平成28年度
４月総会（定例農業委員会）

議 事 録

土佐市農業委員会

平成２８年度４月総会（定例農業委員会）議事録
1．開 催 日
2．開 催 場 所
3．出席状況
（1）委員
①出席
番号

平成 28 年 4 月 28 日(木) 午後 3 時 30 分開会
土佐市役所 3 階 大会議室

氏

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

横山 秀臣

13

門田 ゆかり

19

山本 倫弘

2

馬場 善広

8

門田 孝司

14

市原 正一

20

森岡 正典

3

梅原 俊助

9

石元 博昭

15

森田 昭司

21

矢野 進一

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

16

横山 久夫

22

西原 博明

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

23

岡林 弘

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

24

野瀬 博

18

森田 滿子

②欠席
番号

17

氏

名

番号

氏

名

番号

名

森木 茂明

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第1号
議案第2号
議案第3号
議案第4号

氏

局長 森田 浩司
係長 中平 忍

農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
農地法第3条の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
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3件
4件
3件
15件

会

長

定刻になりました。それでは、ただ今から平成28年度土佐市農業委員会4月定例会を開催いたしま
す。現在の出席委員数23名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第19条の規定により、会議録署名委員の指名を行います。本定
例会の会議録署名委員に13番 門田委員、14番 市原委員、両名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明を省き事務
局から内容についての説明をいたします。事務局長。

事務局長

はい。事務局長の森田です。3月の定例会で赴任のご挨拶をさせていただきましたが、欠席
の委員さんもおいでましたので改めまして、この4月に農林業振興課長、農業委員会事務局長
となりました森田です。よろしくお願いいたします。
まずはじめに資料の訂正からお願いしたいのですが、61ページ、利用権の設定になります。利用権
の契約が3年ですので終期が平成31年10月31日となります。訂正をお願いいたします。
それではご説明をさせて頂きます。本日審議頂く議案は、議案第1号 農地法第5条第1項の規定
による許可申請書審査の件 3件、議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 4
件、議案第3号 非農地証明願承認の件 3件、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用
権設定等に関する件 15件、以上です。

会

長

それでは、5条の申請でご出席を頂いた皆様方に一言御挨拶を申し上げます。昼間の大変お忙
しい時間帯にも関わらずご出席を頂きましてありがとうございます。只今から、皆さま方から提
出して頂きました案件につきまして、順を追って審議をしてまいりますが、審議の過程において
議長もしくは委員の方から質問等ありました時には、明確なお答えを頂きますようお願いをいた
します。なお、本日決定になりましても、最終決定ではございません。許可権者は高知県知事で
す。県は現地調査を含む県独自の調査を行いまして、許可妥当というものに対しましては、当委
員会の事務局を通じて皆さま方に許可書が届くことになっております。許可書が届くまでは絶対
に無断転用をされないようよろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
それでは、議案に入りたいと思います。
議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1を議題といたします。
事務局の説明をお願いします。

事務局長

はい。それでは、順次説明をさせていただきますが｢○○○○｣さん、｢○○○○｣さんには残っ
ていただきまして、その他の方は別室へ移動をお願いします。
では、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の賃貸人「○○○○」さん、「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の賃借人
「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1。賃貸人「○○○○」さ
ん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。同じく賃貸人「○○○○」さん、「土佐市○○○
○番地」、「○○○○」。賃借人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」、
申請地は「土佐市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○
○番、同字○○○○番」、登記地目、現況地目ともに全て「田」、面積はそれぞれ「240㎡、317
㎡、89㎡、485㎡、539㎡、596㎡の計2,266㎡」、利用状況は全て「休耕」、所有権以外の使用収
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益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「土佐市○○○○番、同
字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」が「○○○○」さん、「土佐市○○○○番、
同字○○○○番」が「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」
で、農地区分につきましては、「第3種農地」と判断しております。
転用の目的は「駐車場設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「庁舎の建
て替えに伴い、工事期間中、職員駐車場を別に構える必要が生じたため」、事業の操業期間又は
施設の利用期間は「許可日から6年間」、工事計画は「許可日から平成29年2月28日」。権利を設
定・移転しようとする契約の内容は「賃貸借権」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、
権利の存続期間は「6年間」。資金計画は「土地造成費○○○○円、土地賃借料 年○○○○円、
計○○○○円で全額公費」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」と
なっております。
申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「庁舎の
建て替えに伴い仮庁舎建設場所として、市民サービスの低下や機能の分散化を防ぐため、現庁舎
から近い土佐市民病院東側の職員駐車場を検討している。現在の職員駐車場には約74台駐車して
おり、新たに駐車場を造成するにあたり、申請地は現職員駐車場とほぼ同程度の駐車スペースが
確保でき、防災センター、健康福祉センターからも近く、面積及び場所ともに条件に適している
ため」。進入路計画は「申請地西側の市道尾崎橋線から進入する」。造成計画は「約50㎝造成し、
周囲にフェンスを設置する」。整地計画は「造成後、アスファルト舗装を行う」。排水処理計画
は「雨水のみで、東から西へ勾配を設け、市道尾崎橋線の側溝へ排水する」。被害防除計画は「東
側は道路を挟んで農地で同意あり、西側は市道、南側は宅地、北側は市道」。同意書につきまし
ては「甲1720-1」から提出されております。場所につきましては、高岡地区で土佐市民病院の南
東約30ｍの場所となっております。周囲の状況につきましては、北側は市道、東側は道路を挟ん
で農地で同意あり、南側は宅地、西側は市道となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地及び甲種農地で
はなく、市役所から300ｍの範囲内にある農地であるため、第3種農地に該当し、許可相当地であると
考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可することが
できない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提出もないこ
とから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可する
ことができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明書
に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事業の
用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みが
ない場合には、許可することができない。』については、一体利用地等はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事業計
画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』につい
ては、転用目的が駐車場であるため、該当しない。
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次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水施設の
機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許可するこ
とができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元され
ると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転用計画の利
用期間が「賃貸借で6年間」で、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は期間を区切っ
ての転用であるが、一時転用には当てはまらないと考えています。なお、計画終了後、市が農地
へ復元し、返還することとなっています。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該当し
ないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。
それでは私の方から申請人の方に確認をさせていただきます。賃貸人の｢○○○○さん、｢○○○
○｣さんの代理人「○○○○」さん。賃借人の｢○○○○｣さんの代理人「○○○○」さん、先程の
事務局の説明に間違いありませんか。

申請人

はい。間違いありません。

会

はい。間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。

長

西原委員

22番、西原です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見をお願いいたします。

委

員

(異議なしという意見多数あり。)

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1について『許可する』こ
とにご異議ございませんか。

委

員

(異議なしという意見多数あり。)

会

長

異議なしということで決定になりました。
どうもご苦労さまでした。
続きまして、議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号2を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の貸人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さんの代理
人「○○○○」さん。

申請人

はい。
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事務局長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号2。貸人「○○○○」さん、
「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。借人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○
○○○」、申請地は「土佐市○○○○番」、登記地目は「田」、現況地目は「畑・雑種地」、面
積は「985㎡のうち269.1㎡」、利用状況は「畑・雑種地」、所有権以外の使用収益権が設定され
ている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域
につきましては、「農用地区域外」で、農地区分につきましては、「第2種農地」と判断しており
ます。
転用の目的は「自己住宅」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「自己の住宅
を建築するため」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は
「許可日から1年6ヶ月」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「使用貸借権」、権利の
設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「永久年間」。資金計画は「土地整備
費○○○○円（父の会社○○○○○が整備するため）、建築費○○○○円、全額自己資金」、過
去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「あり｣で、始末書の提出がありますので読
み上げます。
『私は平成11年に申請地を農地として使用するため買い受けたのち、所有者たる私の営む会社
の資材置き場等として申請地南側(申請地の残地)を使用する必要が生じ、農地法所定の手続きを
知らず、当該手続きを怠ったまま資材置き場として使用しておりました。今後はこのようなこと
がないよう留意し、また資材等については私の所有する他の宅地等へ移動いたしますので、なに
とぞ今般の申請にかかる寛大なご審議のほどよろしくお願いいたします』という始末書が出てお
ります。
申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「現在、
県営住宅に居住しているが、手狭になったこともあり一軒家の購入または建築を考えていたとこ
ろ、申請地は父所有であり資金面からも最適であると判断したため。また、転用につき一筆の土
地全体ではなく、個人住宅のため必要な面積のみであり、申請地であれば周辺にも被害等及ぼす
ことはないと判断し、申請地を選定した。」、進入路計画は「北側市道から進入する」。造成計
画は「現状の高さのままで造成はしない」。整地計画は「通常の個人住宅建設に必要な程度にお
いて、父所有会社にて整地する」。排水処理計画は「個人住宅のため、多量の排水はないが、住
宅北側に浄化槽を設け、北側既設水路へ排水する」。被害防除計画は「東側は農地で同意あり、
西側も農地で同意あり、南側は申請地の残地で自己所有農地、北側は水路、市道を挟んで高速道
路」。同意書につきましては「○○○○番、○○○○番、○○○○番」から提出されております。
場所につきましては、高岡地区でマルナカ土佐店の北東約100ｍの場所となっております。
周囲の状況につきましては、北側は水路、市道を挟んで高速道路、東側は農地で同意あり、南
側は申請地の残地で自己所有農地、西側は農地で同意ありとなっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、甲種、
第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。なお、申
請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって変える事ができないと判断し、許可相当地
であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可することが
できない。』については、申請書、事業計画書の内容、借人についてはこれまでに違反転用及び

-5-

始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。なお、貸人の始末書に
関しましては、農地に復元するよう指導し、復元することを了承していただいています。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可する
ことができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明書
に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事業の
用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みが
ない場合には、許可することができない。』については、一体利用地等はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事業計
画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』につい
ては、宅地造成、分譲を目的とするものでなく、個人住宅建築を目的としているため、該当しな
い。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水施設の
機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許可するこ
とができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元され
ると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転用計画の利
用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと
考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該当し
ないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります
会

長

事務局の説明が終わりました。
それでは私の方から申請人の方に確認をさせていただきます。貸人の｢○○○○｣さんの代理人
「○○○○」さん。借人の｢○○○○｣さんの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間
違いありませんか。

申請人

はい。間違いありません。

会

はい。間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。

長

森田委員

18番、森田です。
同意書もありますし、事務局の言われているとおり問題ないと思います。よろしくお願いします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見をお願いいたします。
(異議なしという意見多数あり。)
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号2について『許可する』こ
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とにご異議ございませんか。
委

員

(異議なしという意見多数あり。)

会

長

異議なしということで決定になりました。
どうもご苦労さまでした。
続きまして、議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号3を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さんの
代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号3。譲渡人「○○○○」さ
ん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」。申請地は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記地目は「土佐市○○○○
番が畑、同字○○○○番が田」、現況地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「1,551㎡のうち1,537.54
㎡、186㎡の計1,723.54㎡」、利用状況はともに「休耕」、所有権以外の使用収益権が設定されて
いる場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域に
つきましては、「農用地区域外」で、農地区分につきましては、「第1種農地」と判断しておりま
す。
転用の目的は「市営住宅建設」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「耐用年
数が経過し、老朽化した漁民住宅を申請地へ建て替えを行う」、事業の操業期間又は施設の利用
期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「平成29年4月1日から平成30年3月31日」。権利を設
定・移転しようとする契約の内容は「所有権」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、
権利の存続期間は「永久年間」。資金計画は「土地取得費○○○○円（一体利用地含む）、建築
費○○○○円、設計費等○○○○円、計○○○○円、全額公費」、過去の違反転用の有無及び始
末書の提出状況については「なし」となっております。
申請地と一体利用する土地は「○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○
番」。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「現在の漁民団地は堤外に建設されており、
南海地震が発生した場合に津波による被害が甚大であり、現地建て替えは困難である。宇佐地区
は平地全域が津波浸水エリアに含まれることから、宇佐地区以外への移転についても検討したが、
入居者へのアンケート調査の結果、宇佐地区での建て替えを希望する者が大半を占めた。また、
高台移転の検討については整備に長期間を要するため、早期建て替えが必要な漁民団地の移転は
現実的ではなく、避難場所の近くで土砂災害等の危険が少なく、かつ支所や保育・学校施設等の
公共施設が徒歩圏内で一定規模の面積を確保できる適地は宇佐地区において他にないことから、
本申請地を選択した。面積の必要性については、鉄筋コンクリート3階建て24戸の集合住宅と入居
者用の24台分の駐車場を整備するため最低限必要な面積である。」。進入路計画は「申請地東側
市道から進入する」。造成計画は「盛土は行わず、現況地盤高で整地する」。整地計画は「整地
面は全面舗装する」。排水処理計画は「市営住宅からの家庭雑排水は、合併浄化槽を設置し、申
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請地東側の既設排水路へ排水する。また、雨水は施設内の排水路で受け、当該排水路を経由して、
東側の既設排水路へ排水する。」。被害防除計画は「東側は宅地及び市道、西側は宅地（市営住
宅）、南側は宅地（個人住宅及び市営住宅）、北側は農地で同意あり」。同意書につきましては
「○○○○番、○○○○番、○○○○番」から提出されております。場所につきましては、宇佐
地区でＵＳＡくろしおセンターの北西約100ｍの場所となっております。周囲の状況につきまして
は、北側は農地で同意あり、東側は宅地及び市道、南側は宅地（個人住宅及び市営住宅）、西側
は宅地（市営住宅）となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地区域から除外さ
れておりますが、第1種農地に該当すると考えております。1種農地の転用は原則不許可であります
が、既存施設の拡張に係る分の敷地面積が、既存施設の敷地面積の2分の1を超えないものは例外
的に認められると判断し、許可相当地と考えています。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可することが
できない。』については、申請書、事業計画書、予算書の写しの提出、これまでに違反転用及び
始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可する
ことができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明書
に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事業の
用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みが
ない場合には、許可することができない。』については、一体利用する雑種地等については、売
買契約の写しが提出され、一体利用の見込みがあるため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事業計
画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』につい
ては、市営住宅建築であるため、該当しない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水施設の
機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許可するこ
とができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元され
ると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転用計画の利
用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと
考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該当し
ないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります
会

長

事務局の説明が終わりました。
それでは私の方から申請人の方に確認をさせていただきます。譲渡人の｢○○○○｣さんの代理人
「○○○○」さん。譲受人の｢○○○○｣さんの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に
間違いありませんか。
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申請人

はい。間違いありません。

会

はい。間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。

長

山本委員

19番、山本です。
先程の事務局の説明のとおりで何ら問題ないと思いますし、市営住宅の建て替え用地であります
ので、よろしくお願いします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見をお願いいたします。
(異議なしという意見多数あり。)
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第1号・農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号3について『許可する』こ
とにご異議ございませんか。

委

員

会

長

(異議なしという意見多数あり。)
異議なしということで決定になりました。
どうもご苦労さまでした。
続きまして、議案第2号・農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号1を議題といたしま
す。事務局の説明をお願いします。

事務局長

はい。それでは議案第2号・農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号1をご説明させ
て頂きます。
番号1：譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。許可を受け
ようとする土地について、所在・地番は「土佐市○○○○番」、登記地目は「田」、現状地目は
「畑」、面積「177㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益が設定され
ている場合の欄は「記載なし」、農家基本台帳の耕作者名は「○○○○」さんとなっております。
権利を移転しようとする時期は「許可あり次第」、土地の引き渡しを受けようとする時期は「許
可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」となっております。
15ページの番号2、16ページの番号3については、譲受人が同じ方ですので一緒にご説明をさせ
ていただきます。
番号2：譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。許可を受け
ようとする土地について、所在・地番は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記地目、現
状地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「38㎡、161㎡」の計「199㎡」、対価・賃料等の額は「○
○○○円」、所有権以外の使用収益が設定されている場合の欄は「記載なし」、農家基本台帳の
耕作者名は「○○○○」さんとなっております。
権利を移転しようとする時期は「許可あり次第」、土地の引き渡しを受けようとする時期は「許
可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」となっております。
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続きまして、番号3：賃貸人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業
「○○○○」。賃借人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。
許可を受けようとする土地について、所在・地番は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「田」、
現状地目は「畑」、面積「867㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益
が設定されている場合の欄は「記載なし」、農家基本台帳の耕作者名は「○○○○」さんとなっ
ております。
権利を移転しようとする時期は「許可あり次第」、土地の引き渡しを受けようとする時期は「許
可あり次第」、契約の期間は「平成28年5月1日から平成38年3月31日」、権利を移転しようとする
契約の種類は「賃貸借権設定」となっております。
【農地法第3条第2項第1号関係】については、1－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等
が所有権等を有する農地及び採草放牧地の利用状況について、所有地は「自作地:3，440㎡(内、
田1,852㎡、畑1,588㎡)」、「貸付地：955㎡（田955㎡）」、所有地以外は「借入地、貸付地とも
になし」、合計「3,440㎡」。非耕作地は「なし」、農地法第30条第3項各号のいずれかに該当す
るか否か（遊休農地）は「該当しない」また、農地法第51条第1項各号のいずれかに該当するか否
か（違反転用）も「該当しない」となっております。
1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の
数等の状況は（1）作付け作物(予定)・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、（2）
大農機具は「トラクター」を「1台所有」、（3）農作業に従事する者①権利を取得しようとする
者が個人である場合の農作業経験等の状況は「農作業歴○年」、②世帯員等その他常時雇用して
いる労働力(人)は「現在2人、農作業歴:○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、
④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時
間は「①、②及び③の者 車で5分」となっております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
現在耕作している農地の経営状況は「ネギ：田1,852㎡、畑1,588㎡」、今回申請している農地の
耕作計画は「ネギ：田1,044㎡、畑199㎡」となっております。【農地法第3条第2項第7号関係】に
ついてはすべて「いいえ」となっており、その他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第4号関係】の権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作
又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作又は養畜の事業に
必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○」、（2）年齢「○○○○」、（3）主た
る職業は「農業」、（4）権利取得者との関係「○○○○」、（5）その者の農作業への従事状況
①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常
時従事する期間も「1月～12月（○○○○）」、【農地法第３条第２項第５号関係】5－1（1）権
利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積3,440㎡、
権利を取得しようとする農地の面積1,243㎡、合計4,683㎡」と記載されております。
5－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特
例)と【農地法第3条第2項第6号関係】は記載されておりません。【農地法第3条第2項第7号関係】
は「「耕作計画書」のとおり」となっており、その耕作計画書の4の設問については周囲農地へ
の影響についてすべて「いいえ」となっております。【農地法第3条第3項第2号関係】と【農地
法第3条第3項第3号関係】は記載されておりません。
場所につきましては、新居小学校の北東、新堀川の合流地点に2箇所(3筆)とその南の1箇所(1
筆)となっております。以上で説明を終わります。
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会

長

はい。事務局の説明が終わりました。譲受人が1、2、3番同じということで一括して説明をさせ
ていただきました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。

坂本委員

12番、坂本です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

会

長

はい。現地調査の報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第3条の審査基準に基づく、
提出書類による審査について報告をお願いします。

事務局長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説明さ
せて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作
に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後にお
いて、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合には、許
可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可申請書(別添)の1－1
に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「3,440㎡」で一致し、申請地の面積が「1,243㎡」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては「4,683㎡」。現地調査により申請地は農地であり、
耕作可能である。
農地法第30条第3項各号及び農地法第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1
－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。
(別添)1－2の（2）の記載事項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機
具を所有していると認められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農
作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき
農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しな
いと考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しよう
とする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名が個人名
で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許可す
ることができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の引受けに
より権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に
常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、(別添)の
4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150日以上であり
農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得後の
合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについては、権利
取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記載されている
とおり「4,683㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者
がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』ことにつ
いては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照合により申請
地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者が
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その土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得
後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効
率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生じるお
それがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについては、(別添)の7及
び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総
合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当しない
と考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第2号・農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号1、2、3について申請通り『許可』
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

会長

はい。事務局の説明が終わりましたので、委員さんのご意見をお願いします。

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号・農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号4を議題といたし
ます。事務局の説明をお願いします。

事務局長

はい。それでは議案第2号・農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号4をご説明させ
て頂きます。
これは後見制度と補助制度を使ったものです。番号4：譲渡人「○○○○ ○○○○」さん、「○
歳」、「○○○○ ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。同じく
譲渡人「○○○○ ○○○○」さん、「○歳」、「○○○○ ○○○○」さん、住所「土佐市○
○○○番地」、職業「○○○○」。同じく譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○
○○○番地」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○
番地」、職業「農業」。許可を受けようとする土地について、所在・地番は「土佐市○○○○番、
同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」の「計5筆」、登記地目、
現状地目はすべて「畑」となっており、面積はそれぞれ「333㎡、181㎡、148㎡、310㎡、307㎡の
計1,279㎡」となっております。対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益が設
定されている場合の欄は「記載なし」、農家基本台帳の耕作者名は「土佐市○○○○番、同字○
○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」が「○○○○」さん、「土佐市○○○○番」が「○
○○○」さんとなっております。
権利を移転しようとする時期は「許可あり次第」、土地の引き渡しを受けようとする時期は「許
可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」となっております。
【農地法第3条第2項第1号関係】については、1－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等
が所有権等を有する農地及び採草放牧地の利用状況について、所有地は「自作地:5,601㎡(内、
田4,309㎡、畑1,292㎡)」、所有地以外は「借入地、貸付地ともになし」、合計「5,601㎡」。非
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耕作地は「なし」、農地法第30条第3項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）は「該当
しない」また、農地法第51条第1項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）も「該当しな
い」となっております。
1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の
数等の状況は（1）作付け作物(予定)・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、（2）
大農機具は「軽トラック・トラクター・乾燥機・コンバイン・田植機」を「各１台所有」、（3）
農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「農
作業歴40年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在1人、農作業歴:○○○○
年」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等
から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で5分」と記
載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田4,309㎡、ネギ・大根：畑1,292㎡」、今回申請し
ている農地の耕作計画は「ネギ：畑1,279㎡」と記載されております。【農地法第3条第2項第7号
関係】についてはすべて「いいえ」となっており、その他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりません。【農
地法第3条第2項第4号関係】の権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は
養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作又は養畜の事業に必要
な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○」、（2）年齢「○歳」、（3）主たる職業は
「農業」、（4）権利取得者との関係「○○○○」、（5）その者の農作業への従事状況 ①その
行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事
する期間も「1月～12月（○○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1（1）権利取得後
において耕作の事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積5,601㎡、権利を取
得しようとする農地の面積1,279㎡、合計6,880㎡」と記載されております。
5－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特
例)と【農地法第3条第2項第6号関係】は記載されておりません。【農地法第3条第2項第7号関係】
は「「耕作計画書」のとおり」となっており、その耕作計画書の4の設問については周囲農地へ
の影響についてすべて「いいえ」となっております。【農地法第3条第3項第2号関係】と【農地
法第3条第3項第3号関係】は記載されておりません。
場所につきましては、非常に説明のしにくいところなのですが、新土佐自動車学校の南西約1
㎞の場所で、申請地の北側が譲受人の○○○○さんのお宅になっております。また東に流れる川
が中山川で、西から南東に向かって流れる川が竜雲川となっております。以上で説明を終わりま
す。
会

長

久保委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
6番久保です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

会

長

はい。現地調査の報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第3条の審査基準に基づく、
提出書類による審査について報告をお願いします。
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事務局長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説明さ
せて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作
に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後にお
いて、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合には、許
可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可申請書(別添)の1－1
に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「5,601㎡」で一致し、申請地の面積が「1,279㎡」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては「6,880㎡」。現地調査により申請地は農地であり、
耕作可能である。
農地法第30条第3項各号及び農地法第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1
－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。
(別添)1－2の（2）の記載事項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機
具を所有していると認められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農
作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき
農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しな
いと考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しよう
とする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名が個人名
で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許可す
ることができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の引受けに
より権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に
常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、(別添)の
4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150日以上であり
農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得後の
合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについては、権利
取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記載されている
とおり「6,880㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者
がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』ことにつ
いては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照合により申請
地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者が
その土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得
後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効
率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生じるお
それがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについては、(別添)の7及
び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総
合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当しない
と考えますので審査をよろしくお願いします。
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会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号・非農地証明願承認の件 番号1を議題といたします。事務局の説明をお
願いします。

事務局長

はい、それでは議案第3号・非農地証明願承認の件につきまして番号1をご説明させていただき

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第2号・農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号4について申請通り『許可する』
ことにご異議ございませんか。

ます。
番号1：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん、「○○」、字・地番は「○○○○番」、「○
○○○番」、地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「59㎡」、「195㎡」、非農地となった時期につ
きましては「○○○○番が昭和52年頃」、「○○○○が昭和60年頃」という事です。現在の利用状
況及び現況につきましては「原野化している（山林）」となっております。非農地となった理由は「耕
作不適のため【耕作不適のために非農地化している】」という事です。今後の利用計画はありません。
なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。『○○○○』との事です。
場所につきましては、波介地区出間、出間の集出荷場から約1㎞南の場所で、航空写真で見ると山
林の中となっております。以上で説明を終わります。
会

長

横山委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
16番、横山です。
現地を見てきましたが、竹藪で周辺は雑木が生えていて農地へ復旧することは不可能な状態だと
思いますので、よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号・非農地証明願承認の件 番号1について『承認』することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号・非農地証明願承認の件 番号2を議題といたします。事務局の説明をお
願いします。
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事務局長

はい。それでは議案第3号・非農地証明願承認の件につきまして番号2をご説明させていただき
ます。
番号2：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん、「○○」、字・地番は「○○○○番」、
「○○○○番」、地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「757㎡」、「112㎡」、非農地となった時
期につきましては「○○○○番が昭和17年頃」、「○○○○番が昭和30年頃」という事です。現在
の利用状況及び現況につきましては「住家、車庫、農業用倉庫」となっております。非農地となった
理由は「耕作不適のため【昭和17年頃・昭和30年頃、分家により住家、蚕室、畜舎を建設】」という
事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。『○
○○○』との事です。
場所につきましては、北原地区甲原、国道沿いの中川内のバス停より西へ約300ｍの場所となって
おります。以上で説明を終わります。

会

長

森田委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
15番、森田です。
先程の事務局の説明の通りで、私もこちらの家に度々行くわけですが実はもうその自宅に住んで
おり、作業場があってというかたちで農地に復元することはまずないと思いますのでよろしくお
願いします。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号・非農地証明願承認の件 番号2について『承認』することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号・非農地証明願承認の件 番号3を議題といたします。事務局の説明をお
願いします。

事務局長

はい、それでは議案第3号・非農地証明願承認の件につきまして番号3をご説明させていただきま
す。
番号3：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん、「○○」、字・地番は「○○○○番」、
地目「畑」、面積「72㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和39年頃」、という事です。現
在の利用状況及び現況につきましては「住家」となっております。非農地となった理由は「その他【昭
和39年頃、同一敷地にある母屋の付属建物としてほぼ同時期に建築し現在に至っています】」という
事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。『○
○○○』との事です。
場所につきましては、家俊の交差点、信号のすぐ西の住宅地となっております。以上で説明を終わ
ります。
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会

長

尾﨑委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
10番、尾﨑です。
先程の事務局の説明の通り、現在すでに家が建っており農地に復旧することは難しいと思います
ので、よろしくお願いします。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号・非農地証明願承認の件 番号3について『承認』することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件を議題といたします。
事務局の説明をお願いします。

事務局長

議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、これにつきまして37ページ
から65ページに掲載しております。平成28年4月8日付28土農林第48号により、土佐市長から土佐
市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条の規定により当委員会に15件の
諮問があがっております。それでは議案書を説明させていただきます。
整理番号：28－1、
『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○
○」、利用権を設定する土地はともに「農用地区域外」で「○○」、「○○○○番、○○○○番」、
現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「479㎡、248㎡の計727㎡」、始期は「平成28年5月1
日」、終期は「平成33年4月30日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、
借賃の支払い方法は「12月末に現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「350日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「727㎡」、利用権の設定を受ける者が現
に耕作している農用地の面積の自作地は「2,829㎡」、借入地は「1,991㎡」、経営面積「5,547
㎡」、主たる作目は「青ネギ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「3人」、うち15歳以上60
歳未満のものは「1人」となっております。
場所につきましては、波介地区出間、出間の集出荷場から南へ約500ｍの場所となっております。
以上で説明を終わります。

会

はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

長

野瀬委員

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

4番、野瀬です。
事務局の説明のあったとおりで間違いございません。○○○○さんについては3年くらい前から就
農し、ネギを主体に規模拡大を図っておるところです。よろしくお願いします。
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会

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－1の農用地利用集積計画が
農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化促
進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市街
化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「350日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますの
で、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－1は、農業経
営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当である』と答
申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－
2を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
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事務局長

はい。続きまして、整理番号：28－2と28－13の利用権の設定を受ける者が同じ方ですので、
まとめてご説明をさせていただきます。
整理番号：28－2、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○
番地」、「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番」、現況地
目は「田」、面積は「1,125㎡」、始期「平成28年8月1日」、終期は「平成29年7月31日」、存続
期間は「1年」、借賃総額（年額）、借賃の支払い方法は「なし」、利用権の種類は「使用賃貸」
となっております。
次に、整理番号：28－13、『再認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さん、相
続人 ○○○○、○○○○、○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」、利用権
の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」、利用権を設定す
る土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目は
全て「田」、面積はそれぞれ「714㎡、671㎡、555㎡の計1,940㎡」となっており、始期は「平成
28年8月1日」、終期「平成29年7月31日」、存続期間は「1年」、借賃総額（年額）「○○○○円」、
借賃の支払い方法は「12月末に現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,065㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「0㎡」、借入地は「16,528㎡」、経営面積「16,528
㎡」、主たる作目は「露地レタス」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以
上60歳未満のものは「3人」となっております。
場所につきましては、整理番号28－2が新居地区、仁淀川河口大橋の手前に丸栄運輸がありま
すが、その北の新堀川の北約100ｍの場所、整理番号28－13が新居小学校東へ約1㎞の場所となっ
ております。以上で説明を終わります。

会

はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

長

門田委員

8番、門田です。
事務局の説明のとおり再設定の場所ですので、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－2、整理番号28－13の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願
いします。

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化
促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市
街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
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についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「365日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますの
で、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－2、整理番号
28－13は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28
－3、整理番号28－15を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

はい。続きまして、整理番号：28－3と28－15の利用権の設定を受ける者が同じ方ですので、ま
とめてご説明をさせていただきます。
整理番号：28－3、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○
○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番、○○○○番、○○
○○番」、現況地目は全て「田」、面積はそれぞれ「297㎡、254㎡、459㎡の計1,010㎡」となっ
ており、始期「平成28年5月1日」、終期は「平成33年4月30日」、存続期間は「5年」、借賃総額
（年額）、借賃の支払い方法は「なし」、利用権の種類は「使用賃貸」となっております。
次に、整理番号：28－15、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○
○○番地」、「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番」、現況地
目は「田」、面積は「586㎡」、始期は「平成28年5月1日」、終期「平成33年4月30日」、存続期
間は「5年」、借賃総額（年額）「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末に現金自宅払い」、
利用権の種類は「賃貸借」となっております。
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次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,596㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「7,382㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「8,978㎡」、
主たる作目は「青ネギ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満
のものは「1人」となっております。
場所につきましては、整理番号28－3、整理番号28－15ともに戸波地区、本村のバス停から北
西約100ｍの場所で宮ノ内川の東（3筆）と西（1筆）に位置しています。以上で説明を終わりま
す。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

馬場委員

2番、馬場です。
事務局の説明のとおり、○○○○さんはここでネギを栽培していますので、問題ないと思います。
よろしくお願いします。

会

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－3、整理番号28－15の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願
いします。

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化促
進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市街
化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますの
で、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
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会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－3、整理番号
28－15は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－
4を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

会

長

続きまして、整理番号：28－4のご説明をさせていただきます。
整理番号：28－4、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○
○」、利用権を設定する土地は「農用地区域外」で「○○」、「○○○○番」、現況地目は「田」、
面積は「1,761㎡」、始期「平成28年5月1日」、終期は「平成38年4月30日」、存続期間は「10年」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「9月末までに現金自宅払い」、利用権
の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「360日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,761㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「6,784㎡」、借入地は「3,249㎡」、経営面積「11,794
㎡」、主たる作目は「ネギ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「5人」うち15歳以上60歳未
満のものは「0人」となっております。
場所につきましては、高岡地区仁淀川の堤防の下ですが、野田地区で三和製紙東の用水路を南
へ少し下ったところとなっております。以上で説明を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

市原委員

14番、市原です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－4の農用地利用集積計画が
農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化促
進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市街
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化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「360日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっております
ので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－4は、農業経
営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当である』と答
申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－
5を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

続きまして、整理番号：28－5のご説明をさせていただきます。
整理番号：28－5、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番」、「○○○○」、
利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、
現況地目は全て「田」、面積はそれぞれ「482㎡、1,171㎡、786㎡の計2,439㎡」となっており、
始期「平成28年5月1日」、終期「平成31年4月30日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は
「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」
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となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「350日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,439㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「2,855㎡」、借入地は「6,816㎡」、経営面積「12,110
㎡」、主たる作目は「ニラ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「16人」うち15歳以上60歳
未満のものは「6人」となっております。
場所につきましては、高岡地区でサニーマートから宇佐方面へ行く県道を南へ進み、中井筋用
水路沿い高橋果樹園のすぐ西側の場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

西原委員

22番、西原です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－5の農用地利用集積計画が
農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

長

事務局長

会

長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化
促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市
街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「350日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっております
ので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。
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委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－5は、農業経
営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当である』と答
申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－
6、整理番号28－7を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

会

長

石元委員

はい。続きまして、整理番号：28－6と28－7の利用権の設定を受ける者が同じ方ですので、ま
とめてご説明させていただきます。
整理番号：28－6、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○
○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番、○○○○番」、現
況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「790㎡、674㎡の計1,464㎡」となっており、始期「平
成28年5月1日」、終期は「平成38年4月30日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年額）「○○
○○」、借賃の支払い方法は「12月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」となってお
ります。
次に、整理番号：28－17、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○
○○番地」、「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番」、現況地
目は「田」、面積は「968㎡」、始期は「平成28年5月1日」、終期「平成38年4月30日」、存続期
間は「10年」、借賃総額（年額）「○○○○」、借賃の支払い方法は「12月末までに自宅持参」、
利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,432㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「7,370㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「9,802㎡」、
主たる作目は「キュウリ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未
満のものは「1人」となっております。
場所につきましては、ともに高岡地区で八幡神社の鳥居の西側の場所となっております。以上
で説明を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。
9番、石元です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。
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会

長

事務局長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－6、整理番号28－7の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願
いします。
それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化
促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市
街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「365日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますの
で、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－6、整理番号
28－7は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－
8を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
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事務局長

会

長

はい。続きまして、整理番号：28－8のご説明をさせていただきます。
整理番号：28－8、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○
○」、利用権を設定する土地は「農用地区域外」で「○○」、「○○○○番」、現況地目は「田」、
面積は「535㎡」、始期「平成28年5月1日」、終期「平成33年4月30日」、存続期間は「5年」、借
賃総額（年額）は「○○○○」、借賃の支払い方法は「12月末までに自宅持参」、利用権の種類
は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「535㎡」、利用権の設定を受ける者が現
に耕作している農用地の面積の自作地は「5,311㎡」、借入地は「9,528㎡」、経営面積「15,374
㎡」、主たる作目は「水稲」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「5人」うち15歳以上60歳未
満のものは「3人」となっております。
場所につきましては、出間地区の集出荷場の南約50ｍの場所となっております。以上で説明を
終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

横山委員

16番、横山です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－8の農用地利用集積計画が
農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。
それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化促
進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市街
化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする

長

事務局長
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者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっております
ので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－8は、農業経
営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当である』と答
申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－
9、整理番号28－10を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

会

長

はい。続きまして、整理番号：28－9と28－10の利用権の設定を受ける者が同じ方ですので、ま
とめてご説明させていただきます。
整理番号：28－9、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番
地」、「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○
○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番、○○○○番」、
現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「1,112㎡、870㎡の計1,982㎡」となっており、始期
「平成28年5月1日」、終期は「平成38年4月30日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年額）「○
○○○」、借賃の支払い方法は「12月末に自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」となっており
ます。
次に、整理番号：28－10、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○
○○番地」、「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「○○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番」、現況地
目は「田」、面積は「666㎡」、始期は「平成28年5月1日」、終期「平成38年4月30日」、存続期
間は「10年」、借賃総額（年額）「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅
払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「360日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,648㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「7,559㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「10,207㎡」、
主たる作目は「青ネギ・キュウリ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「2人」うち15歳以
上60歳未満のものは「0人」となっております。
場所につきましては、戸波地区の県道家俊岩戸真幸線で浅井から戸波の本村へ曲がるカーブの
橋（戸波川橋）の西側と北側の2箇所となっております。以上で説明を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。
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地元委員さんの現地調査報告をお願いします。
馬場委員

2番、馬場です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－9、整理番号28－10の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願
いします。

長

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化
促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市
街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「360日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっております
ので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－9、整理番号
28－10は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）
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会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－
11を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

続きまして、整理番号：28－11のご説明をさせていただきます。
整理番号：28－11、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番
地」、「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○
○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番」、現況地目は
「田」、面積「1,950㎡」、始期「平成28年5月1日」、終期「平成38年4月30日」、存続期間は「10
年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末に口座振込」、利用権
の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,950㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「7,415㎡」、借入地は「2,305㎡」、経営面積「11,670
㎡」、主たる作目は「花卉」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳
未満のものは「1人」となっております。
場所につきましては、北原地区甲原、ローソンの北西約300ｍのハウス団地の中となっており
ます。以上で説明を終わります。

会

はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

長

森田委員

15番、森田です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号18－11の農用地利用集積計画
が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

長

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強
化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、
市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
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農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっております
ので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－11は、農業
経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当である』と
答申することにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28
－12を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局長

はい。続きまして、整理番号：28－12のご説明をさせていただきます。
整理番号：28－12、『再認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○、相続人 ○○○
○、○○○○さん、○○○○さん、○○○○さん」、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」、
利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」、利用権を
設定する土地は「農用地区域内」で「○○」、「○○○○番」、現況地目は「田」、面積「2,105
㎡」、始期「平成28年11月1日」、終期「平成31年10月31日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年
額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「年末に現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」
となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,105㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「0㎡」、借入地は「8,073㎡」、経営面積「8,073㎡」、
主たる作目は「青ネギ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「4人」うち15歳以上60歳未満
のものは「4人」となっております。
場所につきましては、波介地区出間で、県道岩戸明ヶ谷線を南へ行き、波介川を渡って東へ約
200ｍの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

長
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横山委員

16番、横山です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－12の農用地利用集積計画
が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化
促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市
街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「365日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますの
で、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－12は、農業経
営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当である』と答
申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28
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－14を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局長

続きまして、整理番号：28－14のご説明をさせていただきます。
整理番号：28－14、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番
地」、「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○
○○○」、利用権を設定する土地は「表の通り全部で23筆ありますが、○○○○番が農用地区域
外、それ以外の22筆が農用地区域内」で「○○」、「○○○○、他22筆」、現況地目は「○○○
○番が畑、その他22筆が田」、面積は「表の通りとなっており、計2,720㎡」、始期「平成28年5
月1日」、終期「平成48年4月30日」、存続期間は「20年」、借賃総額（年額）、借賃の支払い方
法は「なし」、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日数は
「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,720㎡」、利用権の設定を受ける者が
現に耕作している農用地の面積の自作地は「0㎡」、借入地も「0㎡」、経営面積「2,720㎡」、
主たる作目は「ピーマン」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未
満のものは「3人」となっております。
場所につきましては、波介地区で、波介の四方寺から蓮池の白川の方に北上する道で波介川の
高見橋より西へ約50ｍの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

長

梅原委員

会

3番、梅原です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28－14の農用地利用集積計画
が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

事務局長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化
促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市
街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するも
のであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関する
基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地のす
べてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計画書
の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定する土地
についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効
率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業に
常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作業の
従事日数が「365日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
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該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますの
で、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号・農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28－14は、農業経
営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当である』と答
申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
以上で、本日予定しておりました議案はすべて終了いたしましたので、平成28年度4月総会を閉会いた
します。どうもお疲れさまでした。

- 34 -

