平成28年度
６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6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 6 月 28 日(火) 午後 1 時 30 分開会
土佐市防災センター会議室

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

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

18

森田 滿子

24

野瀬 博

②欠席
番号

17

氏

名

森木 茂明

番号

22

氏

名

西原 博明

番号

23

（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
議案第5号

氏

名

岡林 弘

局長 森田 浩司
次長 尾崎 友紀
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
買受適格証明願(農地法第3条第1項関係)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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2件
4件
1件
6件
41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6月定例会を開催いたしま
す。現在の出席委員数21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18番森田委員、19番山本委員、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。事務局次長。

事務局次長

はい。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 2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 買受適格証明願(農地法第3条第1項関係)審査の件 1件、議案第4号 非
農地証明願承認の件 6件、議案第5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 41件、以上です。

会

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本当に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あげまして、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6を議題といたします。事
務局の説明をお願いします。

長

事務局次長

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、第5条の借人「○○○○」さん。

申請人
事務局次長

はい。
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6。貸人「○○○○」さん、
「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。借人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番」、登記地目、現況地目はともに「畑」、面積
は「241㎡」、利用状況は「野菜」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「記
載なし」。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、
「平成28年5月16日付けで除外」されており、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「自己住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「現在、
両親宅で同居しているが手狭となり、住宅を建築する」、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「許可あり次第～平成29年3月10日」。権利を設定・移転
しようとする契約の内容は「使用貸借権設定」、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「土地造成費○○○○円、建築費○○○○円、計○
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○○○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「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「現在、
両親・妻・子供○人の○人で同居していますが、子供の成長とともに手狭となっているため、す
ぐ近くの父所有地に住宅を建築し、
独立する計画です」
、
進入路計画は
「北側市道より進入する」
。
造成計画は「盛り土等の造成工事はなし」。整地計画は「現在高のまま整地する」。排水処理計
画は「生活排水は合併浄化槽を設置し、雨水排水とともに北側市道側溝へ放流する」。被害防除
計画は「南東側は市道を挟んで農地、北西側は宅地及び農地(同意あり)、南西側は貸人所有宅地、
北東側は市道を挟んで宅地及び農地(同意あり)」。同意書につきましては「○○○○、○○○○」
から提出されております。
場所につきましては、戸波地区宮ノ内の公会堂の西、市道を挟んですぐの場所となっておりま
す。周囲の状況につきましては、北東側は市道を挟んで宅地及び農地(同意あり) 、南東側は市
道を挟んで農地、南西側は貸人所有宅地、北西側は宅地及び農地(同意あり)となっております。
なお、南東の農地については、幅4.5ｍ～7.3ｍの市道と市道両側にある幅50cmと60cmの水路を挟
んでいること、申請地の西寄りに住宅を設置し、東寄りは庭及び車の駐車スペースを計画してい
ることから、南東側の農地への日照等の影響は極めて少ないと考え、事務局段階では必ずしも同
意が必要とは考えておりません。
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、平成28年5月16日付けで農業振興地域
から除外されており、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(借人)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(貸人)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、同意書、事業計画書、土地利用計画図、
現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、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、申請書、事業計画書、平面図等により「自己住宅の建築」であると考え、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
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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確認をさせていただきます。第5条の貸人
「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

馬場委員

間違いありません。
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。
2番、馬場です。
先程事務局から説明がありましたとおり、隣接農地の同意、排水処理についても何ら問題ないと
思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（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6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。
どうも御苦労さまでございました。
続いて、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。

事務局次長

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条の譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

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7 。この案件は、先月申
請され審議いたしましたが、北側農地に関し同意が得られず、日照に関する被害防除の計画を変
更したもので再度提出していただいています。それでは説明いたします。譲受人「○○○○」さ
ん、「香川県高松市○○○○番地」、職業「不動産業」、申請地は「土佐市○○○○番」、登記
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地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は「1,057㎡」、利用状況は「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「記載なし」。農地基本台帳の耕作者名は「記載しており
ません」。農振法の農用地区域につきましては、「平成28年5月16日付けで除外」されており、
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「建売住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「建売住
宅を5棟建築し販売する」、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28年9月1日～平成29年7月1日」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「所
有権移転」、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、土地造成費○○○○円、建築費(設計費含む)○○○○円、計
○○○○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「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「計画地
を選定するにあたり、生活の利便性や分譲住宅の需要が高い子供が小さい世帯を考え、小学校ま
での距離などを条件とした。申請地は、市道土居明王院線に接道し、スーパーも近く、蓮池小学
校に近接している。以上から十分に販売が見込める最適な立地条件であると判断し、選定した。
また、5区画の分譲予定のため、1,057㎡敷地面積の規模は妥当である」、進入路計画は「申請地
東側市道より進入する(申請地北側に道路位置指定を設ける)」。造成計画は「重力式擁壁(H=300
～500cm)及び約20cm盛り土する」。整地計画は「盛り土敷均し」。排水処理計画は「雨水は、た
め桝を設置し、東側道路を横断し側溝へ放流する。汚水は、合併浄化槽にて処理し、東側道路を
横断し側溝へ放流する」。被害防除計画は「北側は農地、東側は市道を挟んで宅地、南側は水路
を挟んで宅地及び農地、西側は農道、水路を挟んで農地」。同意書につきましては「前回は提出
されておりましたが、南側農地の同意書につきましては同意書の返還を求められ、お返ししてお
ります。それにかわりまして要望書がありますので読み上げます」。
『・農業用ボイラーの燻煙、騒音、匂い、ダストの飛散を出しても苦情を申し立てないこと。・
住宅排水を農業用水路へ排水しないこと。・道路を南側に4.9m取ること。・現在使用している用
水を潰さず利用し、市への提供をすること。・台風等、強風による飛散、破損防止対策をするこ
と。・南隣接農地にその他の設備等を設置する際、入居者の同意は必要ないこと。・施設工事に
関わることは、南隣接する農地者、住人の理解を努めること。・入居者トラブルが発生した場合
は、窓口として対応すること。』というような内容の要望書が提出されております。
場所につきましては、蓮池小学校の西、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、「東側は市道を挟んで宅地、西側は農道、水路を挟んで農地、南側は水路を挟んで宅地
及び農地、北側は農地」となっております。9ページをご覧下さい。こちらは土地利用計画図で
すけれども、先月審議した時の計画では、申請地南側に進入路が計画されていたものを、北側農
地への日照に関する被害防除の観点から申請地北側に進入路設置を変更し、北側農地が日陰にな
らないよう配慮されています。10ページから12ページに日影図を載せております。日影図につい
ては冬至の日の朝8時、朝11時、午後4時の段階のものです。北側への日陰は午後4時が最大とな
るとのことですが、日影図でも確認できますように、北側農地への日陰の影響はないことが確認
できることから北側農地の営農への影響はないものと判断できます。しかし、申請地の西側農地
については、日の出から午前11時までの間、日陰となります。13ページをご覧下さい。こちらは
申請地西側の農地についてですが、左手の①、②の番号を振っている２枚の写真が現地の状況で
す。右手の朝8時の日影図に２枚の写真を撮った場所、方向を図示しています。また、写真には
想定される日陰を赤枠で示しております。西側○○○○番の農地については、ハウスもあります
が、ハウスへの入り口付近で作業スペースと考えられるところが、朝方日陰になりますが、作付
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けされていない場所で、ハウスの営農へは影響ないものと考えられます。また、農道、水路を挟
んだ先にある○○○○番の農地につきましても、朝8時の段階で一部日陰となりますが、朝9時に
は日当たりとなり、営農への支障はわずかであると考えられます。なお、要望書が出ていました
申請地南側の農地につきましては、日照についても日影図で確認できますように日陰の問題はあ
りません。また、排水につきましても排水計画で説明しましたように、申請地東側市道の側溝へ
排水し、申請地と南側農地の間の水路へは排水が流れ込むことはないことから、転用行為に関し
ては直接営農に影響はないものと考えています。もちろん北側の農地につきましても、今回、道
路の計画を変更したことによって、日影等の問題もなく、営農するための支障はないと判断して
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、平成28年5月16日付けで農業振興地域
から除外されており、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(借人)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、申請地については競売に出ている農地であることから転用の妨
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、同意書、事業計画書、土地利用計画図、
現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、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、申請書、事業計画書、平面図等により「建売住宅の建築」であると考え、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の内容から先にも述べたとおり申請
地西側農地へわずかな時間日陰となるが営農に支障を及ぼすほどものではないと考えられ、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。

-6-

会

長

事務局の説明が終わりました。それでは私の方から確認をさせていただきます。第5条の譲受人
「○○○○」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
会

長

久保委員

間違いありません。
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。
6番、久保です。
この件は前回に出ておりまして、若干計画の方を変更されて出てきたものでありますが、先程の
事務局の説明通りです。北側に道をつけるとのことで日影等の部分は解消したとのことで、西側
についても先程の説明通り、それほど影響はないと思います。それと南側については、要望書も
出ておりますが、その中でボイラーの件について冬場はかなり騒音も出ますので、それに対して
の苦情、建売住宅ですのでそこに来る人に十分その内容を承知のうえで販売をしてもらいたいと
思います。また、もしトラブルが起こった時には窓口となって対応するという事が確約できるの
なら、許可しても良いのではないかと考えております。なお、議長の方から確認をとっていただ
きまして、よろしくお願いしたいと思います。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんの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、お諮りをしますが、地元委員さんの発言にありましたように、
前田さんに確認をさせていただきますが、南側農地の○○○○さんからの要望の中に、ボイラー
の騒音、燻煙等で苦情を申し立てないこと、もし入居者の間でトラブルがあった場合には苦情調
整等に入ってもらうことというように、特にその2点が大きな問題になりますが、了解をしてい
ただけますか。

申請者

はい。誠意を持って対応させていただきたいと思います。

会

はい、それではそういう事ですので、お諮りをします。

長

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7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。
どうも御苦労さまでございました。
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7を議題といたし
ますが、この議案と議案第5号、利用権設定の番号28-177、28-178については関連がございます
ので

一緒に審議をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは事務局の説明

をお願いします。
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事務局次長

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7をご説明させ
て頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」「東京都○○○○」「○○○○」。譲受人「○○○○」
さん、「○○歳」「高知市○○○○」「○○○○」。申請地の所在は「○○○○番、○○○○番、
○○○○番」、登記簿地目は全て「畑」、現況地目も全て「畑」、面積はそれぞれ「251㎡、284
㎡、333㎡の計868㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定さ
れている場合の欄は「記載なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん、権利を移転し
ようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期については「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」と記載されております。
【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は、所有地は自作地「なしで現在所
有している農地は全て貸付をしております」、所有地以外も「なし」。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）「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）「該当しない」となっております。
この農地法3条1件と、112ページをご覧下さい。議案第5号の番号28-177、28-178の利用権2件を
含んで、下限面積4反以上をクリアしているというふうになっております。
112ページをご覧下さい。整理番号：28-177、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さ
ん、住所は「土佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」
さん、住所は「高知市○○○○」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大
字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「畑」、面積は「1,017㎡」、始期は「平成
28年7月1日」、終期は「平成38年6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「5月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
続いて、整理番号：28-178、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」と記載しておりますが、「土佐市○○○○番地」の間違いでして、地区も「○
○○○」と記載しておりますが「○○○○」の間違いであります。申し訳ありません。利用権の
設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「高知市○○○○」、地区「○○○○」、利用権を設
定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「畑」、
面積は「2,179㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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「5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「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,196㎡」となっております。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「なし」、借入地も「なし」とな
っておりますが、経営面積については、議案第2号 番号7を合わせて「4,064㎡」となります。主
たる作目は「ニンニク」、世帯員は「男○人・女○人」で農業従事者は「34人」うち15歳以上60
歳未満のものは「34人」となっております。
では16ページにお戻り下さい。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(予定)作物・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、軽トラック、管理機」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13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30分」
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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。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「なし」、今回申請している農地の耕作計画
は「ブロッコリー、キャベツ、ニンニク、玉ねぎ：畑868㎡、利用権で取得しようとする農地で
は露地ニンニク：畑3,196㎡」というふうに予定されております。
【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」と記載されております。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4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）年齢は「○○○○」、
（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
の従事状況は、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は、
（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0㎡、権
利を取得しようとする農地の面積868㎡＋3,196㎡、合計4,064㎡」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」と記載されており、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」と記載されております。【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。
20ページをご覧下さい。場所についてですが、取得する方については新居地区、新居甫渕公園
の南約50mの場所になっております。利用権の方の場所につきましては、新居地区上ノ村で、光
の村学園の北東約150mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

門田委員

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。
8番、門田です。
この件についてですが妙におかしいところがあって、まず私が農業委員ということで名乗って行
きました。そしたらこの本人が言われるには、ちゃんとしたアポを取ってきてから話すようにし
てもらわないと話しができませんということを最初に言われました。

会

長

門田委員

池さんのことですか。
そうです。それで、それほど時間はかからないと思いますのでちょっと話しを聞かせて下さい
ということを言いましたら、市役所の方へ電話番号を知らせていますのでぜひそれからにしても
らえないかということで、実際にはあまり詳しい話しができていません。それで買う農地の所へ
行って見れば、確かに野菜なんかを植えています。なのでそういう面では問題ないと思いますけ
ど、今後こういう売り手の方がよそ(市外)で買い手もよそということになれば、非常に連絡を取
りにくいと思います。それだったらぜひ、この資料の中にでも電話をきちんとできるようにして
もらいたいと思います。それと、貸借の方ですけれど、下限面積をクリアするためにこの土地を
借りるようなかんじで、農業従事者が34人というようになっておりますので、ここなへんが妙に
合点がいかない。家族であればこういうふうな人数にならないような感じを受けますので、ここ
なへんを皆さんがどう判断されるのかちょっとお聞かせいただきたいと思います。
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会

長

はい。現地調査の報告が終わりました。ではまず、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。

事務局次長

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「0㎡」で一致し、申請地の面積が3条の申請
と利用権設定の合計が「4,064㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「4,064㎡」。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、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「4,064㎡」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。
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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

会

長

事務局次長

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。
（異議なしという意見多数あり。）
次長、この農業従事者34人というのはどういうことですか。
はい、○○○○さんについては○○○○の職員ということで、このあとも出ますが○○○○の
土地がこの113ページの利用権の土地の北側をすでに借りるようになっています。ここの土地一体
を○○○○がやるようになっています。従業員ということもあって、○○○○の農業をされる方
と使おうということで人数を書かれていることだとは思いますが、確かに門田委員さんの言われ
ているように、下限面積をクリアするためにというような感じもいたしますが、本人が農業をす
るということで提出されておりますので、事務局の方は認めざるを得ないというふうには考えて
おります。

会

長

委

員

会

長

はい、他の委員さんのご意見はございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
では、どのように扱いましょうか。感じとしては門田委員さんの言われているとおり、下限面
積をクリアするためにしたもののような感じも受けますが、当委員会としてはそこでニンニクを
作りますという申請があったらなかなか拒否はできないと思います。くれぐれもきちんと栽培を
するようにという文言を付けておきましょうか。

市原委員

14番、市原です。
これらの下限面積が4反あればいいということであればこれから先、作らなくてもやれる、4反持
っていなかったら適当に借りたらいいというようになってしまうので、ここのところはちゃんと
しないといけないのでは。借りたあと、作らずほったらかしにされても何も言えないですよね。
それと、こんなに4反も借りてきてやれないのだったら、1反でも、本当に作る人に売れるような
ことを考えてあげた方がいいと思います。サラリーマンが1反農地を取得して作りたいと、けれ
ども1反じゃ買えない、そしたら買い手がなくて荒らす、という方を前向きに考えていかないと
いけないと思います。

会

長

そうですね。なお、そうしましたら今度、高岡郡の会長会がありますので、その時に今回のこ
ういうケースを、明らかに下限面積をクリアするための処置みたいなかんじで、あとをほったら
かしてそのまま荒らしておくみたいな体勢が懸念されるので、その時は他の市町村はどのように
対応していますか、と提案してみたいと思います。

門田委員

8番、門田です。
それもこの方、自分の土地と思われますが、実際的には貸付地が4,000㎡あるのにそこが余計に
合点がいかないところなんですよね。放棄地みたいになっているところを解消するためには来て
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くれてやってくれるのはいいことだと思いますけど、そこの辺りが妙に、人に貸し付けておいて
別の土地を借りて、売りやすくするというようなやり方がおかしんじゃないかと思うんですよ。
会

長

ただ、農地法の中では今は、耕作放棄地があれば新しい土地は買えないということになってい
ます。新しい土地を買うなら、その放棄してあるところをきちんと耕してから買いなさいという
事が原則なので、放棄地がある人は買えません。そんなことも含めまして、今度、他の市町村に
も聞いてみますが、この件につきましては一応農業をするということで申請がありますので、拒
否はできないと思いますが、皆さんにしっかりとお諮りをしますが、議案第3号 農地法第3条の
規定による許可申請書審査の件 番号7と、関連する議案第5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 番号28-177、28-178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

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8を議題といたし
ますが、番号8と番号9の譲受人が同じ方ですので一括して審議をしたいと思います。では、事務
局の説明をお願いします。

事務局次長

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8をご説明さ
せて頂きます。この番号8と番号9につきましては、それぞれ平成27年2月25日、平成27年5月27
日付けで、○○○○さんの息子さん、○○○○さんの名前でいったん農地法の許可を受けており
ました。実際は、○○○○さんの名義の農地を太陽光発電会社に手放したということで、農業者
年金の関係で、本来なら○○○○さんの名前で取得しないといけないところを、○○○○さんの
名前にした方が良かったということで一回許可を受けていたところです。その部分の許可を取り
消しし、新たに○○○○さんの名前で許可を受け直すものです。なお、今回許可を受けて○○○
○さん名義になりましたら、次に、農業者年金で経営移譲をしていますので、また○○○○さん
に貸付をしないといけないという、案件となっております。
番号8：譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」「土佐市○○○○番地」「○○」。譲受人「○
○○○」さん、「○○歳」「土佐市○○○○番地」「農業」。申請地の所在は「○○○○番」、
登記簿地目は「畑」、現況地目は「畑」、面積は「466㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、
所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「記載なし」、農地基本台帳の耕作者名は
「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期につい
ては「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」と記載されております。
続いて番号9：譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」「兵庫県姫路市○○○○○○」「○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○○歳」「土佐市○○○○番地」「農業」。申請地の所在は「土佐
市○○○○番、○○○○番」、登記簿地目、現況地目は「○○○○番がともに畑、○○○○番が
ともに田」となっており、面積はそれぞれ「198㎡、380㎡の計578㎡」、対価・賃料等の額は「○
○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「記載なし」、農地基本台帳
の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとす
る時期については「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」と記載され
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
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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は、所有地は自作地:9,513㎡(内
田5,777㎡、畑3,736㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「9,513㎡」。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）「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）「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(予定)作物・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、肥料散布機」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56年」、②世帯員等その
他常時雇用している労働力(人)は「現在3人、農作業歴:○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延
人数)は「延べ250人」、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3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。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「ニラ：田4,927㎡、畑3,304㎡、生姜：田850
㎡、畑432㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田578㎡、畑466㎡」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」と記載され
ております。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4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）年齢は「○○○○」、
（3）主たる職業は「農業」、（4）権利取得者との関係「本人・○○○○」、（5）その者の農
作業への従事状況は、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（本人330日・○○○○）」、【農地法第3
条第2項第5号関係】5－1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
面積の状況は、（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9,513㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,044㎡、合計10,557㎡」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」と記載されており、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」と記載されております。【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、北原地区で北原保育園の南西約150mの所と、北原小学校の北西約250m
の場所になっております。以上で説明を終わります。
会

長

事務局次長

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。
地元委員さんの岡林さんが今日は欠席されておりますが、この案件につきまして農業者年金の
ことも説明しております。問題ないということで、よろしくお願いしますとの事です。

会

長

はい。今日欠席されている岡林委員に代わり、事務局次長より報告していただきました。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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事務局次長

会

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「9,513㎡」で一致し、申請地の面積が「1,044
㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「10,557㎡」。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「10,557㎡」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。
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。
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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8、番号9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

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。

事務局次長

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10をご説明さ
せて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」「土佐市○○○○番地」「○○」。譲受人「○○○○」
さん、「○○歳」「土佐市○○○○番地」「農業」。申請地の所在は「土佐市○○○○番」、登
記簿地目は「田」、現況地目は「田」、面積は「1,464㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、
所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「記載なし」、農地基本台帳の耕作者名は
「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期につい
ては「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」と記載されております。
【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は、所有地は自作地:6,036㎡(内
田5,349㎡、畑687㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「6,036㎡」。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）「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）「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(予定)作物・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、田植機、耕耘機」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50年」、②世帯員等
その他常時雇用している労働力(人)は「本人以外にはいません」、③臨時雇用労働力(年間延人
数)は「4人で農作業経験が5～8年」、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7分程度」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。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田5,349㎡、ニラ：畑687㎡（自作地）」、
今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田1,464㎡」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」と記載されております。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4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）年齢は「○○歳」、（3）主たる職
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業は「農業」、（4）権利取得者との関係「本人」、（5）その者の農作業への従事状況は、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（本人330日）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1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は、（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6,036㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積1,464㎡、合計7,500㎡」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」と記載されており、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」と記載されております。【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、高岡地区で土佐市立すみれ保育園の南東約100mの所になっております。
以上で説明を終わります。
会

長

玉木委員

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。
11番玉木です。
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。

事務局次長

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「6,036㎡」で一致し、申請地の面積が「1,464
㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「7,500㎡」。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。
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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「7，500㎡」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。
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

（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10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

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すので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 買受適格証明願(農地法第3条第1項関係)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。

事務局次長

はい。それでは議案第3号 買受適格証明願(農地法第3条第1項関係)審査の件 番号1をご説明
させて頂きます。こちらは競売物件の関係で、入札に関して、その資格を有するということを証
明してほしいということで提出されております。
番号1：譲受人「○○○○」さん、「○○歳」「高知市○○○○番地」「農業」。申請地の所
在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は「614㎡」、対価・
賃料等の額、農地基本台帳の耕作者名の欄は競売物件ということで空欄にしております。権利を
移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期については「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」と記載されております。
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【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は、所有地は自作地:4,288㎡(内
田3,401㎡、畑887㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「4,288㎡」。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）「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）「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(予定)作物・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、田植機、コンバイン」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「1人：○○○○」、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30分程度」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。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田3,401㎡、野菜：畑887㎡（自作地）」、
今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田614㎡」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」と記載されております。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4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）年齢は「○○○○」、
（3）主たる職業は「農業」、（4）権利取得者との関係「本人、○○○○」、（5）その者の農
作業への従事状況は、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（本人300日、○○○○）」、【農地法第3
条第2項第5号関係】5－1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
面積の状況は、（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4,288㎡、権利を取得しようとする農地の面積614㎡、合計4,902㎡」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」と記載されており、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」と記載されております。【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、蓮池地区で、今回の議案第1号 番号7の申請地の北西隣になっておりま
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。

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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事務局次長

会

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「4,288㎡」で一致し、申請地の面積が「614
㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「4,902㎡」。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「4,902㎡」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。
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。
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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、お諮りをします。
議案第3号 買受適格証明願(農地法第3条第1項関係)審査の件 番号1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

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4号 非農地証明願承認の件 番号7を議題といたします。事務局の説明をお
願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号7をご説明させていただき
ます。
番号7：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、
地目は「畑」、面積は「115㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和20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「車庫、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20年頃、住家を構える必要があり、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。「○○○○」とい
う 事です。
場所につきましては、波介地区四方寺で、県道家俊岩戸真幸線から四方寺の谷を南へ約600m入ったと
ころとなっております。以上で説明を終わります。

会

長

野瀬委員

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。
4番、野瀬です。
先程の事務局の説明の通り、現在すでに住家が建っておりますので農地に復元することは難し
いと思います。よろしくお願いします。
また、交付基準の(7)に該当すると思います。

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4号 非農地証明願承認の件 番号7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4号 非農地証明願承認の件 番号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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事務局次長

はい、
それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号8をご説明させていただき
ます。
番号8：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、
地目は「田」、面積は「684㎡」、非農地となった時期につきましては「平成8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「駐車場」となっております。非農地となった理由は「そ
の他【平成8年頃耕作を放棄し、平成12年7月頃に土砂を入れ、その後現在まで駐車場として使用し
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。「○○○○」という事です。
場所につきましては、高岡地区で土佐インターチェンジのすぐ北の場所となっております。以上で
説明を終わります。

会

長

石元委員

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。
9番、石元です。
先程、事務局から説明がありました通り、現在は駐車場として使用しているところです。農地に
復元することは難しいと思いますので、皆さんの判断をお願い致します。
また、交付基準の(7)に該当すると思います。

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4号 非農地証明願承認の件 番号8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4号 非農地証明願承認の件 番号9を議題といたします。事務局の説明をお
願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号9をご説明させていただき
ます。
番号9：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、
地目は「田」、面積は「539㎡」、非農地となった時期につきましては「平成12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「駐車場」となっております。非農地となった理由は「そ
の他【平成12年頃から駐車場として使用し、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。「○○○○」という事で
す。
場所につきましては、波介地区下波介で、社会福祉法人土佐厚生会の北約30m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。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
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玉木委員

11番、玉木です。
この○○○○さんという方は自宅と○○○○が同じ住まいになっておりまして、この駐車場は
自宅の駐車場でありながら、○○○○の駐車場でもあるという状況です。○○○○さんは農業
とは全く関係のない生活をされておりまして、このまま駐車場として使用していく状況しか考
えられないと思いますので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(7)に該当すると思います。

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4号 非農地証明願承認の件 番号9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4号 非農地証明願承認の件 番号10を議題といたします。事務局の説明を
お願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号10をご説明させていただ
きます。
番号10：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、
○○○○番」、地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「138㎡、175㎡」、非農地となった時期につ
きましては「平成9年、12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「農業用倉
庫・駐車場」となっております。非農地となった理由は「農地法施行規則第32条第1号に該当【200
㎡未満の農業用倉庫】」という事です。こちらは許認可の必要のあるものではありませんので、始
末書の徴収はしておりません。また今後の利用計画はありません。
場所につきましては、議案第1号 番号6で審議いたしました申請地の北、市道を挟んですぐのところ
となっております。以上で説明を終わります。

会

長

馬場委員

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。
2番、馬場です。
先程の事務局の説明の通り、現在は農業用倉庫と駐車場になっており、今後農地に復元するこ
とはないと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
また、交付基準の(5)に該当すると思います。

会

長

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。
（異議なしという意見多数あり。）
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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4号 非農地証明願承認の件 番号10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4号 非農地証明願承認の件 番号11を議題といたします。事務局の説明を
お願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号11をご説明させていただ
きます。
番号11：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、
地目は「田」、面積は「94㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和54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「山の手保育園の園庭」となっております。非農地となっ
た理由は「その他【昭和54年頃から山の手保育園の園庭をして使用されていたが、所有権移転及び
農地関連の手続きができていなかったため】」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。「○○○○」という事です。
場所につきましては、高岡地区で土佐市立山の手保育園の園庭の一部となっております。以上で説
明を終わります。

会

長

石元委員

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。
9番、石元です。
この件につきましては、ずっと前に保育園と話しがあったと思っていましたが、先程の事務局
の説明の通りで何ら問題ないので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(7)に該当すると思います。

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4号 非農地証明願承認の件 番号11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4号 非農地証明願承認の件 番号12を議題といたします。事務局の説明を
お願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4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
ます。
番号12：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、
地目は「畑」、面積は「304㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和62年10月頃」という事
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です。現在の利用状況及び現況につきましては「資材置場等」となっております。こちらについては
平成15年7月29日付けで非農地証明を発行しておりました。しかし、紛失されたということで再度提
出をしていただいております。非農地となった理由は「その他【昭和62年10月に申請地一体でコンク
リート工場を建設する計画があり、その時より資材置場等で利用しておりました。コンクリート工場
の建設が中止となってもそのまま資材置場等として現在まで利用しておりました】」という事です。
今後の利用計画はありません。なお、この案件についてはいったん非農地証明を出していたものです
ので、始末書等徴収しておりません。
場所につきましては、蓮池地区で分切にあるハカタ貨物の北東約350mの場所となっております。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、いったん始末書も提出されておったということで、何ら問題な
いと思います。よろしくお願いします。
また、交付基準の(7)に該当すると思います。

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい。それでは、他の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、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号12について『承認』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5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。
議案第5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56ペー
ジから116ページに掲載しております。平成28年6月10日付28土農林第302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41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：28-140、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目は全て「田」、面積はそれぞ
れ「790㎡、428㎡、429㎡の計1,647㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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
末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
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「1,647㎡」、利用権の設定を受け
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る者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「9,204㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「10,851
㎡」、主たる作目は「苺」、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「1人」となっております。
場所につきましては、戸波地区本村で、県道家俊岩戸真幸線の戸波川橋より北東約150m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。

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28-140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

事務局次長

会

長

委

員

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「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
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。
（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。
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議案第5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28-140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。
続きまして、議案第5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 整理番号
28-141を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-141をご説明させて頂きます。
整理番号：28-141、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,882㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成33年6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月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
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「1,882㎡」、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「9,968㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「11,850
㎡」、主たる作目は「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「2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、池トマトさんの北西約450m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

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28-141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

事務局次長

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
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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

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5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28-141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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-142
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-142をご説明させて頂きます。
整理番号：28-142、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「高知市
○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,403㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終
期は「平成30年6月30日」、存続期間は「2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」。
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「150日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,403㎡」、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「0㎡」、経営面積「1,403㎡」、
主たる作目は「米」、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。
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場所につきましては、高岡地区で市立山の手保育園のすぐ東隣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。

石元委員

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。

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28-142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

事務局次長

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「150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5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28-142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。
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委

員

会

長

（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、決定になりました。
続きまして、議案第5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 整理番号
28-143を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-143をご説明させて頂きます。
整理番号：28-143、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地
番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「107㎡、240㎡の
計347㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成31年6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」。
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「347㎡」、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「18,128㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「18,475
㎡」、主たる作目は「カボチャ」、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「2人」となっております。
場所につきましては、戸波地区東鴨地のスマートインターの南約600m、波介川沿いの場所とな
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

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28-143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

事務局次長

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
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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
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

事務局次長

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5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28-143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、決定になりました。
続きまして、議案第5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 整理番号
28-144から28-152が利用権の設定を受ける者が同じ方ですので、一括して審議をしたいと思いま
す。では事務局の説明をお願いします。
はい、それでは議案第5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 整理番号
28-144から28-152をまとめてご説明させて頂きます。
整理番号：28-144、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「861㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終
期は「平成38年6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「な
し」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-145、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「761㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成38年6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「な
し」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-146、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
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市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「733㎡、
868㎡の計1,601㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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「なし」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-147、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「1,896㎡、
512㎡の計2,408㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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「なし」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-148、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「925㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成38年6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「な
し」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-149、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「869㎡、
131㎡の計1,000㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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「なし」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-150、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市
○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,190㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成38年6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「な
し」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-151、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「991㎡、
883㎡の計1,874㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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「なし」、利用権の種類は「使用貸借」。
続いて整理番号：28-152、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞ
れ「1,120㎡、782㎡、1,499㎡の計3,401㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6
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「なし」、利用権の種
類は「使用貸借」。
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「15,021㎡」、利用権の設定を受ける
- 31 -

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「30,532㎡」、経営面積「45,553
㎡」、主たる作目は「レタス・米・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、筆が多いですがすべて新居地区で、航空写真・地図を見ていただければ
わかると思います。新居のハウス団地に7箇所、新居小学校の北西約350mの場所とその周辺に5箇
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。

坂本委員

12番、坂本です。
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28-144から28-152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

事務局次長

会

長

委

員

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
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。
（異議なしという意見多数あり。）
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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5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28-144から
28-152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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-153、
28-154を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-153、28-154をご説明させて頂きます。
整理番号：28-153、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「畑」、面積は「389㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期
は「平成33年6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月末までに口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」。
続いて整理番号：28-154、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「679㎡、763
㎡の計1,442㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成33年6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月末までに口座振込」、利用権の
種類は「賃貸借」。
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、農作業従事日数は「200日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は
「1,831㎡」、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「445㎡」、
借入地は「0㎡」、経営面積「2,276㎡」、主たる作目は「ネギ・大根・白菜・馬鈴薯」、構成員
は「○○○○」で農業従事者は「32人」うち15歳以上60歳未満のものは「32人」となっておりま
す。
場所につきましては、新居地区で光の村学園より東へ約100m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

坂本委員

12番、坂本です。
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28-153、28-154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
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事務局次長

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「200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

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5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28-153、28-154
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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-155
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-155をご説明させて頂きます。
整理番号：28-155、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「千葉県○○
○○番」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
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○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞれ「1.57
㎡、62㎡、535㎡の計598.57㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成43年6月30日」、存
続期間は「15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」。
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「598.57㎡」、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「14,695㎡」、借入地は「1,793㎡」、経営面積
「17,086.57㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「6人」うち15
歳以上60歳未満のものは「2人」となっております。
場所につきましては、戸波地区鷹ノ巣の公民館より南東約50mの場所となっております。以上
で説明を終わります。
会

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。

矢野委員

21番矢野です。
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28-155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

事務局次長

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。
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
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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

（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5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28-155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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-156、
28-157を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-156、28-157をご説明させて頂きます。
整理番号：28-156、『新規』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さん、相続人 ○
○○○」さん、住所は「土佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所は「土佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農
用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「727㎡」、
始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成43年6月30日」、存続期間は「15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」。
続いて整理番号：28-157、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地は「○○○○番が農用地区域外、
それ以外は農用地区域内となっています」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、○○○○
番、○○○○番、○○○○番」、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞれ「337㎡、119㎡、730
㎡、836㎡の計2,022㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成43年6月30日」、存続期間は
「15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」。
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「2,749㎡」、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「14,695㎡」、借入地は「1,793㎡」、経営面積「19,237
㎡」、主たる作目は「ユリ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「6人」うち15歳以上60歳未
満のものは「2人」となっております。
場所につきましては、戸波地区市野々で、国道56号線の純信橋より北へ約250m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。
- 36 -

地元委員さんの現地調査報告をお願いします。
矢野委員

21番矢野です。
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28-156、28-157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

事務局次長

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5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28-156、28-157
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、決定になりました。
続きまして、
議案第5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 整理番号28-158
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-158をご説明させて頂きます。
整理番号：28-158、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○○
○番」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番
は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,122㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は
「平成33年6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「使用貸借」。
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「200日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,122㎡」、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「21,549㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「23,671
㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「7人」うち15歳以上60歳未
満のものは「5人」となっております。
場所につきましては、北原地区甲原で、甲原のハウス団地の中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

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28-158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

事務局次長

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「200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
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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

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5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28-158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、決定になりました。
続きまして、議案第5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 整理番号
28-159を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-159をご説明させて頂きます。
整理番号：28-159、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「3,000㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成33年6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「使用貸借」。
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「250日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,000㎡」、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「10,763㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「13,763
㎡」、主たる作目は「ネギ」、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、波介地区岩戸で高知通運株式会社から波介川をこえて南へ約250m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

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28-159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

事務局次長

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「250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5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28-159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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-160
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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事務局次長

はい、
それでは議案第5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 整理番号28をご説明させて頂きます。
整理番号：28-160、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「816㎡、29㎡の
計845㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成33年6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月末までに現金自宅払い」、利用権の
種類は「賃貸借」。
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「845㎡」、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「398㎡」、借入地は「1,899㎡」、経営面積「3,142
㎡」、主たる作目は「メロン」、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、高岡地区で天崎水車公園の西、堤防を挟んですぐのところとなっており
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

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

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28-160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

事務局次長

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
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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5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28-160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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-161
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-161をご説明させて頂きます。
整理番号：28-161、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域外」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「172㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期
は「平成33年6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「使用貸借」。
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「310日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「172㎡」、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「11,526㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「11,698
㎡」、主たる作目は「ニラ」、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「0人」となっております。
場所につきましては、北原地区北地で、北原公民館のすぐ東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

事務局次長

こちらの件につきましては、本日欠席されております岡林委員さんより連絡をいただいていま
す。何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いしますとのことです。
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会

長

事務局次長

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28-161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「310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

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5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28-161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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-162、
28-163、28-164、28-165を一括して審議したいと思います。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
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28-162、28-163、28-164、28-165をまとめてご説明させて頂きます。
整理番号：28-162、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「高知市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「916㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期
は「平成36年6月30日」、存続期間は「8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」。
続いて整理番号：28-163、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「631㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成33年6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月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
続いて整理番号：28-164、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「760㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成33年6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月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
続いて整理番号：28-165、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,604㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成36年6月30日」、存続期間は「8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」。
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「4,911㎡」、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「16,009㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「20,920
㎡」、主たる作目は「ソリダスター」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「6人」うち15歳以
上60歳未満のものは「2人」となっております。
場所につきましては、すべて北原地区甲原でハウス団地の中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

会

長

事務局次長

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。
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。
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28-162、28-163、28-164、28-165
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。
- 44 -

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

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5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28-162、28-163、
28-164、28-165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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-166
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-166をご説明させて頂きます。
整理番号：28-166、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○○
○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は
「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,617㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平
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成38年6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「11月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
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「1,617㎡」、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「10,814㎡」、借入地は「495㎡」、経営面積「12,926
㎡」、主たる作目は「生姜」、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、戸波地区本村で、県道家俊岩戸真幸線の戸波川橋より北東約150m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。

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28-166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

事務局次長

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。
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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、お諮りをいたします。
議案第5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28-166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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-167、
28-168、28-169を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-167、28-168、28-169をご説明させて頂きます。
整理番号：28-167、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目はすべて「田」、面積
はそれぞれ「409㎡、451㎡、203㎡、727㎡の計1,790㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平
成33年6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「使用貸借」。
続いて整理番号：28-168、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○
○○番、○○○○番」、大字「○○○○番」、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞれ「396
㎡、447㎡、599㎡の計1,442㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成33年6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「使用貸借」。
続いて整理番号：28-169、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「276㎡、395
㎡の計671㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成33年6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「使用貸借」。
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「3,903㎡」、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「7,824㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「11,727
㎡」、主たる作目は「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「3人」となっております。
場所につきましては、整理番号28-167と28-169が蓮池地区南浦で、土佐市立波介小学校からま
っすぐ北に位置するところで、波介川沿いの場所となっております。整理番号28-168が2箇所あり
まして、戸波地区家俊の、市立戸波小学校南約400mの場所と、戸波地区浅井の県道家俊岩戸真幸
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線沿いに梅原製材所というところがありますが、そこから南東約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

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。

久保委員

6番久保です。
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。よろしくお願いします。

尾崎委員

10番尾崎です。
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28-167、28-168、28-169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

事務局次長

会

長

委

員

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。
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。）
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会

長

委

員

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5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28-167、
28-168、
28-169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、決定になりました。
続きまして、議案第5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 整理番号
28-170を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-170をご説明させて頂きます。
整理番号：28-170、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況
地目は「○○○○番と○○○○番が田で、それ以外は畑」、面積はそれぞれ「809㎡、49㎡、72
㎡、314㎡、385㎡、219㎡の計1,848㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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
までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
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「1,848㎡」、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「10,364㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「12,212
㎡」、主たる作目は「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「0人」となっております。
場所につきましては、戸波地区太郎丸で、音丸の市営住宅の北約100m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

尾崎委員

会

長

事務局次長

10番、尾崎です。
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。
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28-170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
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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

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5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28-170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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-171
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-171をご説明させて頂きます。
整理番号：28-171、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○○
○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は
「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,327㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平
成31年6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」。
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「2,327㎡」、利用権の設定を受ける者
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が現に耕作している農用地の面積の自作地は「5,750㎡」、借入地は「790㎡」、経営面積「8,867
㎡」、主たる作目は「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「1人」となっております。
場所につきましては、高岡地区東川久保で、県道土佐伊野線から1本東の道に廣瀬製紙株式会社
の工場がありますが、そこから北東約600m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。

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

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28-171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

事務局次長

会

長

委

員

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「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
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。
（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。
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議案第5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28-171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

会

長

（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、決定になりました。
続きまして、議案第5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 整理番号
28-172を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-172をご説明させて頂きます。
整理番号：28-172、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「高知市○○
○○番」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,031㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成31年6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」。
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「340日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,031㎡」、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「14,008㎡」、借入地は「3,571㎡」、経営面積「18,610
㎡」、主たる作目は「生姜」、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、戸波地区永野で、滝の宮橋より永野川沿いに約700m上流にあがったとこ
ろとなっております。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

宮﨑委員

5番、宮﨑です。
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28-172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

事務局次長

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
- 52 -

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「340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

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5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28-172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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-173
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-173をご説明させて頂きます。
整理番号：28-173、『新規』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さんの相続人 ○
○○○」さん、住所は「土佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、同じく「相続人 ○○○○」
さん、住所は「いの町○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」
さん、住所は「高知市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域
内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,256㎡」、始期
は「平成28年7月1日」、終期は「平成33年6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「使用貸借」。
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「1,256㎡」、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「3,655㎡」、経営面積「4,911
㎡」、主たる作目は「ネギ」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「2人」うち15歳以上60歳未
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満のものは「2人」となっております。
場所につきましては、新居地区で丸栄運輸の北側、ハウス団地の中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。

門田委員

13番、門田です。
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28-173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

事務局次長

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。
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5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28-173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
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申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。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第5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 整理番号
28-174を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-174をご説明させて頂きます。
整理番号：28-174、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞれ「416
㎡、280㎡、528㎡の計1,224㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成29年8月31日」、存
続期間は「1年2ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○」、借賃の支払い方法は「12月末までに
自宅へ持参」、利用権の種類は「賃貸借」。
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「1,224㎡」、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「4,677㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「5,901
㎡」、主たる作目は「青さやいんげん」、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「2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高岡店の南約300mの場所となっております。以
上で説明を終わります。

会

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

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

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28-174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

事務局次長

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「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

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5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28-174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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-175
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-175をご説明させて頂きます。
整理番号：28-175、『新規』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さんの相続人 ○
○○○」さん、住所は「高知市○○○○」、地区「○○○○」、同じく「相続人 ○○○○」さ
ん、住所は「高知市○○○○」、地区「○○○○」、同じく「相続人 ○○○○」さん、住所は
「高知市○○○○」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「畑」、面積は「956㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成33年6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「5月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
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、農作業従事日数は「260日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計
は「956㎡」、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「5,538㎡」、経営面積「6,494㎡」、主たる作目は「ニンニク」、構成員は「○○○○」
で農業従事者は「33人」うち15歳以上60歳未満のものは「33人」となっております。
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場所につきましては、新居地区上ノ村で、光の村学園の東約100m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。

坂本委員

12番、坂本です。
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28-175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

事務局次長

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「260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5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28-175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。
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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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-176
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-176をご説明させて頂きます。
整理番号：28-176、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「556㎡、1,504
㎡の計2,060㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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「3月末までに現金自宅払い」、利用権
の種類は「賃貸借」。
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「2,060㎡」、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「9,562㎡」、借入地は「11,174㎡」、経営面積「22,796
㎡」、主たる作目は「キャベツ・ブロッコリー」、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、新居地区上ノ村で、上ノ村の集会所より南東約300mの場所となっており
ます。以上で説明を終わります。

会

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

坂本委員

12番、坂本です。
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28-176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

事務局次長

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
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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
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

（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5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28-176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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-177、
28-178を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-177、28-178をご説明させて頂きます。
整理番号：28-177、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「高知市○
○○○」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地
番は「○○○○番」、現況地目は「畑」、面積は「1,017㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期
は「平成38年6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「5月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
続いて整理番号：28-178、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐
市○○○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「高
知市○○○○」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「畑」、面積は「2,179㎡」、始期は「平成28年7月1日」、
終期は「平成38年6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「5月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
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
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は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,196㎡」、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「0㎡」、経営面積は「3,196㎡」
となりますが、議案第2号 番号7を合わせて4,064㎡となります。主たる作目は「ニンニク」、世
帯員は「○○○○」で農業従事者は「34人」うち15歳以上60歳未満のものは「34人」となってお
ります。
場所につきましては、新居地区上ノ村で、光の村学園の北東約50mの場所となっております。以
上で説明を終わります。
会

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。

坂本委員

12番、坂本です。
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28-177、28-178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

事務局次長

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「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
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5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28-177、28-178
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。
続きまして、議案第5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 整理番号28-179、
28-180を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5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 整理番号
28-179、28-180をご説明させて頂きます。
整理番号：28-179、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○○
○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は
「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,058㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平
成38年6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月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」。
整理番号：28-180、『新規』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所は「土佐市○○
○○番地」、地区「○○○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市○
○○○番地」、地区「○○○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「2,367㎡、1,002
㎡の計3,369㎡」、始期は「平成28年7月1日」、終期は「平成38年6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月末までに現金自宅払い」、利用
権の種類は「賃貸借」。
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「4,427㎡」、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「7,038㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「11,465
㎡」、主たる作目は「メロン」、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「0人」となっております。
場所につきましては、新居地区で、丸栄運輸の北側約300m、ハウス団地の中の場所となってお
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

13番、門田です。
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28-179、28-180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

長

- 61 -

す。
事務局次長

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。
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5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28-179、28-180
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6月総会を閉会いた
します。どうもお疲れさまでございました。
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