉の集落内にあり、譲渡人が住んでおられた御自宅の敷地の

一部であります。譲渡人は、当該地を平成１４年に相続されておりますが、

譲渡人にも分からないほど以前から宅地として利用されていたとのことであ

ります。今般、土地の売買にあたり、転用手続きがとられていなかったこと

が判明し、顛末書添付のうえ、届出をされました。 

周囲は、里道・水路、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。 

 

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

２筆６４３㎡、換地面積３２２㎡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４番は、譲受人が分譲住宅敷地として、譲渡人が所有する橋岡町

地先の田１筆４５３㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

届出地は、既に宅地開発が進められている残地であり、先般、譲渡人がお

住まいになる住宅の計画が固まったことから、残る部分を売却されるとのこ

とであります。 

前面道路高に合わせ、敷地全体に盛り土を行い、雨水排水につきましては、

西側道路側溝へと放流される計画となっています。 

周囲は、宅地、自己所有地、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。 

 

次に番号５番と６番は、関連する案件ですので、一括にて説明させていた

だきます。 

番号５番は、譲受人が１４区画の分譲宅地として整備するため、譲渡人が

所有する笠山六丁目地先の登記地目 原野、現況 畑の土地、３筆 
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計２，１６６㎡および笠山三丁目地先の登記地目 原野、現況 畑の土地、 

１筆５９７㎡、合計２，７６３㎡を売買にて取得し、転用されようとするも

のです。 

また、番号６番は、同じ譲受人が、残地を土手として管理するため、笠山

六丁目地先の登記地目 原野、現況 畑の土地、１筆９３㎡および笠山三丁

目地先の登記地目 原野、現況 畑の土地、２筆計３６．６９㎡、 

合計１２９．６９㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。届

出地は、丘陵上となっており、隣接地との高低差がかなりあるため、造成を

行うにあたり、どうしても余裕をみる必要があり、それが分譲できない残地

として残されたものであります。譲渡人名義のままというわけにもいかず、

土手という形で転用、所有権移転をなされるものであります。 

 計画では、届出地の真ん中に幅６ｍの道路を作り、両側に７区画ずつ   

計１４区画の分譲宅地を整備するものとなっています。敷地周囲には、擁壁

等を設置したうえ、全体を切土にて地盤高を周囲に合わせます。雨水排水に

つきましては、築造する道路の側溝を介して、東側の市道南笠東１７号線の

道路側溝へと放流します。 

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。 

 なお、５番の分譲宅地分につきましては、都市計画法の開発許可が必要で

あることから、同時許可としております。 

 

 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６月１５日付け、番号２番は 

６月２５日付け、番号３番は６月１５日付け、番号４番は６月２５日付け、

番号５番は５月２９日付け、番号６番は６月１５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。 

 

●番 

●● 

６番の件の土手ですが、譲受人名義になってずっと土手を置いておくのか、

私道みたいな形で置いておかれるのか、この会社がずっと管理をされるので

すか。例えば、豪雨で土砂崩れがあったらどうするのかとか、コンクリート

を敷かなければ草が生えるので草刈りは誰がするのか、という問題もあるか

と思います。開発の方で調整されているとは思いますが、いかがでしょうか。 

 

事務局 現時点では元の所有者から分譲される不動産屋さんに動きます。 
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 しっかり確認は取っておりませんが、今はまだ分譲宅地という状態ですの

で、エンドユーザーが誰になるのか分からないので、いったん業者さんに所

有権を移されますが、その後宅地の所有者さんが欲しいということであれば、

可能性があるのかなと思っております。基本的に、大きな分譲住宅等を開発

する場合、公園等の用地は最終的には市に寄付をしていきますが、こういっ

た残地扱いは市の方も管理上引き取ることができませんので、どうしても個

人名義、業者名義になります。そこを業者さんがそのままにされるのか、隣

接の方が引き受けて、所有権を移転されるのかは、今後の話し合いで決まっ

ていくのかなと思います。 

 

会長 他にございませんか。 

 

    （ 発言・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第１５号を終わります。 

次に、日程第４ 議第２４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２４号農地法第４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、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、貸露天資材置場の整備のため、本人が所

有する岡本町地先の田２筆計１，０４０㎡を転用されようとするものです。

整備後は、市内に本社を置き外構工事等を手掛ける法人に貸されるとのこと

で、賃貸借契約書の写しが添付されております。 

前面道路高に合わせるため、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、敷地北東部の水路へと放流す

る計画となっております。 

敷地周囲は、自己所有地、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。 

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、工事見積書および預金通帳の写しが添付されており、
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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、申請人が自宅の敷地の拡張のため、本人が所有する矢橋

町地先の登記地目 田、現況 宅地の土地１筆９５㎡を転用されようとする

ものです。 

申請地は、浜街道沿いにあり、申請者の御家族が隣に家を建築される際、

駐車スペースを確保するため、造成されたとのことであり、今回、顛末書を

添付のうえ、申請がなされました。 

敷地周囲は、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。 

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。 

  

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、ご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 

 

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。 

 

 この農地ですが、三方は宅地と道路に面しております。東側に相当すると

ころは農地に接していますが、この農地は転用しようとしている本人の所有

しているものでございまして、隣地承諾等につきましては特に問題ありませ

ん。また、給排水につきましても特に問題はありません。この転用につきま

して支障はないと思われます。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、
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事務局 

 

 

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●●委員から周りに農地はなく、顛末案件であることからやむを得

ないものだと御意見をいただいております。以上です。 

 

会長 

 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

●番 

●● 

 

事務局 

 

 

 

 

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。 

 

２番の件で、本人から申し出されたのですか。それとも、外部からですか。 

 

 

 

所有者の御本人さんです。窓口に本人さんが御相談に来られて、どのよう

に書いたらよろしいのですかと聞かれましたので、事務局がお伝えしたら、

業者さんに頼まず御自分で書かれました。 

 

 本人が顛末案件に気づかれたわけですね。 

 

 

 

 こちらから指導したわけではなく、御本人が何らかの事情で登記簿を見ら

れた時に、まだ田のままだと認識されて、転用の許可は取れているのですか

と御確認に来られました。まだなので手続きを取ってもらう必要があります

と答えましたら、提出してこられたという流れです。 

 

他にございませんか。 

 

     （ 発言・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２４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」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２４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５ 議第２５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 

 

続きまして、議第２５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、７ページです。 

 

はじめに番号１番は、譲受人が露天資材置場を整備するため、譲渡人が所

有する追分南四丁目地先の田４筆計２，７７７㎡を売買にて取得し、転用さ

れようとするものです。 

隣接地の店舗の建築計画が変更になり、クレーン等の大型重機を設置する

スペースや新型コロナウィルスの影響で工事期間が短くなり、より多くの作

業員の駐車場を確保する必要が生じたことから、今回の申請に至ったもので

あります。車両の進入路である敷地西側の道路高に合わせ、敷地全体に盛り

土を行います。 

雨水排水につきましては、敷地北側の既設水路に放流されます。 

敷地周囲は、山林、雑種地、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。 

農地区分については、住宅、事業所、公共施設等が連たんしていることか

ら、宅地化の状況が一定程度に達している第３種農地と判断されます。 

また、第３種農地における転用許可申請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、事業見積書および融資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。 
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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

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。 
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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

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
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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

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 

● 

この農地につきましては、周囲に農地はほとんどなく、ポツンと残ってい

るというところです。ここ一帯は大型開発で、説明にもありました通り、こ

の農地を転用するということに対する支障は特にないと判断しておりまし

て、問題ないものと思います。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 ●●委員の担当ですが、本日

体調不良のため欠席ですので、事務局からお願いします。 

 

事務局 

 

担当委員の方から隣地承諾も得られておりますので、特に問題ないものと

考えますという御意見をいただいております。 

 

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。 

 

●●番 

● 

 

１番の案件についてですが、露天資材置場になるとのことですが、ここは

太陽光発電の会社ですけれど、例えば露天資材置場にしますと言っておいて、

実際には太陽光発電をされた場合に、どのように対応するか。一応、露天資

材置場でないといけないとなっているんですよね。太陽光発電は割と反射で
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色々問題があると思います。そうならないとは思いますが、一応規制はある

のか、把握はされているのですか。  

 

会長 

 

太陽光発電の会社が資材置場にするというのなら間違いないと思います

が、そのあたりの縛りは事務局いかがでしょうか。 

 

事務局長 

 

以前にこの会社が、最初に奥の所を太陽光発電設備に転用するための申請

をされました。結局まだ実行はされておりません。ここは、手前の沿道サー

ビスのための資材置場ということです。 

先月も奥村委員さんからの質問にもありましたが、完了届によってこちら

で確認しますので、資材置場と違うものにされる場合は原状回復をしてくだ

さいとなります。それが出されない限り農地法は外れない、ということにな

ります。 

ただ、何日以上資材置場にしなければならないというものがないものです

から、通常は店舗のための資材置場、あるいは住宅建設のための資材置場と

して使って、農地転用としては完了しているけれども、建物の開発が絡んで

きますので、その後に何日空けなければならないというその規制はあるかも

しれませんが、農地法としてはとりあえずその用途に使われるかどうかとい

うところが判断基準になります。それ以外のものにされた場合は、申請と違

いますので元に戻してください、そのための用途に使ってください、という

ような指導は農業委員会の方からさせていただく、というような流れになり

ます。 

 

事務局 

 

今、売電価格は大分落ちてきていますので、草津市内で大型な太陽光発電

は下火といいますか、この二年間、農地転用を伴って太陽光発電を設置され

た会社はございません。 

おそらく開発の指導要綱と他の多方向の許認可が必要になってきます。実

際に太陽光発電にされる場合は、二度手間になるので、農地転用の時に必ず

太陽光発電だという申請で出てくるものだと思っております。一旦資材置場

にしてから事情が変わって、数年後に太陽光発電設備を置かれる場合はもち

ろんあるとは思いますが、すぐに太陽光発電をしたいのに今資材置場で申請

を出されるメリットがあまりないのです。資材置場で許可を取ったにも関わ

らず、太陽光発電設備を置かれるという心配を事務局としてはしておりませ

ん。 

 

事務局長 

 

太陽光発電は景観の関係もございますので、都市計画課の景観の係と事前

の協議も必要となってきます。この会社さんが、資材置場にせずに太陽光発
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電にするという、途中で転化する可能性は少ないかなとは思います。 

 

会長 

 

 

 

会長 

 他にございませんか。 

 

       （ 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２５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 ） 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第２５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。 

 次に、日程第６ 議第２６号 下限面積（別段面積）の設定につき、議決

を求めることについて、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２６号下限面積（別断面積）の設定につき、議決を求め

ることについて説明させていただきます。議案書の８ページをご覧ください。 

農地法第３条で農地を取得する場合には、いわゆる５反要件がありますが、

この５反要件について、平成２１年１２月施行の改正農地法により、農業委

員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部

について、これらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定め

るところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第３条第２項第

５号の下限面積（別段面積）として設定できることになりました。 

改正農地法前は、滋賀県が別段の面積を設定しておりましたが、草津市で

は、平成２１年１２月１０日開催の第１８回農業委員会総会にて審議いただ

き議決の手続きがされたものであります。 

なお、設定区域に関しましては、従来から県が定めていた区域と同じ区域

を踏襲したものであります。県内でもそれ以降の改定の動きはありません。 

このことについては、滋賀県農業会議等に確認いたしましたが、この制度

の趣旨としては、頻繁に下限面積を増やしたり減らしたりするという性質の

ものではないことから、このような動きになっているものと考えます。 

この設定に際しては、農地法施行規則第１７条に基準が定められており、 

ひとつは自然的経済的条件から見て、営農状況が概ね同一と認められる地



16 

 

域であることとなっておりますことから、おおよそ学区・地区単位で設定す

ることが望ましいと考えます。 

もうひとつは、その設定する面積以下の農家数が４０％を下回らないよう

に算定することとなっております。 

このことから毎年、下限面積（別段面積）の設定または修正の必要性につ

いて当委員会で審議することとなりました。 

そのため、この別限面積の設定について、今回提案するものです。 

事務局の「案」としましては、先般６月の運営委員会でも協議いただき、

２反要件を使って農地を取得されたケースはなく、新たな別限面積の設定は

必要ないとの一定の結論に至ったところです。 

このことから、前回のとおり現在の区域を踏襲いたしたく考えております。 

まず、農地法施行規則第１７条第１項の適用について、方針１としては、

現行の下限面積（別段面積）２０アールの変更は行わない。 

理由としては、適用区域内の農家で２０アール未満の農地を耕作している

農家が適用区域内の農家数の６割を超えていることから、変更する必要性は

低いと考えております。この設定区域では多くの農家の経営面積が２０アー

ル未満という状況ですのでこのような設定がなされております。 

 次に、方針２としては、２０アールの適用区域以外については、新たに

下限面積（別段面積）の設定は行わない。 

理由としては、２０１５年農林業センサスにおいて、草津市の農家の１経

営体当たりの経営耕地面積が１３３アールとのデータがあり、規模拡大した

いと思っている方は５反要件を満たしていると想定されることから、変更す

る必要性は低いと考えております。 

 

以上で議案の説明を終わります。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。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。 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

（ 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２６号 下限面積（別

段面積）の設定について、議決を求めることについて、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 ） 
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会長 

 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２６号 下限面積（別段面積）の設定について、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２０分 
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