平成28年度
10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10月総会（定例農業委員会）議事録
1．開 催 日
2．開 催 場 所
3．出席状況
（1）委員
①出席
番号

平成 28 年 10 月 27 日(木) 午後 1 時 30 分開会
土佐市役所 3 階 大会議室

氏

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

横山 秀臣

13

門田 ゆかり

19

山本 倫弘

2

馬場 善広

8

門田 孝司

14

市原 正一

20

森岡 正典

3

梅原 俊助

9

石元 博昭

15

森田 昭司

21

矢野 進一

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

23

岡林 弘

6

久保 恵敬

24

野瀬 博

18

森田 滿子

②欠席
番号

氏

名

12

坂本 英幸

22

西原 博明

番号

16

氏

名

横山 久夫

番号

17

（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

森木 茂明

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

報告事項
農地利用集積計画に定められた内容の変更に関する件
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1件
2件
3件
1件
17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10月定例会を開催いた
します。現在の出席委員数20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3番 梅原委員、4番 野瀬委員、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 2件、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 3件、
議案第4号 非農地証明願承認の件 1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 17件、報告事項としまして、農地利用集積計画に定められた内容の変
更に関する件の報告をさせていただきます。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上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

長

事務局次長

会

長

事務局次長

申請人
事務局次長

では、○○○○さんにはお残りいただきまして、その他の方は別室へ移動をお願いしま
す。
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6を議題といたしま
す。事務局の説明をお願いします。
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。
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6。
申請人「○○○○」さん、「高岡郡○○○○」、職業「○○○○」。申請地の所在は「土佐
市○○○○番の一部、同字○○○○番の一部、同字○○○○番の一部、同字○○○○番の一
部の計4筆」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「畑」、面積はそれぞれ「278のうち
0.49㎡、28のうち18.3675㎡、66のうち18.3675㎡、362のうち2.216㎡の計734㎡のうち39.441
㎡」、利用状況は「太陽光発電・しいたけ栽培」。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、「農用地区域内」、農地区分につきましては、「第2
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種農地」と判断しております。
転用の目的は「営農型太陽光発電設備設置」、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は「営農型太陽光発電を設置、発電・売電を行う。また、発電設備下部において、
原木椎茸栽培を行う」
、
事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から3年間(一時転用)」、
工事計画は「前回の許可(H25.12.18許可)で設置済」、資金計画は「営農型発電設備撤去費
○○○○円、セコム契約料○○○○円(○○○○円/月)、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「か
ねてより耕作放棄地を減らしたいとの思いで、営農型太陽光発電には関心を寄せておりまし
たが、越知町の耕作地には自己所有農地を含め増水時冠水したり、日照条件の悪い土地が多
い事や、周囲に接続できる既設電柱がないため、電力線の接続が難しく、営農型太陽光発電
に適した土地が見つからなかった事や、申請地は耕作放棄地となって競売に付されていた事、
電力線を既設の電柱に繋ぎ込む事ができる唯一の土地であった事、東西は道路であるため太
陽光設備による他の農地への陰影がない事と面積も広すぎず効率よく活用が可能であった
事、居住地より車で40～50分と営農及び太陽光設備の管理が容易である事、たまたま隣接農
地の所有者が知り合いであった事もあり、安心感が得られた事から選定した。」という事で
す。
進入路計画は「西側市道より進入する」、造成計画は「今回造成を行う所はなし」、整地
計画は「今回整地を行う所はなし」、排水処理計画は「雨水排水は、東側既設排水路へ自然
排水する」、被害防除計画は「東側は河川管理道・波介川、西側は市道・井筋、南側は畑、
北側も畑で、平成25年11月7日付け4条許可申請時に同意を得ておりまして、今回の申請につ
いては新たに同意を得るようには求めておりません。
3ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区で蓮池小学校の南約420mの場所と
なっております。周辺の状況につきましては、東側は河川管理道を挟んで波介川、西側は市
道・井筋を挟んで農地がありますが、幅4.6mの市道、幅1.65mの井筋、幅2.4mの歩道がある
こと、申請目的が太陽光発電設備で約3.5mの高さであることから、日照等、営農への支障は、
ほぼないものと考えています。南側は畑、北側も畑で、こちらは平成25年11月7日付け4条許
可申請時に同意を得ておりますが、北側は申請地残地を挟んだ農地で日照等、営農への支障
は、ないものと考えています。南側についても日照等、営農への支障は、ないものと考えて
います。
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区域内農地
で、第2種農地に該当すると考えております。農用地区域内農地につきましては、原則、農地
転用はできませんが、農地法第4条第6項ただし書き及び農地法施行令第4条第1号イ「申請に
係る農地を仮設工作物の設置その他一時的な利用に供するために行うものであって、当該利
用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であること」及びロ「農業振興地域の
整備に関する法律第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計
画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること」に該当し、農村振興局
長通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取
扱いについて」の1に該当するということで、簡単に説明しますと、一時転用で撤去も簡単
にできるものであること・周辺農地の営農に支障がないこと・営農が続けられる計画である
こと・制度上の取り扱いにつきましては細かく要件が示されておりますが、その一時転用許
可の要件に合致し、許可できる案件であると考えています。
次に、農地法第4条第6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
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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「営農型太陽光発電設備の設置」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3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、目的が完了する場合は農地へ復元する計画であるため、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、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。
久保委員

6番、久保です。
先程の事務局の説明の通りでございます。期限付きの一時転用で、期限が来ましたので再度
一時転用するもので問題ないと思います。よろしくお願いします。

会

長

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。
（異議なしという意見多数あり。）
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会

長

それでは申請者の○○○○さんにお尋ねしますが、3年の期限がありますよね。それが済
んだらまた、地元委員さんが言うには申請をお願いしますということでしたがよろしいで
すか。

申請人
会

長

はい、よろしくお願いします。
それではお諮りをします。
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6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、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。

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。
5ページをご覧下さい。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12。譲渡人「○○○○」 さん、「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。譲受人「○○○
○」さん、「高知市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番、同
字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番の計4筆」、登記地目、現況地目は全て「田」、
面積はそれぞれ「1,217㎡、6.61㎡、46㎡、36㎡の計1,305.61㎡」、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7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～永久年間」、
工事計画は「許可あり次第～平成31年10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「土地取得費○○○○円、土地造成費○○○○円、第1期建築費○○○
○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「所
有者の○○○○様より土地を売却したいとの話をいただいた該当申請地は土佐インターチ
ェンジ、国道56号線に近く、すぐ近隣に小学校、保育園、郵便局があり環境・利便性が良い
ことから住宅地に適しており、需要も見込まれることから、建売住宅を計画した。」、進入
路計画は「東側市道より進入する。新設指定道路との接続部として通路橋を設置する」。造
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成計画は「敷地境界に擁壁を設置し、約1m盛土を行う」。整地計画は「指定道路はアスファ
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、雨水排水ともに新設
道路側溝より西側既設水路に放流する」。被害防除計画は「東側は農道・水路を挟んで、灘
川、市道、西側は水路を挟んで第二小学校、南側は田(同意あり)、北側は田(同意あり)」。
同意書につきましては「○○○○、○○○○」から提出されております。
7ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区で高岡第二小学校のグラウンドす
ぐ東の場所となっております。周囲の状況につきましては、北側は田(同意あり)、東側は農
道・水路を挟んで、灘川、市道、南側は田(同意あり)、西側は水路を挟んで第二小学校とな
っております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代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。
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。
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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。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
会

長

石元委員

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。
9番、石元です。
北側と南側の同意がありますので、別に問題ないように思われます。よろしくお願いします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（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12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。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。

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。
9ページをご覧下さい。この案件につきましては、先月申請していただいておりましたが、
西側隣接農地の同意が得られてなく、被害防除計画を添付し再度申請していただいているも
のです。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13。譲渡人
「○○○○」 さん、「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。譲受人「○○○○」さん、
「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番、同字○○○○
番、同字○○○○番、同字○○○○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。
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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30年1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、西側農地については努力をしていただいておりますが同意を得ら
れておりません。
11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。
なお、被害防除計画・日影図等につきまして、13ページと14ページに掲載しておりますが、
提出をしていただいております。13ページをご覧下さい。こちらは冬至の日影図を添付して
おります。ご覧のように西側隣接農地につきましては、9時前頃までは日影ではありますが、
9時には日当たりになるということがわかります。14ページをご覧下さい。こちらは夏至の
日影図です。ご覧のように西側隣接農地につきましては、日照の問題はないと判断できると
思います。
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、
土佐インターチェンジの出入口より300mの範囲内にある農地であるため、第3種農地に該当し、
許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、以前の許可案件で、造成は完了していますが建物が建築されていない案件があ
ります。しかし建売が完了するように努力されており、このことだけをもって不許可相当と
判断することは難しいと考えており、該当しない。
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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、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、西側農地の営農への支障について、13ページ・14
ページで確認できましたが、冬至の朝8時の段階で一部日陰となりますが、朝9時には日当た
りとなり、日照の問題はわずかであると考えられ、このことをもって不許可相当と判断する
ことは難しいと考えており該当しない。
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、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

森田委員

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。
18番、森田です。
私は、同意書をいただけなかった○○○○さんに、9月28日にお電話をさせていただきまし
た。そしたら、住宅の振興地域になった土地を持っているので隣に何ができようとも仕方は
ないけれども、賛成することはできないから同意書は書かないというふうなお返事をいただ
きました。それと生姜につきましては土地を見ながら生姜を作っていこうと思っているので、
1～2年後には生姜を作る予定ですと言われましたけれども、生姜ですので4月に定植をしま
しても11月にはもう収穫です。そしたら冬至の日影図には関係する程の影にはならないんじ
ゃないかなということで、事務局の言われますように問題はないかと考えております。みな
さんよろしくお願いいたします。

会

長

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。
（異議なしという意見多数あり。）
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会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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13について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でございました。
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23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23
をご説明させて頂きます。
15ページをご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、
職業「農業」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。
申請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番の
計4筆」、登記簿地目、現況地目は全て「畑」、面積はそれぞれ「135㎡、119㎡、36㎡、842
㎡の計1,132㎡」、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「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:1,230
㎡(内畑1,230㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「1,230㎡」。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、管理機、軽トラ」を「各1台所有」、「草刈り機」を「2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26年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在
2人、農作業歴：○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の
住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、
②及び③の者 徒歩2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「甘藷：畑1,230㎡（自作地）」、今回
申請している農地の耕作計画は「甘藷：畑1,132㎡、生姜(利用権申請分)：畑2,135㎡」と記
載されております。なお、この申請に関連する議案第5号の利用権設定に関してはのちにご
説明をさせていただきます。【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。
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【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う
耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作又は養畜
の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○・○○○○」、
（2）年齢は「○歳・○歳・○歳」、（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200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1,230
㎡、権利を取得しようとする農地の面積3,267㎡、合計4,497㎡」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。
21ページをご覧下さい。場所につきましては、宇佐地区の井尻で、高知大学海洋生物教育
研究センターの南約60mと80mの場所となっております。引き続き、関連のある利用権設定の
ご説明をさせていただきます。
42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：28-208、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「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、同字○○○○番」、現況地目はともに「畑」、面積はそれぞれ「1,428
㎡、707㎡の計2,135㎡」、始期は「平成28年11月1日」、終期は「平成29年12月31日」、存
続期間は「1年2ヶ月」、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「200日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,135㎡」、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「1,230㎡」、借入地は「0㎡」、経営面
積「3,365㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従事者は
「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となっております。
43ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区宮ノ内で、戸波の国道56号線沿い
にカロト青果がありますが、その北約310m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。議案第3号の農地法第3条、番号23と関連がござい
ますので、議案第5号の農業経営基盤強化促進法、整理番号28-208も一緒に審議をしたいと
思いますのでよろしくお願いします。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。

山本委員

19番、山本です。
何の問題もないと思いますので、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係についても、問題ないと思います。
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馬場委員

2番、馬場です。
先程の事務局の説明通り、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。

会

長

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

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「1,230㎡」で一致
し、申請地の面積が「3,267㎡(内、利用権申請2,135㎡)」であるため、耕作に供すべき農
地のすべては「4,497㎡」。現地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法
第30条第3項各号及び農地法第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2
の（1）及び耕作計画書に耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められ
る。(別添)1－2の（2）の記載事項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作する
ための農機具を所有していると認められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所
地から近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のこと
から、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3
条第2項第1号には該当しないと考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏
名が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当
しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについ
ては、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に
記載されているとおり「4,497㎡」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
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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。他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。

（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23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等に関する件 整理番号28-208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。

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24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24
をご説明させて頂きます。
22ページをご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番
地」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番
地」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記地目
は、現況地目はともに「田」、面積はそれぞれ「568㎡、578㎡の計1,146㎡」、対価・賃料
等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「記載な
し」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土
地の引渡しを受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようとする
契約の種類は「売買」と記載されております。
【農地法第3条第2項第1号関係】については、1－1権利を取得しようとする者又はその世
帯員等が所有権等を有する農地及び採草放牧地の利用状況については、所有地は自作地:
12,658㎡(内田9,759㎡、畑2,899㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「12,658㎡」。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
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り」、（2）大農機具は「トラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機」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60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:妻60年」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所地、
拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び
③の者 徒歩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「水稲：田9,759㎡、大根・ゴボウ・
ホウレンソウ：畑2,899㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「キャベツ：
田1,146㎡」と記載されております。【農地法第3条第2項第7号関係】 についてはすべて
「いいえ」と記載されております。その他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりませ
ん。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のそ
の行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作
又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○」、
（2）年齢は「○歳・○歳」、（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320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12,658㎡、権利を取
得しようとする農地の面積1,146㎡、合計13,804㎡」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。
28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号線沿いにパチンコ21
世紀がありますが、その南約160m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
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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「12,658㎡」で一
致し、申請地の面積が「1,146㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「13,804
㎡」。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「13,804㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当
しないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づ
いて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考
え、該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、
農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に
支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことにつ
いては、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農
地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当し
ません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当
しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
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会

長

はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見ございませんか。

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、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24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25
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請
地の所在は「土佐市○○○○番、○○○○番」、登記地目、現況地目はともに「田」、面
積はそれぞれ「1,345㎡、674㎡の計2,019㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有
権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「記載なし」、農地基本台帳の耕作者名
は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時
期については「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」と記載さ
れております。
【農地法第3条第2項第1号関係】については、1－1権利を取得しようとする者又はその世
帯員等が所有権等を有する農地及び採草放牧地の利用状況については、所有地は自作地：
939㎡(内田939㎡)」、所有地以外は「借入地:2,271㎡(内田2,271㎡)」、合計「3,210㎡」。
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」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10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「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 徒歩1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「水稲：田939㎡（自作地）、メロン：
畑2,271㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田674㎡、メロン：
田1,345㎡」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。
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【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりませ
ん。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のそ
の行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作
又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○・○
○○○・○○○○」、（2）年齢は「○歳・○歳・○歳・○歳」、（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360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3,210㎡、権利を取得しようとする農地の面積2,019㎡、
合計5,229㎡」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。
35ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区でサニーマート高岡店の南西約
220mと280m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。
今現在、借りていたのを今度は買うようにして、ハウスが建っております。何の問題もな
いと思いま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。

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「3,210㎡」
で一致し、申請地の面積が「2,019㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,229
㎡」。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、
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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「5,229㎡」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。委員さんのご意見ございませんか。

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、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25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。）
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会

長

事務局次長

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28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28をご説明させてい
ただきます。
番号28：願人「東京都○○○○」、「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○
○番」、地目は「畑」、面積は「155㎡」、非農地となった時期につきましては「平成10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「墓地及び原野」となっております。
非農地となった理由は「その他【墓地の必要が生じ、耕作に適していない土地であったことか
ら設置、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。
37ページをご覧ください。場所につきましては戸波地区で、戸波小学校の北西約160mの場所
となっております。以上で説明を終わります。

会

長

尾崎委員

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。
10番、尾崎です。
現地を確認してまいりましたけれども、現に納骨堂が2つ建っておりまして元に戻すとい
うのはなかなか難しいと思います。また、他の農地にも影響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(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28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。

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、これにつきまして
39ページから47ページに掲載しております。平成28年10月11日付28土農林第784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17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：28-207、『新規認定』、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
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「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、他9筆で表のとおり」、現況地目は全て「田」、面
積は「表のとおりで計5,724㎡」、始期は「平成28年11月1日」、終期は「平成31年10月31
日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12
月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「5,724㎡」、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「17,988㎡」、借入地は「8,913
㎡」、経営面積「32,625㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」
で農業従事者は「5人」うち15歳以上60歳未満のものは「4人」となっております。
41ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区浅井で県道家俊岩戸真幸線にド
ラゴンバスのバス停、ひびの木のバス停がありますが、その南東約230mの場所と約500mの
場所、東へ約440m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。

事務局次長

すみません、本日欠席の横山委員さんから、この利用権の設定については問題ないと伺
っております。

会

はい。それでは、整理番号28-207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
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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28-207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28-208については、先に審議をしましたので、次に44ページになります。整理番号28-209
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28-209をご説明させて頂きます。
整理番号：28-209、『新規認定』、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、同字○○○○番、同字○○○○番の3筆」、現
況地目は全て「田」、面積はそれぞれ「1,354㎡、1,157㎡、207㎡の計2,718㎡」、始期
は「平成28年11月1日」、終期は「平成33年10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」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従
事日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,718㎡」、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「847㎡」、借入地は「2,568
㎡」、経営面積「6,133㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」
で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となっております。
45ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区で蓮池保育園のすぐ北の場所
となっております。以上で説明を終わります。

会

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

久保委員

会

長

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。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28-209の農用地利用
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集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお
願いします。
事務局次長

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「325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28-209
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は
『適当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号28-210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28-210をご説明させて頂きます。
整理番号：28-210、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」、住所は「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「○○○○」さん、住所「高知市○○○○」、
地区「○○」、同じく「○○○○」さん、住所「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「1,922㎡」、始期は「平成28年12月1日」、終期は「平
成33年11月30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」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「325日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,922㎡」、利用権の
設定を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「7,311㎡」、借入地は「0
㎡」、経営面積「9,233㎡」、主たる作目は「ネギ・生姜」、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「5人」となっておりま
す。
47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北西
約360mの場所となっております。この申請地につきましては、耕作放棄状態となってい
るところです。以上で説明を終わります。

会

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

長

門田委員

13番、門田です。
事務局の説明のとおりで何ら問題ないと思いますが、この土地についてはずっと地主さ
んがねばっていまして、農業委員の方からも放棄地対策をするようにという指導をしま
したけれども、地主さんが作るから、というので長年周りの方にも迷惑をかけていた土
地です。それを○○○○がなんとかやってくれるということでおさまりまして今回の議
案になりました。どうぞ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28-210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
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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「325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28-210
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。
続いて48ページになります。
農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申出書を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。事務局次長。

事務局次長

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お願いします。

はい。平成28年9月27日付け28高農公第225号で農地中間管理事業に係る農用地利用集積計
画の申出が公社の方から出ております。
49ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定をする者
は「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、共有で「○○○○」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、
同字○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「241㎡、846㎡の計1,087㎡」、始期は「平
成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成29年12月28日で、2回目以降は同
時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
50ページをご覧下さい。場所につきましては戸波地区本村で、県道家俊岩戸真幸線の
浅井川に架かる岩戸新橋の南約260mの場所となっております。以上で説明を終わります
が、本日欠席の地元委員さんである横山委員より電話連絡があっております。これにつ
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いても問題ないのでよろしくお願いしたいとのことです。
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。
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

異議なしということで決定になりました。
続きまして51ページ、こちらを議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい。51ページの方は、平成28年10月3日付け28高農公第231号で農地中間管理事業に係
る農用地利用集積計画の申出が公社の方から出ております。こちらの方は4件、場所がお隣
同士で公社が借り入れるということで、4件同時に審議していただきたいと思います。
まず、52ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」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「803㎡」、始期
は「平成28年11月1日」、終期は「平成33年10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「1回目は平成29年12月28日で、2回目
以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて53ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」さん、住所「高知市○○○○」、利用権を設定する土地は大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、○○○○番の4筆」、
現況地目は全て「田」、面積はそれぞれ「707㎡、805㎡、537㎡、1,388㎡の計3,437㎡」、
始期は「平成28年11月1日」、終期は「平成33年10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「1回目は平成29年12月28日で、2
回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて54ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、同じく「○○○○」さん、住
所「香美市○○○○」、同じく「○○○○」さん、住所「高知市○○○○」、利用権を設
定する土地は大字「○○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は
「田」、面積は「575㎡、671㎡の計1,246㎡」、始期は「平成28年11月1日」、終期は「平
成33年10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「1回目は平成29年12月28日で、2回目以降は同時期同額で口座振込」、利
用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて55ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」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、同字○○○○番、○○○○番、同字○○○○番」、
現況地目は全て「田」、面積はそれぞれ「793㎡、776㎡、591㎡、509㎡の計2,669㎡」、
始期は「平成28年11月1日」、終期は「平成33年10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「1回目は平成29年12月28日で、2
回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
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56ページをご覧下さい。場所につきましては蓮池地区で西宮八幡宮の西約130mの場
所となっております。こちらにつきましても長年、耕作放棄地状態となっていたとこ
ろです。以上で説明を終わります。
会

長

久保委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
6番、久保です。
先程の事務局の説明通りで問題ないと思います。よろしくお願いいたします。

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。
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

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、57ページを議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

会

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい。平成28年10月3日付け28高農公第232号で農地中間管理事業に係る農用地利用集積
計画の申出が公社の方から出ております。
58ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定をする者
は「○○○○」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「2,504㎡」、始期は「平
成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成30年12月28日で、2回目以降
は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
59ページをご覧下さい。場所につきましては戸波地区で、波介川に架かる戸波川橋
の西約130mの場所となっております。以上で説明を終わります。

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お願いします。

馬場委員

2番、馬場です。
先程、事務局から説明があった通り、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

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

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。
この件について『承認する』ことにご異議ございませんか。
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委

員

会

長

事務局次長

会

長

横山委員

（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、60ページになります。事務局の説明をお願いいたします。
はい。平成28年10月12日付け28高農公第249号で農地中間管理事業に係る農用地利用集積
計画の申出が公社から出ております。こちらの案件についても5件まとめての審議をお願い
いたします。
61ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定をする者
は「○○○○」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「畑」、面積は「1,343㎡」、始期は「平
成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成29年12月28日で、2回目以降
は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて62ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」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「畑」、面積は「1,957㎡」、始
期は「平成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成29年12月28日で、2
回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて63ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」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「畑」、面積は「1,467㎡」、始
期は「平成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成29年12月28日で、2
回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて64ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」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「畑」、面積は「491㎡」、始期
は「平成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成29年12月28日で、2
回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて65ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」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「畑」、面積は「978㎡」、始期
は「平成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成29年12月28日で、2
回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
66ページをご覧下さい。場所につきましては新居地区で、県道新居中島線の本村トン
ネルの西約280mの場所となっております。こちらの案件も耕作放棄地としてあがってき
ていたところです。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。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
7番、横山です。
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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

（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。
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

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67ページ、こちらを議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

会

長

事務局次長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい。平成28年10月12日付け28高農公第250号で農地中間管理事業に係る農用地利用集積
計画の申出が公社の方から出ております。
68ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定をする者
は「○○○○」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「2,204㎡」、始期は「平
成28年11月1日」、終期は「平成38年10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「1回目は平成29年12月28日で、2回目以降
は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
69ページをご覧下さい。場所につきましては波介地区出間で、池トマトさんの工場の
北約240m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。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
こちらも本日欠席されております横山委員さんの方から、問題ないのでよろしくお
願いしますとのことで連絡をいただいております。

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。
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

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70ページ、こちら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お願いします。

はい。平成28年10月11日付け28高農公第244号で利用権設定等促進事業による所有権移転
申出書が提出されております。
71ページをご覧ください。こちらは所有権移転となります。所有権の移転を受ける者は
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「○○○○」さん、所有権の移転をする者は「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番
地」、所有権を移転する土地は大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は
「畑」、面積は「363㎡」、対価は「○○○○円」、対価の支払い方法は「口座振込」、
対価の支払い期限は「所有権移転登記完了後20日以内」、引渡の時期は「所有権移転登
記完了時」、当事者間の法律関係は「売買」となっております。
72ページをご覧下さい。場所につきましては宇佐地区で、ＵＳＡくろしおセンターの
南西約310m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お願いします。

山本委員

19番、山本です。
この土地はハウスを何十年もやっている土地で、借地であったものを今回農業公社を
介して買おうとしているものですので、よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

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。
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

異議なしということですので、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10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：農地利用集積計画に定められた内容の変更に関する件の報告をおこなった。
以上、この議事録が正確であることを証します。

会 長
3番
4番
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