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会

長

定刻になりました。それでは、ただ今から平成29年度土佐市農業委員会4月定例会を開催いた
します。現在の出席委員数20名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第19条の規定により、会議録署名委員の指名を行います。
本定例会の会議録署名委員に16番横山 久夫委員、18番森田 滿子委員、両名を指名いたしま
す。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明を省
き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明をさせて頂きます。本日審議頂く議案は、議案第1号 農地法第4条第
1項の規定による許可申請書審査の件 1件、議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許
可申請書審査の件 1件、議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 3件、
議案第4号 非農地証明願承認の件 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 26件､議案第6号 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点
検・評価(案)の検討に関する件 1件､議案第7号 平成29年度の目標及びその達成に向けた
活動計画(案)の検討に関する件 1件､以上です。

会

それでは、4条、5条の申請でご出席を頂いた皆様方に一言御挨拶を申し上げます。昼間の
大変お忙しい時間帯にも関わらず、本定例会へ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、その上で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
のほう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の扱いに
なりますので絶対に工事を行わないように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

会

それでは順次審議致しますので、まず「○○○○」さんの代理人「○○○○」さんはお残りく
ださい。
5条の申請人の代理人「○○○○」さんは順番来ましたらお呼びしますので別室のほうへお願い
します。

長
それでは、議案に入りたいと思います。
議案第1号 農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号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

申請人
事務局次長

はい。まず出席者のご確認をさせていただきます。
4条の申請人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。
はい。
はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
議案第1号 農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1 をご説明させて
頂きます。
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1ページをご覧ください。申請人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○
○○○」。申請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記地目・現況地目ともに「田」、面積は
「44㎡」、利用状況は「休耕中」です。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、「○○○○」さんとなっています。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」、農地区分につきましては、「第1
種農地」と判断しております。
転用の目的は「個人墓地」、権利を設定し、又移転をしようとする理由の詳細は「現在、
山奥に墓があり不便であるため、居住地近くの申請地へ墓地の設置を計画した」ということ
です。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7月31日」、資金計画は「墓地設置費○○○○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。
2ページをご覧ください。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「現在の墓地は山奥にあり、墓参りに非常に不便な場所にあります。年
を重ねるに連れ、体力的な面から墓参りが負担になってきており、墓地の移設を考えており
ました。その中で、以前に高知自動車道に買い取られた農地が三角形の形状に残っており、
耕作地としては非常に非効率で休耕地となっているため、土地の有効活用のため、この申請
地を選定しました。面積は、墓地の設置面積及び花壇、掃除道具置き場等で申請面積が必要
です。」という事です。
進入路計画は「隣接する北側市道から進入する」、造成計画は「墓地部分のみ90㎝嵩上げ
を行う」、整地計画は「特に整地せず、現状の土のまま使用する」、排水処理計画は「雑排
水はなし、雨水については、墓地部分周囲の申請地内で自然浸透させる」、被害防除計画は
「東側は水路を挟んで高速道路、西側は水路を挟んで公道、現況畑です、南側は水路を挟ん
で高速道路、北側は水路を挟んで市道。」となっております。
3ページをご覧ください。場所につきましては、「高岡地区」の場所となっております。
4ページをご覧ください。周辺の状況につきましては、「北側は水路を挟んで市道、東側水路
を挟んで高速道路、南側は水路を挟んで高速道路、西側は水路を挟んで公道、現況畑」とな
っております。
同意書の添付はありません。被害防除計画について読み上げます。被害防除計画「小規模
な墓地設置であり、周囲への日照及び通風の問題はなく、排水についても墓地の周囲の申請
地内で自然浸透で処理するため周囲に影響はありません。」ということです。
先ほどの被害防除計画にもありましたように、転用目的が墓地ということで日照、通風、
排水の問題はないものと考えられますので事務局段階では同意の添付を求めておりません。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地区域から平
成29年2月24日付けで除外されておりますが、第1種農地に該当すると考えております。1種農地の
転用は原則不許可でありますが、申請者「○○○○」さんは、地区の集落内に住まわれているこ
と、また、その集落に接続する場所の転用であることから、農地法施行令第4条第1項第2号のイ、
及び農地法施行規則第33条第4号の「不許可の例外」事項、「住宅、その他申請に係る土地の
周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置さ
れるもの」にあたると判断し、許可相当地と考えております。
農地法第4条第6項の一般基準について、各項目ごとにご説明させて頂きます。
まず、第3号の許可基準『申請人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には許可す
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ることができない。』については、農地基本台帳は申請者が耕作者となっており、全部事項
証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当し
ない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場
合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利用計画図、
現地調査により、申請地と一体利用する土地がないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「墓地設置」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。』については、申請書の転用計
画の利用期間が「許可日から永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地
は一時転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
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、説明をおわります。
会

長

事務局の説明が終わりました。
それでは私の方から確認をさせていただきます。申請人の「○○○○」さんの代理人「○○
○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人

はい、 間違いありません。

会

はい。間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いし

長

ます。
石元委員

9番石元です。
先程の事務局の説明の通り問題ないと思われます。よろしくお願いします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第1号 農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1 について申請通
り『許可する』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）
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会

長

事務局次長

はい、異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労でございました。
続いて、
議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1 を議題と
いたします。事務局の説明をお願いします。
はい。出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「被相続人 ○○○○さんの相続人 ○○○○」さん、「○○○○」さん、
「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、

申請人

はい。

事務局次長

第5条の譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
5ページをご覧ください。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号1 。譲渡人「被相続人 ○○○○さんの相続人 ○○○○」さん、「○○○○」さん、
「○○○○」さん、住所はそれぞれ「高知市○○○○番地」、
「大阪府枚方市○○○○番地」、
「高知市○○○○番地」、職業もそれぞれ「○○○○」、「○○○○」、「○○○○」です。
譲受人「○○○○」さん、住所「高知市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「○
○○○番と○○○○番」、登記地目、現況地目ともに｢畑｣、ですが面積はそれぞれ「1,670
㎡、1,190㎡の計2,860㎡」、利用状況は○○○○番の方がすでに「畜舎」が建っております、
「畜舎と牧草地」。○○○○番の方が「野菜・牧草地」というふうになってます。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4月26日用途区域の変更」、農
地区分につきましては、「第1種農地」と判断しております。
転用の目的は「牛舎及びたい肥舎建設」、権利を設定、移転しようとする理由の詳細は「自
営の牛舎及びたい肥舎を建設する」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永
久年間」、工事計画は「許可あり次第～平成30年3月30日」を予定。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○○○○円、その
他○○○○円で、計○○○○円(全額自己資金)」。
6ページをご覧ください。その前に過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況について
は「始末書」が提出されておりますので読み上げます。
6ページをご覧ください。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
由につきましては「現在、高知市○○○○の自宅の隣接地で40年来の養牛事業を営んでおり
ます。事業の拡大を計画していますが、周辺の住宅等の状況が昔と違って厳しくなっており、
現在地での拡大が不可能です。中々適地が見つからないところ、申請地の紹介を受け検討し
たところ、譲渡価格も安く、周辺100ｍ以内に人家も少なく、隣接農地も耕作している人が
少なく、養牛経営に適していると考え、現在の経営地から車で15分程度の距離でもあり、居
住と通勤を合わせ経営可能であると選定しました。面積については牛舎とともにたい肥舎を
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建築し、法律を順守し、周辺地域の環境保全に努めるため必要であります」、進入路計画は
「南面の幅員4ｍの市道から進入するよう計画している」。造成計画は「南側市道より30㎝
くらい低くなっており、道路の高さと同じになるよう盛り土を行う」。整地計画は「造成後、
コンクリート敷きとする」。排水処理計画は「幅員2ｍの既設排水路が北面を東西に通って
おり、汚水処理は合併浄化槽から、雨水処理は東側に新設水路を設置し既設排水路を通じて
ともに北面の広い既設の排水路に流します。」。被害防除計画は「東側は市道及び農地、西
側は農地、南側は市道を挟んで農地、北側は水路を挟んで市道と水路及び農道を挟んで農地」。
同意書につきましては提出されておりません。
被害防除計画は提出されていますので読み上げます。今日お配りした資料A3の4枚綴りの
ものです。被害防除計画。まず1点目、被害防除対策。生活と事業による汚水と汚水の流入
については合併浄化槽を設置し、隣接農地に被害が生じることがないよう防除対策を計画し
ている。日照等の被害の恐れについては隣接農地の感覚を十分にとり日照、影が極力及ばな
いように建築する。同意が得られなかった理由として西側の農地に対しては所有者の死亡に
よる相続人の特定ができないこと、合わせて日照、影の生じる恐れがあり、野菜作りに被害
が及ぶのではと不安。次に東側につきましては、所有者死亡による相続人の特定ができない
ことと合わせて、果樹植栽を計画しており現在同地内で苗木を育成中。養牛事業による汚水
の流入や日陰の生じる恐れが考えられ、野菜の生育に支障が生じるのではないかと考えてい
るということです。2枚目以降日陰図をつけて頂いております。まず2枚目、夏至の図面にな
っております。それぞれ3つに分けて描いて頂いておりますが、朝8時と9時が左上の図面、
朝8時、ちょっと図面が薄いですが西側の○○○○番、○○○○番の畑の方に一定日陰が生
じるという風に描かれております。9時のやつはちょっと黒く、濃く塗っておりますが9時に
なればほぼ西側の農地には日陰が生じないという風な図面となっております。その下の図面
が朝10時と12時、それぞれ薄い影と12時は真っ黒い影で塗って頂いておりますが、敷地内に
収まるんではないかという風に描かれております。右上の図面が15時と16時ということで夕
方3時、4時ですけれども、こちらも薄い影が15時で濃い黒い影が16時ということで夕方東側
の○○○○の農地に日陰の影響が出る恐れがあるという風な図面です。次3枚目、冬至、こ
ちらも夏至と同様に朝8時、9時と10時、12時、15時、16時の図面に分けて描いて頂いており
ます。こちらもまず左上の図面が薄い影が8時です。真っ黒のやつが9時ということです。冬
至の時ときもやはり、西側の畑朝8時から9時の間は日陰が出来るんじゃないろうかというふ
うになっております。お昼、下の図面ですがこちらは10時と12時ということでほぼ敷地内で
影があるということで日陰の問題は生じないという風な図面になってます。後右上が15時、
16時ですが、こちらも薄い影が15時、黒い影が16時ですが、夕方4時ぐらいには東側の農地
に影響が出るのではという風な図面です。次のページ、春と秋の日陰図です。こちらも3通
りの図面で、左上が8時と9時、薄い影が8時の影と、黒い影が9時の影ということです。やは
り午前8時から9時の間日陰になるというな図面になってます。その下10時、12時につきまし
ては、近隣農地に日陰は出ないという想定の図面になっております。右上の図面、こちら15
時と16時、薄い影が15時、黒い影が16時ということで東側○○○○番地の畑に夕方4時ぐら
いには日陰はやはりできるというような図面となっております。
そしたら戻って頂きまして、7ページに戻ってください。場所につきましては、
「新居地区」
の場所となっております。8ページ、9ページ、周囲の状況、土地利用計画図をご覧ください。
周囲の状況につきましては、「北側は水路を挟んで市道と水路及び農道を挟んで農地、東側
は市道と農地、南側は市道を挟んで農地、西側は農地」となっております。被害防除計画は
「先ほどの通り」です。
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続きまして、許可基準に基づきます農地区分、立地基準につきまして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
農用地区域からの除外ではなく、平成29年4月26日付けで農用地の用途区域変更がされてお
ります。また、土地改良法に基づく区画整理等が平成2年に完了した農地集団の中に位置し
ていることから第1種農地に該当とすると考えております。農用地区域内農地及び第1種農地
の転用は原則不許可でありますが、今回の転用目的は畜産業関係の牛舎・たい肥舎というこ
とで、農業用施設に位置づけられるということですから、農振法の農用地区域からの除外の
必要はなく用途区域の変更で、農地法第5条第2項の但し書き、農振法第8条第4項に規定する
農用地利用計画において規定された用途に供するための農地を農地以外のものにしようと
する場合に該当し、地域農業の振興を妨げないく、周辺農地の営農に支障を及ぼさない計画
であれば場合は許可することが出来ることとなっております。なお、農振法の農用地区域の
用途には農業用施設用の用途区域があり、今回はその用途に沿った転用計画となっておりま
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、本案件は、平成27年1月から無断転用が行われ、県農地・
担い手対策課と連係し、農地転用許可が必要であることを説明、指導してきた案件で、先に
も説明しましたが始末書が提出されています。また、資金計画について、自己資金となって
おりますが、残高証明等の提出がされておりません。
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、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「牛舎及びたい肥舎の建築」であるため、
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、同意が得られておらず、被害防除計画、日影図に
ついて先ほど説明しましたように朝夕の1時間程度、東側と西側農地に少なからず日陰が生
じる内容となっており、周辺農地の営農に支障があるかないか、慎重な審議が必要となりま
す。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時
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転用ではないと考え、該当しない。
また、施行規則第30条第6号の規定による土地改良区の意見書が提出されておりますが、
新居土地改良区の意見では転用を認めることが出来ない旨の内容となっております。新居土
地改良区の意見書を読み上げます。「平成29年4月3日に○○○○より提出された農地法第5
条農地転用、畑から養牛畜舎の申請にかかる土地改良区の意見書の交付願いについて、理事
会にて協議の結果、申請地は国の事業である県営畑地帯総合土地改良事業平成2年に完了さ
れておりますが、その改良事業の入った土地であり、地目畑でのみ使用許可された土地であ
るため、新居土地改良区としては、農地転用申請を認められないという結果になりました。
また、現在建設及び運営されている牛舎についても、許可なく強行されたことに対して、極
めて遺憾に思っております。県知事様及び農業委員会様においては正確、適正に審議して頂
きたく思います。」という意見です。
以上が、許可基準のすべての項目別の説明となりますが、許可基準に触れる内容がありま
すので、その点も踏まえ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条の申
請人の「被相続者 ○○○○さんの相続人 ○○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○
○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

会

そして譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いあ

長

りませんか。
申請人
会

長

坂本委員

大変ご丁寧にご説明頂きまして全く異議ございません。
はい。間違いないということでございますので、この件について地元委員さんのご意見
をお願いします。
12番坂本です。
僕の方としては畑総事業でやっている土地を無断に建築物も建ててやっているということ
で非常にこれはちょっとこれは認める訳にはいかんと思います。それと今日のでてる日陰図
のほうもちょっとわかりずらいところがありまして、夏至と冬至の分もちょっとおかしいん
じゃないろうかと思います。建ってる土地、それ自体の畑総事業ということが一番のポイン
トだと思いますので、私の意見としましては、認める訳にはいかないと思いますので、他の
方の意見もお願いしたいと思います。

会

長

尾﨑委員

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
10番尾﨑です。
この日陰図こしらえたのあなた？これあの建築基準法に乗っ取った方法でやっちゅうわ
け？

申請人

やりました。
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尾﨑委員

そうじゃない、方法として言いゆうが、方法として建築基準法で日陰図かどうか、全部計算
せないかんがやけんど、その、ちゃんとやってるの？

申請人

いや、その、必ずしもそうではないと思います。

尾﨑委員

まあ、とりあえず、これいかん。

申請人

私がこしらえましたので建築基準法に基づくというところまでは、いってないと。

尾﨑委員

日陰図ゆうたらちゃんとした基準法でこしらえた日陰図やないと通用せん。これ自体おか
しいがよ。

申請人

申し訳ないです。そういう認識までは至りませんでした。

尾﨑委員

この日影図じゃあ審議できんし、仮に今の図面でも、周りの農地に日陰がでる内容となっ
ちゅう。この内容じゃあ許可とはできん。

会

長

門田委員

他にご意見ございませんか。はい。
8番門田です。
それと始末書の中で今度やるに対してこの5条申請をせないかんということを聞いたとい
うような話っぷりやったと思います。けどこの今、建てちゅう牛舎を建てる前の時から土佐
市の農業委員会の課長ないし担当のもんがいろいろ説明に行ったと思いますが、そのときに
やらずかなり遅れて出してくること自体、農業委員会を愚弄しちゅうように思えます。これ
では信頼がおける者の計画と認めることができない。

会

長

市原委員

はい、他にご意見ございませんか。はい。
4番市原です。この予算では、浄化槽よね、を付けるゆうけんど家庭用でも浄化槽を付ける
ゆうたら○○○○じゃそこらかかるが、牛をこればあ飼うてやね、出来るはずない。土地
の取得、それから建物、その他○○○○ばあゆうたらとてもできなあね。汚水をそのまま
流されても近所の人が迷惑するし、臭いの問題もあるき、ちゃんとした資金計画にしちょ
ってもらわな困る。

会

長

市原さん、別に質問じゃないですね？ご意見ですね。

市原委員

うん、質問やない。そうゆうことも知らないかんとゆうこと。

会

はい。ご意見ですね。

長

市原委員

はい。ご意見です。
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申請人

ちょっと先ほどのよろしかったらちょっと一言、今の件で。

会

浄化槽の件ですか？

長

申請人

はい。

会

質問じゃないですけど簡単にお願いします。

長

申請者

ごもっとものご指摘だと思いますけども、浄化槽は取りやめまして、単なる合併槽として4
ｍと大きいほうは3ｍの空間にですね、コンクリートのいわゆる貯水槽、汚水と濁排水を貯水
と、それでいったんここへ集めてそれから上澄みを水路へ流す。あと沈殿したのは一定期限
で汲み取りでという方式ですので。

会

長

申請者
会

長

一般的にいわれる浄化槽とは違うわけですね。
それではないということで。
そうですか。はい。わかりました。

申請者

恐れ入ります。

会

だそうです。他にご意見ございませんか。

長

門田委員

8番門田です。それでしたらね、自分も新居土地改良区で役員をさせてもらったことがあり
ますので、その水を新居の排水路へ流すことやったら、完全に反対になると思います。絶
対その水は流してもろうたら、逆に言うたら下で稲を作ったりいろいろしゆうもんがおり
ますので流してもろうたら困りますので、絶対そうゆうことでやることやったらほんとの
反対です。

会

長

他にご意見ございませんか。許可に賛成の方はございませんか。それでは、お諮りをしま
す。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1 について
『不許可とする』ことにご異議ございませんか。
この件については○○○○。委員の皆様の意見では、隣接農地への日照の問題、排水によ
り下流域の耕作への影響が心配される、国費を入れ土地改良した農地自体の転用を認める
ことができないといった意見が出ており、また、許可相当の意見がないことから当委員会
としては、大変申し訳ありませんが不許可相当の意見で県に提出することとなりますので、
ご了承ください。

申請人

はい。わかりました。ありがとうございました。

会

長

どうもご苦労様でした。

会

長

はい。それではこの議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号1
について『不許可』ということで当委員会としては取り扱いということにしたいと思います。
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どうもご苦労様でした。
続いて、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。11ページをご覧ください。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1 。
譲渡人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○ 代表取締役 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農
地所有適格法人」。許可を受けようとする土地は「土佐市○○○○番」と「○○○○番」、
「○○○○番」、登記簿地目、現況地目ともに「田」、面積は「772㎡」、「627㎡」、「431
㎡」の計「1830㎡」、対価・賃料等の額については「○○○○円」、所有権以外の使用収益
権が設定されている場合の欄については「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」となっております。
12ページをご覧ください。【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を有する農地及び採草放牧地の利用状況につきまし
ては、所有地は「自作地:30,988㎡(内:田28,979㎡、畑2,009㎡)」所有地以外は「借入地4,284
㎡(内:田0㎡、畑4,284㎡)」、合計「35,272㎡」となります。非耕作地は「なし」、農地法第
30条第3項各号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。
13ページご覧ください。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「記載なし」、（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「記載なし」、②世帯員等そ
の他常時雇用している労働力(人)は「記載なし」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載
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10分」と記載されております。
14ページご覧ください。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「楮:田28,979㎡、畑2,009㎡(自作地)、
楮田0㎡、畑4,284㎡(借入地)」、今回申請している農地の耕作計画書は「楮:田1,830㎡」と
記載されています。【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。
15ページ一番上の端。【農地法第3条第2項第2号関係】、こちらにつきましてはこの後【農
地法第2条第3項第2号関係】「2.構成員全ての状況」というところで説明をいたします。
【農地法第3条第2項第3号関係】と【農地法第3条第2項第4号関係】は記載されておりませ
ん。
下の方、【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
の権利所得後のおける経営面積の状況は、(1)権利を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35,272㎡、権利を取得しようとする農地の面積
1,830㎡、合計37,102㎡」と記載されております。5－2権利を所得しようとする者又はその世
帯員等の所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。16ページの【農地法第3条第2項第7号関係】は「耕作計画の通り」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
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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。
17ページ、【農地法第2条第3項第1号関係】1-1事業の種類、○○○○さんは「楮」の専門
です。関連する事業については農産物の加工販売のみというようになってます。左記農業に
該当しない農業の内容楮の製造と加工販売以外は「なし」。1-2売上高については3年前は「○
○○○円」2年前が「○○○○円」1年前が「○○○○円」本年度、2年後、3年後については
「○○○○円」、変わらずぐらいを予定しておるということです。左記農業に該当しない事
業ありませんので「0」となっております。
18ページ【農地法第2条第3項第2号関係】農業関係者等の議決権等について(1)農業関係者、
「○○○○さん、他7名」で、議決権については総数「78,400」です。構成員の農業への従事
状況につきましては、直近実績は記載の通りになっております。(2)関連事業者は「○○○○」、
「○○○○」、「○○○○」、こちらのほうは関連企業として「継続的取引法人」となって
おります。議決権の数は「61,600」、議決権の総数は「140,000」ということでその内半数以
上「56％」農業者で議決権を有しておりますので完全な「農地所有適格法人」です。【農地
法第2条第3項第2号関係】3理事、取締役又は業務を執行する役員全ての状況(1)農業への従事
状況、「○○○○さん」、「○○○○さん」、「○○○○さん」、「○○○○さん」の4名と
なっております。農業の従事状況の直近実績は、160日、153日、153日、153日となっており
ます。(2)「農作業への常時従事」があると記載された理事、取締役又は業務を執行する役員
の農作業への従事状況、必要な農作業の期間、1月から12月の間4人ともやっておられます。
また常時従事する期間1月から12月で4人ともやっておられます。
21ページ、場所につきましては、北原地区になっております。以上で説明を終わります。
会

長

森田委員

はい。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
15番森田です。
ルール的には事務局が言われたように何ら問題ないと思いますけれども、地元のもうほと
んど90％以上土地の取得というのが終わっていて、半分ぐらいは嵩上げをして、もう工事が
終わっておるんですけども、奥の人家の、民家の人たちがやはり遊水地が無くなるんではな
いかというその心配で。実は私、○○○○なんですけども部落の総会に会長、副会長、それ
から市役所の用地課長さんと建設課長さんが来て、詳しくその説明をしたんですけども浸か
らなかったら問題ないんですけども、一応ルール的にはもうこれで普通にオッケーやと思う
んですけども、ものすごく広いところの遊水地だったもんでそこのいまある排水を広めると
いうことでやってくれてはいるんですけども赤線とか青線とかつぶしちゅうとかいろんなご
意見が上がってきているのも事実なもんでただの何回も言いゆうように何ら問題ないと言う
しかないと思います。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説
明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の
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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「35,272㎡」で一致し、申請
地の面積が「1,830㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「37,102㎡」。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
農地所有適格法人で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は農地所有適格法人と考
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「37,102㎡」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。わかりました。それでは他の委員さんのご意見お願いします。
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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、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1 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

はい。異議なしということですので、決定になりました。
続いて、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。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2 。
譲渡人「○○○○」さん、年齢「○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」、登記簿地目、現況地目ともに「田」、面積は「710㎡」、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」。
23ページご覧ください。【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の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: 6,889㎡(内:田6,850㎡、畑39㎡)」、所有地以外は「借入地: 1,623
㎡(内:田1,623㎡、畑0㎡)」、合計「8,512㎡」。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。
24ページご覧ください。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2台、コンバイン1台」、（3）農作業
に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「農作
業歴40年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在2人、農作業歴: ○○○○、
○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「2人」、④ ①～③の者の住所地、拠点とな
る場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者

徒

歩3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「ピーマン：田4,336㎡、ナス：田1,338
㎡、生姜:田1,176㎡、畑39㎡」（自作地）、ピーマン：田1,623㎡（借入地）」、今回申請し
ている農地の耕作計画は「ピーマン：田710㎡」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・○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8,512㎡、
権利を取得しようとする農地の面積710㎡、合計9,222㎡」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ページご覧ください。場所につきましては、高岡地区になっております。
以上で説明を終わります。
会

長

市原委員

はい。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
14番市原です。
今事務局から説明あった通りで何ら問題ないと思います。
これは○○○○さんから借って今現在作っております。全然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「8,512㎡」で一致し、申請地
の面積が「710㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「9,222㎡」。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
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個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当しませ
ん。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許可
することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の引受
けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業
に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、(別
添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150日以
上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得後
の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについては、
権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記載され
ているとおり「9,222㎡」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

会

長

異議なしということで、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2 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。
続いて、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3 を議題
といたします。事務局の説明を求めます。
事務局次長 はい。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
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3 。
貸人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。借
人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番」、他21筆。次のページもあります。登記地目、現況地目、面
積については記載の通りでございます。面積の計は9,595㎡になります。対価はなしで、「使
用貸借権」の設定になります。現在「○○○○さん」に貸し付けのまだ期間中ですがそれの
更新とゆうことで、今回出ております。所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄
も、今現在「○○○○さん」、権利はありますがその権利が終了しますんでその更新のため
の許可申請ということになります。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29年6月1日」、
契約の期間は「平成29年6月1日から20年間、平成49年5月31日まで」権利を移転しようとする
権利の種類は「使用貸借権」。
31ページご覧ください。【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:18,073㎡(内:田12,803㎡、畑5,270㎡)」、所有地以外は「ありません」。非
耕作地につきましては、下の非耕作地ですが「土佐市○○○○番」、登記地目畑、現況農舎
宅地、面積は234㎡の内66.23㎡、農業用倉庫として利用されてます。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。
32ページをご覧ください。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「記載の通り」となっております。（3）農作業に
従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「農作業
歴20年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在3人、農作業歴: ○○○○、
○○○○、○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「3人」、今後増員予定が「2人」。
④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又
は時間は「①、②及び③の者 徒歩で10分」と記載されております。
33ページご覧ください。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「花卉：田10,015㎡、畑5,039㎡、水稲：
田1,160㎡、生姜:田1,628㎡、畑231㎡」（自作地）、今回申請している農地の耕作計画は「花
卉：田4,740㎡、畑1,882㎡、水稲：田1,160㎡、生姜:田1,582㎡、畑231㎡」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。
34ページご覧ください。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又は
その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（1）
その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○
○○○・○○○○・○○○○」、（2）年齢は「○歳・○歳・○歳・○歳」、（3）主たる職
業は「農業」、（4）権利取得者との関係「本人・○○○○・○○○○・○○○○」、（5）
その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「1
月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本人315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
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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18,073㎡㎡、権利を取得しようと
する農地の面積9,595㎡ですが同一世帯内の貸借であるため、経営面積は増減ありません。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。
36ページご覧ください。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

矢野委員

はい。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
21番矢野です。
先程、事務局の説明の通りで地元でも○○○○さん、模範的な農家だと思われますので、
何ら問題ないと思います。みなさん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「18,073㎡」で一致し、申請
地の面積が「9,595㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「18,073㎡」。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
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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「18,073㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当しないと考
えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行う
者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照合に
より申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づいて耕
作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当
しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取
得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作
業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を
生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについては、(別
添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効
率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当し
ないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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3 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。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい、議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして 番号1をご説明させていただきま
す。
番号1 願人「高知市○○○○」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、
他5筆」、地目については「記載の通り」です、非農地となった時期は「昭和53年頃」というこ
とです。現在の利用状況及び現況につきましては「事務所・車庫・駐車場・資材置き場」となっ
ております。非農地となった理由は「その他【昭和53年12月1日、○○○○を起業し、事務所、
車庫、駐車場、資材置き場として使用してきた。】」という事です。今後の利用計画はありませ
ん。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。
39ページ、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。
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会

長

尾﨑委員

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番尾﨑です。
現在今、写真の通り駐車場と資材置き場になっておりますので現状に戻すことが中々難し
いと思いますので、よろしくおねがいします。
また、交付基準の(4)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、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号1 について『承認』することにご異議ございま
せんか。
（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。
続いて、議案第4号 非農地証明願承認の件 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。
はい、非農地証明願承認の件 番号2をご説明させていただきます。
番号2 願人「土佐市○○○○」「被相続人 ○○○○さん相続人 ○○○○」さん、「相続
人 ○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「 ○○○○番」、地目は「田」、面積は「269
㎡」、非農地となった時期につきましては「平成2年頃」ということです。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
地に隣接した細長い土地で耕作不適であったため、駐車場として利用、現在に至っています。】」。
今後の利用計画はありません。始末書が提出されておりますので読み上げます。「○○○○」と
いうことです。
41ページご覧ください。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

石元委員

はい。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。
先程の事務局の説明の通りであります、問題ないと思います。
また、交付基準の(3)に該当すると思います。

会

長

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。
（異議なしという意見多数あり。）

- 20 -

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2 について『承認』することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

事務局次長

はい。異議なしということで決定となりました。
続いて、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号3 を議題といたします。事務局の説明
を求めます。
はい、非農地証明願承認の件 番号3についてご説明させていただきます。
番号3 願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○
○番」、地目は「畑」、面積は「446㎡」、非農地となった時期につきましては「30年以上前から」
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」。非農地となった理由は「耕作
不便のため【耕作不便のため30年以上前から放置、現在に至っています。】」ということです。
今後の利用計画はありません。始末書が提出されておりますので読み上げます。「○○○○」と
いうことです。
43ページ、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

矢野委員

はい。地元委員さんのご意見をお願いします。
21番矢野です。
今朝内現地の方へ行っておりましたが現地に行くのにですね車とか、バイクとか入る道も
無くですね、道も現在崩れている状態で周辺の山林などを見るにですね、この畑に復元して
も無理だと思いますので、みなさんよろしくお願いします。
また、交付基準の(3)に該当すると思います。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

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3 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

事務局次長

（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。
続いて、議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等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等に関する件、
これにつきまして45
ページから94ページに掲載しております。平成29年4月11日付29土農林第49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
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当委員会に26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。
45ページご覧ください。整理番号：29-1、『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」で大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,438
㎡」、期間は「平成29年5月1日～平成34年4月30日」、存続期間は「5年間」、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「貸借権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日
数は「360日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,438㎡」、利用権の設定を受
ける者が現に耕作している自作地はありませんが借入地が「15,412㎡」あります、経営面積
「16,850㎡」となります。主たる作目は「青ねぎ」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農
業従事者は「2人」でうち15歳以上60歳未満のものは「2人」となっております。
46ページ、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。

横山委員

16番横山です。
先ほど事務局の説明されたように○○○○はねぎを作っていて何も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29-1の農用地利用集積計
画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤
強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていない
ため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合す
るものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進
に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地
のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集
積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を
設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農
用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「360日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではない
ため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
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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

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29-1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29-2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29-2をご説明させて頂きます。
整理番号：29-2、『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は「○○○○」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4筆」、地目は全て「田」で、面積は「記載の通り」でございま
す、合計「3,043㎡」、期間は「平成29年5月1日～平成39年4月30日」、存続期間は「10年間」、
借賃につきましては「なし」、利用権の種類は「使用貸借」。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「150日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,043㎡」、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「18,933㎡」、経営面積は新規認定で
すが同一世帯内ということで面積は変わりありません。
「18,933㎡」です。主たる作目は「米・
生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のも
のは「2人」となっております。
48ページご覧ください。場所につきましては、48ページのほうは戸波地区となっておりま
す。49ページ、こちらが波介地区の場所です。以上で説明を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。
16番、横山です。
先ほどの事務局の説明があったように親子で何も問題ないと思われますので、
よろしくお
願いします。
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会

長

事務局次長

浅井のほうも岩戸のほうも問題ないですか。はい。
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29-2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29-2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。

会

長

事務局次長

はい。異議なしで、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29-3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29-3をご説明させて頂きます。
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整理番号：29-3、『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」、地目は「田」、面積は「1,071㎡」、期間は「平成29年5月1日～
平成49年4月30日」、存続期間は「20年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、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「360日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,071㎡」、利用権の設定を受
ける者が現に耕作している面積の合計の自作地は「16,175㎡」、借入地が「3,591㎡」、経営
面積計「20,837㎡」となります。主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」、
農業従事者は「9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。
51ページご覧ください。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

尾﨑委員

会

長

事務局次長

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。
10番尾﨑です。
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。
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29-3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と集
積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を
設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農
用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「360日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第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、
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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

会

長

森岡委員

会

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをいたします。
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29－3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
29-4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29-4をご説明させて頂きます。
整理番号：29-4、『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」で大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、地目は「田」、面積は「805㎡」、期間は「平成29年5月1日～平
成39年4月30日」、存続期間「10年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い
方法は「8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「○○○○」、存続期間「○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「805㎡」、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「4,694㎡」、経営面積「5,499㎡」に
なります。主たる作目は「ユリ」、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「2人」となっております。
53ページ、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。
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。
20番森岡です。
先ほどの事務局の説明のとおりで、何ら問題ないですので、よろしくお願いします。

長

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29-4の農用地利用集積計
画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。
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事務局次長

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

委

員

会

長

事務局次長

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29-4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
29-5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29-5をご説明させて頂きます。
整理番号：29-5、『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
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○○○○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」、地目は「田」、面積は「441㎡」、期間は「平成29年5月1日～平
成39年4月30日」、存続期間「10年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い
方法は「7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させていただきます。
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「441㎡」、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「ありません」が、借入地が「1,080㎡」、
経営面積「1,521㎡」、主たる作目は「ユリ」、世帯員は「○○○○・○○○○」、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。
55ページ、場所につきましては、先ほどの整理番号29-4と同じで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

会

長

事務局次長

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。
20番森岡です。
この件も先ほどの○○○○頑張ってユリを栽培しております。
どうか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29-5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と集
積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を
設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農
用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではない
ため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
ついては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在
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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

事務局次長

会

長

宮崎委員

会

長

事務局次長

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29-5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
29-6を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい、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29-6をご説明させて頂きます。
整理番号：29-6、『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」、地目は「田」、面積は「1,163㎡」、期間は「平成29年5月1日～平
成39年4月30日」、存続期間「10年間」、借賃はなしで、利用権の種類は「使用貸借」
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況についてご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「200日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,163㎡」、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「15,034㎡」、経営面積計「16,197
㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○○○○・○○○○」、農業従事者は「3人」う
ち15歳以上60歳未満のものは「0人」となっております。
57ページ、ご覧ください。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。
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。
5番宮崎です。
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。
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29-6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
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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「200日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
ついては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在
しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、
設定をする者から同意印を受けており、
関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。
以上が、
農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠と
なっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第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29-6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
29-7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29-7をご説明させて頂きます。
整理番号：29-7、『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」です。大字「○○」、
字・番地は「○○○○番」、「○○○○番」、現況地目は両方とも「田」、面積は「1,286㎡」
と「2,920㎡のうち1,580㎡」、計「2,866㎡」、期間は「平成29年5月1日～平成32年4月30日」、
存続期間「3年間」、借賃はなしで、利用権の種類は「使用貸借」。
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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「2,866㎡」、利用権の設定を
受ける者が現に耕作している面積の自作地が「18,237㎡」、借入地が「2,361㎡」、経営面積
計「23,464㎡」、主たる作目は「水稲」、お米ということです。世帯員は「○○○○・○○
○○」、農業従事者は「4人」うち15歳以上60歳未満ものは「4人」となっております。
59ページご覧ください。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。

森田委員

15番森田です。
先ほど事務局が説明しましたように、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29-7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

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

- 31 -

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29-7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29-8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

森岡委員

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29-8をご説明させて頂きます。
整理番号：29-8、『再認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さん 相続人
○○○○」さん、「相続人 ○○○○」さん、「相続人 ○○○○」さん、住所「土佐市○
○○○番地」、「土佐市○○○○番地」、「京都市○○○○」、地区「○○」と「○○」、
「○○」、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」、地目は「田」、面積は「1,109㎡」、期間は「平成29年6月1日～平成32年5月31日」、
存続期間「3年間」、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「1,109㎡」、現に耕作してい
る面積の自作地は「11,791㎡」、借入地が「1,357㎡」、経営面積は再認定ということで「13,148
㎡」、変わりありません。主たる作目は「青ねぎ」、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「2人」。
61ページ、場所につきましては、高石地区の場所です。以上で説明を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。
20番森岡です。
先ほどの事務局の説明のとおり、問題ないと思われますので、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29-8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
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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

委

員

会

長

事務局次長

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29-8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
29-9、29-10、29-15については借人が同一ですので、一緒にお諮り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29-9、29-10、29-15をご説明させて頂きます。
整理番号：29-9、『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」、地目は「田」、面積は「439㎡」、期間は「平成29年5月1日～平
成39年4月30日」、存続期間「10年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い
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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。
続いて整理番号：29-10、『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、同一です。
利用権を設定する土地「農用地区域内」で大字「○○」、字・地番は「○○○○番、他3筆」、
地目はすべて「田」です。面積は「1,226㎡」、「1,167㎡のうちの642㎡」、「700㎡」、「803
㎡」、計「3,371㎡」、期間は「平成29年5月1日～平成39年4月30日」、存続期間「10年間」、
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。
続いて整理番号：29-15、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さん
の相続人 ○○○○」さん、「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、「高知市○
○○○」、地区「○○」、「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」農地で、大字
「○○」、字・地番は「○○○○番」、地目は「田」、面積は「1,593㎡」、期間は「平成29
年5月1日～平成39年4月30日」、存続期間「10年間」、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「330日」、利用権の設定を受ける土地につきましては3つの案件合わせまして「5,403
㎡」、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「5,484㎡」、借
入地は「951㎡」、経営面積「11,838㎡」となります。主たる作目は「ニラ」、世帯員は「○
○○○・○○○○」で、農業従事者は「9人」うち15歳以上60歳未満のものは「0人」となっ
ております
65ページ、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

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

今日欠席の連絡がありました西原委員さんからこの案件については問題ないということで
よろしくお願いしますということです。

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29-9、29-10、29-15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
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用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではない
ため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
ついては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在
しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、
設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。
以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠と
なっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは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

事務局次長

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29-9、
29-10、29-15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
29-11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29-11をご説明させて頂きます。
整理番号：29-11、『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「農用地区域内」。大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、他3筆、現況地目、面積については記載の通りです。面積計「3,485
㎡」、期間は「平成29年5月1日～平成30年4月30日」、存続期間「1年間」、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「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,485㎡」、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については自作地はありませんが、借入地が
「12,790㎡」、再認定ということで経営面積は変わらず「12,790㎡」、主たる作目は「露地
レタス」、世帯員は「○○○○・○○○○」農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満もの
は「3人」となっております。
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67ページ、場所につきましては、新居地区となってます。以上で説明を終わります。
会

長

坂本委員

会

長

事務局次長

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。
12番坂本です。
再認定ですので何の問題も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29-11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と集
積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を
設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農
用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「365日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではない
ため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
ついては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在
しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、
設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。
以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠と
なっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

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29-11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

会

長

事務局次長

会

長

森田委員

会

長

事務局次長

（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
29-12、29-13については借人が同一ですので、一緒にお諮り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29-12、29-13についてご説明させて頂きます。
整理番号：29-12、『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」、地目は「田」、面積は「1,537㎡」、期間は「平成29年5月1日～
平成39年4月30日」、存続期間「10年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払
い方法は「12月25日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。
整理番号：29-13、『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は同じ「○○○○」さんです。利
用権を設定する土地「農用地区域外」で大字「○○」、字・番地は「○○○○番」「○○○
○番」、地目は双方とも「田」、面積は「502㎡」、「647㎡」計「1,149㎡」、期間は「平成
29年5月1日～平成39年4月30日」、存続期間「10年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、
借賃の支払い方法は「12月25日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。
70ページ、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「340日」、利用権の設定を受ける土地の面積は2つの案件で「2,686㎡」、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「825㎡」、借入地が「7,402㎡」、
経営面積計「10,913㎡」となります。主たる作目は「メロン」、世帯員は「○○○○・○○
○○」、農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「0人」となっております。
71ページ、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。
18番森田です。
まじめにメロンを作っている方ですので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29-12、29-13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。
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農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合す
るものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進
に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地
のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集
積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を
設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農
用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「340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

委

員

会

長

事務局次長

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29-12、
29-13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
29-14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29-14をご説明させて頂きます。
整理番号：29-14、『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」で大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、地目は「田」、面積は「755㎡」、期間は「平成29年5月1日～平
成39年4月30日」、存続期間「10年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い
方法は「12月までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
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氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、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は「755㎡」、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「2,494㎡」、借入地が「1,450㎡」、経営面積
計「4,699㎡」となります。主たる作目は「ししとう」、世帯員は「○○○○・○○○○」で
農業従事者は「5人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっております。
73ページ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

会

長

事務局次長

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。
20番森岡です。
事務局の説明のとおりで、問題ないと思われますので、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29-14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と集
積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を
設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農
用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではない
ため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
ついては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在
しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、
設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。
以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠と
なっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは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。）
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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29-14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
29-16、29-17、29-18、29-19について借人が同一人物ですので、一緒にお諮りをしたいと思
います。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番
号29-16、29-17、29-18、29-19についてご説明させて頂きます。

事務局次長

整理番号：29-16、『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」、地目は「田」、面積は「2,056㎡」、期間は「平成29年5月1日～
平成34年4月30日」、存続期間「5年間」、借賃総額（年額）は「○○○○」、借賃の支払い
方法は「12月末までに自宅に持参」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
整理番号：29-17、『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は同じく「○○○○」さん、利用
権を設定する土地「農用地区域外」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、地目は「田」、
面積は「1,377㎡」、期間は「平成29年5月1日～平成39年4月30日」、存続期間「10年間」、
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。
整理番号：29-18、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐市
○○○○番地、○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、
同一です。利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「田」、面積は「1,507㎡」、期間は「平成29年5月1日～平成34年4月30日」、
存続期間「5年間」、借賃についてはなしで、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
整理番号：29-19、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「高知市
○○○○」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さんです。一緒です。利
用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」他2筆です。
3筆とも地目「田」で、面積は「458㎡」、「985㎡」、「1,354㎡」計「2,797㎡」、期間は「平
成29年5月1日～平成34年4月30日」、存続期間「5年間」、借賃総額（年額）は「○○○○」、
借賃の支払い方法は「12月末までに自宅に持参」、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「360日」、利用権の設定を受ける土地の面積は4つの案件で「7,737㎡」、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「4,058㎡」、借入地が「5,611㎡」、
経営面積計「17,406㎡」、主たる作目は「米」、「キャベツ」、「ネギ」、世帯員は「○○
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○○・○○○○」で農業従事者は「5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、78ページをご覧ください。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。

坂本委員

12番坂本です。
隣地とのトラブルが非常に多い方ですけど今後指導していきたいと思います。後片付けを
ひとつもしないかたので虫がなんぼでもわく人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29-29-16、29-17、29-18、
29-19の農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務
局から報告をお願いします。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤
強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていない
ため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合す
るものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化促進
に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用地
のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積と集
積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利用権を
設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作すべき農
用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農作
業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける者の
農作業の従事日数が「360日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではない
ため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
ついては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存在
しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受ける者、
設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いたしました。
以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠と
なっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いします。

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。）

- 41 -

会

長

委

員

会

長

事務局次長

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29-16、
29-17、29-18、29-19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
29-20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29-20をご説明させて頂きます。
整理番号：29-20、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さん 相続
人 ○○○○」さん、「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」です。地区「○○」、
利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、
利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、「同
字○○○○番」、「同字○○○○番」、現況地目は3つとも「田」、面積は「479㎡」、「492
㎡」、「289㎡」、計「1260㎡」、期間は「平成29年6月1日～平成32年5月31日」、存続期間
「3年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「5月末までに現金自
宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「1,260㎡」、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についてはなし。経営面積は「1,260㎡」となります。主
たる作目は「青ねぎ」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従事者は「2人」うち15歳以
上60歳未満のものは「1人」となっております。
80ページ、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。
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。

森田委員

15番森田です。
これも先ほど事務局が説明しました通り、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29-20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
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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。
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。それでは委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをいたします。
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29-20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、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。
はい、ではご説明させていただきます。平成29年4月11日付け29高農公第18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でております。
82ページ、地区が近いので3つ連続して説明させて頂きます。整理番号:18－1、18－2、18
－3を一緒に説明させて頂きます。
整理番号:18－1、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○」、利
用権の設定を受ける者「○○○○」さんです。利用権を設定する土地は大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、登記、現況地目ともに、｢畑｣、、面積は「959㎡」、始期は「平成
29年4月28日」、終期は「平成39年4月27日」、借賃総額(年額)は「○○○○/年(10aあたり)」、
借賃の支払い方法は「1回目の支払いが平成29年12月28日支払いで、2回目以降同時期同額を
口座振込」ということです。利用権の種類は「賃貸借」、当事者間の法律関係は「賃貸借」
となっております。
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次に、83ページの整理番号:18－2、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○」、受ける者は「○○○○」さん、利用権を設定する土地、大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、登記地目、現況地目ともに、｢畑｣、面積は「962㎡」、始期は「平成
29年4月28日」、終期は「平成39年4月27日」、借賃総額(年額)は「○○○○円/年(10aあたり)」、
借賃の支払い方法は「1回目の支払いが平成29年12月28日支払い、2回目以降同時期同額を口
座振込」です。利用権の種類は「賃貸借」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっており
ます。
84ページ、整理番号:18－3、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐市○○○
○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、利用権を設定する土地、大字「○○」、字・
地番は「○○○○番」、登記地目、現況地目ともに、｢畑｣、面積は「2,329㎡」。始期は「平
成29年4月28日」、終期は「平成39年4月27日」、借賃総額(年額)は「○○○○円/年(10aあた
り)」、借賃の支払い方法は「1回目の支払いが平成29年12月28日で、2回目以降同時期同額を
口座振込」です。利用権の種類は「賃貸借」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっており
ます。
85ページ、3つの場所がお隣同士です。場所は新居地区となってます。以上で説明を終わり
ます。
会

長

坂本委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
12番、坂本です。
何の問題もないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしで、お諮りをいたします。
整理番号18－1、18－2、18－3について『承認する』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

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、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。
はい、ではご説明させていただきます。平成29年4月11日付け29高農公第19号で農地中間管
理事業に係る農地利用集積計画申出書が公社より出ております。
87ページご覧ください。整理番号:19－1、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所
「土佐市○○○○番地」、受ける者は「○○○○」さん、利用権を設定する土地、大字「○
○」、字・地番は「○○○○番」、「同字○○○○番」、登記地目、現況地目はともに、｢田｣、
面積は「479㎡」、「1,119㎡」、計「1,598㎡」、始期は「平成29年4月28日」、終期は「平
成34年4月27日」、借賃はなしで、利用権の種類は「使用貸借」、当事者間の法律関係は「使
用貸借」となっております。
88ページ、場所につきましては北原地区です。以上で説明を終わります。
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会

長

はい。事務局の説明がおわりました。地元委員さんのご意見お願いします。

森田委員

15番、森田です。
先ほど事務局の説明がありましたように、
問題ないと思いますので、
よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、お諮りをいたします。
整理番号19－1について『承認する』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

事務局次長

会

長

横山委員

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ねがい
します。
はい、ではご説明させていただきます。平成29年4月11日付け29高農公第20号で、農地中間
管理事業に係る農地利用集積計画申出書が公社より出ております。
90ページ、整理番号20－1、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐市○○○
○番地」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、利用権を設定する土地、大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、登記、現況地目とも、｢田｣、面積は「2,291㎡」、始期は「平成
29年4月28日」、終期は「平成33年2月28日」、借賃総額(年額)は「○○○○円/年(10aあたり)」、
借賃の支払い方法は「1回目の支払いが平成29年12月28日で、2回目以降同時期同額を口座振
込」です。利用権の種類は「賃貸借」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
91ページ、場所につきましては波介地区です。以上で説明を終わります。
はい。事務局の説明がおわりました。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
16番、横山です。
先ほど事務局の説明があったように、何も問題ないと思われますので、よろしくお願いし
ます。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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。

異議なしということで、お諮りをいたします。
整理番号20－1について承認することにご異議ございませんか。
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続いて、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

はい、ではご説明させていただきます。平成29年4月11日付け29高農公第21号で農地中間管
理事業に係る農地利用集積計画申出書が公社より出ております。
93ページ、整理番号21－1、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐市○○○
○番地」、利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、利用権を設定する土地、大字「○
○」、字・地番は「○○○○番」、登記、現況地目ともに、｢田｣、面積は「1,164㎡」、始期
は「平成29年4月28日」、終期は「平成39年4月27日」、借賃総額(年額)は「○○○○円(10a
あたり)」、借賃の支払い方法は「1回目の支払いが平成29年12月28日で、2回目以降同時期同
額を口座振込」です。利用権の種類は「賃貸借」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっ
ております。
94ページ、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。
はい。事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。

久保委員

6番久保です。
先ほどの説明通りで、問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
整理番号21－1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6号 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）の検
討に関する件を議題といたします。テーブルの方に資料を配布してますのでご覧ください。それ
では事務局の説明をお願いします。

事務局次長

内容について説明した。

会

長

はい、事務局の方から説明がありましたがこの内容でよろしいでしょうか。

委

員

会

長

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、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。
（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7号 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）の検討に関す
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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

内容について説明した。

会

長

はい、説明が終わりました。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

この活動計画で決定をしてよろしいですか。

委

員

(異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。それではそのようにしたいと思います。

会

長

長時間お疲れ様でした。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。
平成29年度4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。

以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
16番
18番
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