平成３０年度
１２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１２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１２月２５日（火） 午後２時００分開会
防災センター１階 会議室

氏

番号

名

氏

番号

1

池田 修

7

2

矢野 進一

8

3

岡林 弘

4

名

氏

番号

名

氏

番号

13

尾﨑 哲人

19

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

9

森岡 正典

15

野瀬 喜代

10

久保 恵敬

16

5

石元 博昭

11

17

6

玉木 正人

12

18

名

野村 学

21

野中 文代

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

市原 正一

23

横山 秀臣

24

馬場 善弘

②欠席
番号

氏

名

番号

氏

名

７

小松 弘知

15

山本 倫弘

11

門田ゆかり

18

森岡 大信

12

森田 昭司

20

西原 博明

番号

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号

氏

名

局長 石元 一成
次長 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
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１件
７件
７件
６件
11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１２月定例
会を開催いたします。現在の出席委員数１８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１９番野村学委員、２１番野中委員、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４条第１項の規定による許可申請書審査の件 １件、
議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 ７件、
議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件 ７件、
議案第４号 非農地証明願承認の件 ６件、
議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 ７件と記載
しておりましたが、１１件の誤りです。大変申し訳けございませんが訂正をお願い
します。
以上となります。

会

長

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。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは４条申請人の○○○○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。

会

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３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

申請代理人
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４条の番号３の申請人
「○○○○」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。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書審査の件 番号３ 申
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請人、「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○○○」。申請地の所在、「土
佐市浅井字烏帽子１７９３番１」、「同所字同１８０８番」、登記地目、現況地目は
共に「田」、面積は「４２２㎡」、「４８９㎡」で合計「９１１㎡」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」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「耕作放棄地であり、太陽光発電を行う適地であるため。」、事業の操業
期間又は施設の利用期間は「許可日から２０年間」、工事計画は「許可日～６ヶ月」、
資金計画は「施設設置費○○○○円、四国電力工事費負担金○○○○円、合計○○○
○円で、自己資金○○○○円、金融機関借入金○○○○円」、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「申請地は進入路が狭く面積に見合った農業には作業効率
が悪く、平日は勤労しているため耕作する時間が乏しく除草等の管理を行うのみとな
っているが、家族の高齢化等を考えると今後の維持管理も困難と考え、申請地が、太
陽光発電に適地であるため選定した。面積は、土地利用計画図のとおり、太陽光発電
を行う上で必要です。」という事です。
次に４ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「北東側の
農道から進入する。」。造成計画は「なし。」、整地計画は「排水計画通りに水が流
れるよう、重機で整地する。」。排水処理計画は、「雨水の排水は、自然浸透および
申請地南側の既設排水路へ排水する。基本的に、現状と同じように排水する。」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。「水路を挟んで農地、西と南は農地、北は農道を挟んで農地」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。３ページにお戻りください。場
所は、戸波地区となっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農
用地ではなく、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４条第６項の一般基準について、各項目ごとにご説明させていた
だきます。まず、第３号の許可基準『申請人に資力及び信用があると認められない
場合には、許可することができない。』については、申請書、事業計画書、これま
でに違反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当
しない。次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない
場合には、許可することができない。』については、農地基本台帳は申請人が耕作
者となっており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利
をもつ者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する
見込みがない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計
画に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考
え、該当しない。次に『申請地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利
用できる見込みがない場合には、許可することができない。』については、同意書、
事業計画書、土地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地がな
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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」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、周囲の農地から全て同意が得られており、また排水、通
風に問題は無いと考えられるため、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「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

申請代理人
会

長

馬場 委員

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。
申請人「○○○○」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。
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。
２４番馬場です。
事務局の説明がありましたとおり申請地は進入路が狭く耕作に不適
合なところであると思います。以上周辺の同意ももらっていますので問題はないと思い
ますのでよろしくお願いしたいと思います。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。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３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

（異議なしという意見多数あり）

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５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号３０と３１は申請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。
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事務局次長

申請代理人
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３０と３１の申
請人で譲渡人「○○○○」さん及び譲受人の「○○○○」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。
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３０ 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、「土佐市宇佐町宇佐字地蔵屋式１２７４番、同所字同１２７７番１、同
所字同１２７８番２、同所字同１２７８番イ」、登記地目及び現況地目は全て「畑」、
面積は「６３４㎡、３１８㎡、１９１㎡、２０８㎡」で合計「１，３５１㎡」、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、「申請地に売電用太陽光発電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日まで」、資金計画は「土地取得費○○○○円、太陽光パネル設置費○○
○○円、その他費用○○○○円で、合計○○○○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」。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、現在耕作者がいないため耕作放棄地となっており、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（1.65m
×0.992m×0.04m）320枚（計523㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（0.51m×0.448m×0.177m）8
台（計0.7㎡）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
㎡）を考えると､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、「北側道路から進
入する。」。造成計画は「なし」。整地計画は「整地のみとし、フェンスの内側には
防草シートを張る。」。排水処理計画につきましては、「雨水のみで、土地の形質等
は現状と変わらないため自然浸透。」。次に、１０ページの周囲の状況図と合わせて
ご覧ください。「東は宅地及び農地、西は里道（赤線）を挟んで譲渡人所有の農地（別
件５条申請地）、南は市道を挟んで宅地及び雑種地、北は道を挟んで萩谷川となって
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。
続いて、１１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３１
申請人は、譲渡人、譲受人とも同じのため割愛します。申請地の所在、「土佐市宇佐
町宇佐字地蔵屋式１２７５番１、同所字同１２７６番１」、登記地目及び現況地目は全
て「畑」、面積は「１６５㎡、１０２㎡」で合計「２６７㎡」、利用状況は「休耕」、
所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作
者名は、「○○○○」さん、農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、
農地区分につきましては、「第２種農地」と判断しております。
転用の目的、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
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又は施設の利用期間、工事計画は番号３０と全て同じ内容です。資金計画は「土地取
得費○○○○円、太陽光パネル設置費○○○○円、その他費用○○○○円で、合計○
○○○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」。１２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」
となっていまして後ほどご説明します。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は、
「申請地は、現在耕作者がいないため耕作放棄地となっており、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（1.65m×0.
992m×0.04m）204枚（計334㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（0.45m×0.484m×0.232m）6台（計
0.6㎡）の設置及びパネル同士の間隔を考えると､申請地全体の面積が必要となりま
す。」ということで、参考としまして、登記台帳上の面積は一体利用地を含めて合計
３０４．３５㎡でありますが、実測面積の合計は、６２６．３６㎡となっています。
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、「西側市
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、フェンスの
内側には防草シートを張る。」。排水処理計画につきましては、「雨水のみで、土地
の形質等は現状と変わらないため自然浸透。」。次に、１５ページの周囲の状況図と
合わせてご覧ください。「東は里道（赤線）を挟んで譲渡人所有の農地（別件５条申
請地）、西は宅地および市道を挟んで○○○○敷地、南は市道を挟んで宅地及び雑種
地、北は道を挟んで萩谷川となっております。同意書につきましては、申請人以外の
隣接農地がないため必要がないと判断しています。一体利用地としましては、申請地
の北西側にあります１２７５－２で現在は譲渡人所有の宅地であり、この土地を含め
た利用計画となります。場所につきましては、番号３０、３１ともに宇佐地区となっ
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、申請地は番号３０と番号３１とも
に、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３０と番号３１ともに、
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
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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。なおこの２件につきましては、担当する宇佐の２名の委員さんが本
日欠席されておりますのが、２名の方から事務局に連絡いただいており、２件と
も特に問題はないと考えているので、よろしくお願いしますと電話が入っており
ます。以上で報告を終わります。
会

長

申請代理人

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。
番号３０と３１の申請人で譲渡人「○○○○」さん及び譲受人の「○○○○」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。

会

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聞き
しましたので、他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申請代理人

異議なしでお諮りをします。議案第２号農地法第５第１項の規定による許可申請書
審査の件、番号３０と３１について許可相当とすることにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり）
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５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号３２を議題といたします。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３２の申請人で
譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○」さ
ん。
はい。
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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。
１６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３２ 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、
「土佐市高岡町字尾目地乙１２５２番１」、登記地目、現況地目は「田」、
面積は「５５６㎡」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、「申請地に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○○○○円で、合計○○○○円で、
自己資金○○○○円、残りは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」。
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、譲渡人が親から相続したが、農業をし
ておらず休耕地となっている。子供も農業をする見込みはなく、買い手を探していた
ところ、譲受人が再生エネルギーである太陽光発電に関心があり、その希望とマッチ
ングしたため、当該申請地で太陽光発電として利用を計画した。申請地内に太陽光発
電パネルを3列（ﾓｼﾞｭｰﾙ100枚：面積168.2㎡）、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時の車両１台の進入、駐車ｽﾍﾟ
ｰｽ、通路、資材および刈草の仮置場として申請地全体の面積が必要となる。」。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、「申請地北側
の県河川管理道から進入する。」。造成計画、整地計画は共に「なし。」。次に２１
ページの土地利用計画図とあわせてご覧ください。排水処理計画につきましては、
「雨
水のみで、自然浸透とする。」。次に、２１ページの周囲の状況図と合わせてご覧く
ださい。
「東、西、南は全て農地、北は河川管理道を挟んで火渡川となっております。
同意書につきましては、議案書に記載はございませんが、先週の金曜日に隣地の全員
からいただいた同意書の提出がございましたので、ご報告いたします。
１８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。
農地法第５条第２項の一般基準につきましては、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
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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。以上で説明を終わ
ります。
会

長

申 請 者
会

長

石元 委員

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。
申請人で譲渡人「○○○○」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。
はい。
間違いないということですのでこの件について地元委員さんのご意見をお願いし
ます。
５番石元です。事務局の説明がありましたとおり周囲の申請地は進入路が狭く耕作に
不適合なところであると思います。以上周辺の同意ももらっていますので問題はないと
思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

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項の規定による許可申請
書審査の件 番号３２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

（異議なしという意見多数あり）

（異議なしという意見多数あり）
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会

長

異議なし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３３と３４は申請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３３の申請人の
譲渡人及び番号３４の貸人の「○○○○」さん、同じく番号３３の譲受人及び番号
３４の借人の「○○○○」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。
２３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３３ 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、
「土佐市用石字七反畑４８９番４」、
「土佐市中島字用石井替５０１番６」、
登記地目、現況地目は共に「田」、面積は「１２１㎡」、「１７６㎡」で合計「２９
７㎡」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１種」と判断しておりま
す。
転用の目的は「自己住宅建築」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は「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～平成３１年１２月３１日」、資金計画は「土
地取得費○○○○円、土地造成費○○○○円、建築費○○○○円、合計○○○○円で、
自己資金○○○○円、残りは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」。
２３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、
この後の番号３４の案件の土地であります。申請地を必要とする理由(面積の必要性)
は「現在、妻、息子家族と６人で生活をしているが、現在の住居では手狭となってい
るため、息子家族が転居する計画を立てていたところ、申請地は、現在居住している
住宅の近くにあり、住居および教育環境に適しているため選定した。面積については、
家族が生活するうえで必要な建築面積と駐車場を確保するためです。」という事です。
次に２５ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「東側市
道から進入する。」。造成計画は「大雨時に対処するため、現在地より３０ｃｍ嵩上
げして造成する。」、整地計画は「造成後、砕石を敷き整地する。」。次に２６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、「家庭排水は、合併浄化
槽を設置し、申請地南西側に新設する排水路へ排水する。 雨水は、西から東へ勾配
を設け、申請地東側の既設水路へ排水する。」となっています。被害防除計画につき
ましては、２７ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東は市道を挟んで
宅地、西は譲渡人が所有する農地、南は農地、北は宅地」となっており、同意書につ
きましては、南の○○○○から提出いただいています。続いて、２８ページをご覧く
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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３４
申請人は、貸人「○○○○」さん、借人「○○○○」さんで住所は同じのため割愛し
ます。申請地の所在、「土佐市中島字用石井替５０１番８」、登記地目及び現況地目
は全て「田」、面積は「４５㎡」、利用状況、所有権以外の使用収益権が設定されて
いる場合の欄、農地基本台帳の耕作者名、農振法の農用地区域、農地区分につきまし
ては、番号３３と同じです。
転用の目的は、「排水路を整備するため」、権利を設定し、又は移転をしようと
する理由の詳細は、「住宅からの家庭排水及び農地の排水を行うため排水路が必要な
ため」、事業の操業期間又は施設の利用期間、工事計画は番号３３と同じ内容です。
権利を設定・移転しようとする契約の内容は、「使用貸借権の設定」で時期は「許可
有り次第」、権利存続期間は「永久年間」、資金計画は「排水路整備費○○○○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」。
２９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」となっていまし
て番号３３の申請地です。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は、「借り人は、
現在、妻、息子家族と６人で生活をしているが、現在の住居では手狭となっているた
め、息子家族が転居する計画を立てていたところ、申請地は、現在居住している住宅
の近くにあり、住居および教育環境に適しているため選定した。また、貸し人は、借
り人が住宅を建てることにより、農地の排水路の整備が必要となった。面積について
は、排水路（水路幅600mm（壁150mm×2、水路部分300mm））を設置するため必要です。」
となっています。次に３１ページの排水計画図とあわせてご覧ください。進入路計画、
造成計画及び整地計画は「なし。」。排水処理計画につきましては、「借人が建築を
予定している住宅の家庭排水の排水及び貸人所有の農地からの排水を申請地西側の
既設排水路へ排水する。」。次に、３２ページの周囲の状況図と合わせてご覧くださ
い。「東は貸人所有の農地、西は水路を挟んで里道、南は農地、北は貸人所有の農地
及び宅地となっており、ます。同意書につきましては、南の○○○○から提出いただ
いています。２４ページにお戻りください。場所につきましては、番号３３、３４と
もに高石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、申請地は番号３３、３４ともに、
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、
集落に接続する場所の転用であることから、農地法施行令第１１条第１項第２号のイ、
及び農地法施行規則第３３条第４号の「不許可の例外」事項、「住宅、その他申請に係
る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接
続して設置されるもの」にあたると判断し、許可相当地と考えています。
農地法第５条第２項の一般基準につきましては、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
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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「自己住宅建築」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、周囲の農地からの同意が得られいること
や、排水計画から、雨水、家庭排水共に問題は無いものと考え、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。以上で説明を終わります。
会

長

それでは申請人の方に確認をさせていただきます。番号３３の申請人の譲渡人及
び番号３４の貸人の「○○○○」さん、同じく番号３３の譲受人及び番号３４の借人
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。

申 請 人

はい。

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をお願いします。

長

森岡 委員

９番森岡です。先ほどの事務局の説明どおりでございます。また隣地の同意も得ら
れているようです。どうか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

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 番号３３と
３４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。

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。
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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３５を議題といたします。なお、１３番尾﨑委員は、本件の代理人となってお
りますので、議席から一時ご退席ください。（１３番尾﨑委員退席）
それでは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３５の申請人
で譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さ
ん。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。
３３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３５ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、
職業「○○○○」。同じく譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○
○○○」。譲受人「○○○○」さん、所在地「○○○○」、職業「○○○○」。申
請地の所在、「土佐市蓮池字和田８９７番１、同所字同８９７番２、同所字同８９７
番５、同所字同８９８番１」、登記地目は８９７番２は「畑」、残りは「田」、現況
地目は全て「田」、面積は２６４㎡、２６９㎡、４３㎡、１，０５９㎡」で合計「１，
６３５㎡」、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、８９７番１、８９７番２、８９７番
５は「○○○○」さん、８９８番１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「資材置き場及び建設機械置き場」、権利を設定し、又は移転をし
ようとする理由の詳細は、「現在、資材置場として借りている土地を返却しなけれ
ばならず代替地確保が必要なため。」、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５月３１日まで」、資金計
画は「土地取得費○○○○円、造成費○○○○円、その他○○○○円の合計○○○
○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」。３４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、資材置場として借りている土
地を返却しなければならず代替地確保が必要なため。」。次に３６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、「県道家俊岩戸真幸線から申請
地東側の「８９８－４（別途5条申請地）」をとおり進入する。」。造成計画は、「現
在の地盤から４０ｃｍ盛土する。」。整地計画は「砕石敷きとする。」。排水処理
計画につきましては、「雨水のみで、自然浸透及び申請地東側水路へ排水する。」。
次に、３７ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東は水路を挟んで譲
渡人所有の農地（別途5条申請地）、西は水路及び市道を挟んで農地並びに墓地、南
は農地、北は水路及び市道を挟んで宅地並びに雑種地となっております。同意書に
つきましては、提出はございませんが、西側につきましては、隣接農地は市道（２
～２．５ｍ）が間にあることや、市道から西側は今回の申請地から１ｍ以上高い場
所にあり、また、建物等の構造物は無いことから営農への支障は無いと思われます
ので事務局からは同意の提出は求めておりません。また、南西側の○○○○番の○
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○○○氏所有の農地については、公図上は３７ページに記載のとおり北東側から南
西側に向けての境界となっておりますが、実情は、個人間で交換を行っておられま
して、この筆の中央部に側溝の線を記載しておりますが、この線から申請地側（北
東側）が○○○○さん、南西側が○○○○さんの利用される土地の形状に交換され
ておられるようでございまして、現地もそのようになっておりました。 このこと
から、○○○○番につきましても事務局からは同意の提出は求めておりません。３
５ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池地区となっております。
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。
農地法第５条第２項の一般基準につきましては、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「資材置き場及び建設
機械置き場」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おりませんが、先ほどのご説明とおりであり、日陰、
通風、排水により周辺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

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。
申請人で譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○」さんの代理人「○
○○○」さん。譲受人の「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。先ほどの
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事務局の説明に間違いありませんか。
申 請 者
会

長

矢野泰幸委員

はい。
間違いないということですのでこの件について地元委員さんのご意見をお願いし
ます。
２２番矢野です。事務局の説明がありまし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。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり）

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項の規定による許可
申請号３５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

（異議なしという意見多数あり）

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５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。なお、本件につきましても、１３番尾﨑委員は、本
件の代理人となっておりますので、引き続きご退席ください。それでは、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３６の申請人
で譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、同じく譲受人の「○○○○」
さんの代理人「○○○○」さん。

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。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
３８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３６ 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、「土佐市蓮池字和田８９８番４、同所字同８９８番６」、登記
地目、現況地目は全て「田」、面積は１，８８４㎡、１００㎡」で合計「１，９８
４㎡」、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「資材置き場及び建設機械置き場」、権利を設定し、又は移転をし
ようとする理由の詳細は、「現在、資材置場として借りている土地を返却しなけれ
ばならず代替地確保が必要なため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許
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可日から永久年間」、工事計画は「許可日から平成３１年５月３１日まで」、資金計
画は「土地取得費○○○○円、造成費○○○○円、その他○○○○円の合計○○○
○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」。３９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、資材置場として借りている土
地を返却しなければならず代替地確保が必要なため。」。次に４１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、「申請地東側の県道家俊岩戸
真幸線から進入する。」。造成計画は、「現在の地盤から４０ｃｍ盛土する。」。
整地計画は「砕石敷きとする。」。排水処理計画につきましては、「雨水のみで、
自然浸透及び申請地西側水路へ排水する。」。
次に、４２ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東は県道、水路を
挟んで譲渡人所有の農地（別途5条申請地）、南は現況道路及び宅地、北は水路及び
市道を挟んで宅地並びに雑種地となっております。同意書につきましては、申請人
以外の農地と隣接していないため提出はありません。４０ページにお戻りください。
場所につきましては、蓮池地区となっております。
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。
農地法第５条第２項の一般基準につきましては、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「資材置き場及び建設
機械置き場」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、
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周囲の農地は譲渡人の農地以外に無いことから、周辺農地への影響は無いものと考
えておりますので、該当しない。よって、農地法第５条第２項の一般基準につきま
しては、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、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

申 請 者
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。
申請人で譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」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。

矢野泰幸委員

２２番矢野です。事務局の説明がありまし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。

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。
（異議なしという意見多数あり）
異議なしで決定になりました。尾﨑委員さんは議席にお戻りください。
（１３番尾﨑委員復席）
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２８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、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２８を説明します。議案書Ｎｏ２の１枚目４３ページをご覧ください。
番号２８。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「土佐市波介字明神ノ下９９２番、同所字同９９３番」、登記簿地
目、現況地目全て「畑」、面積は「合計で１７７㎡」、対価・賃料等の額は「なし」、
所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕
作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受け
ようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類
は「贈与」となっています。
４４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、１３，７８９㎡(田：１２，
６４０㎡、畑：１，１４９㎡)」、所有地以外は「借入地、２，１６３㎡(田)」、
合計「１５，９５２㎡」。非耕作地は４５ページの下欄に記載しておりますが、２
筆ともに農業用倉庫で『200㎡未満の農業用施設』に該当するものとなっておりま
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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。
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１台、稲刈り機１台、乾燥機１台、動噴１台、
貨物トラック２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４８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:長女２２年、長男１８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 ３ｋｍ、車で５分」と記載
されております。４６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：１２，６４０
㎡、野菜７６㎡、果樹１，０７３㎡。」、「借入地では全て水稲（２，１６３㎡）」
で、今回申請している農地の耕作計画は全て「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。４７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、○○○○さん」、（２）年齢は「○
歳、○歳・○歳」、（３）主たる職業は共に「農業、○○○○兼農業（子二人）」、
（４）権利取得者との関係「本人・長女・長男」、（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・長女・長
男とも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１５，９５２㎡、権利を
取得しようとする農地の面積は、１７７㎡となり、合計１６，１２９㎡」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、４８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、４９ページに掲載していますが、波介地区となっておりま
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。

玉木 委員

６番玉木です。事務局の説明どおりなんの問題もないと思います。よろしくお願
いします。

会

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。

長

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「１５，９５２㎡」で一致し、申請地の面積が「１７７㎡」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては「１６，１２９㎡」。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５
１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、「１６，１２９㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、
該当しないと考えます。
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農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可する
ことができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項
証明書及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もな
いことから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は
質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみ
て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率
かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可
することができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事
項、現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の
確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれに
も該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり）

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２９を議題といたします。なお、本件は、５番石元委員の○○○の案件となり
ますため、石元委員は本件についてはご退席ください。（５番石元委員退席）
それでは、事務局の説明を求めます。

事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという意見多数あり）
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項の規定による許
可申請書審査の件 番号２８について許可することにご異議ございませんか。

はい。５０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２９。
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「土佐市高岡町字茶園丁８６４番」、登記簿地目、現況地目は「畑」、面
積は「２３１㎡」、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、５１
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
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は、所有地は「自作地:１８，５８５㎡(内:田１２，２０１㎡、畑６，３８４㎡)」、
所有地以外は「借入地：３，２８０㎡」、合計「２１，８６５㎡」。非耕作地は、
下欄に記載しておりますが、２筆ともに農業用倉庫で『200㎡未満の農業用施設』
に該当するものとなっております。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。
５２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、田植機１台、コンバイン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３２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:妻２５年、父６０年、母５０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１分」と
記載されております。
５３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「水稲（田１２，２
０１㎡）、すもも（畑２，４００㎡）、みかん（畑３，３５０㎡）、ぶどう（畑６
３４㎡）。」、借入地で「水稲（田３，２８０㎡）」を栽培されており、今回申請
している農地の耕作計画は「畑（柿）：２３１㎡」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。５４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・妻・父・母」、（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３２０日・妻３００日・父
２５０日・母２００日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事
業に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積２１，８６５㎡、権利を
取得しようとする農地の面積２３１㎡、合計２２，０９６㎡」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、５５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
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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。
５６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

事務局次長

事務局の説明が終わりました。本件につきましては、担当地区の委員に関する案
件で担当委員がいないため、一番近くの私から意見いたしますが、本件は、事務局
の説明どおり問題ないと思います。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、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「２１，８６５㎡」で一致し、申請地の面積が「２３１㎡」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては「２２，０９６㎡」。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５
１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
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計は、「２２，０９６㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、
該当しないと考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可する
ことができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項
証明書及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もな
いことから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は
質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみ
て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率
かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可
することができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事
項、現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の
確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれに
も該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

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項の規定による許
可申請書審査の件 番号２９について許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

異議なしで決定になりました。石元委員さん、席にお戻りください。
（５番石元委員復席）
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３０を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。５７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３０。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○○○」、職業「○○○○」。譲
受人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「○○○○」、職業「○○○○兼農業」。
申請地の所在は「土佐市市野々字大川内１６８６番１」、登記簿地目、現況地目は
「畑」、面積は「３０５㎡」、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、５８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
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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「４，３３３㎡（田：２，０２４㎡、畑：２，３０９㎡）」、貸付
地「１，１４９㎡（田）」所有地以外は「借入地:６４(田)」、合計「４，３９７
㎡」。非耕作地は、下欄に記載しておりますが、市野々字林ノ前４５番は農業用倉
庫で『200㎡未満の農業用施設』に該当するもの、残り２筆は、このあとの４号議
案番号４５で審議する案件です。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。
５９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「耕耘機１台、軽四バン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３０年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は
「現在２人、農作業歴:妻３５年、母５０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の者 自宅と隣接」と記載されておりま
す。６０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、田は生姜と野菜
が２，０２４㎡、畑は、金柑と野菜が２，３０９㎡」、「借入地は、畑でソバ（６
４㎡）」。今回申請している農地の耕作計画は「畑（ネギ）：３０５㎡」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。６１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「○○○○兼農業・農業・農業」、（４）
権利取得者との関係「本人、妻、母」、（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（本人１６０日、妻１８０日、母
は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４，３９７㎡、権利を
取得しようとする農地の面積３０５㎡、合計４，７０２㎡」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、６２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
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条第３項第３号関係】は記載されておりません。６３ページご覧ください。場所に
つきましては、戸波地区です。以上で説明を終わります。
会

長

事務局次長

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。
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「４，３９７㎡」で一致し、申請地の面積が「３０５㎡」で
あるため、耕作に供すべき農地のすべては「４，７０２㎡」。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、「４，７０２㎡」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
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ことができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項
証明書及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もな
いことから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は
質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみ
て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率
かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可
することができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事
項、現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の
確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれに
も該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

矢野進一委員

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。
２番矢野です。事務局の説明どおりなんの問題もないと思います。よろしくお願
いします。

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

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項の規定による許
可申請書審査の件 番号３０について許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

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。
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３１を議題といたします。事務局の説明を求めます。
はい。６４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３１。譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○
○○」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「○○○
○」、職業「農業兼○○○○」。申請地の所在は「土佐市高岡町字宮田乙１８６１番
１、同乙１８６１番４」、登記簿地目、現況地目は「田」、面積は「合計で１，０７
８㎡」、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、６５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、
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所有地は「１０，２６２㎡（田）」、所有地以外は「借入地。１，２４９㎡（田）」、
合計「１１，５１１㎡」。非耕作地は、「なし」、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。
６６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２台、コンバイン１台、田植機１
台、乾燥機５台、籾摺り機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３０年」
②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は
「現
在０人」、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の者 約１ｋｍ、約５分」と記載されております。
６７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、田で水稲を１０，２
６２㎡、借入地は､田で水稲を１，２４９㎡」。今回申請している農地の耕作計画は
「田で野菜１，０７８㎡」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。
６８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」、（２）年齢は「○歳」、（３）主たる職業は「農業兼○○○
○」、（４）権利取得者との関係「本人」、（５）その者の農作業への従事状況は、
①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月～１２月」、②その者
が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月で、本人は２００日」。
【農地法第３条第２項第５号関係】
５－１権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業に
供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積１１，５１１㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積１，０７８㎡、合計１２，５８９㎡」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、６２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。
７０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。事務局の説明どおりなんの問題もないと思います。よろしくお願い
します。

会

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求めます。

長

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「１１，５１１㎡」で一致し、申請地の面積が「１，０７８
㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「１２，５８９㎡」。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、「１２，５８９㎡」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

- 29 -

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

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

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項の規定による許
可申請書審査の件 番号３１について許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

異議なし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３２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。７１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３２。
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「土佐市高岡町字柴田丁１１５６番３」、登記簿地目、現況地目は「畑」、面積
は「４３５㎡」、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」。次に、７２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
有地は自作地のみで「６，６２８㎡（田：４，６７０㎡、畑：１，９５８㎡）」、所
有地以外は「なし。」、合計「６，６２８㎡」。非耕作地は、ページの下欄のとおり
で、３筆とも全てこのあとの４号議案番号４６で審議する案件です。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

（異議なしという意見多数あり）
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ます。
７３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「田植機１台、草刈り機１台、トラクター１台、軽四自動車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４０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の者 １０ｍ、徒歩１分」と記載されております。
７４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、水稲が４，６７０㎡、
柑橘が１，８９２㎡、野菜６６㎡。」。今回申請している農地の耕作計画は「野菜：
４３５㎡」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。７５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「○○○○」、（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月で本人、妻とも
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６，６２８㎡、権利を取得しよ
うとする農地の面積４３５㎡、合計７，０６３㎡」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、
７６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。７７ページご覧ください高岡地区です。以上で
説明を終わります。
会

長

石元 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。
５番石元です。事務局の説明どおりなんの問題もないと思います。よろしくお願い
します。
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会

長

事務局次長

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求めます。
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、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「６，６２８㎡」で一致し、申請地の面積が「４３５㎡」で
あるため、耕作に供すべき農地のすべては「７，０６３㎡」。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、「７，０６３㎡」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。
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農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、
農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ
総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可する
ことができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、
現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保
に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれに
も該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

会

長

異議なしでお諮りをします。、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３２について許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

異議なし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３３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

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという意見多数あり）

はい。７８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３３。
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「土佐市高岡町字茶園丁８６５番 他７筆」、登記簿地目は「丁８７６番１と丁
８７６番２」は「田」、残りは「畑」、現況地目全て「畑」、面積は「合計で３，６
１７㎡」、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」。次に、７９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「０㎡」、所有地以外は「借入地が１，８５９㎡」、合計「１，８５９㎡」。
非耕作地は、「なし。」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。
８０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」、
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（２）大農機具は「軽四トラック１台」を所有、「トラクター１台、耕耘機１台」は
リース。
（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１年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在０人」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「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の者６ｋｍ、車で約３０分」と記載されております。
８１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「借入地のみで、野菜を１，８５
９㎡」。今回申請している農地の耕作計画は「田、畑とも全てアボカド」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。８２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」、（２）年齢は「○歳」、（３）主たる職業は「農業」、（４）
権利取得者との関係「本人」、（５）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕
作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月～１２月」、②その者が農作業に常
時従事する期間も「１月～１２月で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１，８５９㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積３，６１７㎡ですが、同一生計の農家であるため合計は５，４
７６㎡」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、８３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。８４ページご覧ください。高岡地区です。以
上で説明を終わります。
会

長

石元 委員
会

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。
５番石元です。
事務局の説明どおりなんの問題はないです。
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求めます。

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
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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「１，８５９㎡」で一致し、申請地の面積が「３，６１７㎡」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては「５，４７６㎡」。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、「５，４７６㎡」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３３について許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという意見多数あり）

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。８５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３４。
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「土佐市高岡町字東水口甲１９２１番４」、登記簿地目、現況地目は「田」、面
積は「１５１㎡」、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、８６ページをご
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３，１５９㎡（田）」、「貸付地１，３５２㎡（田）」で、借入
地は「１，０２９㎡（田３９０㎡、畑６３９㎡）」、合計「４，１８８㎡」。非耕作
地は、
「なし。」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。
８７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「耕耘機１台、農業用自動車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２３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２０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の者 徒歩１分」と記載されております。
８８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。

- 36 -

【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「自作地は水稲と野菜、借入地
はミカンと野菜を栽培。今回申請している農地の耕作計画は「白菜、大根：１５１㎡」
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。８９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「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～１
２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月で本人、妻とも３０
０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４，１８８㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積１５１㎡、合計４，３９９㎡」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、９０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。９１ページご覧ください。場所につきまして
は、高岡地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

野瀬 委員

会

長

事務局次長

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。
４番野瀬です。事務局の説明どおりなんの問題もないと思います。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求めます。
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、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「４，１８８㎡」で一致し、申請地の面積が「１５１㎡」で
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あるため、耕作に供すべき農地のすべては「４，３３９㎡」。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、「４，３３９㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可する
ことができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項
証明書及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もな
いことから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は
質入れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみ
て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率
かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可
することができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事
項、現地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の
確保に支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれに
も該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。
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委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。、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３４について許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

異議なし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４２ 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

それでは、９２ページをご覧ください。議案第４号 非農地証明願承認の件につき
まして 番号４２をご説明します。
番号４２ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「波介」、
字・地番は西路１１５１番他１筆」、台帳地目は全て「畑」、地積は「１１９㎡、５２
㎡」、非農地となった時期は「昭和３０年月日不詳」、現在の利用状況及び現況につき
ましては全て「字西路１１５１番が山林、字隅田１４１０番が竹林」、非農地となった
理由は「その他で【字西路１１５１番は周囲が山林で耕作不適のため。字隅田１４１０
番１は旧波介川堤で隣地も竹林であったため放置したため。】」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。
（始末書を読み上げた）

場所につきましては、波介地区となっています。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。地元委員さんのご意見をお願いします。

玉木 委員

６番玉木です。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

会

長

委

員

会

長

（異議なしという意見多数あり）
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４２につ
いて承認することにご異議ございませんか。
（異議なしという意見多数あり）
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４３ を議題といたします。事
務局の説明を求めます。
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事務局次長

はい、議案第４号非農地証明願承認の件 番号４３をご説明します。９５ページを
ご覧ください。番号４３ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は、
大字「高岡町」、字・地番は「胡麻谷丁３０６６番イ」、台帳地目は「畑」、地積は「１，
７８５㎡」。非農地となった時期は「平成１０年頃」、現在の利用状況及び現況につきま
しては、「山林」。非農地となった理由は「耕作不適のため【耕作者がいないため】」、
ということです。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。
（始末書を読み上げた）

９６ページをご覧ください。場所につきましては、高岡地区となっています。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。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

（異議なしという意見多数あり）

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４３につ
いて承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

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

はい、非農地証明願承認の件 番号４４についてご説明します。９７ページをご
覧ください。
番号４４ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は、大字「甲原」、
字・地番は「ヲタシ越２３７９番」、地目は「田」、面積は「５４２㎡」、非農地となっ
た時期につきましては「平成元年頃」。現在の利用状況及び現況につきましては「原野」。
非農地となった理由は「耕作不適のため【当該農地周辺は、耕作放棄地が多く鳥獣被害が
激しいうえ、農道が狭く農機具の搬入が困難なため。】」。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。
（始末書を読み上げた）
９８ページをご覧ください。場所につきましては、甲原地区となっています。なお、

- 40 -

本件につきましては、担当されている森田委員さんが本日欠席をされておりますが、森田
委員から事務局に、本件はなんら問題がないのでよろしくお願いしますとの連絡がありま
したのでお伝えいたします。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。この件については、地元委員は問題無いとのことで
あるようですが、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

委

員

（異議なしという意見多数あり）

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４５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４５についてご説明します。９９ページをご
覧ください。番号４５ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は、大
字「市野々」、字・地番は「林ノ前４６番他１筆」、地目はともに「畑」、面積は「２３
８８㎡、５９㎡」、非農地となった時期につきましては「平成５年頃」。

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４４につ
いて承認することにご異議ございませんか。

現在の利用状況及び現況につきましては「字林ノ前が農業用倉庫、字大川内が宅地（自
宅敷地内）」。非農地となった理由は「耕作不便のため。」。今後の利用計画は「引き続
き農業用倉庫及び宅地として利用。」。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。
（始末書を読み上げた）
１００ページをご覧ください。場所につきましては、戸波地区です。以上で説明を終
わります。
会

長

矢野進一委員

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。
２番矢野です。事務局の説明どおりで農地への復元は無理と思います。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

（異議なしという意見多数あり）

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４５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

（異議なしという意見多数あり）

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４６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、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号４６についてご説明します。１
０１ページをご覧ください。
番号４６ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は、大字「高岡町」、
字・地番は「茶園丁８７２番他２筆」、地目は、字正源寺丁１０７８番１は「田」、残り
２筆は「畑」、面積は「６６㎡、２２４㎡、２６㎡」、非農地となった時期につきまして
は字茶園丁８７２番が「昭和５４年２月」、字正源寺丁１０７８番１と丁１０７９番２が
「昭和４９年１２月」、となっています。
現在の利用状況及び現況につきましては全て「宅地」。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「引き続き宅地として利用。」。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。
（始末書を読み上げた）
１０２ページをご覧ください。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

石元 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。
５番石元です。事務局の説明どおりで農地への復元は無理と思います。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４号 非農地証明願承認の件 番号４６につ
いて承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

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４７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

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという意見多数あり）

はい、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号４７についてご説明します。
１０３ページをご覧ください。
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番号４７ 願人住所「○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は、大字「高岡町」、
字・地番は「光永東ノ丁乙３４２１番１」、地目は「田」、面積は「９８２㎡」、非農地
となった時期につきましては「昭和５３年頃」となっています。
現在の利用状況及び現況につきましては「駐車場」。非農地となった理由は、耕作不便
のため【土佐市中央公民館の駐車場として、４０年ほど前より土佐市教育委員会に貸して
おり、農地に復することは困難である。】。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。
（始末書を読み上げた）
１０４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。以
上で説明を終わります。
会

長

石元 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。
５番石元です。事務局の説明どおりで農地への復元は無理と思います。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

（異議なしという意見多数あり）

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４７につ
いて承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという意見多数あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
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。事務局の説明を求めます。

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１０５ページから１２９ページに掲載しております。それでは、平成３０年１
２月１０日付３０土農林第９５１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１０件の諮問が
あがっております。また、平成３０年１２月３日付け３０高農公第４４０号で、公益財
団法人高知県農業公社から利用権設定等促進事業に係る所有権移転申出書が出されてお
ります。
それでは１０６ページご覧ください。整理番号３０－６８、『再認定』、利用権の設
定をする者被相続人「○○○○」、相続人「○○○○」さん、住所「○○○○」、地
区「○○」、他二名、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「中竜雲甲８８番」、現況地目は全て「田」、面積は合計で「１，２３６㎡」、
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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「３５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，２３６
㎡」、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「３，２
１２㎡」で、経営面積は「３，２１２㎡」となります。主たる作目は「メロン」、世
帯員は「男３人、女２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「３人」となっております。
１０７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。
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。

市原 委員

１７番市原です。事務局の説明どおり問題がないと思います。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３０－６８の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局か
ら報告を求めます。

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「３５０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第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
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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。、議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件整理番号３０－６８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３０－６９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。

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３０－６９をご説明させて頂きます。
１０８ページをご覧ください。整理番号３０－６９、『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「用石」、字・地番は「西ノ土居８１１番」、地目は「田」、
面積は合計「４００㎡」、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「３６５日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「４００㎡」、
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「４００㎡」で、
経営面積は「４００㎡」となります。主たる作目は「ネギ」、世帯員は「男１人、女
２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。
１０９ページをご覧ください。場所につきましては、用石地区となっております。
以上で説明を終わります。
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。

森岡 委員

９番森岡です。事務局の説明どおり問題がないと思います。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３０－６９の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局か

長
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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

異議なしでお諮りします。、議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件整理番号３０－６９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３０－７０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３０－７０をご説明させて頂きます。
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１１０ページをご覧ください。整理番号３０－７０、『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「用石」、字・地番は「横枕３０１番１」、
地目は「田」、面積は合計「１，４５０㎡」、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○○月頃までに○○○○」、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「３６５日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，４５０
㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「２，４９４㎡」、借入地「２，
２０５㎡」で、経営面積は「４，６９９㎡」となります。主たる作目は「ししとう」、
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「１人」となっております。
１１１ページをご覧ください。場所につきましては、高石地区となっております。以
上で説明を終わります。
会

長

森岡 委員
会

長

事務局次長

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。
９番森岡です。事務局の説明どおり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３０－７０の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局か
ら報告を求めます。
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「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
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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。議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定
等に関する件整理番号３０－７０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３０－７１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

市原 委員

他の委員さんのご意見お願いします。

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３０－７１をご説明させて頂きます。
１１２ページをご覧ください。整理番号３０－７１、『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「高岡町」、字・地番は「西笠木甲７４８番１」、地目は
「田」、面積は合計「７８５㎡」、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「０円」、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「１５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「７８５㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「８，６２２㎡」、借入地「０㎡」
で、経営面積は「９，４０７㎡」となります。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「１２人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「１１人」
となっております。
１１３ページをご覧ください。場所につきましては、高岡地区となります。以上で説
明を終わります。
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。
１７番市原です。事務局の説明どおり問題がないと思います。よろしくお願いします。

- 48 -

会

長

事務局次長

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３０－７１の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から
報告を求めます。
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「１５０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。
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。、議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件整理番号３０－７１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３０－７２、３０－７３は借人が同じ為一括議題といたします。事務局の説
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明を求めます。
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３０－７２、３０－７３を一括してご説明させて頂きます。
１１４ページをご覧ください。整理番号３０－７２、『新規認定』、利用権の設定を
する者被相続人「○○○○」、相続人「○○○○」さん、相続人の住所は「○○○○」、
他１名で地区は「○○」、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「塩走４２０７番」、地目は「田」、面積は「６４１㎡」、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。
続いて整理番号３０－７３、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」、「○
○○○」、相続人の住所は「○○○○」、他１名で地区は「新居」、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「高見４０９６番１ 他６筆」、地目
は全て「田」、面積は「２，３５４㎡」、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。
１１５ページをご覧ください。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
「３３０日」
、
利用権の設定を受ける土地の面積の合計は２件合計で
「２，
９９５㎡」、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「１９，３２２㎡」、経営面積は「１９，３２２㎡」になります。主
たる作目は「レタス、キャベツ」、世帯員は「男２人・女２人」で農業従事者は「４
人」うち１５歳以上６０歳未満のものは「４人」となっております。
１１６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。
はい。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。

坂本 委員

８番坂本です。事務局の説明どおりなんら問題がないと思います。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３０－７２、３０
－７３農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か
事務局から報告を求めます。

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
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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「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

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
定等に関する件整理番号３０－７２、３０－７３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３０－７４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

他の委員さんのご意見お願いします。

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３０－７４をご説明させて頂きます。
１１８ページをご覧ください。整理番号３０－７、『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
域内」で場所は「本村」、字・地番は「川原サキ５１４番」、地目は全て「田」、面積
は「５０６㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○○月○○日」、存続期間
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「○年間」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「○○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「２５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「５０６㎡」、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「０㎡」、借入地「４，
４３４㎡」、経営面積は「４，４３４㎡」になります。主たる作目は「生姜」、世帯員
は「男２人・女１人」で農業従事者は「７人」うち１５歳以上６０歳未満のものは「４
人」となっております。
１１９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。
会

長

はい。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。

馬場 委員

２４番馬場です。事務局の説明どおりなんら問題がないと思います。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３０－７４の農用地
利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報
告を求めます。

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。
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
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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。、議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件整理番号３０－７４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３０－７５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

玉木 委員

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

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３０－７５をご説明させて頂きます。
１２０ページをご覧ください。整理番号３０－７５、『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「蓮池」、字・地番は「延巣６５５番１ 他４筆」、地目は６５５
番１、６５７番１は「畑」、残りは「田」、面積は合計「合計１，８９０㎡」、期間は
「平成○○年○月○日～平成○○年○月○日」、存続期間「○年」、借賃総額（年額）
は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「○○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「２５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，８９０㎡」、
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「０㎡」、借入地「０
㎡」、経営面積は「１，８９０㎡」。主たる作目は「生姜」、世帯員は「男１人・女１
人」で農業従事者は「１人」うち１５歳以上６０歳未満のものは「１人」となっており
ます。
１２１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。
はい。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。
６番玉木です。事務局の説明どおりなんら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３０－７５の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から
報告を求めます。
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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。
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。、議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件整理番号３０－７５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３０－７６、３０－７７は借人が同じ為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

他の委員さんのご意見お願いします。

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
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整理番号３０－７６、３０－７７を一括してご説明させて頂きます。
１２２ページをご覧ください。整理番号３０－７６、『再認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所は「○○○○」、地区は「○○」、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「福田１６６７番１ 他４筆」、地目は全
て「田」、面積は「合計２，１６１㎡」、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。
続いて整理番号３０－７７、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、
住所は「○○○○」、地区は「○○」、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「丸田１７１９番１ 他２筆」、地目は全て「田」、面積は
「合計３，０５６㎡」、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。
１２３ページをご覧ください。次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況につ
いて、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作
業従事日数は
「２００日」
、
利用権の設定を受ける土地の面積の合計は２件合計で
「５，
２１７㎡」、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
７，８０１㎡」、借入地は「６，２８８㎡」、経営面積は「２４，０８９㎡」になり
ます。主たる作目は「生姜」、世帯員は「男１人・女１人」で農業従事者は「１２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。
１２４ページをご覧ください。場所につきましては、地区は全て戸波浅井地区とな
っております。
以上で説明を終わります。
会

長

はい。事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。

馬場 委員

２４番馬場です。事務局の説明どおりなんら問題がないと思います。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３０－７６、３０
－７７農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否
か事務局から報告を求めます。

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。
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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。
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。、議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件整理番号３０－７６、３０－７７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等に関する件
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求めます。

事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。

それではご説明します。１２７ページをご覧ください。
平成３０年１２月３日付け３０高農公第４４０号で、公益財団法人高知県農業公社から
利用権設定等促進事業に係る所有権移転申出書が出されております。
１２８ページ、利用権の設定を受ける者は「○○○○」、所在地は「○○○○」、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、所有権を移転す
る土地は「土佐市新居字吉川３６７０番」、登記・現況地目は「田」、面積は「１，９２
０㎡」、対価は「土地代と手数料をあわせて○○○○○○○円」、対価の支払い方法は
「譲渡人の指定する口座に一括振込」、対価の支払期限は「記載なし」、引渡の時期は「所
有権移転登記完了時」、当事者間の法律関係は「売買」となっております。
１２９ページをご覧下さい。場所につきましては、新居本村地区となっております。以
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上で説明を終わります。
会

長

説明が終わりました。この件についてもお諮りします。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

異議なしで決定になりました。これで本日の議案はすべて終了したので閉会します。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

１９番

２１番
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