平成28年度
２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２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

1

平成 29 年 2 月 27 日(月) 午後 1 時 30 分開会
土佐市役所 3 階 大会議室

氏

名

池田 修

番号

氏

名

番号

氏

名

7

横山 秀臣

13

門田 ゆかり

8

門田 孝司

14

市原 正一

3

梅原 俊助

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

欠番

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

18

番号

森田 滿子

氏

名

20

森岡 正典

22

西原 博明

24

野瀬 博

②欠席
番号

氏

名

番号

氏

名

番号

氏

名

番号

16

2

馬場 善広

9

石元 博昭

15

森田 昭司

19

山本 倫弘

21

矢野 進一

23

岡林 弘

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第1号
議案第2号
議案第3号
議案第4号
議案第5号
議案第6号

氏

名

横山 久夫

局長 森田 浩司
次長 尾崎 友紀
係長 中平 忍

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
農地法第3条第1項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
農地移動適正化斡旋事業に関する件

-1-

5件
1件
5件
7件
16件
2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2月定例会を開催いた
します。現在の出席委員数16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11番 玉木委員、12番 坂本委員、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 5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 5件、議案第4号 非農地証明願承認の件 7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 16件、議案第6号 農地移動適正化斡旋事業に関する
件 2件、以上です。

会

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

長

事務局次長

はい、それでは「○○○○」さんと「○○○○」さんにはお残りいただきまして、その他の方
は審議の順番が来ましたらお呼びしますので、別室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18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条の貸人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さん。

申請人
事務局次長

はい。
はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
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18。貸人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。借人「○○○
○」さん、住所「高知市○○○○」、職業「農業」、申請地は「土佐市○○○○」、登記、
現況地目は「畑」、面積は「426㎡」、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「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。
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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「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～平成29年12月末日」。権利を設定・移転しようとする契約の内
容は「使用貸借権設定」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は
「永久年間」。資金計画は「建築費(設計・外構工事費含む) ○○○○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「現在、高知市内の借家で妻と子の3人で生活をする一方、土佐市で父
が経営する農業に従事、自らも○○○○で農業を営んでいます。自己住宅を建築するにあた
り、土地を探していましたが、実家に近いこと、経営農地に近いことから父所有の当該申請
地を選定しました。また、面積については、家族3人が生活する上で必要な建築面積、駐車
場スペース等を確保するためです」、進入路計画は「申請地東側の市道(境内地内道路であ
るが、市道認定されている)から進入する」。造成計画は「造成はなし」。整地計画は「建
築場所以外は砕石を敷き、駐車場スペースについては、コンクリート敷きとする」。排水処
理計画は「家庭汚水は、合併浄化槽を設置し、申請地南西側の既設排水路(私有排水路：排
水同意あり)へ排水する。また、雨水については、東から西へ勾配を設け、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「東側は道路、境内地、西側は宅地及び道路、
南側は農舎宅地及び農地(同意あり)、北側は農舎宅地及び農地(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、新居地区となっております。周囲の状況に
つきましては、北側は農舎宅地及び農地(同意あり)、東側は道路、境内地、南側は農舎宅地
及び農地(同意あり)、西側は宅地及び道路となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断
し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
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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
貸人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」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

門田委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
8番、門田です。
畑であるところは、ちゃんと同意をもらってい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。）
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18について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
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、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の貸人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さん。
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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19。貸人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。借人「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○
○番」、登記、現況地目は「田」、面積は「1,028㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外
の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」
さん。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、
「第3種農地」と判断しております。
転用の目的は「集合住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「市
街化が進んでいる地域で集合住宅を建築するのに最適と判断しました」、事業の操業期間又
は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可あり次第～平成30年1月31
日」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「使用貸借権設定」、権利の設定・移転
の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「永久年間」。資金計画は「土地造成費○○
○○円、建築費(設計費等含む) ○○○○円、その他○○○○円、計○○○○円(全額銀行借
入)」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「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「申請地は、国道56号線から北に入った場所で、土佐市中心街も近くに
あります。また、高速道路の出入口も近く、県道土佐いの線が南北に通じた市街化が進んで
いる地区内に位置しており、賃貸集合住宅に最適な場所と判断しました」、進入路計画は「申
請地東側市道から進入する。市道との間の井筋については、橋梁設置を計画、土佐市土地改
良区と協議中」。造成計画は「申請地は、道路から0.9m低い位置にあるため、全般に0.9m
盛り土を行う」。整地計画は「集合住宅建築場所以外はアスファルト舗装を行い、通路及び
駐車場として整備する」。排水処理計画は「生活排水は敷地内の排水管を経由し、合併浄化
槽(35人槽)で浄化し、浄化後は敷地内北東側の自由勾配側溝で受け止め、敷地内南東で雨水
と合流させ排水管を通じて東側にある土佐市管理の水路へ排水する。敷地内の雨水は、自由
勾配側溝2ヵ所で集め、排水管を通じて生活排水と同様に排水する」。被害防除計画は「東
側は水路、農道を挟んで宅地及び井筋、西側は農地(同意あり)、南側は農地(条件付き同意
あり)、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。
7ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。周囲の状況に
つきましては、北側は農地(同意あり)、東側は水路、農道を挟んで宅地及び井筋、南側は農
地で○○○○の農地所有者、○○○○から条件付き同意書が出されていますので読み上げま
す。「南側の境界ブロックから40cm北へ控えること。敷地進入場所につきましては、グレー
チングを設置してほしい。」とのことです。西側は農地(同意あり)となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
街区の面積に占める宅地の割合が40％を超える区域内農地であるため、第3種農地に該当すると
考えております。なお、申請地は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。
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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「集合住宅建築」であると考え、該当しな
い。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、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。
なお、農地法施行規則第57条第2号『申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、
認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかったこと又はこれらの
処分がされる見込みがないこと。』について、現時点において井筋への橋梁設置についての
認可の見込みは土佐市土地改良区と協議中であり、確認が取れておりません。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

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

事務局次長

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。
はい、本日欠席されております石元農業委員さんより連絡がありまして、現地を確認し
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まして、問題ないとの事でした。
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。）
この件については進入路の問題、改良区との協議で橋梁設置が決定となったら、という条
件で『承認する』というかたちを取りたいと思いますがそれでいいでしょうか。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
あと、同意の条件についても守っていただけますか。

申請人

はい、たしかに守るようにいたします。

会

では、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19について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。
委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第1号 農地法第5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、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「被相続人 ○○○○さんの相続人 ○○○○」さん、同じく「相続人 ○○
○○」さん、同じく「相続人 ○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の借人「○
○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
9ページをご覧下さい。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20。貸人「被相続人 ○○○○さんの相続人 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○
番地」、職業「○○○○」。同じく「相続人 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、
職業「○○○○」。同じく「相続人 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業
「○○○○」。借人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、
申請地は「土佐市○○○○番一部」、登記、現況地目は「田」、面積は「1,590㎡のうち399
㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。
農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「農
用地区域外」、農地区分につきましては、「第2種農地」と判断しております。
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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「自
己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～平成30年3月31日」。権利を設定・移転しようとする契約の内
容は「使用貸借権設定」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間
は「永久年間」。資金計画は「土地造成費○○○○円、建築費○○○○円、計○○○○円(自
己資金○○○○円、残額借入)」、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。
10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「現在、妻と子の3人で賃貸アパートで生活していますが、子供の成
長とともに手狭になったため自己住宅を建築することとしました。建築場所を探していま
したが他に適地がないため選定、面積については家族が生活する上で必要な建築面積、駐
車スペースを確保するためです。」、進入路計画は「申請地西側市道から進入する」。造
成計画は「大雨時に対処するため、周辺住宅並みに82.5cm嵩上げ造成する」。整地計画は
「建物建築場所以外は砕石を敷き整地する」。排水処理計画は「家庭汚水は、合併浄化槽
を設置し、申請地東側を通り、南側にある既設排水路へ排水する。また、雨水は、西から
東へ勾配を設け、家庭汚水と同様に排水する」。被害防除計画は「東側は農地(同意あり)、
西側は市道、井筋を挟んで農地、南側は市道、北側は貸人所有農地(申請地残地)」。同意
書につきましては「○○○○、○○○○」から提出されております。
11ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。周囲の状況
につきましては、北側は貸人所有農地(申請地残地)、東側は農地(同意あり)、南側は市道、
西側は市道、井筋を挟んで農地となっております。なお、西側農地については幅3mの市道、
幅約3mの井筋を挟んでいること、申請地内の住宅建築位置を西側市道から約4mひいて建築
を計画されていることから、同意書を提出するようには求めておりません。
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、
市役所から1Kmの範囲内にある農地であることから、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、
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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
貸人「被相続人 ○○○○さんの相続人 ○○○○」さん、同じく「相続人 ○○○○」さ
ん、同じく「相続人 ○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」
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

事務局次長

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。
はい、こちらも本日欠席されております石元農業委員さんより連絡があっておりますが、
こちらも現地を確認しまして問題ないとのことでしたのでよろしくお願いしますとのこと
です。

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20について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第1号 農地法第5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。
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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条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
ん、同じく譲受人「○○○○」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。
13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21。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。譲受人「○
○○○」さん、同じく譲受人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○
○○」、申請地は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記地目はともに｢田｣、現況地
目はともに「休耕」、面積はそれぞれ「200㎡、36㎡の計236㎡」、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「なし」。農地基本台帳の耕作者名
は「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分
につきましては、「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「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「現
在、賃貸住宅に居住しており、子供の成長につれ手狭になったことから、自己住宅を建築
することとした」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事
計画は「許可あり次第～平成29年6月30日まで」。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「用地取得費○○○○円(○○○○)、整地費○○○○円、建築費○
○○○円、計○○○○円(全額銀行借入)」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況に
ついては「なし」となっております。
14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「現在、借家で妻、子の3人で生活していますが、借家での生活は子
供の成長につれ手狭になったこと、また今後、妻の両親の介護等の必要に鑑み、妻の両親
のそばに自己住宅を建築したく申請しました。面積については建築面積及び駐車場3台(夫
婦2台、来客用1台)、通路として申請面積が必要です」、進入路計画は「申請地南側市道か
ら進入する」。造成計画は「造成はなし」。整地計画は「平らになるよう整地し、建物建
築場所以外は砕石を敷く」。排水処理計画は「生活排水については合併浄化槽を設置し、
東側の私設側溝(排水同意あり)へ排水する。雨水についても、生活排水と同様に東側の私
設側溝へ排水する」。被害防除計画は「東側は私設水路、私道、西側は譲渡人所有農地(現
況農舎宅地)、南側は譲渡人所有農地及び市道、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。
15ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。周囲の状況
につきましては、北側は農地(同意あり)、東側は私設水路、私道、南側は譲渡人所有農地
及び市道、西側は譲渡人所有農地(現況農舎宅地)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。
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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「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「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さん、同
じく譲受人「○○○○」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

事務局次長

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。
はい、この案件につきましても地元委員さんである石元農業委員さんより連絡があって
おります。こちらも問題ないのでよろしくお願いしたいということです。
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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21について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 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、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の地上権者「○○
○○」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。
17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22。地上権設定者「○○○○」さん、住所「高知市○○○○」、職業「農業」。地上権
者「○○○○」さん、住所「高知市○○○○号」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○
○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番の計5筆」、
登記、現況地目はすべて「田」、面積はそれぞれ「710㎡、1,543㎡、1,424㎡、1,829㎡、
1,018㎡の計6,524㎡」、利用状況はすべて「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「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29年2月24日付けで除外」されており、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「太陽光発電設備設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳
細は「太陽光発電設備を設置し、発電・売電を行う」、事業の操業期間又は施設の利用期
間は「許可日から20年間」、工事計画は「許可あり次第～平成29年8月31日まで」。権利を
設定・移転しようとする契約の内容は「地上権設定」、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「20年間」。18ページに移りまして、資金計画は「整地費
○○○○円、設備費・設備設置費○○○○円、四電負担金○○○○円、年間地代○○○○円、
計○○○○円(全額自己資金)」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については
「なし」となっております。
申請地と一体利用する土地は「申請地内の青線(払い下げ協議中)」。申請地を必要とす
る理由（面積の必要性）は「当社は太陽光発電事業を行っており、以前から太陽光発電に
適した土地を探しておりました。そのような中、日当たりがよく太陽光発電を行うには最
適な土地と思われる申請地を見つけ、所有者の方に農地の状況を伺うと、高齢であり申請
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地を耕作することが難しくなっているとの事でありました。後継者もいないため、今後に
耕作する可能性は非常に低いとの事であり、土地の有効活用と当社の事業の為に当該申請
地を選びました。面積については、設備自体の面積と定期点検やメンテナンス時の作業場
として申請面積が必要です」、進入路計画は「申請地北側の道路から進入する」。造成計
画は「造成はなし」。整地計画は「平らになるよう整地し、土のまま使用する」。排水処
理計画は「雨水は自然浸透で処理し、雑排水は発生しない」。被害防除計画は「北東側は
白川川、南東側は農地(現況宅地)、南西側は農地(同意あり)、北西側は道路を挟んで農地(同
意あり)、墓地、農地(現況山林)」。同意書につきましては「○○○○、○○○○、○○○
○、○○○○、○○○○、○○○○」から提出されております。
19ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区となっております。周囲の状況
につきましては、北東側は白川川、南東側は農地(現況宅地)、南西側は農地(同意あり)、
北西側は道路を挟んで農地(同意あり)、墓地、農地(現況山林)となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、平成29年2月24日付けで農業振興
地域の農用地から除外されており、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2
種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地
をもって代えることができないと判断し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の
提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許
可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全
部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、
該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅
滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見
込みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する、申請地内の青線については現
在払い下げの協議中であるため、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「太陽光発電設備設置」であると考え、
該当しない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「20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
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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
地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の地上権者「○○○○」
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

久保委員

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。
6番、久保です。
先程の事務局の説明通りでございまして、周囲の農地の同意もあり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。）
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22について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第2号 農地法第5条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2を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
申請人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。出席されておりますのでご説明させていただきます。
21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2をご説明します。申請者「○○○○｣さん、住所は「○○○○」、許可を受
けた農地は「土佐市○○○○番」、地目は「田」、面積は「1,057㎡」、許可を受けたのは
「平成28年7月26日」です。許可を受けた時の事業計画は「建売住宅5棟建築・販売する」、
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転用時期は「平成28年9月1日～平成29年7月1日」、転用目的の概要は「木造2階建(Ａタイプ)
を2棟、木造2階建(Ｂタイプ)を3棟建築」、建築面積は「Ａタイプが105.58㎡、Ｂタイプが
275.14㎡」を予定、所用面積は「1,057㎡」で計画されていました。変更後の事業計画は「建
売住宅5棟建築・販売」については変更ありませんが、転用時期については「平成29年3月10
日～平成30年2月28日まで」、転用目的の概要は「木造2階建(Ａタイプ)を1棟、木造2階建(Ｂ
タイプ)を4棟建築」に変更、建築面積はそれに伴い「Ａタイプが59.62㎡、Ｂタイプが178.84
㎡」、所用面積は「変更なし」と計画しています。事業計画の変更を必要とする理由につき
ましては、「所有権を取得後、隣接者との境界画定を進めるなかで、境界が大きく異なって
おり、当初の計画が困難となったため。また、位置指定道路の形状に変更が生じたため」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、「位置指定道路を、申請地南側の既存位置指定道路と接続
する形状に計画を変更するが、転用目的自体に変更はないため、許可を受けた際の事業と同
様の緊急性及び必要性がある」とのことです。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、「申請地東側は市道を挟んで宅地、西側の農道・
水路を挟んだ農地(○○○○番)については同意を得るため協議中、南側は宅地及び道路と農
地、農地(○○○○番)については同意を得るため協議中、北側(○○○○番)、北西側(○○

○○番)の隣接農地については同意書添付。汚水は合併浄化槽にて処理し、位置指定道路の
側溝へ流し、東側の市道を横断した先の市道側溝へ排水する。雨水についてもため桝を設置
し、汚水同様に位置指定道路の側溝へ流し、東側の市道を横断した先の市道側溝へ排水する」。
変更後の資金調達計画については、「土地取得費は執行済、造成費、建築費については、当
初資金計画のまま変更なし」となっております。
また22ページの中ほど、詳しい事業計画の変更理由書を載せておりますので読み上げま
す。
－事業計画変更理由書について読み上げた－
23ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区となっています。
24ページをご覧下さい。周囲の状況につきまして申請地東側は市道を挟んで宅地、西側は
農地、水路を挟んで農地、南側は宅地及び道路、農地、北側は農地(同意あり)となっており
ます。この現地の図面ですが、赤の点線を入れておりましてその赤の点線が前回許可を受け
た時の境界です。それが今回、境界が変わったということです。
25ページをご覧下さい。土地利用計画図ですが、上の図面が当初、下の図面が変更後と
なります。ご覧のように北側境界が大きく変わったことにより、住宅の間取りや道路が大
きく変更となっております。なお、南側及び西側農地所有者、○○○○氏から同意が得ら
れないということでしたので、日影図を提出されております。
26ページをご覧下さい。こちらが冬至の日影図です。南側は日照の問題は全くありませ
んが、日照の問題が生じるおそれのある西側農地について、午前中のものを記載しており
ます。ご覧のように朝8時に少しの面積が日影になる見込みとのことですが、朝9時には日
影は解消されております。続いて27ページをご覧下さい。こちらは春分・秋分の日の日影
図です。朝8時に一部日影になる見込みで、朝9時についても少しの面積に日影が残ります。
朝10時には日影は解消されます。28ページをご覧下さい。こちらは夏至の日影図ですが、
春分・秋分の日と同様に朝8時に一部日影になる見込みで、朝9時についても少しの面積に
日影が残ります。また、前回許可時に南側農地所有者の○○○○氏からは同意は得られて
おりませんが、要望書が提出されており、6月委員会時にその要望について○○○○さん
に確認させていただいたこともありますので、その要望書の議事録を読み上げます。
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－○○○○氏からの要望書の議事録を読み上げた－
変更後の計画においても、排水に関しては要望のとおり東側の道路を渡った先の側溝へ排
水し、その排水は南側の隣接農地との間の水路には流れ込まないようになっておりますの
で排水については全く問題ないと考えられます。
また日照の問題についても、南側農地への日照の問題はないと考えられますので営農へ
の支障もないものと考えられますが、今回の変更においても居住者からの苦情等について
は一定の配慮が必要ではないかと考えております。なお、西側農地の日照の問題について
は、前回の許可時は、一番西側の住宅については南北に調整が取れ、北に寄って建築をす
るようにしていて、朝1時間程度しか影にならなかったのですが、今回の変更後について
は2時間程度日影が生じるということで、作物によっては成長に影響がある場合もあるか
と思いますが、事務局の方ではなかなか立証することが困難だと思いますのでこのことに
ついて委員さんの皆様のご意見をお願いしたいと思います。
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、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「平成29年3月10日から」と記載されているため、
許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見
込みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「建売住宅建築」であることから、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
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一時転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であります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、事務局からの詳しい説明がありまして、そのとおりでございます。今回北側は同意
を得ているということです。南側は前回は同意はなく要望書でしたが、その点は申請人に
は前回の通り守っていただければと思います。日影について、西側農地への日影は前回は
1時間ということでしたが、今回は朝2時間程度影になるということですが現在作物は作っ
ておりません。荒らしていますのでそれがいいとは言えませんが、委員の皆さんの意見を
お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは日影の件について他の委員さんのご意見を伺いたいんですがどうでしょ
うか。

市原委員

14番、市原です。
土佐市でハウスをやっている人でも2時間程度は影になることはあるので、これが半日と
か、4・5時間になったらいけないけれど、朝の2時間程度だったら多めに見てもいいんじ
ゃないでしょうか。

会

長

委

員

会

長

はい。ありがとうございます。では他の委員さんのご意見ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい、それでは影のことについては農業委員の皆様方はそれでいいようですので、なお、
申請者の代理人の○○○○さん、要望書が出ておったと思いますが、要望については守っ
ていただけるということでよろしいでしょうか。

申請者
会

はい、○○○○としましたら前回と同様に誠意を持って対応していきたいと思います。
長

はい、わかりました。それでは要望については守っていただけるということで、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2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。
どうもご苦労様でした。
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35を議
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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35
をご説明させて頂きます。
29ページをご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、「高知市○○○○」、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」、登記、現況地目は「田」、面積は「247㎡」、
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:5,403㎡(内田3,678㎡、畑1,725㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「5,403㎡」。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」、（3）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合
の農作業経験等の状況は「農作業歴○○○○」、②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3,678㎡、大根：畑1,000㎡、
白菜：725㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田247㎡」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「○○○○・○○○○」、（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
間も「1月～12月（本人200日・○○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を
取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利
取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積5,403㎡、
権利を取得しようとする農地の面積247㎡、合計5,650㎡」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】
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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、高石地区となっております。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「5,403㎡」で一致
し、申請地の面積が「247㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,650㎡」。
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
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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「5,650㎡」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35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

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36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36
をご説明させて頂きます。
36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、他5筆」、登記、現況地目はすべて「田」、面
積はそれぞれ「598㎡、284㎡、363㎡、366㎡、264㎡、277㎡の計2,152㎡」、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

- 20 -

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:3,541.68㎡(内田3,538.44㎡、畑3.24㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「3,541.68㎡」。
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、軽四」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31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「柿：田3,538.44㎡、畑3.24㎡（自作
地）」、今回申請している農地の耕作計画は「柿：田2,152㎡」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「4月～10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3,541.68㎡、権利を取得しようとする農地の
面積2,152㎡、合計5,693.68㎡」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。
42ページをご覧下さい。場所につきましては、高石地区となっております。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。
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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「3,541.68㎡」で
一致し、申請地の面積が「2,152㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,693.68
㎡」。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「5,693.68㎡」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
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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36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37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37
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「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、職業
「農業」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記、現況地目は「田」、
面積は「654㎡、644㎡の計1,298㎡」、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:4,103㎡(内田2,527㎡、畑1,576㎡)」、所有地以外は「借入地:6,731㎡(内:田6,731㎡)」、
合計「10,834㎡」。非耕作地は「土佐市○○○○番が、面積813㎡のうち82㎡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「農用自動車を1台、トラクター、動噴を各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48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
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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「ユリ：田2,527㎡、畑1,576㎡（自作
地）、ユリ：田6,731㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「ユリ：田1,298
㎡」と記載されております。【農地法第3条第2項第7号関係】 についてはすべて「いいえ」
と記載されております。その他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりませ
ん。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のそ
の行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作
又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○」、
（2）
年齢は「○歳・○歳」、（3）主たる職業は「農業」、（4）権利取得者との関係「本人・
○○○○」、（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要
な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本
人320日・○○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又
はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の
事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積10,834㎡、権利を取得しよう
とする農地の面積1,298㎡、合計12,132㎡」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。
49ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。以上で説明
を終わります。
会

長

市原委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
14番、市原です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います。この写真に載っているハウスも全
部横川さんがやっているもの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
基づく、提出書類による審査について報告をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご
説明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がそ
の取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認めら
れない場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による
許可申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「10,834㎡」で一
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致し、申請地の面積が「1,298㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「12,132㎡」。
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「12,132㎡」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

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。）
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会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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37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38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38
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「農業」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、「高知市○○○○番地」、職業「○○
○○」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、○○○○番」、登記、現況地目は「○○○○
番が畑、○○○○番が田」、面積は「16㎡、102㎡の計118㎡」、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「自作地はな
し」、所有地以外は「借入地:12,179㎡(内:田10,923㎡、畑:1,256㎡)」、合計「12,179㎡」。
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
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1人、○○○○」、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45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10,923㎡、ネギ：畑1,256㎡
（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田102㎡、ネギ：畑16㎡」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
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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「○○○○・○○○○」、（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12,179㎡、権利を取得しようと
する農地の面積118㎡、合計12,297㎡」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。
先程の事務局の説明の通りでございます。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「12,179㎡」で一致し、
申請地の面積が「118㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「12,297㎡」。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
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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「12,297㎡」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38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39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39
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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」、「大阪府○○○○」、職業
「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、「土佐市○○○○番地」、職業「農業
兼法人職員」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、他3筆」、登記地目はすべて「田」、現
況地目はすべて「畑」、面積はそれぞれ「542㎡、186㎡、574㎡、255㎡の計1,557㎡」、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:3,957
㎡(内田3,957㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「3,957㎡」。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、農用自動車」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27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3,957㎡（自作地）」、今回
申請している農地の耕作計画は「ネギ：田1,557㎡」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「農業兼法人職員・農業・農業」、
（4）権利取得者との関係「本人・○○○○・○○○○」、（5）その者の農作業への従事状
況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が
農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本人200日・○○○○・○○○○）」、【農地法
第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後にお
ける経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は
「権利を有する農地の面積3,957㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,557㎡、合計5,514
㎡」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
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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、戸波地区となっております。この件につい
ては、先月に斡旋の手があがっておりまして一覧の作成をしておりましたが、相手方が決ま
ったということで斡旋の取り下げになっておった案件です。以上で説明を終わります。
会

長

尾崎委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
10番、尾崎です。
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「3,957㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,557㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,514㎡」。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
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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「5,514㎡」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

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39について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号35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。
（異議なしという意見多数あり。）

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35をご説明させていた
だきます。
64ページをご覧下さい。番号35：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、地目はともに「畑」、面積は「1,104㎡、
2,178㎡」、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「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【畑
までの山道が険しく、耕作に不便であり先代の頃よりそのままとなっている】」という事です。
今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。「○○○
○」という事です。
65ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。以上で説明を終わ
ります。
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会

長

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。
はい、こちらも本日欠席されております石元委員さんより連絡があっております。現地が山と
いうことで復元は困難と思われるのでよろしくお願いしますとの事でした。
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4号 非農地証明願承認の件 番号35について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号36を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号36をご説明させていた
だきます。
66ページをご覧下さい。番号36：願人「高知市○○○○」、「○○○○」さん。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、地目は「田」、面積は「244㎡」、非農地となった時期につきまし
ては「平成12年9月頃」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(倉庫)」
となっております。非農地となった理由は「その他【家財道具置き場として倉庫が必要であった
ため】」という事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出されておりますので
読み上げます。「○○○○」という事です。
67ページをご覧下さい。場所につきましては、波介地区となっております。以上で説明を終わ
ります。

会

長

玉木委員

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。
11番、玉木です。
先程説明がございましたように、現在倉庫が建っております。倉庫自体は200㎡未満の小さ
な倉庫ではありますが復元は難しいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
また、交付基準の(4)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。
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議案第4号 非農地証明願承認の件 番号36について『承認』することにご異議ございませ
んか。
委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号37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 非農地証明願承認の件につきまして番号37をご説明させていた
だきます。
68ページをご覧下さい。番号37：願人「土佐市○○○○番地」、「被相続人 ○○○○さんの
相続人代表 ○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、地目は「田」、面積
は「165㎡」、非農地となった時期につきましては「平成4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「耕作不適のため【平
成4年頃より耕作不適のため放置し、現在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。
69ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区となっております。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。
こちらの案件ですが、本日欠席されております馬場委員さんから連絡があっております。
復元は困難と思われますのでよろしくお願いします、との事でした。
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4号 非農地証明願承認の件 番号37について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号38を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号38をご説明させてい
ただきます。
70ページをご覧下さい。番号38：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○
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○」、字・地番は「○○○○番」、地目は「畑」、面積は「52㎡」、非農地となった時期につ
きましては「平成4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「駐車場」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【住宅新築の際に駐車スペースがな
いため、駐車場としてそのまま利用していました】」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。
71ページをご覧下さい。場所につきましては、波介地区となっております。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。
この案件につきましても、本日欠席されております地元の横山委員さんより連絡がありまして、
現地については復元は困難だと思われるということで問題ありませんとのことです。
また、交付基準の(3)に該当すると思います。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号38について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号39を議題といたします。事務局の
説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号39をご説明させてい
ただきます。
72ページをご覧下さい。番号39：願人「高知市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、他11筆」、地目はすべて「田」、面積は「記載のとおり」、
非農地となった時期につきましては「昭和55年頃」という事です。現在の利用状況及び現況に
つきましては「原野」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【当初は柳
を栽培していたが、休耕している間に作業資材の残材、不用家庭用品が不法投棄され始めた。
近隣に迷惑がかかる事から盛り土し、嵩上げをして対応し、今日に至っており現状は原野とな
っております】」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。
73ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区となっております。この場所につき
ましてはお手元に現地の写真2枚綴りのものと、航空写真を用意しております。現地の写真で見
ていただけますように、ダケ土・砕石等で盛り土されたような状態で、現在荒廃地状態です。
航空写真の方は、上が2007年当時、下が2012年当時の写真を用意しておりますが、以前から現
在の状態になっているということがわかるかと思います。非農地の要件として、15年以上前か
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ら現況のとおりとなっていたと思われますが、現地は農地の広がりがある場所で第1種農地の中
に位置しており、東側隣接農地はハウスということで、非農地を認めることについて周辺の営
農に支障が生じることが考えられないかということが重要な検討の材料となってくるかと思い
ます。その判断につきまして、事務局の方でも現状は非農地証明を出せれるのではないかと考
えておりますが、農業を振興するうえで1種農地のこの場所を非農地証明を出していいものなの
かどうかというのがなかなか判断がしづらいところです。その点につきまして農業委員の皆さ
んに慎重な意見をお聞きしたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
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。
先程事務局から説明のあったとおりですが、現況は以前から写真にあるような感じです。
そして東側のハウスはピーマンを作っております。申請があったのはその西側で、ハウスの南
側、東側がずっと同じような状況でございます。現地の写真を見てもわかるように砕石が入っ
て嵩上げされており、平坦地であり復元できないということはないと思います。表土を入れた
ら充分生姜でも作れるような立派な農地になると思います。周辺に農地も広がっているし、こ
こだけ非農地となると問題になるのではないかと思います。皆さんのご意見もよろしくお願い
したいと思います。

会

長

尾崎委員

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。
10番、尾崎です。
自分らが若いときからずっとここは残土捨て場にしていたと思います。今では草も刈らずボー
ボーで、これが太陽光でもやるというのならわかるけれど。ここの一体がそんな感じです。こ
のハウスの南側もそうだし、東側もそうです。

梅原委員

3番、梅原です。
これは農地としての復元はできるんじゃないかと思われます。現在も非常に荒らされた遊休農
地などがあるなかで、雑木が生えたりしておるような農地もたくさんあるわけですけど、それ
は何とかして農地へ復元しないといけないというようなことで、まだ非農地という手続きはや
ってないわけです。非農地とする面積も広すぎるので、これはもう一度現地へ行って調査をす
るなりした方がいいかと思います。

会

長

農地へ復元をするようにという要請をするという方の意見が多いんですが、それでよろしい
でしょうか。非農地を許可してしまうと農業委員会を離れますので、どんな物が建とうと自由
になってしまって、隣の農地の人にも迷惑がかかることなどを考えたときに、この非農地証明
願いについては『不許可』ということでよろしいですか。

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、この件については『不許可』とする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40を議題といたします。事務局の
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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 非農地証明願承認の件につきまして番号40をご説明させてい
ただきます。
74ページをご覧下さい。番号40：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番」、地目は「畑」、面積は「132㎡」、非農地となった時期につ
きましては「昭和50年頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「通路」と
なっております。非農地となった理由は「その他【隣地が住屋への進入通路として使用するの
に貸し、現在に至っています】」という事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書
が提出されておりますので読み上げます。「○○○○」という事です。
75ページをご覧下さい。場所につきましては、波介地区となっております。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。
はい、こちらも欠席されております横山委員さんより、現地については復元ができない状況
であると判断できるということで非農地は問題ないという連絡があっております。
また、交付基準の(4)に該当すると思います。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号40について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号41を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号41をご説明させいい
ただきます。
76ページをご覧下さい。番号41：願人「土佐市○○○○番地」、「○○○○」さん。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、他21筆」、地目、面積は「記載のとおり」、非農地となった
時期につきましては「昭和58年以前で年月日不詳」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「耕作不適のため【起伏や傾
斜を伴う地形箇所が多く、また近隣状況も山林の様相を呈して日陰や竹の侵食など、耕作に不
向きな事情も生じてきた。耕作していた親の高齢化も伴い、現地での耕作は難しくなり、山林
化(一部は植林)したものである】」という事です。今後の利用計画はありません。なお、始末
書が提出されておりますので読み上げます。「○○○○」という事です。
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場所につきまして、戸波地区となっております。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。
こちらも地元委員の馬場委員さんより連絡があっております。この案件についてもすでに山
林化して農地に復元するのは困難であると考えますとのことです。
また、交付基準の(3)に該当すると思います。

会

長

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4号 非農地証明願承認の件 番号41について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

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。
（異議なしという意見多数あり。）

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84
ページから113ページに掲載しております。平成29年2月10日付28土農林第1380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16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。
84ページをご覧下さい。整理番号：28-230、『再認定』、利用権の設定をする者「○○
○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○
○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地
区域外」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,018
㎡」、始期は「平成29年5月21日」、終期は「平成34年5月20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「11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「350日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,018㎡」、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「3,212㎡」、経
営面積「3,212㎡」、主たる作目は「メロン」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
事者は「7人」うち15歳以上60歳未満のものは「4人」となっております。
85ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。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。
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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。
これはずっとハウスで作っているもので、再認定ですので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28-230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「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。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（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28-230
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
28-231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

市原委員

会

長

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28-231をご説明させて頂きます。
86ページをご覧下さい。整理番号：28-231、『新規認定』、利用権の設定をする者は「○
○○○、○○○○、○○○○」さんの共有となっておりまして、○○○○と○○○○の相続
人4名と○○○○の相続人3名の連名での申請となっております。住所、地区は「記載のと
おり」です。利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地
区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○
○○番、同字○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「94㎡、2,893㎡の計2,987㎡」、始
期は「平成29年3月1日」、終期は「平成34年2月28日」、存続期間は「5年」、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「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,987㎡」、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「20,730㎡」、借入地は「なし」、
経営面積「23,717㎡」、主たる作目は「稲・野菜」、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「1人」となっております。
87ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。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。
14番、市原です。
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-231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。
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
- 39 -

と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。
（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28-231は、
農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当
である』と答申することにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
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
28-232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28-232をご説明させて頂きます。
88ページをご覧下さい。整理番号：28-232、『新規認定』、利用権の設定をする者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用
地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,002
㎡」、始期は「平成29年3月1日」、終期は「平成39年2月28日」、存続期間は「10年」、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「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,002㎡」、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「16,009㎡」、借入地は「4,911㎡」、
経営面積「21,922㎡」、主たる作目は「花卉」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
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事者は「7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。
89ページをご覧下さい。場所につきましては、北原地区となっております。以上で説明
を終わります。
会

長

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

事務局次長

こちら本日欠席されております森田委員さんより連絡がありまして、問題ないのでよろ
しくお願いしますとの事でした。

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28-232の農用地利用集
積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願い
します。

長

事務局次長

会

長

委

員

会

長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「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。
はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをいたします。
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議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号28-232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

会

長

市原委員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
28-233と28-234の借人が同じ方ですので一緒に審議をしたいと思います。事務局の説明を
お願いします。
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28-233と28-234をご説明させて頂きます。
90ページをご覧下さい。整理番号：28-233、『再認定』、利用権の設定をする者「○○
○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○
○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地
区域外」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,014
㎡」、始期は「平成29年5月21日」、終期は「平成34年5月20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月末までに口座振込み」、利
用権の種類は「賃貸借」となっております。
続いて整理番号：28-234、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所
「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所
「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域外」。大字
「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,239㎡」、始期は「平
成29年5月20日」、終期は「平成34年5月19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月末までに口座振込み」、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「2,253㎡」、利用権の設定を
受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「4,103㎡」、借入地は「6,731㎡」、
経営面積「10,834㎡」、主たる作目は「オリエンタルリリー」、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。
92ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。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。
14番、市原です。
こちらは継続の再認定ですので、よろしくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-233、28-234の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報
告をお願いします。
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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28-233、
28-234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28-235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。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28-235をご説明させて頂きます。
93ページをご覧下さい。整理番号：28-235、『新規認定』、利用権の設定をする者「○
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○○○の○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「○○○
○」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「吾川郡いの町○○○○」、地区「○○」、利用権を設定する土地は「農
用地区域内と外があります」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、他5筆」、現況地
目はすべて「田」、面積は「記載のとおりで計2,732㎡」、始期は「平成29年3月1日」、終
期は「平成30年2月28日」、存続期間は「1年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借
賃の支払い方法は「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「240日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,732㎡」、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「1,732㎡」、
経営面積「4,464㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
事者は「8人」うち15歳以上60歳未満のものは「8人」となっております。
94ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区となっております。以上で説明
を終わります。
会

長

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

事務局次長

こちらも本日欠席されております、地元委員さんの馬場委員さんより、内容については
問題ないとの連絡をいただいております。

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28-235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「240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。
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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

会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。
（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28-235は、
農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当
である』と答申することにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
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28-236、28-237、28-238について、借人が同一人物ですので一緒に審議をしたいと思い
ます。事務局の説明をお願いします。
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28-236、28-237、28-238をご説明させて頂きます。
96ページをご覧下さい。整理番号：28-236、『新規認定』、利用権の設定をする者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用
地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,159
㎡」、始期は「平成29年3月1日」、終期は「平成49年2月28日」、存続期間は「20年」、
借賃は「なし」、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
続いて、整理番号：28-237、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。
大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「611㎡」、始期
は「平成29年3月1日」、終期は「平成49年2月28日」、存続期間は「20年」、借賃は「な
し」、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
続いて、整理番号：28-238、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。
大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「579㎡」、始期
は「平成29年3月1日」、終期は「平成44年2月29日」、存続期間は「15年」、借賃は「な
し」、利用権の種類は「使用貸借」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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,349㎡」、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「8,531㎡」、借入地は「4,104㎡」、
整理番号28-236と28-237は同一世帯での貸借ですのでその分の面積は変わりませんが、整
理番号28-238については世帯外から借りるということで、この分で面積が増えます。経営
面積は「13,214㎡」、主たる作目は「メロン」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業
従事者は「14人」うち15歳以上60歳未満のものは「9人」となっております。
98ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区となっております。以上で説明
を終わります。
会

長

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

門田委員

13番、門田です。
○○○○はおじいさん、お父さんから経営移譲され、この申請された土地は新たにまたハ
ウスを建てる予定があり、頑張っている成年で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28-236、28-237、28-238
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「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
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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28-236、
28-237、28-238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28-239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

野瀬委員

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。

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28-239をご説明させて頂きます。
99ページをご覧下さい。整理番号：28-239、『新規認定』、利用権の設定をする者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農
用地区域外」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,662
のうち758㎡」、始期は「平成29年3月1日」、終期は「平成32年8月31日」、存続期間は「3
年6ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに口
座振り込み」、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「180日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「758㎡」、利用権の設定を
受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「4,004㎡」、借入地は「なし」、
経営面積「4,762㎡」、主たる作目は「ネギ」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業
従事者は「2人」うち15歳以上60歳未満のものは「2人」となっております。
100ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。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。
24番、野瀬です。
この件については、お金を払うのが少しルーズになりすぎて、きちんと日を決めて貸し借
りをするため、私が中に入ってさせてもらっておりますので、問題ないと思います。よろ
しくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-239の農用地利用
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集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお
願いします。
事務局次長

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「180日」
と記載されておりますので、
年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。
（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28-239は、
農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当
である』と答申することにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
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28-240と28-241について、借人が同一人物ですので一緒に審議をしたいと思います。事
務局の説明をお願いします。
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事務局次長

はい、それでは議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整
理番号28-240、28-241をご説明させて頂きます。
101ページをご覧下さい。整理番号：28-240、『新規認定』、利用権の設定をする者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者
「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土
地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、
面積は「914㎡」、始期は「平成29年3月1日」、終期は「平成31年2月28日」、存続期間
は「2年」、借賃は「なし」、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
続いて整理番号：28-241、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さ
ん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域
内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「388㎡」、
始期は「平成29年3月1日」、終期は「平成31年2月28日」、存続期間は「2年」、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「150日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,302㎡」、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」、借入地も「なし」、
経営面積「1,302㎡」、主たる作目は「じゃがいも、さつまいも」、世帯員は「○○○○・
○○○○」で農業従事者は「1人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となっており
ます。
103ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区となっております。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

坂本委員

12番、坂本です。
この方は○○○○から来ている○○○○の方で、初めてやるということで土地を借りたい
ということです。ちょうど私の土地と並んでいて、教えてよという事を言われていますの
でよろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号28-240、28-241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
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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「150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

会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。
（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28-240、
28-241は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計
画は『適当である』と答申することにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
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28-242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28-242をご説明させて頂きます。
104ページをご覧下さい。整理番号：28-242、『新規認定』、利用権の設定をする者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者
「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土
地は「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、他3筆」、現況地目は
すべて「畑」、面積は「記載のとおりで計473㎡」、始期は「平成29年3月1日」、終期は
「平成49年2月28日」、存続期間は「20年」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「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「473㎡」、利用権の設
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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「なし」、
経営面積「473㎡」、主たる作目は「文旦」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従
事者は「1人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となっております。
105ページをご覧下さい。場所につきましては、北原地区となっております。以上で説
明を終わります。
会

長

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

事務局次長

はい、本日欠席しています地元委員さんの岡林委員さんから、内容については問題な
いとの連絡を受けております。
あとすみません、説明を付け加えさせていただきますと、この案件は親子であり農業
者年金の関係で20年間の貸借をするものです。面積自体は自作地・借入地はなしですけ
れども世帯合算をしていないので473㎡となります。同じ敷地に住んでいるものと思われ
ます。以上です。

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28-242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
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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28-242
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は
『適当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申出書について説明をお願い
します。

事務局次長

会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、ではご説明させていただきます。平成29年2月9日付け28高農公第490号で、農
地中間管理事業に係る農地集積計画申出書が公社より出ております。
107ページをご覧下さい。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定をする者は
「○○○○」さん、住所「京都府○○○○」、利用権を設定する土地は大字「○○」、字・
地番は「○○○○番、同字○○○○番」、登記・現況地目は「田」、面積は「523㎡と494
㎡の計1,017㎡」、始期は「平成29年3月1日」、終期は「平成39年2月28日」、存続期間
は「10年」、借賃は「なし」、利用権の種類は「使用貸借権」、当事者間の法律関係は
「使用貸借」となっております。
108ページをご覧下さい。場所につきましては波介地区となっております。以上で説明
を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
はい、こちらも地元の横山委員さんより、内容については問題ないという連絡をいた
だいております。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

(異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
この件について『承認する』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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、第491号の農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申出書について説明
をお願いします。
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事務局次長

会

長

梅原委員

はい、ではご説明させていただきます。平成29年2月9日付け28高農公第491号で、農
地中間管理事業に係る農地集積計画申出書が2件、公社より出ております。
まず1件目、110ページをご覧下さい。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設
定をする者は「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、利用権を設定する土地は
大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、登記・現況地目は「田」、面積は「941㎡」、
始期は「平成29年3月1日」、終期は「平成39年2月28日」、存続期間は「10年」、借賃総
額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「第1回目は平成29年12月28日で、2
回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃借権」、当事者間の法律関係
は「賃貸借」となっております。
111ページをご覧下さい。場所につきましては波介地区でとなっております。
続いて、112ページをご覧下さい。利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定を
する者は「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、利用権を設定する土地は大字
「○○」、字・地番は「○○○○番」、登記・現況地目は「田」、面積は「944㎡」、始
期は「平成29年3月1日」、終期は「平成39年2月28日」、存続期間は「10年」、借賃総額
（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「第1回目は平成29年12月28日で、2回
目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃借権」、当事者間の法律関係は
「賃貸借」となっております。
113ページをご覧下さい。場所につきましては波介地区となっております。以上で説明
を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
3番、梅原です。
2件とも問題はないと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

(異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
この2件について『承認する』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第6号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号5を議題といたしま
す。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、議案第6号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号5についてご説明させ
ていただきます。
114ページをご覧下さい。土地の所在は「土佐市○○○○番」、地目「田」、面積「665
㎡」、「貸借」を希望されております。所有者は「○○○○」さん、住所は「東京都○
○○○」です。
場所につきましては新居地区となっております。
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続きまして、議案第6号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号6。土地の所在
は「土佐市○○○○番」、地目「田」、面積「222㎡」、「売却」を希望されておりま
す。所有者は「○○○○」さんですが、相続権者である「○○○○」さんより提出さ
れております。
場所につきましては、高石地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

森岡委員

議案第6号につきましては、斡旋をすることの同意をいただくことになっているよう
ですので、地元委員さんのご意見をお願いします。
20番、森岡です。
斡旋することに異議はありませんので、お願いします。

会

長

はい。異議なしということで、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

委

員

(異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。

(異議なしという意見多数あり。）
それではお諮りをします。斡旋することにご異議ございませんか。

事務局次長

すみません、議案第6号について、こちら議案書の方には個人情報が掲載されており
ますので、お手元にお配りしています斡旋の申込み一覧、こちらには個人情報を入れて
おりませんのでお持ち帰りいただき、相手方等、適宜探していただきますようにお願い
申し上げます。

会

それでは以上で、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2月総会を閉会いたします。どうもお疲れ様でございました。

長

以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
11番
12番
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