
  

 

  

 

 

 

 

 

第１回（令和３年)野洲市農業委員会 

総会議事録 

      
            令和３年１月１２日開催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

令和３年第１回野洲市農業委員会総会議事録 

 

 令和３年１月１２日、午後３時００分より野洲市総合防災センター２階研修室において、

令和３年第１回野洲市農業委員会総会を開催する。 

 

１．出席委員 下記のとおり 

１番   清水 稔 

３番   坂口 茂 

４番   辻川 清太郎 

５番   島村 平治 

６番   北脇 広美 

７番   苗村 善明 

８番    辻 清子 

９番   東郷 恵子 

１０番   石塚 健一 

１１番    森 恒仁 

１２番   有馬 和夫 

１３番   安田 健一 

１４番   市木 和雄 

１５番   飯田 百合子 

１６番   白井 嘉嗣 

１７番   前田美幸枝 

１８番   杉江 保彦 

２０番   吉川 久和 

２１番   青木 徹 

２２番   藤岡いづみ 

２３番   田中 靖志 

２４番   小森 正人 

２６番   武浪 勘治 

 

 欠 席 

   １９番    岩井 正男 

２５番   井狩 憲一 

 

会議に参与したる職員       

農業委員会事務局長     西村 拓巳 

    事務局次長     小松 美進 



  

主 幹            竹中 宏 

書 記            山本 勉 

農林水産課 主 事      保智 翔太 

 

議 長   ただいまの出席委員は２４名であります。 

      よって、本総会が成立いたしました。ただいまから令和３年第１回農業委員会

総会を開会します。 

 

議 長   これより日程に入ります。 

 

議 長   日程第１、会議録署名委員の指名をいたします。 

第１３番 安田 委員、第１４番 市木 委員を指名いたします。 

 

議 長   日程第２、会期の決定について、本会期は、本日１日間とさせて頂きたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

  

議 長   挙手全員であります。よって会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

議 長   日程第３、議第１号から議第３号を上程します。 

 

議 長   議第１号 所有権の移転に関する件について を議題とします。 
     
議 長   事務局の説明を求めます。 

 

事務局長  それでは、１ページをご覧下さい。 

議第１号 所有権の移転に関する件について、農地法第３条第１項の規定によ 

り、上記の議案を提出する。 

令和３年１月１２日 会長 武浪 勘治。 

     案件は１件で、１筆、市三宅●●●●番、青地、台帳地目、現況地目共に田、面

積 １０６５㎡、地図は ６ページ、譲受人 野洲市●●●●番地 ●●●●、譲

渡人 野洲市市三宅●●●●番地 ●●●●、申請理由は経営拡大、契約内容は売

買であります。全部効率要件は別紙１のとおり、田 ２８９.０６アール、 畑 

９.０３アール、合計２９８.０９アール全て耕作されております。法人・信託要件

については、個人のため適用されません。農作業常時従事要件については通年従事

されています。下限面積については、３０８．７４アール耕作されるので 問題あ



  

りません。地域調和要件については、地域の営農に支障をもたらすとは認められま

せん。 

 

議 長   続きまして、意見委員の説明をいたします。 

       

議 長   本来ですと第１９番 岩井 委員にお願いするところではありますが、欠席で 

あるため、代わりまして事務局よりお願いします。 

 

事務局   第１９番 岩井 委員になり代わり説明申し上げます。 

      譲受人である●●●●さんは、現在も農業経営を行われ積極的に経営拡大に努

めておられます。今回の申請については、譲渡人が耕作困難ということで、譲渡

人からの要望により譲受人が売買に応じられたものです。みなさんのご審議をお

願いします。 

 

議 長   それでは、説明が終わりましたので、続きまして質疑がございましたら挙手を 

お願いします。 

質疑はございませんか。 

 

     （挙手なし） 

 

議 長   質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 

議 長   これより議第１号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第１号について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

      （挙手全員） 

 

議 長   全員挙手と認めます。 

よって議第１号は議案どおりと決定いたしました。 

 

 

議 長   続きまして、議第２号 農用地利用集積計画について を議題とします。 

この案件につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」 

に基づき、利害関係者は議事に参与することができないということで、所有権移転 

関係の方につきましてはご退席を、貸借関係の方につきましては意見および挙手を 

されないようにすることで進めます。また、今回、農業経営基盤強化促進法に基づ 

く農地転用があり、利害関係者がおられますので、同じくご退席いただきます。 



  

 

それでは、田中委員につきましては、ご退席をよろしくお願いいたします。 

     また、農地転用の意見委員は田中委員でありますが、利害関係者でありますので、 

近隣の白井委員にお願いします。 
 

議 長   それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局長  ２ページをご覧下さい。 

議第２号 農用地利用集積計画について 農業経営基盤強化促進法第１８条 

第１項の規定により、上記の議案を提出する。 

令和３年１月１２日 野洲市農業委員会 会長 武浪 勘治。 

     先だって議案書と共に郵送いたしました利用権設定の明細書の方をご覧くださ 

い。 

     利用権が設定されたのは、合計 ４９ 件 ９５筆 １８１,２７２㎡です。 

所有権移転されたのは、合 計 ２件 ２筆 ７３８㎡です。 

そして、所有権移転された農地の利用目的が農業用倉庫で農地転用されるもので 

あります。これらは農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に掲げる要件に該当し 

ていると考え提出するものであります。なお、詳細につきましては、農林水産課の 

担当よりご説明いたします。 

 

農林水産課 案件は２件で、１件目は１筆です。野洲市木部●●●●番、台帳地目、現

況地目共に畑。面積553㎡、対価は376,040円。利用目的は農業用倉庫で

す。農地の所有権を移転する者は、野洲市木部●●●●番地 ●●●●で 

す。所有権移転を受ける者は、野洲市木部●●●●番地 ●●●●です。

届出理由につきましては、２件目と同様になりますので、最後にご説明させ

ていただきます。２件目も１筆です。野洲市木部●●●●番、台帳地目、現

況地目共に畑。面積823㎡のうち18㎡、対価は5,800円。利用目的は農業用倉

庫です。この農地の所有権を移転する者は、野洲市木部●●●●番地 ●●

●●です。所有権移転を受けるは、野洲市木部●●●●番地●●●●です。

届出理由につきましては、１件目、２件目同様です。●●●●さんが、今回 

新たに設備を導入されるにあたり、農業用倉庫が必要になるとのことから今 

回の申請がありました。（乾燥機を導入、これまではJAに委託していたが、 

設備の導入をし、自前で乾燥を行っていきたい）今後も地域の農業を担って 

いただくために、必要な設備になることから市でも了解し、農地転用ととも 

に手続きを進めさせていただいている次第でございます。私からは以上にな 

りますが、続きまして農地転用について担当から説明させていただきます。 

 



  

農林水産課 今回の転用申請は、先ほど、説明をしました、●●●●と●●●●さん及び●

●●●さんの所有権移転に関連するものとなります。申請地は、野洲市 木部 

●●●●番一部と●●●●番、青地、台帳地目、畑、現況地目、畑、転用面積

は７３８㎡です。（１８５㎡＋５５３㎡）。転用に関する許可基準から見た意見

は、別紙のとおり、農業振興地域内にある農用地区域内の農地で、隣接に農地

が拡がっていることから第１種農地であり、原則として許可することができま

せんが、例外の一つに農業用施設がございます。本件は、米・麦用の大型乾燥

設備を格納するための倉庫の新設であり、農業用施設ですので、農地転用の許

可基準に該当するものと判断します。用地の選定理由につきましては、当法人

が現在活動拠点にしている既存の農業用倉庫は大型乾燥設備を設置するには軒

高が低く、また、トラクターやコンバインなどの機械でスペースもないことか

ら、現施設の近隣で粉塵や騒音の発生を考慮して民家から一定の距離が確保さ

れている当該用地を選定されております。付近の被害防除につきましては、隣

接する両サイドの畑の境界には、宅内側溝を設け雨水は、裏手の野洲川下流の

農業用排水路の承認のもと放流されます。また、隣接所有者には、施設の設置

について同意を得られております。資金調達につきましては、倉庫の見積額と

法人の決算書を確認し、問題ないと判断しております。引き続きまして、意見

委員さんから説明をいただきますが、本来ですと申請地域の田中委員さんにお

願いするところですが、申請者の法人に所属されておりますので、代わりに隣

接の白井委員にお願いしております。 

 

１６   申請者の●●●●は、経営改善を図るため委託している米・麦の乾燥調製を自

己で行うため、大型の乾燥調製設備を新設される予定があります今回の申請は、

設備を保管するための倉庫の転用です。申請地は、既設の倉庫と水路を挟んでの

隣接した畑地であり、現在は、保全管理だけされている農地です。集落の民家か

ら一定の距離があるため、作業による粉塵や騒音のことを考慮すると妥当である

と判断しております。皆さんのご審議をお願いします。 

 

議 長   説明が終わりましたので、続きまして質疑がございましたら挙手をお願いしま 

す。 

 

      （挙手なし） 

 

議 長   質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 

議 長   これより議第２号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第２号について賛成の方は 挙手をお願いします。 



  

 

      （挙手多数） 

 

議 長   ありがとうございます。挙手多数と認めます。よって議第２号は議案どおり 

と決定いたしました。 

 それでは、田中委員、お戻り願います。 

 

議 長   続きまして議第３号 実勢賃借料（案）について を議題とします。 

事務局の説明に入ります前に、市木農政部会長より報告をお願いします。 

 

農政部会長 昨年１１月１０日、１２月１５日に、第４回、第５回の農政部会を開催いたし 

まして、令和２年度の実勢賃借料について協議をいたしました。 

これにつきましては、令和２年１月から１２月までの農業経営基盤強化進法およ 

び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づきまして、利用権設定された事例 

を収集しまして、最高額、最低額、平均額を求めたものであり、農地の賃貸借の 

際の参考として提供されるものであります。結果はお配りしたとおりであります 

が、昨年に比べまして、平均額は、田につきましては、基盤整備地域も未整備地 

域も下がっておりまして、畑につきましては、普通畑は少し上がりましたが、特 

殊畑は下がっております。特に、特殊畑につきましては、賃借料の低い農業者の 

件数が多かったため、平均額が低くなったものであります。改めて事務局の方で 

説明がありますが、本日はご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長   続いて、事務局の説明を求めます。 

 

事務局長  まず、実勢賃借料について説明いたします。実勢賃借料とは１月から１２月ま 

での一年間で実際に契約された賃借料の平均をまとめたものであります。もとも 

と平成２１年までは法に基づき農業委員会が小作料の標準となる額を定めていま 

した。いわゆる、標準小作料というものです。これは高額な小作料の支払いを無 

くすため、貸し手、借り手の双方が適切と考える料金を定めるものでした。しか 

し、農地法の改正により、標準小作料制度が廃止となり、賃借料の情報提供を行 

なうという制度になりました。こうしたことから、農業委員会では一年間で実際 

に農業経営基盤強化促進法および農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき 

利用権設定された契約額の平均を情報提供として行なっております。情報提供す 

る農地賃借料は表のとおりで、田の区分では基盤整備地域と未整備地域に分け、 

畑の区分では普通畑と 特殊畑に分け、整理をして、それぞれ地域ごとに平均額 

最高額、最低額を提供します。特別な事情のもとで賃借されたと推測される契約 

すなわち、全賃借料データの平均値のプラスマイナス７０％の範囲を超えるもの 



  

は、除いております。そして、参考資料ＮＯ．１については、学区別の賃借料で 

全地域を７学区に分け、それぞれ地域ごとに区分し、平均額、最高額、最低額を 

表示しました。参考資料ＮＯ．２では昨年の賃借料と比較できるよう、下の段、 

カッコ書きに、昨年の数値を表示しました。平均額は、昨年に比べ、田の部では 

基盤整備地域も未整備地域も下がっており、畑の部では、普通畑は上がり、特殊 

畑は下がっております。特殊畑の平均額が低い結果につきましては、今回、賃借 

料の低い件数が多かったためであります。それでは議案に入ります。３ページを 

ご覧ください。議第３号 実勢賃借料（案）について、農地法第５２条に基づき 

上記の議案を提出する。令和３年１月１２日 野洲市農業委員会 会長 武浪  

勘治。内容は別紙実勢賃借料のとおりです。 

 

議 長   説明が終わりましたので、続きまして質疑がございましたら挙手をお願いします。 

 

      （挙手なし） 

 

議 長   質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 

議 長   これより議第３号の採決に入ります。 

お諮りいたします。議第３号について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

   （挙手全員） 

 

議 長   全員挙手と認めます。（挙手多数と認めます。） 

よって議第３号は議案どおりと決定いたしました。 

 

議 長   以上で、本日の議事案件は全て終了いたしました。 
       

議 長   続きまして、日程第４報告案件に入ります。 

 

議 長   報第１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報告しま 

す。 

事務局の報告を求めます。 

 

事務局長  ５ページをご覧ください。 

報第２６号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出があり、事務局長専決 

規程により受理されたので報告する。 

令和３年１月１２日 野洲市農業委員会 会長  武浪 勘治 



  

      案件は４件で、１件目は１筆、小篠原●●●●番、台帳地目、現況地目共に 

畑、面積２２４㎡、地図は７ページ、丸枠の左部分です。届出人 野洲市小篠原

●●●●番地 ●●●● 持分２分の１ ●●●● 持分２分１、届出理由は、

露天駐車場、施設の概要は  露天駐車場 １３台です。 

２件目も１筆、野洲●●●●番 台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１４７

㎡地図は７ページ、届出人 野洲市野洲●●●●番地 ●●●●、届出理由は、 

農業用倉庫  施設の概要は農業用倉庫 １棟です。                    

３件目は２筆、１筆目は 冨波●●●●番 台帳地目 畑、現況地目 宅地、

面積９２㎡ ２筆目も 冨波●●●●番 台帳地目 畑、現況地目 宅地、 面積

３９㎡ 地図は６ページ、届出人 神戸市東灘区●●●●番地 ●●●●、届出理

由および施設の概要は住宅敷地です。           

４件目は１筆、小篠原●●●●番、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積１９

８㎡、 地図は７ページ、届出人 野洲市小篠原●●●●番地 ●●●●、届出理

由は、自己用住宅、施設の概要は 自己用住宅 １棟です。 

 

議 長   説明が終わりましたので、続きまして質疑がございましたら挙手をお願いしま 

す。 

質疑ございませんか。 

    

（挙手なし） 

 

議 長   質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

続きまして報第２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 

     報告します。 

 

議 長   事務局の報告を求めます。 

 

事務局長   ５ページをご覧ください。 

報第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による 届出があり、事務局長 

専決規程により受理されたので報告する。 

令和３年１月１２日 野洲市農業委員会 会長 武浪 勘治 

     案件は３件で、１件目は２筆、１筆目は冨波●●●●番、台帳地目、現況地目

共に 畑、面積３８６㎡、２筆目も冨波●●●●番、台帳地目 田 内 山林が

一部含まれており、現況地目は畑であります。面積は１９８㎡、内 山林が６９

㎡含まれております。地図は６ページであります。譲受人 京都市中京区●●●

●番地 ●●●● 譲渡人 野洲市冨波乙●●●●番地 ●●●● 地図は６ペ



  

ージ、届出理由は分譲宅地、 施設の概要は分譲宅地３区画、契約内容は売買で

す。    

２件目は１筆、吉地●●●●番、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積９３㎡、

地図は８ページ、譲受人、野洲市西河原●●●●番地 ●●●● 譲渡人、野洲市

吉地●●●●番地 ●●●●、届出理由は倉庫、施設の概要は 倉庫１棟、契約内

容は売買です。    

３件目は１筆、小篠原●●●●番、台帳地目、現況地目共に畑、面積１１９

㎡、地図は７ページ、丸枠の右部分です。譲受人、野洲市小篠原●●●●番地●●

●●、野洲市小篠原●●●●番地 ●●●● 譲渡人、野洲市小篠原●●●●番地 

●●●● 届出理由は 露天駐車場、施設の概要は露天駐車場 １３台、契約内容

は売買です。 

 

議 長   説明が終わりましたので、続きまして質疑がございましたら挙手をお願いしま 

す。 

 質疑ございませんか。 

    

（挙手なし） 

 

議 長   質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

       

議 長   これをもって、本日の案件は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、令和３年第１回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会 午後３時３０分 


