平成29年度
６月総会（定例農業委員会）

議 事 録

土佐市農業委員会

平成２９年度６月総会（定例農業委員会）議事録
1．開 催 日
2．開 催 場 所
3．出席状況
（1）委員
①出席
番号

平成２９年６月２７日(火) 午後１時３０分開会
土佐市役所３階 大会議室

氏

名

氏

番号

名

1

池田 修

横山 秀臣

2

馬場 善広

3

梅原 俊助

9

石元 博昭

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

16

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

欠番

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

18

7

氏

番号

名

氏

番号

名

13

門田 ゆかり

19

山本 倫弘

14

市原 正一

20

森岡 正典

21

矢野 進一

23

岡林 弘

24

野瀬 博

横山 久夫

森田 滿子

②欠席
番号

氏

名

8

門田 孝司

15

森田 昭司

番号

22

氏

名

番号

名

西原 博明

（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
議案第7号

氏

局長 石元 一成
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
土佐市農業委員会会議規則の一部改正に関する件
土佐市農業委員会規程の一部改正に関する件

報告事項：農地利用配分計画の認可について
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２件
６件
６件
２２件
２件
１件
１件

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6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23番岡林 弘委員、24番野瀬 博委員、両名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明を省き、
事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明をさせて頂きます。本日審議頂く議案は、議案第1号 農地法第5条第
1項の規定による許可申請書審査の件 2件、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許
可申請書審査の件 6件、議案第3号 非農地証明願承認の件 6件、議案第4号 農業経営基
盤強化促進法による利用権設定等に関する件 22件、議案第5号 農地移動適正化斡旋事業
に関する件 2件、議案第6号 土佐市農業委員会会議規則の一部改正に関する件 1件、議
案第7号 土佐市農業委員会規程の一部改正に関する件 1件、ここで、規定の定の字につい
て間違っておりますことをお詫び申し上げます。規定の定の字については、日程の程、今日
お配りさせていただいています資料の７ページの規程の程が正しい漢字となります。以上で
す。

会

それでは、5条の申請でご出席を頂いた皆様方に一言御挨拶を申し上げます。本日は、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、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

会

長

事務局次長

はい、それでは順番に審議致しますが「○○○○」さんはお残りください。
その他の方につきましては、順次お呼びいたしますので、別室のほうへお願いします。
それでは、議案に入りたいと思います。
議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号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、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。

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。
1ページをご覧ください。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4。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○○○○
番の一部」、登記地目、現況地目ともに「畑」、面積は「474㎡のうち303.89㎡」、分筆を予
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定しております。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1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「市
道新設に伴い持ち家の移転が必要となったため」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許
可日から20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「20年間」。資金計画は「建築費○○○○円、その他○○○○円、計○○○
○円（全額移転補償費）」となっております、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」。
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「現在の居宅は申請地の西約100ｍの位置にありますが、市の高台移
転事業に伴う市道用地に入っており、移転が必要となったため、住宅を建築する計画です。
選定理由は現在宅から近距離で生活環境の変化が少なく、また、息子宅の隣接地となり、安
心した生活を送ることが出来ることから選定しました。面積については、生活をする上で必
要な建築面積と駐車場を確保するためです。」、進入路計画は「申請地北側の市道から進入
する」。造成計画は「造成はなし」。整地計画は「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、申請地北側の既設排水路へ排水する。また、雨水は南から
北へ勾配を設け、家庭汚水と同様に既設排水路へ排水する」。被害防除計画につきましては4
ページの土地利用計画図、周囲の状況図も合わせてご覧ください。
「東側は、貸人所有農地、
申請地の残地です、とその農地を挟んで市道。西側は、貸人所有宅地。南側は、貸人所有農
地、申請地の残地です、とその農地を挟んで新設市道予定地です。北側は、市道及び水路を
挟んで同意のある農地」となっております。同意書については「○○○○、○○○○、○○
○○、○○○○、○○○○、○○○○で全筆同一所有者のハウスとなっています」。
3ページにお戻りください。場所につきましては、宇佐地区となっております。
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、
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、「○○
○○」さんは、地区の集落に居住されており、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11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
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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「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

山本委員

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。
19番山本です。
先程の事務局の説明通り、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。

会

長

委

員

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4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。
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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。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、同じく譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○」
さん、同じく譲渡人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
5ページをご覧ください。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5。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、同じく
譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、同じく譲渡人
「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、同じく譲渡人「○○
○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、
住所「高知市○○○○」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番、外8筆」、登記
地目、現況地目は「記載の通り」、面積の合計は「5,692.17㎡」、利用状況は全て「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全て「なし」。農地基本台帳の耕作者
名は「記載の通り」です。
6ページをご覧ください。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地
区分につきましては、「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「建売住宅建築及び公園設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由
の詳細は「建売住宅22棟建築販売及び公園を設置する」、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「1期工事が許可あり次第～平成30年2月末日、2期工事
が平成30年3月1日～平成32年11月末日」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「所有
権移転」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「永久年間」。
資金計画は「1期分が土地取得費○○○○円、土地造成費○○○○円、建築費は２棟分で○○
○○円、その他諸経費○○○○円の計○○○○円で金融機関借入○○○○円、役員からの借
入○○○○円、残額は自己資金、総事業費は1期分の事業費○○○○円に2期計画、20棟分の
建築費○○○○円を足し、○○○○円となり1期分2棟を売却後、売上を充当し残りを建築販
売するとなっています。」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」
となっております。
申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「申
請地は、小学校登校時の通学路として危険な箇所も少なく、中学校も近くにあり、学童のい
る家庭にとっての需要が高いものと見込まれる地域である。また、国道に広い歩道を隔てて
接しており、車での出入りも便利であり、スーパー、コンビニ、ホームセンターにも近く、
買い物や病院、銀行、役所に行くにも便利な土地であるため選定しました。面積については、
申請地内に公園を設けるなど育児などに適した環境とするために必要です。」、進入路計画
は「北側国道から進入する」。7ページをご覧ください。造成計画は「水害や国道からの進入
を考慮し、約1.2ｍの盛り土を行い造成する」。整地計画は「進入道路はアスファルト舗装を施
し、宅地は砕石を敷く計画です」。排水処理計画は「住宅からの汚水は、合併浄化槽で浄化後、
新設する道路側溝へ排水し、雨水排水とともに申請地中央を流れる幅員1.5ｍの既設排水路へ流
します」。被害防除計画につきましては、9ページの土地利用計画図、排水計画図、10ペー
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ジの周囲の状況図も合わせてご覧ください。「東側は水路を挟んで宅地及び農地、西側は宅
地及び同意のある農地、南側は水路を挟んで農地で一部同意があります、北側は国道５６号
線、なお、議案書発送後、東側の農地と南側の農地の一部について同意書が提出されていま
す」、同意書については「○○○○、○○○○と後で○○○○、○○○○、○○○○、○○○
○から出されております。なお、○○○○は2人の共有で、○○○○さんから同意が得られて
いますが残りの共有者、○○○○さんについては得られていないため、あたっていただくよ
う説明しています。なお、○○○○の農地について同意が得られていませんが被害防除計画
が提出されていますので読み上げます。・・・・」。
被害防除計画「申請地周辺の同意は、1箇所を除き受けているものの、土佐市○○○○の土
地所有者に対しては、口頭では伝えているものの、同意の連絡が取れていないので被害防除
計画として提出致します。申請地は、土佐市○○○○番の土地の北側に位置しており日陰の
影響はない。通風に関しては、申請地の東側約1.5ｍの水路があり上記土地に対しての北側
よりの通風は確保でき、東西の通風については申請地の造成とは関係ない。申請地の排水は、
合併浄化槽を設置したうえ、雨水排水とともに、申請地中央部西より南北に流れる土佐市所
有の既存幅員1.5ｍ、深さ1.1ｍのU字溝の排水路に流す設計であり、上記土地に対しては影
響ない。よって申請地が土佐市○○○○番の土地に対しての被害防除計画はなされている」
というように提出されております。
8ページにお戻りください。場所につきましては、高岡地区となっております。
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1㎞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、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「建売住宅建築及び公園設置」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、
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許可することができない。』については、全ての隣接農地の同意が得られておりませんが、
被害防除計画にもありましたように、申請地の南側農地ということで日照の問題はなく、ビ
ルの様な建物ではありませんので通風についても支障はないものと考えられます。また、排
水については申請地の中を南北に走る幅2ｍ程度の排水路があり、その排水路へ接続、排水
する計画となっていますので、周辺農地への排水による支障はないものと考えています。
次に、第3号関係、農地法施行規則第57条、第2号、行政庁の許認可見込み及び第2の2号、
法令により義務づけられている行政庁との協議に関しては、都市計画法に基づく開発許可申
請が並行して協議される必要がありますが昨日担当所管に確認したなかでは協議中で許可
申請は未だ提出されてないとのことです。このことについては、事前に説明しておりますの
で問題はないものと考えておりますが、再度、手続を行うよう説明いたします。
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
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、同じく「○○○○」さん、同じく「○○○○」さん、同じく「○
○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

市原委員

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。
14番市原です。
先程の事務局の説明通り、ここは休耕地で草が生えちょったき、早ように売れんろうか、
なんとかしてくれな、草も生えて迷惑なと思っちょったら、ちょうど宅地にするということ
で、それから○○○○の同意のない南側の全然関係ないき、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5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。
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続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号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

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号8
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。譲受
人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「○○○○」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記簿地目、現況地目ともに「畑」とい
うように記載しておりますが、現況畑と記載しております一部、○○○○番のほうですが、
部分的に農業用倉庫が建っております。訂正しお詫び申し上げます。農業用倉庫については、
取り壊しをする予定ということです。面積については「112㎡、310㎡、計422㎡」、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」となっております。
12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:2,538㎡(内:田2,538㎡)」、所有地以外は「借入地:8,454㎡(内:田8,454
㎡)」、合計「10,992㎡」。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。
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「トラクター」を「2台所有」、（3）農作業に従
事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「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20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「ネギ：田2,538㎡、（自作地）、ネギ：
田8,454㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「ネギ：田422㎡」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。
15ページご覧ください。【農地法第3条第2項第2号関係】2.その法人の構成員等の状況（権
利を取得しようとするものが農業生産法人である場合のみ記載する。）についてはこのあと
「農地法第2条第3項第2号関係「2．構成員全ての状況」のとおり」18ページに記載してます
ので後ほどご説明します。
【農地法第3条第2項第3号関係】、
【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。【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10,992㎡、権利を取得しよう
とする農地の面積422㎡、合計11,414㎡」と記載されております。ここで訂正お願いします。
同一世帯間での使用貸借と記載しておりますが全くの別世帯です。訂正しお詫び申し上げま
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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。
17ページご覧ください。【農地法第2条第3項第1号関係】1-1事業の種類につきましては、
現在農業ということで生産しているものは「ネギ」、関連事業は「なし」、権利取得後にお
いても「ネギ」、関連事業「なし」、左記農業に該当しない農業の内容は「なし」。1-2売
上高については3年前、2年前、1年前、本年度、2年後、3年後「記載の通り」となっており
ます。
18ページご覧ください。【農地法第2条第3項第2号関係】については2．構成員全ての状況、
農業関係者ということで「○○○○」さん、議決権が「39」、農業従事状況、直近実績は「300
日」、見込み「300日」、「○○○○」さん、議決権は「1」、農業従事状況、直近実績は「169
日」、見込み「169日」、議決権の計「40」、農業関係者の議決権の割合は「100％」。その
法人が農業（労務管理や市場開拓等も含みます。）を行う期間は「360日」
19ページご覧ください。（2）関連事業者についてはありません。
【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（労務管理や市場開拓等も含む。）への従事状況「○○○○」さん、「○○○○」さん、
「○○○○」さん、「○○○○」とあと「○○○○」、「○○○○」ということで、農業へ
の従事状況につきましては直近実績は「300日」、「169日」、「130日」、見込みも同様に
なっております。
20ページをご覧ください。場所につきましては、波介地区になっております。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。
ただいまの説明をもって別段問題は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「10,992㎡」で一致し、
申請地の面積が「422㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「11,414㎡」。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
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が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事項
により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有していると認め
られる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事する者の
数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを
効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考えま
す。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名
が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当し
ません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「11,414㎡」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

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8について申請通り許可す
ることにご異議ございませんか。
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委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号9
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号9
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農地」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「田」、現況地目は「田」、面積は「1,038
㎡」、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」となっております。
22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:8,482㎡(内:田7,676㎡、畑806㎡)」、所有地以外は「なし」。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。
23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」を「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59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。
24ページをご覧ください。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「水稲：田4,497㎡、ミニトマト：田
2,485㎡、みかん・柿：田694㎡、野菜：畑806㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕
作計画は「水稲：田1,038㎡」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。
25ページご覧ください。【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340日・○○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利
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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8,482
㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,038㎡、合計9,520㎡」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。
27ページご覧ください。場所につきましては、高石地区になっております。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間違いないと思います、どうぞ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「8,482㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,038㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「9,520㎡」。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
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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「9,520㎡」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9について申請通り許可す
ることにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号10
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号10
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「愛媛県松山市○○○○」、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「1,014㎡」、
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
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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。
29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: 7,500㎡(内:田6,813㎡、畑687㎡)」、所有地以外は「なし」。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。
30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、田植機」を「各1台所有」、「耕耘
機」を「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51年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)
は「なし」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「4人」、農作業経験の状況「6年～9年」、
④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離
又は時間は「①、②及び③の者 徒歩3分」と記載されております。
31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「水稲：田6,813㎡、ニラ：畑687㎡（自
作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田1,014㎡」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。
32ページご覧ください。【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「○○○
○」さん、（2）年齢は「○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
330日）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する
農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積7,500㎡、権利を取得しようとする農地の面
積1,014㎡、合計8,514㎡」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。
34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

坂本委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
12番坂本です。
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先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。
会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説
明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその
取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「7,500㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,014㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「8,514㎡」。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
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「8,514㎡」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。

- 15 -

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すので、お諮りをします。
議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号10について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号11、番
号12、番号13を同時に議題といたします。これは譲受人が同一人物でございますのでよろし
くお願いします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号11、
番号12、番号13をご説明させて頂きます。
番号11、譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「大阪府○○○○」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。申請
地の所在は「土佐市○○○○番、土佐市○○○○番」、登記簿地目、現況地目ともに「田」、
面積は「833㎡、1,100㎡、計1,933㎡」、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」となっております。
番号12、譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「○○
○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
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「915
㎡」、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」となっております。
番号13、譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○
○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
申請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記簿地目、現況地目ともに「田」、
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面積は「942㎡、568㎡、計1,510㎡」、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」となっております。

38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: 4,132㎡(内:田4,132㎡)」、所有地以外は「借入地:1,249㎡(内:田1,249
㎡)」、合計「5,381㎡」。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。
39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30年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「なし」、③臨時雇用労働力(年
間延人数)も「なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとす
る土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 徒歩5分で500ｍくらい」と記載され
ております。
40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「水稲：田4,132㎡（自作地）、水稲：
田1,249㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲（番号11）：田1,933㎡、
水稲（番号12）：田915㎡、水稲（番号13）：田1,510㎡」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。
41ページご覧ください。【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】
は記載されておりません。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又
はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（1）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○
○」、（2）年齢は「○歳」、（3）主たる職業は「○○○○」、（4）権利取得者との関係
「本人」、（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な
農作業の期間は「1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5,381㎡、権利を取得しようとする農地の面
積4,358㎡、合計9,739㎡」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。
43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
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終わります。
会

長

石元委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
9番石元です。
先程の事務局の説明の通りで、この一番最初の○○○○さんの土地は、1箇所は畑を作っ
ておりますが、あとは毎年遊休農地の対象の土地で買って稲を作ってくれたらいいと思い
ます。それから後の○○○○の土地も毎年遊休農地で、今なかには木が残っております。こ
れも使えるようになるのでえいと思います。よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説
明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその
取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「5,381㎡」で一致し、
申請地の面積が「4,358㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「9,739㎡」。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
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載されているとおり「9,739㎡」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11、番号12、番号13につい
て申請通り許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号7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3号 非農地証明願承認の件につきまして番号7をご説明させていた
だきます。
番号7：願人「土佐市○○○○」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、
○○○○番」、地目はともに「畑」、面積は「165㎡、224㎡」、非農地となった時期につきまし
ては「100年位前から、40年位前から」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（○○○○）、農業用倉庫（○○○○）」となっております。非農地となった理由は「耕
作不適のため【○○○○については、面積が狭く周囲が山林に囲まれており農機具の搬入が困難
であったため。また、○○○○については、農業用倉庫が必要であったため建築、現在に至って
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。
45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。
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会

長

岡林委員

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。
23番岡林です。
先程の事務局の説明の通り、片方は宅地の一部になっており、片方は山林となっております
ので、どうか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

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号7について『承認』することにご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号8をご説明させていた
だきます。
番号8：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、同字○○○○番、同字○○○○番」、地目は「全て畑」、面積は「314㎡、46㎡、340㎡」、
非農地となった時期につきましては「平成10年頃から、昭和53年頃から、昭和51年頃から」とい
う事です。現在の利用状況及び現況につきましては「原野（○○○○）、既存母屋の離れ便所・
風呂（○○○○）、農業用倉庫・駐車場・原野（○○○○）」となっております。非農地となっ
た理由は「その他【○○○○ですが、一部は耕作者がいなく原野化しました。他は○○○○の居
住に必要な付属施設（便所・風呂及び倉庫・駐車場）として設置、利用してきたものです。】」
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。
47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。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。
21番矢野です。
先程の事務局の説明の通りで、復元は難しいと思いますので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(4)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。）
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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 非農地証明願承認の件 番号8について『承認』することにご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号9を議題といたします。事務局の説明
をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号9をご説明させていた
だきます。
番号9：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「152㎡、132㎡」、非農地となった時期に
つきましては「昭和20年頃から」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「農業
用倉庫・住家」となっております。非農地となった理由は「その他【昭和20年頃から宅地で現在
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。
49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。

会

長

石元委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
9番石元です。
先程の事務局の説明がありました通り、壊すわけにはいけないのでそのままで、よろしくお
願いします。
また、交付基準の(1)に該当すると思います。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号9について『承認』することにご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号10を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号10をご説明させていた
だきます。
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番号10：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「畑」、面積は「244㎡」、非農地となった時期につきましては「平成14年頃から」
という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「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【傾斜がきつく、複数段の形状であったため農機具の搬入が困難で
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。
51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

岡林委員

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。
23番岡林です。
事務局の説明の通りで、細長い形状で山の裾で耕作をしておりませんので、どうかよろしく
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

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号10について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号11を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号11をご説明させてい
ただきます。
番号11：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○
○番」、地目は「畑」、面積は「199㎡」、非農地となった時期につきましては「平成11年頃
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「車庫及び駐車場」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【車庫及び駐車場として利用、現在に至って
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。
53ページご覧ください。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

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

16番横山です。
先程の事務局の説明のあったように、倉庫と庭があって農地に復元することはとても困難だ
と思いますので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(3)に該当すると思います。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号11について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号12を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号12をご説明させていた
だきます。
番号12：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「168㎡、364㎡」、非農地となった時期に
つきましては「昭和48年頃から」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「農業
用倉庫」となっております。非農地となった理由は「その他【農業用倉庫が必要であったため建
築、現在に至っております。】」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。
55ページご覧ください。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

横山委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
16番横山です。
先程の事務局の説明のあったように、現地に行って参りました。倉庫が2つ建っていて農地
に復元することは不可能だと思いますので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(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。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号12について『承認』することにご異議ございませ
んか。
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委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、これにつきまして57
ページから94ページに掲載しております。平成29年6月9日付29土農林第328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22件の諮問があがっております。それでは議案書を説明させていただきます。
整理番号：29-29、29-30、29-31、29-32、29-33、29-34
整理番号：29-29、『再認定』、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、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、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「181㎡、859㎡、
計1,040㎡」、期間は「平成29年9月1日～平成34年8月31日」、存続期間は「5年」、借賃総
額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「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、整理番号：29-30、『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は「農用地区域内」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,044㎡」、期間は「平成
29年9月1日～平成34年8月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、
借賃の支払い方法は「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。
整理番号：29-31、『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は「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「すべて田」、面
積は「166㎡、670㎡、1,119㎡、計1,955㎡」、期間は「平成29年9月1日～平成34年8月31日」、
存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「なし」、利用権の種類は「使用貸借」となって
おります。
整理番号：29-32、『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は「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「576㎡」、期間は「平成29年9月1
日～平成34年8月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の
支払い方法は「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。
整理番号：29-33、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「東京都○
○○○」、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」、現況地目は「田」、面積は「1,180 ㎡」、期間は「平成29年9月1
日～平成34年8月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の
支払い方法は「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。
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整理番号：29-34、『再認定』、利用権の設定をする者「被相続 ○○○○さんの相続人 ○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じ宇「相続人 ○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、
住所「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、同字○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は
「すべて田」、面積は「714㎡、671㎡、555㎡、計1,940㎡」、期間は「平成29年8月1日～平
成30年7月31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「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「7,735㎡」、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「12,790 ㎡」、経
営面積「12,790㎡」、主たる作目は「露地レタス」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農
業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっております。
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。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-29、29-30、29-31、
29-32、29-33、29-34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「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。
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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

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29-29、
29-30、29-31、29-32、29-33、29-34は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満
たしていると判断し、集積計画は『適当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番
号29-35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、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-35をご説明させて頂きます。
整理番号：29-35、『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「1,699㎡」、期間は「平成
29年7月1日～平成34年6月30日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、
借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となってお
ります。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
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「1,699㎡」、利用権の設定
を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「7,727㎡」、借入地は「なし」、
経営面積「9,426㎡」、主たる作目は「キュウリ」、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「0人」となっております。
64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

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

石元委員

9番石元です。
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先ほどの事務局の説明がありましたとおり、現在もキュウリを作っておると思いますので
問題ないと思いますので、よろしくお願いします。
会

長

事務局次長

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29-35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第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-35
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。
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続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
29-36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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-36をご説明させて頂きます。
整理番号：29-36、『再認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さんの相続
人 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農
用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、○○○○番」、現況地目は「と
もに田」、面積は「549㎡、338㎡、計887㎡」、期間は「平成29年9月1日～平成34年8月31
日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「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「887㎡」、利用権の設定を
受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「なし」、借入地は「16,850 ㎡」、
経営面積「16,850㎡」、主たる作目は「青ネギ」、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。
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

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

馬場委員

2番馬場です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-36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
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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、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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-36
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番
号29-37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 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29-37をご説明させて頂きます。
整理番号：29-37、『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「畑」、面積は「1,322㎡」、期間は「平成
29年7月1日～平成34年6月30日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）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「320日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,322㎡」、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「19,185㎡」、借入地は「なし」、
経営面積「20,507㎡」、主たる作目は「生姜・文旦」、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「6人」となっております。
68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

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
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宮崎委員

5番宮崎です。
これは耕作放棄地で、今度この契約で解消されると思いますので、大変よろしいと思いま
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29-37の農用地利用集積
計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いし
ます。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「320日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-37
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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
29-38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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-38をご説明させて頂きます。
整理番号：29-38、『再認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さんの相続
人 ○○○○」さん、住所「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「1,811㎡」、期間は「平成29年9月1日～平成44年8月31日」、存続期間は「15年」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに口座振込」、利
用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,811㎡」、利用権の設定
を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「3,107㎡」、借入地は「5,404㎡」、
経営面積「8,511㎡」、主たる作目は「ピーマン」、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「3人」となっております。
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

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

長

久保委員

6番久保です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、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29-38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。
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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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-38
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番
号29-39、29-42を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい、それでは議案第4号 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29-39、29-42、借人が一緒ということで同時に説明させていただきます。
71ページ、整理番号：29-39、『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「724㎡」、期間は
「平成29年7月1日～平成32年6月30日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○○
○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」
となっております。
整理番号：29-42、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「高
知市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「195
㎡、1,014㎡、計1,209㎡」、期間は「平成29年7月1日～平成32年6月30日」、存続期間は「3
年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅
払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
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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「1,933㎡」、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「9,662㎡」、借入地は「なし」、
経営面積「11,595㎡」、主たる作目は「生姜・文旦」、世帯員は「○○○○・○○○○」
で農業従事者は「23人」うち15歳以上60歳未満のものは「13人」となっております。
73ページご覧ください。こちらは整理番号29-39の地図で、場所につきましては、戸波
地区となっております。74ページ、こちらは整理番号29-42の地図で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

馬場委員

会

長

野瀬委員

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。
2番馬場です。
整理番号29-39ですが先ほど事務局の説明がございましたとおり、現在生姜を作っておりま
すので問題ないと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、整理番号29-42の地元委員さん。
4番、野瀬です。
別に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29-39、29-42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』
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については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-39、
29-42は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画
は『適当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
29-40、29-41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。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。

はい、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-40、29-41、借人が一緒ですので一緒にご説明させて頂きます。
75ページ、整理番号：29-40、『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「畑」、面積は「208㎡」、期間は
「平成29年7月1日～平成34年6月30日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「なし」、
利用権の種類は「使用貸借」となっております。
整理番号：29-41、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○」、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「畑」、面積は「148㎡」、期間は「平成29年7月1
日～平成34年6月30日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）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、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「356㎡」、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「736㎡」、
経営面積「1,092㎡」、主たる作目は「さつまいも」、役員等を除きました世帯員は「○○
○○・○○○○」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。
77ページご覧ください。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。
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会

長

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

坂本委員

12番坂本です。
いろいろなところでさつまいもとかいろんなものを作ってもらってますので問題ないと思
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29-40、29-41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「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

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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-40、
29-41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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
29-43を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-43をご説明させて頂きます。
整理番号：29-43、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「975
㎡、938㎡、計1,913㎡」、期間は「平成29年7月1日～平成39年6月30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「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「1,913㎡」、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「4,439㎡」、借入地は「4,455㎡」、
経営面積「10,807㎡」、主たる作目は「ニラ」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業
従事者は「9～10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。
79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

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

野瀬委員

24番野瀬です。
この土地は私の家屋のすっと近所で、それとこの貸し借りについては○○○○ですので、
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-43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
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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、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-43
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
29-44を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-44をご説明させて頂きます。
整理番号：29-44、『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、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「1,011
㎡、753㎡、計1,764㎡」、期間は「平成29年7月1日～平成39年6月30 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「12月末までに現金自宅
払い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,764㎡」、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「2,270 ㎡」、
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経営面積「4,034㎡」、主たる作目は「ユリ」、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。
81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。
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。

森岡委員

20番森岡です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思います、どうか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29-44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。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。
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議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-44
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。
委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
29-45を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-45をご説明させて頂きます。
整理番号：29-45、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さんの相
続人 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」
さん、住所「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「すべて田」、面積は「545㎡、462㎡、757㎡、計1,764㎡」、期間は「平成29年7
月1日～平成39年6月30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「3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「260日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,764㎡」、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「5,534㎡」、借入地は「なし」、
経営面積「7,298㎡」、主たる作目は「花（切花用）」、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「0人」となっております。
83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

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

岡林委員

23番岡林です。
事務局の説明のとおり、何年もここでハウスで花を作っておりますので、どうかよろしく
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29-45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
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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「260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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-45
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番号
29-46を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-46をご説明させて頂きます。
整理番号：29-46、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さんの相
続人 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域
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内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「816㎡」、
期間は「平成29年7月1日～平成39年6月30日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年額）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「180日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「816㎡」、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「10,016㎡」、借入地は「なし」、
経営面積「10,832㎡」、主たる作目は「米」、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「0人」となっております。
85ページご覧ください。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

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。

久保委員

6番久保です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、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29-46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「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
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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

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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-46
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番
号29-47を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-47をご説明させて頂きます。
整理番号：29-47、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人 ○○○○さんの相
続人 ○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、同じく「相続人 ○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」
さん、住所「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「1,051㎡」、
期間は「平成29年7月1日～平成39年6月30日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年額）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「1,051㎡」、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「6,139㎡」、借入地は「3,178㎡」、
経営面積「10,368㎡」、主たる作目は「ししとう・米」、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「1人」となっております。
87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。

会

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

長

久保委員

6番久保です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、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29-47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
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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4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-47
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請書について説明をお願いしま
す。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは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。農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の申し出
ということで、平成29年5月30日付け29高農公第113号、高知県農業公社から農地中間管理事
業に係る農地集積計画について、農業経営基盤強化促進事業により利用権の設定をしたいと
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いうことで申出書が出ております。
89ページと90ページ、整理番号113-1、113-2ですが借入人は公社ですので、場所も近いです
ので一緒に説明させていただきます。
整理番号113-1、利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定をする者は「○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○番地」、利用権を設定する土地は大字「○○」、字・地番は「○
○○○番、同字○○○○番」、登記・現況地目は「ともに田」、面積は「472㎡、472㎡、計944
㎡」、始期は「平成29年6月30日」、終期は「平成39年6月29日」、借賃総額(年額)はともに「○
○○○円/年(10aあたり)」、借賃の支払い方法は「第1回目は平成30年6月30日で、2回目以降は
同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」、当事者間の法律関係は「賃貸借」とな
っております。
続いて、整理番号113-2、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・現況地目ともに「田」、面積は「915㎡」、始期は「平成29年6月
30日」、終期は「平成39年6月29日」、借賃総額(年額)は「○○○○円/年(10aあたり)」、借賃
の支払い方法は「第1回目は平成30年6月30日で、2回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権
の種類は「賃貸借」、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お願いします。
20番、森岡です。
事務局の説明通りでございます。どうか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。
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

会

長

事務局次長

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、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申請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。農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申出書、
平成29年5月30日付け29高農公第114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。
93ページ、整理番号114、利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、設定をする者は「○
○○○さんの成年後見人 ○○○○」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、外4筆」、登記・現況地目は「記載の通り」、
面積についても「記載の通り」です、計「3,316㎡」、始期は「平成29年6月30日」、終期は「平
成32年6月29日」、借賃総額(年額)は「○○○○円/年(10aあたり)」、借賃の支払い方法は「第
1回目は平成30年12月28日で、2回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」、
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当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
94ページご覧ください。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お願いします。
6番、久保です。
先ほどの事務局の説明通り、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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

委

員

会

長

事務局次長

会

長

山本委員

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。)
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 農地移動適正化斡旋事業に関する件 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、議案第 5 号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号 1 についてご説明させて
いただきます。
土地の所在は「土佐市○○○○」、所有者は「○○○○」さん、住所は「大阪府○○
○○」、希望契約方法は「売却」希望ということで無償でもよいということです。地目
は「畑」、面積は「142 ㎡」。
場所につきましては宇佐地区の場所です。
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。
19 番、山本です。
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

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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。

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 農地移動適正化斡旋事業に関する件 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。
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事務局次長

会

長

野瀬委員

続きまして、議案第 5 号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号 2 についてご説
明させていただきます。
土地の所在は「土佐市○○○○」、所有者は「○○○○」さん、住所は「土佐市○○○
○」、希望契約方法は「貸付」を希望されております。有償希望価格は要相談というこ
とです。地目は「田」、面積は「209 ㎡」。
場所につきましては高岡地区の場所です。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。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
24 番、野瀬です。
先ほどの事務局の説明通り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。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

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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。

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。

会

長

事務局次長

続きまして、
議案第 6 号 土佐市農業委員会会議規則の一部改正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6号、土佐市農業委員会会議規則の一部改正に関する件、この議題と次の議案第7
号、土佐市農業委員会規程の一部改正に関する件については、農業委員会等に関する法律
の改正に伴い、次回の任期から農地利用最適化推進委員を設置し、新たな体制で農業委員
会が運営されますが、農地利用最適化推進委員の職務等について、規則、規程を改正し、
示すものです。今日お配りした資料の1ページをご覧ください。規則の一部改正について、
ご説明します。このページは、改正される言語のみで分かりづらいと思いますので2ページ
をご覧ください。改正後と改正前の対照表となっており、改正する言葉に下線を引いてい
ます。例えば、第2条第1項では漢字で「予め」としているものを、ひらがなで「あらかじ
め」と改めていますが、条例や規則等で使う適切な言葉に改めるものです。また、委員の
言葉の次に「及び農地利用最適化推進委員」を加えています。ご覧のように、第2条は会議
への招集について、第3条では会議等への参集、第4条では、会議等への出席できない場合
の欠席の届けで、第11条では、会議での発言について、農地流動化推進委員を加えていま
す。第16条では、農地流動化推進委員については、議決権がない旨を加えています。これ
は、4月の定例会でご説明しましたが、農地利用最適化推進委員さんについても、議決権は
ないが、農業委員さんと同様に定例会へ出席していただき議題に対する意見を発言してい
ただく必要があることから、加えるものです。なお、この改正については、次の任期、平
成30年5月15日から適用するよう付則に加えていますが、農業委員さんと農地利用最適化推
進委員さんについて、今年中に公募する必要があり、両委員さんの職務等について、定め
ておく必要があるため改正を行うものです。3ページから5ページは改正後の規則を載せて
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います。以上で説明を終わります。
会

長

委

員

会

長

事務局次長

議案第 6 号 土佐市農業委員会会議規則の一部改正に関する件につきまして、
ご意見を
お願いします。
異議ございませんか。
それではお諮りをします。議案第 6 号 土佐市農業委員会会議規則の一部改正に関する
件について改正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 7 号 土佐市農業委員会規程の一部改正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7号、土佐市農業委員会規程の一部改正に関する件についてご説明させていただき
ます。資料の6ページ、7ページご覧ください。それでは、規程の一部改正についてご説明
させていただきます。規程については第7条と第10条を一部改正しておりますが、第7条と
第7条関係別表については、条例や規則等で使う適切な言葉に改めるものです。第10条、身
分を示す証票、いわゆる身分証明書ですが、農地利用最適化推進委員も必要となることか
ら加え、国が定める様式に変更するものです。8ページから10ページが改正後、改正前の対
照表、11ページから13ページが改正後の規程を載せています。以上で説明を終わります。

会

長

石元委員

はい、説明が終わりました。
それではこの件についてご意見をお願いします。
13 番、石元です。
改正をする必要はあると思いますが、もうちょっと時間をもらいたいと思います。

会

長

今日ここで決めたいと思いますので、しっかり読んでください。
確かに資料遅くなりましたが、説明の内容についてはおわかり頂けたと思いますので何
か他にご意見ございましたら、お願いします。
それでは異議はないようですので、議案第 7 号 土佐市農業委員会会議規則の一部改正
に関する件について改正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、異議なしで決定になりました。
以上で、本日予定しておりました議案はすべて終了いたしましたので、平成29年度6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。

報告事項：農用地利用配分計画の認可について報告をおこなった。
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以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
23 番
24 番
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