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山本 倫弘

（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
議案第6号

氏

局長 森田 浩司
次長 尾崎 友紀
係長 中平 忍

農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件
農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
農地法第3条の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件

報告事項
高知県農業振興地域整備基本方針の変更に対する意見等について
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1件
1件
3件
6件
15件
1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7月定例会を開催いたしま
す。現在の出席委員数22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20番森岡委員、21番矢野委員、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4条第1項
の規定による許可申請書審査の件 1件、議案第2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 1件、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 3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 14件と記載しておりますが15件の間違いです。訂正しお詫び申し上げます。議案第6号
土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件 1件、以上です。

会

それでは、4条、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4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号3を議題といたします。事
務局の説明をお願いします。

長

事務局次長

申請人
事務局次長

はい。出席者のご確認をさせていただきます。
4条の申請人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。
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4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号3をご説明させて頂きま
す。
申請人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。申請地の所在は「土佐市○
○○○番」、登記地目「田」、現況地目は「田」、面積は「1,100㎡」、利用状況は「水稲」。
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、
「○○○○」さんとなっています。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農
地区分につきましては、市役所から1㎞の範囲内にある農地で「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「集合住宅建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は「農業
で生計を立ててきましたが、農業では将来設計が立てにくいため、アパート経営をすることとし
た」、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
第から平成29年3月31日」、資金計画は「土地造成費○○○○円、建築費(設計含む)○○○○円、
その他諸経費○○○○円、計○○○○円、全額銀行融資」、過去の違反転用の有無及び始末書の
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提出状況については「なし」。
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「農業で
生計を立ててきましたが、農業では将来設計が立てにくい状況が続いていましたときに、アパー
ト建築のお話を頂きました。申請地は国道56号線から北にすぐ入ったところで土佐市中心街も近
くにあります。更に高速道路の出入口にも非常に近く、また、市道藤並町林口清滝線や鳴川野田
2号線もあり将来は市街化が急速に進む地区です。そのため申請地を賃貸住宅地に最適と判断、
また、他に適した土地を所有していないことから選定しました」という事です。
進入路計画は「申請地西側の市道から進入する」、造成計画は「申請地の中央部分で0.87m、
申請地の東の部分で0.96mの盛り土を行い造成する」、整地計画は「建築部分以外はアスファル
ト舗装を行う」、排水処理計画は「生活排水は、敷地内の配水管を経由して、35人槽の合併浄化
槽で浄化し、浄化後は敷地内北側の自由勾配側溝で受け止め、雨水・雑排水と合流させ配水管を
通じて西側の市道側溝へ排水します。また、雨水については敷地内に新設するＵ字溝へ集め、西
側の市道側溝へ排水します」、被害防除計画は「東側は水路、農道を挟んで農地、西側は市道(幅
員14.6m～18.6m)、南側は農地、北側は農地」。同意書につきましては、隣接農地所有者から得
られず、理由書が提出されていますので読み上げます。「まず北側の○○○○さんの方の理由書
です。この度、○○○○様の農地法第4条許可申請をするにあたり、隣地土地所有者、亡○○○
○様の相続人代表、○○○○様に対し、隣地土地所有者○○○○様が集合住宅を建築するにあた
り、○○○○様にその旨ご説明をしましたが、同意を受けることができませんでした。不同意の
理由としましては、相続人代表○○○○様は、自分が農地転用のことで説明を受けても同意して
よいのかよくわからないので、この件は○○○○に勤められている○○○○さんに説明して下さ
いとのことで、○○○○さんの意向により土地の配置図等を示して○○○○様に説明しました。
○○○○さんの方からは、このような配置図等では、農地転用許可が下りるような図面ではない。
仮にこのような図面で農地転用許可が下りたときは、自分たちは反対しない。ということで、よ
って○○○○様から同意を受けることができませんでした。続いて南側土地所有者、亡○○○○
様の相続人代表、○○○○様に対し、隣地土地所有者○○○○様が集合住宅を建築するにあたり、
○○○○様にその旨ご説明をしましたが同意を受けることができませんでした。不同意の理由と
しましては、申請地北側の○○○○さんが同意をすれば、自分は同意します。○○○○さんの同
意を先に受けて下さい、ということです。そして東側土地所有者、○○○○様に対し、隣地土地
所有者○○○○様が集合住宅を建築するにあたり、○○○○様にその旨ご説明をする予定でした
が、本年7月中旬頃に○○○○の不幸があったようで、現在隣地同意の作業ができておりません
ということです。」
同意書が得られていないため、周辺農地への影響に関し日影図が提出されており、この後5ペ
ージから資料として載せております。順次説明させていただきますので、まず3ページをご覧下
さい。場所につきましては、高岡地区で市道藤並町林口清滝線と市道鳴川野田２号線の交差点か
ら南へ約60ｍの場所となっております。周辺の状況につきましては、北側は農地、東側は水路、
農道を挟んで農地、南側は農地、西側は市道(幅員14.6m～18.6m)となっております。5ページを
ご覧ください。こちらの日影図は、冬至で作成されています。ご覧のように、最大の日影を黄色
で塗っていますが、北側と東側の農地が日陰となることが見受けられます。また、赤の斜線を入
れているところについては、朝から夕方まで日光が当たらないと判断できる箇所となります。ま
た、東側の水路・農道を挟んだ農地につきましても、お昼２時頃から日陰となることが見受けら
れます。６ページをご覧ください。こちらの日影図は、春分、秋分で作成されていますが、ご覧
のように冬至に比べて少なくはなりますが、やはり北側隣接農地が日陰となることが見受けられ
ます。この日影図にも、赤の斜線を入れていますが、朝から夕方まで日光が当たらない場所がで
きると判断できます。また、東側の水路・農道を挟んだ農地につきましても、お昼２時過ぎから
日陰となることが見受けられます。7ページをご覧ください。こちらの日影図は、夏至で作成さ
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れています。夏至の場合は、北側農地へ日陰はほぼ出ないとなっています。また、東側の水路・
農道を挟んだ農地につきましては、夕方の３時以降、日陰となることが見受けられます。
続いてお手元にあります、3枚綴りの資料をご覧下さい。こちらは春夏・秋冬の時の朝8時、12
時、16時の日影を赤色で塗っております。朝8時の段階でやはり北との境界に比べて、境界より
北側に完全に日影ができるというふうになっております。2ページ目、お昼の12時で一番日が高
いときにもやはり、境界より北側に日影ができると判断できます。3ページ目、16時につきまし
ては、やはり東の農地が15時前ぐらいから日影になるというふうになります。実際、東の農地に
つきましては、赤線・青線・川があります。それが幅約4.3mありますが、それがあってもなお、
東の農地に日影が生じると判断できます。北側及び東側へ日陰ができることから、栽培される作
物、その作物の成長の時期にもよると思いますが、北側及び東側農地に対して少なからず日照の
関係で、営農条件に支障が生ずるおそれがあると考えられます。また、南側隣接農地につきまし
ては、日照等、営農への支障はないものと考えられます。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、甲種、
第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地で、市役所から1㎞の範囲内にある農地のため
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、申請地は、他
の土地をもって変えることが出来ないと判断し、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『申請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、農地基本台帳は申請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がないため、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「集合住宅建築」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、先に説明しました、北側及び東側農地への日照の問題でその他
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という項目に該当し、
許可相当と認められないと考えております。
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「許可日から永久年間」、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ると考えておりますので、審査を
よろしくお願いします。以上です。
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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。申請人の「○○○○」さんの代理人「○○○○」
さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人

間違いありません。

会

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

長

石元委員

9番、石元です。
先程事務局から説明がありましたとおり、日影図のとおりこのような日影になると思います。
それと、隣地の同意書もありません。また、8年ほど前に申請地より東へ100mくらいの場所に同
じような条件の案件が出ていまして、その時に委員会では不許可相当としたのに、県が許可をし
た流れもありました。同じ事がないようにと前回のことで検討したと思いますが、今回も同じよ
うになる可能性もありますので、隣地の同意がなければ不許可ということが適当ではないかと思
います。

会

長

市原委員

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
14番、市原です。
前回こういう問題が起きていたときに、県の方に求めたこともありますのでもう一度関係者とお
話をしてもらって、同意をもらえるように努力してもらわないと。これだけ影ができるのが分か
っているので、農業委員会として許可というのはなかなか難しいと思います。なお、もう一度地
権者と話し合ってもらって、やってもらいたいと思っております。

会

長

他にご意見はございませんか。

委

員

(特になしという意見多数)

会

長

では、代理人の○○○○さんにお伺いします。
隣地の同意をもらえていない理由もありましたけれども、先程委員さんの方からは、もう少し隣
地の方の同意をもらうように努力をすべきという話しもありましたが、そのことについてご意見
ございませんか。

申請人

はい、その通りです。
まだ引き続いて同意書をもらうようにしておりまして、交渉はさせていただいています。

会

長

はい、引き続いて交渉はしているようです。
他にご意見はございませんか。

委

員

会

長

(特になしという意見多数)
はい、ただ農業委員会としては委員さんから話しがありましたように、前回にも何年か前です
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けど同じような件があって、土佐市の農業委員会としては日影で随分と隣の農地に迷惑をかける
ということも考慮して、当委員会としてはこのままの状況ですとなかなか許可というわけにはな
らないと思いますが、どのようにしましょうか。このままですと不許可となりますが、それでい
いでしょうか。
申請人

できましたら、隣地同意3名の方にいただけたら再考していただくというかたちでお願いしたい
と思います。

会

長

申請人

ということは、また申請をし直すということですか。
今の予定では、当然市から県の方に上がると思うのですが、同意書をこの2週間ぐらいの間でな
んとか3名の方にいただいて、それを提出しようと今動いているのですが、はっきりそれをいつま
でと言われたらそれは相手さんがあることなので、断言できないのですがそういうことは今して
います。

会

長

ということは、今回の分については土佐市農業委員会としては不許可というかたちで県にその
まま上げていいということですか。

申請人

それは致し方ないですね。
ただ、同意書があればまた、という条件的なものをつけていただけたらと思うのですが。

会

長

隣地の人の同意書をもらったときに、という条件をつけておいてほしいということですか。

申請人

はい。

会

はい、それについてご意見はございませんか。

長

門田委員

8番、門田です。
それはちょっと甘い考えではないかなと思います。それだったらちゃんと同意書をつけて、土佐
市の農業委員会へ出してもらうのが当然だと思います。

会

長

他にご意見ございませんか。

委

員

(特になしという意見多数)

会

長

この件について、どのように今回の処理をしたらいいかということについてのご意見をいただ
けるとありがたいんですが。
代理人の○○○○さんの話では、とりあえず今日の時点では不許可でもいいということで、それ
で農業委員会を通ると県へ行きますので、その間で同意をもらえたら県の方へ提出するというこ
とですね。隣地の3者の同意をもらえたら、土佐市としても不許可ということではなく、許可相当
としてもらえないかということなんですが、このことについてご意見はございませんか。

市原委員

16番、市原です。
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門田委員さんが言われたように、この間に同意をもらったら県へいける、というような甘い考え
で出してもらうと困るので、やっぱり全部が揃った時にここで審議していくようにしないと、農
業委員会の意味がない。きちんと書類が揃ってから申請するのが当然のことだと思います。
会

長

玉木委員

他にご意見ございませんか。
11番、玉木です。
先程石元委員さんからの説明のなかで、8年前の話が出ましたけれども、8年前ここで不許可にな
ったにも関わらず県の方で許可になって集合住宅が建ったというような、ここで通らずに県で許
可が下りたというその間の経過のことはわかりませんか。

会

長

はい、実は今度機構が変わりますので、常任会議の中の審査の方法も変わるようです。
今まででしたら、農業委員会から不許可で上がって県の方で審査をして、土佐市は不許可と判断
したけれども県の方は許可しますと言ったらしいです。それは土佐市の農業委員会としては納得
いかないということで話しを何度もしたなかで、当時の話では、県の常任会議としては土佐市が
不許可にした分については、常任委員さんの近隣の人が何名かここへ来て、それで再調査をする
ということにはなっています。その後、今年4月から条例が変わりましたので詳しくはわかりませ
んが、前の状況でしたらそういう約束で常任委員会の扱いというのはきちんと条文のなかに載っ
ています。今は、県の常任会議の名前が変わって常任会議で審議するのは、規定の面積を超えた
案件などで、審査をする規定というのが今までと変わってきたみたいです。いずれにしても県の
農地・担い手対策課の方では、一項目一項目を全部きちんとチェックはするはずです。たくさん
意見をいただきましたが、申請人の方のほうの話ではこのまま不許可で上げてもらっていいとい
うことです。ただ、3者の同意がもらえたときには土佐市として許可をするという条件を付けてほ
しいということについてのご意見をいただきたいです。あとで同意をもらえた時に、土佐市とし
ては、あとでももらえたら許可としますということにするのか、今日のこの時点で同意がないの
であれば不許可で出すのか、そこを皆さんにご意見をいただきたいと思います。

石元委員

9番、石元です。
一応、同意がもらえたらもう一度委員会で審議をしたらいいと思います。

会

長

となると、今回の審議にはならないということですね。
○○○○さんこの件についてはどうですか。

申請人

市の方がそういう見解でしたら、私はそのようにしていただければと思います。

会

それでいいですか。

長

申請人

はい。

会

それでは不許可のまま県にあげてもいいということですね。

長

申請人

はい。それで同意書をもらって再度提出し直すようにしたいと思います。
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会

長

同意書をもらって、取り下げて申請し直すということですか。

申請人

はい。

会

これを取り下げてもいいのですか。

長

申請人

はい。

会

わかりました。

長

今回は取り下げて、同意書をもらって再提出をするということですね。
申請人

そうです。

会

長

それでは皆さん、それでよろしいですか。

委

員

(異議なしという意見多数)

会

長

それではそういうことで、同意書をもらって提出いただくということで、今回の件については
取り下げということでよろしいですね。

申請人

はい。

会

はい、わかりました。

長

それではそういう事でよろしくお願いします。
では、議案第1号 農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号3についてはそうい
う決定をしたいと思います。どうも御苦労さまでした。
続きまして、議案第2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8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条の譲渡人「○○○○」さん、「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人
「○○○○」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2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8。譲渡人「○○○○」さ
ん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。同じく譲渡人「○○○○」さん、「高知市○○○
○」、「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「高知市○○○○番地」、「○○○○」、申請
地は「土佐市○○○○番、○○○○番」、登記地目はともに｢田｣、現況地目は「○○○○番が田、
○○○○番が畑」、面積はそれぞれ「1,190㎡、803㎡の計1,993㎡」、利用状況はそれぞれ「水
稲、普通畑」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合欄は「記載なし」。農地基本台帳
の耕作者名は「○○○○さん、○○○○」さんとなっております。農振法の農用地区域につきま
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しては、「農用地区域外」、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10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「許可あり次第～平成29年5月31日」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「所
有権移転」、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「土地購入費○○○○円、造成費○○○○円、第1期(2棟)建築費○○○○円、計○○○
○円(全額自己資金)、第1期分販売後、その売上を順次建築資金に充当する」、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」。
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「申請地
は国道56号及び市街地に近く、利便性が良いことから住宅地に適しており、需要も見込まれる。
また、平成26年に土佐市高岡町乙地区において建売住宅の実績もあり、今回、当申請地の売却の
話をいただき計画しました」、進入路計画は「南側市道(2項道路)に新設指定道路を接道し進入
する」。造成計画は「65cmの盛土を行い、北・西側境界部にＬ形擁壁を設置し造成する」。整地
計画は「位置指定道路及び2項後退部分はアスファルト舗装とする」。排水処理計画は「生活排
水は合併浄化槽を設置し、雨水排水とともに新設道路側溝より南及び東側既設水路へ放流する」。
被害防除計画は「東側は水路を挟んで農地(同意あり)、西側は宅地及び農地(条件付き同意あり)、
南側は市道、水路を挟んで宅地、北側は宅地」。同意書につきましては「○○○○、○○○○(条
件付き)」から提出されております。西側の○○○○番農地の同意の条件について読み上げます。
西側の○○○○さんの農地ですけれども、『農地なので境界があいていると思われます。擁壁ま
たは地番更正登記等の際には境界の確認、立会等を必ずお願いします。』という事です。
場所につきましては、高岡地区、地頭名で、高岡市民館の北東約20ｍの場所となっております。
周囲の状況につきましては、北側は宅地、東側は水路を挟んで農地(同意あり)、南側は市道、水
路を挟んで宅地、西側は宅地及び農地(条件付き同意あり)となっております。11ページの右の図
面ですが、○○○○を宅地と記載しておりますが、申請地の間違いです。訂正しお詫び申し上げ
ます。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、
農業振興地域の農用地ではなく、
甲種、
第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、市役所から1㎞の範囲内にある農地で、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
ことができないと判断し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可すること
ができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提出もない
ことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可する
ことができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明書
に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事業の
用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みが
ない場合には、許可することができない。』については、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。
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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
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条の譲渡人
「○○○○」さん、「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」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

市原委員

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。
14番市原です。
先程の事務局の説明通り、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（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2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8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3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 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3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号11をご説
明させて頂きます。
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貸人「○○○○」さん、「○○歳」「土佐市○○○○番地」「○○○○」。借人「○○○○」
さん、「○○歳」「土佐市○○○○番地」「農業」。この案件3筆につきましては、前回○○○○
さんが代替地の関係で取得された土地で、○○○○さんが経営移譲年金をもらっているために、
後継者の○○○○さんに貸付を行わなければならないため、今回は貸付ということで案件が出て
きております。申請地の所在は「土佐市○○○○番、○○○○番、○○○○番」、登記地目、現
況地目は「○○○○番と○○○○番が畑、○○○○番が田」となっております。面積はそれぞれ
「466㎡、198㎡、380㎡の計1,044㎡」、対価・賃料等の額は「なし」、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「○○○○」さんとなっ
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」、契約の期間は「平成28年7月28日～平成48年7月27日」、権利を移転しようとする
契約の種類は「使用貸借権設定」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:10,557㎡(内、
田：6,157㎡、畑:4,400㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「10,557㎡」。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1,230
㎡、畑1,096㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田380㎡、畑664㎡」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
10,557㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,044㎡、合計10,557㎡(同一世帯内の貸借である
ため増減なし)」となっております。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。
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場所につきましては、北原地区で北原保育園の南西約150mの場所と、北原小学校の北西約250m
の場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

岡林委員

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。
23番、岡林です。
先程の事務局の説明の通りで、ニラと生姜を広く作っておられまして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「10,557㎡」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

- 12 -

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11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3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 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。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号12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、○○○
○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○
番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番の13筆」となっており、登記簿地目、現
況地目は「記載のとおり」、面積はそれぞれ「323㎡、76のうち38㎡、165のうち82.5㎡、29㎡、
267㎡、254㎡、42㎡、102㎡、128㎡、1,021㎡、909㎡、833㎡、112㎡、261㎡で合計4,522㎡のう
ち4,401.5㎡」となっております。対価・賃料等の額は「なし」、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「○○○○番と○○○○番が、
○○○○さんが共有で持分2分の1となっており、それ以外はすべて○○○○」さんとなっており
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「贈与」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:16,141.74㎡(内
田10,361㎡、畑5,780.74㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「16,141.74㎡」。非耕作地は「土
佐市○○○○番、○○○○番、○○○○番が農業用倉庫」となっております。この3筆の非耕作地
の他、昭和55年に戸波北部生姜生産組合が建てた生姜予冷庫倉庫がありますが、200㎡を越えてお
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りまして非農地証明願を提出するように指導しております。のちほど審議していただきますので
よろしくお願いいたします。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「軽トラック1台、トラクター2台、動力噴霧機7台、草刈機7台、管理機6台」を「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2年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在5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 5分(0.5㎞)」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「生姜：田10,361㎡、畑3,780.74、柿：畑1,500
㎡、小夏:畑500㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田2,872.5㎡、文旦：
畑1,529㎡」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350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
16,141.74㎡、権利を取得しようとする農地の面積4,401.5㎡、合計20,543.24㎡」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、戸波地区積善寺となっており、27ページは積善寺公民館の東約100mの場
所と、28ページは積善寺公民館の北西約150mの場所と250mの場所、29ページは積善寺公民館の北
西約370mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

宮﨑委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
5番、宮﨑です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います。模範的な農家さんで、後継者へ贈与とい
うことですので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。
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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「16,141.74㎡」で一致し、
申請地の面積が「4,401.5
㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「20,543.24㎡」。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「20,543.24㎡」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
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と考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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12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3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号13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ので、委員さんのご意見をお願いします。

はい。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号13をご説
明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」「神戸市○○○○」「○○○○」。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」、登記簿地目はともに「田」、現況地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「363㎡、39㎡の計
402㎡」、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「○○○○」さんとなっております。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。
【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:8,868㎡(内田
3,649㎡、畑5,219㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「8,868㎡」。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、草刈機、噴霧機」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47年」、②世帯員等
その他常時雇用している労働力(人)は「現在1人、農作業歴:○○○○」、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 5分」と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「柿：田3,649㎡、畑5,219㎡（自作地）」、
今回申請している農地の耕作計画は「柿：田402㎡」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
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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
8,868㎡、権利を取得しようとする農地の面積402㎡、合計9,270㎡」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、新居地区上ノ村で光の村学園の作業工場がありますが、そのすぐ西と南
の所になっております。以上で説明を終わります。
会

長

坂本委員

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

会

長

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

事務局次長

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「8,868㎡」で一致し、申請地の面積が「402㎡」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては「9,270㎡」。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。
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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「9,270㎡」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

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 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号13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13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ので、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13をご説明させていただき
ます。
番号13：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「北地」、字・地番は「○○○○番、
○○○○番」、地目はともに「田」、面積はそれぞれ「381㎡、263㎡」、非農地となった時期につ
きましては「平成2年8月1日から」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「植木展
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示場」となっております。非農地となった理由は「農地法第5条許可による転用【許可日：平成2年8
月1日】」という事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書については、5条許可を受けて
転用されておりますので徴収しておりません。
場所につきましては、北原地区宇都木で望月製紙の西約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

岡林委員

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。
23番、岡林です。
先程の事務局の説明の通りで、現在植木展示場と一部宅地に転用されていますのでよろしくお願
いします。
また、交付基準の(6)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13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

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14を議題といたします。事務局の説明を
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14をご説明させていただ
きます。
番号14：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「303㎡、132㎡」、非農地となった時期につ
きましては「昭和55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」と
なっております。非農地となった理由は「その他【生姜予冷庫を建築する必要があり、昭和55年頃建
築しその後現在まで農業用倉庫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、戸波地区積善寺で、積善寺公民館の北東約70mの場所となっております。以上
で説明を終わります。

会

長

宮﨑委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
5番、宮﨑です。
先程の事務局の説明の通り何ら問題ないので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(4)に該当すると思います。
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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、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号14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

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15を議題といたします。事務局の説明を
お願いします。

事務局次長

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15をご説明させていただき
ます。
番号15：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、
地目は「田」、面積は「142㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和22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「宅地」となっております。非農地となった理由は「その他
【住家を建築する必要があり昭和22年頃建築、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、高岡地区で高岡市民館の西約80mの場所となっております。以上で説明を終わ
ります。

会

長

市原委員

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。
14番、市原です。
先程の事務局の説明の通り何ら問題ないので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(1)、(4)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15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

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16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16をご説明させていただき
ます。
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番号16：願人の住所を土佐市○○○○番地と記載しておりますが、正しくは「土佐市○○○○番地」
です。訂正しお詫び致します。「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、地
目は「畑」、面積は「264㎡」、非農地となった時期につきましては「平成元年頃」という事です。
現在の利用状況及び現況につきましては「原野」となっております。非農地となった理由は「耕作不
適・不便なため【当該農地は日当たりも悪く勾配も急峻で耕作不適であるとともに、耕作用農道も狭
く耕作不便であったため】」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、北原地区甲原で土佐土建の中間処理場がありますが、その西約170mの場所とな
っております。以上で説明を終わります。
会

長

森田委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
15番、森田です。
先程の事務局の説明の通り、この土地はもう農地に復元することはないと思いますので、よろし
くお願いします。
また、交付基準の(3)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16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

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17を議題といたします。事務局の説明を
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17をご説明させていただき
ます。
番号17：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、
○○○○番、○○○○番」、地目はすべて「畑」、面積はそれぞれ「148㎡、59㎡、99㎡」、非農地
となった時期につきましては「平成元年頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては
「原野」となっております。非農地となった理由は「耕作不適・不便なため【当該農地は山の北面で
耕作が不適であるとともに、傾斜が急で耕作不便であったため】」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、北原地区甲原で、土佐土建の中間処理場の北西約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。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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森田委員

15番、森田です。
先程の事務局の説明の通り何ら問題ありませんので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(3)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17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

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18を議題といたします。事務局の説明を
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18をご説明させていただき
ます。
番号18：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、
○○○○番、○○○○番、○○○○番」、地目はすべて「田」、面積はそれぞれ「59㎡、340㎡、5
2㎡、39㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和50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「山林」となっております。非農地となった理由は「耕作不便なため【耕作不
便であったため、昭和50年頃より放置、山林化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、戸波地区積善寺で、48ページの方は積善寺公民館の北西すぐの所、49ページの
方は積善寺公民館の北西約270mの場所と、そこからさらに山の方へ600mくらいのぼった所となってお
ります。以上で説明を終わります。

会

長

宮﨑委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
5番、宮﨑です。
先程の事務局の説明の通りで、農地に復元するのは難しいと思いますので、よろしくお願いしま
す。
また、交付基準の(3)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18について『承認』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

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。

事務局次長

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51ペー
ジから80ページに掲載しております。平成28年7月8日付28土農林第440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
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：28-181、『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「999㎡、1,025
㎡の計2,024㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期は「平成31年12月31日」、存続期間は「3年
5ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「8月末までに現金事務所払
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「2,024㎡」、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「9,423㎡」、借入地は「2,135㎡」、経営面積「13,582
㎡」、主たる作目は「ハウス生姜、百合切花」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「8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、高石地区で前川商店の東約100mの場所となっております。以上で説明を
終わります。

会

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

西原委員

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

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-181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「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台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28-181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

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。）
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
28-182を議題といたします。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
28-182をご説明させて頂きます。
整理番号：28-182、『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「1,332㎡」、始期は「平成28年8月1日」、
終期は「平成31年12月31日」、存続期間は「3年5ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、
借賃の支払い方法は「8月末までに現金事務所払い」、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「1,332㎡」、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「1,454㎡」、経営面積「2,786
㎡」、主たる作目は「ハウス生姜」、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。
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場所につきましては、高岡地区で高岡市民館の北東約120mの場所となっております。以上で説
明を終わります。
会

長

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

西原委員

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

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-182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28-182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
28-183と28-184の借人が同じ人ということで、同時に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、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
28-183、28-184を、ご説明させて頂きます。
まず、整理番号：28-183、『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、○○○○番の計5筆」、現況
地目は全て「田」、面積はそれぞれ「238㎡、796㎡、727㎡、209㎡、125㎡の計2,095㎡」、始期
は「平成28年8月1日」、終期は「平成33年7月31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：28-184、『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「591㎡、
545㎡の計1,136㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期は「平成33年7月31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「320日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,231㎡」、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「3,228㎡」、借入地は「10,352㎡」、経営面積「16,811
㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「14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、58ページの整理番号28-183が、戸波地区太郎丸で琴弾八幡宮の南東約
300mの場所、59ページの整理番号28-184が戸波地区積善寺で積善寺公民館の北東約100mの場所と
なっております。以上で説明を終わります。

会

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。
両方とも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。

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28-183、28-184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。
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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「320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28-183、28-184
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
28-185と28-186について議題といたします。こちらも借人が同じ人ですので同時に審議したいと
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
28-185、28-186をご説明させて頂きます。
まず、整理番号：28-185、『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・
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地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目は全て「田」、面積はそれぞれ「371
㎡、386㎡、598㎡の計1,355㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期は「平成38年7月31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「10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：28-186、『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「1,490㎡、
556㎡の計2,046㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期は「平成38年7月31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「10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「3,401㎡」、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「9,275㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「12,676
㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○」で農業従事者は「9人」うち15歳以上60歳
未満のものは「6人」となっております。
場所につきましては、62ページの整理番号28-185が、戸波地区本村で国道56号線沿いにカロト
青果がありますがそこから南東約300mの場所で、63ページの整理番号28-186が、戸波地区市野々
で国道56号線の純信橋より北西約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。

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28-185、28-186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
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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28-185、28-186
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
28-187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
28-187をご説明させて頂きます。
整理番号：28-187、『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「1,140㎡」、始期は「平成28年8月1日」、
終期は「平成38年7月31日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年額）は「○○○○」、借賃の
支払い方法は「12月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」。
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「1,140㎡」、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「4,708㎡」、借入地は「1,130㎡」、経営面積「6,978
㎡」、主たる作目は「メロン」、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「6人」となっております。
場所につきましては、高岡地区で仁淀川下流衛生事務組合の東約100mの場所となっております。
以上で説明を終わります。

会

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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野瀬委員

24番、野瀬です。
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28-187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28-187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
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28-188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
28-188をご説明させて頂きます。
整理番号：28-188、『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「高岡町」、
字・地番は「○○○○番、○○○○番、○○○○番」、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞ
れ「1,130㎡、532㎡、545㎡の計2,207㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期は「平成33年7月
31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「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,207㎡」、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「4,143㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「6,350
㎡」、主たる作目は「ピーマン」、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、高岡地区で土佐市特別養護老人ホームとさの里の東、市道を挟んだ場所
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

玉木委員

11番、玉木です。
この借人の○○○○さんは、以前からずっとこの地でピーマンを作っています。期間は5年です
けれど、これからもずっと作る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28-188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
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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

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28-188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
28-189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
28-189をご説明させて頂きます。
整理番号：28-189、『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「578㎡、1,431
㎡の計2,009㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期は「平成33年7月31日」、存続期間は「5年」、
借賃総額（年額）、借賃の支払いは「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「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,009㎡」、利用権の設定を受ける者
が現に耕作している農用地の面積の自作地は「6,139㎡」、借入地は「1,169㎡」、経営面積「9,317
㎡」、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。
場所につきましては、69ページは字江口1497番の方です。蓮池地区で蓮池小学校の南東約200m
の場所となっております。70ページは字谷屋舗1447番の方です。こちらも蓮池地区で
蓮池小学校の南西約220m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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久保委員

6番、久保です。
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28-189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「365日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではないため
該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』につい
ては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在しない。
全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、設定をする
者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業
経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっております
ので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第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28-189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
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28-190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
28-190をご説明させて頂きます。
整理番号：28-190、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、○○○○さんとの
共有で持分2分の1、住所は「土佐市○○○○番地」、地区「○○○○」、「被相続人 ○○○○」
さん、共有で持分2分の1ですが亡くなられているため相続人の連名での申請となります。「相続
人 ○○○○」さん、「相続人 ○○○○」さん、住所は「高知市○○○○」、「相続人 ○○
○○」さん、住所は「高知市○○○○」、
「相続人 ○○○○」さん、住所は「松山市○○○○」、
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「1,656㎡」、始期は「平成28年12月1日」、終期は「平成31年11月30日」、存
続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○○○○」、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「1,656㎡」、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「9,472㎡」、借入地は「4,495㎡」、経営面積「13,967
㎡」、主たる作目は「胡瓜、アキ豆」、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、高岡地区でパチンコダイナム土佐店の西、市道・井筋を挟んだ場所とな
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

石元委員

9番、石元です。
再認定でありますので問題ありません。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28-190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
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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28-190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
28-191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- 191をご説明させて頂きます。
整理番号：28-191、『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」、大字「○○」、字・地番「○○○○番」、現況地目は全て
「田」、面積はそれぞれ「2,121㎡、320㎡、848㎡の計3,289㎡」、始期は「平成28年8月1日」、
終期は「平成31年7月31日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の
支払い方法は「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「3,289㎡」、利用権の設定を受ける者
が現に耕作している農用地の面積の自作地は「0㎡」、借入地は「8,073㎡」、経営面積「11,362
㎡」、主たる作目は「青ネギ」、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「2人」となっております。
場所につきましては、戸波地区本村と浅井で、波介川橋に架かる戸波川橋の北東約250mと、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。
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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。

横山委員

16番、横山です。
入野さんは認定農業者であり、何も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28-191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。

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28-191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
28-192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
28-192をご説明させて頂きます。
整理番号：28-192、『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「○○○○」、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「517㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期
は「平成33年7月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）、借賃の支払は「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「○○○○」、実際は○○○○が耕作をすることとなります。利用権の設定を受ける土地の
面積の合計は「517㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地は「ありません」、
経営面積は「517㎡」、主たる作目は「さつまいも・とうもろこし」、○○○○総数は「男19人・
女32人」で農業従事者(○○○○)は「9人」うち15歳以上60歳未満のものは「9人」となっており
ます。
場所につきましては、新居地区で新居小学校のすぐ北となっております。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。
新居小学校は本当に人数も少なくなりまして、この件は教育の一環でもあり、ふれあいの場とも
なりますのでぜひ許可をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

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28-192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、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められる
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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28-192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
28-193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
28-193をご説明させて頂きます。
整理番号：28-193、『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「589㎡」、始期は「平成28年8月1日」、
終期は「平成29年7月31日」、存続期間は「1年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の
支払い方法は「8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「180日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「589㎡」、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「3,984㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「4,573㎡」、
主たる作目は「野菜」、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、戸波地区宮ノ内で宮ノ内公会堂の南東約150mの場所となっております。
以上で説明を終わります。

会

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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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28-193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「180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28-193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
28-194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
28-194をご説明させて頂きます。
整理番号：28-194、『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「703㎡、704㎡の計1,407
㎡」、始期は「平成28年8月1日」、終期は「平成33年7月31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「340日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,407㎡」、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「1,407㎡」、
主たる作目は「シシトウ」、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、高岡地区で仁淀川下流衛生事務組合の北東約50mの場所となっておりま
す。以上で説明を終わります。

会

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

玉木委員

11番、玉木です。
借人の○○○○くんは昨年度、1年研修を受けて農家の家で見習いを受けまして、新規就農者で
あります。使われなくなったハウスを使ってくれるということで、ハウスでシシトウを作る予定
となっていますので、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28-194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「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
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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

（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28-194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、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申出書についての説明をお願いします。

事務局次長

会

長

石元委員

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。農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申出書が提出されております。平成28年7
月13日付28高農公第123号、高知県農業公社から農業経営基盤強化促進基本方針に基づき、申し
出が提出されております。
82ページをご覧下さい。利用権の設定を受ける者の氏名「公益財団法人高知県農業公社 理
事長 今西正和」さん、住所「高知市丸ノ内1丁目7番52号」、利用権の設定をする者の氏名「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、利用権を設定する土地は、大字「○○」、字・地
番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「971㎡」、利用権の種類は「使用貸借」、始
期は「平成28年8月1日」、終期は「平成38年7月31日」、当事者間の法律関係は「使用貸借」で
すので借賃等はありません。なお、こちらは公社が借り入れて、次の借り手が決まり次第、また
農業委員会にかかることとなります。
83ページをご覧下さい。場所につきましては高岡地区で天理教の北、約450m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。この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
9番石元です。
この土地は今、うちの近所の人がお米を作っている土地だと思いますが、先程のアパートの件の
問題のあったところのすぐ隣の土地です。所有者も同じ人です。今作っている人が、こうやって
農業公社へ出しているというのがどうなっているのかわかりません。
今作っている人がいるのならちょっと困りますけれど、その人が今度借り入れで相手方とし
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て出てこなければおかしい話ですね。現には貸し付けていないのでヤミ小作状態で、農業公社で
ワンクッション入れてその人に貸し付けることになると思います。
会

長

はい。ではこの件についての承認をいただきたいのでお諮りをします。
この件について、『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、決定になりました。
続きまして、議案第6号 土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件を議題といたします。
事務局次長。

事務局次長

はい。それでは農林業振興課の方から担当の山口班長に来ていただいていますので、山口の方
から説明をさせていただきます。
農林業振興課、山口課長補佐兼農林業振興班長が内容について説明

会

長

はい。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6号 土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件について、『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7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。
報告事項 高知県農業振興地域整備基本方針の変更に対する意見等についての報告を行った。

- 42 -

