平成３０年度
２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２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３１年２月２６日（火） 午後１時３０分開会
土佐市役所仮庁舎２階 会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

9

森岡 正典

3

氏

番号

名

氏

番号

名

19

野村 学

白木 正雄

20

西原 博明

15

山本 倫弘

21

野中 文代

13

4

野瀬 喜代

10

久保 恵敬

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

5

石元 博明

11

門田ゆかり

17

市原 正一

23

横山 秀臣

6

玉木 正人

12

森田 昭司

18

森岡 大信

24

馬場 善弘

②欠席
番号

氏

名

3

岡林 弘

7

小松 弘知

13

尾﨑 哲人

番号

氏

名

番号

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号

氏

名

局長 石元 一成
次長 中村 幸博
係長 中平 忍
農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
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４件
５件
３件
１０件

会

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２月定例会
を開催いたします。現在の出席委員２１名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を
行います。本定例会の会議録署名委員に２３番横山秀臣委員、２４番馬場善広委員、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。それではご説明します。本日審議頂く議案は、
議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 ４件、
議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件 ５件、
議案第３号 非農地証明願承認の件 ３件
議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 １０件
以上となります。

会

長

それでは、本日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。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。出席者のご確認をさせていただきます。
議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件の、番号４２の
申請人の代理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
機をお願い致します。

会

それでは、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４２を議題といたします。事務局の説明を求めます。

長

事務局次長

申 請 人
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４２の申請人で
譲渡人「○○○」さんと、譲受人「○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○
○○」さん、両名の代理人「○○○○」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。
１ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件 番号４２です。申請人は、譲渡人「○○○」さん、住所「○○○○○○

-3-

○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○
○○ ○○○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○○○」、業種「○○○○○○○」。
申請地の所在、「土佐市蓮池字遅ケサコ２９４０番１、同所字同２９４０番３、同所字
同２９４０番４」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「畑」、面積は「２８３
㎡、４５９㎡、９９２㎡」で合計「１，７３４㎡」、利用状況は「休耕」、所有権以
外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○
○○」さん、農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につ
きましては、「第２種農地」と判断しております。

転用の目的は「太陽光発電装置の設置」、権利を設定し、又は移転をしようとする
理由の詳細は、「売電用太陽光設備を設置するため。」、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４月３０日」、
資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、パネル設置費○○○○○○○円、その他
○○○○○○○円の合計○○○○○○○○円で、資金は全額自己資金」。
２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、譲渡人の自宅から遠方にあるため管理に手
が回らなくなり耕作放棄地となっており、耕作再開の見込みもない為、有効活用が出
来ないかと考え、太陽光発電として利用を計画致しました。太陽光発電パネル３６０
枚（計５８９㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ９台（計０．８９㎡）の設置及びパネル同士の間
隔、メンテナンス時の作業スペース（１７４㎡）、車両の駐車場及び転回スペースを
考えると､申請地全体の面積が必要となります。」ということです。次に４ページの
土地利用計画図とあわせてご覧ください。進入路計画は、「北東側の市道から進入す
る。」。造成計画は「なし」。整地計画は「整地のみとし、高さ３ｍのフェンスを設
置し、フェンスの内側は防草シートを張る。」。排水処理計画は、「雨水のみで、自
然浸透とする。」。次に、７ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「申請
地の北東方向は、市道を挟んで宅地及び同意のない農地、東方向は里道を挟んで同意
のある農地、申請地の北西方向及び西方向は、雑種地、宅地及び同意のない農地、南
は水路及び市道を挟んで農地、北は東と西に記載しているとおりです。同意書につき
ましては、申請地の東側○○○○番は同意をいただいておりますが、北東側の○○○
○番と西側の○○○○○○からは同意を得られておりません。同意を得られなかった
経緯については理由書が提出されておりますので読み上げます。
【同意を貰えなかった理由を読み上げる】
そのうえで、約３から５ｍの市道を挟んでおり影響もないと思われますが、被害防
除計画にて対応致します。」ということです。このことを踏まえて、申請人から被害
防除計画が提出されておりますが、読み上げますので５ページをご覧ください。
【５ページ被害防除計画を読み上げる】
ご説明のとおり６ページの日陰図において、日陰が最長となる冬至においても、隣
接農地に日陰が及ばないものであることが分かると思います。場所につきましては、
３ページに記載していますが、ファミリーマート土佐蓮池店の北側約１６０ｍ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、事業計画の内容から判断し、許可相当であると考えて
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おります。

次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
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、申請書の転用計画の
事業の操業期間又は施設の利用期間に「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、事業計画書、土地利用計画図等により、申請
地と一体利用する土地はなく、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「太陽光発電施設の設置」であると考え、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。最期に、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。』については、西側と北東側の農地からは同意書はいただい
ておりませんが、先ほどご説明したとおり同意を貰えなかった理由や、譲受人から
提出されております被害防除計画書の内容から日陰、排水、通風による支障はほと
んど無いものと判断しており、事務局としましては、許可相当と判断しております
が、ご審議の程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。それでは申請者の方に確認をさせていただきます。
譲渡人「○○○」さんと、譲受人「○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○
○」さん、両名の代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いありませ
んか。
はい。

長

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お願いしま
す。

久保 委員

１０番久保です。先ほど事務局の説明どおり間違いないと思いますが、同意のない
北東の○○さんは距離があるので影響がないと思いますが、○○さん○○○○○○につ
きましては、１回問うても説明ができなかったと聞いていますが、なおもう１回十分
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な説明をしていただき同意をもらえればもらっていただきたいと思いますが、もらえ
ればよろしくお願いしたい。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。○○さん、地元委員さんの話の中に○○さん
の同意がもらえればもらいたいなという話がありました。もう1回話にいくようなこと
はありませんか。

申 請 人

必要であれば。

会

なお１回。

長

事務局次長

ちょっと補足です。○○さんからお聞きしたお話ですけれども１月に１回自宅に来
られたとお聞きしています。ただ、その際にどういったものを設置するとか具体的な
資料もなく、実際にどんなものができるか尋ねられたときに、来られた方の説明が分
からなかったと。これでは、何が出来るか分からない状態で来るということもどうか
と思ったし、○○さんからは、その際にもうちょっと説明できる人を連れてきてほし
いというお話しをしたけれども、昨日までも話しがないということで、同意を得られ
なかった理由として若干感情的なものもあるのかなと感じましたので、そういう形で
なるたけ円満にいけるような形でやっていただきたいという思いであります。

会

長

○○さん、事務局の説明がありましたような形で１回具体的な計画等の説明をいっ
ていただけたらと思います。

申 請 人

お話し行かれたのが施工業者の社員の方だったんですけれども、なお土佐市からの
お話しをしたうえでいろいろと。

会

はい、極力こういう転用の場合は隣の人と円満にいくような形をとってほしいと思
います。よろしくお願いします。それから確認なんですが被害防除計画には立派な対
応計画がかかれていますが、これを守っていただけますようにお願い致します。

長

申 請 人

はい、わかりました。

会

長

それでは他にご意見はございませんか。

委

員

会

長

委

員

会

長

（異議なしという多数意見あり）
それではお諮りをします。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４２について許可相当と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）
異議なしで決定となりました。ご苦労さまでした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
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番号４３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

申 請 人
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４３の申請人で
譲渡人の「○○○」さんと「○○」さんの代理人「○○○」さんと、。同じく譲受人
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。８ページをご覧ください。
議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 番号４３ 申
請人は、譲渡人「○○」さんと「○○○」さん、住所はお二人とも「○○○○○○○
○○○○○○」、職業は「○○」さんが「○○」、「○○○」さんが「○○○○」。
譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。
申請地の所在「土佐市高岡町字摺木丙２６１番１の一部」、登記地目は「田」、現況
地目は「畑」、面積は「１５．２７㎡」、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「○○」さんと
「○○○」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「宅地への進入路を拡幅するため」、権利を設定し、又は移転をしよ
うとする理由の詳細は、「譲受人の宅地への進入路が幅２mと狭く、自動車の出入り
に困っているため。
」
、
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３２年６月３０日」、資金計画は「土地取得費○○○○
○○円、土地造成費（舗装）○○○○○円、その他○○○○○○円の合計○○○○○
○円で、資金は全額自己資金」。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」。
９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」で、丙２６０－３
は○○さんの自宅敷地です。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は、「現在の進
入路が幅２mと狭く、日常的に自動車の出入りの際にコンクリート壁に当たりパンク
するなど支障があります。この度、譲渡人が所有されている申請地を幅１mで譲り受
けることの協議が整いましたが、自動車の出入りに支障が無い幅として必要なもので
す。」ということです。
次に１１ページの土地利用計画図とあわせてご覧ください。進入路計画は、「東側
の市道から進入する。」。造成計画は「なし」。整地計画は「現在の通路がコンクリ
ート舗装のため、同じくコンクリート舗装を行う。」。排水処理計画は、「雨水のみ
で、申請地東側の水路へ排水する。」。次に、１２ページの周囲の状況図と合わせて
ご覧ください。「東は水路を挟んで市道、西は一体利用地となる譲受人の宅地、南は
譲渡人が所有する農地で別途５条申請地、北は一体利用地となる譲受人の宅地を挟ん
で譲渡人が所有する農地となっております。同意書につきましては、同意の対象とな
る農地がございません。場所につきましては、１０ページに記載していますが、マク
ドナルド土佐店の西側の市道を挟んですぐの所です。
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が、事業計画の内容から判断し、許可相当であると
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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、項目ごとにご説明します。
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
の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「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、事業計画書、土地利用
計画図等により、申請地と一体利用する土地は、丙２６０－３であり、この土地
は譲受人の宅地となっているため問題はなく、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「宅地への進入路」であると考
え、該当しない。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。』については、周囲
に支障を及ぼす農地が存在しないため、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、該当しないため、事務局としましては、許可相当と判
断しております。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。それでは申請者の方に確認をさせていただきます。
譲渡人で「○○」さんの代理人「○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○」さん。
先ほどの事務局の説明に間違いありませんか。

申 請 人

はい。

会

間違いないということですので、他の委員さんのご意見お願いします。

長

市原 委員

１７番市原です。事務局の説明どおりなんの問題もないのでよろしくお願いします。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）
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会

長

異議なしでお諮りをします。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４３について許可相当と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。どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４４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

申 請 人
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４３の申請人で
譲渡人の「○○○」さん、「○○」さんの代理人「○○○」さん。同じく譲受人の「○
○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○○○○○○○○」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。１３ページをご覧くださ
い。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 番号４４
申請人は、譲渡人「○○」さんと「○○○」さん、住所はお二人とも「○○○○○○
○○○○○○○○」、職業は「○○」さんが「○○」、
「○○○」さんが「○○○○」。
同じく譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○
○」。申請地の所在「土佐市高岡町字摺木丙２６１番１の一部、同所字同丙２６１番４、
同所字同丙２６２番、同所字同丙２６１番３の一部」、登記地目は全て「田」、現況地
目は全て「畑」、面積は「２０３㎡のうち１８７．７３㎡、３９０㎡、１６㎡、４９
㎡のうち４１．６５㎡」の合計「６３５．３８㎡」、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「丙
２６１番１の一部、同所字同丙２６１番４、同所字同丙２６２番」は「○○」さんと「○
○○」さん、「丙２６１番３の一部」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「建売分譲住宅建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由
の詳細は、「当地で建売を目的とした宅地分譲地で４区画と進入路を設置する計画。
進入路は許可後に土佐市へ帰属予定。」、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３２年６月３０日」、資金計画は
「土地取得費○○○○○○○○円、土地造成費○○○○○○○円、建築費○○○○○
○○○円、その他○○○○○○○円の合計○○○○○○○○円で、資金は全額自己資
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」。
１４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、交通の便が良く、小学校に近いことや買
い物に便利な場所であり、かつ宅地分譲地として丁度の規模であるため。戸建て住宅
４棟（合計：建築面積２２８．５４㎡）や、進入路確保のために申請する面積は必要
です。
」
ということです。
次に１６ページの土地利用計画図とあわせてご覧ください。
進入路計画は、
「申請地の東側市道から土佐市土地改良区が管理する水路に２カ所グ
レーチングを設置し、敷地内に設置する道路を通り進入する。」。次に、１８ページ
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の土地造成計画図とあわせてご覧ください。造成計画は、「南側の現況コンクリート
擁壁は、道路新設につき一部を取り壊し、その後新たに擁壁を構築する。地盤とほぼ
同じ高さとする。」。整地計画は「建築敷地部分は、現状とほぼ同じとし、道路はア
スファルト舗装を行う。」。次に１７ページの排水計画図とあわせてご覧ください。
排水処理計画は、「雨水は、建物敷地は道路側に勾配を取り路面及び道路側溝を経
由し申請地東側の既存水路へ排水する。道路面は、路面及び道路側溝を経由し申請地
東側の既存水路へ排水する。生活排水は、区画A（北）は、建物から敷地内に設置す
る合併浄化槽で浄化後、２号進入路の下に設置する排水管経由し申請地東側の既存水
路へ排水する。区画B～D（南）は、建物から敷地内に設置する合併浄化槽で浄化後、
１号進入路の道路側溝を経由し申請地東側の既存水路へ排水する。」。
次に、１９ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東は水路を挟んで市
道、西は水路を挟んで農地（農地法第５条許可済み）、南は宅地および同意のある農
地、
北は譲渡人が所有する農地および宅地、
譲渡人が所有する農地
（別途５条申請地）
となっております。同意書につきましては、南側の○○○○○○から同意をいただい
ております。また、○○○○○○の一部の名義人が「○○○」さんとなっていますが、
相続登記により、譲受人の「○○○○」さんが名義人となっています。
場所につきましては、１５ページに記載していますが、マクドナルド土佐店の西
側の市道を挟んですぐの所です。
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が、事業計画の内容から判断し、許可相当であると考えて
おります。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
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、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「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、事業計画書、土地利用計画図等によ
り、申請地と一体利用する土地はなく、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「建売住宅の建築」であると考え、該当しない。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。』
については、周囲の農地から同意を得られていることや、土地改良区からの排水同意が得
られているなど問題無いものと考え、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での
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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。
その他、申請書・添付書類を審査した結果、各項目に適合すると判断しますので、許

可相当であると考えております。以上で説明を終わります。
会

長

申 請 人
会

事務局の説明が終わりました。申請人の方に確認をさせていただきます。譲渡人で
「○○」さんの代理人でもあります「○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○」さ
ん。同じく譲受人の「○○○○○○ ○○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。
先ほどの事務局の説明に間違いありませんか。
はい。

長

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。

市原 委員

１７番市原です。何の問題もないと思うんですけど、許可になったら草を生やして
放置しないようにと業者さんに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

異議なしでお諮りをします。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件 番号４４について許可相当と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。どうもありがとうございました。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４５を議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

申 請 人
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４５の申請人で
譲渡人「○○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○○ ○○○○」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。
２０ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件 番号４５ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○
○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○○ ○○○○」さん、所在地「○○○○
○○○○○○○○○○○」、職業「○○○○」。申請地の所在、「土佐市蓮池字カチノ
北１３２８番」、登記地目は「田」、現況地目は「雑種地」面積は「９３５㎡」、利用

- 11 -

状況は「雑種地」、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「建売分譲住宅の建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は、
「建売分譲住宅の建築のため」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許
可日から永久年間」、工事計画は「許可日から平成３１年１２月３１日」、資金計画は
「土地取得費○○○○○○○円、造成費○○○○○○○円、建築費（５棟分）○○○○
○○○○円、合計○○○○○○○○円で、全額金融機関からの融資。」、過去の違反転
用の有無及び始末書の提出状況については「なし」となっております。
２１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、現在農地として機能しておらず、周辺地域
も住宅化が進んでいるため当該申請地を選定した。面積については、５棟の建売住宅及
び道路として利用するため、申請する面積が必要です。」となっております。
次に２３ページの土地利用計画図とあわせてご覧ください。進入路計画は、「申請地
南側の市道から出入りする。」、次に２５、２６ページの土地造成計画断面図とあわせ
てご覧ください。造成計画は「周辺宅地並の高さ（現況の高さ）とし、東、西側はL型
擁壁で土留めし、南は、申請地の南端から１０．７ｍより南側市道へ向けて取り合わせ
をする。また北側水路壁を嵩上げし、嵩上げ後の高さまで造成する。」。整地計画は「申
請地の東側に５棟住宅を建築し、西側は、幅員６ｍの道路（両側側溝付き）を整備し、
路面はアスファルト舗装する。」。次に２４ページの排水処理計画とあわせてご覧くだ
さい。排水処理計画につきましては、「生活排水は、各建物から各敷地内に設置する浄
化槽を経由し排水管を申請地の西側の道路側溝へ流し、その後、北側の既設水路へ排水
する。雨水は、建物敷地は西側の道路側溝に集めた後に北側の既存水路へ排水する。道
路面は、道路側溝に集めた後に、主は北側の既存水路へ排水するが南側の一部は、道路
側溝に集めた後に南側の既設水路へ排水する。」。被害防除計画は、２７ページの周囲
の状況図と合わせてご覧ください。「東は蓮池コミュニティセンター及び蓮池公園、西
は条件付きで同意のある農地、北は水路、里道を挟んで宅地及び市道、南側は水路、市
道を挟んで蓮池保育園敷地となっております。同意書は、申請地西側○○○○番の所有
者及び現在耕作者の２名から条件付きで得られており、その条件は「○○○○番と接す
る側に道路を敷設する。○○○○番と接する側の道路に側溝を付けること」となってい
ます。２２ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池地区で蓮池コミュニテ
ィセンターの西隣となっております。
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、事業計画の内容から判断し、許可相当である
と考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準につきましては、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
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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、申請書の転用計画の事業の操業期間
又は施設の利用期間に「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、事業
計画書、土地利用計画図等により、申請地と一体利用する土地はなく、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「建売住宅の建築」であると考え、該当しない。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。』については、前回問題となった隣接農地への支障については、先ほど

の説明通り条件付きで同意書をいただいており、この同意の条件を反映する事業計画と
なっていると判断できますことから、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。その
他、申請書・添付書類を審査した結果、各項目に適合すると判断しますので、許可相当
であると考えております。以上で説明を終わります。
会

長

申 請 人
会

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

長

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。

久保 委員

１０番久保です。１１月に１回申請がされてあったもので、事務局の説明どおりで
ございまして、その時、問題があった西が同意がとれてなかったのですが同意の条件
のところが道路となっておりますので問題はないと思います。

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしということでございます。それでは申請者の方に確認をさせていただきま
すが、同意の条件が入っておりますがそれを守っていただけますか。

申 請 人
会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい。
条件を守っていただけるということです。それではお諮りをします。議案第１号 農
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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４５について許可相当とす
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３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号３８と３９は譲受人が同一であるため一括審議と致します。事務局の説明を求め
ます。

事務局次長

はい。それでは、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号３８と３９を説明します。２８ページをご覧ください。
番号３８。譲渡人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○
○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、「○○歳」、住所「○○○○○○○○
○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市出間字向穴１３９２番１」、登記簿
地目、現況地目ともに「田」、面積は「１８２㎡」、対価・賃料等の額は「反当○○○
○○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「川澤教夫」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」となっています。
続きまして３４ページをご覧ください。番号３９。譲渡人「○○○○○」さん、年
齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業は「○○」、同じく譲受人「○
○○○」さんで、年齢、職業、住所は先ほどと同じですので割愛します。申請地の所在
は「土佐市出間字向穴 １３９４番イ他２筆」、登記簿地目、現況地目は全て「畑」、
面積は「５１１㎡」、対価・賃料等の額は「反当○○○○○○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」となっています。
３５ページに移りまして、【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、４，６１１㎡(田３，７２７㎡、畑８８４
㎡)」、所有地以外は「０」、合計「４，６１１㎡」。非耕作地は「なし。」、農地法
第３２条第１項各号の（遊休農地）及び、農地法第５１条第１項各号の（違反転用）に
は「該当しない」となっております。４５ページに移り、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、所有で「トラクター２台、種蒔機２台、箱バン２台、軽四トラッ
ク１台、１ｔトラック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４０年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在１人、農作業歴:妻２５年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載無し。」、
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者 ２．５ｋｍで１０分」と記載されております。
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３７ページの、耕作計画書の記載事項については、
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「自作地、田で生姜：３，７２７
㎡、畑でミカン：８８４㎡。」で、今回申請している農地の耕作計画は２件とも全て「ブ
ルーベリー」となっており、２件合計では、「田１８２㎡、畑５１１㎡」となります。
【農地法第３条第２項第７号関係】についてはすべて「いいえ」と記載されておりま
す。その他の欄は記載されておりません。３８ページをご覧ください。
【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）主たる職業は共に
「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３００日・妻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４，６１１㎡、権利を取得しようと
する農地の面積は、２件の計が６９３㎡となり、合計５，３０４㎡」となります。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、３９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。
場所につきましては、４０ページに掲載していますが、番号３８と３９は地続きとな
っており、波介出間地区で出間集会所の南側約８００ｍ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

それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
１９番野村です。航空写真では山林化してるんですけれども、山林化しておりませ
ん。ハウスに資材とか苗木が現地にあります。作物するところは整備しないといけな
いと思いますが、栽培できると思います。以上です。

長

はい。地元委員から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、項目ごとに
ご説明します。
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
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うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第３
条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面
積が「４，６１１㎡」で一致し、２件の申請地の合計面積が「６９３㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「５，３０４㎡」。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３２条第１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の農地の面積の合計は、２件合
わせて「５，３０４㎡」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
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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

それでは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２号の 番号３８と３９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２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４０と４１は譲受人が同一であるため一括審議と致します。事務局の説明を求めま
す。

事務局次長

はい。それでは、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４０と４１を説明します。４１ページをご覧ください。
番号４０。譲渡人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、「○○歳」、
住所「○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市本村字川原
サキ５１７番２他５筆」、登記簿地目、現況地目はともに「字川原サキ５２６番１と５
３６番１」は「畑」、その他は「田」、面積は「合計１，８９４㎡」、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」となっています。
続きまして４７ページをご覧ください。番号４１。譲渡人「○○○」さん、年齢「○
○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、職業は「○○」、
同じく譲受人「○○○○」さんで、年齢、職業、住所は先ほどと同じですので割愛しま
す。申請地の所在は「土佐市本村字川原サキ５１７番１他１筆」、登記簿地目、現況地
目は全て「田」、面積は合計「１，７３３㎡」、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「馬場並」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
っています。
４８ページに移りまして、【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、４，２１０㎡(田２，９０５㎡、畑１，３
０５㎡)」、所有地以外は「借入地：９６６㎡(田)」、合計「５，２０６㎡」。非耕作
地は、下欄に記載しておりますが、全て『200㎡未満の農業用施設』に該当するもので
す。農地法第３２条第１項各号の（遊休農地）及び、農地法第５１条第１項各号の（違
反転用）には「該当しない」となっております。４９ページに移り、１－２権利を取得
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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、所有で「１ｔトラック１台、トラクター３台、ユンボ１台、管理
機４台、トップカー２台、フォークリフト２台、軽四トラック３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４６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２４年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載無し。」、
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者 １ｋｍで５分」と記載されております。
５０ページの、耕作計画書の記載事項については、【耕作計画書】現在耕作している
農地の経営状況は「自作地で文旦が、田で２，９０５㎡、畑：８８４㎡。」、借入地の
田で「生姜９９６㎡」となっており、今回申請している農地の耕作計画は２件合わせて
「田で生姜を３，４４０㎡、畑で柿を１８７㎡」となっております。
【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）主たる職業は共に
「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３００日・妻３００日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業に供
する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積５，２０６㎡、権利を取得しようと
する農地の面積は、２件の計が３，６２７㎡となり、合計８，８３３㎡」となります。
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。
場所につきましては、５３ページに掲載していますが、番号４０と４１は近くに点在
しており、
戸波本村地区で有限会社カロト青果さんの東側約２５０ｍから３２０ｍと県
道家俊岩戸真幸線の戸波川橋の西側約１６０ｍと３００ｍ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

事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。
２４番馬場です。４０と４１については譲渡人の方は今回高知市内に引っ越しをす
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るということでお母さんが高齢で病院等の関係もありましてそのためにこの土地は以
前から維持管理されてました。譲請人の方に買ってもらおうということで申請があが
っており、よろしくお願いいたします。
会

長

はい。地元委員から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、項目ごとに
ご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世
帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これら
の者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行
うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第３
条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面
積が「４，２１０㎡」で一致し、２件の申請地の合計面積が「３，６２７㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「７，８３７㎡」。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３２条第１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の農地の面積の合計は、２件合
わせて「７，８３７㎡」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
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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

（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 番号４０と４１について許可することに
ご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

決定になりました。
続きまして、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４２を議題とします。なお、１７番市原委員は、本件の親族かつ譲受人と同居さ
れておりますので、離席をお願いします（１７番市原委員離席）。事務局の説明を求
めます。

事務局次長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい。５４ページをご覧ください。
議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件 番号４２。
譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○
○」。譲受人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○」、
職業「農業」。申請地の所在は「土佐市塚地字岡崎３４４番１他２筆」、登記簿地目、
現況地目は全て「田」、面積は合計「８４０㎡」、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:５，６９３㎡(内:田２，４６１㎡、畑３，２３２㎡)」、所有地以外は「な
し。」、合計「５，６９３㎡」。非耕作地は、「なし。」農地法第３２条第１項各号の
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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。
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、軽四トラック１台」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３３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:父４４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３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「自作地で全て柿を栽培（田２，
４６１㎡、畑３，２３２㎡）。」、今回申請している農地の耕作計画は「麦：８４０㎡」
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、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」、（２）年齢は「○○歳・○○歳」、（３）主たる職業は二人
とも「農業」、（４）権利取得者との関係「本人・父」、（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・父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５，６９３㎡、権利を取得しようと
する農地の面積８４０㎡、合計６，５３３㎡」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、
５
９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、塚地
地区で県道脇にあります塚地集会所の北側約７０ｍです。以上で説明を終わります。
会

長

西原 委員

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お願いします。
２０番西原です。先ほどの事務局から説明があったとおり問題ないと思いますので
よろしくお願いします。
はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の
審査基準に基づく、提出書類による審査について報告をお願いします。
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事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごとに
ご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世
帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これら
の者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行
うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農地法第３
条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳の農地面
積が「５，６９３㎡」で一致し、２件の申請地の合計面積が「８４０㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「６，５３３㎡」。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３２条第１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の農地の面積の合計は、２件合
わせて「６，５５３㎡」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
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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

（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 番号４２について許可することにご異
議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

決定になりました。
続きまして、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号４８を議題とします。事務局
の説明を求めます。

事務局次長

はい、それでは、ページをご覧ください。議案第３号 非農地証明願承認の件につきま
して番号４８をご説明します。
番号 願人「○○○○○○○○○○○」、「○○○○」さん。申請地は大字「新居字堀
２２３番１０」、台帳地目は「畑」、地積は「１９㎡」、非農地となった時期は「昭和３
５年」、現在の利用状況及び現況につきましては全て「宅地（現況：倉庫）」、非農地と
なった理由は「その他【建物が必要であったため。】」。今後の利用計画は「宅地として
利用（現況どおり）。」。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。
（始末書を読み上げる）
場所につきましては、６２ページをのとおり、新居池の浦地区で、白菊園病院の東約
３５０ｍとなっています。以上で説明を終わります。

会

長

横山 委員

それでは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します。
２３番横山です。現在倉庫が建っており農地の復元はむずかしいと思いますので、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３号 番号４８について承認することにご異議ご
ざいませんか。
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委

員

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第３号非農地証明願承認の件 番号４９を議題とします。事務局の説明
を求めます。

事務局次長

はい、議案第３号非農地証明願承認の件 番号４９をご説明します。ページをご覧く
ださい。番号４９、願人「被相続人○○○○」、相続人「○○○○○○○○○○○」、
「○○○」さん、同じく「○○○○」さん。相続人「○○○○○○○○○○」、「○○
○○」さん、申請地は、「家俊字小渕２０６番ロ」、台帳地目は「畑」、地積は「９９１
㎡」。非農地となった時期は「昭和５０年月日不詳」、現在の利用状況及び現況につきま
しては、「森林」。非農地となった理由は「耕作不適のため【周囲は全て山林で急傾斜地
のため。】」、今後の利用計画は「なし（現況どおり）。」。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。
（始末書を読み上げる）
６４ページをご覧ください。場所につきましては、戸波昭和地区で戸波総合市民センタ
ーの北約２２０ｍとなっています。以上で説明を終わります。

会

長

矢野 委員

（異議なしという多数意見あり）

地元委員さんのご意見お願いします。
２番矢野です。
上空写真のとおりどこがどういうふうになっちゅうかわからないところで
いきつけませんでした。現状むずかしいと思います。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

異議なしでお諮りをします。議案第３号 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

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第３号非農地証明願承認の件 番号５０を議題とします。事務局の説
明を求めます。

事務局次長

はい、議案第３号非農地証明願承認の件 番号５０をご説明します。番号５０、願人
「○○○○○○○○○○○」、
「○○○」さん、申請地は、
「積善寺字新開ノ下７２４番」、
「家俊字大西４６番１」、「家俊字歌山１９９番１他２筆」、台帳地目は全て「畑」、地
積は「合計で１８６．３８㎡」。非農地となった時期は積善寺字新開ノ下７２４番」が「昭
和５０年月日不詳」、その他は「昭和６０年月日不詳」、現在の利用状況及び現況につき
ましては、「積善寺字新開ノ下７２４番」は「山林」、残りは全て「宅地」。非農地とな

（異議なしという多数意見あり）
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った理由は「耕作不適のため【字新開ノ下７２４番は、周囲は全て山林で耕作不適地。字
大西４６－１は住宅が建築。字歌山の３筆は住宅の庭として利用】」、今後の利用計画は
「なし（現況どおり）。」。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。
（始末書を読み上げる）
場所は６６ページに「積善寺字新開ノ下７２４番」を、６７ページに「家俊字大西４６
番１」を、６８ページに「家俊字歌山１９９番１他２筆」を掲載しておりますのでご覧く
ださい。以上で説明を終わります。
会

長

矢野 委員

会

長

白木 委員

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

地元委員さんのご意見お願いします。
２番矢野です。先ほど事務局の説明どおりで復元はむずかしいと思われます。みなさん
よろしくお願いします。
これは全部？積善寺も。他の委員さんのご意見お願いします。
自宅の上です。街灯とかなく上がれる状態ではありません。積善寺の分は、山林化して
作れる状態ではありません。そして道もありません。まず作るのは難しいと思うのでよろ
しくお願いします。
他の委員さんの意見お願いします。
（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 番号５０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。
続いて、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件を議
題とします。なお、整理番号３０－８０、３０－８１は借人が同じであるため一括議題
とします。事務局の説明を求めます。
議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件、これにつき
まして６９ページから８４ページに掲載しております。それでは、平成３１年２月８日
付３０土農林第１０３４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９件の諮問があがっており
ます。
それでは７０ページご覧ください。整理番号３０－８０、『新規認定』、利用権の設
定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の
設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用
権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「東鴨地」、字・地番は「シウニチブ
チ９８６番１他８筆」、現況地目は全て「畑」、面積は合計で「１，２３９㎡」、期間
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は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間は「○○年間」、借賃総
額（年額）は「生姜：反当○万円、稲：反当○○ｋｇ」、借賃の支払い方法は「毎年○
○月○日までに○○○○」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に７１ページをご覧ください。整理番号３０－８１、『新規認定』、利用権の設定
をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の
設定を受ける者は同じく「○○○○」さんです。利用権を設定する土地は「農用地区域
内」で、場所は「東鴨地」、字・地番は「シウニチブチ９７２番他４筆」、現況地目は
全て「田」、面積は合計で「９１４㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○
月○○日」、存続期間は「○○年間」、借賃総額（年額）は「米○○ｋｇまたは○万円」、
借賃の支払い方法は「毎年○○月○日までに○○○○」、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「昭和○○年○月○○日」、年齢「○
○歳」、農作業従事日数は「３３０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「２，
１５３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「０㎡」、借入地「５
７，８６０㎡」で、経営面積は「６０，０１３㎡」となります。主たる作目は「稲」、
世帯員は「男２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「１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、戸波東太郎丸地区で、県道家俊岩
戸真幸線の戸川橋の南約１７０ｍから２００ｍの場所となっております。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します。

馬場 委員

２４番馬場です。先ほど事務局の説明どおりで問題ないと思いますので、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３０－８０、３０－
８１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求めます。

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。
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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「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 整理番号３０－８０、３０－８１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４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整
理番号３０－８２を括議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、それでは議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件
整理番号３０－８２をご説明します。
７３ページをご覧ください。整理番号３０－８２、『新規認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の設定
を受ける者「○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権
を設定する土地は「農用地区域外」で場所は「甲原」、字・地番は「谷１９７２番他１
筆」、地目は全て「田」、面積は合計「１，０７１㎡」、期間は「平成○○年○月○日
～平成○○年○月○○日」、存続期間「○年間」、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「平成○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，
０７１㎡」、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「１，４１０㎡」、経営面積は「２，４８１㎡」になります。
主たる作目は「生姜」、世帯員は「男１人・女０人」で農業従事者は「６人」うち１
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５歳以上６０歳未満のものは「３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、甲原大川内地区で、昨年移転完
成しました酔鯨酒造敷地の西側となります。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します。

森田 委員

１２番森田です。この前私ここに行ったときにちょうど本人もおりましたので、話をし
まして、本人は○○○○○○○○○○○○○のキャプテンで１番を打っていた子で好青
年で北原の大河内のところで家をかりてそこで農地を借りながらショウガを増やしてい
ってそしてショウガのないときは文旦の作業をやっております。意欲的にやっております
ので地元としては大変期待している青年です。何も問題がないと思いますのでよろしくお
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３０－８２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
から報告を求めます。

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「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。

- 28 -

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４号 整理番号３０－８２ついて承認することに
ご異議ございませんか。

委

員

会

長

事務局次長

会

長

他の委員さんの意見お願いします。

（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整
理番号３０－８３を括議題とします。事務局の説明を求めます。
はい、それでは議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件
整理番号３０－８３をご説明します。
７５ページをご覧ください。整理番号３０－８３、『新規認定』、利用権の設定を
する者「○○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の設
定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権
を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「家俊」、字・地番は「松ノ本１２０８番
２」、地目は全て「田」、面積は合計「１，１４０㎡」、期間は「平成○○年○月○日
～平成○○年○月○○日」、存続期間「○年間」、借賃総額（年額）は「○○○○○円」、
借賃の支払い方法は「毎年○○月○日末までに○○○○」、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「昭和○○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，
１４０㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「１
８，４７０㎡」、借入地は「５，４２９㎡」、経営面積は「２５，０３９㎡」になりま
す。主たる作目は「生姜」、世帯員は「男２人・女２人」で農業従事者は「３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。
７６ページをご覧ください。場所につきましては、戸波南家俊地区で、戸波中学校グ
ラウンドの南側約２３０ｍとなります。以上で説明を終わります。
地元委員さんのご意見お願いします。

矢野 委員

２番矢野です。○○さんは弟さんが生姜を作っていてその弟さんが亡くなられまして
弟さんの代わりに生姜を作るということなのでみなさん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３０－８３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
から報告を求めます。

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
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『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

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 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
とします。なお、整理番号３０－８４、３０－８５は借人が同じであるため一括議題と
します。事務局の説明を求めます。

事務局次長

議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件、整理番号
３０－８４、３０－８５をご説明します。
７７ページご覧ください。整理番号３０－８４、『新規認定』、利用権の設定をする

（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４号 整理番号３０－８３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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者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の設定を受
ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、地区「○○○」、利
用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「新居」、字・地番は「両道３８０
７番他１筆」、現況地目は全て「田」、面積は合計で「１，２３７㎡」、期間は「平成
○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間は「○○年間」、借賃総額（年額）
は「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「毎年○○月○日までに○○○○」、利用権
の種類は「賃貸借」となっております。
次に整理番号３０－８５、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
住所「○○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の設定を受ける者は同じく「○
○○○」さんです。利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「新居」、字・
地番は「新堀３８２７番」、現況地目は「田」、合計で「７５０㎡」、期間は「平成○
○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間は「○○年間」、借賃総額（年額）
は「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「毎年○○月○日までに○○○○」、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「平成○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，
９８７㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「０㎡」、借入地「０
㎡」で、経営面積は「１，９８７㎡」となります。主たる作目は「生姜」、世帯員は「男
１人、女０人」で農業従事者は「４人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「４人」
となっております。
７９ページをご覧ください。場所につきましては、新居地区で、新居小学校の東側約
３２０ｍと北東側約５２０ｍの場所となっております。以上で説明を終わります。
なお、借人の○○さんは、現在経営面積が０ですが、実家が○○で親が住んでおら
れ、専業農家であり親元で農作業に従事しているため、農作業従事日数が「２５０日」
であるとのことです。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します。

坂本 委員

８番坂本です。今事務局の説明がありましたけど、○○○から通ってくるというのがあ
れがあると思いますけんど、今現在自衛隊なんです。３月いっぱいで自衛隊をやめて４月
１日から百姓すると。そういうことで４月１日から住所は○○のほうにかわりますので○
○から通うということです。お父さんは手広く○○の方で農業していますのでここは息子
さんが一人でやっていくのかなというような計画を立ててます。以上です。

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３０－８４、３０
－８５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求めます。

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。
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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「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

異議なしでお諮りをします。議案第４号 整理番号３０－８４、３０－８５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

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）
異議なしで決定になりました。
続いて、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件を議題
とします。なお、整理番号３０－８６、３０－８７は借人が同じであるため一括議題と
します。事務局の説明を求めます。
議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件、整理番号
３０－８６、３０－８７を一括でご説明します。
８０ページをご覧ください。整理番号３０－８６、『新規認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の
設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○
○○○○○」、地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「蓮
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池」、字・地番 は「池ノ上３１番２他２筆」、地目は全て「田」、面積は合計「１，
２３４㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間「２０
年間」、利用権の種類は「使用貸借」です。
８１ページをご覧ください。整理番号３０－８７、『新規認定』、利用権の設定を
する者「○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の
設定を受ける者は同じく「○○○○」さん、利用権を設定する土地は「農用地区域内」
で場所は「○○」、字・地番は「池ノ上３１番１、他６筆」、地目は全て「田」、面積
は合計「２，７８４㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存
続期間「○○年間」、利用権の種類は「使用貸借」です。
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「昭和○○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２件合計
は「４，０１８㎡」、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㎡」、経営面積は「４，０１８㎡」になります。
主たる作目は「メロン」、世帯員は「男２人・女１人」で農業従事者は「３人」うち
１５歳以上６０歳未満のものは「１人」となっております。
８２ページをご覧ください。場所につきましては、蓮池地区で、すみれ保育園の南西
側約２４０ｍとなります。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します。

玉木 委員

６番玉木です。この二つの案件は○○○○の父母、いわゆる両親の関係です。全然問
題ないと思います。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３０－８６、３０
－８７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求めます。

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
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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

異議なしでお諮りをします。議案第４号 整理番号３０－８６、３０－８７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。
続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件 整
理番号３０－８８を括議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、それでは議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件
整理番号３０－８８をご説明します。
８３ページをご覧ください。整理番号３０－８８、『再認定』、利用権の設定を
する者「○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用権の
設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「○○」、利
用権を設定する土地は「農用地区域外」で場所は「高岡町」、字・地番は「長畑西ノ丁
丙４６８番他１筆」、地目は全て「田」、面積は合計「１，５０３㎡」、期間は「平成
○○年○月○○日～平成○○年○月○○日」、存続期間「○○年間」、借賃総額（年額）
は「米○○○分」、借賃の支払い方法は「毎年○○月○日までに○○○○」、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「昭和○○年○月○日」、年齢「○○
歳」、農作業従事日数は「３６５日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，
５０３㎡」
、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
「５，
８８５㎡」、借入地は「１，５０３㎡」、経営面積は「７，３８８㎡」になります。主
たる作目は「キュウリ」、世帯員は「男１人・女１人」で農業従事者は「５人」うち１
５歳以上６０歳未満のものは「０人」となっております。
８４ページをご覧ください。場所につきましては、高岡野田地区で、ハレタさんの東

（異議なしという多数意見あり）
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側約２７０ｍとなります。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します。

市原 委員

１７番市原です。今までハウスを借りて作りよっての継続です。よろしく。

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３０－８８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
から報告を求めます。

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「３６５日」と記載されておりますので、年間
１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断して
おります。
農業経営基盤強化促進法第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

異議なしでお諮りをします。議案第４号 整理番号３０－８８ついて承認することに
ご異議ございませんか。
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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、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求めま
す。

事務局次長

それではご説明させていただきます。８５ページをご覧ください。
平成３１年２月８日付け３０高農公第６１３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。
８６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」、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「西新畠甲１７５番」、登記・現況地目は
ともに「田」、面積は合計「１，１１７㎡」。
利用権の種類は「賃借権」、始期は「平成○○年○月○○日」、終期は「平成○○年
○月○○日」、借賃総額(年額)は「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目
は平成○○年○○月○○日に○○○○○円、２回目以降は同時期に同額を口座振込す
る。」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
８７ページ、場所につきましては高岡町芝地区で高石小学校の北側約１００ｍとなって
います。以上で説明を終わります。

会

長

この件については地元委員さんに諮らなくても良いと思いますので、皆さんに伺います。
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

決定になりました。

会

長

続きまして、事務局から報告事項 地積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。

事務局次長

それでは、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。
ページは８８ページ以降となりますが、本市用地課が行っております、地籍調査事
業におきまして、地籍調査作業規程準則第２９条の規程により、筆ごとの主たる用途
について地目の調査が行われており、その調査で、登記地目と現況が異なる土地につ
いては、地目変更することが可能となっており、このことから農地に関係する地目の
変更を行う旨について通知がありましたのでご報告します。
詳細は、８９ページから９４ージに掛けてとなりますが、平成３１年２月１４日付
けで、市用地課から新居地区の一部の農地に関して地目変更の予定があるものです。
詳細は、８９ページから９４ージに掛けてとなりますが、場所は全て新居地区で、
概ねの丸栄運輸物流センターから甫渕地区の住宅地域となっておりまして、登記地目
が農地から宅地等の農地以外の地目に変更となるものが３０筆、合計５，３５３．０
３㎡、農地以外の地目から新たに農地と認定されたものが６筆、合計２３０．７８㎡、
以上で地積事業による農用地に関する地目の変更についての報告を終わります。
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会

長

それでは報告事項が終わりました。以上で本日の議案につきましてすべて終わりました。
お疲れさまでした。

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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