平成29年度
９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９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

平成２９年９月２７日(水) 午後１時３０分開会
土佐市役所３階 大会議室
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森岡 正典
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石元 博昭
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矢野 進一
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野瀬 泰廣
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尾﨑 哲人
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宮崎 茂隆
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玉木 正人
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岡林 弘
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久保 恵敬
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坂本 英幸
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森田 滿子
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氏

名

15

森田 昭司

16

横山 久夫

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

氏

局長 石元 一成
次長 尾崎 友紀
係長 中平 忍

農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件
農地法第5条第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

報告事項：農用地利用配分計画の認可について
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1件
5件
8件
2件
6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9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7番横山 秀臣委員、8番門田 孝司委員、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 5件、
議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件
8件。なお、3条申請 番号 20の案件につきましては、25日付けで取り下げ願いが提出され
ておりますので審査を行うのは7件となります。議案第4号 非農地証明願承認の件 2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 6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、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

それでは、「○○○○」さんはお残りください。その他の方につきましては順番が来ま
したらお呼びしますので、別室のほうに移動お願いします。

会

それでは、議事に入ります。
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5を議題といたし
ます。事務局の説明をお願いします。

長

事務局次長

申請人
事務局次長

はい。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。
はい。
はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
1ページをご覧ください。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5 をご説明させて頂きます。
この案件は、平成25年12月18日付けで太陽光発電施設の設置及びその下部で椎茸栽培を行
う目的で一時転用許可を受けた案件で、平成28年10月7日付けで再度、一時転用許可を受け
るため申請されていた案件ですが、永久転用を目的とした許可申請として提出されておりま
す。申請人「○○○○」さん、住所「高岡郡越知町○○○○番地」、職業「○○○○」。申
請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、登
記地目はすべて「田」、現況地目はすべて「畑」、面積は「278㎡、28㎡、66㎡、362㎡」、
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計「734㎡」となります。利用状況は「太陽光発電及びしいたけ栽培」。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8月25日付けで除外」、
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「太陽光発電設備の設置」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の
詳細は「太陽光発電を設置、発電・売電を行う。また、発電設備下部において原木椎茸栽培を
行い、発電施設下部以外の部分は不動産業等の資機材置場、椎茸栽培用の栽培棚等資機材置場と
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「平成
25年12月18日付けで一時転用許可を受けた際設置済、資材置き場については許可あり次第」、
資金計画は「平成25年12月18日付け許可で設置済、資材置き場については踏み固める程度で新
たに必要な資金はありません」、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「申請地は平成25年12月18日付けで営農型発電施設設置を目的とし、一
時転用許可を受けておりましたが、一時転用許可の更新申請をするにあたり、椎茸栽培に関する
地域の平均的な単収や知見を有する者の意見など、一時転用許可要件を満たす資料が揃わず、や
むなく一時転用許可を受けることを諦めました。
しかしながら、
申請地については、
南側が開け、
太陽光発電に適した土地であり、また、立地的に周辺農地の営農に支障を及ぼすことがない場所
であることから、引き続き太陽光発電を行いたく転用許可申請をするものです。また、申請地の
太陽光発電施設以外の部分については、発電事業管理、賃貸アパート経営、農業経営をするなか
で必要な修繕資材や農業資材の置き場に不自由していたため、
資材置き場を計画したものです。
」
という事です。
進入路計画は「西側市道より進入する」、造成計画は「今回造成はありません」、整地計
画は「太陽光発電施設部分については、整地等なし、資材置き場部分については、踏み固める
程度で特に整地はありません」、排水処理計画は「汚水・雑排水はなし、雨水については自然
浸透及び東側既存水路へ自然排水する。なお、申請地については擁壁を設置しており、周辺農地
へ雨水が落ちないようにしています」、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。「東側は河川管理道を挟んで波介川、西側は
幅約5ｍの市道、幅約1.3ｍの井筋、幅約2.5ｍの歩道を挟んで農地、一部墓地・農業用倉庫、南
側は一時転用時に同意を得ている農地、北側は一時転用時に同意を得ている農地」となってお
ります。
同意書につきましては「○○○○、○○○○（一時転用時の同意の写し）」が提出されており
ます。
3ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池地区となっております。
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について平
成29年8月25日付けで除外され、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地で
あるため、
第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、
申請地は、他の土地をもって代えることが出来ないと判断し、許可相当地であると考えてお
ります。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『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
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することができない。』については、農地基本台帳は申請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「太陽光発電施設の設置」であると考え、
該当しない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「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、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人

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。
久保委員

6番久保です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。

会

長

門田委員

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
8番門田です。
内容的には問題ないと思いますけど、この中で隣接地に一時転用の時の同意書というこ
とになってますわね。そうじゃなくって、これから永久年間ということでもらっている方
に話しておいたほうがいいじゃないろうかと思います。

会

長

はい。一時転用ということでの同意書ですので永久年間であれば、そういうことを承知の
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上で許可をもらったほうがいいのではということですね。申請者の方いかがでしょう。
申請人

当初、太陽光設備を設置するときに頂いたのは、3年で撤去するとかいう話でなくて、最低
でも20年間は設置をするという形で頂いていますので、太陽光設備自体は問題ないと思い
ます。ただ、隣地の承諾の際にも3年間の一時転用というような説明は、あえてせずに頂い
ておりますので、再度貰うべきという結果が出れば再度頂くことにはなると思いますけど
も、その必要はないのではないかと考えています。

会

長

門田委員

はい。門田委員さんどうですか。
そういう話であっても、一応永久年間そうさせてもらいますということは、伝えるべき
じゃないろうかと思います。

会

長

はい。他の委員さんのご意見お願いします。ございませんか。
それでは、○○○○さんに確認ですが門田委員さんの言われるように永久年間ということ
であれば、永久年間ということを了解のうえで、隣地の方には伝えて頂くということが出
来ますか。

申請人
門田委員

わかりました。その話をさせて頂く分でよろしいでしょうか。承諾書を改めて貰うとか。
それは必要ないと思いますけど、一応20年ということであってもそれで切っちゅうとい
うことはそこであら、20年やったにということを言われちょったらそれを撤去せんといか
んやないですか。それできちっと話しちょけばずっとそのままでかまんやないですか。

申請人
会

長

わかりました。
はい。○○○○さん、そういうことですので一応隣地の人にはそういうことをお伝え頂け
ますか。

申請人
会

長

委

員

会

長

はい。わかりました。
はい。それでは他にご意見ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい、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。
それでは、門田委員さんのことも相手方のほうにも伝えてあげてください。もしだめいう
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ことでありましたら、審議が別になると思いますが、このままいいということであればよ
ろしいかと思いますので。よろしくお願いします。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第2号 農地法第5条第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、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」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9。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受人「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○
番、同字○○○○番、同字○○○○番」、登記地目、現況地目ともにすべて｢田｣、面積は「403
㎡、33㎡、357㎡」計「793㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外の使用収益権が設定され
ている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地
区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第2種農地」と判断
しております。
転用の目的は「駐車場の設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「○
○○○の職員5名及び作業員35名の通勤車輌用駐車場として整備する」、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「許可日あり次第～平成30年1月31日」。
権利を設定・移転しようとする契約の内容は「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、土地造
成費○○○○円、その他○○○○円、計○○○○円（全額自己資金）」、過去の違反転用の有
無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
6ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「○○○○、○○○○、○○○○、
○○○○、○○○○、○○○○」、現在、集出荷場と保冷庫がある土地を含んだ一体利用地
総面積は「9,943.3㎡」となります。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「申請地
は、集出荷場の道を1つ隔てた隣にあり、他に近隣に適地がないため、当該申請地を選定し
た。出荷場は職員5名、作業員35名おり、計40名分の通勤車輌駐車スペース、空コンテナを
置くスペースが必要である中、出荷作業ピーク時には大型トラック3台が敷地内で作業し、5
台のフォークリフトが稼働していることから、事故の危険性も危惧される。敷地内の安全性
と作業効率性を確保するため、通勤車輌駐車場を整備する計画である」、進入路計画は「申
請地北東側に進入口を設け市道から進入する」。造成計画は「造成はしない」。整地計画は「砕
石を強いた後、アスファルト舗装を行う」。排水処理計画は「雨水は南から北へ勾配を設け、
既設排水路へ排水する」。被害防除計画につきましては、8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。「東側は譲渡人所有農地及び平成21年3月30日付けで5条許可
を受けている○○○○の宅地、西側は同意のある農地、南側は同意のある農地及び墓地、北側
は同意のある農地及び平成21年3月30日付けで5条許可を受けている○○○○の宅地」となって
おります。
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同意書につきましては「○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○」から提出され
ております。
7ページにお戻りください。場所につきましては、戸波地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断
し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はありますが、申請地に係る農地
と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合というのに
はあてはまらないと考えます
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「駐車場の設置」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、農業用排水施
設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は
一時転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも
該当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは私の方から確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。
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申請人
会

長

尾﨑委員

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。
10番尾﨑です。
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9について『許可する』
ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第2号 農地法第5条第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、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、同じく貸人「○○○○」さんの代
理人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
9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10。貸人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。同じく
貸人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。借人「○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番の一部、同
字○○○○番の一部、同字○○○○番の一部」、登記地目、現況地目はすべて｢畑｣、面積は「138
㎡のうち6.31㎡、280㎡のうち103.38㎡、297のうち139.54㎡」計「249.23㎡」、利用状況はす
べて「休耕」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台
帳の耕作者名は○○○○番が「○○○○」さん、○○○○番・○○○○番が「○○○○」さん。
農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第2
種農地」と判断しております。
転用の目的は「自己住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「現
在の住居が手狭となったため、自己住宅を建築する」、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「許可日から3ヶ月」。権利を設定・移転しようとする
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契約の内容は「使用貸借権設定」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存
続期間は「永久年間」。資金計画は「建築費○○○○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。
10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、妻子と4人でアパート住まいをしていますが、手狭になって
いますのでこのたび自己住宅を建築することになりました。親の自宅の近くを条件に検討し
た結果、親の所有地で耕作をしていない土地がありました。接道の問題がありましたが、隣
接地の方から進入路を貸借できることになったので選定しました」、進入路計画は「西側市
道から進入する」。造成計画は「造成はしない」。整地計画は「整地に関しては砕石を敷く」。
排水処理計画は「生活雑排水は合併浄化槽に接続の上、東側隣接地の私設水路（排水同意あり）
を経由して既存水路へ放流します。
雨水も生活雑排水同様に東側隣接地の私設水路を経由して既
設水路へ放流します」。被害防除計画につきましては、12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。「東側は同意のある農地、西側は貸人所有農地及び市道、
南側は農道・水路を挟んで原野、北側は貸人所有農地」となっております。
同意書につきましては「○○○○」から提出されております。
11ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池地区となっております。
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、
市役所から半径1ｋｍの範囲内にあるため、第2種農地に該当すると考えております。なお、申
請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断し、許可
相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「自己住宅建築」であると考え、該当しな
い。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用排水施
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。
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次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時
転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは私の方から確認をさせていただきます。
第5条の貸人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、同じく貸人「○○○○」さんの
代理人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、先程の
事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

久保委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
6番久保です。
先程の事務局の説明通り、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10について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 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、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
ん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
13ページをご覧ください。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
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番号11。譲渡人「○○○○」さん、住所「愛媛県東温市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、住所「高知市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐
市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、登記地目、現況地目はすべて｢田｣、面積
は「800㎡、806㎡、482㎡」計「2,088㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外の使用収益権
が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振
法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第2種農
地」と判断しております。
転用の目的は「露天資材置場」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「事
業拡大のため現在の資材置場が手狭となっているため」、事業の操業期間又は施設の利用期間
は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可あり次第～平成30年3月31日」。権利を設定・
移転しようとする契約の内容は「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、土地造成費○○○○円、
計○○○○円（全額自己資金）」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については
「なし」となっております。
14ページご覧ください。申請地と一体利用する土地は「○○○○」、一体利用地を含んだ
総面積は「2,154.11㎡」となります。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「現在、
高知市○○○○に資材置場を保有していますが、新設住宅着工戸数が大幅に増え、手狭とな
っている。また、土佐市・県西部地区で需要が伸びているため、資材置場の増設を計画し探
していたところ、今回、土地所有者の○○○○様より譲り受けることとなりました。申請地
は、国道56号バイパス道路と高速道路土佐インターからも近く交通の便よく、資材置場とし
ての十分な面積を確保できるため選定しました」、進入路計画は「既設通路から敷地北側よ
り進入する」。造成計画は「敷地境界に既設境界壁があり、10～20ｃｍの盛り土を行う」。整
地計画は「整地は特になし」。排水処理計画は「排水は雨水のみで自然浸透及び申請地内を東
西に流れる既設水路へ放流する」。被害防除計画につきましては、16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。「東側は宅地及び同意のある農地、西側は水路・
通路を挟んで譲渡人所有農地、南側は市道・清滝川を挟んで宅地及び山林、北側は宅地及び同
意のある農地」となっております。
同意書につきましては「○○○○、○○○○」から提出されております。
15ページにお戻りください。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、
甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断
し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
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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「露天資材置場」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、農業用排水施
設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許
可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時
転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは私の方から確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
ん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

石元委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
9番石元です。
先程の事務局の説明通り、何ら問題ないと思いますが、隣の農地に迷惑のかからないように
よろしくお願いいたします。

会

長

はい。すいません、石元委員、隣の農地に迷惑がかからないようというのをもっとわかり
やすく。

石元委員

隣の水田があります。どのような状態にするかわかりませんが、雑草が生えたりしないよ
うに、迷惑のかからないようにお願いします。

会

長

はい。申請人の方に確認したいですが、先ほどの石元委員さんの言うことを守って頂けま
すか。

申請者

はい。
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会

長

はい。守って頂けるということです。
それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。

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。
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11について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 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、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
17ページご覧ください。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12。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受
人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○
○○○番」、登記地目、現況地目は双方とも｢畑｣、面積は「163㎡」、利用状況は「休耕」、
所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は
「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につ
きましては、「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「自己住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「子
供が成長するとともに、手狭となったため自己住宅建築を計画しました」、事業の操業期間又
は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可あり次第～5ヶ月」。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、計○○○○円（全額銀行借入）」、過去の違反転用の有無及び始
末書の提出状況については「なし」となっております。
18ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「○○○○番」で一体利用地を含
んだ総面積は「170.92㎡」となります。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「当該
申請地から約1ｋｍ程の賃貸アパートで生活していましたが、子供が小学生になり手狭にな
ってきたため、子供が転校をする必要なく通学範囲内での自己住宅建築を計画、他に適地が
なかったため当該申請地を選定しました。面積については、家族が生活するうえで必要な面
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積と駐車場を確保するためです。」、進入路計画は「申請地北西側市道より進入する」。造
成計画は「造成はしない」。整地計画は「特になし」。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、雨水は地面へ自然浸透させる」。被
害防除計画につきましては、20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。「東側は宅地、西側は市道を挟んで宅地及び雑種地、南側は一体利用地と宅地、北側
は宅地」となっております。
同意書につきましては「なし」から提出されております。
19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、
甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断
し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はありますが、申請地に係る農地
と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合というのに
はあてはまらないと考えます。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「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、農業用排水施
設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許
可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時
転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
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会

長

事務局の説明が終わりました。それでは私の方から確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

石元委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
9番石元です。
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12について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号13
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「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
21ページご覧ください。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13。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受
人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○
○○○番」、登記地目、現況地目は双方とも｢田｣、面積は「700㎡」、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、「平成29年8月25日付けで除外」、
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」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「建
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売住宅を3棟建築し、販売する」、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4月30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「土地取得費○○○○円、土地造成費○○○○円、建築費○○○○
円、諸経費○○○○円、計○○○○円（全額自己資金）」、過去の違反転用の有無及び始末書
の提出状況については「なし」となっております。
22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「土佐市の中心街に近く、生活上の利便性が良いこと、閑静な場所で
あることから適していると判断した」、進入路計画は「北側市道より進入する」。造成計画
は「住宅敷地部分はＬ型擁壁を設置し、北側市道より約60ｃｍ嵩上げする。通路及び駐車スペ
ースは北側市道と同じ高さとし、通路東側に側溝を設置する」。整地計画は「申請地東側通路
部分はアスファルト舗装とし、住宅敷地部分は礫質土仕上げとする。駐車スペースはコンクリー
ト仕上げとする」。排水処理計画と被害防除計画につきましては、24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。「平面図中Ａ地の生活排水は合併浄化槽から北側
水路へ放流する。Ｂ及びＣ地の生活排水は合併浄化槽から東側新設側溝へ流し、北側水路へ放流
する雨水は自然排水とするアスファルト通路部分の路面排水は東側新設側溝へ流し北側水路へ
放流する」。被害防除計画につきましては、「東側は農地、西側は宅地、南側は水路を挟ん
で同意のある農地、北側は市道を挟んで宅地、現況駐車場の農地」となっておりますが、柿が
数本ある農地です。地目は農地ですが、現況は駐車場です。申請地東側の農地については同
意が得られず、被害防除計画が提出されております。同意が得られない理由については、東
側の農地は現在トマトのハウス栽培を行っており、平屋建て住宅の建築や駐車場であれば同
意するとのことであったが、当社の取引事例では平屋建て住宅の需要がないため、同意を得
ることが出来なかったと言うことです。日照については日影図が提出されておりこの後説明
します。通風については申請地に建築する建物はごく一般的な住居専用建物であり、東側農
地への通風の影響はない。排水については東側の隣地境界に沿って側溝を新設し、路面およ
び家庭排水を流す計画であり東側農地への排水の影響はないとのことです。なお、北側の市
道を挟んだ現況駐車場となっており数本柿の木がある農地については、その土地の大部分に砕
石が敷かれ駐車場として利用されていることから、
事務局段階では必ずしも同意が必要とは考え
ておりません。
同意書につきましては申請地南側の「○○○○、○○○○」から提出されております。なお、
東側農地所有者から請願書が提出されておりますので読み上げます。
請願書を読み上げた。
23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。
25ページから30ページの間の日影図について説明します。25ページをご覧ください。こち
らの日影図は夏至のお昼1時と2時の日陰図となっていますが、お昼2時までの間は東側農地
への日照の問題はないことがわかります。26ページをご覧ください。こちらの日影図は夏至
に3時と4時の日陰図となっていますが、3時の日陰図ですでに東側農地に日陰ができること
を示しており、3時以降は東側農地へ日照の問題が生じてくることがわかります。27ページ
をご覧ください。こちらの日影図は春分・秋分のお昼1時と2時の日陰図となっていますが、
お昼2時までの間は東側農地への日照の問題はないことがわかりますが2時の段階で日陰が
境界付近まできていますので、2時以降、東側農地へ日照の問題が生じてくることがわかり
ます。28ページをご覧ください。こちらが3時と4時の日陰図となっています。29ページをご
覧ください。こちらの日影図は冬至のお昼1時と2時の日陰図となっていますが、お昼2時の
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段階で日陰が東側農地に日陰ができることを示しており、2時以降、東側農地へ日照の問題
が生じてくることがわかります。30ページをご覧ください。こちらが3時と4時の日陰図とな
っています。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から平成
29年8月25日に除外されており、市役所から半径1ｋｍの範囲内にあるため、第2種農地に該当
すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代える
ことができないと判断し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「建売住宅建築」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、東側農地の同意が得られておらず、日陰図において
も日照の問題が生じることが示されていることから慎重な審議が必要です。
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「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人

間違いありません。
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会

長

市原委員

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。
これはなかなか複雑で、土地そのものが○○○○さんの土地やないずつに近所から、○○
○○さんのほうからも草が生えちゅうと、虫がおるということでちょうど○○○○からご
相談を受けて草刈れと、いうたらもう病院に入院しちゅうし、なんちゃあようせんという
ことで、迷惑かけるき。ということで最初始まったのが不動産に頼んで、売買してくれと。
農地にしたら西側はいっぱい家建って、西側はさっき○○○○さんが言うけど、今のハウス
は平屋建てばあの高いハウスで昔みたいなビニール1枚で光がないから、僕が朝見に行った
ら8時に13ｍ陰っております。自分が見に行った。1時間たったら7ｍ陰ります。1階建てや
ったらいいけんど、駐車場じゃいかんと、トマト作りゆうから、売り主さんにこうこう言
うた。方法ないろうかと、ほんだらないことはないと。通る通らんは別として日影図を付
けて申請は出来ると。いっぺん日影図出してみたらどうなということで、今回申請という
ことになります。これ、後取る人もおらんし、作る人もおらんし、このままやったらいっ
つも草生えて、○○○○ということですので、この人にしても農地でおいていてもやりよう
がないと。どうか一つ判断をして頂きたいと、日影図付けて県へ回して貰いたいと思いま
す。

会

長

はい。地元委員さんのご意見終わりました。
それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。

市原委員

それと、このハウスちょうど西側2ｍ引いております。東側は5ｍと北側が3.3ｍ。東はど
うしてかいうたら、アパート経営する人がちょうど東側でこないだアパートやって。次に
くるやわからんということで恐らく東が大事やから、もっと、西日が悪いとは言わんけど、
それを東を5ｍ引いて西は2ｍにしております。自分のみな一緒やと思うの東へ建たれたと
きに困るき東へ引いちゅうろうと。百姓は陰ったら、確かに作りは日が当たるよりような
いろうけど、朝日が陰るがやない。トマトは夜、冷えてこそ味が、糖度がのるが、蜂は朝
に動いて晩に動きはしません。トマト作って、花粉は10時か昼頃まで、晩に花粉をするこ
とはないです。

会

長

はい。他にご意見ございませんか。
お隣のハウスがトマトを作りゆうことで、日影になるからはんこが押せんということの
理由を書いてございました。で、もらえん分だけ日影図を書いてきたのでという話やと思
うんですが。従来は現地の様子、事情にもよりますが農地が狭い場合には、家を建つのに
幅が狭い時には、いろいろ考慮したこともありましたし、4ｍ引くいうのがこれは決まりじ
ゃないんですが、まあまあ目安として4ｍくらいは引いてもらうべきやろうというような経
過でございます。今度の場合は同じ農地の幅が狭いということで、家建つとこれが4ｍ引く
くらいしかできんという現状だそうです。ただ、ハウスでトマト作りゆう人にすると、4ｍ
ということやなしに影になる分だけ栽培が困るんで、まあ、農業委員会としては農業、農
地の人に、農業をしている人に迷惑を掛けないようなというのが基本的な考えでやってい
るところですけど、そこら辺を踏まえて、この日影図も見たなかでの皆さんのご意見、結
論を出したいと思いますが、いかがでしょうか。
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門田委員

農業委員の業務としては、遊休農地とかそういうのを解消せんといかんという業務があ
りますけども、農業委員として農地を守る。それから農業経営者を守るっていうことから
判断したら、日影によって経営が下火になっていって、農業経営がうまくいかなくなった
場合に農業者がだんだん経営が下がっていって、農業経営が出来なくなるっていうところ
までいけば、結局農地のままで、農地、農業を守っていく観点からいけば、これは一応不
許可で通したほうがいいのではないかと、私は思います。

会

長

市原委員

他にご意見ございませんか。
14番、市原です。
門田さんが言うのは当然のことだと思います。僕はそれで県へ出してやね、一応出して
もらわないかん言うちゅうけ、えい悪いはして、出してくれと。農業委員として見てやね、
アパート建てないかんと東を引いちゅうわけ。西日はもっとましやと。けんど僕、百姓し
ゆもんからしたらよ、そういうがは当然やと思うし。ここのとこはみんなの意見でやって
もうたら良いと思います。これ駐車場では、判もろうております。きれいに駐車場と一階
ならと。一応、駐車場やったら何も言わずに判をもろうてます。

会

長

ということです。それでは、意見を聞きゆうなかでは、市原さんの話も聞いた中で、一応、
当委員会としては不許可でということで出すいうことでよろしいですか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）
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13について『不許可
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、「不許可」に決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号18
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。31ページご覧ください。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可
申請書審査の件 番号18 をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。 譲
受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請地の
所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、登記簿地目、現況地目はす
べて「田」、面積は「1,157㎡、195㎡、195㎡」計「1,547㎡」、対価・賃料等の額は「なし」、
所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は
「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期に
ついては「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「贈与」となっておりま
す。
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32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: 18,585㎡(内:田12,201㎡、畑6,384㎡)」、所有地以外は「借入地:3,280
㎡(内:田3,280㎡)」、合計「21,865㎡」。非耕作地については「土佐市○○○○番」、「土
佐市○○○○番」、登記地目「田」ですが現況地目「農舎宅地」で「農業用倉庫」になって
ます。面積は「1,100㎡のうち87㎡」と「198㎡」となります。農地法第30条第3項各号のい
ずれかに該当するか否か（遊休農地）「該当しない」また、農地法第51条第1項各号のいず
れかに該当するか否か（違反転用）「該当しない」となっております。
33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、コンバイン」を「各1台所
有」、（3）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴30年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在3
人、農作業歴: ○○○○、○○○○、○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、
④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離
又は時間は「①、②及び③の者 車で10分」と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
34ページご覧ください。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田12,201
㎡、モモ：畑1,500㎡、みかん：畑4,884㎡（自作地）、水稲：田3,280㎡（借入地）」、今
回申請している農地の耕作計画は「水稲：田1,547㎡」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。
35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・○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21,865㎡、権利を取得
しようとする農地の面積1,547㎡、合計21,865㎡」と記載されております。同一世帯のため
増減なしです。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。
37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

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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森田委員

18番森田です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、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「21,865㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,547㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「21,865㎡」。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「21,865㎡」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
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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18について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号19
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第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19
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「神奈川県横浜市○○○○○丁目○番○号」、
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」、登記簿地目は「畑」、現況地目は「畑」、
面積は「1,785㎡」、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。
39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: 3,767㎡(内:田1,584㎡、畑2,183㎡)」、所有地以外は「借入地はなし」、
合計「3,767㎡」。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。
40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」、（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
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は「農作業歴36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2～3分」と記載されております。
41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1,584㎡、梅・大根・人参：
畑2,183㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「梅：畑1,785㎡」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。
42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「農業兼自営業・農業」、
（4）権利取得者との関係「本人・○○○○」、（5）その者の農作業への従事状況は、①そ
の行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常
時従事する期間も「1月～12月（本人150日・○○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】
5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、
（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面
積3,767㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,785㎡、合計5,552㎡」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。
44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

石元委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
9番石元です。
ここは畑のようですが、現状は畑は見当たりません。森田さんと一緒に回って見ましたが、
畑の現況は見当たらなかったです。
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。本人が梅を作るというのでこの土地を買うような申請だそうです。
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
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取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「3,767㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,785㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,552㎡」。現地
調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法第51
条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況
が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事項
により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有していると認め
られる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事する者の
数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを
効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考えま
す。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名
が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当し
ません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「5,552㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当しな
いと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農
作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについて
は、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農
業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当し
ないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。
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委

員

（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19について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

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20は取り下
げになっております。
続きまして、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号21・22
については譲受人が一緒ですので一緒に審議したいと思います。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21
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「田」、現況地目は「田」、面積は「1,097
㎡」、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。
続いて、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22をご説明させて頂き
ます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「田」、現況地目は「田」、面積は「509㎡」、
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。
54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:8,313㎡(内:田5,604㎡、畑2,709㎡)」、所有地以外は「なし」、合計
「8,313㎡」。非耕作地については「土佐市○○○○番」、「同字○○○○番」で、登記地
目「田、畑」現況「通路」、面積「3.3㎡」、「36㎡」。「農機具通行のための通路」とし
て利用されているということです。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。
55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
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状況、農作業に従事する者の数等の状況は（1）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕
作計画書」のとおり」、（2）大農機具は「耕うん機、トラクター、コンバイン」を「各1台
所有」、「田植機」を「2台所有」、（3）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者
が個人である場合の農作業経験等の状況は「農作業歴51年」、②世帯員等その他常時雇用し
ている労働力(人)は「現在2人、農作業歴: ○○○○、○○○○」、③臨時雇用労働力(年間
延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする
土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で10分」と記載されております。
56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5,604㎡、ねぎ：畑2,709㎡
（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲（NO.21）
：田1,097㎡、水稲（NO.22）：
田509㎡」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。
57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・○歳」、（3）主たる職業は「農業・
農業・会社員兼農業」、（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8,313㎡、権利を取得しようとする農地
の面積1,097㎡＋509㎡（NO.21＋NO.22）、合計9,919㎡」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。
59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。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
14番市原です。
これは、堤外でこうやって買って作ってくれる。見たとおり相当荒らしております。問
題はないので、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

- 26 -

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「8,313㎡」で一致
し、申請地の面積が「1,097㎡＋509㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「9,919
㎡」。現地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び
農地法第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画
書に耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）
の記載事項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有して
いると認められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従
事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農
地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当し
ないと考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏
名が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当
しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについ
ては、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に
記載されているとおり「9,919㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当し
ないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づ
いて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考
え、該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、
農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に
支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことにつ
いては、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農
地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当し
ません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当
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しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

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21・22について申請通り許
可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号23と24
を同時に議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。60ページご覧ください。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可
申請書審査の件 番号23 をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「熊本県熊本市○○○○○丁目○番○号」、職
業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「農
業兼会社役員」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、他15筆」、登記簿地目は「記載の通
り」、現況地目は「記載の通り」、面積の合計は「2,657.91㎡」、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。
続いて、62ページご覧ください。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24 をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「愛媛県東温市○○○○番地」、職業「○○○
○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「農業兼会社
役員」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、土佐市○○○○番」、登記簿地目は双方「田」、
現況地目は双方「田」、面積は「1,162㎡、1,983㎡」計「3,145㎡」、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。
63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:6,666㎡(内:畑6,666㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「6,666㎡」。
非耕作地は「なし」、農地法第30条第3項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）「該
当しない」また、農地法第51条第1項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当
しない」となっております。
1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する
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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「2ｔトラック」を「2台所有」、「トラクター」を「1台所有」、（3）農
作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は
「農作業歴3年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在2人、農作業歴:
○○○○、○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所
地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及
び③の者 車で30分」と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「玉ねぎ：畑6,666㎡（自作地）」、今
回申請している農地の耕作計画は「水稲（NO.23）：田2,657.91㎡、水稲（NO.24）：田3,145
㎡」と記載されております。【農地法第3条第2項第7号関係】 についてはすべて「いいえ」
と記載されております。その他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う
耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作又は養畜
の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○・○○○○」、
（2）年齢は「○歳・○歳・○歳」、（3）主たる職業は「農業兼会社役員・農業兼会社役員・
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180日・○○○○・○○○○）」、
【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取
得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積
の合計は「権利を有する農地の面積6,666㎡、権利を取得しようとする農地の面積2,657.91
㎡＋3,145㎡（NO.23＋NO.24）、合計12,468.91㎡」と記載されております。5－2権利を取得
しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特例)と【農地法第
3条第2項第6号関係】は記載されておりません。【農地法第3条第2項第7号関係】は「「耕作
計画書」のとおり」と記載されており、その耕作計画書の4の設問については周囲農地への
影響についてすべて「いいえ」と記載されております。【農地法第3条第3項第2号関係】と
【農地法第3条第3項第3号関係】は記載されておりません。
68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。航空写真の黄
色で囲んだ2筆はNo.24の申請地です。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が、68ページの一番下の申請地は耕作放棄地で木もか
なり大きくなっているので、お米を作るのでしょうか。5条であった○○○○ですので、こ
ないだ土地を買って、米を作れる土地が何カ所か。耕作放棄地で作るというのであれば今
後確認をする必要があると思いますが。一応、作ってくれるのであれば良いと思います。
以上です。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

事務局次長

はい。南側の黄色のところ。僕も何回も見に行きました。すごい荒廃地です。ここ、お
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話あったときにこの荒廃地、復元するんですかということは言っています。その上で、お米
というお答えを出してきたんですが、ここについては一番最初の話から言うてますんで、間
違いなくやってくれるはずですので、もしやってくれんかったら僕に言うてください。
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「6,666㎡」で一致し、
申請地の面積が「2,657.91㎡＋3,145㎡（NO.23＋NO.24）」であるため、耕作に供すべき農地
のすべては「12,468.91㎡」。現地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地
法第30条第3項各号及び農地法第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2
の（1）及び耕作計画書に耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められ
る。(別添)1－2の（2）の記載事項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するた
めの農機具を所有していると認められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地
から近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、
耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2
項第1号には該当しないと考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名
が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当し
ません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「12,468.91㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当
しないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
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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23・24について申請通り許
可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号25
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。69ページご覧ください。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可
申請書審査の件 番号25 をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、
「○歳」、住所「土佐市○○○○番○号地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番○号地」、職業「農業兼パー
ト」。申請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「畑」、現況地目は「畑」、面
積は「188㎡」、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。
70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:6,464㎡(内:田5,585㎡、畑879㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「6,464
㎡」。非耕作地については「土佐市○○○○番」、「同字○○○○番」で登記地目「田」、
現況「農舎宅地」、面積は「140㎡」、「45㎡」。利用状況は「農業用倉庫」です。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。
71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「1台所有」、（3）農作業に従
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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
32年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在0人」、③臨時雇用労働力(年
間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとす
る土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 自宅東隣」と記載されております。
72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4,653㎡、エンドウ・大根：
田932㎡、畑879㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「柿：畑188㎡」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。
73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「農業兼パート」、（4）権利取得者との
関係「本人」、（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必
要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本
人250日）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供す
る農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積6,464㎡、権利を取得しようとする農地の
面積188㎡、合計6,652㎡」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。
75ページご覧ください。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。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います。現況は、農舎宅地となっており
ますが、文旦が植えられて、その向こうに農舎があります。農舎は壊してそこを柿畑にす
るということです。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
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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「6,464㎡」で一致し、
申請地の面積が「188㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「6,652㎡」。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「6,652㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当しな
いと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農
作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについて
は、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農
業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当し
ないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。
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委

員

会

長

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25について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号25を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

（異議なしという意見多数あり。）

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号25をご説明させていた
だきます。
番号25：願人「土佐市○○○○番○号地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○
○○○番」、地目は「田」、面積は「333㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和54年
月日不詳」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「宅地」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【先代が農地法の手続きを経ずに作業所としてそのまま
利用してきたものを、その後私が相続しました。相続した私も農地法の手続きを経ずに現在に至
りました。そのため農地への原状回復は困難な状況です。このため申請地は、現在も宅地として
利用してきました。】」という事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出され
ておりますので読み上げます。「○○○○」という事です。
77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

市原委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
14番市原です。
先程の事務局の説明の通り何ら問題ないので、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

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25について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号26を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。
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事務局次長

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号26をご説明させていた
だきます。
番号26：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○
○番、他8筆」、地目は「記載の通り」、面積は「記載の通り」、非農地となった時期につきま
しては「記載の通り」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「○○○○・○
○○○・○○○○・○○○○は資材置場、○○○○・○○○○は果樹園の倉庫及び作業場敷地、
○○○○・○○○○・○○○○は山林」となっております。非農地となった理由は「耕作不適・
耕作不便・その他【いずれも先代の時期から上記の現状となっていました。○○○○4筆は近隣
者の事業敷地として貸し○○○○2筆には自家果樹園経営の為の必要な施設が建築され、○○○
○3筆は幼少の頃から既に山林状況でした。】」という事です。今後の利用計画はありません。
なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。「○○○○」という事です。
79ページ、こちらは○○○○の場所となっています。場所につきましては、北原地区となって
おります。80ページのほうは、右下のほうが○○○○ですが、国道56号線と県道土佐佐川線の
交差点から北西約280ｍくらいの場所。残りの○○○○は、福田へ登っていく途中です。交差点
から北西約700ｍくらいの場所となっております。以上で説明を終わります。

会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
地元、森田昭司さんから欠席の連絡と共に、この案件につきまして問題ないということで、
よろしくお願いしたいということです。
また、交付基準の(3・4)に該当すると思います。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号26について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、これにつきまして82
ページから96ページに掲載しております。平成29年9月8日付29土農林第688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6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。
82ページ、整理番号：29-51、『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「農用地区域外」。
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大字「○○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目はともに「田」、面
積は「737㎡、1,428㎡」計「2,165㎡」、期間は「平成29年10月1日～平成34年9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「8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「250日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,165㎡」、利用権の設定を受
ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「8,393㎡」、借入地は「2,910㎡」、経
営面積「13,468㎡」、主たる作目は「ショウガ・ユリ」、世帯員は「○○○○・○○○○」
で農業従事者は「6人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっております。
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。

市原委員

14番市原です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、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29-51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「250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

- 36 -

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29-51
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29-52を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-52をご説明させて頂きます。
84ページ、整理番号：29-52、『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」、現況地目は「田」、面積は「1,117㎡」、期
間は「平成29年10月1日～平成32年9月30日」、存続期間は「3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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,117㎡」、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「6,676㎡」、
経営面積「7,793㎡」、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。
場所につきましては、高岡地区となっております。こちらにつきましても、西原委員さ
んから欠席の連絡と共に、問題ないということで、よろしくお願いしたいということです。
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。
それでは、整理番号29-52の農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要
件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
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農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-52
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29-53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29-53をご説明させて頂きます。
86ページ、整理番号：29-53、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、
住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。
大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,083㎡」、期間
は「平成29年10月1日～平成30年8月31日」、存続期間は「11ヶ月」、借賃総額（年額）は
「○○○○円」、借賃の支払い方法は「2月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃
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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「2,083」、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「651㎡」、借入地は「14,049㎡」、
経営面積「16,783㎡」、主たる作目は「レタス・キャベツ」、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。
場所につきましては、新居地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

門田委員

8番門田です。
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29-53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第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
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会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-53
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

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。

はい、ではご説明させていただきます。平成29年9月6日付け29高農公第248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。
89ページ、整理番号 248 所有権移転を受ける者は「○○○○」さん、住所「土佐市○○
○○番地」、所有権を移転する者は「○○○○」さん、利用権を設定する土地は大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、登記・現況地目はともに「田」、面積は「579㎡」、対価は「土地
代○○○○円、
手数料○○○○円」
、
対価の支払い方法は
「譲渡人の指定する口座に一括振込」
、
引渡の時期は「所有権移転登記完了時」、利用権の種類は「売買」、当事者間の法律関係は「売
買」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。
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。

門田委員

13番、門田です。
事務局の説明の通り、何ら問題ないと思いますし、○○○○は、地元でも先進的にメロンで頑
張っているので、よろしくお願いします。

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

(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。平成29年9月7日付け29高農公第250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。
92ページ、整理番号 250 所有権移転を受ける者は「○○○○」さん、所有権を移転する者
は「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、所有権を移転する土地は大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、登記・現況地目はともに「田」、面積は「2,352㎡」、対価は「○
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○○○円」、対価の支払い方法は「譲渡人の指定する口座に一括振込」、対価の支払期限は「所
有権移転登記完了後20日以内」、引渡の時期は「所有権移転登記完了時」、利用権の種類は「売
買」、当事者間の法律関係は「売買」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

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お願いします。

久保委員

6番、久保です。
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

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

(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。平成29年9月8日付け29高農公第251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。
95ページ、整理番号 251 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「962㎡、581
㎡」計「1,543㎡」、始期は「平成29年9月29日」、終期は「平成33年5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「第1回目は平成30年6月30日に○
○○○円を口座振込で、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。
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。それでは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。
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

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

(異議なしという意見多数あり。)
はい。異議なしということで、決定になりました。
以上で、本日予定しておりました議案はすべて終了いたしましたので、平成29年度9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
7番
8番
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