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

1

平成３０年１月２９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

池田 修

名

氏

番号

名

氏

番号

名

7

横山 秀臣

13

門田 ゆかり

19

山本 倫弘

8

門田 孝司

14

市原 正一

20

森岡 正典

21

矢野 進一

23

岡林 弘

24

野瀬 博

3

梅原 俊助

9

石元 博昭

15

森田 昭司

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

16

横山 久夫

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

欠番

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

18

森田 滿子

②欠席
番号

氏

名

2

馬場 善広

22

西原 博明

氏

番号

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

氏

名

局長 石元 一成
次長 尾崎 友紀
係長 中平 忍

農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
農地移動適正化斡旋事業に関する件

報告事項：農用地利用配分計画の認可について
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3件
7件
4件
4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1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18番森田 滿子委員、19番山本 倫弘委員、両名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明を省き、
事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明をさせて頂きます。本日審議頂く議案は、議案第1号 農地法第5条第
1項の規定による許可申請書審査の件 3件、なお、議案書発送後、番号24の案件について、
計画を精査するということで取り下げ願いが提出されておりますので、農地法第5条の審査
については2件となります。
議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件
7件、議案第3号 非農地証明願承認の件 4件、議案第4号 農業経営基盤強化促進法によ
る利用権設定等に関する件 4件、議案第5号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 1件、
以上です。

会

ご挨拶申し上げます。新しい年が始まって最初の農業委員会になりますので、まずは農
業委員の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。皆さん、あけましておめでとうございます。
皆さんはきっと、ご家族お揃いの中で楽しいお正月を迎えられたことと思います。本年も
昨年同様に、いえいえ、昨年以上に土佐市の農業の発展のために、そしてまた、土佐市の
農家のために、ご尽力を頂きますようよろしくお願いを申しますとともに、皆さんにとっ
てこの1年が実りのある充実した1年となりますよう、心からご祈念を申し上げます。続い
て、5条の申請でご出席を頂いた皆様方に一言御挨拶を申し上げます。昼間の大変お忙しい
時間帯にも関わらず、本定例会へご出席を頂きまして本当にありがとうございます。只今
から、皆さま方から提出して頂きました案件につきまして、順を追って、審議をしてまい
りますが、審議の過程において議長もしくは委員の方から質問等ありました時には、明確
なお答えを頂きますようお願いをいたします。なお、本日決定になりましても、最終決定
ではございません。許可権者は高知県知事です。県は現地調査を含む県独自の調査を行い
まして、許可妥当というものに対しましては、当委員会の事務局を通じて皆さま方に許可
書が届くことになっております。許可書が届くまでは絶対に無断転用をされないようよろ
しくお願いを申しあげまして、ご挨拶とさせていただきます。

長

事務局次長

会

長

事務局次長

それでは「○○○○」さんはお残りください。その他の方には順番がきましたら呼びますので
別室のほうへお願いします。
それでは、議案に入りたいと思います。
議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号22を議題といたし
ます。事務局の説明をお願いします。
はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
ん、同じく譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。

申請人

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5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号22。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受
人「○○○○」さん、同じく譲受人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業
「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○番の一部」、登記地目｢田｣、現況地目は「畑」、
面積は「628㎡のうち267㎡」、利用状況は「休耕」、所有権以外の使用収益権が設定されて
いる場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区
域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第2種農地」と判断し
ております。
転用の目的は「自己住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「居
宅を建築し、居住するため」、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「許可あり次第～9ヶ月」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「所有
権移転」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「永久年間」。
資金計画は「建築費（設計・外構費含む）○○○○円、土地造成・整備費○○○○円、その他
費用○○○○円、計○○○○円（全額融資）」、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「現在居住しているアパートは、子供2人の成長に伴い、手狭となり、
一軒家の購入または建築を考えていたところ、申請地は○○○○所有であり、資金面からも
申請地が最適であると判断した。また、転用につき一筆の土地全体ではなく、個人住宅の
ため必要な面積のみであり、申請地であれば周辺にも被害等及ぼすことがないと判断し、
選定した。」、進入路計画は「西側市道から進入する」。造成計画は「現状の高さのままで
造成はしない」。整地計画は「通常の個人住宅建築に必要な程度の整地を行う。建物西側の駐
車スペース、アプローチについては、コンクリート及びレンガ敷きとし、その他の建物周辺に
ついては砕石を敷き整地する」。排水処理計画は「生活雑排水は、合併浄化槽を設置し西側市
道側溝へ接続排水する。雨水については西側及び東側の既設水路に排水する」。被害防除計画
につきましては、4ページの土地利用計画図、周囲の状況図も合わせてご覧ください。「東
側は水路を挟んで譲渡人所有農地、西側は市道を挟んで農地、南側は同意のある農地、北側は
譲渡人所有農地」となっております。なお、西側の市道を挟んだ農地について、被害防除計
画が出されておりますので読み上げます。
同意書につきましては「○○○○番」から提出されております。
3ページにお戻りください。場所につきましては、高岡地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
甲種、第1種、
第3種農地のいずれの要件にも該当せず、
第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断
し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の
提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許
可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全
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部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、
該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅
滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見
込みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「自己住宅建築」であると考え、該当し
ない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
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、北西側農地の同意が得られていませんが被害防
除計画にありますように建物から農地まで10ｍくらい開く計画で日照による影響は少ない
ものと考えており、許可相当と考えております。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は
一時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、同じく譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違
いありませんか。

申請人
会

長

石元 委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
9 番 石元 です。
先程の事務局の説明通り、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
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議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号22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1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号23
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、第5条の譲受人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
5ページをご覧下さい。議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番
号23。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受人
「○○○○」さん、住所「高知市○○○○」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○○
番、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「69㎡、711㎡、403㎡、37㎡、計1,220㎡」、利用状況は「水稲」、所
有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「福
留 節夫」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「建売住宅建築・販売」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細
は「建売住宅8棟を建築し販売するため」、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「1期工事が許可あり次第～2020年4月30日まで、2期工事が2020年5月
1日～2022年4月30日」を予定しております。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「所
有権移転」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「永久年間」。
資金計画は「土地取得費○○○○円、土地造成費○○○○円、建築費（8棟分）○○○○円、計
○○○○円（全額銀行借入）」
6ページをご覧下さい。過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」と
なっております。
申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「申
請地は国道56号から南に住宅が連たんした集落地域内にあり、南北、西の3方向が市道に接
しており、利便性が高く住宅地に適し、需要も見込まれるため選定した。」、進入路計画は
「南、北側の市道より各区画へ進入する」。造成計画は「30～40ｃｍ程度の盛り土を行う」。
整地計画は「敷地の高さを道路に合わせて整地する」。排水処理計画は「生活排水は、合併浄
化槽を設置し、雨水排水は敷地内に集水桝を設け、共に既設道路側溝へ排水する」。被害防除
計画につきましては、8ページ、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宅地、西側は市道を挟んで宅地、南側は市道を挟んで宅地、北側は市道
を挟んで宅地、市道を挟んで北西に同意のある農地」となっております。
同意書につきましては「○○○○番、○○○○番」から提出されております。
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7ページにお戻りください。場所につきましては、高岡地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断
し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事
業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「建売住宅建築・販売」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、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

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。
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市原 委員

14 番 市原 です。
現場を見てきました。何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。

会

長

委

員

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第1号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号23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2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号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40
をご説明させて頂きます。
13ページご覧下さい。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「1,022㎡」、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。
14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: 9,039㎡(内:田4,971㎡、畑4,068㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「9,039
㎡」。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。
15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」を「1台所有」、「管理機」を「2台
所有」、「農用自動車」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50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」、「4年、0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。
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16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4,971
㎡、文旦：畑4,068㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：田1,022
㎡」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。
17ページご覧下さい。【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9,039㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,022㎡、
合計10,061㎡」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。
19ページ、場所につきましては、北原地区になっております。以上で説明を終わります。
会

長

森田 委員

はい。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。
15 番 森田 です。
先程の事務局の説明の通りで何ら問題ないと思います、よろしくお願いします。
また、農地法第3条第2項第7号関係については、問題ないと思います。

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第3条第2項各号に規定する審査基準について、各項目ごとにご説
明させて頂きます。
まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその
取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「9,039㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,022㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「10,061㎡」。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
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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「10,061㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号40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。）

（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、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号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41
をご説明させて頂きます。
20ページご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、
職業「農業」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番地」、職業「農
業」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記簿地目は「ともに畑」、
現況地目は「ともに畑」、面積は「120㎡、178㎡、計298㎡」、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。
21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:2,777 ㎡(内:田1,881㎡、畑896㎡)」、所有地以外は「借入地:867㎡(内:
田867㎡)」、合計「3,644㎡」。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。
22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「草刈機、トラクター」を「各1台所有」、「管理
機、軽トラック」を「各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6ヶ月」、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: ○○○○、常時雇用6ヶ月」、③臨時雇用労働
力(年間延人数)は「なし」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けよ
うとする土地までの平均距離又は時間は「①、②及び③の者 20km 30分」と記載されてお
ります。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
23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「ネギ：田1,881
㎡、畑896㎡（自作地）、ネギ：田867㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は
「果樹：畑298㎡、青ねぎ（議案第4号番号29-79）：田952㎡」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。
24ページご覧下さい。【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は
記載されておりません。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又は
その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（1）
その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○
○○○」、（2）年齢は「○歳・○歳」、（3）主たる職業は「農業」、（4）権利取得者と
の関係「本人・○○○○」、（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養
畜の事業に必要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間も
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「1月～12月（本人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3,644㎡、権
利を取得しようとする農地の面積298㎡＋952㎡（利用権設定）、合計4,894㎡」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。
26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。
この人は、高知から通ってきてますけど新居のほうに兄が居って一緒に習いながらやりゆ
う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「3,644㎡」で一致し、
申請地の面積が「298㎡＋952㎡（利用権設定）」であるため、耕作に供すべき農地のすべて
は「4,894㎡」。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
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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「4,894㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号41について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号42
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42
をご説明させて頂きます。
27ページご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、
職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業
「○○○○」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記簿地目は「とも
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に田」、現況地目は「ともに田」、面積は「36㎡、36㎡、計72㎡」、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。
28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: 2,741㎡(内:田1,756㎡、畑985㎡)」、所有地以外は「借入地:1,261㎡(内:
田1,063㎡、畑: 198㎡)」、合計「4,002㎡」。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。
29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「軽トラック、小型トラクタ、籾摺り機、田植機、
草刈機」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 0.1km 3分」と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
30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1,756
㎡、大根：畑985㎡（自作地）、水稲：田1,063㎡、大根：畑198㎡（借入地）」、今回申請
している農地の耕作計画は「なす：田72㎡」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。
31ページご覧下さい。【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は
記載されておりません。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又は
その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（1）
その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○・○
○○○」、（2）年齢は「○歳・○歳」、（3）主たる職業は「○○○○」、（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4,002㎡、
権利を取得しようとする農地の面積72㎡、合計4,074㎡」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。
33ページご覧下さい。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。
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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「4,002㎡」で一致し、
申請地の面積が「72㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「4,074㎡」。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「4,074㎡」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。事務局の説明が終わりましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号42について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号43
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第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43
をご説明させて頂きます。
34ページご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「愛知県○○○○」、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「田」、現況地目は「田」、
面積は「1,237㎡」、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。
35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:9,025

㎡(内:田9,025㎡)」、所有地以外は「借入地:1,249㎡(内:田1,249

㎡)」、合計「10,274㎡」。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。
36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「軽トラック」を「2台所有」、「トラクター、コ
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ンバイン」を「各1台所有」、「乾燥機」を「5台所有」、「籾摺り機、田植機」を「各1台
所有」、（3）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業
経験等の状況は
「農作業歴30年」
、
②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は
「なし」
、
③臨時雇用労働力(年間延人数)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 0.5km 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。
37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9,025
㎡（自作地）、水稲：田1,249㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：
田1,237㎡」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。
38ページご覧下さい。【農地法第3条第2項第2号関係】と【農地法第3条第2項第3号関係】は
記載されておりません。【農地法第3条第2項第4号関係】の4権利を取得しようとする者又は
その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（1）
その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○○○○」、
（2）年齢は「○歳」、（3）主たる職業は「○○○○」、（4）権利取得者との関係「本人」、
（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期
間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本人200日）」、
【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取
得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積
の合計は「権利を有する農地の面積10,274㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,237㎡、
合計11,511㎡」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。
40ページご覧下さい。場所につきましては、高岡地区になっております。以上で説明を終
わります。
会

長

石元 委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
9 番 石元 です。
この土地は、しばらく放棄地と一部残土の捨て場みたいになっておりましたが最近になっ
て、表土を入れ替えて水田にするように作業中です。遊休農地、放棄地が一つでも解消出
来ると思いますので、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。
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まず、農地法第3条第2項第1号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその
取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められな
い場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第3条の規定による許可
申請書(別添)の1－1に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面積が「10,274㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,237㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「11,511㎡」。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「11,511㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号43について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号44
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。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44
をご説明させて頂きます。
41ページご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、
職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業
「○○○○」。申請地の所在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「田」、現況地目は「田」、
面積は「618㎡」、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。
42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:13,171㎡(内:田12,022㎡、畑1,149㎡)」、所有地以外は「借入地:2,163㎡(内:
田2,163㎡)」、合計「15,334㎡」。非耕作地は「下記の通り」で、「土佐市○○○○番の一
部」、「同字○○○○番」、登記地目「ともに田」、現況地目「ともに農舎宅地」、面積「492
㎡のうち150㎡」、「132㎡」、「農業用倉庫」として利用されています。「土佐市○○○○
番」は登記地目「田」、現況地目「雑種地・原野」、面積「141㎡」、「竹林・駐車場（議
案第3号番号45：非農地証明願提出）」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。
43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「1tトラック・軽トラック」を「2台所有」、「トラ
クター、乾燥機」を「各3台所有」、「コンバイン、田植機、籾摺り機」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40年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在2人、農
作業歴: ○○○○、○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「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 0.5km 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。
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44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12,022
㎡、畑1,149㎡（自作地）、水稲：田2,163㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計
画は「水稲：田618㎡」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。
45ページご覧下さい。【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15,334㎡、権利を取得しようとする農地の面積618㎡、合計15,952㎡」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。
47ページご覧下さい。場所につきましては、波介地区になっております。以上で説明を終
わります。
会

長

玉木 委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
11 番 玉木 です。
○○○○さんは稲作農家でございますが、、この土地も長い間○○○○さんから借り受けて
いたものを今回売買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「15,334㎡」で一致し、
申請地の面積が「618㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「15,952㎡」。現地
調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法第51
条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作状況
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が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載事項
により、1－2の（1）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有していると認め
られる。1－2の（3）の記載事項により、申請地は住所地から近く、農作業に従事する者の
数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを
効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第3条第2項第1号には該当しないと考えま
す。
次に、農地法第3条第2項第2号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利を取得し
ようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書の譲受人の氏名
が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人ではないと考え、該当し
ません。
農地法第3条第2項第3号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合には、許
可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「15,952㎡」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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号44について申請通り許可
することにご異議ございませんか。
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委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号45
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第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45
をご説明させて頂きます。
48ページご覧下さい。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「神奈川県○○○○」、
職業「○○○○」。同じく譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「埼玉県○○○○」、
職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○」、職業「○
○○○」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、土佐市○○○○番」、ここでお詫びを申し
上げます。2筆目、○○○○番につきましては○○○○と記載しておりますが、○○○○の
間違いです。訂正しお詫び申し上げます。登記簿地目は「ともに田」、現況地目は「ともに
田」、面積は「765㎡、879㎡、計1,644㎡」、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（持分2/1）、「○○○○」さん（持分2/1）。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。
49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:12,468.91㎡(内:田5,605.91㎡、畑6,863㎡)」、所有地以外は「なし」、合
計「12,468.91㎡」。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。
50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「2tトラック」を「2台所有」、「トラクター」を
「1台所有」、（3）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農
作業経験等の状況は「農作業歴3年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在2人、農作業歴: ○○○○、○○○○」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「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30分」と記載されております。
次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
51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5,605.91
㎡、玉ねぎ：畑6,666㎡（自作地）」、玉ねぎのほうは高知市の農地で作っています。水稲
のほうにつきましては昨年9月の農業委員会で農地の取得を許可したものですが、耕作の準
備を暖かくなってから始めるということです。今回申請している農地の耕作計画は「水稲：
田1,644㎡」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。
52ページご覧下さい。【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
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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「○○○○」、
（4）権利取得者との関係「本人・○○○○・○○○○」、（5）その者の農作業への従事状
況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「1月～12月」、②その者が
農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本人180日・○○○○・○○○○）」、【農地法
第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後にお
ける経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は
「権利を有する農地の面積12,468.91㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,644㎡、合計
14,112.91㎡」と記載されております。5－2権利を取得しようとする者又はその世帯員等の
権利取得後における経営面積の状況(特例)と【農地法第3条第2項第6号関係】は記載されて
おりません。【農地法第3条第2項第7号関係】は「「耕作計画書」のとおり」と記載されて
おり、その耕作計画書の4の設問については周囲農地への影響についてすべて「いいえ」と
記載されております。【農地法第3条第3項第2号関係】と【農地法第3条第3項第3号関係】は
記載されておりません。
54ページご覧下さい。場所につきましては、高岡地区になっております。以上で説明を終
わります。
会

長

石元 委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
9 番 石元 です。
この土地は、もうだいぶ前から遊休農地で毎年草を刈っておりますから耕作出来る状態
になっていたのかわかりませんが、この方は前回清滝にもだいぶ土地を買って木が生い茂
ったようなところも水田にすると買っておりますが果たして作るでしょうかと疑問でもあ
ります。ここの場合は作れると思いますので問題はないと思います。過去の清滝寺分を作
るというがで買っておりますのでその件も後の管理をしてもらわねば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「12,468.91㎡」で一致
し、申請地の面積が「1,644㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「14,112.91㎡」。
現地調査により申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第30条第3項各号及び農地法
第51条第1項各号に該当する農地は存在しません。(別添)1－2の（1）及び耕作計画書に耕作
状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)1－2の（2）の記載
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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「14,112.91㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当
しないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
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。
事務局次長、これは本人に前買った土地もきちっとするように伝えることは出来るかえ。

事務局次長

前もって伝えてますが、暖かくなってからするということです。
重々事務局の方からも伝えます。

会

長

他にご意見お願いします。
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尾﨑委員

10番尾﨑です。
この土地は半年位前に、農振が抜けてだいたい計画は事務局も知っちゅうと思うけど、前
のリハビリが駐車場に買いたいというところよね。それを知っちょって農業委員会が許可
するかせんか。

事務局長

事務局としては、その事業計画については確認は出来ていません。

尾﨑委員

自分らあが聞くには、わざわざ抜いたがはリハビリが駐車場を作りたいということの前提
で抜いたということを聞いちゅうがやけどよ。宅地にするがやったら地盤がこじゃんと悪
いき宅地はいかんと。

会

長

ただ、本人の申請はここでお米を作ると。一応申請の中ではお米を作るという申請である
いうことは、なかなかそうじゃないろうがよとは言えません。

市原委員

14番市原です。
まだ田んぼも木を生やして買うたなりしゆうということがわかっちょって、そういうのを
わかっちゅうのを下ろしたらいかん。

会

長

事務局局長

局長のほうからの報告を頂きます。
リハビリの造成計画の窓口が未来づくり課ということになりますけども、現段階ではここ
の当該地を駐車場に整備する計画は上がってきてないようです。
他の計画はあるようですけど、ここの当該地ではありません。

会

長

はい。それでは、この件について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、お諮りをします。
議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号45につきましては、前回
の売買のときの農地がそのまま放棄地であるので、それをきちんと農地に復帰してそれから
新しい申請をするように、今回の申請については不許可と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2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号46
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。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46
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
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の所在は「土佐市○○○○番」、登記簿地目は「畑」、現況地目は「畑」、面積は「80㎡」、
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。
56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:5,516㎡(内:田3,944㎡、畑1,572㎡)」、所有地以外は「なし」、合計「5,516㎡」。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「17㎡」、「宅地」として利用。「土佐市○○○○番」、「同字○○○○番」、「同字
○○○○番」、登記地目は「畑、畑、田」、現況地目は「すべて山林」、面積は「234㎡、
49㎡、337㎡」、「山林」になっているとのことです。（すべて議案第3号番号43：非農地証
明願提出）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。
57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「軽トラック、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50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「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1～2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。
58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1,149㎡、生姜：
田2,715㎡、畑1,572㎡、ほうれん草等：田80㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作
計画は「ほうれん草等：畑80㎡」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。
59ページご覧下さい。【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5,516㎡、権利を取得しようとする農地の面積80㎡、合
計5,596㎡」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
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載されておりません。
61ページご覧下さい。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

岡林 委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
23 番 岡林 です。
先程の事務局の説明の通り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「5,516㎡」で一致し、
申請地の面積が「80㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「5,596㎡」。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「5,596㎡」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。
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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2号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号46について申請通り許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、決定になりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号42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42をご説明させていた
だきます。
62ページご覧下さい。番号42：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44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「農業用倉庫」とな
っております。非農地となった理由は「その他【イ草の作業用倉庫及び乾燥場として昭和44年頃
建築し、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。
63ページご覧下さい。場所につきましては、波介地区となっております。以上で説明を終わり
ます。

会

長

横山 委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
16 番 横山 です。
先程の事務局の説明の通り、行ってまいりましたが、昭和44年頃からい草が盛んでゴザを織
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っていたそうで、今はお父さんも入院して息子さんに聞いてきましたので、農地に復元するの
は不可能じゃないかと思いますので、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3号 非農地証明願承認の件 番号42について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号43を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号43をご説明させていた
だきます。
64ページご覧下さい。番号43：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、○○○○番」、地目は「記載の通
り」、面積は「49㎡、337㎡、234㎡、17㎡」、非農地となった時期につきましては「○○○○の
方が昭和50年頃、○○○○が昭和40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・宅地」となっております。非農地となった理由は「○○○○については耕作不適のた
め【交通の便が悪く厳しい段差になっており、農機具の搬入も困難であったため。】、○○○○
についてはその他で【昭和40年頃、○○○○が住宅を建築したいとのことで譲り現在に至ってい
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。
65ページご覧下さい。
場所につきましては、
場所につきましては、
北原地区となっております。
以上で説明を終わります。

会

長

岡林 委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
23 番 岡林 です。
○○○○のほうは、山林状態となっており復元する事は難しいと思います。○○○○のほう
は、ちょっとまえにありましたが今は宅地となっており、そのときに今回出たのと交換だそう
ですので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(3・4)に該当すると思います。

会

長

委

員

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
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会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号43について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号44を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号44をご説明させていた
だきます。
66ページご覧下さい。番号44：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、他6筆」、地目は「すべて畑」、面積は「記載の通り」、非農地とな
った時期につきましては「平成2年頃から」という事です。現在の利用状況及び現況につきまし
ては「山林・竹林・墓地」となっております。非農地となった理由は「耕作不適のため【周囲が
山林に囲まれており、面積も狭くて耕作が困難なため。】」という事です。今後の利用計画はあ
りません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げます。「○○○○」という事です。
67ページご覧下さい。場所につきましては、戸波地区となっております。以上で説明を終わり
ます。

会

長

矢野 委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
21 番 矢野 です。
先程の事務局の説明の通りで、現地へ行って参りましたが上のほうの山の上に行くには、道
のほうが歩行してやっと上がれるくらいの道しか付いていないので機械の搬入が出来ないの
で畑に復元するのは難しいと思われます。下のほうの墓地につきましても2つもう墓地が作ら
れているということなのでみなさん、よろしくお願いします。
また、交付基準の(3・4)に該当すると思います。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 非農地証明願承認の件 番号44について『承認』することにご異議ございませ
んか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで決定となりました。
続きまして、議案第3号 非農地証明願承認の件 番号45を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

- 29 -

事務局次長

はい、それでは議案第3号 非農地証明願承認の件につきまして番号45をご説明させていた
だきます。
68ページご覧下さい。番号45：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、地目は「田」、面積は「141㎡」、非農地となった時期につきまし
ては「平成1年頃から」という事です。現在の利用状況及び現況につきましては「竹林・駐車場
敷地」となっております。非農地となった理由は「その他【平成1年頃から一部駐車場敷地及び
竹林となり現在に至っている。】」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。
69ページご覧下さい。場所につきましては、波介地区となっております。以上で説明を終わり
ます。

会

長

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。
一部駐車場ではございますが、その他は竹林ということで、足の一歩も入らないほどの竹林
でございます。元に復元するのはちょっと厳しいかと思いますので、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3号 非農地証明願承認の件 番号45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 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。

議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、これにつきまして71
ページから80ページに掲載しております。平成30年1月10日付29土農林第1108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4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。
71ページ。整理番号：29-78、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住
所「高知市○○○○」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「23
㎡、907㎡、計930㎡」、期間は「平成30年3月1日～平成35年6月30日」、存続期間は「5年4ヶ
月」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払
い」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
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次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事日
数は「360日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「930㎡」、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「16,850㎡」、経営面
積「16,850㎡」、主たる作目は「青ねぎ」、世帯員は「男1人・女1人」で農業従事者は「2
人」うち15歳以上60歳未満のものは「2人」となっております。
72ページ。場所につきましては、 北原地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

横山 委員

16 番 横山 です。
○○○○さんは、認定農業者であり、手広く青ネギを作っておられる方で、間違いないと思
います。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29-78の農用地利用集積
計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いし
ます。

長

事務局次長

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

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-78は、
農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当
である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理番
号29-79を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整理
番号29-79をご説明させて頂きます。
73ページ。整理番号：29-79、『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「高知市○○○○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「952㎡」、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。
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「350日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「952㎡」、利用権の設定を
受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「2,777㎡」、借入地は「867㎡」、
経営面積「4,596㎡」、主たる作目は「ねぎ」、世帯員は「男1人・女2人」で農業従事者は
「2人」うち15歳以上60歳未満のものは「2人」となっております。
74ページ。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。
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29-79の農用地利用集積
計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いし
ます。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
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ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「350日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第4号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 整理番号29-79は、
農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計画は『適当
である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申請書について説明をお願いしま
す。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

はい、ではご説明させていただきます。平成29年12月25日付け29高農公第429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。
76ページ。整理番号：439 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「○○○○番、他4筆」、登記・現況地目は「すべて田」、面積の合計は「5,123㎡」、始
期は「平成30年1月31日」、終期は「平成35年1月30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
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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。
77ページ。場所につきましては蓮池地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

久保 委員

6 番、 久保 です。
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

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

委

員

(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、利用権設定等促進事業に係る所有権移転申出書について説明をお願いします。

事務局次長

会

長

梅原 委員

はい、ではご説明させていただきます。平成29年12月27日付け29高農公第439号で、利用権設
定等促進事業に係る所有権移転申出書が公社より出ております。
79ページ。整理番号：439 所有権の移転を受ける者は「○○○○」さん、所有権を移転する
者は「○○○○」さん、住所「高知市○○○○番地」、所有権を移転する土地は大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、登記・現況地目は「すべて田」、面積は「611
㎡、431㎡、計1,042㎡」、対価は「土地代○○○○円」、対価の支払い方法は「譲渡人の指定
する口座に一括振込」、引き渡しの時期は「所有権移転登記完了時」、当事者間の法律関係は
「売買」となっております。
80ページご覧下さい。場所につきましては波介地区となっております。以上で説明を終わりま
す。
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。
3 番、 梅原 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

委

員

(異議なしという意見多数あり。)

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。

会

長

事務局次長

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。

続きまして、議案第 5 号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号 4 を議題といたし
ます。事務局の説明をお願いします。
はい、議案第 5 号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号 4 についてご説明させて
いただきます。
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81 ページご覧下さい。土地の所在は「土佐市○○○○番」、地目「田」、面積「1,712
㎡」、「貸借（無償でも可）」を希望されております。所有者は「○○○○」さん、住
所は「兵庫県○○○○」です。
場所につきましては高岡地区の場所です。以上で説明を終わります。
会

長

野瀬 委員

議案第 5 号につきましては、斡旋をすることの同意をいただくことになっているようで
すので、地元委員さんのご意見をお願いします。
24 番、 野瀬 です。
今朝、現地を見てきましたが、2、3 年前から隣地の人から苦情が出ています。というこ
とはもう、耕作放棄地みたいなもんで今朝見ても背よりもだいぶ草が生えちょります。そ
の草を清掃する者がおりません。
斡旋することに異議はありませんので、お願いします。

会

長

はい。異議なしということで、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

それではお諮りをします。斡旋することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

はい。異議なしということで、決定になりました。

事務局次長

すいません、議案第 5 号について、こちら議案書の方には個人情報が掲載されており
ますので、お手元にお配りしてます斡旋の申込み一覧、こちらには個人情報を入れてお
りませんのでお持ち帰りいただき、相手方等、適宜探していただきますようにお願い申
し上げます。

会

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1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。

長

報告事項：農用地利用配分計画の認可について報告した。

以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
16番
18番
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