平成29年度
１１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１１月総会（定例農業委員会）議事録
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2．開 催 場 所
3．出席状況
（1）委員
①出席
番号

平成２９年１１月２７日（月） 午後１時３０分開会
土佐市役所３階 大会議室

氏

名

氏

番号

名

1

池田 修

横山 秀臣

2

馬場 善広

3

梅原 俊助

4

野瀬 泰廣

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人
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6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

18

7

石元 博昭

9

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

15

森田 昭司

21

矢野 進一

16

横山 久夫
23

岡林 弘

24

野瀬 博

森田 滿子

②欠席
番号

氏

名

8

門田 孝司

10

尾﨑 哲人

番号

22

氏

番号

氏

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
追加議案

名

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5条の規定による許可後の承継を伴う事業計画変更申請書審査の件
農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
和解の仲介に関する件
農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件

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
4件
1件
3件
6件
6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11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12番 坂本 英幸委員、13番 門田 ゆかり委員、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 4件、議案第3号 農地法第5条の規定による許可後の承継を伴う事業計
画変更申請書審査の件 1件、
議案第4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 3件、議案第5号 非農地証明願承認の件 6件、議案第6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、議案第7号 和解の仲介に関する件 1件、です。
ここで、追加議案として、お手元に配布させていただいている、農地法第5条第1項の規
定による許可申請審査に関する件を提案させていただきます。提案理由としましては、こ
の案件は先月審議し、許可相当と決定されましたが、太陽光パネルの高さが大幅に変更さ
れ、再度審議する必要が生じたためです。以上で説明を終わります。

会

長

事務局より追加議案の提案がありましたが、追加議案を審議することにご意義ございませ
んか。

委

員

会
会

長
長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということで追加して審議するようにいたします。
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。

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審議の順番がきま
したら、お呼びしますので別室のほうに移動をお願いします。

会

それでは、議案に入りたいと思います。
議案第1号 農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号6を議題といたしま
す。事務局の説明をお願いします。

長

事務局次長

はい。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。
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申請人
事務局次長

はい。
はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
1ページをご覧下さい。議案第1号 農地法第4条第1項の規定による許可申請書審査の件 番
号6をご説明させて頂きます。
申請人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。申請地の所
在は「土佐市○○○○番」、登記地目「畑」、現況地目は「畑」、面積は「300㎡」、利用状
況は「普通畑」。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、
「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、又は移転をしようとする理由の詳細は「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～永久年間」、工事
計画は「許可あり次第～平成30年12月31日」、資金計画は「土地造成費○○○○円、建築費○
○○○円、その他経費○○○○円、計○○○○円（自己資金○○○○円、金融機関借入○○○○
円）」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
2ページをご覧下さい。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請地を必要とする理
由(面積の必要性)は「現在申請地の南の住宅で生活しているが、現住宅は50年位前に建築した
もので、老朽化が進み、耐震性に乏しく、今後予測される大地震の際には倒壊の危険性もあるた
め、申請地に移転し建築する計画です。面積については、今後同居する予定の叔母家族と生活す
るうえで必要な建築面積と駐車場を確保するためです。」という事です。
進入路計画は「西側市道から既設のコンクリート橋より進入する。」、造成計画は「西側市
道と同じ高さになるよう5ｃｍ程度嵩上げする。」、整地計画は「平らになるよう整地したう
えで、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、西側井筋
へ排水する。雨水は東から西へ勾配を設け、家庭汚水と同様に西側井筋へ自然排水させる。」、
被害防除計画につきましては、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
側は農地、西側は井筋、市道を挟んで宅地、南側は自己所有宅地、ここで周囲の状況図、○○
○○番の地目について、畑としていますが宅地の間違いです。訂正しお詫び申し上げます。
北側は宅地及び農地（同意あり）」となっております。
同意書につきましては○○○○番の農地について同意がありますが、東側農地について同意が
なく被害防除計画書が提出されておりますので読み上げます。
被害防除計画の日照につきましては、このあと説明しますが日影図を添付しております。
通風については、一般的な住宅を建築する予定で、風通しに問題がでるものではない。排水
は家庭汚水については、合併浄化槽を設置し、雨水は東から西へ勾配を設け、西水路に排水
します。隣接する農地には影響はありません。
3ページをご覧ください。場所につきましては、高岡地区となっております。
被害防除計画の日陰図について説明します。5ページをご覧ください。こちらは夏至の日
陰図ということで、午後1時の日陰を赤で塗っておりますが、1時以降東側農地に日照の問題
が生じる図面となっています。6ページをご覧ください。こちらは春分・秋分の日陰図です
が、こちらは午後12時半の日陰を赤で塗っていると記載しておりますが、1時の日陰を赤で
塗っております。訂正しお詫び申し上げます。こちらの日陰図でも午後1時以降東側農地に
日照の問題が生じる図面となっています。なお、提出された夏至と春分・秋分の日陰図は北
側への日陰の状況から反対になっていると思われますが、双方とも1時以降東側農地へ日照
の問題が生じる図面となっています。7ページをご覧ください。こちらは冬至の日陰図です
が、こちらは午後12時半の日陰を赤で塗っておりますが、12時半以降東側農地に日照の問題
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が生じる図面となっています。東側の農地所有者からは、農業への影響があるため同意をで
きないとの理由はありませんでしたが、春夏秋冬とも午後からは東側農地に日照の問題があ
り、慎重な審議が必要です。
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
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「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、東側農地の同意が得られておらず、日影図におい
ても日照の問題が生じることが示されていることから、慎重な審議が必要となります。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「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。
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会

長

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。

野瀬委員

24番野瀬です。
この件につきましては、こんな難しいのを初めて経験しました。今の○○○○の時代やな
い、○○○○、ずっと何代も前の話やなかろうかと思います。みなさんもこの日影図をご覧
頂いたら大体わかろうかと思いますが、それほどの農業の影響はないと思います。農業委
員の皆様方の判断をお願いしたいと私は思います。よろしくお願いします。

会

長

市原委員

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
14番、市原です。
さっき説明があったように、みんな写真見てもうたら分かるけんど、北、南、西、もう
家でやっとります。こちらは恐らく米やと思います。○○○○、米ですか。

野瀬委員

米と思います。

市原委員

これ、一概に判がないきいかんやなしに、それこそハウスでもない、米で、米もそう変
わらん、おっこうに言うほど陰りもせんと僕は思うけど。あんまりただ判をもらわないか
んやなしに、ここらは許可しちゃっていいと思う。僕は。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。
まあ、ただ同意のはんこをもらえない理由の中には、自分の田んぼの作物について日影
になって困るからというのはないという文面だったように思うんですけども。
ほかの皆さんの意見をお願いします。
○○○○にお伺いしますが、実は図面がないのですが、これは2階建てのお家ですか。

申 請 者

はい、2階建てにしています。

会

2階建てでね。それからこの手書きの図面ですが、花壇と書いてあるところの駐輪スペース

長

とありますが、これは幅がどればあの空間がありますか。
申 請 者

約1.5ｍです。

会

1.5ｍ。ということは、東側はもっと狭いということ。

長

申 請 者
会

長

東のスペースも1.5ｍあります。
同じくらい。ただ感じとしては、精一杯隣の農地に迷惑かけんように出来ればもっと西
のほうに寄ったらと思いましたが、いっぱいなわけですね。

申 請 者

はい、そうです。
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会

長

はい、そんなことをお聞きのうえで他の委員さんのご意見お願いします。いかが、取り
計らいましょうか。
皆さん、感じとしてはですね、精一杯隣の農地の人に迷惑を掛けないような配慮という
ものは基本的にはこの許可をするときの条件の中に一つあったりはするんですよ。話を伺
いますと1.5ｍ、これ以上はもう寄れんだろうなと、もっと西側のほうがもうちょっと引い
ちょったら西へちょっとでも寄って配慮する姿勢を見せるというのがみんなへの好感を持
てるということはあったですけども、1.5ｍとちょっとこれ以上は無理ですね。

申 請 者
野瀬委員

はい、そうです。
24番、野瀬です。
さきほど言うた通り、南も北も現に家があって、この土地だけ家を壊した後です。まだ
基礎は残っております。そうゆう土地です。

会

長

市原委員

はい、ほかの委員さんのご意見お願いします。
誰っちゃあ反対意見がなけりゃ僕が言うた意見諮ってください。言いたかったら言うて
もろうて。これらあおそらく家が両方にあり、道路1ｍ、今聞いたら2ｍ引かないかんと、
一生懸命やっちゅうしよね、そういうところは農業委員会で判断しちゃったらどうですか。

会

長

事務局次長

はい、事務局から。
先ほど市原委員さんのほうからもお話ありましたが、農地法の審査する上での基準です
がここちょっと重要視していただきたいのが、周辺農地の営農に支障を生じるおそれがな
いことですので周辺農地の営農に支障が生じるか、生じないのかというところで判断をお
願いしたいです。

会

長

岡林委員

はい、それではお聞きのうえでご意見をお願いします。
23番岡林です。
ここの隣の畑は、稲だと思いますので春から秋の日影図、冬場は作物がないと思いますの
で、朝日がすごく大切で昼からこれくらいやったらほとんど問題がないと思いますので、
影響というか、全然ないとは言えんけどほとんど影響がないように思いますので、許可相
当だと思います。

会

長

はい、他にご意見ございませんか。
それでは反対の意見もないようですので、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6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。
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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17
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。
8ページをご覧下さい。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17。譲渡人「○○○○」さん、住所「高知市○○○○番地」、職業「農業」。譲受人
「○○○○」さん、住所「徳島市○○○○丁目○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土
佐市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、登記地目｢すべて田｣、現況地目は「す
べて田」、面積は「546㎡、467㎡、314㎡、計1,327㎡」、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2月24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「太陽光発電施設設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳
細は「太陽光発電施設を設置し、発電・売電を行う」、事業の操業期間又は施設の利用期間
は「許可日～永久年間」、工事計画は「許可あり次第～3ヶ月間」。権利を設定・移転しよう
とする契約の内容は「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、設備設置費○○○○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。
9ページをご覧下さい。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由
（面積の必要性）は「太陽光パネル設置基準である、日光照射の充分ある箇所、出入り・
交通の便が良いこと、地価が安価であること、規模が1,000㎡～1,500㎡くらいであること
等の諸条件に合致したため選定しました。」、進入路計画は「北東側の農道から進入する」。
造成計画は「現状の高さのままで利用、地固め工事のみ行う」。整地計画は「南面を低くし、
北面を高くする。」。排水処理計画は「雨水のみで申請地南側、○○○○所有農地との間に共
有水路を設置しており、その水路へ自然排水させる。」。被害防除計画につきましては、11
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。「東側は市道認定されて
いますが河川管理道を挟んで末光川、西側は農地（同意あり）、南側は農地（同意あり）、北
側は農地（同意あり）、農道・水路を挟んで建設省名義農地」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。
10ページご覧下さい。場所につきましては、北原地区となっております。
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2月24日付けで除外されており、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第
2種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地
をもって代えることができないと判断し、許可相当地であると考えております。
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次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の
提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許
可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全
部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、
該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅
滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見
込みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「○○○○」であると考え、該当しな
い。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は
一時転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも
該当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは私の方から確認をさせていただきます。
第5条の譲受人「○○○○」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

岡林委員

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。
23番岡林です。
先程の事務局の説明通りで、周りの同意もあり、ここは何年も耕作放棄地となっており
ますので、ほかの利用をすることで大変いいのではないかと思いますので、よろしくお願
いいたします。
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会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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17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。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。
12ページをご覧下さい。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18。貸人「○○○○」さん、住所「高知市○○○○番地」、職業「農業」。借人「○
○○○」さん、住所「徳島市○○○○○丁目○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐
市○○○○番」、登記地目｢田｣、現況地目は「田」、面積は「1,069㎡」、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「太陽光発電施設設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳
細は「太陽光発電施設を設置し、発電・売電を行う」、事業の操業期間又は施設の利用期間
は「許可日～20年間」、工事計画は「許可日～6ヶ月」。権利を設定・移転しようとする契約
の内容は「借地権設定」、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「借地料○○○○/年、設備設置費○○○○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。
13ページご覧ください。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「当社の計画条件である、規模の広さ1,000㎡～1,500㎡くらいであ
ること、日照の条件、賃貸料金の適正、各種許可の条件等の諸条件に合致したため選定し
ました。」、進入路計画は「北側の積善寺川管理道から進入する」。造成計画は「造成はし
ない」。整地計画は「整地はせず地固めを行う」。排水処理計画は「雨水のみで東側既存水
路へ自然排水させる」。被害防除計画につきましては、15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。「東側は水路を挟んで農地（同意あり）、西側は農地（同
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意あり）、南側は農地（同意あり）、北側は農地（同意あり）、河川管理道、河川管理道を挟
んで積善寺川」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。
14ページ、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から平成
29年8月25日付けで除外されており、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第
2種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地
をもって代えることができないと判断し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の
提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許
可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全
部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、
該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅
滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見
込みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、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「太陽光発電施設設置」であると考え、
該当しない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「20年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一
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
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

宮崎委員

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。
5番宮崎です。
先程の事務局の説明通りで、周囲の同意も得られているので、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18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19
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」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。
16ページご覧下さい。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19。この案件の申請地につきましては、9月農業委員会時に審議した5条番号13の申請地
で建売住宅を目的と申請されていましたが、東側農地の同意が得られず、東側農地の営農
に支障が生じる恐れがあるということで、不許可相当の意見を付して県へ進達していまし
たが、許可を受けられる見込みが小さいということで取り下げ願いが提出されていました。
建売とは別の計画で再度申請されています。それでは説明させていただきます。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｢田｣、現況地目は「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。
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転用の目的は「車両置場」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「重機・
ダンプ等の建設車両置場」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日～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、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。
17ページご覧ください。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、土佐市○○○○（会社所在地から5分）に建設機械・資材・
砕石・土砂置場を所有しているが、砕石や型枠・安全資材等の資材が増え、別途車両・重
機置場を確保しなければならない状況である。当初は会社周辺で土地を探していたが、規
模・投資費用面で希望に合う適地がなく範囲を広げて探していたところ申請地が条件に合
っていたため選定した。」、進入路計画は「北側市道より進入する」。造成計画は「周囲は
Ｌ型擁壁を設置し、北側市道より約60ｃｍ嵩上げする」。整地計画は「礫質土で盛土し、仕上
げは擁壁より－5ｃｍの高さで砕石（厚さ15ｃｍ）敷きとする」。排水処理計画は「雨水のみ
で自然浸透または北側側溝へ自然排水させる。盛土高より擁壁を5ｃｍ程度高くする計画で隣接
地への雨水排水、土砂等が流れ込まないよう計画している。」。被害防除計画につきましては、
19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。「東側は農地、西側は
宅地、南側は農地、北側は市道を挟んで宅地、農地（現況、駐車場）」となっております。
同意書につきましては、議案書を送付した段階ではまだ、頂けておりませんでしたが東側
の○○○○所有の農地、同意書が得られております。同意書につきましては、同意の条件
が書かれておりますので読み上げます。
「○○○○の工事用等の資材・機具等の置き場とのことですが、絶対に住宅は建築しない
こと。また隣地の農地に被害が出るような建造物等は設置しないこと。この農地は農地法第
5条により変更になりますので、もし転売するときも前欄の同意条件を遵守し、継続するこ
と。」というような条件が書かれております。南側につきましては今回、まだ同意を得られ
ておりませんが、前回建売住宅の時同意は得られておりました。今回はまだ得られておりま
せん。南側農地につきましては水路を挟んで農地ですが、日影等の影響は無く、雨水排水、
通風等も問題ないので、南側の農地に支障は生じないと考えております。北側の農地につい
ては、市道を挟んで数本柿の木がありますが全体的に駐車場となっておりますので現況駐車
場と判断して同意の必要はないと考えております。
あと今回の計画は、一部簡易トイレを設置すると、その他は駐車場ですが簡易トイレを2器
程度設置するとのことですが、常時日照の影響を及ぼすものではありませんので日影図の提
出は求めておりません。同意の条件にも建造物設置しないことと書かれておりますが、簡易
トイレということで常時日影を及ぼすような高さではないと考えております。
18ページご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。
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日付け除外されており、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農
地に該当すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもっ
て代えることができないと判断し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
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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「車両置場」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条の譲受人「○○○○」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

野瀬委員

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。
24番野瀬です。
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、お諮りをしたいと思いますが、同意の条件が入っておりま
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すが守って頂けますか。
申 請 者

はい。

会

はい、守って頂けるということですので、それではお諮りを致します。

長

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19について『許可す
る』ことにご異議ございませんか。
委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第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20
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の地上権者「○○
○○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
20ページ、議案第2号とこの後にある24ページ、議案第3号農地法5条の規定による許可後の
承継を伴う事業計画変更申請書の審査の件につきましては、同じ場所の案件で同じ計画とい
うことで一緒にご説明させていただきます。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20。この案件は、以前に○○○○番、外4筆について、太陽光発電
施設設置を目的に、地上権設定者「○○○○」さんと、地上権者「○○○○」が5条申請を
提出し、4月10日付けで許可がおりた案件で、一体利用地として払い下げを受けた青線につ
いて、払い下げ後の地目が農地であったため、払い下げられた農地について5条許可を受け
ようと5月9日付けで5条許可申請が提出されていましたが、おおもとの○○○○番外4筆の許
可地について、○○○○から○○○○に経営が譲渡されていたため、次の議案第3号にもあ
りますように、○○○○番外4筆については、許可後の承継を伴う事業計画変更申請を、払
い下げを受けた農地については、5月9日付けで提出した5条許可申請を取り下げ、地上権者
を○○○○ではなく○○○○で申請するよう県から指導され再度申請をされたものです。そ
れでは内容を説明します。地上権設定者「○○○○」さん、住所「高知市○○○○○丁目○
番○号」、職業「農業」。地上権者「○○○○」さん、住所「高知市○○○○○丁目○番○
号」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番」、登記地目｢田｣、現況地目は「田」、
面積は「77㎡」、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「太陽光発電設備設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細
は「太陽光発電設備を設置し、発電・売電を行う。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は
「許可日～21年間」、工事計画は「許可あり次第～平成29年8月31日まで（平成29年4月10日付
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け5条許可で設置済）」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「地上権設定」、権利
の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「21年間」。資金計画は「当初
資金計画：整地費○○○○円、設備費・設備設置費○○○○円、四電負担金○○○○円、地代
総額○○○○円、計○○○○円、（全額自己資金）、○○○○から○○○○への事業譲渡○○
○○円」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「始末書」が提出されて
おりますので読み上げます。
21ページご覧ください。申請地と一体利用する土地は「○○○○、○○○○、○○○○、
○○○○、○○○○（5筆ともに平成29年4月10日付け5条許可済み、太陽光発電設備設置）」。
申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「申請地は○○○○、○○○○、○○○○、
○○○○、○○○○の5筆について、太陽光発電施設設置を目的とし、農地法第5条申請を
行うにあたり、法定外公共物の払い下げを受け、一体的に利用を計画していた土地ですが、
払い下げを受けた時に農地の地目になっていたため、許可申請を行うものです。」、進入
路計画は「申請地北側の道路から進入する。（全体計画）」。造成計画は「造成は行わないが
周りにフェンスを設置する。（全体計画）」。整地計画は「平らになるよう整地し、土のまま
使用する。（全体計画）」。排水処理計画は「雨水は自然浸透で処理し、雑排水は発生しない。
（全体計画）」。被害防除計画につきましては、23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。「北東側は白川川、南東側は農地（現況宅地）、南西側は農地（同
意あり）、北西側は農道を挟んで、農地（同意あり）、墓地、農地（現況山林）」となってお
ります。
同意書につきましては「○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○（平
成29年4月10日付け5条許可に添付）」から提出されております。
22ページ、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、
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、始末書が提出されておりますが払い下げを受けた土地の
地目が農地であることがわからず、工事をしてしまったもので、農地であるとわかってか
らはすぐに対応していただいています。その点から、信用はあると判断しております。
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
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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「太陽光発電設備設置」であると考え、該
当しない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「21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。
続きまして、議案第3号 農地法第5条の規定による許可後の承継を伴う事業計画変更申請書
審査の件、番号1をご説明します。許可を受けた申請者「○○○○」さん、住所は「高知市
○○○○○番○号」、事業の継承を受ける者「○○○○」さん、住所「高知市○○○○○
丁目○番○号」、許可を受けた農地は「土佐市○○○○番、他4筆」、地目は「すべて田」、
面積の合計は「6,524㎡」、許可を受けたのは「平成29年4月10日」です。土地の現況は「農
地に復旧することが困難」、転用事業者が転用事業を遂行できない理由は「事業を20年継
続していく上で、整備等を○○○○で行う場合に作業効率が悪く、事業継続が困難になる
恐れがあったため、周辺で同様の事業を行っている○○○○で取りまとめて整備等を行う
ことが事業継続を可能にする方法であったため。」、変更後の転用事業が許可を受けた事
業と同等又はそれ以上の緊急性及び必要性であることの理由「青線払い下げ面積は、当初
含んでいた面積であること、パネルについてはパネルサイズや使用枚数の変更もなく、事
業者の変更による事業計画の変更もないため、従前の事業と同程度であります。」、変更
前の事業計画の転用目的は「太陽光発電設備設置」、転用時期は「許可あり次第、平成29
年8月31日まで」、転用目的の概要は「ソーラーパネル」が「2,040枚」、工作物施工後の
面積の合計「3,894.44㎡」、「キュービクル」が「1台」、工作物施工後の面積の合計「5,673
㎡」、「パワコン」が「10台」、工作物施工後の面積の合計「1.7㎡（ソーラーパネルに含
まれる）」、併せて利用する土地「青線77.24㎡」、所用面積「6,601.24㎡」。変更後の事
業計画の転用目的は「太陽光発電設備設置」、転用時期は「許可あり次第、平成29年8月31
日まで」、転用目的の概要は「ソーラーパネル」が「2,040枚」、工作物施工後の面積の合
計「3,894.44㎡」、「キュービクル」が「1台」、工作物施工後の面積の合計「5,673㎡」、
「パワコン」が「10台」、工作物施工後の面積の合計「1.7㎡（ソーラーパネルに含まれる）」、
併せて利用する土地「3662番6（青線払い下げ地）77㎡」、所用面積「6,601㎡」。変更後
の資金調達計画「土地整地費○○○○円、設備費・設備設置費○○○○円、地上権地代○
○○○円、四電負担金○○○○円、計○○○○円（全額自己資金）で変更なし、○○○○
から○○○○への事業譲渡○○○○円」、変更後の転用事業によって生ずる農地、作物等
の被害防除措置の概要は「北東側は白川川、南東側は宅地、南西側は農道を挟んで農地で
同意を得ており、その他、山林・墓地、北西側は農地で同意を得ており周辺農地への営農
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に支障は生じない。草刈りについては適宜年2～3回行います。」
場所につきましては、蓮池地区となっております。
次に、変更後の事業計画について許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたしま
す。基準は5つあります。その他ということでもうちょっとあります。まず、『許可の取り
消し処分をおこなっても、その土地が所有者によって農地として効率的に利用されるとは
認められないこと』につきましては、もともと高齢化で耕作することが困難となってきた
ということで転用許可をうけており、太陽光を無理に取り壊したとしても所有者が耕作す
るのは困難と考えております。
2つめ、『許可目的達成が困難になったことが、転用事業者の故意又は、重大な過失による
ものではないと認められること』については、転用行為自体は完了しているが、今後の運
営に支障が生じる恐れがあるため、効率的に運営出来る○○○○に承継するもので、故意
や過失ではないと考えております。
『変更後の転用事業が変更前の転用事業に比べてそれと同程度又はそれ以上の緊急性、
及び必要性があると認められること』については、計画の変更は無く、必要性は変わりな
いと考えております。
『変更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であると認められる
こと』につきましては、既に転用は完了しており、運営されておりますので確実と考えて
おります。
『変更後の転用事業による周辺の地域における農業等に及ぼす影響は変更前の転用事業
による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められること』については、計
画の変更は無く影響は無いと考えております。
その他、『変更後の転用事業が農地転用許可基準により転用許可相当であると認められ
るものであること』については、許可基準を満たして許可が下りたものでして、計画自体
に変更は無く運営する事業者が効率的に運営出来る事業者に承継するもので、許可基準に
たいしては、問題ないと考えております。以上から許可後の承継を伴う事業計画変更につ
いては許可相当であると考えております。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。
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20のほうです第5条
の地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の地上権者「○○○○」
さんの代理人「○○○○」さん、続いて議案第3号 農地法第5条の規定による許可後の承
継を伴う事業計画変更申請書審査の件 番号1につきまして、申請者「○○○○」さんの代
理人「○○○○」さん、同じく申請者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、先程
の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

久保委員

間違いありません。
はい。間違いないということですので、地元委員さんのご意見をお願いいたします。
6番久保です。
先程、事務局からの詳しい説明がありまして、そのとおりでございます。問題ないと思
います。よろしくお願いします。
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会

長

委

員

会

長

はい。では他の委員さんのご意見ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
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20と議案第3号
農地法第5条の規定による許可後の承継を伴う事業計画変更申請書審査の件 番号1につ
いて『承認する』ことにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、追加議案 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16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

この案件は冒頭でも説明しましたが、先月審議し、許可相当と決定した案件で、同意
書がなく被害防除計画・日陰図により審議しましたが太陽光パネルの高さが「1.26ｍ」
から「約1.92ｍ」に変更され、重要な変更であると判断し再度審議していただくもので
す。それではご説明します。お手元に配布した追加議案、1ページをご覧ください。
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16。地上権設定者「○○○○」
さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」、他9名、地上権者「○○○○」さん、
住所「高知市○○○○○丁目○番○号」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番、
他13筆」、太陽光パネルの高さ以外は変更ありませんので詳細は省略します。
8ページをご覧ください。太陽光パネルの断面図について、パネルの高さは「1.916ｍ」と
なっておりますが、先月の農業委員会審議時はパネルの高さは「1.26ｍ」の計画でした。
しかしながら、台風等の大雨の時、冠水する恐れがあるということで架台を高くしパネル
の高さを「約1.92ｍ」に変更する内容となっています。
9ページと10ページの被害防除計画図と5ページと6ページの周辺の状況図を合わせてご覧
ください。9ページと10ページの被害防除計画図の中に一番日陰ができる冬至の日陰図が落
とされていますが、まず、9ページ、朝8時の日陰図、黄色で塗っておりますが、申請地北
東側の隣接農地○○○○番と申請地中程の北側にある農地○○○○番に日陰が落ちるとな
っております。朝9時から夕方3時までの間は北側農地への日陰は解消されており、10ペー
ジの夕方4時の日陰図、青色に塗っておりますが、北東側隣接農地○○○○番へは少しだけ
日陰が落ち、中程の北側農地○○○○番へは朝8時と同程度日陰が落ちるとなっています。
5ページと6ページの周辺の状況図をご覧ください。申請地中程の北側農地○○○○番につ
いては、ご覧のように申請地○○○○番との間には水路、農道、水路、○○○○番の原野、
もう一つ農道があり、その間は約5ｍあることから、日陰の問題はないものと考えられます。
申請地北東側隣接農地○○○○番については8時から9時と午後3時から4時の1時間程度が
日陰となりますが、冬至の朝夕1時間程度であり、春分秋分・夏至は日陰の影響も冬至に比
べ少なくなると考えられることから、○○○○番の農地の営農に大きな支障は生じないも
のと考えられます。
申請地の南側についても農道、水路を挟んで農地がありますが、南側については日陰の
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問題はありません。通風についても、高さ約1.92ｍの太陽光パネルということで、周辺農
地への通風を妨げる恐れはなく、排水についても、雑排水はなく洗浄液も使わないとのこ
とで雨水と洗浄用の水道水のみとなり周辺農地の営農に支障が生じる恐れはないと考えて
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から
平成29年8月25日除外されており、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当しない農
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、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「太陽光発電設備設置」であると考え、
該当しない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』について、申請地北東側隣接農地○○○○番について、冬至
の朝夕1時間程度日陰となり、春分秋分・夏至の日陰の影響は冬至に比べ少なくなると考え
られますが、慎重な審議が必要となります。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「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条の地上権設定者「○○○○」さん、その他9名の方の代理人「○○○○」さん、第5条
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の地上権者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いあり
ませんか。
申請人
会

長

久保委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
6番久保です。
先程の事務局の説明通りですが、この○○○○番ですがちょっと日影があるような話でし
たが、稲を作っておると思います。営農に差し支えないと思いますので別に問題ないと思い
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。
追加議案 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16につい
て『許可する』ことにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということで、決定になりました。
どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第4号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号28
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第4号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号28
をご説明させて頂きます。
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「1,338
㎡」、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。
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:9,060㎡(内:田4,944㎡、畑4,116㎡)」、所有地以外は「なし」、合
計「9,060㎡」。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。
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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、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62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「2人」で農作業経験の状況は「12年」、④ ①
～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は
時間は「①、②及び③の者 車で10分」と記載されております。
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4,944㎡、畑4,116㎡（自作
地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田1,338㎡」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「○
○○○」、（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300日）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世
帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供
する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積9,060㎡、権利を取得しようとする農地
の面積1,338㎡、合計10,398㎡」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、場所につきましては、高岡地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

市原委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
14番市原です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、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
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の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその
取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「9,060㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,338㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「10,398㎡」。現
地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法第
51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作状
況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事
項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有していると認
められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事する者
の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべて
を効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考え
ます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名
が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当し
ません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「10,398㎡」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。
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会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号28について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号29
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第4号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号29
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番、他2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「3,307㎡」、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。
36ページ、【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:19,033㎡(内:田10,858㎡、畑8,175㎡)」、「貸付地：586㎡（内：田586㎡）」、
所有地以外は「なし」、合計「19,033㎡」。非耕作地は「下記の通り」で「土佐市○○○○
番」、登記地目「畑」、現況地目「宅地」、面積「195㎡」、「農業用倉庫」となっており
ます。農地法第30条第3項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）「該当しない」ま
た、農地法第51条第1項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当しない」とな
っております。
37ぺーじ、1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業
に従事する者の数等の状況は（1）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」
のとおり」、（2）大農機具は「耕うん機、トラクター」を「各1台所有」、「農用自動車」
を「4台所有」、「動噴」を「5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37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「400人/延」、増員予定は「100人/延」、農作業経験の状況は
「1～30年」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地ま
での平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で5分」と記載されております。
38ページ、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「文旦：田10,858㎡、畑8,175㎡（自作
地）」、今回申請している農地の耕作計画は「レモン・ライム：田2,911㎡、畑396㎡」と記
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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。
39ページ、【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19,033㎡、権利を取得しようとする
農地の面積3,307㎡、合計22,340㎡」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。
41ページご覧ください。場所につきましては、戸波地区になっております。以上で説明を
終わります。
会

長

馬場委員

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。
2番馬場です。
先程の事務局の説明の通り、この土地は所有者が亡くなられて耕作放棄地になっており
まして、
土地の借り手を探してくれたところでございます。耕作放棄地が解消されますので、
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「19,033㎡」で一致し、
申請地の面積が「3,307㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「22,340㎡」。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
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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「22,340㎡」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4号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号29について申請通り許可
することにご異議ございませんか。
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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4号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号30
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第4号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号30
をご説明させて頂きます。
42ページご覧ください。、譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番
地」、職業「農業」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、
職業「農業」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、他3筆」、登記簿地目は「記載通り」、
現況地目は「記載の通り」、面積の合計は「682㎡」、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。な
お、「○○○○番」については、現況地目「山林」。残り3筆についても後で場所は説明し
ますが、山裾ということで、山林化している部分もありますが、農地に復元し耕作するとい
うことを確認しております。
43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:11,630㎡(内:田7,394㎡、畑4,236㎡)」、所有地以外は「なし」、合計
「11,630㎡」。非耕作地は「下記の通り」で、「土佐市○○○○番」、登記地目「畑」、現
況地目「宅地」、面積「46㎡」、「農業用倉庫」となっております。農地法第30条第3項各
号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）「該当しない」また、農地法第51条第1項各号
のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当しない」となっております。
44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「耕うん機、田植機、トラクター」を「各1台所有」、
「農用自動車」を「3台所有」、「動噴」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60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「10人」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受
けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で15分」と記載されて
おります。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
45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7,394
㎡、小夏：畑4,236㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「文旦：田396㎡、
畑286㎡」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。
46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、
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（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11,630
㎡、権利を取得しようとする農地の面積682㎡、合計12,312㎡」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。
48ページご覧ください。場所につきましては、戸波地区になっております。以上で説明を
終わります。
会

長

馬場委員

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。
2番馬場です。
先程の事務局の説明がございました通り、現地は雑木林、植林等になっているところも
ありますが、高齢ございますが元気に耕作をされておりますので、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「11,630㎡」で一致し、
申請地の面積が「682㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「12,312㎡」。現地
調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法第51
条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況
が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事項
により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有していると認め
られる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事する者の
数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを
効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考えま
す。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名
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が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当し
ません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「12,312㎡」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4号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号30について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

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5号 非農地証明願承認の件 番号31を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。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5号 非農地証明願承認の件につきまして番号31をご説明させていた
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だきます。
番号31：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「畑」、面積は「155㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和20年代頃」
という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「住家用倉庫」となっております。非農
地となった理由は「その他【もともと自家用畑であったが、店舗経営のため自家用畑の耕作を断
念し、店舗・倉庫の底地とした。】」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。
50ページ、場所につきましては、波介地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

玉木委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
11番玉木です。
今、説明がございました通り、昭和20年代に店舗を建てられたということで、この地図
にあるように酒屋と出ておりますが、昭和20年代といえば自分もこの近くに保育園があり
まして帰っていきゆうということでしょうか。よくこの店へ寄ったことがありまして、そ
の当時は酒屋であったかどうかはわかりませんが、駄菓子屋をやっておったと思います。
ということは自分も覚えておると思いますが、保育、小学校とそこへ寄ったことを覚えて
おりますが、今はシャッターを閉めて倉庫化しております。辞めて戦前の土地に戻すとい
うことは現実的じゃないと思われますので、よろしくお願いしたいと思います。
また、交付基準の(4)に該当すると思います。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第5号 非農地証明願承認の件 番号31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 非農地証明願承認の件 番号32を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

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5号 非農地証明願承認の件につきまして番号32をご説明させていた
だきます。
番号32：願人「吾川郡いの町○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○
○○○番」、地目は「畑」、面積は「212㎡」、非農地となった時期につきましては「平成11年
頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「原野」となっております。非農地
となった理由は「耕作不適のため【平成11年頃より耕作放棄により原野となっており、農地に復
することは困難である。】」という事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出
されておりますので読み上げます。「○○○○」という事です。
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52ページ、場所につきましては、宇佐地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

山本委員

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。
19番山本です。
先程の事務局の説明の通り、なかなか農地に戻す状態ではありません。このあたりは、
こういう風な農地が、1畝、2畝くらいの土地がいっぱいあってこういう状態のところばっ
かりです。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5号 非農地証明願承認の件 番号32について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（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 非農地証明願承認の件 番号33を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

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5号 非農地証明願承認の件につきまして番号33をご説明させていた
だきます。
番号33：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、他2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「昭和51年頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「物置、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【昭和51年頃よりコンクリート敷設のう
え、倉庫となっており、農地に復することは困難である。】」という事です。今後の利用計画は
ありません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。
「○○○○」という事です。
54ページ、場所につきましては、戸波地区です。以上で説明を終わります。

会

長

馬場委員

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。
2番馬場です。
先程の事務局の説明がございました通り、農業用倉庫兼宅地、屋敷の敷地になっており
まして農地に復元するということはないと思いますので、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

はい。それでは、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5号 非農地証明願承認の件 番号33について『承認』することにご異議ございませ
んか。

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 非農地証明願承認の件 番号34を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第5号 非農地証明願承認の件につきまして番号34をご説明させていた
だきます。
番号34：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、他2筆」、地目は「すべて田」、面積は「記載の通り」、非農地となった時期につきまして
は「昭和52年頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「住宅用家屋敷地」と
なっております。非農地となった理由は「その他【住宅用家屋の建築】」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。
56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

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があったように、トタンの倉庫と道を隔てて風呂場もありまして復
元するにはちょっとと思われますので、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

（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5号 非農地証明願承認の件 番号34について『承認』することにご異議ございませ
んか。

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 非農地証明願承認の件 番号35を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。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5号 非農地証明願承認の件につきまして番号35をご説明させていた
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だきます。
番号35：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、他2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「昭和52年頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「住宅用家屋敷地」
となっております。非農地となった理由は「その他【住宅用家屋の建築】」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。
58ページ、場所につきましては、手前の番号34と同じ場所のすぐ隣です。以上で説明を終わり
ます。
会

長

横山委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
16番横山です。
先程の事務局の説明の通り農地に復元すること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

（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5号 非農地証明願承認の件 番号35について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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 非農地証明願承認の件 番号36を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第5号 非農地証明願承認の件につきまして番号36をご説明させていた
だきます。
番号36：願人「高知市○○○○○丁目○番○号」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は
「○○○○番、同字○○○○番」、地目はともに「畑」、面積は「16㎡、29㎡」、非農地となっ
た時期につきましては「昭和47年以前頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきまして
は「住家」となっております。非農地となった理由は「その他【以前から耕作を止めており、昭
和47年10月22日新築の木造瓦葺2階建住宅が建築され現在に至っている。】」という事です。今
後の利用計画はありません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。
「○○○○」
という事です。
60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。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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石元委員

9番石元です。
先日ここを見てきましたが、説明の通り家が建っております。だけど生活しているよう
な状況ではなかったと思います。ので、家を壊さん限りはここは元に戻らないと思います
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

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5号 非農地証明願承認の件 番号36について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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6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6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62
ページから74ページに掲載しております。平成29年11月10日付29土農林第928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。
62ページ、整理番号：29-64、『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「1,040㎡」、期間は「平
成30年2月1日～平成31年1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「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,040㎡」、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「14,695㎡」、借入地は「6,181 ㎡」、
再認定ということで経営面積は変わらず「20,876㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「○
○○○・○○○○」で農業従事者は「12人」うち15歳以上60歳未満のものは「9人」となって
おります。
63ページ、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

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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梅原委員

3番梅原です。
別に問題はありません。

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29-64の農用地利用集積
計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いし
ます。

長

事務局次長

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

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第6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29-64
は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適
当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（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。
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続きまして、議案第6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29-65を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局次長

会

長

はい、それでは議案第6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29-65をご説明させて頂きます。
64ぺーじ、整理番号：29-65、『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、他2筆」、現況地目は「すべて田」、面積の合計は
「1,613㎡」、期間は「平成29年12月1日～平成34年8月31日」、存続期間は「4年9ヶ月」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「10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「1,613㎡」、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「4,441㎡」、借入地は「940㎡」、経営
面積「6,994㎡」、主たる作目は「い草」、世帯員は「○○○○・○○○○」で農業従事者
は「1人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となっております。
65ページ、場所につきましては、波介地区となっております。以上で説明を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

横山委員

16番横山です。
○○○○は、○○○○にあたりまして、い草を広く作っている後継者ですので、よろしく
お願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-65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「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6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29-65
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6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29-66、29-67については借人が同じですので一緒にお諮りをしたいと思います。事務局
の説明をお願いします。
はい、それでは議案第6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29-66、29-67をご説明させて頂きます。
整理番号：29-66、『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「790㎡、
674㎡」、期間は「平成30年1月1日～平成39年12月31日」、存続期間は「10年」、借賃総額
（年額）は「○○○○/反」、借賃の支払い方法は「12月末までに自宅に持参」、利用権の
種類は「賃貸借」となっております。
整理番号：29-67、『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「968 ㎡」、期間は「平成30年1
月1日～平成39年12月31日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年額）は「○○○○/反」、
借賃の支払い方法は「12月末までに自宅に持参」、利用権の種類は「賃貸借」となってお
ります。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
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氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「365日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,432㎡」、利用権の設定
を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「なし」、借入地も「なし㎡」、
経営面積「2,432㎡」、主たる作目は「キュウリ」、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「0人」となっております。
68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。

石元委員

9番石元です。
この土地は前回まで○○○○の○○○○が借りちょった土地で、○○○○が引き継いで仕
切りになっております。ハウスは後継者です。よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-66、29-67の農用地利
用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお
願いします。

長

事務局次長

会

長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「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。
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。
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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、お諮りをいたします。
議案第6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29-66、
29-67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、ではご説明させていただきます。平成29年11月7日付け29高農公第338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。
整理番号：338 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」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は「1,102㎡」、始期は「平成29年11
月30日」、終期は「平成32年11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、○○○○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。
71ページ、場所につきましては高岡地区となっております。以上で説明を終わります。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見お願いします。

市原委員

14番、市原です。
これちょうど、北の田んぼからハウスしゆう人間がここ上げちゅうので北の人が浸かるいうこ
とで、今日話聞いて東側へ溝を付けるということできれいにしていますので、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

(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11月7日付け29高農公第339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。
整理番号：339 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「高知市○○○○番地」、利用権を設定する土地は大字「○○」、字・地番は「○
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○○○番、他2筆」、登記・現況地目は「すべて田」、面積は「記載の通り」、始期は「平成29
年11月30日」、終期は「平成34年11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、○○○○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。
74ページ、場所につきましては高石地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

森岡委員

20番森岡です。
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

馬場委員

会

長

(異議なしという意見多数あり。)
はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして議案第7号 和解の仲介に関する件番号1を議題と致します。事務局説明をお願
いします。
はい。議案第7号 和解の仲介に関する件 番号1 申立人「土佐市○○○○番地」「○○
○○」さん、同じく申立人「高知市○○○○○丁目○番○号」「○○○○」さん。相手方「土
佐市○○○○番地」「○○○○」さん。紛争に係る農地の表示「土佐市○○○○番 畑・3,077
㎡」、「同字○○○○番 山林（現況畑）・595㎡」、相手方の農地につきましては「土佐市○
○○○番 山林・363㎡」、「同字○○○○番 山林（現況畑）・66㎡」。申し立ての趣旨は「境
界線を確定するにあたり、話し合いを行いましたが意見が一致しないため仲介を申し入れます。」
とのことです。
76ページ、場所につきましては差し替えで、お手元の方に配らさせていただいた地図、谷を間
違えておりました。今日お配りしている地図が申し立ての場所です。
77ページ、航空写真の赤線枠が申立人の農地、黄色枠が相手方の農地ということでこの境の境
界について話し合いが付かないということです。
78ページのほうに公図を記載しておりますが公図がうまく引っ付かないのであれですけど緑色
で囲んだあたりの境界です。ここについて、お話を聞く中では○○○○とお話に行ってもお話に
ならなかったということで、最近またお話に行ってなかなか話が付かないということで、農業委
員会に申し出が出ております。以上で説明を終わります。
はい。それについて委員さんの意見をどうぞ。
2番馬場です。
○○○○から直接は聞いてないですけど、以前から紛争してたみたいです。○○○○のほう
は、○○○○という同名の近くの方やと思いますが、この方からここの土地を買って耕作して
いるということで、この買った地主さんが話を聞かないとわからないという話は聞いています。
和解の仲介に関する件は、申請があったときには受けるということが原則になっていますので
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和解の仲介を受けるということでよろしいですか。
委

員

会

長

委

員

会

長

(異議なしという意見多数あり。)
和解の仲介につきましては、地元の委員さんに斡旋する事になります。地元の農業委員さんと
いうと、15番の森田委員さん、23番の岡林委員さん、近隣の農業委員さんということで2番馬場
委員さん。3名にお願いしたいと思いますがよろしいですか。
(異議なしという意見多数あり。)
あとは事務局と連絡を取り合って、両者を呼んで大変ですがよろしくお願いします。
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11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行った。
以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
12番
13番
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