平成28年度
８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８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 8 月 24 日(水) 午後 1 時 30 分開会
土佐市防災センター会議室

氏

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

横山 秀臣

2

馬場 善広

8

門田 孝司

14

市原 正一

20

森岡 正典

3

梅原 俊助

9

石元 博昭

15

森田 昭司

21

矢野 進一

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

16

横山 久夫

22

西原 博明

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

23

岡林 弘

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

24

野瀬 博

18

森田 滿子

②欠席
番号

13

氏

名

門田 ゆかり

番号

17

氏

名

森木 茂明

番号

19

（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

山本 倫弘

局長 森田 浩司
次長 尾崎 友紀

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
利用状況調査に関する件
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1件
8件
5件
3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8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22番西原委員、23番岡林委員、両名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明を省き、
事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明をさせて頂きます。本日審議頂く議案は、議案第1号 農地法第5条第1
項の規定による許可申請書審査の件 1件、議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請書
審査の件 8件、議案第3号 非農地証明願承認の件 5件、議案第4号 農業経営基盤強化促進
法による利用権設定等に関する件 3件、以上です。

会

それでは、5条の申請でご出席を頂いた皆様方に一言御挨拶を申し上げます。昼間の大変お
忙しい時間帯にも関わらずご出席を頂きまして本当にありがとうございます。只今から、皆さ
ま方から提出して頂きました案件につきまして、順を追って、審議をしてまいりますが、審議
の過程において議長もしくは委員の方から質問等ありました時には、明確なお答えを頂きます
ようお願いをいたします。なお、本日決定になりましても、最終決定ではございません。許可
権者は高知県知事です。県は現地調査を含む県独自の調査を行いまして、許可妥当というもの
に対しましては、当委員会の事務局を通じて皆さま方に許可書が届くことになっております。
許可書が届くまでは絶対に無断転用をされないようよろしくお願いを申しあげまして、ご挨拶
とさせていただきます。
それでは、議案に入りたいと思います。
議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号9を議題といたします。
事務局の説明をお願いします。

長

事務局次長

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

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号9。譲渡人「○○○○」
さん、「土佐市○○○○番地」、「農業」。譲受人「○○○○」さん、「土佐市○○○○番地」、
「農業」、申請地は「土佐市○○○○番、○○○○番、○○○○番」、登記地目、現況地目は
全て「畑」、面積は「それぞれ165㎡、109㎡、23㎡の計297㎡(実測1,410.04㎡)」、利用状況は
「休耕」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「記載なし」。農地基本台帳
の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「平成28年2月15日付け
で用途区分変更」されており、農地区分につきましては、甲種、第1種、第3種農地に該当せず、
「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「農業用倉庫(予冷庫)の建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の
詳細は「国道(歩道)整備に伴い、既存予冷庫を移転建築する必要が生じたため」、事業の操業
期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可あり次第～平成28年12
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」で、○○○○さんは○
○○○さんの息子さんで、贈与というかたちになります。権利の設定・移転の時期は「許可あ
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り次第」、権利の存続期間は「永久年間」。資金計画は「造成費○○○○円、建築費○○○○
円、その他諸費○○○○円、計○○○○円(移転補償及び自己資金)」、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「○○○○(雑種地、進入路として利用)」。申請地を必要とす
る理由（面積の必要性）は「申請地は、移転を余儀なくされた現予冷庫から近隣で、かつ、父
の所有地である。このことから他に適地がないため、当該申請地を選定した。また、必要性に
ついては、居住地近隣で広く生姜を栽培していること、事業として農業用資材等も販売してい
ることから、資材置場等も兼ねた必要最小限の広さである。」、進入路計画は「申請地の南側
国道及び北西側から出入りする」。造成計画は「現状の高さで整備する。申請地東面は、コン
クリート大型ブロック擁壁によって施工する」。整地計画は「場内は、建物以外はコンクリー
ト舗装をし、整地する」。排水処理計画は「生活排水はなし、場内の雨水排水は、申請地西側
の既設排水路へ排水する」。被害防除計画は「東側は農地(同意あり)、西側は自己所有宅地及
び雑種地、南側は国道、北側は農地(同意あり)」。同意書につきましては「○○○○、○○○
○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、
○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○」から提出されております。
3ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区東鴨地で国道沿いに以前、製材をして
いた横山産業の北東約200mの場所となっております。4ページをご覧下さい。周囲の状況につき
ましては、北側は農地(同意あり)、東側は農地(同意あり)、南側は国道、西側は自己所有宅地
及び雑種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、甲
種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。なお、
申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって変える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ありますが、自己所有地(雑種地)であ
り、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
い場合というのにはあてはまらないと考えます。
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「農業用倉庫(予冷庫)建築」であると考え、該
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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、第5条の譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、先程の事務
局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

馬場委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
2番、馬場です。
先程の事務局の説明通り、歩道の整備に伴って移転を余儀なくされるもので、また隣接地の同
意・国道との境界立会も済まされていると聞いております。排水処理計画も何ら問題ないと思
いますので、よろしくお願いしたいと思います。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号9について『許可する』
ことにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労さまでございました。
続きまして、議案第2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14を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2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14をご
説明させて頂きます。この案件は6月の農業委員会時に、買受適格証明願いが提出され、適格証
明を発行した案件で、競売で落札されたため、3条申請が提出されているものです。
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5ページをご覧下さい。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、「高知市○○○○番地」、職業
「農業」。申請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面
積は「614㎡」、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記載しておりません。権利を移転しよ
うとする時期、また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:4,288㎡(内
田3,401㎡、畑887㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「4,288㎡」。非耕作地は「なし」、農
地法第30条第3項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）「該当しない」また、農地法第
51条第1項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当しない」となっております。
1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者
の数等の状況は（1）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、（2）
大農機具は「トラクター、田植機、コンバイン」を「各1台所有」、（3）農作業に従事する者
①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「農作業歴40年」、②
世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在1人、農作業歴: ○○○○年」、③臨時雇
用労働力(年間延人数)は「0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30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3,401㎡、野菜：畑887㎡（自作
地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田614㎡」と記載されております。【農地
法第3条第2項第7号関係】についてはすべて「いいえ」と記載されております。その他の欄は記
載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第4号関係】の4.権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕
作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作又は養畜の事業
に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○」、（2）年齢は「○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300日・○○○○）」、【農
地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後にお
ける経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は「権
利を有する農地の面積4,288㎡、権利を取得しようとする農地の面積614㎡、合計4,902㎡」と記
載されております。5－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経
営面積の状況(特例)と【農地法第3条第2項第6号関係】は記載されておりません。【農地法第3
条第2項第7号関係】は「「耕作計画書」のとおり」と記載されており、その耕作計画書の4の設
問については周囲農地への影響についてすべて「いいえ」と記載されております。【農地法第3
条第3項第2号関係】と【農地法第3条第3項第3号関係】は記載されておりません。
11ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区で、市立蓮池小学校の西約150mの所
になっております。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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久保委員

6番、久保です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

会

長

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

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経営証明の農地面積が「4,288㎡」
で一致し、
申請地の面積が「614
㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「4,902㎡」。現地調査により申請地は農地
であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法第51条第1項各号に該当する農地
は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況が記載されており、すべての
農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事項により、1－2の（1）に記載され
ている作物を耕作するための農機具を所有していると認められる。1－2の（3）の記載事項に
より、申請地は住所地から車で30分の距離でありますが、農作業に従事する者の数及び農作業
経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用し
て耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しよ
うとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名が個
人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許可
することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の引受
けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業
に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、(別
添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150日以上
であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得後
の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについては、
権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記載され
ているとおり「4,902㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当しないと考え
ます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行う
者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』こと
については、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照合によ
り申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づいて耕作を
行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しませ
ん。
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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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号14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、決定になりました。
続きまして、議案第2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。それでは議案第2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15を
ご説明させて頂きます。
12ページをご覧下さい。貸人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、職業
「農業」、借人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請
地の所在は「土佐市○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、土佐市○○○○番、
○○○○番、○○○○番の計7筆」、登記地目、現況地目は「記載のとおり」、面積はそれぞ
れ「135㎡、119㎡、36㎡、842㎡、275㎡、407㎡、208㎡の計2,022㎡」、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「使用貸借権(農年関係：平
成28年9月27日まで)」、権利者「○○○○」さん、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、また土地の引渡しを受けようとする時期
については「平成28年9月28日」、契約の期間は「平成28年9月28日から平成48年9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:17,756.54
㎡(内田8,267.21㎡、畑9,489.33㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「17,756.54㎡」。非耕
作地については下記のとおり「土佐市○○○○番、○○○○番、○○○○番が農業用倉庫」と
なっており、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
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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、2tトラック、1tトラック、運搬車」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22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100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5分と30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「生姜：田8,267.21㎡、畑8,357.33㎡、野
菜：畑1,132㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田890㎡、野菜：畑
1,132㎡」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・○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17,756.54㎡、権利を取得しようとする農地の面積2,022㎡、合計17,756.54
㎡(同一世帯内の貸借のため増減なし)」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。
18ページをご覧下さい。こちらの方は宇佐地区の場所です。宇佐町井尻の高知大学海洋生物
教育研究センターの南約80mの所になっております。19ページにつきましては戸波地区本村の
場所です。波介川にかかる戸波川橋の北西約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

馬場委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
2番、馬場です。
先程の事務局の説明の通り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。

事務局次長

あと、本日欠席されております宇佐地区担当の山本委員さんより、問題ないのでよろしくお
願いしますとの連絡をいただいております。
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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「17,756.54㎡」で一致し、申請地の
面積が「2,022㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「17,756.54㎡」(同一世帯内
の貸借のため増減なし)。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「17,756.54㎡」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
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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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号15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、決定になりました。
続きまして、議案第2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。それでは議案第2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16を
ご説明させて頂きます。
20ページをご覧下さい。譲渡人「○○○○」、住所「土佐市○○○○番地」、「○○○○」、
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、○○○○番」、登記地目はともに「宅地」、現況地目は「田」となっ
ております。登記地目が宅地でありますが、現況が農地であるため権利移動等する場合は農地
法の3条許可が必要となり、そのため申請されております。面積はそれぞれ「39.74㎡、20.08
㎡の計59.82㎡」、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「○○○○」となっております。権利を
移転しようとする時期、また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「交換(平成28年6月28日付けで非農地証明をした○○○
○番と交換)」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：9,065.52
㎡(内田4,375.52㎡、畑4,690㎡)、貸付地：1,403㎡(田1,403㎡)」、所有地以外は「なし」、
合計「9,065.52㎡」。非耕作地は「なし」、農地法第30条第3項各号のいずれかに該当するか
否か（遊休農地）「該当しない」また、農地法第51条第1項各号のいずれかに該当するか否か
（違反転用）「該当しない」となっております。
1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者
の数等の状況は（1）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（2）大農機具は「トラクター、田植機」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25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
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等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で5分」
と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田4,375.52㎡、ポンカン：畑3,905
㎡、大根：畑785㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田59.82㎡」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0日(病気療養中)・○
○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農
地の面積の合計は「権利を有する農地の面積9,065.52㎡、権利を取得しようとする農地の面積
59.82㎡、合計9,125.34㎡」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、高岡地区で市立山の手保育園のすぐ東の場所
となっております。以上で説明を終わります。
会

長

石元委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
9番、石元です。
この案件は前回出ておりましたとおり、交換となりますので問題はないと思います。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「9,065.52㎡」で一致し、申請地の
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面積が「59.82㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「9,125.34㎡」。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「9,125.34㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号16について申請通り『許可す
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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。
続きまして、議案第2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17を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号17を
ご説明させて頂きます。
27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「農業兼自
営業」。申請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記地目、現況地目は「田」、面積は「2,175
㎡」、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、また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:3,770.91
㎡(内田2,732㎡、畑1,038.91㎡)」、所有地以外は「借入地:589㎡(田589㎡)」、合計「4,359.91
㎡」。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「耕耘機、管理機」を「各1台所有」、（3）農作業に従事する者①権利を取
得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「農作業歴25年」、②世帯員等そ
の他常時雇用している労働力(人)は「現在2人、農作業歴: ○○○○、○○○○」、③臨時雇
用労働力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受
けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で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2,732㎡、トマト：畑687㎡、文
旦等：畑351.91㎡（自作地）、トマト：田589㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作
計画は「トマト：田2,175㎡」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・○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
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月（本人180日・○○○○・○○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得し
ようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後に
おいて耕作の事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積4,359.91㎡、権利を
取得しようとする農地の面積2,175㎡、合計6,534.91㎡」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。
33ページをご覧下さい。場所につきましては、波介地区岩戸で、県道家俊岩戸真幸線と県道
岩戸明ヶ谷線の交差点北約200mの場所になっております。以上で説明を終わります。
会

長

横山委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
16番、横山です。
これは太陽光の代替地として出ていますので、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「4,359.91㎡」で一致し、申請地の
面積が「2,175㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「6,534.91㎡」。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
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添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150日以上
であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得後
の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについては、
権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記載され
ているとおり「6,534.91㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号17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、決定になりました。
続きまして、議案第2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18を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号18を
ご説明させて頂きます。
34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、○○○○番、土佐市○○○○番、○○○○番、○○○○
番の計5筆」、登記地目、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞれ「471㎡、325㎡、1,083
㎡、643㎡、79㎡の計2,601㎡」、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「使用貸借権(農年関係：平成36年1月30日まで)、権利者「○○○○」
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さん」、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、また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:15,848㎡
(内田5,888㎡、畑9,960㎡)、貸付地:1,083㎡(田1,083㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「15,848
㎡」。非耕作地については下記のとおり、「土佐市○○○○番、○○○○番、○○○○番が農
業用倉庫」となっております。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「トラクター、管理機、動力噴霧機」を「各1台所有」、「軽トラ」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40年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在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 車で1～5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5,888㎡、文旦：畑4,500㎡、生
姜：畑5,460㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田2,601㎡」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・○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15,848㎡、権利を取得しようとする農地の面積2,601㎡、合計15,848㎡(同
一世帯内の贈与のため増減なし)」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。
40ページをご覧下さい。こちらは戸波地区本村の場所ですが、国道沿いにカロト青果さんが
ありますが、その南東約150mの場所となっております。41ページをご覧下さい。こちらは戸波
地区西鴨地佛供田の場所ですが、西鴨地の公民館のすぐ北の場所となっております。42ページ
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をご覧下さい。こちらは西鴨地樫ノ木と西谷口の場所ですが、同じくカロト青果さんの南西約
200mの場所になっております。以上で説明を終わります。
会

長

馬場委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
2番、馬場です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題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「15,848㎡」で一致し、申請地の面
積が「2,601㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「15,848㎡(同一世帯内の贈与の
ため増減なし)」。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「15,848㎡」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
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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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号18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、決定になりました。
続きまして、議案第2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19を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号19を
ご説明させて頂きます。
43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、「土佐市○○○○番地」、「○○○○」。申請地の所
在は「土佐市○○○○番」、登記地目、現況地目は「畑」、面積は「842㎡」、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、
また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:969㎡(内
田524㎡、畑445㎡)」、所有地以外は「借入地:1,831㎡(内畑1,831㎡)」、合計「2,800㎡」。
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
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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、軽トラ2台、噴霧機1台、運搬車1台、草刈機3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5年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「○○○○、農作業歴:
年間1人50日」、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「白菜・大根：田524㎡、畑445㎡（自作地）、
白菜・大根：田1,831㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「白菜・大根：畑
842㎡」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「○○○○・○○○○」、（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「3月～11月」、
②その者が農作業に常時従事する期間も「3月～11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2,800㎡、権利を取得しようとする農地の面積842㎡、合計3,642㎡」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。また、特
殊事由により申請する場合の記載事項には「農業実習用及び給食食材の自給のために使われる」
と記載されております。この案件は、通常でしたら農地所有適格法人(法律改正前の名前で言
いましたら、農業生産法人)でないと農地の取得ができません。ですが、農地法第3条の不許可
の例外要件に該当する場合、許可ができるということになります。その場合は下限面積が4反
なくても大丈夫です。また、特殊事由：『農地法施行例第2条第1項第1号ハ、教育、医療又は
社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権
利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に
供すると認められること』に該当すると事務局は判断しております。この耕作の計画としては、
生徒の農業実習用地の取得ということと収穫したものは給食食材として使われるということ
で、NPO法人等がその事業を行うために取得する必要最低限のもので認められると判断してお
ります。
49ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区上ノ村で、県道新居中島線の本村ト
ンネルの北約180mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

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。
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先程の事務局の説明の通り、問題ないと思いますけれど、新居の土地でこれぐらいの広さで
○○○○円で買うというのは、他にこんな例が出てきた場合にどうしたんだろうというのがあ
るかもしれませんが、問題ないと思います。
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「2,800㎡」
で一致し、
申請地の面積が「842
㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「3,642㎡」。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、不許可の例外要件の特殊事由：
農地法施行例第2条第1項第1号ハに該当するため、こちらにはあてはまらないと考えます。
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「3,642㎡」となり、土佐市の下限面積4,000㎡に満たないですが、不許可の例外によ
り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
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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

会

長

委

員

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。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号19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。
（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。
続きまして、議案第2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20を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号20を
ご説明させて頂きます。
50ページをご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、職
業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、「吾川郡いの町○○○○番地」、職業
「農業」、申請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記、現況地目は「畑」、面積は「334㎡」、
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、また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:263㎡(内
畑263㎡)」、所有地以外は「借入地:3,754㎡(内田2,843㎡、畑911㎡)」、合計「4,017㎡」。
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、溝上げ機、動噴」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15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
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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「生姜：畑263㎡（自作地）、生姜：田
2,843㎡、畑911㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：畑334㎡」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4,017㎡、権利を取得しようとする農地の面積334㎡、合計4,351㎡」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。
56ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区で四国西濃運輸(株)土佐営業所の北
約50mの場所になっております。以上で説明を終わります。
会

長

久保委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
6番、久保です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、よろしくお願いします。
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「4,017㎡」で一致し、申請地の面積
が「334㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「4,351㎡」。現地調査により申請地
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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「4,351㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号20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。
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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。
続きまして、議案第2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21を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号21を
ご説明させて頂きます。
57ページをご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、職
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、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○
○○○番、○○○○番、○○○○番の計8筆」、登記、現況地目は「記載のとおり」、面積は
それぞれ「82㎡、13㎡、1,178㎡、458㎡、84㎡、31㎡、926㎡、1,168㎡の計3,940㎡」、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、また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:13,519㎡
(内田11,044㎡、畑2,475㎡)」、所有地以外は「借入地:741㎡(内田741㎡)」、合計「14,260
㎡」。非耕作地は「下記のとおり」となっており、「土佐市○○○○番、○○○○番、○○○
○番が200㎡未満の農業用倉庫」となっております。、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「トラクターを2台、クロラー運搬機を1台所有」、（3）農作業に従事する者
①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「農作業歴37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「5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「生姜：田11,044㎡、畑2,475㎡（自作地）、
生姜：田741㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田2,772㎡、畑1,168
㎡」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・○歳」、（3）主たる職業は「農業」、（4）権利取得者との関係「本人・
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○○○○・○○○○」、（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14,260㎡、権利を取
得しようとする農地の面積3,940㎡、合計18,200㎡」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。
63ページをご覧下さい。場所につきましては、土佐市谷地地区で谷地の集会所の北すぐのと
ころと、南東約80mの場所になっております。以上で説明を終わります。
会

長

森田委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
15番、森田です。
先程の事務局の説明の通りで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「14,260㎡」で一致し、申請地の面
積が「3,940㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「18,200㎡」。現地調査により
申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法第51条第1項各号に
該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況が記載されてお
り、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事項により、1－2の（1）
に記載されている作物を耕作するための農機具を所有していると認められる。1－2の（3）の
記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験について
は適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行う
と認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しよ
うとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名が個
人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許可
することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の引受
けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
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農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業
に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、(別
添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150日以上
であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得後
の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについては、
権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記載され
ているとおり「18,200㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号21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 非農地証明願承認の件 番号19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、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3号 非農地証明願承認の件につきまして番号19をご説明させていただ
きます。
番号19：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○○○○」、字・地番は「○
○○○番」、地目は「畑」、面積は「1,381㎡」、非農地となった時期につきましては「平成5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「耕作不便のため【耕作不便であったため、平成5年頃から放置、現在は山林となってし
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まいました】」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。
65ページをご覧下さい。場所につきましては、宇佐町井尻地区でUSA漁協井ノ尻マリーナの東、
遍路道を入って約20mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
本日欠席されております、宇佐地区担当の山本委員さんより、現地は山林化しており現況回復は
困難だと思われるのでよろしくお願いしますとのことでした。
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3号 非農地証明願承認の件 番号19について『承認』することにご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号20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3号 非農地証明願承認の件につきまして番号20をご説明させていただ
きます。
番号20：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「田」、面積は「79㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和40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「通路」となっております。非農地となった理由
は「その他【昭和40年月日不詳、自宅を建築した際、自宅への通路として使用、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。
67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
西すぐのところとなっております。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、現在は通路となっておりますので、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

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

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号20について『承認』することにご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号21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

（異議なしという意見多数あり。）

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号21をご説明させていただ
きます。
番号21：願人「南国市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「畑」、面積は「119㎡」、非農地となった時期につきましては「平成2年」という事
です。現在の利用状況及び現況につきましては「倉庫」となっております。非農地となった理由は
「その他【先代の業務(石材製造・販売)のため、平成2年に当該倉庫が建築されています】」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。
69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(株)高知物流サービスがあ
りますが、その北約140mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

長

西原委員

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。
22番、西原です。
先程、事務局から説明があった通り、お父さんの岡本さんという方が亡くなり、その相続で娘
さんが引き継いで、それによって調べたところ地目が畑でこのような現況であったと聞いてお
ります。このように倉庫が建っており、原状回復は難しいと思いますのでよろしくお願いした
いと思います。
また、交付基準の(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3号 非農地証明願承認の件 番号21について『承認』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となりました。
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続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号22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 非農地証明願承認の件につきまして番号22をご説明させていただ
きます。
番号22：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番「○○○○番、
○○○○番の一部、○○○○番、○○○○番」、大字「○○」、字・地番「○○○○番」、地目
は「記載のとおり」、面積はそれぞれ「1,691㎡、1,667のうち1,288.4㎡(分筆できるように測量図
を添付)、24㎡、3.28㎡、2,062㎡」、非農地となった時期につきましてはそれぞれ「平成元年頃よ
り山林、平成5年から生姜予冷庫、昭和50年より山林、昭和50年より山林、昭和40年頃より山林」
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、生姜予冷庫」となっております。
非農地となった理由は「耕作不適のため【○○○○、○○○○、○○○○、○○○○については、
周囲の山林が覆い被さり日照条件が悪くなったため。○○○○の一部については、収穫した生姜
の保存貯蔵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。
71ページをご覧下さい。こちらは○○○○の場所です。場所につきましては、谷地の集会所の
北西約450mの場所となっております。72ページについては、○○○○の場所です。場所につきま
しては、谷地のヘリポートのすぐ南の場所となっております。73ページについては、○○○○の
場所です。場所につきましては、こちらも谷地の集会所の南東約130mの場所となっております。7
4ページについては、○○○○の場所です。場所につきましては、谷地の穴地蔵様の南西で、山の
尾根、積善寺側となっております。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、事務局が説明しました通り、現地は予冷庫及び山林となっておりますので農地に復元す
ることはないと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、交付基準の(3)、(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3号 非農地証明願承認の件 番号22について『承認』することにご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号23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3号 非農地証明願承認の件につきまして番号23をご説明させていただ
きます。
番号23：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○
○番」、地目は「田」、面積は「311㎡」、非農地となった時期につきましては「平成11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「農舎宅地」となっております。非農地とな
った理由は「その他【農業用倉庫が必要であったため、平成11年頃に建築、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。
76ページをご覧下さい。場所につきましては、岩戸地区で県道家俊岩戸真幸線と県道岩戸明ヶ
谷線の交差点の西約110mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

長

横山委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
16番、横山です。
先程、説明のあったように、現地を見て来ましたが間違いありませんので、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3号 非農地証明願承認の件 番号23について『承認』することにご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号 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

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、これにつきまして78ペ
ージから83ページに掲載しております。平成28年8月10日付28土農林第544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3件の諮問があがっております。それでは説明させていただきます。
整理番号：28-195、『再認定』、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は「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,004㎡」、始期は「平成29年1月10
日」、終期は「平成34年1月9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」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。
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氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和22年11月4日」、年齢「○歳」、農作業
従事日数は「350日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,004㎡」、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「3,091㎡」、借入地は「1,443㎡」、
経営面積「4,534㎡」、主たる作目は「ハウスメロン」、世帯員は「○○○○・○○○○」で
農業従事者は「5人」うち15歳以上60歳未満のものは「0人」となっております。
79ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区で高石小学校の北西約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。

市原委員

14番、市原です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思います。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28-195の農用地利用集積計
画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

長

事務局次長

会

長

委

員

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強
化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、
市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合する
ものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進に関
する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地の
すべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集積計
画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を設定す
る土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のす
べてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作業
に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の農作
業の従事日数が「350日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作に必要
な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台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。
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。）
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会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28-195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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
28-196を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第4号 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28-196をご説明させて頂きます。
整理番号：28-196、『再認定』、利用権の設定をする者「」さん、住所は「東京都稲城市
○○○○番」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所は「土佐市
○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「665㎡」、始期は「平成28年10月1
日」、終期は「平成28年12月31日」、存続期間は「3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」となっております。こちらは3ヶ月しか貸借の設
定をしませんが、今作られている作物の収穫が12月くらいということで、3ヶ月延長するとい
うような申請となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日
数は「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「665㎡」、利用権の設定を受け
る者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「なし」、借入地は「16,528㎡」、経営面
積「16,528㎡」、主たる作目は「露地レタス」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっております。
81ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区で丸栄運輸(株)物流センターの北
約200mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

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

長

門田委員

8番門田です。
再認定ですので何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。

会

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28-196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。
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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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28-196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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
28-197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 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28-197をご説明させて頂きます。
整理番号：28-197、
『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「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○○○○」
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「585㎡、581㎡の計1,166㎡」、始期は「平成28年9月1日」、終期は
「平成31年8月31日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○○○円」、借賃の支払法
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方法は「12月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作
業従事日数は「360日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,166㎡」、利用権の設
定を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「なし」、借入地は「11,362㎡」、
経営面積「12,528㎡」、主たる作目は「青ねぎ」、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。
83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ひ
びの木のバス停の北約260m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。

横山委員

16番、横山です。
入野さんは認定農業者であり、自作地は持っていませんけれど中村の方から来て，岩戸で一生
懸命ねぎを作っている方です。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28-197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。
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会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28-197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 利用状況調査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

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。

それでは利用状況調査について説明させていただきます。
（利用状況調査についての説明をおこなった。）

会

長

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 利用状況調査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8月総会を閉会
いたします。長時間、どうもお疲れさまでございました。

以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
22番
23番
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