6月総会（定例農業委員会）

議 事 録

土佐市農業委員会
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平成３０年度６月総会（定例農業委員会）議事録
1．開 催 日
2．開 催 場 所
3．出席状況
（1）委員
①出席

平成３０年６月２９日（金） 午後１時３０分開会
防災センター１階 会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

小松 弘知

13

尾﨑 哲人

19

野村 学

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

西原 博明

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

21

野中 文代

4

野瀬 喜代

10

久保 恵敬

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

5

石元 博昭

11

17

市原 正一

23

横山 秀臣

6

玉木 正人

12

18

森岡 大信

24

馬場 善弘

森田 昭司

②欠席
番号

11

氏

名

門田 ゆかり

番号

15

氏

名

番号

名

山本 倫弘

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号

氏

局長 石元 一成
次長 中村 幸博
係長 中平 忍
農地法第４条第１項の規定による許可申請書審査の件
農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件

報告事項
農用地利用配分計画の認可について
地籍調査事業による農用地に関する地目の変更について
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１件
７件
２件
３件
９件

会

長

事務局次長

会

長

事務局次長

定刻になりました。それでは、ただ今から平成３０年度土佐市農業委員会６月定例会を
開催いたします。現在の出席委員数２２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６番玉木正人委員、７番小松弘知委員、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。

はい。それではご説明します。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
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
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
議案第４号 非農地証明願承認の件
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
以上となります。

１件、
７件、
２件、
３件、
９件、

それでは、本日４条・５条の関係でお越しをいただきました皆様方に一言ご挨拶申
し上げます。昼間の大変お忙しい時間帯にかかわりもせず、ご出席をいただきまして
本当にありがとうございます。ただいまから、皆様方の方からご提出をしていただい
ております案件について順をおって審議をしてまいりますが、その審議の過程におい
て議長もしくは委員の方から質問等ありましたときには、明確なお答えをいただきま
すようよろしくお願い致します。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ございます。県は現地調査を含む県独自の調査を行
いましてそのうえで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とおし
て皆様方に許可書が届くことになっております。許可書が届きますまでは、無断転用
の扱いとなりますので作業しないようにご注意をしていただきますようお願いを申し
上げましてご挨拶と申しあげます。それでは議事に入りたいと思います。

はい。出席者のご確認をさせていただきます。
農地法第４条の番号２の申請人「○○○○」さんはお残りいただきまして、他の方は
順番がくるまで別室の方で待機のほうお願い致します。

会

長

事務局次長

それでは議案第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番号２
を議題と致します。事務局の説明を求めます。
はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第４条番号２の申請人「○○○
○」さん。

申 請 人

はい。

事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１ページをご覧ください。議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請
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書審査の件 番号２ 申請人、「○○○○」さん、住所は「○○○○」、職業「農業」。
申請地の所在、「土佐市高岡町字 有ノ木 乙２８１６番１の一部」、登記地目及び現況
地目とも「田」、面積は「６６４㎡のうち３０６．６３㎡」、計「３０６．６３㎡」、
利用状況は「水稲」。所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、
農地基本台帳の耕作者名は、「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、
「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第２種」と判断しております。
転用の目的は「駐車場、農作業場兼資材置き場、農機保管用カーポート設置、自宅へ
の進入路」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は「三世代同居のため
駐車場が不足し、農作業場も手狭で利用しにくい。また、自宅への進入路は、現在他人
の所有地であり、非常に狭いため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日
～永久年間」、工事計画は「平成３０年９月１日から平成３０年１０月１５日」、資金
計画は「土地造成費○○○○円、カーポート設置費○○○○円、計○○○○円で、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。
２ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「あり」となっており、一
体利用する土地は、申請地の北側宅地乙２８２３番１の一部となっています。申請地を
必要とする理由(面積の必要性)は「申請地の南側は、市道が通り、申請地へ進入する斜
路や排水側溝が設けられている。自宅・倉庫のすぐ前であり新たな出入り口、駐車場、
資材置き場には最適場所であり、他に宅地等は持っておらず、他の農地は自宅から遠く
不便となる。申請地には、車両６台分（家族用と来客用）と回転場、自宅への進入路幅
（１．８ｍ）、資材置き場（４０㎡）、作業場（４０㎡）、農機保管用のカーポート１
棟、西側に排水側溝を設置するため、３０６㎡が必要となります。」という事です。
進入路計画は「南側市道から既設斜路を通り進入し、進入口は、既存口の西側にグレ
ーチングを拡張し設置する。」、造成計画は「申請地全体を現地盤より最大で約０．５
ｍ程度嵩上げする。」。整地計画は「表面全体をアスファルト舗装とする。」。排水処
理計画につきましては４ページの土地利用計画図面と合わせてご覧ください。
「雨水は、
申請地西側へ側溝を設け、
南側に隣接する既設の市道側溝へ放流する。」
となっており、
土佐市から、平成３０年５月３１日付けで道路工事施工承認許可が下りてます。
４ページの土地利用計画図、５ページの周囲の状況図も合わせてご覧ください。「東
側は、農地で同意有り、西側は、申請人所有の農地、南側は、幅１０ｍ以上の市道、北
側は、宅地となっております。同意書につきましては、申請地東側の「○○○○」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。
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。
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

-4-

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「自宅用駐車場等」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

申 請 人
会

事務局の説明が終わりました。
それでは申請者に確認をさせていただきます。
申請人、
「○○○○」さん、先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。
間違いありません。

長

申請人から、説明に間違いがないということですので、この件について地元委員さん
のご意見をお願い致します。

石元委員

５番石元です。先ほど事務局からの説明とおり、何も問題ないと思いますのでよろし
くお願いします。

会

長

他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

異議なしでお諮りします。議案第１号第４条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号２について申請とおり承認することに異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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会

長

事務局次長

申

請

人

事務局次長

はい、異議なし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７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、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号７の申請人で地上
権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく地上権者「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
６ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書
審査の件 番号７ 申請人、地上権設定者「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業
「農業」。地上権者「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「電気工事業」。申請
地の所在、「土佐市高岡町字葵乙２１５６番」、登記地目及び現況地目は「田」、面積
は「１，１３３㎡」、利用状況は「水稲（現在は休耕）」。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」と判断しております。
転用の目的は「太陽光発電装置の設置」、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は「土地の有効活用のため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可
日から２０年間」、工事計画は「許可日から６ヶ月」、資金計画は「工作物設置費○○
○○円で、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。
７ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請地を必要と
する理由(面積の必要性)は、「当社は、太陽光発電事業を行っており、申請地は、日当
たりが良く太陽光発電を行うには最適と思われる。現所有者は、体力的に今後耕作する
可能性が非常に低いとのことであり、土地の有効利用と当社の事業のために当該地を選
びました。面積については、設備自体の面積と定期点検やメンテナンス時の作業場、通
路として申請する面積が必要です。」という事です。
進入路計画は、
「隣接する申請地東側の農道から出入りする。」。造成計画は「なし。」。
整地計画は「平らになるよう整地し、土のまま使用。草刈りは随時行う。」。排水処理計
画につきましては、「雨水は、自然浸透。雑排水は発生しない。」。
９ページの土地利用計画図、１０ページの周囲の状況図も合わせてご覧ください。
「東
側は水路、農道を挟んで宅地及び農地、西側は、農道、水路を挟んで農地、北側と南側
はともに農地となっております。なお、同意書は、提出されておらず、被害防除計画と
して日影図が提出されておりますのでご説明します。１１ページをご覧ください。この
図面は、最も日陰が長くなる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、黄色の線が朝１０時の日陰となっています。ご覧のように、北及び北西側
方向に、朝８時から９時過ぎまでは日陰の影響があり、朝１０時以降は、ほとんど日陰
の影響はございません。夏至や春分・秋分の日影図は提出されておりませんが、冬至と
比べると日陰は小さくなると考えられます。提出されております日陰図により、その影
響は、小さいものと考えられますが、事務局からは、できるだけ周辺の方の同意をいた
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だけるようお願いしています。
８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、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、農地基本台帳は地上権設定者が耕作者となっており、
全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しな
いため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、
許可することができない。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載
されているため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請
地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがな
い場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土地利
用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。
次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。
次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電施設装置の設置」で
あると考え、該当しない。次に第４号の許可基準土砂の流出又は崩壊その他災害を発
生させる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の
営農条件に支障を及 ぼす場合には、許可することができない。』については、隣地
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「２０年間」、事業計画書の申請地を必要とす る理由から申請地は一時転用で
はないと考え、該当しない。
農地法第５条第２項の一般基準につきましては、第４号以外の項目については申請
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、第４号の
許可基準『周辺の農地の営農条件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。』について、農地の同意が得られておらず、日陰図におい
て日照の問題が生じることが示されていることから、審議が必要となる案件となって
おります。以上で説明を終わります。
会

長

説明が終わりました。それでは確認をさせていただきます。地上権設定者の「○○○
○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく地上権者「○○○○」さんの代理人「○○
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○○」さん。さきほどの事務局の説明に間違いありませんか。
申 請 人

間違いありません。

会

間違いないということですので、地元委員さんのご意見お願いいたします。

長

石元委員

会

長

５番石元です。先ほどの事務局の説明がありましたが、申請地の南側でもみをしてい
るところがありますので、その埃ができてガラスにかかるということもありますが、
その点も承知しているのですか。
地元委員さんからのご意見がございました。その件についてお答えください。

申 請 人

施工等にあたりましても周囲に迷惑がかからないようにやる所存でありますし、草
刈り等も随時行ってまいりますので付近の人に迷惑がかからないよう気を付けてまい
ります。

会

長

もみについてはその埃ったやつが迷惑がかかるかもわからん。
太陽光の関係で心配さ
れています。その件についてはいかがですか。

申 請 人

その件につきましては、業者さんと話しをしまして、問題なく処理していきますの
で、もみ等のほこりについては問題なく対応させていただきます。

会

長

石元委員さんそれでよろしいですか。

石元委員

はい。

会

私から一つ伺いをします。隣地の許可を得なかったのは、何か理由がありますか。

長

申 請 人

今回ソーラーパネル配置しましたところ、朝の数時間ということですので、周囲に与
える影響も少ないと考えますので、とりあえずまずは被害防除計画、それで問題がある
ようでしたら、同意を取りまわる考えをもっております。

市原委員

１０番市原です。これでみたら被害がないようですが、隣地のほうに行ってもらってや
らんと言うなら日影図でいけるけど、言わないでやるならこの前もいったように農業員会
いらないと。一応近所の人にやね、もみすったときとか話し合いしておいたらやね、やっ
ぱり同意をとっておいたほうがよくないですか。確かにこの日影図で問題ないやろうけど
ね。やっぱりこういう場合隣にいって、だめだというなら農業委員会で日影図つけて審議
するとこれが筋やないろかね。

会

長

他に意見ありますか。みなさんにご相談をするのは、日影図があるので隣地に許可をとっ
てないということなんですが、この件についてはいかが考えましょうか。

西原委員

２０番西原です。この場合は地目は農地やけどこういう場合は農地の地目等はいらないの
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でしょうか。宅地になるのであれば変更等はないと思うけど、太陽光発電やめてそういうこ
とはないと思うけど。
会

長

他にご意見お願いします。代理人の○○○○さん、この件につきましては、お二人の委員
さんからは、隣地の許可を得てからという意見がありますが、隣地の許可を得て申請しなお
すということはありませんか。

申 請 人

できればこのまま審議をしていただけたらと思っております。ご存知の方も多いと思いま
すが、太陽光設置する以上隣地の方の説明会行ってまいりますので、その分の書類なんかも
市役所へ届けなきゃいけないという決まりになってますから、隣地の方に無許可でとか何も
言わずに行っていませんので、そのへんは十分くんでいただいてというふうに思います。

会

長

申 請 人

会

長

まだ隣地の人にあたっていないですよね。
私のほうはあたってないですけど。事業者さんがあたっています。話をしてると思うんで
すけど。
その事業者さんの隣地にあたったことをどういう結果か伺っていますか。

申 請 人

それについては伺ってないです。

会

ということですが、他の委員さんにご意見お願いします。

長

久保委員

会

長

１０番久保です。あたってないということなので、あたってみてもらえるならあたっても
らったほうがいいと思います。
他の委員さんいかがでしょうか。

馬場委員

２４番馬場です。昨年こういう件がありましたよね。一応委員会に出す前に一応同意をも
らって、話があったとおり、さきほども市原委員さんのいうとおり、１回こういう案件が
あがってますのでね。同意は必ずもらってから審議をするような形でしてもらいたいとい
うことが委員会のほうでなっておりました。昨年の２７日の定例会でやっておりました。

会

もらってから提出してもらうということで。○○○○さん、そういう意見が多いんです
が、隣地の許可を得てから提出をしていただくということではいけませんか。

長

申 請 人

会

長

尾﨑委員

流れ的には被害防除計画でダメな場合は同意という流れ、仕組みになってるわけですが、
みなさんが言ってるのは分かるんですが、仮に今回は審議の中で、同意を得るべきで審議
をしていただいてすぐ同意をもらいに周りますので次１か月こかすというのじゃなくて、
このまま審議していただいて、あとで同意を貰いに回りますのでそういう話で処理して
いただけたらと思うんですけど。
といことですが、みなさんのご意見をお願いします。
尾﨑哲人です。同意をもらって改めて報告をもらう、ダメなら却下ということでかまん
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ろ。
会

長

そういうことで良いですか。もしもらえなかったら不許可ということでよろしいですか。
同意がもらえなかったら却下ということで良いですか。同意がもらえたら許可ということ
ということでよろしいですか。

申 請 人

同意がもらえなければ、被害防除計画でもというお話がありましたが、それからいうと
極論になりすぎてないかと思うんですね。貰えなかったらだめですよという。

市原委員

１７番市原です。誤解してます。ここに出すときに、一応声をかけて向こうがハンコを
押せないというのであれば農業委員会で日影図をつけてもらってこれやったらいいんじゃ
ないか、いいか悪いかと判断する。おたくがいうのは出しておいていかなければあとでハ
ンコもらってくるというのは通らない。手続き上は最初話にいってそれでむこうがハンコ
をくれないから日影図を付けてるから審議してください、農業委員会で。それやったら農
業委員会にかかれるが。１３番の委員が言ったようにおたくのようにハンコを貰えなかっ
たら引くかとそこまで言うのならそこの結論をださなければ委員会がさっき言ったように
くれないから審議してくれやないが。２度と出されなくなくなる。そこを言ってくれてい
るんです。あの委員さんが。そこを理解してやって。

会

○○○○さん、基本的には農業委員会では農地を守るという基本的な姿勢の中でいくと
隣地の人に迷惑を掛けないようにで、例えばおたくのように太陽光する場合には背中合わ
せにならないよにきちんと話せる体制がほしいというのが基本にありますので、隣地の許
可を貰うということを原則としておりますので、どうしても貰えないのであれば貰えない
理由と日影図を取っておりました。そんな関係で尾﨑委員が言われたのはもし貰えなけれ
ば不許可でということでいいですかと確認をしただけのことであって、基本的にはできれ
ば隣地の許可をもらって同意をもらうというのが一番いい方法なんですが、それをされた
らいいんじゃないでしょうか。

長

申 請 人
会

長

申 請 人

分かりました。次の審査にのるように隣地に話をしてみます。
多分、この日影図をみると状況では、そんなに隣の土地に迷惑をかけるような状況でな
いのでたぶん隣の人もという感じもありますけれども。それは分かりません。先ほど言い
ましたように隣地許可をもらって議会の中でできるという形が一番良いと思いますので、
すみませんがそんな形でお願いできますか。
分かりました。

会

長

よろしくお願いします。それではみなさんにもお諮りをしますが、一応隣地の許可を得
て申請をいただくということでよろしいですか。

委

員

（意義なしという多数意見あり）

会

長

そういうことでよろしくお願いします。
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８を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
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事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号８の申請人で譲
渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく譲受人「○○○○」さんの代
理人「○○○○」さん。

申 請 人

はい。

事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１２ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件 番号８ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「無
職」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「太陽光発電事業」。申請地
の所在、「土佐市高岡町字 北高田 乙６６１番１」、「同所字同乙６６２番３」、登
記地目及び現況地目は全て「田」、面積は「１３７㎡」、「６３８㎡」、計「７７５㎡」、
利用状況は「水田（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」と判断しております。
転用の目的は「太陽光発電装置の設置」、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は、「太陽光発電設備を設置、発電売電を行う。」、事業の操業期間又は施設
の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から３ヶ月間」、資金計画
は「土地取得費○○○○円、機器設備費○○○○円、設備工事費○○○○円、整地・そ
の他工事費○○○○円、消費税○○○○円 計○○○○円で、全額自己資金。」、過去
の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
１３ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請地を必要
とする理由(面積の必要性)は、「当社は、太陽光発電事業を行っており、新規発電所建
設地を土佐市に求めており、日射量、地形、土地価格、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んだ。面積も適正規模である
ため。」という事です。
進入路計画は、「申請地東側市道から進入する。」。造成計画は「なし。」。整地計
画は、「整地と地盤固めを行い、採石敷とする。」。排水処理計画につきましては、１
５ページの土地利用計画図面につきまして、一部誤りがありましたので、お詫び申し上
げまして、訂正した資料を皆さんの机に配布しておりますので、その配布資料を合わせ
てご覧ください。「雨水のみの排水処理で、通常の雨は自然浸透。大雨時は、南側水路
へ自然排水する（既存の排水口有り）。」。次に土地利用計画図と、１６ページの周囲
の状況図も合わせてご覧ください。「東側は水路、市道を挟んで農地、西側は農地（現
況は雑種地）、南側は農道、水路を挟んで農地、北側は宅地となっております。同意書
につきましては、南側にある「○○○○、○○○○、○○○○」から提出されておりま
す。なお、東側の「○○○○」につきましては、申請地から水路と市道を挟んで約３ｍ
あること、申請地北側には２階建ての住宅が建っており、その日陰がかかる状況である
こと、また、太陽光発電設備は、東側水路から２．５ｍほど間を開けて設置する計画で
あることから、東側の農地と設置物は５．５ｍほどの間が開き、設置物の高さも地上か
ら最大で約２．３ｍと低いため、今回の設置物による日陰の影響は無い物と考えている。
さらに、排水については、基本は自然浸透で、大雨時は、南側水路へ既存の排水口から
排水する計画となっており、設置物の構造から考えて通風を妨げるものでは無いと考え
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られることから、東側農地への影響は無い物と判断しているため、申請者からは同意は
不要と考えているとのことでした。
１４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。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地で
はなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であるため、
第２種農地に該当すると考えておりますが、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、農地基本台帳は地上権設定者が耕作者となっており、全部事項証明書に共有者も
いないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。次に
『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』
については、申請書の転用計画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞
なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体として事
業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可することが
できない。』については、同意書、事業計画書、土地利用計画図、現地調査等により、
申請地と一体利用する土地はないため、該当しない。次に『適正な面積と認められな
い場合には、許可することができない。』については、事業計画書及び土地利用計画
図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的
とするものである場合には、許可することができない。』については、申請書、事業
計画書、平面図等により「太陽光発電施設設置」であると考え、該当しない。次に第
４号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水施
設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合に
は、許可することができない。』については、事業計画書及び排水計画図により、ま
た、東側の同意が得られていない農地につきましては、現地や書類内容から、先ほど
のご説明のとおり日照、通風、排水の問題はないと考えられることから、営農への支
障はないと考えられ該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、
一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可すること
ができないこと』
については、申請書の転用計画の利用期間が「許可日から２０年間」、
事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当し
ない。
以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可基準のいずれ
にも該当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。以上で説明を終
わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは申請の方に確認をさせていただきます。譲
渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく譲受人「○○○○」さんの
代理人「○○○○」さん。先ほどの説明で間違いありませんか。
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申 請 人
会

間違いありません。

長

間違いないということですので、この件につきまして、地元委員さんのご意見をお
願いします。

石元委員

５番石元です。さきほどとちがいまして今回は同意書が出てきておりますので先ほ
どの事務局の説明どおり問題はないと思います。よろしくお願いします。

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。議案第２号農地法第５条第１項に規定による許可申請書
審査の件番号８について承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。どうもご苦労さまでした。
続きまして、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号９を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

申 請 人
事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号９の申請人で貸
人の「○○○○」さん。同じく借人の「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１７ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件 番号９、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「農業」、
借人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「地方公務員」、申請地は「土佐市
新居字 馬場崎 １２３２番」、登記地目は「田」現況地目は「畑」、面積は「９５５
㎡のうち２７１．５１㎡」、利用状況は「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３種」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「許可日から永
久年間」、工事計画は「許可日から平成３１年１月３１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、建物建築費○
○○○円、その他○○○○円、計○○○○円で、金融機関融資○○○○円、残りは自
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。
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１８ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要
とする理由（面積の必要性）は「申請地は、現在居住している借家の近くにあり、妻
と子供３人の計５人で生活をしているが、子供の成長に伴い手狭となっているが、他
に適地がないため当該申請地を選定した。面積については、家族が生活する上で必要
な建築面積と物干し場や庭、駐車場２台分を確保するため。」。進入路計画は「東側
市道より進入する。」。造成計画は「現況地盤から７９ｃｍ造成する。」。整地計画は
「造成後、採石を敷き整地する。」。 排水処理計画につきましては２０ページの土
地利用計画図面も合わせてご覧ください。「家庭排水は、排水管を経由し、敷地内に
設置する合併浄化槽を経由し申請地東側の既設排水路へ排水する。雨水は、勾配を設
け、家庭排水と同様に既設排水路へ排水する。」となっており市の道路占用許可を取
得済み。被害防除計画につきましては、２０ページの土地利用計画図、２１ページの
周囲の状況図を合わせてご覧ください。「東側は市道を挟んで宅地、西側は貸人所有
の農地、南側は農道、水路をはさんで同意有りの農地、北側は貸人所有の農地」とな
っております。同意書につきましては、西側「○○○○」、北側「○○○○、○○○
○」南側「○○○○」から提出されております。１９ページにお戻りください。場所
につきましては、新居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、農地基本台帳は貸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、営農への支障はないと考えられ該当しない。次に第５号の許可基準
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『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

申 請 人
会

事務局の説明が終わりました。それでは申請の方に確認をさせていただきます。貸
人「○○○○」さん。同じく借人「○○○○」さん。先ほどの説明で間違いありま
せんか。
間違いありません。

長

間違いないということですので、この件につきまして、地元委員さんのご意見をお
願いします。

坂本委員

８番坂本です。先ほどの事務局の説明どおり問題はないと思います。よろしくお願
いします。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１０を議題といたします。事務局の説明をお願いします。なお、尾﨑委員さんは、
農業委員会等に関する法律第３１条第１項に規定する議事参与の制限に抵触すると判
断されますので、本件審議が終わるまでご退席願います。
（尾﨑委員退席）

事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号１０の申請人で
譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく譲受人「○○○○」さん。

申 請 人
事務局次長

異議なしでお諮りします。議案第２号農地法第５条第１項に規定による許可申請書
審査の件、番号９について承認することにご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）

はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
２２ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件 番号１０。譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「無職」。
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譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「不動産取引業」、申請地は「土佐
市高岡町字 田井 乙２７９４番」、登記地目・現況地目は「田」、面積は「１，４５
４㎡」、利用状況は「稲作」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「な
し」。農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきまして
は、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第２種農地」と判断しております。
転用の目的は「駐車場、資材置き場」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の
詳細は「(有)共伸不動産の駐車場及び建築資材置き場として使用する。」、事業の操業
期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から平成３０
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、造成費○○○○円、諸経費○○○○円、計○○○○円で、議案書
に記載が抜かっており、大変申し訳ございませんが、資金は、全額自己資金となってお
ります。」、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。」。
２３ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要と
する理由（面積の必要性）は、「現在は、建築に使用する仮設資材はレンタルしている
が、自社所有に切り替えるため資材置き場を探していた。当該申請地は市内及び近隣市
町村への交通のアクセスが良く、隣地の同意も得られたため決定した。他の土地も検討
していたが隣地の同意が得られなかった。資材は、全て直置き保管のため（積み上げ設
備としないため）、スペースが必要であり、通路・作業空間も考慮すると面積は妥当と
考える。」とのことです。 次に、２５ページの土地利用計画図面と合わせてご覧くだ
さい。進入路計画は、「西側市道より進入する。」。造成計画は「なし。」。整地計画
は「採石２０ｃｍを敷きならす。現況地盤高と同じ高さに仕上げる。」。排水処理計画
につきましては、雨水は、自然浸透排水とする。」。被害防除計画につきましては、２
５ページの土地利用計画図、２６ページの周囲の状況図を合わせてご覧ください。「東
側は、市道を挟んで宅地、西側は、市道・水路を挟んで農地、南側は市道を挟んで宅地
及び農地、北側は、宅地及び農地。」となっております。同意書につきましては、西側
「○○○○、○○○○」、北側「○○○○」、南側「○○○○、○○○○」から提出さ
れております。なお、○○○○については、議案書の方には同意の記載がございません
が、昨日事務局に条件付きで同意書の提出があり、同意の条件は「耕作人に迷惑がない
ようにすること。」となっております。
２４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。
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、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
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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「会社の駐車場及び建
築資材置き場」であると考え、該当しない。次に第４号の許可基準『土砂の流出又は
崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす場合及び
その他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許可することができない。』
については、事業計画書及び排水計画図により、該当しない。次に第５号の許可基準
『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認めら
れない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転用計画の利
用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用
ではないと考え、該当しない。以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根
拠であり、許可基準のいずれにも該当しないと考えておりますので審査をよろしくお
願いします。なお、本件申請地は、平成２９年３月定例総会におきまして、５条申請
番号２５にて
「建て売り住宅」
として審議し、
本市では既に許可相当の議決を受けて、
県に意見を付して書類を提出しておりました案件です。しかし、申請人から取り下げ
願いが提出され、県が本年６月２１日付けで県から取り下げ願いが受理されておりま
す。今回は、転用目的が「駐車場・資材置き場」として同地で申請されたものであり
ます。以上で説明を終わります。
会

長

申 請 人
会

事務局の説明が終わりました。それでは申請の方に確認をさせていただきます。
申請人で譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく譲受人「○○○
○」さん。先ほどの説明で間違いありませんか。
間違いありません。

長

間違いないということですので、この件につきまして、地元委員さんのご意見をお
願いします。

石元委員

５番石元です。先ほどの事務局の説明どおり問題はないと思います。よろしくお願い
します。

会

長

委

員

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
申請人の方に確認をさせていただきますが、○○○○さんの同意の条件が入ってお
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りましたが、守っていただけますか。
申 請 人

はい。

会

長

よろしくお願いします。それではお諮りをします。議案第２号農地法第５条第１項
に規定による許可申請書審査の件、番号１０について承認することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

事務局次長

申 請 人
事務局次長

異議なしで決定になりました。どうもご苦労様でした。
（尾﨑委員着席）
続きまして、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１１を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号１１の申請人で
譲渡人「○○○○」さん。同じく譲受人「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
２７ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件 番号１１。譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「記載
無し」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「土木建設業」、申請地
は「土佐市高岡町字 芋殻堂 乙２２０２番１」、登記地目は「田」現況地目は「雑種
地」、面積は「３２７㎡」、利用状況は「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。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１種」
と判断しております。転用の目的は「駐車場、資材置き場」と記載されていますが、
「駐車場」のみであります。お詫びをし、訂正をお願いします。権利を設定し、又は
移転しようとする理由の詳細は「産業廃棄物の収集、運搬車両の駐車場として利用」、
事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日か
ら１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
地舗装費○○○○円で、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「あり。」となっており、申請人から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）
２８ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要
とする理由（面積の必要性）は「産業廃棄物処理施設の拡大したことに伴い、同処理
施設への産業廃棄物の搬出入運搬車両（ダンプ１０台）を駐車する必要があり、また
同施設の近隣であることから、アスファルト整地後、駐車場（３２７㎡）として利用
するためです。」、進入路計画は「東側市道より進入する。」、造成計画は「なし。」。
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整地計画は「整地後にアスファルト舗装を行う。」、排水処理計画につきましては３
０ページの土地利用計画図面も合わせてご覧ください。「雨水は、東側に隣接する道
路側溝に排水し、この側溝を経由し申請地南側の水路に排水する。」となっておりま
す。被害防除計画につきましては、３０ページの土地利用計画図、３１ページの周囲
の状況図を合わせてご覧ください。「東側は市道（幅１０ｍ以上）、西側は雑種地、
南側は水路を挟んで雑種地、北側は農地」となっております。 同意書につきまして
は、北側「○○○○」から提出されております。２９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。
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ありませんが、
１０ｈａ以上の集団農地に位置しているため第１種農地に該当すると判断しています。１
種農地の転用は、原則不許可でありますが、不許可の例外要件、農地法施行令第１１条第
２号のハ、同じく施行令第４条第１項第２号ハ及び農地法施行規則第３５条第５号「既存
施設の拡張で、既存施設の敷地の面積の１／２を越えないもの。」に該当し、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、本案件は、既に駐車場として利用さ
れており、先にも説明しましたが始末書が提出されています。また、資金計画につい
ては、自己資金のみとなっており、残高証明が提出がされており資力は問題ありませ
ん。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「会社の駐車場」
であると考え、該当しない。次に第４号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害
を発生させる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農
地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許可することができない。』については、事
業計画書及び排水計画図により、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での
所有権の移転、
一時転用で、
利用後確実に農地に復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、無断転
用行為以外の項目はすべて適合すると判断しておりますが、本案件は、既に駐車場と
して利用されており、先にも説明しましたが始末書が提出されています。以上が、許
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可基準のすべての項目別の説明となりますが、許可基準に触れる内容がありますので、
その点も踏まえ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

申 請 人
会

事務局の説明が終わりました。それでは申請の方に確認をさせていただきます。申請
人で譲渡人「○○○○」さん。同じく譲受人「○○○○」さん。
先ほどの説明に間違いありませんか。
間違いありません。

長

間違いないということですので、この件につきまして、地元委員さんのご意見をお願
いします。

石元委員

５番石元です。先ほどの事務局の説明どおり問題はないと思います。よろしくお願い
します。

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第２号農地法第５条第１項に規定による許可申請
書審査の件、番号１１について承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。

異議なしで決定になりました。どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１２を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい。それでは、ご説明に入る前に、農地法第５条の番号１２につきましては、本
年３月定例総会におきまして、５条申請番号３４で審議され、本市では既に許可相当
の議決を受けて、県に意見を付して書類を提出しておりました案件です。しかし、県
での審査中に貸人であった「○○○○」さんがお亡くなりになったこと、併せて、県
の審査過程におきまして、借人が「○○○○さん、○○○○さん」の２人ではなく、
「○○○○さん」１人で申請しなおすよう指導がございました。そのため、本年６月
７日に取り下げ願いが提出され、６月２１日付けで県から取り下げ願いが受理されて
おります。 今回は、貸人が「被相続人 ○○○○」さんの相続人５名と、借人が「○
○○○」さんとなり、改めて申請されたものとなっています。なお、申請内容につき
ましては、前回と全く変更がございませんので、申請者につきましては本会への出席
は求めておりませんことを、ご報告いたします。
３２ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件 番号１２。貸人「被相続人 ○○○○」、「相続人 ○○○○」さん、
住所「○○○○」、職業「無職」、「相続人 ○○○○」さん、住所「○○○○」、職
業「会社員」、「相続人 ○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「農業」、「相続
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人 ○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「農業」、「相続人 ○○○○」さん、
住所「○○○○」、職業「無職」。借人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業
「農業」となっております。なお、申請地や転用目的、契約内容、規模等の内容につ
きましては、本年３月定例農業委員会総会で説明した内容と相違ございませんので、
説明は割愛させていただきます。
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

事務局の説明がありましたとおりでございます。下に説明が書いてありますが、前
回にお諮りをしましたので、名前の変更だけですのでこれで承認したいと思いますが、
これでよろしいですか。

委

員

会

長

それでは決定となりました。
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１３を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは、ご説明に入る前に、農地法第５条の番号１３につきましては、本
年４月定例総会におきまして、４条申請番号１で審議され、本市では既に許可相当の
議決を受けて、県に意見を付して書類を提出しておりました案件です。しかし、県で
の審査におきまして４条ではなく５条の対象となるとの指導がございましたので、本
年６月１８日に取り下げ願いが提出され、６月２２日付けで県から取り下げ願いが受
理されております。今回は、５条申請で、貸人が「○○○○」さん、借人が「○○○
○」さんとなり、改めて申請されたものとなっています。なお、申請内容につきまし
ては、前回と全く変更がございませんので、申請者につきましては、本会への出席は
求めておりませんことを、ご報告いたします。

（異議なしという多数意見あり）

３７ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可
申請書審査の件 番号１３。申請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○」、
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職業「農業」。借人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「農業」。同じく借
人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「会社員」となっております。なお、
申請地や転用目的、契約内容、規模等の内容につきましては、本年４月定例農業委
員会総会で説明した内容と相違ございませんので、説明は割愛させていただきます。
次に、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。農地法第５条第２項の一般基準につきましては、第４号以外の項目につい
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、
第４号の許可基準
『周辺の農地の営農条件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。』について、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従来は、審議
が必要となる案件でありますが、４月定例総会時において、許可相当のご承認をいた
だいておりますので、
許可相当地であると考えております。
以上で説明を終わります。
会

長

委

員

会

長

事務局次長

事務局の説明がありました。これも詳細は説明しなくてよいと思いますので、この
件を承認することでご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
それでは決定となりました。
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９を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい。４７ページをご覧ください。
議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件 番号９。譲
渡人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「○○○○」、職業「会計士」。譲受
人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○○○」、職業「農業兼建設業」。申請
地の所在は「土佐市甲原字ヲカ１５１６番１、同所字松尾山３６５８番２」、登記
簿地目、現況地目ともに「畑」、面積は「７１㎡、５６１㎡」で、計「６３２㎡」、
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」。４８ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする
者又はその世帯員等が所有権等を有するの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:７，９４４㎡(内:田７，３４６㎡、畑５９８㎡)」、「貸
付地：なし」、所有地以外は「借入地:なし」、合計「７，９４４㎡」。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」。農地法第５１条第１項各号のいずれかに該当するか否か（違反転
用）「該当しない」となっております。
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４９ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の
機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は、リースで「トラクター１台、田植機１台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業
経験等の状況は「農作業歴２４年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)
は「現在１人、農作業歴:妻１５年。」、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及び②及の者 車で１５分」と記載されておりま
す。５０ページご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「全て自作地で、水稲：７，
３４６㎡、ネギ５９８㎡。」、今回申請している農地の耕作計画は「栗：畑６３２
㎡」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。５１ページをご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載
されておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の4権利を取得しようとす
る者又はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状
況については、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事して
いる者の氏名は「○○○○さん・○○○○さん」、（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・妻」、（５）そ
の者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期
間は「１月～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（本
人１５０日・妻１５０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世
帯員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の
事業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積７，９４４㎡、権利を
取得しようとする農地の面積６３２㎡、合計８，５７６㎡」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、５２ページに移り【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。
５３ページをご覧ください。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

森田委員

事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見をお願いします。
１２番森田です。事務局の説明でなんら問題ないと思います。よろしくお願い致
します。
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会

長

事務局次長

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。
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「７，９４４㎡」で一致し、申請地の面積
が合計「６３２㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「８，５７６㎡」。
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「８，５７６㎡」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
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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

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なし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１０を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第３号農地法第３条第1項に規定による許可申請
書審査の件、番号９について許可することにご異議ございませんか。

はい。５４ページをご覧ください。議案第３号 農地法第３条第１項の規定によ
る許可申請書審査の件 番号１０。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○
○○」、職業「無職」。譲受人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「○○○○」、
職業「地方公務員兼農業」。申請地の所在は「土佐市高岡町字長坂丁９４３番３、丁
２７１８番」、登記簿地目、現況地目は「畑」、面積は「１５０㎡、９２㎡」、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」。次に、５５ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする者
又はその世帯員等が所有権等を有するの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:９，３０４㎡(内:田３，６２５㎡、畑５，６７９㎡)」、所有地以
外は「借入地: ４，２４２㎡(全て「田」)」、合計「１３，５４６㎡」。非耕作地は、
ページの下欄のとおり「高岡町字長坂丁９４３番５、登記地目は「畑」、現況地目は
「宅地」、面積は「１６１㎡」、状況・理由は「農業用倉庫（２００㎡未満）」、「同
所字廿日田乙３０７番１，同字乙３０８番３」、登記地目は「田」、現況地目は「雑
種地」、状況・理由は「平成１０年頃から携帯用アンテナ」、面積は「３６㎡、１．
９２㎡」、「同所字東皿ヶ峯丁２６９番６５，丁２６９番６６、丁２６９番６８」、
登記地目は「畑」、現況地目は「山林」、状況・理由は「昭和３０年頃から山林」、
面積は「３５０㎡、１６５㎡、２６㎡」となっており、「字長坂丁９４３番５」を除
いた５筆については、別途非農地証明願いが提出されており、第４号議案の番号１６
の議案となっております。なお、字東皿ヶ峯の３筆以外は、農地法における転用許可
の例外規定に該当するものであります。
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」
。
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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。５６ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又は
その世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台、管理機１台、動力噴霧器２台、軽四トラック」
を所有。
（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２０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:妻３０年、長男８年。」、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及び②及の者 徒歩で１分」と記載されて
おります。５７ページご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明し
ます。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「自作地が、田（水稲）：３，
６２５㎡、畑（文旦）２，６９３㎡、（スモモ）１，９９１㎡、（野菜）９９５㎡。」、
「借入地が、田（花木）４，２４２㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「畑（野
菜）：２４２㎡」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。
５８ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載さ
れておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者
又はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につ
いては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の
氏名は「○○○○さん・○○○○さん、○○○○さん」、（２）年齢は「○歳・○歳・
○歳」、（３）主たる職業は「地方公務員兼農業・農業・農業」、（４）権利取得者
との関係「本人・妻・子」、（５）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作
又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月～１２月」、②その者が農作業に常時
従事する期間も「１月～１２月（本人１５０日・妻３００日・子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１３，５４６㎡、権利を取得
しようとする農地の面積２４２㎡、合計１３，７８８㎡」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、５９ページに移り
【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。６０ページご覧ください。場所につきまして
は、高岡地区です。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。地元委員さんのご意見をお願いします。
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石元委員

５番石元です。事務局の説明のとおりです。問題ないと思います。よろしくお願い
します。

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「１３，５４６㎡」で一致し、申請地の面積
が合計「２４２㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「１３，７８８㎡」。
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「１３，７８８㎡」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
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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

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

異議なし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１５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４号 非農地証明願承認の件につきまして 番号１５をご説明させて
いただきます。６１ページをご覧ください。
番号１５ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「永野」、
字・地番は「ウトギ２３２３番」、「立道２３３４番」、「船ヶ谷ノ空２４３５番２」、
「中足谷口２４４７番」が、台帳地目は「畑」、地積は「１，０１４㎡、３９６㎡、４
９㎡、２４７㎡」で、非農地となった時期は「昭和６０年頃から」、「石柿ノ下２２１
４番」が、台帳地目は「畑」、地積は「２２１㎡」で、非農地となった時期は「昭和４
０年頃から」、「石柿ノ下２２１６番、２２１７番」が、台帳地目は「畑」、地積は「２
３１㎡、１６５㎡」で、非農地となった時期は「平成５年頃から」となっており、現在
の利用状況及び現況につきましては全て「山林」となっております。非農地となった理
由は「耕作不適なため」という事です。今後の利用計画は「なし」。願い人から始末書
が提出されておりますので読み上げます。

（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。
議案第３号農地法第３条第１項に規定による許可申請
書審査件、番号１０について許可することにご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）

（始末書を読み上げた）
場所につきましては、６２から６４ページをご覧ください。全て戸波地区に位置し
ています。事務局にて現地を確認しておりますが、申請どおり現況が山林の状態とな
っておりました。また、木の大きさから判断して、非農地となった時期に間違いはな
いものと判断しています。以上で説明を終わります。
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会

長

白木委員

事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見をお願いします。
１４番白木です。事務局の方が説明が難しかったと思いますが、みなさんが言うと
おり、土佐市で一番高い山で約４合目から２合目にかけて、とてもじゃないけど人が
あがれるようなところではありません。一応現場を見なあかんといっておりましたけ
ど、竹藪が背丈以上、石垣の下が一番家に近くて約４００ｍ、全然問題ないと思い
ます。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第４号 非農地証明願承認の件、番号１５につい
て承認することにご異議ございませんか。

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号１６ を議題といたします。事
務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、非農地証明願承認の件 番号１６をご説明させていただきます。６５ページ
をご覧ください。番号１６ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は、
大字「高岡町」、字・地番は「廿日田乙３０７番１、乙３０８番３」が、台帳地目は「田」、
地積は「３６㎡、１．９２㎡」で、非農地となった時期は「平成１０年頃から」、「東
皿ヶ峯丁２６９番６５、丁２６９番６６、丁２６９番６８」が、台帳地目は「畑」、地積
は「３５０㎡、１６５㎡、２６㎡」で、非農地となった時期は「昭和３０年頃から」と
なっており、現在の利用状況及び現況につきましては、「字廿日田の２筆が、携帯アンテ
ナ」、「字東皿ヶ峯の３筆が、山林」となっております。非農地となった理由は「耕作不
適なため」という事です。今後の利用計画は「字廿日田は、携帯アンテナ」、「字東皿ヶ
峯は、なし」。願い人から「字東皿ヶ峯分」についての始末書が提出されておりますので
読み上げます。

異議なしという多数意見あり

（始末書を読み上げた）
なお、「字廿日田の２筆にある、携帯アンテナ」につきましては、その他に記載して
おりますが、「携帯用アンテナは、認定電気通信事業者が行う無線局に該当するため、
農地法施行規則第２９条第１項第１６号の規定により農地法第５条の農地転用許可が必
要ない施設となります。」ので、始末書の提出は求めていません。
６６ページをご覧ください。場所につきましては、高岡地区となっております。事務
局にて現地を確認しておりますが、申請どおり現況が山林の状態となっておりました。
また、木の大きさから判断して、非農地となった時期に間違いはないものと判断してい
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。地元委員さんのご意見をお願いします。

石元委員

５番石元です。事務局の説明どおりです。よろしくお願いします。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号１７ を議題といたします。事
務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、非農地証明願承認の件 番号１７についてご説明させていただきます。
６８ページをご覧ください。番号１７ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」
さん。申請地は、大字「蓮池」、字・地番は「遅ケサコ２９４０番１、２９４０番３、
２９４０番４」、地目はともに「田」、面積は「２８３㎡、４５９㎡、９９２㎡」、非
農地となった時期につきましては「平成５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「雑種地」。非農地となった理由は「その他【２５年頃前から父（亡
○○○○）の体力低下に伴い、他の所有農地に比べ自宅より遠方であったため手が回ら
なくなり耕作放棄となっておりました。その後耕作再開の見込みもないため、他の用途
で活用できないかと、道路の高さに合わせて２～３ｍほど砂利等を入れ、現在に至って
おります。】」ということです。今後の利用計画は「太陽光発電設備の設置」。願い人
から始末書が提出されておりますので読み上げます。

異議なしでお諮りをします。議案第４号 非農地証明願承認の件 番号１６につい
て承認することにご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）

（始末書を読み上げた）
６９ページをご覧ください。場所につきましては、蓮池地区となっております。事務
局にて現地を確認しておりますが、この場所につきましてはお手元に現地の写真２枚綴
りのものと、航空写真を用意しております。現地の写真で見ていただけますように、ダ
ケ土・砕石等で盛り土されたような状態で、現在荒廃地状態です。航空写真の方は、上
が２００７年当時、下が２０１５年当時の写真を用意しておりますが、以前から現在の
状態になっているということがわかるかと思います。非農地の要件となる、１５年以上
前から現況のとおりとなっていたと思われますが、現状、草が生い茂ってはいますが、
荒廃度合いはそれほどでも無いように見受けられますので、事務局の方では、この場所
を非農地証明を出していいものなのかどうか判断がしづらいところです。その点につき
まして農業委員の皆さんに慎重な意見をお聞きしたいと考えておりますので、よろしく
お願いします。
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会

長

右側の番地はどれ。

事務局次長

番地になりますと、遅ケサコ２９４０番４が一番広くなっています。

会

地元委員さんのご意見をお願いします。

長

久保委員

会

長

久保委員

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

１０番久保です。事務局の説明どおりでございますが、自分も現地を見に行っており
ますが、毎年放棄地で以前から耕作はしておりません。今言ったとおり２００７年は、
石とか資材があるけど、最近はそれが無くて草だけのような状態で、農地に復元でき
ないかというと、できないことはないと草をかってやれば、非農地の条件に達してい
ないじゃないかと判断しております。なお、目的が太陽光発電ということで転用申請
に代えてもらったら良いんじゃないかと思います。
他の委員さんのご意見お願いします。
今後の利用が太陽光となっておりますので申請を4条でしなおしたらいいと思いま
す。
ということは、この非農地証明については認めないということで。他にご意見はござい
ませんか。
（意見なしが多数あり）
意見が無いよう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１７についてこの非農地証明につきましては,不許可ということで、話としては申
請されるときに太陽光発電の申請をされてはいかがですかというお話があろうかと思
いますが、この件については非農地証明については不許可ということでよろしいです
か。
（異議なしという多数意見あり）
それではそういうことで不許可ということにしたいと思います。
続いて、議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件を議
題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件、
これにつきま
して７０ページから９４ページに掲載しております。それでは、平成３０年６月８日
付３０土農林第３１４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７件と、平成３０年６月６
日付３０高農公第１１３号及び平成３０年６月８日付３０高農公第１２２号により、
公益財団法人高知県農業公社理事長から２件の諮問があがっておりますので、議案書
をご説明します。
７１ページご覧ください。整理番号３０－３３、『新規認定』、利用権の設定をする
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者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「北原」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所「○○○○」、地区「北原」、利用権を設定する土地は「農用地区
域外」で大字「甲原」、字・地番は「一宮田１７４４番１、１７４４番２」、現況地目
は「畑」、面積は「１，２５２㎡、１５８㎡」、計「１，４１０㎡」、期間は「平成３
０年７月１日～平成３３年６月３０日」、存続期間は「３年間」、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「２００日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，４１０㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地、借入地とも「０㎡」で、経営面積
は「１，４１０㎡」となります。主たる作目は「生姜」、世帯員は「男１人」で農業従
事者は「６人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「３人」となっております。
７２ページをご覧ください。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

野中委員

会

長

事務局次長

地元委員さんのご意見をお願いします。
２１番野中です。
耕作してる人は○○○○に行きよってやりたいということ土佐市に
入ってきてやりはじめた子で○○○○さんが自分の作っておったところをあげてる
ので問題がないと思います。よろしくお願いします。
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３０－３３の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進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。
農業基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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「２００日」と記載されておりますので、年間１
５０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。
農業経営基盤強化促進法第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。
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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

会

長

委

員

会

長

事務局次長

会

長

坂本委員
会

長

ほかの委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りします。
議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に
関する件整理番号３０－３３について承認することにご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なし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３０－３４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３０－３４をご説明します。
７３ページご覧ください。整理番号：３０－３４、『再認定』、利用権の設定をする
者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「新居」、利用権の設定を受ける者は
「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「新居」、利用権を設定する土地は「農
用地区域外」。大字「新居」、字・地番は「両道 ３９６９番」、現況地目は「田」
で、面積は「１，４９４㎡」、期間は「平成３０年７月１日～平成３２年６月３０日」、
存続期間は「２年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「１
２月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」。
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「１，４９４
㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「３，９
８６㎡」、借入地が「１，８６４㎡」あり、経営面積は「７，３４４㎡」となります。
主たる作目は「ピーマン」、世帯員は「男１人・女１人」で農業従事者は「３人」で、
うち１５歳以上６０歳未満のものは「０人」となっております。
７４ページをご覧ください。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。
地元委員さんのご意見お願いいたします。
８番坂本です。再認定でなんら問題ないと思います。よろしくお願いします。
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３０－３４の農用
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地利用集積計画が農業経営基盤強化促進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。
事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議なし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３０－３５を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは７５ページをご覧ください。整理番号３０－３５、『新規認定』、

異議なしでお諮りをします。議案第５号農業経営基盤強化促進法による利用権設定
に関する件整理番号３０－３４について承認することにご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「波介」、利用権
の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「波介」、利用権を設
定する土地は「農用地区域内」、大字「岩戸」、字・地番は「ハラタ１０６０番１、
１０６１番１、１０６２番１、１０６４番１、１０６８番１」、現況地目は全て「田」、
面積は「１０３㎡、３０９㎡、８１㎡、１３３㎡、５３３㎡」、計「１，１５９㎡」、
期間は「平成３０年７月１日～平成３５年６月３０日」、存続期間は「５年間」、借
賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「６月末までに自宅持参」、
利用権の種類は「賃貸借」。
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「１，１５９
㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「０㎡」、借入地は「１，
２６０㎡」、経営面積は「２，４１９㎡」となります。主たる作目は「青ネギ」、世
帯員は「男１人・女２人」で農業従事者は「１人」でうち１５歳以上６０歳未満のも
のは「１人」となっております。
７６ページをご覧ください。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

野村委員

会

長

事務局次長

地元委員さんのご意見お願いいたします。
１９番野村です。○○○○くんは就労して２年目、地区の自治会活動にも積極的に
参加しています。ご承認のほうよろしくお願いします。
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３０－３５の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進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。
農業基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
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農業経営基盤強化促進法第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

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。整理番号３０－３５について承認することにご異議ござ
いませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なし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３０－３６を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第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３０－３６をご説明させて頂きます。それでは７７ページをご覧ください。
整理番号３０－３６、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所
「○○○○」、地区「高知市」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○
○○○」、地区「戸波」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で大字「永野」、
字・地番は「ヨコバタケ１２７０番」、地目「田」、面積は「１，０９０㎡」、期間
は「平成３０年７月１日～平成３２年６月３０日」、存続期間「２年間」、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「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１０９０㎡」、
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「１１，９２９
㎡」、借入地が「１，１６３㎡」、経営面積は「１４，１８２㎡」になります。主た
る作目は「生姜、文旦」、世帯員は「男１人・女０人」で農業従事者は「６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。
７８ページをご覧ください。場所につきましては、戸波地区となっております。以
上で説明を終わります。

会

長

玉木委員

他の委員さんのご意見お願いします。

地元委員さんのご意見お願いいたします。
○○○○さんはこれ親子関係にあたります。よって○○○○さんは○才となってお
りますが、息子さんも百姓をやってしょうがを作っておりますので問題ないと思いま
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す。よろしくお願いします。
会

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３０－３６の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進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。

事務局次長

それではご説明させていただきます。農業基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。
整理番号３０－３６について承認することにご異議ござい
ませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なし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
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整理番号３０－３７を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局次長

会

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３０－３７をご説明させて頂きます。
７９ページをご覧ください。整理番号３０－３７、『新規認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「波介」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所「○○○○」、地区「波介」、利用権を設定する土地「農用地区域
内」、大字「波介」、字・地番は「東松ノ木２２１１番、２２１２番」、現況地目全て
「田」、面積は「５７８㎡、５７８㎡」、合計「１，１５６㎡」、期間は「平成３０年
７月１日～平成３５年６月３０日」、存続期間「５年間」、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させていただきます。
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「１，１５６㎡」、
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，
８２９㎡」
、
借入地が「３，６９４㎡」、経営面積は「６，５２３㎡」、主たる作目は「青ネギ、小
夏」、世帯員は「男２人、女１人」、農業従事者は「３人」うち１５歳以上６０歳未満
のものは「１人」となっております。
８０ページをご覧ください。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。
地元委員さんのご意見お願いいたします。

野瀬委員

１６番野瀬です。ただいまの事務局の説明どおりまちがいございません。この土地に
つきましては小夏ハウス栽培してる土地でございまして、お父さんからの利用権設定
を受けるということで問題ないと思います。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３０－３７の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進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。
農業基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
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農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りします。整理番号３０－３７について承認することにご異議ござ
いませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なし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３０－３８、整理番号３０－３９は、借受人が同一人物であるため、一括し
て議題といたします。事務局の説明をお願いします。
それでは８１ページをご覧ください。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３０－３８、整理番号３０－３９について、ご説明さ
せて頂きます。
整理番号３０－３８、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
住所「○○○○」、地区「戸波」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所
「○○○○」、地区「戸波」、利用権を設定する土地「農用地区域内」です。大字「本
村」、字・番地は「新田６６７番」、現況地目は「田」、面積は「１，０００㎡」、
期間は「平成３０年７月１日～平成３５年６月３０日」、存続期間「５年間」、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。
続いて、８２ページをご覧ください。整理番号：３０－３９、『新規認定』、利用
権の設定をする者「被相続人 ○○○○」、「相続人 ○○○○」さん、住所「○○
○○」、地区「戸波」、「相続人 ○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「須崎
市」、「相続人 ○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「須崎市」、利用権の設定
を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「戸波」、利用権を設定する
土地「農用地区域内」です。大字「本村」、字・番地は「新田６６４番」、現況地目
は「田」、面積は「８５０㎡」、期間は「平成３０年７月１日～平成３５年６月３０
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日」、存続期間「５年間」、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「３６０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，８５０
㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積は、自作地のみで「６，５７
６㎡」、経営面積計「６，５７６㎡」、主たる作目は「ユリ」、世帯員は「男４人・
女２人」、農業従事者は「３人」うち１５歳以上６０歳未満ものは「２人」となって
おります。８３ページをご覧ください。場所はともに、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

地元委員さんのご意見お願いいたします。

馬場委員

２４番馬場です。先ほどの事務局の説明があったとおり３０－３８はお父さんから
権利を譲っていただく、３０－３９はお爺さん、親族からの権利設定を受けておりま
すので、ユリを栽培しておりますので問題は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３０－３８、整理
番号３０－３９の農用地利用集積計画が農業経営基盤強化促進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。
農業基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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。
農業経営基盤強化促進法第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、
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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

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定
に関する件整理番号３０－３８、３０－３９について承認することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なし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、
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

それではご説明させていただきます。８４ページをご覧ください。
平成３０年６月６日付け３０高農公第１１３号で、農地中間管理事業に係る農地集積計
画申出書が高知県農業公社から出されております。
８５ページをご覧ください。整理番号１１３－１、利用権の設定を受ける者は「公益
財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、設定をする者は「○○○○」さん、
住所「○○○○」、利用権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「板谷５４４３
番」、登記・現況地目は「畑」、面積は「１，４８１㎡」、始期は「平成３０年７月２
日」、終期は「平成３３年７月１日」、借賃総額(年額)は「第１回目は○○○○円、２
年目３年目は○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成３１年１２月２８日
に○○○○円を口座振込で、２回目は平成３２年１２月２８日に○○○○円を口座振
込」、利用権の種類と、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
続いて、８６ページをご覧ください、整理番号１１３－２ 利用権の設定を受ける者
は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、設定をする者は「○○○
○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「板
谷５４４４番」、登記・現況地目は「畑」、面積は「４９０㎡」、始期は「平成３０年
７月２日」、終期は「平成３３年７月１日」、借賃総額(年額)は「第１回目は○○○○
円、２年目３年目は○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成３１年１２月
２８日に○○○○円を口座振込で、２回目は平成３２年１２月２８日に○○○○円を口
座振込」、利用権の種類と、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
続いて、８７ページをご覧ください、整理番号１１３－３ 利用権の設定を受ける
者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、設定をする者は「○○
○○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「板
谷５４６８番」、登記・現況地目は「畑」、面積は「１，２６５㎡」、始期は「平成３
０年７月２日」、終期は「平成３３年７月１日」、借賃総額(年額)は「第１年目は○○
○○円、２年目３年目は○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成３１年１
２月２８日に○○○○円を口座振込で、２回目は平成３２年１２月２８日に○○○○円
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を口座振込」、利用権の種類と、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
続いて、８８ページをご覧ください、整理番号１１３－４ 利用権の設定を受ける
者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、設定をする者は「○○
○○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「板
谷５４６９番」、登記・現況地目は「畑」、面積は「１，１４２㎡」、始期は「平成３
０年７月２日」、終期は「平成３３年７月１日」、借賃総額(年額)は「第１年目は○○
○○円、２年目３年目は○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成３１年１
２月２８日に○○○○円を口座振込で、２回目は平成３２年１２月２８日に○○○○円
を口座振込」、利用権の種類と、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
続いて、８９ページをご覧ください、整理番号１１３－５ 利用権の設定を受ける
者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、設定をする者は「○○
○○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「板
谷５４７０番」、登記・現況地目は「畑」、面積は「１，１４３㎡」、始期は「平成３
０年７月２日」、終期は「平成３３年７月１日」、借賃総額(年額)は「第１年目は○○
○○円、２年目３年目は○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成３１年１
２月２８日に○○○○円を口座振込で、２回目は平成３２年１２月２８日に○○○○円
を口座振込」、利用権の種類と、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
続いて、９０ページをご覧ください、整理番号１１３－６ 利用権の設定を受ける
者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、設定をする者は「○○
○○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「板
谷５４７１番」、登記・現況地目は「畑」、面積は「２，９０５㎡」、始期は「平成３
０年７月２日」、終期は「平成３３年７月１日」、借賃総額(年額)は「第１年目は○○
○○円、２年目３年目は○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成３１年１
２月２８日に○○○○円を口座振込で、２回目は平成３２年１２月２８日に○○○○円
を口座振込」、利用権の種類と、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
９１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

長

はい。それでは一括してお諮りしたいと思いますが、整理番号で１１３－１から１１
３－６までについてを一括してお諮りしますが承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしということで、整理番号で１１３－１から１１３－６までについて承認され
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

それではご説明させていただきます。９２ページをご覧ください。
平成３０年６月８日付け３０高農公第１２２号で、農地中間管理事業に係る農地集積
計画申出書が高知県農業公社から出されております。
９３ページ、利用権の設定を受ける者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西
岡幸生」さん、設定をする者は「○○○○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定す
る土地は大字「高岡町」、字・地番は「南栗ノ木甲１６０２番１」、登記地目・現況地
目は「田」、面積は「１，７１２㎡」、始期は「平成３０年７月２日」、終期は「平成
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３３年１２月３１日」、借賃総額(年額)は「第１年目は０円、２年目以降は○○○○円」、
借賃の支払い方法は「第１回目は平成３１年１２月２８日に○○○○円を口座振込で、
２回目以降は同時期同額を口座振込」、利用権の種類と、当事者間の法律関係は「賃貸
借」となっております。
９４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

委

員

会

長

事務局次長

説明が終わりました。この件についてもお諮りします。整理番号１２２を承認する
ことにご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続きまして、事務局から報告事項 農用地利用配分計画の認可についてと、地籍調査
事業による農用地に関する地目の変更について説明をお願いします。
それではご説明させていただきます。９５ページをご覧ください。
平成３０年６月１４日付け３０高農担第１３２号で、本委員会に対しまして高知県知
事から農用地利用配分計画の認可について通知がありましたのでご報告します。
９６ページ、 利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、所在地「○○○○」、
設定をする者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、利用権を
設定する土地は大字「甲原」、字・地番は「八州４０１０番、４０１１番、４０１２
番、４０１３番、４０１８番、４０１９番、４０２０番、４０２１番」、登記地目は
全て「田」、現況地目は全て「畑」、面積は「７７３㎡、５４８㎡、１，４０９㎡、
１，４００㎡、１，３０４㎡、８３１㎡、２０４㎡、２４３㎡」で、「全筆合計６，
７１２㎡」、内容は「施設野菜」、始期は「平成３０年６月１４日」、終期は「平成
４５年２月２７日」、借賃総額(年額)は「１年目は、○○○○円、２年目以降は、○○
○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成３０年１２月１０日に、２回目以降
は同時期に公社の指定する口座に年１回振込」、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。
９７ページ、場所につきましては北原地区となっております。以上で農用地利用配分
計画の認可報告を終わります。
続きまして、地積事業による農用地に関する地目の変更についてご報告します。
（地籍事業による農用地に関する地目の変更について報告した）

会

長

委

員

会

長

報告が終わりました。何か質問はありませんか。
（なしという多数意見あり）
無いようですのでそれでは報告ということで終わりたいと思います。
これで本日の議案はすべて終了です。
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以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

６ 番

７ 番
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