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

平成３１年１月２８日（月） 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

氏

番号

1

池田 修

7

小松 弘知

13

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

4

野瀬 喜代

10

久保 恵敬

16

5

石元 博昭

11

門田ゆかり

6

玉木 正人

12

森田 昭司

名

氏

番号

19
白木 正雄

名

野村 学

20
21

野中 文代

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

17

市原 正一

23

横山 秀臣

18

森岡 大信

24

馬場 善弘

②欠席
番号

氏

名

13

尾﨑 哲人

15

山本 倫弘

20

西原 博明

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
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
農地移動適正化斡旋事業に関する件
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５件
３件
４件
１件

会

長

定刻になりました。それでは、ただ今から平成３０年度土佐市農業委員会１月定例会
を開催いたします。現在の出席委員数２１名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を
行います。本定例会の会議録署名委員に２１番野中文代委員、２２番矢野泰幸委員、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 ５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 ３件、
議案第３号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 ４件、
議案第４号 農地移動適正化斡旋事業に関する件 １件、
となります。なお、議案第５号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針に関
する件につきましては、まことに申し訳ございませんが、今月の議題から一旦取り
下げさせていただきます。以上となります。

会

長

事務局次長

会

長

事務局次長

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。
はい。それでは５条申請人の代理人の福島さんはそのままお残りいただきまして、残り
の方は順番が来ましたらお呼びしますので、しばらく別室でお待ちくださいますようお願
いします。
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
３７を議題といたします。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５条の番号３７の申請人
で譲渡人「○○○○」さんと、譲受人「○○○○」さん両名の代理人「○○○○」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。
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
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審査の件 番号３７ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○
○○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○○○」。申請地
の所在、「土佐市高岡町字大奈路丁５５番」、登記地目、現況地目は共に「田」、面
積は「１，３３５㎡」、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」
と判断しております。
転用の目的は「太陽光発電施設の設置」とするため、権利を設定し、又は移転をし
ようとする理由の詳細は「太陽光パネルを設置するため。」、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～６ヶ月」、資金計画
は「土地取得費○○○○円、施設設置費○○○○円、合計○○○○円で、自己資金○○
○○円、残りは全額金融機関からの借入金」、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」。
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「譲渡人は、会社員で農業を行っておらず休耕状態となっ
ているため、申請地の買い手を探していたところ、今回譲受人とマッチングした。譲
受人は、太陽光パネル設置の検討をしていたところ、申請地は日照、予算面の条件も
良く当計画を進めることとなった。今回の申請面積は１，０００㎡以上となっている
が、別紙土地利用計画図のとおり、太陽光パネル設置及び管理用通路スペースとする
ため申請地全体の面積が必要となります。」という事です。
次に４ページの土地利用計画図及び排水計画図と合わせてご覧ください。進入路計
画は「北側の市道から進入する。」。造成計画及び整地計画は共に「なし。」。排水
処理計画は、「雨水は、自然浸透。また、申請地南側に隣接する水路へ排水する既存
排水口あり。」となっています。被害防除計画につきましては、５ページの周囲の状
況図と合わせてご覧ください。「東は宅地、西は宅地及び農地、南は水路を挟んで農
地、北は市道を挟んで宅地及び農地」となっており、隣接農地全てから同意書が提出
されておりますが、北東側○○○○の所有者から条件がありますので読み上げます。
条件は「音の出る物は出来るだけ離してください。」となっています。
３ページにお戻りください。場所につきましては、高岡地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用
地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地である
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
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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、
平面図等により来客用の「太陽光発電施設」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、周囲の農地からの同意が得られいることや、排水
は、雑排水の発生は無く、雨水は全面自然浸透とし、パネルの構造上から通風の妨
げになる建築物ではないことから、排水、通風も問題無いと考え、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ます。以上で説
明を終わります。
会

長

説明が終わりました。申請者の方に確認させていただきます。農地法第５条の番号
３７の申請人で譲渡人「○○○○」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ございませんか。

申 請 人

はい。

会

間違いないということですございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

石元 委員

会

長

申 請 人

会

長

５番石元です。事務局の説明どおり問題はないと思われますが、兵庫県の方が管理
はどういうふうにされますか。
○○さん、質問の意味はわかりましたか。

申請人の○○○○さんは住民票の住所は兵庫県ですが、今本人さんは単身赴任で高
知市内で住んでいますので管理につきましては本人にさせてもらいます。また本人が
対応できなければこちらで業者に対応してもらいます。
どうですか。

石元 委員

わかりました。管理してもらうようお願いします。

会

それから同意の条件がついておりましたが、守っていただけますか。

長
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申 請 人

はい。

会

長

はい、わかりました。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（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。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３７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。
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３８、３９、４０は譲受人が同じであるため一括議題といたします。事務局の説
明を求めます。

事務局次長

はい。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３８の申請人で
譲渡人「○○○○」さん、番号４０の譲渡人「○○○○」さん及び３８、３９、４
０の譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。番号３９の譲渡人「○○○○」
さんの代理人「○○○○」さん。

申 請 人
事務局次長

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３８ 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、「土佐市蓮池字青木ヶ鼻２９２７番」、登記地目及び現況地目は全て「田」、
面積は「５０９㎡」、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、「太陽光パネルを設置するため。」、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６ヶ月後まで」、資金計画は
「土地取得費○○○○円、施設整備費○○○○円、合計○○○○円で、自己資金○○○
○円、残りは全額金融機関からの借入金」。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」。
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、「申請地は、譲渡人が高齢と病気等で手入れがままなら
なくなったため、買い手を探していたところ、今回譲受人とマッチングした。譲受人
は、申請地の近隣地においても農地転用申請を提出しているが日照条件が良く、予算
面の条件も良く当計画を進めることとなった。今回の申請面積は、別紙土地利用計画
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図のとおり、太陽光パネル設置及び管理用通路スペースとするため申請地全体の面積
が必要となります。」となっています。次に９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、「申請地東側の市道から進入する。」。造成計画及び整
地計画は共に「なし。」。排水処理計画は、「雨水のみで、自然浸透とする。」。次
に、１０ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東は市道を挟んで水路、
西は水路を挟んで農地（番号３９の５条申請地）、南と北は農地となっております。
同意書につきましては、隣接する農地全てから同意をいただいておりますが、南側○○
○○の所有者から条件がありますので読み上げます。条件は「除草剤を使用しない
こと。土地の境界からできるだけ離してフェンス等を設置すること。」となっていま
す。もう一度９ページの土地利用計画図をご覧いただきたいのですが、ご覧の通り、
南側の○○○○番からパネル及びフェンスまでは１．８ｍ離れた場所に設置する計画
となっています。続いて、１１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３９ 申
請人は、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○」。譲受人は先ほど
と同じ方のため割愛します。申請地の所在、「土佐市蓮池字青木ヶ鼻２９３１番、同所
字同２９３２番」、登記地目及び現況地目は全て「田」、面積は「１，４５４㎡、６
７１㎡」で合計「２，１２５㎡」、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、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細、事業の操業期間
又は施設の利用期間、工事計画は番号３８と全て同じ内容です。資金計画は「土地取
得費○○○○円、施設整備費○○○○円で、合計○○○○円で、自己資金○○○○円、
残りは全額金融機関からの借入金。」。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」。
１２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、譲渡人が高齢と病気等で手入れがままな
らなくなったため、買い手を探していたところ、今回譲受人とマッチングした。譲受
人は、申請地の近隣地においても農地転用申請を提出しているが日照条件が良く、予
算面の条件も良く当計画を進めることとなった。今回の申請面積は、別紙土地利用計
画図のとおり、太陽光パネル設置及び管理用通路スペースとするため申請地全体の面
積が必要となります。」ということです。次に１４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、「北西側の道から進入する。」。造成計画及び整
地計画は共に「なし。」。排水処理計画は、「雨水のみで、自然浸透とする。」。次
に、１５ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「東は水路を挟んで農地（２
９２７番は番号３８、２９２９番は番号４０の５条申請地）、西は道路を挟んで宅
地及び雑種地、南は水路を挟んで農地、北は道路を挟んで宅地となっております。同
意書につきましては、申請地の南東側○○○○番と○○○○番を除いては同意をいた
だいておりますが、申請者から、○○○○番と○○○○番の所有者○○○○さんから同
意を得られなかった理由書が提出されておりますので読み上げます。「同意を得られ
なかった理由としては、○○○○氏が、昔、○○○○さんに田に水を引くための要請
をお願いしたところ、○○○○氏の希望どおりに答えて貰えなかったことから、当申
請には同意したくないとのこと。パネル設置については反対はないが、除草剤を使用
しないことと、作業の邪魔にならないよう、土地の境界からフェンス等を離して設置
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することを条件とされたい。」とのことで、この条件は、番号３８の案件で、○○○
○氏が隣地の同意書に付されている条件と一致しています。そのうえで、譲受人から
被害防除計画書が提出されておりますので読み上げます。
「今回の転用では、盛り土造成の計画は無く土砂等の流出はないものとする。」、
「申
請地に設置するのは太陽光パネルであり、汚水や生活排水等の排水はない。」、「雨
水については、コンクリート等での整地は行わず、敷地内に自然浸透させることとし、
隣地に流入しないように留意する。」、「土地境界から申請地の内側へ３ｍ引いたと
ころにフェンスを設け、農作業の邪魔にならないよう配慮する。」、「パネルは、日
陰や通風による影響が及ばないよう、境界から４ｍ以上離した位置に設置する。」、
「申請地内は、定期的に草刈りを行い、除草剤は使用しない。」、「万一、隣接農地
に被害等が生じた場合は、転用者の責任にて解決する。」となっています。なお、本
日皆様にお配りしています、別紙の日影図をご覧ください。
この日影図は冬至のもので、日陰が最長となる時期ですが、午前９時と午後３時の時
点における日陰では、隣接農地にはほとんど陰がかかっておりません。
また、日の出、日の入りを考えますと、午前８時と午後４時頃は、もう少し長い陰が
かかると考えられますが、それでも周辺農地に影響する時間は１時間弱と考えられま
す。続いて、１６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４０
申請人は、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○○○」。譲受人は
先ほどと同じ方のため割愛します。
申請地の所在、
「土佐市蓮池字青木ヶ鼻２９２９番」、
登記地目及び現況地目はともに「田」、面積は「４３９㎡」、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、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細、事業の操業期間
又は施設の利用期間、工事計画は番号３８、３９と全て同じ内容です。資金計画は「土
地取得費○○○○円、施設整備費○○○○円で、合計○○○○円で、自己資金○○○○
円、残りは全額金融機関からの借入金。」。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」。１７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、譲渡人が高齢で手入
れがままならなくなったため、買い手を探していたところ、今回譲受人とマッチング
した。譲受人は、申請地の近隣地においても農地転用申請を提出しているが日照条件
が良く、予算面の条件も良く当計画を進めることとなった。今回の申請面積は、別紙
土地利用計画図のとおり、太陽光パネル設置及び管理用通路スペースとするため申請
地全体の面積が必要となります。」ということです。次に１９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、「申請地東側の市道から進入する。」。
造成計画及び整地計画は共に「なし。」。排水処理計画は、「雨水のみで、自然浸透
とする。」。次に、２０ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東は市道
を挟んで水路、西は水路を挟んで農地（２９３１番は番号３９の５条申請地）、南は
農地、北は農地及び市道を挟んで水路となっております。同意書につきましては、申
請地に隣接する全ての農地から同意をいただいております。なお、北側の市道、水路
を挟んだ場所に農地がございますが、申請者から５ｍ以上離れていること、また申請
地の計画が道から１．８ｍ離してフェンス及び構造物を整備する計画でありますので、
構造物による日陰等の問題は無いものと考えますので、事務局からは同意の取得は求
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めておりません。場所につきましては、８ページ、１３ページ、１８ページにそれぞ
れ記載していますが、３件ともほぼ同じ場所にありまして、ファミリーマート蓮池店
の北西側約１００ｍから１５０ｍ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、３件とも申請地は、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。
農地法第５条第２項の一般基準につきましては、番号３８と番号４０について
は、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、
平面図等により来客用の「太陽光発電施設」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、周囲の農地からの同意が得られいることや、排水
は、雑排水の発生は無く、雨水は全面自然浸透とし、パネルの構造上から通風の妨
げになる建築物ではないことから、排水、通風も問題無いと考え、該当しない。以
上のことから申請書・添付書類を審査した結果すべての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。
また、番号３９につきましては、一部隣接農地の所有者から同意はいただいており
ませんが、先ほどご説明したとおり同意をいただけなかった理由および土地利用計画
図で、同意を得られていない農地からパネルやフェンスを離して設置することが分か
りますので、日陰影響は無いものと考えられます。排水、通風も先ほどの２件と同様
に問題無いと考えますので、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、該
当しないと判断しており、申請書・添付書類を審査した結果すべての項目に適合する
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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

説明が終わりました。申請者の方に確認させていただきます。農地法第５条の番
号３８の申請人で譲渡人「○○○○」さん、番号３９の譲渡人「○○○○」さんの代
理人「○○○○」さん。番号４０の譲渡人「○○○○」さん及び番号３８、３９、４
０の譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間
違いございませんか。

申 請 人

はい。

会

長

間違いないということでございますので、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。３８、３９、４０の説明がありました。事務局の説明どおり問題
はないと思われますが、３９については同意がもらえていない部分がございますが、
条件を見た場合、パネルを引いて除草剤を撒かないという条件がでておりますが、申
請人から守るとでておりますので、問題ないと思います。

会

長

委

員

会
す

長

それでは他の委員さんお願いします。
（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。整理番号が38、39、40について申請どおり許可相当と
ることにご異議ございませんか。

委

員

会

長

事務局次長

（異議なしという多数意見あり）
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４１を議題といたします。事務局の説明を求めます。
はい。出席者のご確認をさせていただきます。
第５条の番号４１の申請人で譲渡人「○○○○」さん、同じく譲受人「○○○○」さ
んの代理人の「○○○○」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。
２１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４１ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職
業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○○○」。
申請地の所在、「土佐市高岡町字加治給乙２１１５番４」、登記地目および現況地目
はともに「田」、面積は「１，７０６㎡」、利用状況は「田」。所有権以外の使用収
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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「集合住宅建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳
細は「市中心街の周辺地で高速道路の出入り口にも近く、市街化が急速に進む地域で
あり、集合住宅建築に最適と判断した。」ため、事業の操業期間又は施設の利用期間
は「許可日～永久年間」、工事計画は「許可日～平成３２年３月３１日」、資金計画は
「土地取得費○○○○円、土地造成費○○○○円、建築費○○○○円、その他諸経費○
○○○円、計○○○○円で、自己資金が○○○○円、残りは金融機関から借入」、過去
の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」。
２２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」。次に２４ペ
ージの土地利用計画図と合わせてご覧ください。申請地を必要とする理由(面積の必
要性)は「申請地は、高速道路の出入り口に近く、市道藤並町、林口清滝線や鳴川野
田2号線もあり将来は市街化が急速に進む地域と考えます。更に住宅事情や交通の利
便性等から判断して、
集合住宅建築に最適地と判断しました。
集合住宅２棟
（１６戸）
（２棟合計：建築面積４９０．４６㎡）、露天駐車場２８台分（３５０㎡）等を計画
しており、共稼ぎの若い夫婦が入居する場合、夫婦で１台ずつ車を所持していること
が多く、２８台分の駐車場は必要となります。」という事です。
進入路計画は「申請地西側市道から進入する」。造成計画は「申請地全体を現地盤
から０．３ｍ嵩上げする。」。整地計画は「建築物部分以外は、アスファルト舗装等
を行う。」。次に２５ページの排水処理計画図と合わせてご覧ください。排水計画は
「雨水は、申請地東側・西側とも敷地内の自由勾配側溝に集めた後、雨水管を経由さ
せ、申請地東側は、南東側の集水枡から土佐市管理の水路へ排水し、申請地西側は、
西側の市道側溝へ排水する。生活排水は、A棟（西）は、建物から生活排水管を経由
し、合併浄化槽（３０人槽）で浄化の後、西側の市道側溝へ排水する。：B棟（東）
は、建物から生活排水管を経由し、合併浄化槽（３０人槽）で浄化の後、南東側の土
佐市管理の水路へ排水する。」。次に、２６ページの周囲の状況図も合わせてご覧く
ださい。「東側は水路及び里道を挟んで農地、、西側は市道、南側は農地、北側は里
道を挟んで農地となっております。同意書につきましては、北と東側は全て同意があ
りますが、南の「○○○○」は同意をいただくことができなかったとのことで、その経
緯書が添付されておりましたので読み上げます。
（経緯書を読み上げた）
２３ページにお戻りください。場所につきましては、高岡町思地地区の北東側で土
佐ＩＣの北側約３６０ｍ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
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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「集合住宅建築」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、南側の農地からは同意書はいただいておりませんが、
南側の農地との土地の境界については、申請者が申されているとおり証拠となる書類
がございますので確定していると判断でき、提出されております土地利用計画の隣接
境界線は地積測量図の境界線と一致し、この境界線内に全ての施設が配置されてお
り、南側の農地に進入する計画にはなっていません。また、同意の無い農地乙○○
○○○○は、申請地の南側にあり、また、今回の集合住宅は、申請地の北側寄りに
計画されているため、日陰、通風による支障は無いものと判断します。排水につい
ては、申請地の東西にある水路へ排水する計画となっており、南側の農地への影響
は無いものと考えておりますので、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

長

説明が終わりました。申請者の方に確認させていただきます。申請人で譲渡人「○
○○○」さん、同じく譲受人「○○○○」さんの代理人の「○○○○」さん。先ほど
の事務局の説明に間違いございませんか。
はい。
間違いないということでございます。次長、地元委員さんの意見を聞く前に確認し
ておきたいのは、この南側の○○○○さんの土地の境ことで○○○○さんは納得しな
いんじゃないか。僕が言いたいのは南側の○○○○さんが納得してないとするやった
ら境が決まってないのにこれを審査していいかい？
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事務局次長

境は決まってます。法務局に登記がされてます地籍測量図があるんですが、この地
籍測量図は○○○○さんは文句はない。ただ、境界が決まった後に現地の境を変えら
れているとおしゃられてまして、そのことが納得がいかないということです。ただ地
籍測量図には座要点がありますので、座要点を起こしたら元の境界が再現できます。
なので復元しようとすれば、今の段階でもできます。実際に境界を変えられたとして
も、転用する場合は、今の地籍測量図に則った境界でないと転用行為が違反転用とな
ってしまいますが、土地利用計画図は、地籍測量図の境で作成されます。ただ、相談
なしに、現地の境を変えられたと○○○○さんは言ってる。

会

例えばこの図面のように直しますという申請者の○○○○さんの方が言わなかった
ら困らないですか。現状がなってないということやろ。だから現状を図面のようにし
ますという○○○○さんの方が○○○○さんの了解が得られないと困るんじゃないか。

長

事務局次長

そこのところの説明は、○○○○さんから○○○○さんにしていただく必要がある
と思います。

会

長

あの心配するのは、○○○○さん、○○の方、委員の方に確認をしますが、代理人
の申請は出てないですけれども、○○の方がおいでになっていますのでその方に答弁
をいただいても良いですか。

委

員

会

長

それでは○○○○さんの○○さんに確認をしますが、一応私が心配するのは図面は
真っ直ぐ線になってる。現場のところはそうでないというところで○○○○さんは異
議を言ってる、このままの状況で許可をすると揉めるもとになるのではないかと思う
のですが、その件はどうですか。

申 請 人

うちのほうもそこが斜めになっているので全くいじった覚えもないし、なぜこうい
うふうになったかもわかりませんけど、確かにそういうふうになっていますので、○
○○○さんの言うてることも分かります。そしたら前のような線に変えてもらって結
構です。

会

長

申 請 人
会

長

はい。

それで良いということ？
はい。
皆さん、お聞きのとおりですので、それでは○○○○さんとはそういうことで次長
そういうことで○○○○さんに了解が得れるよね。

事務局次長

はい。

会

それではこの件について地元委員さんのご意見をお願いします。

長
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石元 委員

５番石元です。先ほどから昨日一昨日から○○○○さんがきて土地の境界のことに
ついて土地家屋調査士の方がきて１回現地で計り直すと聞いています。自分としても
良いとか悪いとか言いかねます。それともう一つ、北の農道は現況は存在しないが、
これをはっきりしないといけないのではないか。

会

長

石元委員さん、境のことは○○○○さんは土地家屋調査士と立ち会いで話してから
ということですか。

石元 委員

来月の７日に家屋調査士がきて立ち会いのもと、一回境界の再確認をやりますとい
う話は聞いてます。できたらそれまで今日の結論は保留してもらいたいと聞いていま
す。

会

長

石元 委員
会

それではその○○○○さんの話では一緒に立ち会った後に結論を出してほしいとい
う望み？
境界については。

長

さっきの話では○○○○さんは○○○○さんに良いようにしていいですよという回
答をもらっているなら良いですよ。その件はそれで。

市原 委員

１７番市原です。ここに農道があるやったら今度調査士がきて計るといったら道と
して１メートルありゃ調査士がはかったら農道に残さないかん。いかなあ払い下げす
るか。それを農業委員会でやる必要ないが。境というものは。ここで判があるからい
いか悪いかをする。これがやねまだ図面が出来てないからあかんじゃなしに農道があ
るかないかは調査士がはかってここで市が入ってここですよというて残したらいいこ
とや。許可するせんは判断じゃないだろう。

会

長

市原 委員
会

長

申 請 人
会

長

この赤線については市と○○○○さんとの話やね。
○○○○さんとは関係ない

赤線についてはきちんとしてもらうということと、○○○○さんとの境については○
○○○さんは待って欲しいということやけど。○○○○さんは○○○○さんの言うとお
りしますということやったら別にかまん。○○○○さんこれ図面どおりするよというこ
とですよね。
はい。
状況としては○○○○さんの方が図面とおりで真っ直ぐやったら良いということな
のでたぶん問題はないと思うんですけど、本人が７日まで待ってというので、電話で
きるそうですので。それさえ納得していただえたら説明どおりやったら図面とおりや
ったら○○○○さんは良いですよと言ってもらえたので問題はないと思いますけど。た
だ、さっきの説明どおりですと、○○○○さんがそれで良いですよということでしたら
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問題はないと思うんですけど。実際は現場形が○○○○さんは違いますと言いたいよう
で。図面さえ図れば、そのとおり線を引けばできる話やと思う。
石元 委員

○○○○さんに確認したところ、測量をかっちりしてくれたらそれで良いということ

です。
会

長

隣地の○○○○さんについては図面のようにしてくれたら良いという話ですので。○
○○○さんそれはそれで良いですか。

申 請 人

はい。

会

長

他にご意見ございませんか。

委

員

会

長

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。どうもお待たせしました。それではそのようにお願
いします。
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３５を議題と致します。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい。それでは、２７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３５を説明します。
譲渡人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「○○○○」、職業「○○○○」。譲
受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○○○」、職業「○○○○兼農業」。申請
地の所在は「土佐市高岡町字居徳ヶ端乙１９１４番２、外４筆」、登記簿地目、現況
地目は、上から４筆は全て「田」、乙１９１６番２は「畑」、面積は５筆合計で「１，
１３２㎡」、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。
２８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１０，０２６㎡(田：６，２２４㎡、畑：
３，８０２㎡)」、所有地以外は「なし。」で合計「１０，０２６㎡」。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。２９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

（異議なしという多数意見あり）
異議がないようですのでお諮りをします。議案第１号 農地法第５条第１項の規定
による許可申請書審査の件、番号４１について申請どおり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）
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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４５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３０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 車で１０分」と記載されております。３０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
「自作地で水稲：６，２２４㎡、ミカン３，８０２㎡。」で、今回申請している農地
の耕作計画は田が「水稲」、畑が「柿」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。３１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）主たる職業は共にお二人とも「○○○○兼農業」、
（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１８０日・妻６０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積１０，０２６㎡、権利を取得
しようとする農地の面積は、１，１３２㎡で、合計１１，１５８㎡」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、３２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、３３ページに掲載していますが、高岡町東灘地区で高岡第二
小学校の東側約３００ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

石元 委員
会

地元委員さんのご意見をお願いします。
５番石元です。先ほどの事務局の説明がありましたとおり問題ないと思います。

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。
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まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「１０，０２６㎡」で一致し、申請地の面積が「１，１３２㎡」であ
るため、耕作に供すべき農地のすべては「１１，１５８㎡」。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、
「１
１，１５８㎡」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
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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

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）
異議なしでお諮りをします。議案第２号 番号３５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３６を議題といたします。事務局の説明を求めます。
はい。それでは、３４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３６を説明します。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「土佐市波介字中沢２０１
９番イ」外２筆、登記簿地目、現況地目は全て「田」、面積は３筆合計で「２，６
７３㎡」、対価・賃料等の額は「なし」、所有権以外の使用収益権が設定されてい
る場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転し
ようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期については「許可あり次第」、
権利を移転しようとする契約の種類は「譲渡（贈与）」。次に、３５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:１，８０５㎡(田)」、所有地以外は「借入地：２，２２７㎡
（田）」、合計「４，０３２㎡」。非耕作地は「なし」。農地法第３２条第１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。
３６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」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５年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在
１人、農作業歴:夫５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１０分」と記載されております。
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３７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「ブドウ（畑１，８０
５㎡）。」、借入地で「ネギ（畑２，２２７㎡）」を栽培されており、今回申請して
いる農地の耕作計画は「田（小夏）：２，６７３㎡」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。３８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
る職業は全員「農業」、（４）権利取得者との関係「本人・夫」、（５）その者の農
作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月
～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（本人２００日・
夫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４，０３２㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積２，６７３㎡、合計６，７０５㎡」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、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。
４０ページご覧ください。場所につきましては、波介地区でＪＡの波介集出荷場の
南側約２００ｍの所です。以上で説明を終わります。
会

長

野瀬 委員

会

地元委員さんのご意見をお願いします。
１６番野瀬です。この土地は現在小夏のハウスを栽培しています。譲渡人はお父
さんということで譲受人の○○○○さんは娘さんということで別に問題がないと
思いますのでよろしくお願いします。

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
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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「４，０３２㎡」で一致し、申請地の面積が「２，６７３㎡」である
ため、耕作に供すべき農地のすべては「６，７０５㎡」。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、
「６，
７０５㎡」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
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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

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第２号 番号３６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３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号３７を議題といたします。なお、○○○○委員は、本件の譲渡人となっておりま
すので、離席をお願いします。（○番○○○○委員離席）
それでは、事務局の説明を求めます。
はい。それでは、３４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３７を説明します。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「土佐市宮ノ内字鍛冶ノ窪
１７８番」外３筆、登記簿地目、現況地目は１８１番１は「畑」、その他は「田」、
面積は４筆合計「６５０㎡」、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「（亡）
森岡英二」。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、
４２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「自作地が３４，４７０㎡（田：１９，５１７㎡、畑：１４，９５３㎡）」、
所有地以外は「なし」、合計「３４，４７０㎡」。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
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。４３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「水揚げ機３台、動噴３台、トラクター３台、農用自動車５台、
生姜掘り機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４２年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)
は「現在３人、農作業歴:夫４９年、子２０年、子の妻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
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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の者 車で約１０分」と記
載されております。
４４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「自作地は、生姜が田で１９，
１２５㎡、畑で１２，８３９㎡、文旦が田で３９２㎡、畑で２，１１４㎡」。今回申
請している農地の耕作計画は「全て生姜（田：６００㎡、畑：５０㎡）」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。４５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、○○○○さん」、（２）年齢
は「○歳、○歳、○歳、○歳」、（３）主たる職業は全員「農業」、（４）権利取得
者との関係「本人、夫、子、子の妻」、（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月で（全員３２０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３４，４７０㎡、権利を取得
しようとする農地の面積６５０㎡、合計３５，１２０㎡」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、４６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。４７ページご覧ください。場所に
つきましては、
戸波宮ノ内地区で国道５６号線沿いのカロト青果さんの北側約３８０
ｍの所です。以上で説明を終わります。
会

長

地元委員さんのご意見をお願いします。

馬場 委員

２４番馬場です。先ほど事務局の説明があったとおりこの土地は利用状況調査で
放棄地になっておりまして困っていたところでございます。これで放棄地が解除さ
れるとなる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
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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「３４，４７０㎡」で一致し、申請地の面積が「６５０㎡」である
ため、耕作に供すべき農地のすべては「３５，１２０㎡」。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、
「３
５，１２０㎡」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。
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以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第２号 番号３７について承認することにご異
議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。○○○○さんお戻りください。（○番○○○○委員
復席）
続いて、議案第３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。事務局の説明を求めます。

事務局次長

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）

議案第３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についてご
説明します。今回は４８ページから６４ページに掛けて掲載しております。まず、平
成３１年１月１０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２件
の諮問があがっております。また、平成３０年１２月１９日付け３０高農公第４９４号
と平成３１年１月１０日付け３０高農公第５４６号で、公益財団法人高知県農業公社か
ら農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画書申出書が出されておりますので、順を
おってご説明します。
それでは４９ページご覧ください。整理番号３０－７８、『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「農用地区域外」で、場所は「家俊」、字・地番は「蟹穴１１３３番１」、現況
地目は全て「田」、面積は「２，１１１㎡」、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「○○の○○の○○○○。」、利用権の種類は「賃貸借」となっ
ております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作
業従事日数は「２５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「２，１１１
㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「９，０６１㎡」、借入地
「３，４０１㎡」で、経営面積は「１４，５７３㎡」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「２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。
５０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８０ｍ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します。
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矢野 委員

２番矢野です。先ほどの事務局の説明どおりでなんら問題がないと思います。生姜
を作っている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３０－７８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
『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「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

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 整理番号３０－７８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）
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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３０－７９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、それでは５１ページをご覧ください。整理番号３０－７９、『再認定』、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「浅井」、字・地番は「山下１７３１番」、地
目は「田」、面積は「９５５㎡」、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「○○○○」、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は「９５５㎡」、利用
権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「２，５５９㎡」、借入地「１８，８
４４㎡」で、経営面積は「２１，４０３㎡」となります。主たる作目は「青ネギ」、
世帯員は「男１人、女１人」で農業従事者は「２人」でうち１５歳以上６０歳未満の
ものは「２人」となっております。
５２ページをご覧ください。場所につきましては、戸波浅井地区で、ＪＡの戸波い
草集荷貯蔵所の南側約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

会

地元委員さんのご意見お願いします。
２４番馬場です。事務局の説明どおりでなんら問題がないと思います。よろしく
お願いします。

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３０－７８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
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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

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、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。５４ページをご覧ください。
平成３０年１２月１９日付け３０高農公第４９４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。
５４ページ、整理番号４９４、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５４４２番、同字５４５１番」、
登記・現況地目はともに「畑」、面積は合計「３，６９５㎡」、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２筆合計で「○○○○円」、借賃の支払い方法は「口座振込で第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」、当事者間の法律
関係は「賃貸借」となっております。
５５ページ、場所につきましては「新居上ノ村地区で光の村わかぎ寮の東側約４５０
ｍとなっております。以上で説明を終わります。

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）
異議なしでお諮りをします。議案第３号 整理番号３０－７９について承認するこ
とにご異議ございませんか。

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。なんら問題がないと思います。よろしくお願いします。

会

他の委員さんのご意見をお願いします。

長
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委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。
整理番頭４９４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

会

長

坂本 委員

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の整理番号５４６－
１、５４６－２、５４６－３、５４６－４、５４６－５は、土地が連続しており関連が
ありますので、一括してお諮りします。事務局の説明をお求めます。
それではご説明させていただきます。５６ページをご覧ください。
平成３１年１月１０日付け３０高農公第５４６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。
５７ページ、整理番号５４６－１、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」、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「学校裏１２１３番、吉田前５２１３
番」、登記・現況地目はともに「田」、面積は合計「１，３００㎡」。
５８ページ、整理番号５４６－２、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」、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「学校裏１２１４番」、登記・現況地
目はともに「田」、面積は合計「５３２㎡」。
５９ページ、整理番号５４６－３、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」、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「学校裏１２１６番、同１２１７番」、
登記・現況地目はともに「田」、面積は合計で「１，７４１㎡」。
６０ページ、整理番号５４６－４、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」、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「学校裏１２１８番、吉田前５２２
３番、同５２２４番」、登記・現況地目はともに「田」、面積は合計で「３，９９６㎡」。
６１ページ、整理番号５４６－５、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」、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「学校裏１２２０番１、同１２２０
－２番」、登記・現況地目はともに「田」、面積は合計で「１，０００㎡」。なお、５
件とも、利用権の種類は「使用貸借権」、始期は「平成○○年○月○○日」、終期は「平
成○○年○月○○日」、借賃総額(年額)は「０円」、当事者間の法律関係は「使用貸借」
となっております。
６２ページ、場所につきましては「新居小学校の北側約１７０ｍから２６０ｍ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します。
８番坂本です。県道から東の３筆くらいは放棄地になっておりましたので非常にいい
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ことだと思います。問題ないと思います。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

（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。

異議なしでお諮りします。整理番号５４６－１、５４６－２、５４６－３、５４６－
４、５４６－５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。

続きまして、議案第４号 農地移動適正化斡旋事業に関する件を議題といたしま
す。事務局の説明を求めます。
事務局次長

はい、それでは６３ページをご覧ください。議案第４号 農地移動適正化斡旋事
業に関する件についてご説明します。
申請者は、「○○○○」、「○○○○」さん、住所「○○○○」、土地の所在
は「本村字沖ノ前９７０番」、希望契約方法は、「賃借」で希望額は「反当○○
○○円」、地目は「田」、面積は「７６３㎡」となっております。斡旋申し出理
由は「貸借希望で耕作していただく方を探して欲しい。」とのことです。
場所につきましては、戸波下本村地区で県道家俊岩戸真幸線の戸波川橋の東側約
７０ｍの場所です。以上で説明を終わります

会

長

説明が終わりました。斡旋することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

ご異議ございませんので、斡旋することで決定になりました。
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

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。
ページは６５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。
まず、６６ページから７６ページに掛けては、平成３０年１２月２０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、議案書に記載のとおりですが、概ねの場所は立石地区の新居コミュニテ
ィセンターから南側の住宅密集地からＪＡの新居支所の周辺の住宅密集地の範囲と
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６０筆、合計６，７７１．９１㎡、農地以外の地目から新たに農地と認定された
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ものが１筆、合計２０．７９㎡、登記地目が農地でその中に非農地であり、そのうち
農地のみを分筆や合筆して整理するものが６筆、
合計１，
５７１㎡となっております。
続いて、７９ページ以降は、平成３１年１月１６日付けで、市用地課から宇佐地区
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、議案書に記載のとおりですが、概ねの場所は宇佐の旭町にあります忠霊
塔の南側から県道土佐いの線東側で宇佐観光ハイヤーの事務所があるあたりの範囲
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１８筆、合計２，３９２．１３㎡、農地以外の地目から新たに農地と認定され
たものが２筆、４２．４９㎡となっております。
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。
会

長

はい、何か質問はありませんか。

委

員

なし。

会

長

以上で、本日の議案はすべて終了致しましたので、本会を閉会します。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

２１ 番

２２ 番
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