平成28年度
12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12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 12 月 22 日(木) 午後 3 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

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

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

16

横山 久夫

22

西原 博明

18

森田 滿子

24

野瀬 博

②欠席
番号

15

氏

名

森田 昭司

番号

17

氏

名

森木 茂明

番号

23

氏

名

岡林 弘

（2）事務局職員
次長 尾崎 友紀
係長 中平 忍
4．議事目録
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
議案第2号
農地法第5条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件
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
議案第4号
非農地証明願承認の件
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
議案第6号
利用状況調査の結果および利用意向調査に関する件
報告事項
農用地利用配分計画の認可について
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2件
1件
7件
3件
5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12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7番 横山委員、8番 門田委員、両名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明を省き、
事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明をさせて頂きます。本日審議頂く議案は、議案第1号 農地法第5条第
1項の規定による許可申請書審査の件 2件、
議案第2号 農地法第5条の規定による許可後の
事業計画変更申請書審査の件 1件、
議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書
審査の件 7件、議案第4号 非農地証明願承認の件 3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 5件、報告事項としまして、農用地利用配分計画の認
可について報告させていただきます。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。本日はお足
元の悪いなか、わざわざご出席を頂きまして本当にありがとうございます。只今から、皆
さま方から提出して頂きました案件につきまして、順を追って、審議をしてまいりますが、
審議の過程において議長もしくは委員の方から質問等ありました時には、明確なお答えを
頂きますようお願いをいたします。なお、本日決定になりましても、最終決定ではござい
ません。許可権者は高知県知事です。県は現地調査を含む県独自の調査を行いまして、許
可妥当というものに対しましては、当委員会の事務局を通じて皆さま方に許可書が届くこ
とになっております。許可書が届くまでは絶対に無断転用をされないようよろしくお願い
を申しあげまして、ご挨拶とさせていただきます。

長

事務局次長

はい。そしたら○○○○さんと○○○○さんはお残り下さい。○○○○さんは一旦、別室の方
へ移動をお願いします。

会

それでは、議案に入りたいと思います。
議案第1号 農地法第5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。

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、同じく「○○○○」さん。

申請人
事務局次長

はい。
はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
1ページをご覧下さい。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14。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受人
「○○○○」さん、「○○○○」さん、住所「高岡郡中土佐町○○○○番地」、職業「○○
○○」、申請地は「土佐市○○○○番」、登記、現況地目は「畑」、面積は「428㎡」、利
用状況は「野菜」、所有権以外の使用収益権は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○
○○」さんとなっております。
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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「自己住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「借
家住まいであるので自己の住宅を建築するため」、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～5ヶ月間」。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、建築費(整地・造成費含む) ○
○○○円、諸経費○○○○円、計○○○○円(全額金融機関借入)」、過去の違反転用の有無
及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
2ページをご覧下さい。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「借家住まいを続けてきたが、持家を計画してから数年経過しても適地
と価格の見合う土地がなかった。今回漸く手頃な価格と利便性、静かな生活環境の希望の土
地が見つかり買受することとした。面積については田舎のためゆったりとした敷地を求めて
おり、駐車スペースも十分確保できるため選定した」。進入路計画は「東側市道より進入す
る」。造成計画は「北、西、南の境界は擁壁を設置し、最大85㎝程度の盛り土を行い造成す
る」。整地計画は「駐車スペースはコンクリート打ちとし、その他建物建築場所以外は砕石、
芝生を敷き整地する」。排水処理計画は「生活排水は合併浄化槽を設置し、浄化後、東側市
道側溝へ排水する。雨水については、東側に流れるよう勾配を設け、東側市道側溝へ自然排
水させる」。被害防除計画は「東側は市道、西側は畑(同意あり)、南側は山林、北側は宅地」。
同意書につきましては「○○○○番」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、高岡地区で土佐公園の西、約180mの場所と
なっております。周囲の状況につきましては、北側は宅地、東側は市道、南側は山林、西側
は畑(同意あり)となっております。ここで訂正をお願いします。南側は地目は山林ですが、
少し畑をされておりました。今回同意の提出は求めておりませんが、南側ということで日照
等営農への支障はないと判断しております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、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
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用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「自己住宅建築」であると考え、該当しな
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、同じ
くご本人の「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
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。
現状を見てまいりましたが、先程事務局が言われたとおり何ら問題ないように思われます。
よろしくお願いいたします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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14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15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、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の貸人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さんの代理人「○○○○」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。
5ページをご覧下さい。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15。貸人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。借人「○○
○○」さん、住所「南国市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○
番」、登記、現況地目は「田」、面積は「425㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外の使
用収益権は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さんとなっております。
農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第
2種農地」と判断しております。
転用の目的は「自己住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「分
家住宅建築のため」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から50年間」、工事
計画は「許可あり次第～3ヶ月間」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「使用貸
借権設定」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「50年間」。
資金計画は「土地造成費○○○○円、建築費○○○○円、計○○○○円(自己資金○○○○
円、金融機関借入○○○○円)」、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。
6ページをご覧下さい。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由
（面積の必要性）は「自己住宅を建築するにあたり、○○○○より200mの位置で○○○○に
近いことから選定した。面積については生活をするうえで必要な建築面積、駐車スペース、
庭を確保した」、進入路計画は「東側市道より進入する」。造成計画は「周辺道路の高さ
まで盛り土(ＧＬより0.77m)を行い造成する」
。
整地計画は
「造成後、
砕石を敷き整地する」
。
排水処理計画は「家庭排水は合併浄化槽を設置し、浄化後、申請地南東の既設水路へ排水
する。
雨水については、
北から南へ勾配を設け、家庭排水と同様に既設排水路へ排水する」
。
被害防除計画は「東側は市道、市道を挟んで宅地、西側は自己所有農地(貸人の所有農地)、
南側は市道、市道を挟んで宅地と農地、北側は農地(条件付き同意あり)」。同意書につき
ましては「○○○○番」から提出されており、同意の条件がありますので読み上げます。
『条件としましては、1階建ての建物としてほしい』という事です。
7ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区の相互で、市役所から南東に約680m
の場所となっております。8-1ページをご覧下さい。申請地北側隣接農地○○○○番につい
て、○○○○さんから同意を得ているように記載をしておりますが、○○○○さんは亡くな
られております。相続人代表として○○○○さんから条件付き同意を得ております。訂正
しお詫び申し上げます。周囲の状況につきましては、北側は農地(条件付き同意あり)、東
側は市道、市道を挟んで宅地、南側は市道、市道を挟んで宅地と農地、西側は自己所有農
地(貸人の所有農地)となっております。なお、南側市道を挟んで農地がありますが、申請
地の南側で幅3.1mの市道を挟んでいることから、日照等の影響はないと判断し、同意書の
提出を求めておりません。8-2ページをご覧下さい。こちらは建物の立面図ですが、平屋建
ての住宅であり、尚且つ建物北側に駐車スペースを設けるなど北側農地の営農に支障が出
ないよう配慮されており、北側隣接農地所有者から求められている同意の条件に関しては
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問題ないものと判断しております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、
申請地は、
農業振興地域の農用地ではなく、
土佐市役所から1㎞の範囲内にある農地であるため、第2種農地に該当すると考えております。
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「自己住宅建築」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「50年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一
時転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも
該当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは私の方から確認をさせていただきます。第5条の
貸人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さんの代理人「○○○○」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

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。
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西原委員

22番、西原です。
先程事務局から説明があった通り、同意書ももらっておりますので何ら問題ないと思いま
す。よろしくお願いいたします。

会

長

委

員

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。）
はい、異議なしということで確認をさせていただきますが、○○○○さん、同意の条件が
付いておりますが、条件は守っていただけますか。

申請人

はい。わかりました。

会

では、条件を守るということですのでお諮りをします。

長

議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号15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5条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件
番号1を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。9ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条の規定による許可後の事業計画
変更申請書審査の件、番号1をご説明します。申請者「○○○○｣さん、住所は「土佐市○

○○○番地」、許可を受けた農地は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、地目はとも
に「畑」、面積は「304㎡、565㎡の計869㎡」、現在の面積は「297.11㎡と545.33㎡で計
842.44㎡」となっています。許可日を受けたのは「平成26年3月28日」です。許可を受け
た時の事業計画は「建売住宅2棟建築、販売する」、転用時期は「許可あり次第、平成26
年12月末日まで」、転用目的の概要は「木造スレート葺き2階建ての建物を2棟」、建築面
積は合わせて「120.01㎡」を予定、一体利用地として、「青線が6.3㎡」で、一体利用地
を含む所用面積は「875.3㎡」で計画されていました。変更後の事業計画は「工事用機材、
工事用資材置き場」を計画しており、転用時期は「許可あり次第、平成29年1月末日まで」、
「土佐市○○○○番、地目、用悪水路、面積6.3㎡」を一体利用地として利用し、所要面
積は一体利用地を含み「848.74㎡」を計画しています。事業計画の変更を必要とする理由
につきましては、「建売住宅を建築販売する計画で、毎月住宅情報誌へ掲載、仲介業者へ
売却依頼等、販売努力をしてきたが、田舎である点や幹線道路から転用地までの道のりに
道路幅員が狭い箇所がある等、未だ売却の見通し、今後の見通しがたたず、計画を変更す
るもの」とのことです。変更後の転用事業が許可を受けた事業と同等又はそれ以上の緊急
性及び必要であることの理由につきましては、「現在、土佐市下波介に資材置き場がある
が手狭で不便しており、今回これを機に工事用機材及び工事用資材を置く事とした」との
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ことです。変更後の転用事業によって生ずる農地、作物等の被害防除措置の概要につきま
しては、隣接する○○○○番、○○○○番、○○○○番の農地について、新たな目的の内
容で同意が得られており、計画変更によって周囲農地への耕作上被害の影響はないと判断
できます。変更後の資金調達計画については、「許可後、宅地造成までは完了しているた
め新たな資金計画はありません」。
10ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区で、国道沿いのファミリーマー
ト土佐蓮池店から北西に約590mの場所となっています。11ページと12ページを合わせてご
覧下さい。11ページが変更前の土地利用計画図、12ページが変更後の土地利用計画となっ
ています。周囲の状況につきましては、北及び北東は幅3.6mの市道と幅2.6mの水路を挟ん
で宅地と農地、南東は水路を挟んで農地で同意あり、南及び西は農地で同意ありとなって
います。なお、北及び北西にある農地については、幅3.6mの市道と幅2.6mの水路を挟んで
いること、申請目的が機材、資材置き場で周囲が日陰になるような建物がないことから営
農への支障はないと判断し、同意書の提出を求めておりません。
次に、変更後の事業計画について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
提出もなく、今回の事業計画変更申請により転用目的の完了を図るよう努められておりま
すことから、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「工事用の機材、資材置き場」である
ことから、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
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転用計画の利用期間が「永久」で、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

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いたしま
す。

久保委員

6番、久保です。
先程の事務局の説明通りでございまして、別に問題ないと思いますので、よろしくお願い
します。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第2号 農地法第5条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件 番号1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。）
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28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
28をご説明させて頂きます。
貸人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。借人
「○○○○」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、他4筆」、登記、現況地目は「田」、面積は「表のとおりで合
計6,506㎡」、対価・賃料等は「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「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「平成28年12月23日」、契約の期
間は「平成28年12月23日～平成38年12月22日の10年間」、権利を移転しようとする契約の
種類は「使用貸借」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:11,194㎡(内田6,506㎡、畑4,688㎡)」、所有地以外は「なし」。非耕作地は「下記の
表のとおり、土佐市○○○○番、他6筆」ありましてすべて「農舎宅地」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。
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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「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30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5,842㎡、大根ほか：田664
㎡、畑4,688㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田5,842㎡、大
根ほか：田664㎡」と記載されております。【農地法第3条第2項第7号関係】 については
すべて「いいえ」と記載されております。その他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりませ
ん。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のそ
の行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作
又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○・○
○○○・○○○○」、（2）年齢は「○歳・○歳・○歳・○歳」、（3）主たる職業は「農
業」、（4）権利取得者との関係「○○○○・○○○○・○○○○・○○○○」、（5）そ
の者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「1
月～12月」
、
②その者が農作業に常時従事する期間も「1月～12月
（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11,194㎡、権利を取得しようとする農地の面積
6,506㎡、合計11,194㎡(同一世帯内使用貸借)」と記載されております。5－2権利を取得
しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特例)と【農地法
第3条第2項第6号関係】は記載されておりません。【農地法第3条第2項第7号関係】は「「耕
作計画書」のとおり」と記載されており、その耕作計画書の4の設問については周囲農地
への影響についてすべて「いいえ」と記載されております。【農地法第3条第3項第2号関
係】と【農地法第3条第3項第3号関係】は記載されておりません。
20ページをご覧下さい。場所につきまして、こちらは本村字橋詰と字ヒ々ノ木の農地で
すが、戸波地区本村で県道家俊岩戸真幸線沿いに梅原製材所がありますが、そのすぐ南と、
西約280mの場所となります。21ページをご覧下さい。こちらは字久保田の農地ですが、戸
波地区浅井の谷で、浅井の公民館南約300m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。
先程の事務局の説明の通りで親子での貸借ですので、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

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
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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「11,194㎡」で一
致し、申請地の面積が「6,506㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「11,194
㎡」。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「11,194㎡」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
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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

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28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

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 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29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29
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「農業」。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、現況地目は「田」、面積は「213㎡、
1,355㎡の計1,568㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益権は
「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。なお、今回の許可申請地の2筆につきま
しては今年の3月の農業委員会の時に、○○○○さんから○○○○さんが購入したいという
ことで許可を受けた土地です。取得後、3年3作しておられない農地の売り渡しということ
になっていますが○○○○さんの方に経営的な事情があるということで、3年3作について
は申述書を提出されておりますので読み上げます。『私はこの度下記の土地について、農
地法第3条第1項の規定による許可の申請を提出しておりますところ本件土地は平成28年3
月25日付け27土農委第600-10号、農地法第3条第1項の規定による許可を得て所有権を取得
しておりますが、今後農地を耕作していく上での資金の調達が困難ということとなったた
め、売却する必要が生じたという事を申し述べます』ということです。経営的に難しくな
ったということで、どうしても手放さざるを得ないという申述書が提出されております。
【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:17,017㎡(内田11,611㎡、畑5,406㎡)」、所有地以外は「なし」。非耕作地は「下記の
表のとおりで2筆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。
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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、軽トラ」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28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11,611㎡、スモモ：畑1,400
㎡、みかん：畑3,006㎡、ぶどう：畑1,000㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作
計画は「水稲：田1,568㎡」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「○○○○・○○○○・○○○○・○○○○」、（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340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17,017㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,568
㎡、合計18,585㎡」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、高岡地区で高岡の忠霊塔の北東約210mと
240mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

森田委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
18番、森田です。
先程の事務局の説明の通りで、何ら問題ないと思っております。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
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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「17,017㎡」で一
致し、申請地の面積が「1,568㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「18,585
㎡」。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「18,585㎡」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
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しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号29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30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30
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」、登記、現況地目は「田」、面積は「109㎡」、対価・賃料
等の額は「○○○○円/10a」、所有権以外の使用収益権は「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:7,228㎡(内田7,069㎡、畑159㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「7,228㎡」。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、消毒用噴霧機、軽トラック」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45年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在1
人、農作業歴: ○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の
住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、
②及び③の者 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7,069㎡、野菜：畑159㎡（自
作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田109㎡」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
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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「3月～9月」、②その者が農作業に常時従事する期間は「3月～10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7,228㎡、権利を取得しよう
とする農地の面積109㎡、合計7,337㎡」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(株)土佐電子さんの北約65m
の場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

森田委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
18番、森田です。
この土地も見てまいりましたが、道がないということでお隣の田んぼを作っている○○○
○さんが買われるということで、一緒に田んぼができるから良いんじゃないかなというふ
うに何も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「7,228㎡」で一致
し、申請地の面積が「109㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「7,337㎡」。
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
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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「7,337㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当
しないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づ
いて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考
え、該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、
農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に
支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことにつ
いては、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農
地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当し
ません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当
しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号30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31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31
をご説明させて頂きます。この案件につきましては先月申請されていましたが、取り下げ
が提出され、調整後再度提出されたものです。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
同じく譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、
同じく譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「○○○○」、
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○」、職業「○○○○」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番」、登記、現況地目は「田」、面積は「897㎡」、対価・賃料
等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益権は「なし」、農地基本台帳の耕作者名
は「○○○○(持分2/4)、○○○○さん(1/4)、○○○○さん(1/4)」。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「なし」、
所有地以外は「借入地:3,307㎡(内田2,055㎡、畑1,252㎡)」、合計「3,307㎡」。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、田植え機、コンバイン」を「各1台リース」、（3）
農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況
は「農作業歴1年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「いません」、③臨
時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許
可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で30分」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2,055㎡、みかん：畑1,252
㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田897㎡」と記載されており
ます。【農地法第3条第2項第7号関係】 についてはすべて「いいえ」と記載されておりま
す。その他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりませ
ん。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のそ
の行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作
又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○」、（2）年齢は
「○歳」、（3）主たる職業は「○○○○」、（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
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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3,307㎡、権利を取得しようとする農地の面積897㎡、合計
4,204㎡」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。なお、この案件は先月、利用権の設定の申請も出ておりました。利用
権の方につきましては市長からの諮問を受けた内容について、農業委員会からの意見を付
して返しております。10ヶ月という耕作期間では真に農業をするかということが不明とい
うことで、その分について再度検討するようにということで市長に意見を付して返してお
ります。その結果、本人と調整されまして貸借期間について10ヶ月から3年に変更されると
いう事で変更されております。この案件は一度お返ししたということで○○○○さんより
耕作に関する申立書が提出されておりますので読み上げます。『農業委員会の審査におい
て、利用権設定の期間が短いこと及び高知市在住であることから、農地を耕作しないので
はないかというような議事に至ったことについて、利用権を設定されたあと、利用権設定
期間中については耕作を継続することを申し入れます』ということです。
42ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区で高知リハビリテーション学院
の北西370mの場所となっております。なお、この案件につきまして事務局の考え方を説明
いたします。前回、疑わしいという考えがありました。けれども耕作に関する申立書があ
る以上、疑わしいということだけでは不許可にすることは難しいというふうに考えており
ます。以上で説明を終わります。
会

長

石元委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
9番、石元です。
先程事務局から説明があったとおりですが、難しい問題であり自分では判断できませんの
で皆さんのご意見をお願いしたいと思います。

会

長

では、先に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「3,307㎡」で一致
し、申請地の面積が「897㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「4,204㎡」。
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
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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リースしてい
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ほど近く、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「4,204㎡」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

市原委員

はい、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。
14番、市原です。
先程事務局が説明したとおり10ヶ月ではダメで、期間を変更しなさいと市長から言われた
ら変更してその間は作ります、というように言われたときはやるけれど後はしないという
ような説明なのでそれで許可を下ろすなら農業委員会はいらない。3年なら3年作ったらそ
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れで終わり、あとはどうしようがかまわないというようなもの。本当にこの人が作る気で
言うのならいいけれど言われた期間は作りますと言うようなもので、それならこれから先
も嘘を言っても全部通っていくんじゃないか。そんな説明をしたのをみんなが賛成という
のもちょっと難しいんじゃないか。土地を買うのがいけないわけじゃないけど、今年土地
を買って、それで資金繰りに困ってすぐ売りますとなると…。言われたら嫌ということは
分かるけどちょっとおかしいんじゃないかと思います。
会

長

石元委員

はい、他にご意見ございませんか。
9番、石元です。
前回の時も申し上げましたとおり、前回の利用権でみかんを耕作すると言った土地はおそ
らく○○○○さんの土地だと思いますが、先日現地を見てきました。たしかに文旦を作っ
ておりました。前回の分の○○○○は遊休農地となっていて米も何も作っておらず、もう1
ヶ所の水田はお米を作っておりました。遊休農地になっていて果たして3年間作るかどう
かという問題があると思います。それと利用権の設定を先にしたほうがいいと思います。

事務局次長

先月の利用権の方は、農業委員会からの意見として付して、10ヶ月程度というような耕
作期間では普通農業をするならそんな期間ではしないということで意見を返しておりま
す。これもあくまで意見で、農業委員会に決定権はない部分でございますが、その意見を
市長が受けて期間を調整したあと、3年間の利用権設定が認められました。

会

長

石元さん、よろしいですか。

石元委員

はい、わかりました。

会

長

他にご意見ございませんか。

委

員

会

長

（意見なし）
それでは、この件は事務局から説明がありましたように、3年間作ると本人が意思表示
した以上はなかなか本当に作るのかという問い合わせもできませんし、本人が作ると言っ
たら許可するしかないというような状況しかないと思いますので、この件については『許
可する』ということにしたいと思いますが、それでよろしいですか。

馬場委員

2番、馬場です。
3年3作やるということになっておれば、1年目はどんな状況であったかという追跡状況を
把握しないといけないんじゃないかと思われますがどうでしょうか。

会

長

利用状況調査でまわっていきますので、気をつけてそこを見るようにして、耕作してな
かったら本人に喚起を促すということになろうかと思います。
それではこの件について、『承認する』ということで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

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32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32
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「農業」。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、他20筆」、登記地目、現況地目は「記載のとおり」、面積は
「合計7,368㎡」、対価・賃料等は「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「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:9,934㎡(内田2,249㎡、畑7,685㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「9,934㎡」。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1台、管理機・農用自動車を各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
「作業歴20年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在1人、農作業歴：
○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「5人で農作業経験の状況が1年～5年」、④
①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又
は時間は「①、②及び③の者 車で10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2,249㎡、文旦：畑5,419
㎡、小夏：2,266㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田476㎡、
文旦：田2,131㎡・畑4,761㎡」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9,934㎡、権利を取得しよう
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とする農地の面積7,368㎡、合計17,302㎡」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。
50ページ、51ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区永野で永野公民館の
北西約350mの場所と、西へそれぞれ約670m・860m・1,040m・1,150mの場所になっておりま
す。以上で説明を終わります。
会

長

宮崎委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
5番、宮崎です。
優秀な後継者で何ら問題ないと思います。よろしくお願いいたします。
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「9,934㎡」で一致
し、申請地の面積が「7,368㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「17,302㎡」。
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、
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(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「17,302㎡」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

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32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33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33
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、同字○○○○番」、登記、現況地目は「田」、面積は「1,497
㎡、1,064㎡の計2,561㎡」、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「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。
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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:2,842㎡(内田1,117㎡、畑1,725㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「2,842㎡」。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「小型耕耘機、トラクター、コンバイン、田植機、穀物乾燥機」を
「各1台所有」、「ヤギ」を「5頭所有」（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17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15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1,117㎡、大根：畑1,000
㎡、白菜：畑725㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田2,561㎡」
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「農業兼会社役員・農業・
会社役員」、（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「4月～10月」、②その
者が農作業に常時従事する期間は「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2,842㎡、権利を取得しようとする農地の面積2,561㎡、合計5,403
㎡」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。
58ページをご覧下さい。場所につきましては、高石地区用石で県道土佐伊野線と市道野
尻長谷寄線の交差点を東へ約75mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
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西原委員

22番、西原です。
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「2,842㎡」で一致
し、申請地の面積が「2,561㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,403㎡」。
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「5,403㎡」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

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33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34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34
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「農業」。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、現況地目は「田」、面積は「495
㎡、859㎡の計1,354㎡」、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「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:8,991㎡(内田6,412㎡、畑2,579㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「8,991㎡」。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、動噴」を「各2台所有」、「田植機、トラクター、農用
自家用車、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
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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43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6,412㎡、野菜：畑2,579
㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「野菜：田1,354㎡」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「○○○○・○○○○・○○○○」、（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8,991㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,354㎡、合計10,345㎡」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。
65ページをご覧下さい。
場所につきましては、
高石地区用石で、
中島にある関西仮設
（株）
機材センターの南西約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

森岡委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
20番、森岡です。
先程の事務局の説明の通りで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

- 28 -

れない場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による
許可申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「8,991㎡」で一致
し、申請地の面積が「1,354㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「10,345㎡」。
現地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法
第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕
作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記
載事項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有している
と認められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事す
る者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地の
すべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しない
と考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏
名が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当
しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについ
ては、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に
記載されているとおり「10,345㎡」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。
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委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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34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32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32をご説明させてい
ただきます。
番号32：願人「高知市○○○○」、「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「田」、面積は「48㎡」、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「耕作不適なため【面積が狭く、通路として昭和40年頃から使用していました】」
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。
67ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区でパチンコダイナム土佐店の東約90
m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。
この現地を見てまいりましたが、水田らしきものはありません。ここに書いてありますと
おり、通路となって利用しておるようです。問題ないので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(7)に該当すると思います。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号32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。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号33を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。
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事務局次長

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号33をご説明させていた
だきます。
番号33：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○
○○番」、地目は「畑」、面積は「59㎡」、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「資材置き場(現況原野)」となっており
ます。非農地となった理由は「その他【周辺の土地と同様に資材置き場として使用、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。
69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)土佐営業所の西約
80mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

長

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。
先程の事務局からの説明のとおりで、面積もわずかでして農地としても復元できないと思い
ます。よろしくお願いします。
また、交付基準の(7)に該当すると思います。

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号33について『承認』することにご異議ございませ
んか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号34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34をご説明させていた
だきます。
番号34：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○
○○番、同字○○○○番、○○○○番の3筆」、地目は「畑、田、畑」、面積は「49㎡、82㎡、
264㎡」、非農地となった時期につきましては「平成6年頃、昭和41年頃」という事です。現在の
利用状況及び現況につきましては「宅地及び山林」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【○○○○、○○○○については平成6年頃より倉庫及び車庫、○○○○について
は、昭和41年頃より山林となっています】」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。
71ページをご覧下さい。こちらは字渡上リの場所です。場所につきましては、高石地区用石で
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関西仮設(株)機材センターの西約30mの場所となっております。72ページの方は○○○○の場所
です。こちらは用石万願寺の国交省の用石排水機場の北西約400mの山の中となっております。以
上で説明を終わります。
会

長

森岡委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
20番、森岡です。
先程の事務局の説明の通りです。復元するというのはちょっと困難だと思いますのでよろし
くお願いします。
また、交付基準の(3)、(7)に該当すると思います。

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号34について『承認』することにご異議ございませ
んか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、これにつきまして74
ページから84ページに掲載しております。平成28年12月9日付28土農林第1059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5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。
74ページをご覧下さい。整理番号：28-217、『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」、現況地目は「田」、
面積は「64㎡、184㎡の計248㎡」、始期は「平成29年1月1日」、終期は「平成31年12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
でに口座振込」、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「320日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「248㎡」、利用権の設定を受け
る者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「11,791㎡」、借入地は「1,109㎡」、経
営面積「13,148㎡」、主たる作目は「青ネギ」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
事者は「6人」うち15歳以上60歳未満のものは「4人」となっております。
75ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区で高岡の忠霊塔の西約90mの場所
となっております。以上で説明を終わります。
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会

長

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

石元委員

9番、石元です。
この件に関しては別に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28-217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「320日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではない
ため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは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28-217は、
農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当
である』と答申することにご異議ございませんか。
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委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
28-218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28-218をご説明させて頂きます。
整理番号：28-218、『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「農用地区域内」。大字
「○○」、字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,727㎡、
326㎡の計2,053㎡」、始期は「平成29年5月1日」、終期は「平成34年12月31日」、存続期
間は「4年8ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○」、借賃の支払い方法は「12月末まで
に自宅持参」、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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,053㎡」、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「61,574㎡」、
経営面積「61,574㎡」、主たる作目は「稲・生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」で
農業従事者は「6人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっております。
77ページをご覧ください。場所につきましては、戸波地区太郎丸で波介川に架かる太郎
丸橋の南約250mの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

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

長

尾崎委員

10番、尾崎です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-218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
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用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
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28-218は、
農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当
である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
28-219を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい、それでは議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号28-219をご説明させて頂きます。
整理番号：28-219、『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「農用地区域内」。大字
「○○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、
現況地目は「田」、面積は「661㎡、555㎡、568㎡、552㎡の計2,336㎡」、始期は「平成29
年1月1日」、終期は「平成33年12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「10月中旬までに現金自宅払」、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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,336㎡」、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「5,415㎡」、借入地は「なし」、
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経営面積「7,751㎡」、主たる作目は「花苗」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
事者は「7人」うち15歳以上60歳未満のものは「7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、宇佐地区でＵＳＡくろしおセンターの南
西約230mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

坂本委員

12番、坂本です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-219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「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは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28-219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
28-220を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

会

長

はい、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28-220をご説明させて頂きます。
整理番号：28-220、『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」、現況地目は「田」、面積は「1,255
㎡、899㎡の計2,154㎡」、始期は「平成29年1月1日」、終期は「平成34年3月31日」、存続
期間は「5年5ヶ月」、借賃は「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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,154㎡」、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「9,094㎡」、
経営面積「11,248㎡」、主たる作目は「レタス・キャベツ」、世帯員は「○○○○・○○
○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっております。
81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
410m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。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

門田委員

8番、門田です。
このハウスは台風でつぶれたものがそのままになっていたものを、放棄地対策事業で解消
するために貸借を結ぶものですので、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28-220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
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促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

会

長

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
28-221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。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28-220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。

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28-221をご説明させて頂きます。
整理番号：28-221、『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
「高知市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字
「○○」、字・地番は「○○○○番、○○○○番、同字○○○○番、○○○○番」、現況
地目は「田」、面積は「4,768㎡、368㎡、141㎡、604㎡の計5,881㎡」、始期は「平成29
年5月1日」、終期は「平成32年4月30日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○
○○○」、借賃の支払い方法は「10月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」と
なっております。
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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「5,881㎡」、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「5,881㎡」、
経営面積「5,881㎡」、主たる作目は「稲作」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
事者は「4人」うち15歳以上60歳未満のものは「4人」となっております。
83、84ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区で新居小学校の北西約250m
の場所と、北東300mの場所となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

坂本委員

12番、坂本です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思います。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28-221の農用地利用集
積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願い
します。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤
強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていな
いため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
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会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28-221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

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。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第6号 利用状況調査の結果および利用意向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。
それでは利用状況調査の結果および利用意向調査について説明させていただきます。
（利用状況調査の結果および利用意向調査についての説明をおこなった。）

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

委

員

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第6号 利用状況調査の結果および利用意向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。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
以上で、本日予定しておりました議案はすべて終了いたしましたので、平成28年度12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：農用地利用配分計画の認可について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
7番
8番
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