平成28年度
９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9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
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平成 28 年 9 月 27 日(火) 午後 1 時 30 分開会
土佐市役所 3 階 大会議室
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氏
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氏
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名
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池田 修

7

横山 秀臣
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門田 ゆかり
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山本 倫弘

2

馬場 善広

8

門田 孝司
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市原 正一
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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

16

横山 久夫

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

23

岡林 弘

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

24

野瀬 博

18

森田 滿子

②欠席
番号

10

氏

名

尾﨑 哲人

番号

17

氏

名

森木 茂明

番号

22

（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

西原 博明

局長 森田 浩司
次長 尾崎 友紀

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
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2件
2件
1件
4件
9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9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24番 野瀬委員、2番 馬場委員、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 2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 2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 1件、
議案第4号 非農地証明願承認の件 4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 9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。

長

事務局次長

はい。それでは○○○○さんにはお残りいただいて、他の方につきましては別室へ移動を
お願いいたします。

会

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4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

では、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、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4をご説明させて頂き
ます。
1ページをご覧下さい。申請人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。
申請地の所在は「土佐市○○○○番の一部」、登記地目「田」、現況地目は「畑」、面積は「231
㎡のうち17㎡」、利用状況は「胡瓜等自家野菜」。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、「第2種農
地」と判断しております。
転用の目的は「墓地」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は「申請地に墓
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地(納骨堂)を設置する」、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28年12月25日」、資金計画は「整地・コンクリート基礎工事費
○○○○円、納骨堂石材費・据付費○○○○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「自宅
からすぐ前方で参拝距離15mの位置。墓地の管理と参拝が安易で以前から申請位置に墓地の設
置を考えていました。外に適地はありません。」
進入路計画は「西側の自己所有地から進入する」、造成計画、整地計画は「高さ50cm、コン
クリートを打設する」、排水処理計画は「雨水は自然浸透排水とする」、被害防除計画は「東
側は農地(申請地の残地(畑))、西側は農地(現況宅地)、南側は宅地・農地(同意あり)、議案書
には農地(同意あり)という記載が抜かっておりました。訂正し、お詫びいたします。北側は農
地(申請地の残地(畑))」となっております。同意書については○○○○番から提出されていま
す。
3ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区家俊で、波小学校の南約400m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(申請地の残地(畑))、東側農地(申
請地の残地(畑))、南側は宅地・農地(同意あり)、西側は農地(現況宅地)となっております。
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あるため、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「墓地」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「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。
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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。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

長

す。
宮崎委員

5番、宮崎です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（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4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号4について『許可する』
ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、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5を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

申請人
事務局次長

はい。では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、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5をご説明させて頂き
ます。この案件は、7月の農業委員会時に審査した案件で、北側・南側・東側の隣接同意に係
る同意が得られておらず、被害防除計画の日影図を見るなかで、北側・東側農地に少なから
ず日照問題が生じると判断し、隣接農地所有者に同意を得ていただくようにした案件です。
5ページをご覧下さい。申請人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、「農業」。申
請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記地目、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
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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「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～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「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(平均盛土0.92m)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、雨水についてもＵ字
溝を経由して自由勾配側溝へ集め、生活排水と同様に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(同意あり)、西側は市道(幅員14.6m～18.6m)、
南側は農地(同意あり)、北側は農地」となっております。同意書につきましては南側の農地・
○○○○、東側の農地・○○○○、○○○○、○○○○から提出されています。北側農地に
つきましては、同意が得られておりません。同意の得られていない経過について提出されて
いますので読み上げます。『まず、7月当時に提出された分です。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、隣地土地所有者田原唯利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。』とのことで、その後、また調
整をしていただいております。
『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。その概要は次のとおりです。この度、再度○○○○様の農地法第4
条の許可申請書を提出するにあたり、9月初旬に○○○○様に再度ご説明したいとの趣旨で電
話連絡をしました。○○○○様からの連絡をいただけなかったので、9月12日(月)に再度○○
○○様に連絡をしました。その結果は次のとおりです。○○○○様は、○○○○は前回見せ
てもらった建築図面で、農地転用許可申請をすると言っただろうが今さら何の話しがあるの
か。お前の顔など見たくもない。ここへ来ても話しは聞けない等のお返事でした。最後は一
方的に電話を切られました。○○○○様の電話での雰囲気は、電話は一方的であり、どのよ
うに説明をしようとしても私の話を聞かずにがんがん言ってくる状況です。このような状況
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ですので、私たちが何とか○○○○様にご説明しようとしましたが、何を言っても聞く耳を
持たないという態度ですので、これ以上の接触を断念しました。よって、○○○○様からの
同意を受けることができませんでした。』ということで提出されております。
7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、東
側は水路、農道を挟んで農地(同意あり)、西側は幅員14.6m～18.6mの市道、南側は農地(同意
あり)、北側は農地で同意を得られておりません。
9ページをご覧下さい。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、北側
隣接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時頃から夕方にかけて日陰となることが見受けられますが、こち
らは同意を得られております。
10ページをご覧下さい。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、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。
11ページをご覧下さい。こちらの日影図は、夏至で作成されています。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。春夏秋冬の日影図を作成してい
ただいておりますが、北側及び東側農地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は思いますが、日影が1日中できる部分がありますので、北側及び
東側農地に対して少なからず営農条件に支障が生ずるおそれがあると考えられます。東側農
地については、所有者から同意が得られていますので問題はないと考えます。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、
市役所から1kmの範囲内にある農地であるため、第2種農地に該当すると考えております。
次に、農地法第4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
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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、先に説明しましたように、北側農地への日陰の問題
等につきまして、少なからず営農条件に支障が生ずるおそれがあると考えられますので、該
当します。
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り、許可基準の同項第4号以外
は該当せず、許可相当と判断しますが、農地法第4条第6項第4号の周辺農地に係る営農条件に
支障を生じるおそれがあると認められる場合に該当し、許可相当と認められないと考えてお
ります。なお、北側農地の○○○○さんの代理人の、○○○○さんから事務局の方には電話
があっております。○○○○さんがお話するには、やはり日影の問題があるので同意はした
くないという事はおっしゃっておりました。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。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

長

ます。
石元委員

9番、石元です。
先程、事務局の方から長らく説明がありましたが、前回とほとんど変わっていないように思
います。日影の問題の解決を先につけてもらいたいです。それと、この土地は田畑の真ん中
に位置する土地です。ここへアパートを建てた場合に虫の影響等、色々弊害が出てくる恐れ
があると思いますが、その点の案内はどうなっていますか。

会

長

石元委員さん、それは代理人の方への質問ですか。

石元委員

はい。

会

それでは○○○○さん、その件についてどうぞお答え下さい。

長

申請人

はい。私どもの建物は結構農地の中にあるんですけれども、虫の被害にあったとか、虫に
迷惑しているとかそういう事は私どもの会社の方に入ってきていないので、それは予想であ
って実際そうなるかどうかというのは、やはり実際建ててみないとわからないという風に思
います。
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会

長

石元委員

はい、石元委員さんよろしいですか。
建ててみなければわかりませんという事で、それは建ててからの事にしてもかまいません
が、やはり北側農地の日影の問題を解決する事が先だと思います。

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。
これはたしかに作る作物にもよると思いますが、石元委員さん、これは現在何を作っていて、
○○○○さんとはどういう関係なのか。先程も言ったように話しにならないとかじゃなくて、
もうちょっと具体的な話しを説明して頂いてほしいです。何を作っているのか、実際に○○
○○さんが日影になるからと言っているが、物によったらこういうのでも大丈夫なのでは。
ひとつ、前にもあったのが、所有者が同意をしないと言ったけど、そこでは結局米は作れて
いてその後、米を作らなくなった人もいる。草を生やしていてまだダメなところもある。一
概に、同意の判がないといけないじゃなくて、もうちょっと説明をしてもらって皆が納得で
きるような、地元として何を作っているのか、本当に感情的な問題で判をもらえなのか、本
当に物を真面目に作っていてこれで生計をたてている人か、そういう所も知ってやらないと
いけないと思います。良いとか悪いとかは別にして、もうちょっと皆の委員が納得できるよ
うにしてもらいたい。実際に石元委員さんが言われている虫とかの被害があるとかないとか、
空想的な部分じゃなくて、今、○○○○さんが実際に何を作っているのかどうかとか、そう
いう所も説明してもらいたいと思います。

会

長

話の中で、石元委員さんとご本人との関係についてはこの委員会ではいらないと思います
が。許可をするにあたって、どんな被害が出て、それを隣地許可をもらっていない分につい
て認めるかどうかということで、石元委員さん、先程の市原委員さんの提案の中の説明をさ
れる部分はありますか。

石元委員

はい、僕は○○○○さんとは話した事はありません。ただ、この北側では今年はネギを作
っていました。

市原委員

14番、市原です。
作っていた、じゃなくて息子さんもこれから百姓をする家だと、後継者もいてこれはいつも
言うように、こういうことでいくと、つい○○○○でもありましたが一回断ったものだから
次にその人がもらいに行った時にもいかんじゃないか、記録が残っているじゃないかという
問題もあるのでそういうところも判断してきちんとしてもらいたいと思います。

石元委員

9番、石元です。
明日のこと、先の事までは耕作されないかは地主に聞いてみないと分かりません。そこで想
像でものを言われても私も困ります。

会

長

はい。前回の時は、隣に迷惑をかけないようにという事で、境からいくらか引くとかそう
いう配慮をすべきでないかという事で話しはしたんですけれども、提出をし直すという事で
取り下げられました。しかし、申請は前回と同じかたちでしたので、変わってないこの状況
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を見ると当委員会としてはなかなか許可をするのは難しい状況にあると思いますが、もう少
し他の委員さんのご意見をお願いします。
玉木委員

11番、玉木です。
前回、南へ建物を引くという話しだったと思いますけれど、それが前回のままという事は、
何か建物を引けなくなった理由があるのですか。

会

長

○○○○さん。前回申請の時に、少しでも建物を引くことによって隣に迷惑をかけないよ
うな対応をという話も出ておったんですが、その件について、そのままの申請になった理由
は何かありますか。

申請人

はい。実際に、図面を全部作り替えました。北側隣地の農地にできるだけ影がいかないよ
うに、北側の境界から2m引いて建物を計画しました。建物を計画して、私どもの方で試算を
したところ、現状の建物より約○○○○円上がります。それで部屋が狭くなりますので、家
賃が○○○○円落ちます。ですからそういう関係で、○○○○さんにとっては全く意味がな
くなってくるというか、今より悪くなりますし、金額が上がって手取りは少なくなるという
ことになります。それで納得してもらって、○○○○さんに説明のアポ取りをしたところ、
そういう状況になって全く聞く耳を持ってくれませんでしたので、そしたら○○○○さんに
とって不利になることをわざわざする必要もないだろうということで、このまま提出させて
もらいました。それともう1つ、私が気にしている情報では、○○○○さんには娘さんが2人
いて、農地を人に貸していると言っていました。ですから今、現状見る限りは草が生えてい
て雑種地みたいになっています。

会

長

玉木委員

はい、ありがとうございました。他にご意見ございませんか。
11番、玉木です。
農業をやっている立場としては、現実的に見て隣に高い建物ができて影になるということに
なると、困るというのが普通の考え方だと思います。稲をやる人、確かに自分もそういう建
物が隣にあって影になったこともありますけど、そこはやっぱり相当遅れると思います。そ
こは稲をやっていないか分かりませんけど、○○○○さんという人は高齢でということかも
しれませんが、誰かにあたって作ってもらうにしても影になっているということになると、
これから先、なかなかここはあたり手がなくなる、そういうのが現実的な考え方だと思いま
す。

会

長

はい、ありがとうございました。今までの土佐市の農業委員会の対応としては、隣の農地
に迷惑をかけないということを基本としていました。それから基本的には、迷惑をかけない
という意味の含みのなかには隣地の許可、建てていいですよという判子をもらうことを原則
としてきました。前回は不許可で提出した例もありますが、今回の場合、かたちは違います
けれども、前回提出していただいた分を出し直してもらう時の話でもありましたが、隣に迷
惑をかけないような後ろに引くことはできませんかという話があったんですが、ただここの
農地は幅が狭いために引いたらそんなに家が建てられなくなるということも考えられるとい
うことを含んだ中で、皆さんにお諮りをしたいのが許可とするか、不許可とするのかの結論
をいただかないといけません。確かに、いくつか出た意見の中には将来的な事も考えてそこ
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の辺りも考慮すべきでないかという意見もありましたし、地主の方が将来どんなかたちをす
るという事までは我々には判断できかねますので、現時点で農地であって被害を及ぼすとい
うことであれば、不許可とせざるを得ないかなと思いますが、いかがでしょうか。
委

員

会

長

（意見なし。）
それでは意見がないようですので、お諮りをします。
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5については日影が
でき、隣の農地に迷惑をかけるという事もありますので、当委員会としては『不許可とする』
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

すみません。○○○○さん、状況のなかではそういう判断にならざるを得ないところがありま
すので、当委員会としては『不許可』というかたちで県へ提出をするということになると思いま
すが、そういう事でご理解を頂けたらと思います。
どうもありがとうございました。
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、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の貸人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さん、
同じく借人「○○○○」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10。貸人「○○○○」
さん、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。借人「○○○○」さん、「○○○○」さん、
「高知市○○○○」、「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番」、登記地目｢田｣、現況
地目は「駐車場」、面積は「292㎡」、利用状況は「駐車場」、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1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「申
請地に木造2階建(76.59㎡)の自己住宅を建築する」、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31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(整地・外構) ○○○○
円、建築費○○○○円、計○○○○円(全額銀行借入)」、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、始末書が提出されておりますので読み上げます。『○○○○』との
ことです。
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
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在、高知市の賃貸マンションで生活していますが、将来の両親の介護等を考え、親の住宅に
近い場所に居宅を構えるよう検討していましたが近隣では適地がないため、申請地を選定し
ました。また、駐車スペースや洗濯物干し場、庭など最小限のスペースを取るのに必要な面
積と考えています」。進入路計画は「申請地の南側に接する2項道路を進入路として利用す
る」。造成計画は「申請地全体について、20～30cmの盛り土をする」。整地計画は「駐車ス
ペースについては、土間コンクリート打ちする。庭は砕石を敷き、一部は芝生貼りと土間コ
ンクリート打ちとする」。排水処理計画は「汚水・雑排水は合併処理浄化槽を通じて南側市
道側溝へ排水する。雨水についても同様に南側市道側溝へ排水する」。被害防除計画は「東
側は農地(現況通路、8月24日付けで非農地証明済)及び自己所有農地、西側は自己所有農地
(耕作者の同意あり)、南側は市道、北側は自己所有宅地」。同意書につきましては「○○○
○」から提出されております。
14ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区野尻でグループホームぶどうの樹
の北西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、北側は自己所有宅地、東
側は農地(現況通路、8月24日付けで非農地証明済)及び自己所有農地、南側は市道、西側は
自己所有農地(耕作者の同意あり)となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、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、第1種農地に該当すると考えております。1種農地の転用は原則不許可
でありますが、申請者の「○○○○」さんは、現在は高知市に住まわれていますが地区の集落
の出身で両親宅のすぐ南の農地に住宅を構える計画で、
集落に接続する場所の転用であることか
ら、農地法施行令第11条第1項第2号のイ、及び農地法施行規則第33条第4号の「不許可の例外」
事項、「住宅、その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上
必要な施設で集落に接続して設置されるもの」にあたると判断し、許可相当地と考えています。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出については、宅地へ入るための進入路として利用されていた農地があり、非農地証明願い
及び始末書を提出していただきましたが、手続きも完了し今後は法律を遵守することを約束
して頂いています。このことから、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。
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「自己住宅建築」であると考え、該当しな
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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
貸人「○○○○」さんの代理人「○○○○」、第5条の借人「○○○○」さん、「○○○○」
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

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。西側農地の同意もありますので、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10について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でございました。
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、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、第5条の譲受人「○○○○」さん。

申請人

はい。
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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11。譲渡人「○○○
○」さん、「土佐市○○○○番地」、「農業」。譲受人「○○○○」さん、「土佐市○○○
○番地」、「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○
○番の計4筆」、登記地目、現況地目は全て「田」、面積はそれぞれ「141㎡、442㎡、713
㎡、114㎡の計1,410㎡」、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。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、「第3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4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4月末日」。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、第1期(1
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」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「申
請地は高岡町のほぼ中央に位置し人口も多く、買い物等生活環境にも便利な場所であるため、
建売住宅販売に良いと考え選定した」、進入路計画は「申請地内に幅4mの進入路を設け、北
及び南側の市道から進入する」。造成計画は「現状の高さより55cm～65cm嵩上げし、造成す
る」。整地計画は「嶽土を入れ、嵩上げのうえ整地する」。排水処理計画は「家庭汚水は、
浄化槽を通し申請地内新設道路の側溝へ排水し、北の暗渠排水を通し既設水路へ排水する。
雨水は新設道路側溝へ流れるよう敷地全体に自然勾配を付け、家庭汚水と同様に排水する」。
被害防除計画は「東側は宅地、西側は農地、南側は市道を挟んで宅地、北側は市道を挟んで
宅地」。なお、西側農地の同意書につきましては得られておりません。同意の得られない理
由書が提出されていますので読み上げます。『申請地西隣接地、○○○○番及び○○○○の
土地所有者である、土佐市○○○○番地の○○○○さんに同意を求めたが、もらうことがで
きなかったので以下の通り理由書を提出します。平成28年9月9日、○○○○氏宅を訪問し約
20分間、○○○○氏は百姓をやめる気も売る気もない。判子をつく気もない。昔騙されたこ
とがある。そう言わずに考えておいてやと言うと、○○○○氏は考えても変わらない。測量
の立ち会いは来てくれるかと聞くと、そりゃあ行かないかんろうという返事であった。また、
申請地内の西へ道路を付けるので判子を押してもらえないかと言うと、日影は問題ではない。
道をどこへ付けるかは自由で、こんな町の中でどうするのかと言った。9月12日、○○○○
氏宅を訪問。留守のため○○○○氏の携帯に電話をするが、忙しいので会えないとのこと。
9月13日、○○○○氏宅を訪問。留守のため○○○○氏の携帯に電話するが、何もまだ考え
ていないとのこと。9月14日、○○○○氏宅を訪問。留守のため○○○○氏の携帯に電話す
るが、昨日と変わらない。わしは一概で難しいきとのこと。9月17日、○○○○氏宅を訪問。
本人が留守で○○○○に要件を伝えた。9月18日、○○○○氏の携帯に電話をしたが留守で
あった。9月19日、○○○○氏と面会。○○○○氏は初めと同じよ。判子は押さないが町の
中なのでどうしようもないろう。行政が判断するろう。四方が住宅なので家が建っても仕方
がない。とのことであった。9月22日、○○○○氏宅を訪問。○○○○氏に、同意書をもら
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えない理由書を付けて、今まで話した事をそっくりそのまま農業委員会へ提出してもいいか
と聞くと、○○○○氏はいいとのことで、○○○○さんにサインしたら後々皆にサインする
ようになる。農業委員会も分かっているだろう。文句は言わん。さらに○○○○氏に対し、
同意をもらえない理由書ができたら○○○○氏に見せに来ようかと聞くと、それにはよばな
いという事であった。以上が隣地の同意に関する○○○○氏との交渉経過であり、今回の転
用計画に伴う○○○○氏への被害があるとすれば問題であるが、申請地内西側に幅4mの道路
を新設する計画であり、西隣接地には最大の配慮をしている。何よりも○○○○氏は日影の
問題ではないと言っている。何より日影による被害の事には全く触れていない。9月19日の
面会で、判子は押さないが町の中なのでどうしようもない。行政が判断するだろう。四方が
住宅なので家が建っても仕方がないと言っている。つまり、同意書は書かないが反対ではな
いと言っている。聞くところによると○○○○氏は、他の場所にも農地を持っているが、他
の所でも転用計画があれば同意をしなければならなくなり、そうしたことへの影響が出てく
る。基本的に同意書は書きたくない考えであるため、今回のような結論となった。』という
ことです。なお、農業委員会の直前まで、同意が得られるよう○○○○氏の方は努力してい
ただいており、同意が得られないことの理由書が提出されたのも昨日であったため、日影図
等の提出が間に合っておりません。また、理由書によれば西側隣接農地所有者の同意ができ
ない理由は、日影による営農への支障を問題としていないようです。しかしながら、同意が
得られない場合は農地法第5条第2項第4項、周辺農地の営農に支障が生じない転用であるか
どうか、で判断することとなります。西側隣接農地については生姜を栽培されており、11
月頃霜が降りる前に収穫されると思いますが、冬至の頃に向けてまだ成育中の時という事で、
日照の問題については慎重な審議が必要になると考えております。
18ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区で国道56号線と市道藤並町林口清
滝線の交差点から東へ約60mの場所となっております。周囲の状況につきましては、北側は
市道を挟んで宅地、東側は宅地、南側は市道を挟んで宅地、西側は農地となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
高速道路の出入口(土佐IC)から300mの範囲内にある農地であるため、第3種農地に該当すると考
えております。なお、申請地は第3種農地であり、原則許可できますが一般基準については満
たす必要があります。
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ますが、以前の許可案件で造成は完了しておりますが、建物がまだ1
棟も建築されていない案件があることから、現段階では許可相当と判断するのは難しいので
はないかというふうに考えております。
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
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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。』については先に言いましたとおり、西側農地への日影の問題に
ついて、西側隣接農地所有者は日影の問題とはしておりませんが、農地法第5条第2項第4項
の方では隣接農地の営農への支障について判断することとなっております。西側隣接農地と
の境界へ南北に幅4mの道路を構え、農地との間をあけるような計画となっており、隣接農地
への配慮がなされています。しかし、日影図等で影響について客観的に判断することができ
ませんので、『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』
に該当するかどうか、現段階の添付されている資料では許可相当かどうかは判断が難しいと
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「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、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

少し違うところがあります。
西側隣接農地について、生姜はもう昨年でやめてもうこれからは作らないそうです。町の中
で何回やってもできないということで、やめたとはっきり本人から聞きました。

会

長

森田委員

そうですか。分かりました。
申請人の方からの話が終わりましたので、この件について地元委員さんのご意見をお願
いします。
18番、森田です。
大変難しい問題で、私のようなものがお話をしてどんなふうに思われるかわかりませんけれ
ども、私はやっぱりもう一度○○○○さんの同意書を頂いてほしいなと思っております。慎
重に考えてほしいと思います。本当に生姜をしないのかという事については分かりかねます。
皆様のご意見もよろしくお願いいたします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見をお願いいたします。
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市原委員

14番、市原です。
先程事務局から説明があったように、この○○○○さんはなかなか判をつかないような言い
方をする人というような噂を僕も聞いております。今言ったように、あの町の中で生姜を2
年か3年くらい作ったけど病気でやめて、判はつかないけど判断してもらえやという人は数
多くいるんですよ。これは、判をつかないので委員会にかけやと怒って言っている訳ではな
くて、町の中という事だったら行政が判断してもいいのではないかと、判は押さないが反対
ではないと、そういうふうに言っていると感じます。なお、皆さんの意見もお願いします。

会

長

はい、他に委員さんのご意見をお願いします。

委

員

(意見なし。)

会

長

基本的には隣地の許可をもらう、または日影図を付けるというのがルールになっています
けれども、先程説明がありましたように、提出する直前まで何度も行って同意をもらえるよ
うに努力されていたこともあって、日影図の準備ができてないようですがどのように諮りま
しょうか。ただ、先程も言いましたように基本的に判子がないときには日影図を見て、隣地
の農地に影響ないかどうかの判断をするべきですが、隣地の○○○○さんは生姜はもう作ら
ないと言ったそうです。そこの辺りのご意見を伺いながら、皆さんに判断を頂きたいと思い
ます。ご意見をお願いします。

横山委員

16番、横山です。
この場合、日影になっても朝の1時間か2時間ぐらいじゃないでしょうか。仮にハウスをやる
としても、影響はないと思います。夏場は影の方が作物はよくできます。それを僕が何回も
経験して、山があるから邪魔だとか、日影になるから作物ができないとかっていうのは、よ
っぽどの事じゃない限りないと思います。

会

長

はい、ですが基本的には日影では影響が出るという原則でいっていますので、それで影響
がないというのはどうかなと思いますが。他の委員さんのご意見をお願いします。

矢野委員

21番、矢野です。
先程言われていた生姜を作らない、影が多少陰ってもいいというのは全て申請者の言う意見
であって、この反対されている方の発言はどっちなんですか。今はこの申請されている方の
言い分だけで全て判断しようとしているのでは。

会

長

次長、それはどうですか。

事務局次長

隣接農地所有者には直接、調整等は事務局の方は取っておりません。

申請者

その内容、会話の内容全てです。多少抜かっているところはありますが。でも本人は笑っ
て、もう反対してもいかんろうと言ってくれます。ここで判をついたら今後、どんなところ
で、前にここの判をついたろうがと言われるのが嫌なので、自分はこんな人間だから誰が来
ても絶対に判はつかないとはっきり言いました。それで行政に任すと言ってくれました。判

- 16 -

断をよろしくお願いします。
会

長

はい、わかりました。
ただ矢野委員さん、申請書でもらえない理由というのは申請をされる人の説明を書いたもの
を皆が判断するというのが今までで、それを相手の方にまで確認しましたかという例はあま
りないです。というのは信用して、間違いないですかみたいな確認は取っていないです。そ
の同意をもらえなかった理由等の意見を聞いて、その上でどう判断するかというのが農業委
員会の役目ですので、その件についてはどう思われますか。

矢野委員

21番、矢野です。
それでしたら、先程言われてた申請をされた方が、例えば虚偽の話をして言った場合には全
て申請者の意見のみで通っていくわけですよね。今回みたいな件の場合ですが。もし、反対
で反対という意見の文書がまわってきたのなら向こうの言い分が分かるんですけれど、全て
今の感覚で言ったら、自分はこんな人間だからというふうな感じで言っていただいたとか、
町の中だから仕方がないというのは、悪く言えば、良い方に転んだ言い方ですよね。審査が
通りやすくための。もし、そこに虚偽とか違う話になったらあとがややこしくなるんじゃな
いかなと思って意見をさせてもらいました。

会

長

次長、こんな時は今までそういう相手方の確認を取ったことがないんですけれど、これは
どうですか。

事務局次長

はい。基本的には、隣接農地所有者には直接同意をしたのかしていないのか、同意の条件
はこれでいいのかとか、という確認は取っておりません。同意につきましては自署で提出し
てもらうことが本来ですので、自署のうえ判子を押してもらう、それは提出されたものを信
じております。あと、同意がもらえない場合は理由書を添付していただきますが、もらえな
い理由は何だろうということはまず委員さんの皆さんは確認しないといけないところです
ので、もらえない場合は先の説明で触れましたが、客観的にその農地の営農に支障があるか
ないか、というところを判断するようになります。一番いいのは、日影図があれば横山委員
さんがおっしゃったように、多分朝の1時間程度が日影になるくらいじゃないだろうかと思
っています。その程度であれば、今回その隣接地との間には南北に4mの道も抜いて隣接地と
は隔てて家を建てるような計画になっております。道を4m、幅をつけてなおかつその道から
少し引いてまだ東へ家を建てるという配慮がされているので、日影図をつけたら多分朝の1
時間程度ではないかと思っておりますが、それがあれば客観的に考えて結論を出せるのでは
ないかと考えております。

会

長

矢野委員さんよろしいですか。

矢野委員

はい。

会

だいたい従来の申請の中では、申請者の方が理由をつけて書いてきた時にそれをそのま

長

ま信用して審議をしてきたのが今までで、その確認をしたことはあまりないです。それから
農地についても、いつまでもずっと耕作をされるかという確認もしたことはないです。現状
が農地であったらその農地に迷惑をかけないような対応ができているかというのを審議し
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ます。そんな扱いでやってますのでこれからも多分そうだと思います。他の委員さんのご意
見も頂きたいと思います。
岡林委員

23番、岡林です。
事務局の言うとおり、日影図があったら隣地の○○○○さんの同意がなくても通る案件だと
思いますが、日影図がないのに勝手に僕らが判断していいのか。道を4mあけてなるべく東の
方へ家を建てる図面ですので、十分影の配慮をされた計画だと思います。問題は日影図だけ
だと思いますが、それを僕らが夏は1時間程度だろうと勝手に判断してもいいのかと思いま
す。

会

長

門田委員

はい、他の委員さんのご意見はございませんか。
8番、門田です。
今、事務局と岡林委員さんが言われていたように1番は日影図の問題で、内容的にはかまわ
ないと思いますので日影図ができれば出していただいて、そこの辺りを事務局に判断してい
ただいては。やっぱりただの判断だけではいけないと思います。日影図をきちんと出しても
らって、それで本当に影にならないということであれば通していって、大きく影になるよう
であればまたきちんと審議をしていくような農業委員会であった方がいいと思います。

会

長

そしたら、委員さんが言われているようにこの件につきましては日影図が整ってないと
いうことですので、それを新たに出していただいて審議にかけるという事で、一度取り下げ
のかたちでよろしいですか。

申請人
会

長

はい。
そしたらすみませんが、そういうかたちでお願いします。
この件につきましては来月、日影図をつけて出してもらうということで今日の審議はこれま
でとしたいと思います。どうもご苦労様でございました。
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22と、
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の番号28-206が譲受人・
借人が同じ方ですので、まとめて一緒に審議をしたいと思います。事務局の説明をお願いし
ます。

事務局次長

はい。それではまず議案第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22をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」「土佐市○○○○番地」「農業」。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「畑」、面積はそれぞれ「59㎡、82㎡の計141
㎡」、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
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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「なし」、
所有地以外も「なし」となっております。所有地・借入地ともに「なし」となっておりま
すが、相続されていない農地があり、耕作は実際されています。相続していないが耕作を
している農地については、所有地の自作地とみなすことができないため、利用権の設定を
行っていただいております。それがこのあと利用権設定の番号28-206で説明をさせていた
だきます。現段階では経営地はなしとなっています。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1台、動噴2台、軽トラック1台をリース」（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20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: ○
○○○、○○○○(別世帯)」、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20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「なし」、今回申請している農地の耕
作計画は「柿：畑141㎡、田376㎡(今月の利用権申請分)、ソルゴ：田3,736㎡(今月の利用
権申請分)」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250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0㎡、権利を取
得しようとする農地の面積141㎡＋4,112㎡、合計4,253㎡」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。
26ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区積善寺で積善寺公民館の南約100m
の場所となっております。
続きまして、46ページをご覧下さい。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28-206をご説明させて頂きます。
整理番号：28-206、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さん、
被相続人 ○○○○さんの相続人 ○○○○」さん、住所は「土佐市○○○○番地」、地
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区「○○」、同じく「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、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番の計5筆」、現況地目は全て「田」、
面積はそれぞれ「895㎡、1,661㎡、1,104㎡、76㎡、376㎡の計4,112㎡」、始期は「平成28
年10月1日」、終期は「平成38年9月30日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年額）、借
賃の支払いは「なし」、利用権の種類は「使用貸借権」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「250日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「4,112㎡」、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「4,112㎡」、主たる作目は「柿」、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。
47ページをご覧下さい。こちらは字西ノ切の所です。場所につきましては戸波地区積善
寺で、積善寺公民館の北約320mの場所となっております。48ページをご覧下さい。こちら
は字古土居の所です。場所につきましては同じく積善寺公民館の南西約90mの場所となって
おります。以上で説明を終わります。
会

長

宮崎委員

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、宮崎です。
先程の事務局の説明の通りですが非常に複雑で、多分相続をすることになりますのでよろ
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。

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
「4,253㎡(3条+利用権)」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては
「4,253
㎡」。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『農業生産法人以外の法人が権利を取得しよう
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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「4,253㎡」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、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号22と、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の番号28-206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24を議題といたします。事務局の説
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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24をご説明させてい
ただきます。
番号24：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○
○○番」、地目は「畑」、面積は「687㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和21年
頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「住家」となっております。非農
地となった理由は「その他【昭和21年頃、○○○○(故 ○○○○)が分家のため当該地に住
宅を建築し、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。
28ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区積善寺で積善寺公民館から北西約7
00m谷を上っていった所となっております。以上で説明を終わります。

会

長

宮崎委員

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、宮崎です。
先程の事務局の説明の通りでもうすでに家が建っており、昭和21年といったら農地法施行
以前のことじゃないかと思います。よろしくお願いします。
また、交付基準の(1)、(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24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25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25をご説明させてい
ただきます。
番号25：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○
○○番、○○○○番」、地目は「田」、面積は「26㎡、482㎡」、非農地となった時期につき
ましては「昭和60年頃(通路)、平成5年頃(原野)」という事です。現在の利用状況及び現況に
つきましては「通路、原野」となっております。非農地となった理由は「その他【昭和60年頃
に畑へ入るための通路として利用、田は平成5年頃から高齢のため耕作できず、雑木林が繁り
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。
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30ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区家俊で戸波小学校の南約450mの場所
となっております。以上で説明を終わります。
会

長

宮崎委員

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、宮崎です。
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、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25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26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26をご説明させてい
ただきます。
番号26：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○
○○番」、地目は「畑」、面積は「102㎡」、非農地となった時期につきましては「平成11年8
月」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「その他【下の土地の○○○○番で店の営業をするにあたり、車などを置
く必要があったため】」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。
32ページをご覧下さい。場所につきましては、塚地地区で県道沿いにある(株)高知物流サー
ビスの北約100mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

長

森岡委員

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。
20番、森岡です。
先程の事務局の説明の通りです。元へ修復するのが厳しい状態だと思いますので、どうか
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。
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委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

（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、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号26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。）
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27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27をご説明させてい
ただきます。
番号27：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」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「大正末期」
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【養蚕倉庫が必要であったため】」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。
34ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区芝でパチンコセントラル土佐店の南
約130m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、事務局から説明があった通り、僕らが小さい頃から家に行ったらそこにもう小屋が
建っていて、鶏やらがいました。もう現状に戻すのは難しいと思うので、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

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27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。
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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
は36ページから48ページに掲載しております。平成28年9月9日付28土農林第643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9件の諮問があがっております。それではまず、整理番号28-198と整理
番号28-200の借人が同じ方ですので、一緒にご説明させていただきます。
整理番号：28-198、『再認定』、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○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人
○○○○」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「662㎡」、始期は「平成29年1月1日」、終期は「平成29年1月31日」、存続期間は
「1ヶ月」、借賃総額、借賃の支払いは「なし」、利用権の種類は「使用貸借権」となっ
ております。
続きまして、整理番号：28-200、『再認定』、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○○○○番地」、地区「○○」、他
相続人6名となっております。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「889
㎡、1,077㎡の計1,966㎡」、始期は「平成29年1月1日」、終期は「平成29年1月31日」、
存続期間は「1ヶ月」、借賃総額、借賃の支払いは「なし」、利用権の種類は「使用貸借
権」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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,628㎡」、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「9,094㎡」、
経営面積は再認定ですので変わらず「9,094㎡」、主たる作目は「レタス・キャベツ」、
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。なお、この2つの案件は国の補助事業である耕作放棄地再生事
業をいれているため、無償の貸借を5年以上設定する必要がありましたが、手違いで4年11
ヶ月しか設定できておりませんでした。そのため、1ヶ月だけの設定となっております。
なおこのあとに説明をしますが、更新をされるとの申請が出ております。
38ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区で波介川のしおどめ堰の南西約
80mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

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

会

長

8番、門田です。
事務局の説明のとおり、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28-198、28-200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。
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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「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

はい。事務局の説明が終わりました。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28-198、
28-200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28-199、28-201、28-203、28-204、28-205の借人が同じ方ですのでまとめて一緒に審議
をしたいと思います。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28-199、28-201、28-203、28-204、28-205をご説明させて頂きま
す。
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整理番号：28-199、『再認定』、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○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続
人 ○○○○」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「662㎡」、始期は「平成29年2月1日」、終期は「平成33年12月31日」、存続期間
は「4年11ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○円/反」、借賃の支払い方法は「2月末
までに口座振込」、利用権の種類は「賃貸借権」となっております。
続きまして整理番号：28-201、『再認定』、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○○○○番地」、地区「○○」、他相
続人6名となっております。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「889
㎡、1,077㎡の計1,966㎡」、始期は「平成29年2月1日」、終期は「平成33年12月31日」、
存続期間は「4年11ヶ月」、借賃総額(年額）は「○○○○円/反」、借賃の支払い方法は
「2月末までに口座振込」、利用権の種類は「賃貸借権」となっております。
続いて整理番号：28-203、『新規認定』、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○○○○番地」、地区「○○」、同じく
「相続人 ○○○○」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、○○○○番」、
現況地目は「田」、面積はそれぞれ「168㎡、1,002㎡の計1,170㎡」、始期は「平成29年2
月1日」、終期は「平成33年12月31日」、存続期間は「4年11ヶ月」、借賃総額（年額）は
「○○○○円/反」、借賃の支払い方法は「2月末までに口座振込」、利用権の種類は「賃
貸借権」となっております。
続いて整理番号：28-204、『新規認定』、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」、面積はそれぞれ「614㎡」、
始期は「平成29年2月1日」、終期は「平成33年12月31日」、存続期間は「4年11ヶ月」、
借賃総額（年額）は「○○○○円/反」、借賃の支払い方法は「2月末までに口座振込」、
利用権の種類は「賃貸借権」となっております。
続いて整理番号：28-205、『新規認定』、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、○○○○番」、現況地目は「田」、面積はそれ
ぞれ「614㎡」、始期は「平成29年2月1日」、終期は「平成33年12月31日」、存続期間は
「4年11ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○円/反」、借賃の支払い方法は「2月末ま
でに口座振込」、利用権の種類は「賃貸借権」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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「5,701㎡」、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「9,094㎡」、
新規設定と再認定を合わせまして経営面積は「12,167㎡」、主たる作目は「レタス・キャ
ベツ」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満
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のものは「3人」となっております。
43ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区で波介川のしおどめ堰の南西約
80mの場所と、180m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

8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。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28-199、
28-201、
28-203、
28-204、28-205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「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
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28-199、
28-201、28-203、28-204、28-205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28-202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28-202をご説明させて頂きます。
整理番号：28-202、『再認定』、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○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相
続人 ○○○○」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、○○○○
番」、現況地目は「田」、面積は「168㎡、1,002㎡の計1,170㎡」、始期は「平成29年1
月1日」、終期は「平成29年1月31日」、存続期間は「1ヶ月」、借賃総額、借賃の支払い
は「なし」、利用権の種類は「使用貸借権」となっております。なお、この案件につい
ても、先に○○○○さんの件でも説明しましたが、国の補助事業である耕作放棄地再生
事業をいれているため、無償の貸借を5年以上設定する必要がありましたが、手違いで4
年11ヶ月しか設定できておりませんでした。そのため、1ヶ月だけの設定となっておりま
す。この1ヶ月の設定のあと、手前に説明しました○○○○さんに引き継いで、耕作する
ような計画になっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従
事日数は「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,170㎡」、利用権の
設定を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「0㎡」、借入地は「16,528
㎡」、経営面積は「16,528㎡」、主たる作目は「露地レタス」、世帯員は「○○○○・
○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっており
ます。
45ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区で波介川のしおどめ堰の南西
約180mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

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

長

門田委員

8番、門田です。
事務局の説明のとおりで、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28-202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

会

長

委

員

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「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。
はい。事務局の説明が終わりました。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28-202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。
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9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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以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
24番
2番
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