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

平成３０年３月２７日（火） 午後２時００分開会
土佐市役所３階 大会議室

氏

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

横山 秀臣

13

門田 ゆかり

19

山本 倫弘

2

馬場 善広

8

門田 孝司

14

市原 正一

20

森岡 正典

3

梅原 俊助

9

石元 博昭

15

森田 昭司

21

矢野 進一

4

野瀬 泰廣

10

尾﨑 哲人

16

横山 久夫

22

西原 博明

5

宮崎 茂隆

11

玉木 正人

欠番

23

岡林 弘

6

久保 恵敬

12

坂本 英幸

18

24

野瀬 博

森田 滿子

②欠席
番号

氏

名

5

宮崎 茂隆

9

石元 博昭

番号

16

氏

名

番号

氏

名

横山 久夫

（2）事務局職員

局長 石元 一成
次長 尾崎 友紀
係長 中平 忍
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4．議事目録
議案第1号
議案第2号
議案第3号
議案第4号
議案第5号
議案第6号
議案第7号
議案第8号
議案第9号
議案第10号
議案第11号
報告事項

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
農地移動適正化斡旋事業に関する件
土佐市農地利用最適化推進委員選考審査基準の制定に関する件
土佐市農業委員会規定の一部改正に関する件
土佐市農業委員会会長専決規程の制定に関する件
土佐市農業委員会の事務局に関する規程の制定に関する件
2項道路に係るセットバックの取扱いに関する件
農用地利用配分計画の認可について
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1件
7件
5件
6件
15件
1件
1件
1件
1件
1件
1件

会

長

定刻になりました。それでは、ただ今から平成29年度土佐市農業委員会3月定例会を開催いた
します。現在の出席委員数20名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第19条の規定により、会議録署名委員の指名を行います。
本定例会の会議録署名委員に、23番岡林委員、24番野瀬委員、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 7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
5件、議案第4号 非農地証明願承認の件 6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 15件、議案第6号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 1件、議
案第7号 土佐市農地利用最適化推進委員選考審査基準の制定に関する件 1件、議案第8号
土佐市農業委員会規定の一部改正に関する件 1件、
議案第9号 土佐市農業委員会会長専
決規程の制定に関する件 1件、議案第10号 土佐市農業委員会の事務局に関する規定の制
定に関する件 1件、議案第11号 2項道路に係るセットバックの取扱いに関する件 1件、
以上です。

会

それでは、4条、5条の申請でご出席を頂いた皆様方に一言御挨拶を申し上げます。昼間
の大変お忙しい時間帯にも関わらず、本定例会へご出席を頂きまして本当にありがとうご
ざいます。只今から、皆さま方から提出して頂きました案件につきまして、順を追って、
審議をしてまいりますが、審議の過程において議長もしくは委員の方から質問等ありまし
た時には、明確なお答えを頂きますようお願いをいたします。なお、本日決定になりまし
ても、最終決定ではございません。許可権者は高知県知事です。県は現地調査を含む県独
自の調査を行いまして、許可妥当というものに対しましては、当委員会の事務局を通じて
皆さま方に許可書が届くことになっております。許可書が届くまでは絶対に無断転用をさ
れないようよろしくお願いを申しあげまして、ご挨拶とさせていただきます。
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8を議題といたしま
す。事務局の説明をお願いします。

長

事務局次長

申請人
事務局次長

はい。出席者のご確認をさせていただきます。
4条の申請人「○○○○」さん。
はい。
はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
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8 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」、登記地目「田」、現況地目は「畑」、面積は「1,765㎡」、利用状況
は「普通畑」。所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台
帳の耕作者名は、「○○○○」さんとなっています。農振法の農用地区域につきましては、
「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第3種」と判断しております。
転用の目的は「賃貸アパート建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細
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は「木造2階建の賃貸アパートを3棟建築する」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可
日～永久年間」、工事計画は「許可あり次第～平成30年12月31日」、資金計画は「土地造成費
○○○○円、建築費○○○○円、その他諸経費○○○○円、計○○○○円（金融機関借入）」、
過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
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「市
街地に近く交通の便がよく、造成工事が容易であること。アパート経営の出資に見合う家賃収入
を考えると18世帯の規模が必要であり、申請地はその条件にも適合している。なお、30台分の駐
車スペースを計画しているが、共稼ぎの若い夫婦が入居する場合、夫婦で1台づつ車を所持して
いることが多く、30台分の駐車場は特に多いものではない。」という事です。
進入路計画は「北西側市道より進入する」、造成計画は「申請地全体を現地盤より最大で
約0.6ｍ程度嵩上げする」、整地計画は「アパート周辺は砂利敷及びコンクリート土間仕上げ、
駐車場はアスファルト舗装を行う。」、排水処理計画は「雨水は、一部北西側市道側溝に自然
放流し、後は申請地内に排水施設を設け北側市道をとおし、自己所有農地の排水路へ放流する。
家庭雑排水は、合併浄化槽により処理後、雨水と同様に北側自己所有農地の排水路へ排水する。
一部進入口付近の雨水排水が北西側の市道側溝へ自然排水、なお、この側溝の下手は青線です。
生活排水と雨水の大部分は北東側から市道を渡し、自己所有地内の私有水路へ流す計画です。私
有水路は東の方の自己所有農地いっぱいまで設置され、
そこから市道の中を暗渠でコーシン製紙
の南西付近まで行き、そこの水路へ接続排水されています。なお、排水のオーバーフローも考慮
し、市道側溝へも排水接続する計画となっています。」、被害防除計画につきましては、土地
利用計画図、周囲の状況図も合わせてご覧ください。「東側は同意のある農地、西側は同意
のある農地と同意の得られていない農地、南側は同意のある農地、北側は市道を挟んで自己所
有農地」となっております。
ここでお詫び申し上げます。周囲の状況図の南西側の農地、○○○○について、同意ありの
記載が記載漏れとなっています。訂正しお詫び申し上げます。同意書につきましては「○○
○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番」から提出されております。西側農地、○○○
○番と北西側農地、○○○○番については、同意が得られておらず、同意がもらえない経過
と理由書、日陰図が提出されていますので読みあげます。まず、西側○○○○番の所有者、
○○○○氏との経過、理由書を読み上げます。
（経過・理由書を読み上げた）
次に、北西側○○○○番の所有者、○○○○氏との経過、理由書を読み上げます。
（経過・理由書を読み上げた）
それでは7ページの日陰図から順に説明します。この図面は冬至の日陰図となっており、
赤線で示した線が朝8時、青線が朝9時、緑の線が朝10時の日陰となっています。ご覧のよう
に、西側農地と北西側農地については、朝10時を過ぎ、11時にならないと日陰の影響がある
ことが分かります。8ページをご覧ください。こちらは、春分、秋分の日陰図となっており、
先ほどと同様、赤線、青線、緑の線がそれぞれ朝8時、9時、10時の日陰を示しています。春
分・秋分では西側農地の一部は朝10時を過ぎるまで日陰の影響があり、北西側農地の一部は
朝9時を過ぎるまで日陰の影響があることが分かります。9ページをご覧ください。こちらは、
夏至の日陰図となっており、先ほどと同様、赤線、青線、緑の線がそれぞれ朝8時、9時、10
時の日陰を示しています。北西側農地については日陰の影響がなく、西側農地の一部につい
ては朝9時を過ぎるまで日陰の影響があることが分かります。次に10ページから12ページを
ご覧ください。こちらは現在のハウスによる周辺への日陰の状況で、10ページの冬至の時、
やはり西側農地に対し、朝9時までの間、日陰ができていたことが分かりますが、春分、秋
分、夏至は日陰の影響が見られず、今回の賃貸アパート計画で影響が大きくなることが分か
ります。
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なお、図面上では西側農地までの距離と東側農地までの距離がわかりませんが、西側農地
までの距離は青線の水路も含んで55ｃｍから1ｍ50ｃｍとのことです。東側農地までの距離
は東側は通路があるため、3ｍ82ｃｍから4ｍ52ｃｍ空いているとのことです。
場所につきましては、高岡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ではなく、
街区の面積に占める宅地の割合が40％を超えている区域内の農地であることから、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ので申請地は、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4条第6項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『申請人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は申請人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞
なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場
合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利用計画図、
現地調査等により、申請地と一体利用する土地がないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「賃貸アパート建築」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、西側農地と北西側農地の同意が得られておらず、
日陰図においても日照の問題が生じることが示されていることから慎重な審議が必要と考
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「許可日から永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申
請地は一時転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上です。
会

長

事務局の説明が終わりました。
それでは私の方から確認をさせていただきます。
申請人の「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。
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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。
市原委員

14番市原です。
○○○○さんと会ったときに、自分も米を作っているので乾燥機は日陰になったらいけない
ので、西へ持って行っていると。一番心配していることは、アパートも出来てやりゆう時に
音がやかましいと言われたら困ると。第一に、乾燥機の時にいかんと言われたら困るとのこ
とを言って欲しい。それとフェンスを高くして欲しいと。感じたことはもう少し西を空けて、
2ｍくらいしか空いてないので少し空けて、もう少し話をしたらようないろうか。

会

長

市原委員

西をもう少し空けたらということですか。
西を空けて、○○○○さんのほうもすっきりとして、もう一期遅らせてもう一回話し合って
みたらどうやろうかと思います。○○○○さんも絶対いかんと言う人ではなっかたので、地
主さんにも 行ってもらって、私も行って協力しますのでもう一回、日影図もつけちゅうけ
ど、すっきりしたらようないろうかと思います。

会

長

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。
フェンスをあげることには了解を得たみたいですけど、その他にいろんな条件がついてまし
たけど、その件については、例えば一つには騒音については文句を言わんようにしてという
のがあったけど、それは入った人の条件によってなかなか約束できませんというような言い
方をされてましたけども、解決できる方法はありますか。

申請人

米の乾燥機に限らずなんですが、入居前に、隣でいくら騒音がおきても苦情を出さない条
件で入居していただくというのが現実的に難しくて、米の乾燥機の音に関して苦情は言わな
いと約束をしたとしても、常識的に考えて騒音ととられるものに関しては苦情がでるでしょ
うし、入居者様に対して何も言わないでほしいということは通常できないということでお話
をさせてもらったていますが、あまりにも常識からはずれた苦情であったり、お困りの時は
ご相談いただくような形でお話はさせてもらっています。

会

長

それと、委員の言うようにもうちょっと西との間を空けて申請をできませんか、という件
ついてはどうですか。

申請人

まず、畑の日当たりについてというところで陰ができるのではないかというお話をいただ
いたのが、日影図を見て頂く前のお話でして、実際に日影図を作成した後、見ていただきな
がらご説明をさせていただきまして、その後、最終的に心配なのは、道路が混雑することと
騒音の苦情が出ることが心配だと、この2点にしぼられましたので、たしかに日陰の影響は
全くないとは言えないんですけど、仮に東側に少しずらせたとしてもすっきり改善すると言
えるほどではないので効果が薄いというところで考えています。東に寄せれるかどうかに関
しては、設計上の都合もありまして今この場でじゃあ行きましょうとお答えすることができ
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ないんですが。
会

長

従来でしたら、他の案件で、隣への影響も考えて、もう少し空けてというようなことを
されたり待ったりしたんで。隣の農地に配慮したということが農業委員さんにとってすごく
大事なことではあるんで、そうゆうことができるんであれば、検討してもらうということは
できますか。

申請人

かしこまりました。それと、西隣の○○○○様所有の農地について、当初5条申請で取得
されているという観点から、宅地にするという前提であると考えてましたので、西側に寄せ
た経緯としては、東で作られている方にご配慮させていただいてというところで寄せさせて
いただいたので、どちらかに寄せればあっちにこっちにと反対のほうへ反対のほうへと話が
でてきますので、双方の話を聞いた上で一番ご納得のいく形でできればと思っています。

会

長

はい。建築される方の話をうかがいましたが、そのうえで他の委員さんのご意見お願いい
たします。

門田委員

8番門田です。
今地元の委員さんが言われたように、これを一回取り帰って、もう一回関係者と話すこと
ができるのか、まずそれが問題やないろうか。話あってもう一回提出してくれるやったら、
またみなさんの考えがはっきりしてくるんやないろうかと思いますけど。

会

長

さきほどの意見にはどうお考えでしょうか。

申請人

もう一度話し合いをしてということについてでしょうか。

会

農業委員会で取り扱うときに、隣の農地に影響を与えないようなことがすごく重要視され

長

るのでそのあたりが少しでも隣の農地の人に配慮した対応することはどうですか。
申請人

今回いただいたご意見が少しでもご配慮できる形に検証させていただくのももちろんです
し、建築はじまってからもいろんなことがおきると思いますので、その都度近隣の方にご理
解いただく形で進めていきたいと思っていますので、この場でいただいたお話については会
社に持ち帰って審議したいと思いますので。

会

長

申請人

申請し直すという意味ですか。
この場で認めていただければそれが一番ですが、ただ、今後も話し合いを続けるという前
提でとおしていただけたらと思っております。

会

長

久保委員

はい。他の委員さんのご意見をお願いします。
6番久保です。
話がでているように一度取り下げて、再度、提出してもらわないとここでは決定できない
と思います。

-7-

門田委員

13番門田です。
さきほど建設関係の方から、建設をしながらまたトラブルに対応していくという話があり
ましたけど、その前の段階で白紙の時点できちんとしていかないと、ながらでやられるとト
ラブルも繰り返し来ると思うので、そのあたりをもう一度審議していただきたいと思います。

会

長

農業委員さん、地元委員さんのご意見では、もう少し解決してから申請されたほうがいい
んじゃないでしょうかという意見なんですけどいかがですか。

申請人

はい、みなさんにご納得していただいたうえで進めたいので今回は一度取り下げてという
ご意見が多いようですのでそうさせていただきたいと思います。

会

長

この件についてはについては、ご本人が取り下げて、提出し直すということです。どうも
ご苦労様でした。
続きまして、議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号28を議
題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、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。
13ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号28。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。譲受
人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○
○○○番」、登記地目｢田｣、現況地目は「畑」、面積は「694㎡」、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「建売住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「建
売住宅3棟建築、販売する」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日～永久年間」、
工事計画は「第1期工事：許可あり次第～平成30年9月30日、第2期工事：平成30年10月1日～平
成31年9月30日」。権利を設定・移転しようとする契約の内容は「所有権移転」、権利の設定・
移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「永久年間」。資金計画は「土地取得費
○○○○円、土地造成費○○○○円、建築費（３棟分）○○○○円、その他雑費○○○○円、計
○○○○円（○○○○円銀行借入、残額は自己資金）」、過去の違反転用の有無及び始末書の
提出状況については「なし」となっております。
申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「土
佐市の中心地に近く、交通に便利。平坦で造成工事も排水施設を設置するだけで、土地代も
安価で資金運用もしやすいため。農地の転用及び造成・建築工事をするについて反対者がい
ないことから選定した。」、進入路計画は「申請地南側の位置指定道路（通行同意あり）より
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出入りする」。造成計画は「整地する程度で、切り土、盛り土は行わない」。整地計画は「各
区画とも駐車スペース及び駐輪スペースをコンクリート敷きとする」。排水処理計画は「家庭
汚水は、合併浄化槽を設置し浄化後、申請地北側に新設する水路へ流し、申請地東側市道側溝へ
放流する。雨水も同様に新設水路へ自然排水し、申請地東側市道側溝へ放流する」。被害防除
計画につきましては、16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
側は市道を挟んで雑種地、宅地、西側は宅地、南側は位置指定道路を挟んで宅地、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「○○○○番、○○○○番」から提出されております。
15ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
市役所から1㎞の範囲内にある農地で、第2種農地に該当すると考えております。なお、申請地
は第2種農地に該当しますが、他の土地をもって代えることができないと判断し、許可相当
地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞
なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「建売住宅建築」であると考え、該当しな
い。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時
転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
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会

長

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

森田委員

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。
18番森田です。
現地に行ってまいりました。
問題ないように思いますので、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28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29を議
題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。17ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審
査の件 番号29。この案件は、平成29年2月27日付けで開催した農業委員会で審議し平成29
年4月10日付けで5条許可がされた案件で、すでに許可され計画通り建築が完了しています。
内容的には当初、父親から娘夫婦に贈与し自己住宅を建築する計画でしたが、贈与ではなく
使用貸借の設定をする計画であったことから高知県農地担い手対策課にその相談をすると、
一度許可を取り消し、再度、使用貸借の内容で申請するよう指導された案件です。通常でし
たら申請者に説明を求めるため、委員会へ出席をお願いしますが計画自体は変わらず贈与か
ら使用貸借に変更になるだけで問題ない、と判断し申請者の出席を求めておりません。また、
申請の詳しい内容についても省略させていただきたいと考えております。以上で説明を終わ
ります。

会

長

森田委員

この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
18 番森田です。
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行ってまいりました。事務局が言われますようにい、家も建っております。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29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。
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30を議
題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
21ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号30。譲渡人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。譲受人「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○地」、職業「農業」、申請地は「土佐市○○○○番、同
字○○○○番、同字○○○○番」、登記地目は○○○○番、○○○○番が｢田｣、○○○○番が
「畑」、現況地目は「すべて畑」、面積は「122㎡、3.3㎡、136㎡、計261.3㎡」、利用状況
は「生姜」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台帳
の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「平成30年1月26日除
外」、農地区分につきましては、「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「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「自
己住宅を建築するため」、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「許可あり次第～平成30年12月末日」。権利を設定・移転しようとする契約の内容
は「所有権移転」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は「永久
年間」。資金計画は「建築費○○○○円（○○○○円金融機関借入、残額自己資金）」、過去
の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
22ページご覧下さい。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「申請地は実家近くにあり、他に適地がないため当該申請地を選定した。ま
た、家族が生活するうえで、必要な建築面積と駐車場を確保するためです。」、進入路計画
は「南側市道より進入する」。造成計画は「特になし」。整地計画は「特になし」。排水処
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理計画は「家庭排水は、合併浄化槽を設置し、申請地南側の既設水路へ排水する。また、雨水
は、北から南へ勾配を設け、家庭排水と同様に既設水路へ排水する」。被害防除計画につきま
しては、24ページの土地利用計画図、周囲の状況図も合わせてご覧ください。
「東側は農道、
譲渡人所有農地を挟んで農地、西側は道路、水路を挟んで宅地、南側は市道を挟んで農地、北
側は譲渡人所有農地」となっております。
同意書につきましては「○○○○番」から提出されております。なお、東側の○○○○さん
所有の○○○○番農地について同意を得ていただくよう説明しています。○○○○番農地の
同意をいただいている○○○○さんの息子さんですので同意をいただけないことはないと
判断しています。また、南側市道を挟んだ農地については、日照等の影響はなく、通風や排
水で支障が生じることもないと考えられ、事務局段階では同意を得るよう求めておりません。
23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。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地から平成30
年1月26日付けで除外されており、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第2
種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地を
もって代えることができないと判断し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞
なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「自己住宅建築」であると考え、該当しな
い。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「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

- 12 -

当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

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

申請人
会

長

事務局次長

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。
5番宮﨑委員から欠席の連絡がありましたが、現地については問題ないということでし
た。以上です。

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

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
25ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号31。地上権設定者「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。地
上権者「○○○○」さん、住所「高知市○○○○番○号」、職業「○○○○」、申請地は「土
佐市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、登記地目｢すべて田｣、現況地目は「す
べて田」、面積は「337㎡、462㎡、512㎡、計1,311㎡」、利用状況は「休耕」、所有権以外
の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」
さん。農振法の農用地区域につきましては、「平成30年1月26日付けで除外」、農地区分に
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つきましては、「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「太陽光発電施設設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳
細は「太陽光発電施設を設置し、発電・売電を行う」、事業の操業期間又は施設の利用期間
は「許可日～21年間」、工事計画は「許可あり次第～平成30年8月31日」。権利を設定・移転
しようとする契約の内容は「地上権設定」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、
権利の存続期間は「21年間」。資金計画は「設備及び設備設置費○○○○円、地代○○○○円、
四電負担金○○○○円、計○○○○円（全額自己資金）」、過去の違反転用の有無及び始末書
の提出状況については「なし」となっております。
26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「当社は太陽光発電事業を行っており、新規発電所建設のための用
地を検討していたが、日照量、地形、地代、電力会社受け入れ、法規制、地権者との合意
等の条件を満たす土地であるため申請地を選定した。面積も適正規模で、パネル設置面積
及び保守点検を行う面積が必要であるためです。」、進入路計画は「申請地北側市道から進
入する」。造成計画は「造成は行わない」。整地計画は「整地は地盤固めのみで、コンクリー
トの敷設等は予定してなく、砕石敷きとし、防草シートを張る計画です」。排水処理計画は「雨
水のみで、通常の雨は自然浸透させる。また、大雨時は北側の第二甲原川へ自然排水させる。
なお、パネルの洗浄については洗浄液等の使用はしない」。被害防除計画につきましては、28
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。「東側は地上権設定者所
有農地、西側は同意のある農地、南側は赤線、青線を挟んで農地、北側は市道を挟んで第二甲
原川」となっております。
同意書につきましては「○○○○番」から提出されております。なお、南側の○○○○番農
地の所有者及び耕作者についても同意を得るよう努力されていますが、南側については、
日照等の影響はなく、排水面についても自然排水ではあるものの、洗浄液等は使わないこ
とから影響はないものと考えていますが、同意書を得ていただくように努められています。
27ページにお戻り下さい。場所につきましては、北原地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地から平成
30年1月26日付けで除外されており、甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当せず、第
2種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当しますが、他の土地
をもって代えることができないと判断し、許可相当地であると考えております。
次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の
提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許
可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全
部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、
該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅
滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見
込みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
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地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電施設設置」であると考え、
該当しない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「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条の地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の地上権者「○○
○○」さんの代理人「○○○○」さん、先程の事務局の説明に間違いありませんか。

申請人
会

長

森田委員

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。
15番森田です。
ただいま事務局が説明しましたように、一つだけもらっていない同意のところも同意をもら
えるように努力しているということで問題なくいくと思いますので、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31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32を議

- 15 -

題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
29ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号32。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「農業」、申請地は「土佐市○○○
○番」、登記地目｢畑｣、現況地目は「畑」、面積は「337㎡」、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3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「自
己住宅を建築するため」、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「許可日から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
「土地造成費○○○○円（自ら行う）、所有権移転ですが土地代はありません、贈与です。建築
費（設計・外構費含む）○○○○円、その他費用○○○○円、計○○○○円（全額自己資金）」、
過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
30ページをご覧下さい。申請地と一体利用する土地は「○○○○番、○○○○番、○○○
○番、○○○○番」で総面積は467㎡となります。申請地を必要とする理由（面積の必要性）
は「現在、申請地より100ｍ程、東に居住しているが、3世代が居住しているため手狭であり、
一軒家の購入または建築を考えていたところ、申請地は父所有であり、また、資金面からも
申請地が最適であると判断した。また、申請地であれば高齢の父の面倒もみやすく、さらに
周辺にも被害等及ぼすことはないと判断し申請地を選定した。」、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しない」。整地計画は「通常の個人住
宅建設に必要な程度において整地する。なお、コンクリート敷設や砕石を敷く等の予定はしてい
ない」。排水処理計画は「個人住宅のため、多量の排水はないが、合併浄化槽を設置し、南側
の既設排水路に排水する。また、雨水についても同様に、南側の既設排水路に排水する」。被
害防除計画につきましては、32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。「東側は墓地、境内地及び譲受人所有農地、西側は市道を挟んで譲渡人所有農地、南側
は譲渡人所有農地、北側は墓地及び譲受人所有農地」となっております。
同意書につきましては「ありません」。
31ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
高速道路のインターチェンジが一般道へ交わる場所から半径300ｍの範囲内にある農地であ
ることから第3種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第2種農地に該当します
が、他の土地をもって代えることができないと判断し、許可相当地であると考えております。
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次に、農地法第5条第2項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていただきます。
まず、第3号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許可する
ことができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提
出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。
次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可
することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当
しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができな
い。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞
なく事業の用に供すると考え、該当しない。
次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込
みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地がありますが、利用できる見込み
があるため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』に
ついては、申請書、事業計画書、平面図等により「自己住宅建築」であると考え、該当しな
い。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転
用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時
転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも該
当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

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

申請人
会

長

森田委員

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。
18番森田です。
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

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。
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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、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32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33を議
題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の貸人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、第5条の借人「○○○○」さんの
代理人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
33ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号33。貸人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。借人「○
○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」、申請地は「土佐市○○○
○番」、登記地目｢田｣、現況地目は「田」、面積は「971㎡」、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「集合住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は「集
合住宅1棟（10戸）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「許可日～平成31年4月30日」。権利を設定・移転しようとする契約の内
容は「使用貸借権設定」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は
「永久年間」。資金計画は「土地造成費○○○○円、建築費（設計費含む）○○○○円、その
他費用○○○○円、計○○○○円（全額銀行借入）」、過去の違反転用の有無及び始末書の
提出状況については「なし」となっております。
34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「申請地は母の所有ですが、年齢も80代となり、農地の耕作はでき
なくなりました。申請地は、国道56号線から北にすぐ入ったところで、土佐市中心街も近
くにあります。更に申請地は、高速道路の出入口からも非常に近く、また、市道藤並町林
口線や鳴川野田2号線もあり、将来は市街地化が急速に進む地域です。このようなことから
申請地は集合住宅建築に最適と判断し選定しました。」、進入路計画は「北側及び東側市道
から進入する」。造成計画は「平均0.38ｍの盛り土を行う。（申請地東側0.4ｍ、申請地中央
0.4ｍ、申請地西側0.35ｍ）」。整地計画は「建築場所以外はアスファルト舗装を行う」。排
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水処理計画は「生活排水は、敷地内の生活排水管を経由して、敷地中央の合併処理浄化槽（ク
ボタ35人槽）で浄化し、浄化後は敷地内生活排水管を経由して、雨水管と合流させ西側の土佐
市管理の水路へ排水します。敷地内の雨水についても家庭排水と同様に西側水路へ排水する」。
被害防除計画につきましては、36ページと37ページの土地利用計画図、周囲の状況図も合
わせてご覧ください。「東側は市道、西側は農道、水路を挟んで同意のある農地、南側は同
意のある農地、北側は市道を挟んで同意のある農地と宅地」となっております。
同意書につきましては「○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番、○○○○番」か
ら提出されております。
35ページにお戻り下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
市役所から1㎞の範囲内にある農地であることから、第2種農地に該当すると考えております。
なお、申請地は第2種農地に該当しますが、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「集合住宅建築」であると考え、該当し
ない。
次に第4号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。
次に第5号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復
元されると認められない場合には、許可することができないこと』については、申請書の
転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は
一時転用ではないと考え、該当しない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれにも
該当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
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会

長

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

申請人
会

長

森田委員

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。
18番森田です。
現地を見てまいりましたけど、この水路にグレーチングを設置をするところがありますけ
れども、この水路は下の方で稲を作っているところが数軒ございます。そのときのゴミなど
を考慮してほしいと数軒の方に言われましたのでよろしくお願いいたします。それ以外は問
題ありませんのでよろしくお願いいたします。

会

長

はい。先程の地元の委員さんのご意見もありましたが、それを認めておられますか。

申請人

はい、対応させていただきたいと思います。

会

長

はい、分かりました。それでは他の委員さんのご意見お願いいたします。

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをします。
議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件 番号33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34を議
題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、説明の前に出席者のご確認をさせていただきます。
第5条の貸人「○○○○」さんと、第5条の借人「○○○○」さん、「○○○○」さんの代理
人「○○○○」さん。

申請人

はい。

事務局次長

はい。ご出席されておりますので、ご説明をさせていただきます。
38ページをご覧下さい。議案第2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書審査の件
番号34。貸人「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。借人「○○
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○○」さん、同じく「○○○○」さん、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」、申請
地は「土佐市○○○○番合併地」、登記地目｢田｣、現況地目は「田」、面積は「171㎡」、利
用状況は「普通畑」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」。農地
基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区
域外」、農地区分につきましては、「第2種農地」と判断しております。
転用の目的は「太陽光パネル設置」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は
「太陽光発電施設を設置し、発電・売電を行う。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許
可日～永久年間」、工事計画は「許可日～6ヶ月」。権利を設定・移転しようとする契約の内
容は「使用貸借権設定」、権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、権利の存続期間は
「永久年間」。資金計画は「設備費及び設備設置費○○○○円（全額金融機関借入）」、過去
の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
39ページご覧下さい。申請地と一体利用する土地は「○○○○番」と記載しておりますが、
○○○○番につきましては、パワコンだけを設置するような計画となっております。パネル
等おおむね太陽光施設設備としては申請地の○○○○番合併地のほうに設置となっておりま
す。申請地を必要とする理由（面積の必要性）は「当該地は、太陽光を受ける東・南・西方
向が開放されており、周辺には日照障害となる高層物もなく、高い発電効率が期待できる用
地である。また、発電した電気を送電するための電柱も直近にあり、発電した電気を効率よ
く電気事業者である四電に供給することができる立地環境でもある。また、道に隣接してい
るため、施設の維持管理やメンテナンスなどを行うことも容易であり、発電所施設用地とし
ては最適地と判断した。」、進入路計画は「東側の道路から進入する」。造成計画は「現状
の高さを維持し、造成工事は行わない」。整地計画は「現在の耕土を利用し、圧力を加えて地
盤強固を図る」。排水処理計画は「雨水については、自然浸透させる」。被害防除計画につき
ましては、41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。「東側は道
路を挟んで貸人所有農地、西側は市道を挟んで農地、南側は貸人所有農地、北側は一体利用地
の宅地」となっております。同意書につきましては「ありません」。なお、太陽光パネルの
設置高は低いところで0.5ｍ、高いところが1.5ｍでそれほど高いものではなく、西側の農地
までは幅約3.7ｍの道路を挟んでいることから日照等の影響が生じることはないと考えてお
り、事務局段階では同意を得るよう求めてはおりません。
40ページご覧下さい。場所につきましては、北原地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地ではなく、
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。
農地法第5条第2項の一般基準については、第3号および農地法施行規則第57条の第2の2号、
申請に係る事業の施行に関して法令により義務づけられている行政庁の協議を現に行って
いること、以外の項目、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、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、添付書類を審査した結果、許可基準に
適合すると判断しておりますが、四国電力との需給契約、経済産業省の認可について遅れて
いることから許可相当とするにあたり、その契約、認可、認可申請を早急に行うことを要件
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とする必要があると考えております。
以上で説明を終わります。
会

長

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

申請人
会

長

岡林委員

間違いありません。
はい。
間違いないということですので、この件について地元委員さんのご意見をお願いします。
23番岡林です。
事務局の説明通り、周りの同意はありませんが、全然日陰になるとかそうゆう状態ではあり
ませんので、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34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51
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51
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「神奈川県小田原市○○○○○丁目○番○号」、
職業「○○○○」、同じく「○○○○」さん、「○歳」、住所「埼玉県ふじみ野市○○○○
番地」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番」、
職業「○○○○」。申請地の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、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「○○○○（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。
46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
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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。この案件は２か月前、１月に申請され
ておりましたが、取得した農地について遊休農地のままではないかと、それでは取得しても
耕作するとは考えることが出来ないのでということで却下した案件です。現地につきまして
は、遊休農地が解消され、耕作できる状況に今なってます。
44ページをご覧下さい。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。
45ページをご覧下さい。次に耕作計画書の記載事項についてご説明させていただきます。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「水稲：田5,605.91㎡、畑197㎡、玉ね
ぎ：畑6,666㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：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。
46ページをご覧下さい。【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
兼会社役員・農業兼会社役員・農業」、（4）権利取得者との関係「本人・○○○○・○○○
○」、（5）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作
業の期間は「1月～12月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「1月～12月（本人180
日・○○○○・○○○○）」、【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする
者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕
作の事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積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。
48ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。以上で説明を
終わります。
担当地区の農業委員石元委員より連絡がありましたが、遊休農地の確認はしていただい
ており解消しているので、いけないとはいえないとのことです。以上です。

- 23 -

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
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
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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51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52
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは議案第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52
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「高知市○○○○番○号」、職業「○○○○」、
同じく「○○○○」さん、「○歳」、住所「安芸郡田野町○○○○番地」、職業「○○○○」。
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、土佐市○○○○番」、登記簿地目は○○○○番が「畑」、○○
○○番が「田」、現況地目は「ともに荒廃地」、面積は「158㎡、4,482㎡、計4,640㎡」、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「○○○○（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。
50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: 8,607㎡(内:田1,293㎡、畑7,314㎡)」、所有地以外は「なし」。非耕
作地は「なし」、農地法第30条第3項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）「該当
しない」また、農地法第51条第1項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当し
ない」となっております。
51ページをご覧下さい。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、軽トラック」を「各1台所有」、
「クレーン」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41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「0人」、④ ①～③の者の住
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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40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。
52ページをご覧下さい。【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「山桃ほか：
畑8,607㎡（自作地）」、今回申請している農地の耕作計画は「山桃・栗：畑4,640㎡」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。
53ページをご覧下さい。【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」、（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280日）」、
【農地法第3条第2項第5号関係】5－1権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取
得後における経営面積の状況は、（1）権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積
の合計は「権利を有する農地の面積8,607㎡、権利を取得しようとする農地の面積4,640㎡、
合計13,247㎡」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。
55ページをご覧下さい。場所につきましては、蓮池地区となっております。以上で説明を
終わります。
会

長

久保委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
6番久保です。事務局の説明とおり間違いないと思います。
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「8,607㎡」で一致し、
申請地の面積が「4,640㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「13,247㎡」。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
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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「13,247㎡」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52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53
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53
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○○○○番地の」、職業「農業」。この番号
53につきましては、取り下げしたいと言うことですので、取り下げでお願いします。

会

長

事務局次長

続きまして63ページ、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54 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54
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番」、登記簿地目は「ともに田」、現況地目は
「ともに田」、面積は「963㎡、910㎡、計1,873㎡」、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。
64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: 17,988㎡(内:田13,548㎡、畑4,440㎡)」、所有地以外は「借入地:17,191
㎡(内:田17,191㎡)」、合計「35,179㎡」。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。
65ページをご覧下さい。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「3台所有」、「農用自動車」を
「4台所有」、「動噴」を「2台所有」、「田植機」を「3台所有」、「コンバイン」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。
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66ページをご覧下さい。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「生姜：田13,548
㎡、畑4,440㎡（自作地）、生姜：田17,191㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作
計画は「生姜：田1,873㎡」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。
67ページをご覧下さい。【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35,179㎡、権利を取得しようとする農地の面積1,873㎡、合計
37,052㎡」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。
69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。以上で説明を
終わります。
会

長

馬場委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
2番馬場です。
先程の事務局の説明の通り、この土地は将来遊休農地になるおそれがありますので、解消
されると思いますので、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。
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「35,179㎡」で一致し、
申請地の面積が「1,873㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「37,052㎡」。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

- 29 -

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「37,052㎡」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54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55
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55
をご説明させて頂きます。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「土佐市○○○○番地」、職業「農業」。申請地
の所在は「土佐市○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○
○○番」、登記簿地目は「すべて田」、現況地目は「すべて田」、面積は「829㎡、656㎡、13
㎡、763㎡、298㎡、計2,559㎡」、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。
71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「なし」、所有地以外は「借入地:18,844㎡(内:田18,844㎡)」、合計「18,844
㎡」。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。
72ページをご覧下さい。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「耕うん機、トラクター」を「各1台所有」、「農
用自動車」、「動噴」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 車で8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。
73ページをご覧下さい。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「ねぎ：田18,844
㎡（借入地）」、今回申請している農地の耕作計画は「ねぎ：田2,559㎡」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。
74ページをご覧下さい。【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
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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18,844
㎡、権利を取得しようとする農地の面積2,559㎡、合計21,403㎡」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。
76ページをご覧下さい。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。
会

長

馬場委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
2番馬場です。
先程の事務局の説明の通り、この土地は利用状況調査におきまして耕作放棄地になってお
りました。解消される思いますので、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「18,844㎡」で一致し、
申請地の面積が「2,559㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「21,403㎡」。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
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可することができない。』ことについては、(別添)の3に記載がされていないため、信託の
引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第3条第2項第4号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作
業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』ことについては、
(別添)の4及び耕作計画書の3家族構成欄の記載事項により、一年間の農作業従事日数が150
日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該当しないと考えます。
農地法第3条第2項第5号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得
後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』ことについて
は、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別添)5－1の（1）に記
載されているとおり「21,403㎡」となり土佐市の下限面積4,000㎡以上となるため、該当し
ないと考えます。
農地法第3条第2項第6号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕作を行
う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することができない。』
ことについては、(別添)の6に記載がされておらず、全部事項証明書及び農地基本台帳の照
合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合の申請ではないと考え、
該当しません。
農地法第3条第2項第7号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農
作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』ことについて
は、(別添)の7及び耕作計画書の4の記載事項、現地調査により周辺の地域における農地の農
業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該当し
ないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第3号 農地法第3条の規定による許可申請書審査の件 番号55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49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49をご説明させていた
だきます。
番号49：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「畑」、面積は「360㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和36年頃から」
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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【分家のため住宅を建てた】」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。（始末書を読み上げた）
78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。以上で説明を終わ
ります。
担当地区の農業委員の宮﨑委員から、この案件について問題なく交付基準の(4)に該当すると
と連絡があっております。以上で説明を終わります。
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49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50を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、他の地元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50をご説明させていた
だきます。
番号50：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「田」、面積は「105㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和63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「倉庫、山林」となっております。非農
地となった理由は「その他【資材置場として利用していたが現在は倉庫及び山林化している】」
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。（始末書を読み上げた）
80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。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、山林となっているので何ら問題ないので、よろしくお願いしま
す。また、交付基準の(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4号 非農地証明願承認の件 番号50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51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51をご説明させていた
だきます。
番号51：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「田」、面積は「102㎡」、非農地となった時期につきましては「平成9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「住家」となっております。非農地とな
った理由は「農地法第5条許可により転用（許可日：平成9年10月30日）」という事です。今後の
利用計画はありません。始末書の提出はありません。
82ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。以上で説明を終わ
ります。

会

長

市原委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
14番市原です。
先程の事務局の説明の通り何ら問題ないので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(6)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51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52を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、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52をご説明させていた
だきます。
番号52：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「すべて田」、面積は「280㎡、1
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09㎡、132㎡、578㎡」、非農地となった時期につきましては「平成10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」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【耕作不便であったため、耕作を放棄し山林化、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。（始末書
を読み上げた）
84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。
この案件について、宮﨑委員より、問題なく交付基準の(3)に該当すると連絡がありました。以
上で説明を終わります。
会

長

委

員

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号52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53を議題といたします。事務局の説
明をお願いします。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、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53をご説明させていた
だきます。
番号53：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番、同字○○○○番、同字○○○○番、同字○○○○番」、地目は「畑、田、田、田」、面積は
「290㎡、191㎡、310㎡、185㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和57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「宅地、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【経営拡大に伴い、新たに農業用倉庫が必要であったため。】」と
いう事です。今後の利用計画はありません。なお、始末書が提出されておりますので読み上げま
す。（始末書を読み上げた）
86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。以上で説明を終わ
ります。

会

長

馬場委員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見をお願いします。
2番馬場です。
先程の事務局の説明の通り、家とい草の倉庫が建っており農地に復元することはないと思い
ますので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(4)に該当すると思います。

会

長

はい。それでは、他の委員さんのご意見をお願いします。
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委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをします。
議案第4号 非農地証明願承認の件 番号53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54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54をご説明させていた
だきます。
番号54：願人「土佐市○○○○番地」「○○○○」さん。大字「○○」、字・地番は「○○○○
番」、地目は「田」、面積は「123㎡」、非農地となった時期につきましては「平成8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「物置、資材置き場」となっております。
非農地となった理由は「耕作不適のため【平成8年頃より、倉庫及び資材置き場になっており、
いずれも農地に復することは困難である。】」という事です。今後の利用計画はありません。な
お、始末書が提出されておりますので読み上げます。（始末書を読み上げた）
88ページをご覧下さい。場所につきましては、高岡地区となっております。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。
先程の事務局の説明の通り何ら問題ないので、よろしくお願いします。
また、交付基準の(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54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。
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事務局次長

会

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90
ページから118ページに掲載しております。平成30年3月9日付29土農林第1346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15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。
90ページ。整理番号：29-89、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住
所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住
所「土佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」。大
字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「1,139㎡」、期間は
「平成30年6月1日～平成33年5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「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,139㎡」、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「12,974㎡」、借入地は「1,139㎡」、
経営面積「14,113㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「男1人・女1人」で農業従事者
は「11人」うち15歳以上60歳未満のものは「0人」となっております。
91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。
はい。事務局の説明が終わりました。
地元委員さんの現地調査報告をお願いします。

森田委員

15番森田です。
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29-89の農用地利用集積
計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いし
ます。

長

事務局次長

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

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29-89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29-90、29-91を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

はい、それでは議案第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29-90、29-91をご説明させて頂きます。
整理番号：29-90、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「1,748㎡、
538㎡、計2,286㎡」、期間は「平成30年4月1日～平成50年3月31日」、存続期間は「20年」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに口座振込」、利
用権の種類は「賃貸借」となっております。
整理番号：29-91、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「西宮
市○○○○」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐市○
○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「575㎡」、期間は「平成30年4月1
日～平成50年3月31日」、存続期間は「20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「350日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,861㎡」、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「11,775㎡」、借入地は「5,653
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㎡」、経営面積「20,289㎡」、主たる作目は「ユリ」、世帯員は「男2人・女1人」で農業
従事者は「6人」うち15歳以上60歳未満のものは「4人」となっております。
94ページ。場所につきましては、高石地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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

森岡委員

20番森岡です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、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29-90、29-91の農用地利
用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお
願いします。

長

事務局次長

会

長

委

員

会

長

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「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。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
異議なしということですので、お諮りをいたします。
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議案第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29-90、
29-91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。
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29-92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29-92をご説明させて頂きます。
整理番号：29-92、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「1,120㎡、
1,127㎡、計2,247㎡」、期間は「平成30年4月1日～平成33年3月31日」、存続期間は「3年」、
借賃総額（年額）は「○○○○」、借賃の支払い方法は「12月末までに自宅へ持参」、利用
権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,247㎡」、利用権の設定
を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「4,382㎡」、借入地は「2,247㎡」、
経営面積「6,629㎡」、主たる作目は「きゅうり」、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。
96ページ。場所につきましては、高岡地区となっております。以上で説明を終わります。

会

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

市原委員

14番市原です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-92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
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地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第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29-92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29-93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29-93をご説明させて頂きます。
整理番号：29-93、『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「985㎡」、期間は「平成30年4月1
日～平成34年8月31日」、存続期間は「4年5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。
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「985㎡」、利用権の設定を
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受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「4,441㎡」、借入地は「2,553㎡」、
経営面積「7,979㎡」、主たる作目は「い草」、世帯員は「男4人・女2人」で農業従事者は
「1人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となっております。
98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。

森田委員

15番森田です。
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29-93の農用地利用集積
計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いし
ます。

長

事務局次長

会

長

委

員

それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「250日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
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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29-93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29-94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29-94をご説明させて頂きます。
整理番号：29-94、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、同じく「○
○○○」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○○○○」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農
用地区域内」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、同じく利用権
を設定する土地が「農用地区域外」。大字「○○」、字・地番は「○○○○番」、現況地
目は「すべて田」、面積は「638㎡、189㎡、935㎡、計1,762㎡」、期間は「平成30年4月1
日～平成31年3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「250日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「1,762㎡」、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「5,404㎡」、
経営面積「5,404㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「男1人・女1人」で農業従事者は
「1人」うち15歳以上60歳未満のものは「0人」となっております。
100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

馬場委員

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

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-94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
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するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「250日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第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29-94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29-95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29-95をご説明させて頂きます。
整理番号：29-95、『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「記載の通り」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、他21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4月1日～平成40年3月31日」、存続期間は「10年」、借賃総額（年
額）は「なし」、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
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氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「18,957㎡」、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「18,957㎡」、借入地は「0㎡」、
経営面積「18,957㎡」、主たる作目は「露地生姜、露地文旦、ハウス小夏」、世帯員は「男
2人・女1人」で農業従事者は「9人」うち15歳以上60歳未満のものは「4人」となっており
ます。
104ページ、こちらが甲原の場所のほうです。105ページ、こちらが戸波地区となっており
ます。宮﨑委員から、問題ないのでよろしくお願いしますとのことです。以上で説明を終わ
ります。
会

長

事務局次長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、整理番号29-95の農用地利用集積計画が
農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告をお願いします。
それではご説明させていただきます。
基盤強化促進法第17条第2項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基
盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区域を定めてい
ないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化法第18条第3項第1号の『農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合
するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業経営基盤強化
促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作すべき農用
地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台帳の耕作面積
と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じとなっており、利
用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされていることから、耕作
すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第2号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作に必要な農
作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の設定を受ける
者の農作業の従事日数が「300日」と記載されておりますので、年間150日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断しております。
農業経営基盤強化法第18条第3項第3号については、同条第2項第6号に規定する者ではな
いため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第18条第3項第3号の『関係権利者の同意を受けていること』
については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、小作人は
存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者の設定を受
ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けていると判断い
たしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件に基づく判
断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんのご意見をお願いし
ます。

会

長

はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第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29-95は、

- 46 -

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

事務局次長

会

長

事務局次長

（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、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29-96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29-96をご説明させて頂きます。
整理番号：29-96、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「2,887㎡」、期間は「平成
30年4月1日～平成35年3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「10月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」となってお
ります。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「200日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,887㎡」、利用権の設定
を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「11,355㎡」、借入地は「0㎡」、
経営面積「14,242㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯員は「男1人・女1人」で農業従事者
は「9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。
107ページ。場所につきましては、新居地区となっております。こちらも宮﨑委員から借
人の○○○○さんについて、問題ないと連絡をいただいております。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、整理番号29-96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
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者の農作業の従事日数が「200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29-96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29-97、29-98、29-99、29-100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29-97、29-98、29-99、29-100をご説明させて頂きます。
整理番号：29-97、『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「588㎡」、期間は「平成30
年4月1日～平成33年3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：29-98、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「土
佐市○○○○番地」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○
○」、字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「1,000
㎡、286㎡、計1,286㎡」、期間は「平成30年4月1日～平成33年3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「11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。
109ページ。整理番号：29-99、『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、
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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「469㎡」、期間は
「平成30年4月1日～平成35年3月31日」、存続期間は「5年」、借賃総額（年額）は「○○
○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払い」、利用権の種類は「賃貸借」
となっております。
整理番号：29-100、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「土佐
市○○○○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「970㎡」、期間は「平成30年4月1
日～平成33年3月31日」、存続期間は「3年」、借賃総額（年額）は「○○○○」、借賃の
支払い方法は「8月末までに自宅へ持参」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
110ページ。次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業従事
日数は「300日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は、番号29-97から29-100まで
あわせて「3,313㎡」、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「11,832㎡」、借入地は「0㎡」、経営面積「15,145㎡」、主たる作目は「生姜」、世帯
員は「男1人・女3人」で農業従事者は「5人」うち15歳以上60歳未満のものは「0人」とな
っております。
111ページ、こちらは戸波地区となっております。112ページ、こちらが北原地区となっ
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。

馬場委員

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

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-97、29-98、29-99、
29-100の農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事
務局から報告をお願いします。

長

事務局次長

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

長

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

異議なしということですので、お諮りをいたします。
議案第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29-97、
29-98、29-99、29-100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29-101、29-102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29-101、29-102をご説明させて頂きます。
整理番号：29-101、『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○○○○」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「545㎡、
717㎡、計1,262㎡」、期間は「平成30年4月1日～平成40年3月31日」、存続期間は「10年」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払い」、
利用権の種類は「賃貸借」となっております。
整理番号：29-102、『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○○○○」、地区「○○」、利用権を設定する土地「農用地区域内」。大字「○○」、
字・地番は「○○○○番、同字○○○○番」、現況地目は「ともに田」、面積は「737㎡、
740㎡、計1,477㎡」、期間は「平成30年4月1日～平成40年3月31日」、存続期間は「10年」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「12月末までに現金自宅払い」、
利用権の種類は「賃貸借」となっております。
114ページ。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「330日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「2,739㎡」、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「0㎡」、経営
面積「2,739㎡」、主たる作目は「ピーマン」、世帯員は「男4人・女4人」で農業従事者は
「1人」うち15歳以上60歳未満のものは「1人」となっております。
115ページ、
場所につきましては、
高岡地区となっております。
以上で説明を終わります。
会

長

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

市原委員

14番市原です。
事務局の説明のとおりで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号29-101、29-102の農用地
利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報告を
お願いします。

長

事務局次長

会

長

委

員

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。
はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）
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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29-101、
29-102は、農業経営基盤強化法と土佐市基本構想の要件を満たしていると判断し、集積計
画は『適当である』と答申することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり。）

会

長

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

事務局次長

会

長

はい、ではご説明させていただきます。平成30年3月5日付け29高農公第589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。
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「吾
川郡いの町○○○○」、利用権を設定する土地は大字「○○」、字・地番は「○○○○番、同
字○○○○番」、登記・現況地目は「ともに畑」、面積は「3,075㎡、1,409㎡、計4,484㎡」、
始期は「平成30年4月1日」、終期は「平成40年3月31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日に○○○○円を口座振込で、
2回目以降は同時期同額で口座振込」、利用権の種類は「賃貸借」、当事者間の法律関係は「賃
貸借」となっております。
118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。
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。

坂本委員

12番、坂本です。
何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

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

委

員

会

長

事務局次長

(異議なしという意見多数あり。)
はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、119 ページ議案第 6 号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号 6
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

はい、議案第 6 号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 番号 6 についてご説明さ
せていただきます。
土地の所在は「土佐市○○○○番」、地目「畑」、面積「1,529 ㎡」、「売買・貸
付（価格は相談に応じる）」を希望されております。所有者は「○○○○」さん、
住所は「須崎市○○○○」です。
場所につきましては、新居地区の場所です。以上で説明を終わります。
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会

長

はい。事務局から説明がありましたが、斡旋を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

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

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 7 号 土佐市農地利用最適化推進委員選考審査基準の制定に関
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。
はい、議案第 7 号 土佐市農地利用最適化推進委員選考審査基準の制定に関する件
についてご説明させていただきます。
事務局次長が説明した。

会

長

委

員

会

長

委

員

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。
（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、お諮りをいたします。議案第 7 号について承認す
ることにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第 8 号 土佐市農業委員会規程の一部改正に関する件を議題とい
たします。事務局の説明をお願いします。
はい、議案第 8 号 土佐市農業委員会規程の一部改正に関する件についてご説明さ
せていただきます。
（事務局次長が説明した）

会

長

委

員

会

長

委

員

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。
（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、お諮りをいたします。議案第 8 号について承認す
ることにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）

はい。異議なしということで、決定になりました。
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続きまして、議案第 9 号 土佐市農業委員会会長専決規程の制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、議案第 9 号 土佐市農業委員会会長専決規程の制定に関する件についてご説
明させていただきます。
（事務局次長が説明した）

会

長

委

員

会

長

委

員

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。
（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、お諮りをいたします。議案第 9 号について承認す
ることにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、議案第 10 号 土佐市農業委員会の事務局に関する規程の制定に関する
件を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい、議案第 10 号 土佐市農業委員会の事務局に関する規程の制定に関する件に
ついてご説明させていただきます。
（事務局次長が説明した）

会

長

委

員

会

長

委

員

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。
（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、お諮りをいたします。議案第 10 号について承認す
ることにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）

はい。異議なしということで、決定になりました。
続きまして、138 ページ議案第 11 号 2 項道路に係るセットバックの取扱いに関す
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、議案第 11 号 2 項道路に係るセットバックの取扱いに関する件についてご
説明させていただきます。
（事務局次長が説明した）

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。
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委

員

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。
農業委員会としてできる範囲のなかですすめたいと思います。
続いて、追加議案、議案第12号事務局の職員の任命等に関する件を議題とします。事務
局の説明をお願いします。

事務局長
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、お諮りをいたします。議案第 11 号について承認す
ることにご異議ございませんか。

（事務局長が説明した）
はい。事務局の説明が終わりました。それでは委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという意見多数あり。）

異議なしということですので、お諮りをいたします。議案第 12 号について承認す
ることにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり。）
はい。異議なしということで、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3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。

以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長
23番
24番
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