平成29年度
１２月総会（定例農業委員会）
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氏
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番号
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池田 修

7

横山 秀臣

2

馬場 善広

8

門田 孝司

3

梅原 俊助

9

石元 博昭

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

16

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

欠番

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

18

14

名

氏

番号

市原 正一

横山 久夫

森田 滿子

名

19

山本 倫弘

20

森岡 正典

21

矢野 進一

22

西原 博明

23

岡林 弘

24

野瀬 博

②欠席
番号

氏

名

13

門田 ゆかり

15

森田 昭司

番号

氏

名

番号

（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
追加議案

氏

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
土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件
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
和解の仲介について
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1件
1件
9件
5件
8件
1件
2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12月定例会を開催いた
します。現在の出席委員数21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14番 市原 正一委員、16番 横山 久夫委員、両名を指名いたし
ます。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明を省き、
事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明をさせて頂きます。本日審議頂く議案は、議案第1号 農地法第4条第
1項の規定による許可申請書審査の件 1件、議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許
可申請書審査の件 1件、
議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件
9件、議案第4号 非農地証明願承認の件 5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 8件、
議案第6号 土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件
1件、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、農業経営基盤強化促
進法による利用権設定等に関する件、2件を提案させていただきます。以上で説明を終わり
ます。

会

長

事務局の方から追加議案2件の提案がございましたがこの件について追加して審議する
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を致しました。
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

それでは順番に審議しますので、「○○○○」さんの代理人の「○○○○」さんはお残りくだ
さい。
「○○○○」さんは、順番が来ましたらお呼びしますので別室のほうへお願いします。

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7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

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「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。
はい。
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事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
1ページをご覧下さい。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7 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「農業」。申請地の所在は
「土佐市○○○○番の一部」、登記地目「田」、現況地目は「農舎宅地」、面積は「920㎡の
うち675.51㎡」、利用状況は「農業用倉庫」。所有権以外の使用収益権が設定されている場
合の欄は「○○○○」さん、農地基本台帳の耕作者名は、「○○○○」さんとここで記載し
ておりますが、訂正しお詫び申し上げます。耕作者は○○○○さんと記載しておりますが、
農業者年金の関係で所有者、○○○○さんから○○○○さんに貸付されておりますので、耕
作者は○○○○さんになります。お詫び申し上げます。農振法の農用地区域につきましては、
「平成29年12月8日付けで用途区域の変更」、農地区分につきましては、「第3種農地」と判断
しております。
転用の目的は「農業用倉庫建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は
「申請地に農業用倉庫を建築するため」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日～永
久年間」、工事計画は「平成18年3月1日～平成28年12月31日で既に農業用倉庫が建築されてい
ます。農業用倉庫については当初、200㎡未満のものでしたが、増築され現在の倉庫となってい
ます。200㎡未満の農業用施設については、農地法の許可は必要ありませんが、増築後結果的に
200㎡を超えたため転用許可の申請をしていただいています」、資金計画は「建築費○○○○円、
建築済で新たな資金はなし」、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。
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
在営んでいる農業の増収を図るため、農地の集約、規模拡大等を進めるうち、農業用機械類も大
型化し、その置き場も広く必要となり、収穫も増えたため貯蔵場所の確保等を考えて、農業用倉
庫の建築、増築を計画しました。他に適当な場所もないため申請地を選択しました。木造1階建
倉庫1棟（建築面積491.7㎡）、駐車場（5ｍ×2.5ｍ）2台分、敷地内側溝等を考えると申請地全
体の面積を必要とします。」という事です。
進入路計画は「南側市道から進入する」、造成計画は「転用済」、整地計画は「転用済」、
排水処理計画は
「汚水・雑排水はなし、
雨水は自然浸透及び敷地内Ｕ字溝へ接続、
排水させる。
」
、
被害防除計画につきましては、4ページの土地利用計画図、周囲の状況図も合わせてご覧く
ださい。「東側は申請地残地を挟んで同意のある農地、西側は道路を挟んで同意のある農地、
南側は市道、市道を挟んで高速、北側は同意のある農地」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。
3ページをご覧下さい。場所につきましては、戸波地区となっております。
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12月8日付けで用途区域変更され、高速道路のインターチェンジが国道等へ接続する地点か
ら300ｍの範囲内に位置している農地であるため、第3種農地に該当すると考えております。な
お、申請地は第3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。
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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「農業用倉庫建築」であると考え、該当し
ない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「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。

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。
馬場委員

2番馬場です。
先程の事務局の説明の通りこの方は米とい草を規模拡大を行っておりまして、ここのお米
に関してはブランド品の研究、販路拡大を研究しております。何ら問題ないと思いますの
でよろしくお願いします。

会

長

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。
（異議なしという意見多数あり。）
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会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第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7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21
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」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。
5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
21。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、同じく譲
渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受人「○○○
○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番、
同字○○○○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「315㎡、414㎡、290㎡、766㎡、計1,785㎡」、利用状況は「○○○○番、
○○○○番、○○○○番が雑種地」、「○○○○番が休耕」、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、○○○○番、○
○○○番が○○○○」さん、「○○○○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「駐車場」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「現在利用
している駐車場が店舗敷地として利用することとなり新たに駐車場が必要となったため」、事
業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日～永久年間」、工事計画は「許可あり次第～平
成30年3月末」。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」。6ページをご覧下さい。資
金計画は「土地取得費○○○○円、造成費○○○○円、造成計画に伴う手続費用○○○○円、
その他諸経費○○○○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」。ここで訂正を申し上げます。申請地の○○○○番、○○
○○番、○○○○番については昭和50年の台風災害時に嵩上げされ、復旧工事等に利用されてい
たということですが、
現在も耕作されておらず、
一部駐車場として利用されています。
このため、
始末書の提出を指導し、理由書が提出されていますので読み上げます。
申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「当
該申請地北側の国道沿いにある現在利用しているトラック置き場について、西側に隣接する
コンビニが現在の場所では、大型車両の乗り入れができないなど駐車場が狭く困っているこ
とから土地を使用させてほしい旨の申し出がありました。当該コンビニは地元に密着した周
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辺住民の生活用品の提供店舗として、又、通行車両の休憩場所としてなくてはならない店舗
であることから協力することとしました。今までトラック置き場として当地を基点に利用し
てきた場所であり、近隣で駐車場を確保したく国道沿いにおいて農地でない場所も含め約
600坪程度の土地を探しておりましたが、該当する場所がありませんでした。この度の申請
地は現在地の南に位置し、規模的にもほぼ同面積であること、国道から申請地まで幅4ｍ～6
ｍ程の舗装された市道があり、国道との交差点も広く乗り入れに問題ない場所であること、
また、すぐそばにコンビニがあり休憩場所として利用することもできるため選定しました。」、
進入路計画は「西側の市道から進入する」。造成計画は「申請地東側は、河川管理道と同じ高
さのままで、西側は市道の高さに嵩上げ、東側から西側に傾斜する仕上がり、北側の農道・水路
境界は土羽仕上げとする」。整地計画は「砕石を敷く」。排水処理計画は「雨水は自然浸透排
水する。また、自然浸透で処理できない排水は、西側の市道側溝へ排水する。」。被害防除計
画につきましては、9ページの土地利用計画図、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甲原川、
西側は市道を挟んで同意のある農地、南側は譲渡人所有農地、
北側は農道・水路を挟んで宅地、堤を挟んで宅地」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。
8ページをご覧下さい。場所につきましては、北原地区となっております。
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、申請地が現在、一部駐車場として利用されておりますが、
手続を行うことを了承しているため、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「駐車場」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
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元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時
転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

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

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、始末書もでてましたが既に、農地状態ではないので何ら問題な
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21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。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31
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「農業兼会社員」。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「247
㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合
の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時
期、又土地の引渡しを受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しよう
とする契約の種類は「売買」となっております。
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11ページをご覧下さい。【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:1,727㎡(内:田1,727㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「1,727㎡」。
非耕作地につきましては「土佐市○○○○番の一部」、登記地目「田」、現況地目「農舎宅
地」、面積「253㎡のうち127㎡」、農業用倉庫として利用されています。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。
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「耕耘機」を「1台所有」、「トラクター」を「1台導入予定」、（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5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「記載なし」、④ ①～③の者の住所地、
拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③
の者 徒歩5分」と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田1,727㎡（自作地）」、今回
申請している農地の耕作計画は「水稲：田247㎡、水稲（議案第5号NO.29-75）：田2,659㎡」
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。
14ページご覧下さい。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はそ
の世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）
その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○
○○○・○○○○」、（2）年齢は「○歳・○歳・○歳」、（3）主たる職業は「農業兼会社
員・農業兼会社員・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1,727㎡、権利を取得しようとする農地
の面積247㎡＋2,659㎡（利用権設定）、合計4,633㎡」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。
16ページご覧下さい。場所につきましては、高石地区になっております。以上で説明を終
わります。
会

長

森岡委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
20番森岡です。
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この○○○○さんと○○○○さんは親戚関係にあられまして、先程の事務局の説明の通りで
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。
会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説
明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその
取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「1,727㎡」で一致し、
申請地の面積が「247㎡＋2,659㎡（利用権設定）」であるため、耕作に供すべき農地のすべ
ては「4,366㎡」。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「4,633㎡」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31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32
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「農業兼自営業」。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「41㎡」、
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。
18ページご覧下さい。【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:1,886㎡(内:田1,677㎡、畑209㎡)」、所有地以外は「借入地:12,719㎡(内:
田12,719㎡)」、合計「14,605㎡」。非耕作地につきましては「土佐市○○○○番」、登記地
目「畑」、現況地目「農舎宅地」、面積「29㎡」、「農業用倉庫」、「土佐市○○○○番」、
登記地目「田」、現況地目「農舎宅地」、面積「257㎡」、「農業用倉庫（議案第4号番号39：
非農地証明願提出）」、「土佐市○○○○番」、登記地目「畑」、現況地目「農舎宅地」、
面積「42㎡」、「農業用倉庫（議案第4号番号39：非農地証明願提出）」となっています。
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
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ります。
1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する
者の数等の状況は（1）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（2）大農機具は「トラクター、管理機」を「各2台所有」、「農用自動車、コンバイン」を
「各3台所有」、「乾燥機」を「4台所有」、「籾摺機」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47
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「2人」、「50年、40年」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許
可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 徒歩10分以内」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。
20ページご覧下さい。【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田1,677
㎡、かぼちゃ：畑209㎡（自作地）、水稲：田9,294㎡、ブロッコリー：田3,425㎡（借入地）」、
今回申請している農地の耕作計画は「ブロッコリー：畑41㎡」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」、
（3）主たる職業は「農業兼自営業」、（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14,605㎡、権利を取得しようとする農地の面積41㎡、合計14,646㎡」
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。
23ページ、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

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、○○○○さんは手広くお米を作っている方で何ら問題
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。
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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「14,605㎡」で一致し、
申請地の面積が「41㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「14,646㎡」。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「14,646㎡」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
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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32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33・番
号34については譲受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。

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33
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「○○○○」、
同じく譲渡人「○○○○」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「1,038
㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円/反」、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「○○○○（持分1/2）○○○○（持分1/2）」
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34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」、登記簿地目は「田」、現況地目は「田」、面積は「1,129㎡」、
対価・賃料等の額は「○○○○円/反」、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。
26ページご覧下さい。【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、
所有地は自作地は「なし」、所有地以外は「借入地:5,676.06㎡(内:田5,676.06㎡)」、合計
「5,676.06㎡」。非耕作地については「土佐市○○○○番の一部」、登記地目「田」、現況
地目「農舎宅地」、面積「1,354㎡のうち133.94㎡」、「農業用倉庫」として利用されてい
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
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っております。
1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する
者の数等の状況は（1）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（2）大農機具は「トラクター、蒸気消毒器」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21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「1人」、「研修のため初心者」、④ ①～③の者の住所地、拠
点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の
者 徒歩1分」と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
28ページご覧下さい。【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「オリエンタル
ユリ：田5,676.06㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「オリエンタルユリ
（NO.33）：田1,038㎡、オリエンタルユリ（NO.34）：田1,129㎡」と記載されております。
【農地法第3条第2項第7号関係】 についてはすべて「いいえ」と記載されております。そ
の他の欄は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は記載されておりません。
【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う
耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、（1）その行う耕作又は養畜
の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○○○○」、（2）年齢は
「○歳・○歳」、（3）主たる職業は「農業」、（4）権利取得者との関係「本人・○○○○」、
（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期
間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本人365日・○
○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供す
る農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積5,676.06㎡、権利を取得しようとする農地
の面積1,038㎡（NO.33）＋1,129㎡（NO.34）、合計7,843.06㎡」と記載されております。こ
こでお詫び申し上げます。NO.34、NO.35と記載しておりますがNO.33、NO.34の間違いです。
訂正しお詫び申し上げます。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31ページご覧下さい。【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。
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。
先程の事務局の説明の通り、元々県外から来てユリを作って、土地を借りて今もハウスを
建ててます。一生懸命ユリを作っています。何の問題もないと思います、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。

- 14 -

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説
明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその
取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「5,676.06㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,038㎡（NO.33）＋1,129㎡（NO.34）㎡」であるため、耕作に供すべき農
地のすべては「7,843.06㎡」。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「7,843.06㎡」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
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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33・番号34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

議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号35 。
譲渡人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。
譲受人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農地所有適格法人」。許可
を受けようとする土地は「土佐市○○○○番」、「同字○○○○番」、「同字○○○○番」、
登記簿地目は「○○○○番、○○○○番」が「山林」、「○○○○番」が「畑」、現況地目
は「すべて畑」、面積は「26㎡」、「36㎡」、「26㎡」の計「88㎡」、対価・賃料等の額
については「○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄については
「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又
土地の引渡しを受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようとす
る契約の種類は「売買」となっております。
33ページをご覧ください。【農地法第3条第2項第1号関係】については、1－1権利を取得
しようとする者又はその世帯員等が所有権を有する農地及び採草放牧地の利用状況につき
ましては、所有地は「自作地:32,954㎡(内:田30,810㎡、畑2,144㎡)」所有地以外は「借入
地4,284㎡(内:畑4,284㎡)」、合計「37,238㎡」となります。非耕作地は「なし」、農地法
第30条第3項各号いずれかに該当するか否か(遊休農地)「該当しない」また、農地法第51条
第1項各号のいずれかに該当するか否か(違反転用)「該当しない」となっております。
34ページご覧ください。1－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有
の状況、農作業に従事する者の数等の状況は（1）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は
「「耕作計画書」のとおり」、（2）大農機具は「記載なし」、（3）農作業に従事する者
①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は「記載なし」、②
世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「記載なし」、③臨時雇用労働力(年間延人
数)は「記載なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとす
る土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 車で15分以内」と記載されており
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ますが、申請書の方は車で15分以内と書かれておりましたが、これは間違いだと思います。
甲原のほうの以前買った所がだいたい車で15分ということだったと思いますのでここはす
ぐ前ぐらいじゃないかということでこんなにはかかりません。
35ページご覧ください。次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「楮:田30,810㎡、畑2,144㎡(自作地)、
楮：畑4,284㎡(借入地)」、今回申請している農地の耕作計画書は「楮：畑88㎡」と記載さ
れています。【農地法第3条第2項第7号関係】についてはすべて「いいえ」と記載されてお
ります。その他の欄は記載されておりません。
36ページ、【農地法第3条第2項第2号関係】、こちらにつきましてはこの後【農地法第2条
第3項第2号関係】「2.構成員全ての状況」というところで説明をいたします。
【農地法第3条第2項第3号関係】と【農地法第3条第2項第4号関係】は記載されておりませ
ん。
【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利所
得後のおける経営面積の状況は、(1)権利を取得後において耕作の事業に供する農地の面積
の合計は、「権利を有する農地の面積37,238㎡、権利を取得しようとする農地の面積88㎡、
合計37,326㎡」と記載されております。5－2権利を所得しようとする者又はその世帯員等
の所得後における経営面積の状況(特例)と【農地法第3条第2項第6号関係】は記載されてお
りません。【農地法第3条第2項第7号関係】は「耕作計画の通り」と記載されております。
【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。
38ページ、【農地法第2条第3項第1号関係】1-1事業の種類、現在、権利取得後も「農業」
で「楮」を生産すると。関連する事業については農産物の加工販売も謳われています。左
記農業に該当しない農業の内容楮の製造と加工販売以外は「なし」。1-2売上高については
3年前は「○○○○円」2年前が「○○○○円」1年前が「○○○○円」本年度、2年後、3年
後については「○○○○円」、左記農業に該当しない事業ありませんので「0」となってお
ります。
39ページ【農地法第2条第3項第2号関係】農業関係者等の議決権等について(1)農業関係者、
「○○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○○」
さん、「○○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○○」さんで、議決権については総数
「78,400」です。構成員の農業への従事状況につきましては、直近実績は記載の通りにな
っております。40ページご覧下さい。(2)関連事業者は「○○○○」、「○○○○」、「○
○○○」、こちらのほうは関連企業として「継続的取引法人」となっております。議決権の
数は「61,600」、議決権の総数は「140,000」ということでその内半数以上「100％」農業
者で議決権を有しておりますので完全な「農地所有適格法人」です。【農地法第2条第3項
第2号関係】3理事、取締役又は業務を執行する役員全ての状況(1)農業への従事状況、「○
○○○」、「○○○○」、「○○○○」、「○○○○」の4名となっております。農業の従事
状況の直近実績は、159日、152日、151日、152日となっております。(2)「農作業への常時
従事」があると記載された理事、取締役又は業務を執行する役員の農作業への従事状況、
必要な農作業の期間、1月から12月の間4人ともやっておられます。また常時従事する期間1
月から12月で4人ともやっておられます。
42ページ、場所につきましては、北原地区になっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい。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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岡林委員

23番岡林です。
事務局の説明通りで、他の土地に農地にするために土を取った後で、今は畑状態になって
おりますので問題ないと思います。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご
説明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の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「37,238㎡」で一
致し、申請地の面積が「88㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「37,326㎡」。
現地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法
第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕
作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記
載事項により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有している
と認められる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事す
る者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地の
すべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しない
と考えます。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏
名が農地所有適格法人で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は農地所有適格法
人と考え、該当しません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについ
ては、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に
記載されているとおり「37,326㎡」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
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合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づ
いて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考
え、該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、
農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に
支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことにつ
いては、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農
地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当し
ません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当
しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。わかりました。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

異議なしということで、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号35 について申請通り
許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

はい。異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号36
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号36
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「須崎市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。申
請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「畑」、現況地目は「畑」、面積は「1,114
㎡」、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。
44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: 4,536㎡(内:田3,841㎡、畑695㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「4,536㎡」。
非耕作地につきましては「土佐市○○○○番」、「同字○○○○番」、登記地目は「ともに
畑」、現況地目「ともに宅地」、面積「111㎡、3.82㎡」で「作業場（議案第4号番号40：
非農地証明願提出）」として使われています。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。
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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「軽トラック、トラクター、草刈り機」を「各1台所有」、（3）農
作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験等の状況は
「農作業歴30年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在1人、農作業歴:
○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載なし」、④ ①～③の者の住所地、拠
点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③
の者 10分 5ｋｍ」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。
46ページ、【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田3,841㎡、大根
等：畑695㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「大根等：畑1,114㎡」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。
47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」、（3）主たる職業は「○○○○」、（4）権利取得者
との関係「本人・○○○○」、（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は
養畜の事業に必要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間
も「1月～12月（本人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4,536㎡、
権利を取得しようとする農地の面積1,114㎡、合計5,650㎡」と記載されております。5－2
権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特例)
と【農地法第3条第2項第6号関係】は記載されておりません。【農地法第3条第2項第7号関
係】は「「耕作計画書」のとおり」と記載されており、その耕作計画書の4の設問について
は周囲農地への影響についてすべて「いいえ」と記載されております。【農地法第3条第3
項第2号関係】と【農地法第3条第3項第3号関係】は記載されておりません。
49ページご覧下さい。場所につきましては、新居地区になっております。以上で説明を終
わります。
会

長

坂本委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
12番坂本です。
ちょっと放棄地状態になってる土地で、この方が作っていただければ非常にありがたいと
思いますので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
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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「4,536㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,114㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,650㎡」。現地
調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法第51
条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況
が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事項
により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有していると認め
られる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事する者の
数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを
効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考えま
す。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名
が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当し
ません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「5,650㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当しな
いと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農
作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについて
は、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農
業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当し
ないと考えますので審査をよろしくお願いします。
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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

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36について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

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37
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号37
をご説明させて頂きます。
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」、登記簿地目は「田」、現況地目は「田」、面積は「686㎡」、
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。
51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:12,395㎡(内:田7,980㎡、畑4,415㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「12,395
㎡」。非耕作地については「土佐市○○○○番の一部」、登記地目「畑」、現況地目「農舎
宅地」、面積「743㎡のうち42㎡」、「農業用倉庫」として利用しています。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。
52ページご覧下さい。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、軽トラック、肥料散布機」を「各2
台所有」、「トップカー、管理機、ドッキングトラクター」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7年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在8人、農作業歴: ○○
○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、他3人」、③臨時雇用労働力(年間延人数)
は「記載なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土
地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 10ｍ 10秒」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。
53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「ピーマン：
田7,303㎡、畑1,729㎡、柿：田547㎡、畑1,953㎡、野菜：田130㎡、畑733㎡（自作地）」、
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今回申請している農地の耕作計画は「ピーマン：田686㎡」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。
54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・
○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・○○○○・○○○○・○○○○・○○○○・○○○○と
もに350日）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に
供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積12,395㎡、権利を取得しようとする農
地の面積686㎡、合計13,081㎡」と記載されております。5－2権利を取得しようとする者又
はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特例)と【農地法第3条第2項第6号関
係】は記載されておりません。【農地法第3条第2項第7号関係】は「「耕作計画書」のとお
り」と記載されており、その耕作計画書の4の設問については周囲農地への影響についてす
べて「いいえ」と記載されております。【農地法第3条第3項第2号関係】と【農地法第3条
第3項第3号関係】は記載されておりません。
56ページ、
場所につきましては、
宇佐地区でになっております。
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。
この方は今、ピーマンを手広くやっておりますが、規模拡大ということで何ら問題ないと
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「12,395㎡」で一致
し、申請地の面積が「686㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「13,081㎡」。
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
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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「13,081㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当
しないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づ
いて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考
え、該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、
農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に
支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことにつ
いては、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農
地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当し
ません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当
しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号37について申請通り許可
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することにご異議ございませんか。
委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号38
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号38
をご説明させて頂きます。
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、土佐市○○○○番」、登記簿地目は「畑」、現況地目は「畑」、
面積は「92㎡、33㎡、計125㎡」、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。
58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:33,556㎡(内:田19,107㎡、畑14,449㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「33,556㎡」。
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。
59ページ、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、ユンボ」を「各2台所有」、「軽トラック」を
「3台所有」、「ダンプ2ｔ」、「ユニック車4ｔ」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50
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「記載なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点
となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者
車で5分 300ｍ」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。
60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「生姜：田19,107
㎡、畑14,449㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：畑125㎡」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。
61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」、
（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
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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33,556㎡、権利を取得しようとする農地の面積125㎡、合計33,556
㎡」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。
63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

森田委員

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。
18番森田です。
高齢のお父さんから息子に対しての贈与ですので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「33,556㎡」で一致し、
申請地の面積が「125㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「33,556㎡」。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。
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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「33,556㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当し
ないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農
作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについて
は、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農
業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当し
ないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号38について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

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39
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第3号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号39
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「○○○○」。
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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「1,014
㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合
の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時
期、又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。
65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:9,919㎡(内:田7,210㎡、畑2,709㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「9,919㎡」。非
耕作地につきましては「土佐市○○○○番」、「同字○○○○番」、登記地目は「田、畑」、
現況地目「通路」、面積「3.3㎡」、「36㎡」、「農機具の通路」として利用しています。
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。
66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「耕耘機、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24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「記載なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとす
る土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 自動車で10分程度」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。
67ページ、【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田7,207㎡、ねぎ：
畑2,673㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田1,014㎡」と記載さ
れております。【農地法第3条第2項第7号関係】 についてはすべて「いいえ」と記載され
ております。その他の欄は記載されておりません。
68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」、（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200日・○○○○・○○○○）」、【農地法第3条第2項
第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面
積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は「権利を有
する農地の面積9,919㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,014㎡、合計10,933㎡」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。
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【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。
70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。
何の問題もないと思います、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「9,919㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,014㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「10,933㎡」。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「10,933㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当し
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ないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農
作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについて
は、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農
業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当し
ないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号39について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号37を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号37をご説明させていた
だきます。
番号37：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、○○○○番」、地目は「ともに畑」、面積は「150㎡、310㎡」、非農地となった時期につき
ましては「平成9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・山林」
となっております。非農地となった理由は「耕作不適のため【前所有者がリウマチを患い耕作す
ることが困難となった結果、
原野・山林となり、
いずれも農地に復することが困難となりました。
】
」
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。
72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。
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この土地は行ってきましたが、なかなか農地に戻るような状況ではありませんので、よろ
しくお願いします。
また、交付基準の(3)に該当すると思います。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号37について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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38を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号38をご説明させていた
だきます。
番号38：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「畑」、面積は「204㎡」、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「住家」となっております。非農地となっ
た理由は「その他【昭和52年頃から住宅地として使用している。】」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。
74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

尾﨑委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
10番尾﨑です。
説明の通り、当時から家が建っており、現況田んぼに戻すいうことは不可能でございます
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4号 非農地証明願承認の件 番号38について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）
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会

長

事務局次長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号39を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。
はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号39をご説明させていた
だきます。
番号39：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、同字○○○○番」、地目は「田、畑」、面積は「257㎡、42㎡」、非農地となった時期につ
きましては「昭和60年1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「その他【昭和60年1月に農業用倉庫を建築し、
その後平成5年までの間に3回の増築を経て現姿の倉庫が出来上がり現在に至っています。】」と
いう事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げま
す。「○○○○｣という事です。
76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

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、今2棟トタン葺きの倉庫が建っていて、コンバイン2台とトラ
ックとユンボと、あと諸々のもの、農機具類が入ってますので、僕としては別に移しても
らいたいという形ですが、結局本人と話したところ別に動かすことが出来ないということ
で、そこの辺をみなさんどうお考えなのか、僕だけの判断ではわかりませんので、聞きた
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

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。
横山さん、確認をしますが非農地としては横山さんの意見では認めんという意味ですか。

横山委員

そうじゃなくって、たとえば完全に家が建ってて、非農地。そういう状態では今のところない
のでコンバインとかのければ下は土のままで上の倉庫もトタン葺きでやっちゅうもんで、すっ
と壊したら農地が出来ると僕は思うたのでみなさんの意見を聞かして頂きたい。

会

長

市原委員

会

長

野瀬委員

はい、そういう意見だそうです。他の委員さんご意見お願いします。
14番、市原です。
農業用倉庫としてやね、出すやったら出してもろうて、非農地やなしに。トラクター置いてや
ね、それでえいやったらね、それやったら許可とらいでもいい。トラクター置くとかやったら
やれらあね。4条でせいでも農業用倉庫建てるがやき。
200㎡越えちゅうがやき。
4番、野瀬です。
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あの、横山君にちょっと確認したいけんど、ここお墓の建っちゅうところじゃない。
横山委員
野瀬委員

横山委員
野瀬委員

会

長

お墓の横。
これお墓の横やないで。場所的には。稲の乾燥機とか4台座って、あとそこの土地やきなかな
か。
ほんなら僕、勘違いしちょった。
場所的には違うということと、すでに乾燥機が4台、5台くらい座っておって、なかなか復元出
来んと自分は感じますが。
ここは1回、農地の除外のがで尾﨑さん行きましたね。そこですよね。

尾﨑委員

これ除外ので出ちょって、許可が下りたところやない。

会

そうです。

長

尾﨑委員

倉庫があって、乾燥機があって。

会

中に乾燥機がどっさりあった。

長

尾﨑委員

3台いわん座っちょった。

会

はいはい。そうそう。

長

尾﨑委員

隣地も関係ないし良しということで、向こうは山やったしね。

会

うん。はい。横山委員さんよろしいですか。

長

横山委員

すいません。場所を間違っていたようで、申し訳ありません。乾燥機が先ほど野瀬さんが言わ
れたように、乾燥機も座っていてお米もするような形で、農地に復元することは不可能だと思
いますので、よろしくお願いします。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号39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。
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続きまして、議案第4号 非農地証明願承認の件 番号40を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。
事務局次長

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号40をご説明させていた
だきます。
番号40：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、同字○○○○番」、地目は「ともに畑」、面積は「111㎡、3.82㎡」、非農地となった時期
につきましては「昭和56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「作業場
敷地」となっております。非農地となった理由は「その他【昭和56年頃に鉄骨造りの作業場を建
築し、現在に至っています。】」という事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が
提出されておりますので読み上げます。「○○○○」という事です。
78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

西原委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
22番西原です。
先程の事務局の説明の通り、なかなか復元は難しいと思いますので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(4)に該当すると思います。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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41を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第4号 非農地証明願承認の件につきまして番号41をご説明させていた
だきます。
番号41：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、他4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60年頃」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「山林」となってお
ります。非農地となった理由は「耕作不便のため【昭和60年頃、耕作不便であったため放棄、山
林化し現在に至る】」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。
80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。
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会

長

梅原委員

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。
3番梅原です。
既に、山林になっておりまして農地に修復はできないと思います。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

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41について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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

事務局次長

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12月8日付29土農林第1020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8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：29-68、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住
所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住
所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」。大
字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「3,306 ㎡」、期間は
「平成30年1月1日～平成34年12月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「なし」、
利用権の種類は「使用貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日
数は「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,306㎡」、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「12,019㎡」、借入地は「892㎡」、経
営面積「12,911㎡」、同一世帯のため増減はありません。主たる作目は「メロン」、世帯員
は「男3人・女4人」で農業従事者は「5人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となって
おります。
場所につきましては、新居地区となっております。以上で説明を終わります。

会

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

長

門田委員

8番門田です。
この件は、農業者年金を貰うために昔手続きをしちょったがの、どちらかの手続きの残りと
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いうことで今度こういう風に出てきたもんで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願
いします。
会

長

事務局次長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-68の農用地利用集積
計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いし
ます。
それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「330日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法台18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』に
ついては、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は存
在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受け
る者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断いた
しました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判断
とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いしま
す。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

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29-68
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29-69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29-69をご説明させて頂きます。
整理番号：29-69、『再認定』、利用権の設定をする者「被相続人○○○○ 相続人○○
○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○
○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用
地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、他6筆」、現況地目は「記載の通り」、
面積は「記載の通り」、期間は「平成30年2月1日～平成35年1月31日」、存続期間は「5年」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに口座振込」、利
用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、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「1,660㎡」、利用権の設定
を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「3,228㎡」、借入地は「14,523
㎡」、経営面積「17,751㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「男3人・女2人」で農業
従事者は「12人」うち15歳以上60歳未満のものは「5人」となっております。
85ページ、場所につきましては、戸波地区となっております。以上で説明を終わります。

会

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

長

尾﨑委員

10番尾﨑です。
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

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29-69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、
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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29-69
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29-70、29-71、29-72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29-70、29-71、29-72をご説明させて頂きます。
整理番号：29-７0、『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「吾川
郡いの町○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字
「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,083㎡」、期間は「平
成30年2月1日～平成33年1月31日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○○○○
円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」とな
っております。
整理番号：29-71、『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「吾川
郡いの町○○○○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「434㎡」、期間は「平
成30年1月1日～平成30年12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。
整理番号：29-72、『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「吾川郡
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いの町○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域外」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「506㎡」、期間は「平成30
年1月1日～平成30年12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「240日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,023㎡」、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「0㎡」、借入地は「4,464㎡」、
経営面積「5,404㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「男2人・女1人」で農業従事者は
「8人」うち15歳以上60歳未満のものは「8人」となっております。
場所につきましては、戸波地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

馬場委員

2番馬場です。
事務局の説明のとおりで、この○○○○さんはいのから生姜を作りに来てまして、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29-70、29-71、29-72の
農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から
報告をお願いします。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「240日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
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
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ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-70、
29-71、29-72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29-73、29-74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29-73、29-74をご説明させて頂きます。
整理番号：29-７3、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,041㎡」、期間は「平成30年2
月1日～平成35年1月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「なし」、利用権の
種類は「使用貸借」となっております。
整理番号：29-74、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐市
○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐市
○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,818㎡」、期間は「平成30年2
月1日～平成35年1月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借
賃の支払い方法は「12月末までに口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」となっておりま
す。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「3,859」、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「0㎡」、借入地は「14,321㎡」、
経営面積「14,321㎡」、主たる作目は「レタス・キャベツ」、世帯員は「男2人・女2人」
で農業従事者は「3人」うち15歳以上60歳未満のものは「3人」となっております。
場所につきましては、新居地区となっております。以上で説明を終わります。

会

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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門田委員

8番門田です。
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

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29-73、29-74の農用地利
用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお
願いします。

長

事務局次長

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

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第5号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-73、
29-74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。）
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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29-75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29-75をご説明させて頂きます。
整理番号：29-75、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,563㎡」、「農用地区域外」、
大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,096㎡」、面積
の合計は「2,659㎡」。期間は「平成30年3月1日～平成35年2月28 日」、存続期間は「5
年」、借賃総額（年額）は「なし」、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「150日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,659㎡」、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「1,727㎡」、借入地は「0㎡」、
経営面積「4,386㎡」、主たる作目は「水稲」、世帯員は「男2人・女1人」で農業従事者は
「3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。
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

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

森岡委員

20番森岡です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、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29-75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「150日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

（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29-75
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、追加議案 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
29-76、29－77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29-76、29－77をご説明させて頂きます。
整理番号：29-76、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域外」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,226㎡」、期間は「平成30年1
月1日～平成30年12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。
整理番号：29-77、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「吾川
郡いの町○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所
「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域外」。大字
「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,156 ㎡」、期間は
「平成30年1月1日～平成30年12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
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日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「4,382」、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㎡」、
経営面積「25,258㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「男2人・女2人」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。
場所につきましては、波介地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

玉木委員

11番玉木です。
ここは数年前に生姜を作っておりまして病気が出てから数年たってからの栽培ということ
で別に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29-76、29－77の農用地
利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告を
お願いします。

長

事務局次長

会

長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第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29-76、29
－77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。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 土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件 を議題といた
します。事務局の説明をお願いします。
はい。内容につきましては農林業振興課、山口課長補佐から説明させていただきます。
農林業振興課、山口課長補佐兼農林業振興班長が内容について説明した。

会

長

はい。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、お諮りをします。
議案第 7 号 土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件について、『承認』するこ
とにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定になりました。
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12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した。
和解の仲介について報告した。

以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
14番
16番
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