平成３０年度
１１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１１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１１月２７日（火） 午後１時３０分開会
防災センター１階 会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

小松 弘知

13

尾﨑 哲人

19

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

山本 倫弘

21

4

野瀬 喜代

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

5

石元 博明

6

11

門田ゆかり

17

市原 正一

23

横山 秀臣

12

森田 昭司

18

森岡 大信

24

馬場 善弘

②欠席
番号

氏

名

番号

氏

名

6

玉木 正人

20

西原 博明

10

久保 恵敬

21

野中 文代

19

野村 学

番号

氏

（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

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５条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件
農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
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４件
２件
８件
７件
７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１１月定例
会を開催いたします。現在の出席委員１９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１６番野瀬泰廣委員、１７番市原正一委員、両
名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説
明を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明します。本日審議頂く議案は、
議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 ４件、
議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件
２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 ８件、
議案第４号 非農地証明願承認の件 ７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
以上となります。

会

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。

長

事務局次長

はい。出席者のご確認をさせていただきます。
農地法第５条番号２６の申請人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さんと、
「○
○○○」さんの代理人「○○○○」さんはお残りいただきまして、他の方は順番がく
るまで別室の方で待機をお願い致します。

会

長

事務局次長

申 請 人

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２６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２６の申請人で
地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく地上権者「○○○
○」さんの代理人「○○○○」さん。
はい。
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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。
１ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件 番号２６でございますが、この件は、皆さんご存じの通り、１０月定
例農業委員会におきまして一度審議を行った案件でございます。前回審議の中で、問
題となりましたのが、周囲の同意が全く得られていなかった事もあり、日影図により
被害防除計画が示されておりましたが、その中で北西側のハウスに日陰が及んでいる
こと、また、その他周囲の方から熱による温度上昇を理由に同意をいただけなかった
とのことで、
最終的には、
申請者から、
熱に伴う資料が有りその資料を提出すること、
北西側のハウスに支障が無いよう土地利用計画図を見直しを行い、再度審議していた
だくこととなったものです。
まず、３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。
次に、本日お配りしております別紙「隣地同意経緯書」をご覧ください。申請者か
ら提出いただいた資料でございますが、先月の定例会以降に再度同意をいただけるよ
う訪問したようでございますが、ご覧のとおり、周囲の同意は前回同様にいただけて
おりません。それでは、議案書４ページをご覧ください。まずは、土地利用計画図で
ございますが、先月の審査の際は、申請地の南側にメンテナンススペース及び通路が
計画されておりましたが、ご覧の通り申請地の北側にメンテナンススペース及び通路
を設置する計画へ変更となっています。また、各パネルとパネル間の通路間隔を２．
２ｍから２．０ｍとしたことで、一番北側のパネルと北側の隣接地との間隔が元々の
約１．６ｍから約４．８ｍへと広がり、前回計画から約３．２ｍ離れております。ま
た、前回の計画から、パネル設置の高さを低くし、地上から最高１．６５６ｍとなっ
ております。次に５ページのＡ３用紙の日影図をお開きください。今回のパネル設置
位置及びパネルの設置高を前回から変更したことにより、日陰が一番長くなる冬至に
おきましても、北側の農地には日影は及ばないようになっています。また東西方向に
つきましては、日陰の及ぶ時間こそ変わらないものの、朝８：００と夕方１６：００
においては、前回から半分程度に減少しており、午前９：００から午後３：００にか
けては、隣接地にほとんど日陰の影響が及ばなくなっております。もう一度、本日お
配りしました別紙資料の２枚目をご覧ください。これは、○○○○さんから提出いた
だきました「太陽光パネル輻射熱検証データ」であり、平成２８年９月２７日に香美
市土佐山田町で観測したデータとなっています。この日の午後１：５３から測定し、
当日は曇り、気温３３．１度の状況での測定箇所及び気温が表示されていますが、そ
の結果、パネル上部１㎝では３５．５度と３５．８度で、当日の気温と比べて２度以
上３度弱の気温差を観測しておりますが、そこから離れるにつれて、ほぼ１度程度の
気温差となっております。
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
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
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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「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。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、先ほ
どの説明どおり周囲の農地からの同意は得られておりませんが、排水は、雑排水
は発生せず、雨水は全面自然浸透とし、パネル等の洗浄の際は、洗浄液等は使用
しないこと。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、通風は問題無いと考えます。また、提出された日影図から、日陰が及ぼす周
囲農地への影響は小さいものと考えられ、パネルに伴う気温上昇はほとんど無い
ように考えられますが、ご審議の程よろしくお願いします。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

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。
地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく地上権者「○○○
○」さんの代理人「○○○○」さん。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

はい、間違いないということですので、地元委員さんのご意見お願いします。

長

野瀬喜代委員

会

長

野瀬喜代委員

４番野瀬です。○○○○さんちには何回も行かせてもらって話はしますけど、同意
は出来ないと。同意は出来ないけど、どうしてもやらないかんと今言われたように水
をなんとかしなあかんという話になってます。
畦のこと？
畦のこと。西側の半分から南は畦がかやっている。そこは直しているらしいです。
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半分から北がメントも古くなっていて、いつも水が田んぼに入ってくる。そこを何
かやるやったら何とかしてもらいたいというこで、私も同意がないのでどうぞとはよ
う言いません。
会

長

この畦は○○○○さんの畦？

野瀬喜代委員

いや、○○○○さんの畦。

会

地元委員さんのご意見でした。それでは他の委員さんのご意見をお願いします。

長

森岡大信委員

１８番森岡です。照り返しが嫌やということで同意出来んということで、向こうか
ら話が来てるんやね。でも出されたデータは夏の曇りの日となっていて、曇りの日や
と気温はさほど上がらんよね。これがちょっと気温が高くても晴れの日なら温度が上
がると自分は思うんやけど。そういうデーターというのは無いんですか。

申 請 人

今現在では同じ場所ではないです。違った場所ではありますけど。照り返しという
のは熱なんで太陽が照ってるから温度が高くなると、気温なんで一概に晴れと曇りの
時と違うとかというとそうはならないと思いますので。一応正確なデータとして提出
しているんで、そう狂いはないと思います。

会

はい、他にご意見ございませんか。前回の話では北側のハウスに影になったらいか
んということで全体を南に寄せて図面を書き直したという経緯がありますが、ハウス
には先ほどのような状況が出来ているようです。他にご意見ございませんか。

長

森岡政典委員

会

１０番森岡です。あのパネルが隣の○○○○さんの方を向いてないでしょう。この
照り返しというのは南の方から当たりますよね。反射するような角度の太陽の光が来
るということでしょう。○○○○さんちが反対するパネルの照り返しがあるので同意
できない、○○○○さんの方には私は反対するのはどうかなと思いますがどうですか。

長

○○○○さん、畦の北側を直して欲しいということもありましたが、直すような予
定はありませんか。

申 請 人

今伺ったので、この地主さんとの契約が借地になっていますので今一概にここで、
はい分かりましたという形ではないですけど、地主さんと出来るだけ話して対応でき
るようにしたいと思います。

会

はい。野瀬さん、そういうようなお話です。畦につきましては。他のご意見お願い
します。前回のときは北側のハウスに影になって迷惑が掛かるからということで、今
回はそれを直すということで影が掛からないようになりました。それから前回もお話
をしましたが、この照り返しということがあまり条件にはありませんので、これを取
り上げることも無いかなと。参考にこの資料をいただいたということの参考というこ
とで、皆さんにはご理解いただいたらと思います。他にご意見ございませんか。
それではこの件についてお諮りをしたいと思いますが、畦については地主さんと検

長
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討をするということで○○○○さんできるだけ迷惑をかけないような対応をいただ
きたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。
それでは皆さんにお諮りをしたいと思いますが、申請通り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。極力畦については、また出来るように地主さんとも
お話をしてください。それが隣と綺麗にいけることになると思います。ご苦労でござ
いました。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号２７を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

申 請 人
事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号２７の申請人で
譲渡人の「○○○○」さんの代理人「○○○○」」さん。同じく譲受人の「○○○○」
さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
７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２７ 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、「土佐市蓮池字土居８８１番２」、「同所字同８８２番２」、登記地目、現況
地目は共に「畑」、面積は「５６１㎡」、「３４７㎡」で合計「９０８㎡」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「駐車場及び資材置き場」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「現在、自家用車・仕事の車及び資材を置くスペースが無く
困っている。」ため、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、
工事計画は「許可日～平成３１年２月２０日」、資金計画は「土地取得費○○○○円、
土地造成費○○○○円、その他○○○○円、計○○○○円で、全額自己資金」、過去の
違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」。
８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、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「現在、自己の車及び
仕事で使用する車（作業員の車を含む）及び建築資材を置く場所がなく、自宅の玄関
前を使用している状態であり、生活上も大変不便な状況で困っており、自宅近くに駐
車スペース及び資材置き場が欲しいと思っておりました。申請地は、自宅のすぐ裏に
あり、進入もしやすく、この土地を譲っていただけることとなったため、この土地を
利用したいと考え選びました。」という事です。
次に１０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「譲受人
所有の宅地（○○○○）の南側の市道から、譲受人所有の宅地を経由し進入する。」
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となっており、今回の申請地は赤線で囲っているところで、緑線で囲っているところ
が譲受人の居宅兼事務所であり、今回の申請地の一体利用地となっています。造成計
画は「なし。」、整地計画は「土のまま整地のみとする。」。排水処理計画は、「雨
水は、地下浸透のみとする。」となっています。
被害防除計画につきましては、１１ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「東は現況山林（登記地目は、山林と畑）、西は里道を挟んで宅地、南は現況荒廃地
（登記地目は宅地）、北は山林」となっております。同意書につきましては、農地が
隣接地に無いため提出はありません。
９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。
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「資材置き場と来客用の駐車
場」であると考え、該当しない。次に第４号の許可基準『土砂の流出又は崩壊そ
の他災害を発生させる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす場合及びそ
の他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、許可することができない。』
については、周囲の農地所有者から同意をいただいており、排水計画等から問題
が無いと判断し該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、
一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可する
ことができないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、
事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該
当しない。以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、許可
基準のいずれにも該当しないと考えておりますので審査をよろしくお願いします。
以上で説明を終わります。
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会

長

事務局の説明が終わりました。それでは申請者の方に確認をさせていただきます。
譲渡人の「○○○○」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ので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

矢野泰幸委員

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申 請 人
事務局次長

２２番矢野泰幸です。事務局の説明があったどおりです。ご本人も困ってらっしゃ
います。いい案件だと思います。以上です。
それでは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。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２７について申請どおり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２８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２８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。
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。
１２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２８ 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、
「土佐市甲原字高ソ子 ７６６番２、
同所字同７６６番４、
同所字同７６６番５」
、
登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は７１７㎡、１，２０８㎡、４９５㎡」
で合計「２，４２０㎡」、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、「土地の有効活用のため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は
「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から３ヶ月間」、資金計画は「設備設
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置費等（土地取得費を含む）で、計○○○○円で、全額銀行からの融資。」、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」。
１３ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請地を必
要とする理由(面積の必要性)は、
「申請地は、
現所有者が平成２６年に相続して以降、
農地として活用していない農地であり、土地の有効活用を考えていた。一方譲受人は、
耕作放棄地を太陽光発電事業にすることで少しでも有効活用することで、経済的かつ
国の推進する自然エネルギーの活用に貢献しつつ、災害時にも有効となる太陽光発電
事業を営もうと考え、用地を探していたところ、適地となる本申請地を取得すること
が可能となった。合わせて、本申請地において、最大限土地を有効活用するために土
地利用計画図の通りの計画となり、申請する面積が必要である。」、進入路計画は、
「○○○○及び○○○○は、申請地北側及び東側市道から進入する。」と記載してお
りますが、議案書送付後に申請者から計画の修正があり、「全て、北側市道から進入
する。」に変更させていただきたいとのことですので、恐れ入りますが修正をお願い
します。造成計画、整地計画は共に「なし。」。次に１５ページと１６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、「雨水は、現状
の土のままであり自然浸透。」。次に、１７ページの周囲の状況図と合わせてご覧く
ださい。「東は幅１．２ｍの水路を挟んで幅５ｍの市道、西は農地、南は水路及び市
道を挟んで甲原川、北は幅５ｍの市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、議案書送付時は間に合いませんでしたが、西側「○○○○」と北西側「○
○○○」につきましては、同意書をいただいていることを確認しました。次に「○○○
○及び○○○○」につきましては、１１月２４日に地権者宅を再度訪問し、同意の確認
はいただいており同意書を郵送待ちとのことです。残る「○○○○」については、所有
者本人が仕事の帰りが遅く、直接話ができていませんが、ご家族の方とは面談し、事業
の説明は一通り行っているとのことであり、近日中に再度ご本人にお会いする予定であ
るとの事です。なお、東側の農地につきましては、水路と市道を挟んで６ｍ以上離れ
ていることから、事務局からは同意の取得については求めておりません。
１４ページにお戻りください。場所につきましては、甲原地区となっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地
ではなく、
甲種、
第１種、
第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であるため、
第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当で
あると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
まず、第３号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合に
は、許可することができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに
違反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当し
ない。次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない
場合には、許可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕
作者となっており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる
権利をもつ者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に
供する見込みがない場合には、許可することができない。』については、申請書
の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されて
いるため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地
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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、先ほどの説明どおり北側の一部農地については、現在同意待ちとなっ
ている農地を含めて同意書の提出がなされていないところがございます。現在、
申請者側が同意を得るためご尽力されておられますが、日影図の提出はなされて
おらず、日陰の影響がどの程度及ぶかは定かではないものの、申請地から北側の
農地との間には、幅５ｍの市道が存在しており、構造物の高さは地上から最大で
１．６３１ｍと低いことから、日陰での営農への問題は小さいと考えられます。
また、排水については現状どおり自然浸透であるため問題が無いと判断しており
ますので、該当しないと考えております。次に第５号の許可基準『一時転用での
所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合
には、許可することができないこと』については、申請書の転用計画の利用期間
が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用で
はないと考え、該当しない。以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその
根拠であり、許可基準のいずれにも該当しないと考えておりますので審査をよろ
しくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

申 請 人
会

事務局の説明が終わりました。それでは申請者の方に確認をさせていただきます。
譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○」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。
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。

森田委員

１２番森田です。ここは議案書に書いてありますように遊休農地、１年に１回は草
を刈ってくれるような現状で何も耕作しておりませんでした。このようにして同意も
取っておりますし事務局の説明どおり問題ないと思いますので、よろしくお願いいた
します。

会

長

委

員

それでは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）
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会

長

異議なしでお諮りします。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２８について申請どおり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。ご苦労様でした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号２９を議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

申 請 人
事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号２９の申請人で
譲渡人「○○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１８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２９ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○
○」。譲受人「○○○○」さん、所在地「○○○○」、職業「○○○○」。申請地の所
在、「土佐市蓮池字カチノ北 １３２８番」、登記地目は「田」、現況地目は「雑種地」
面積は「９３５㎡」、利用状況は「雑種地」、所有権以外の使用収益権が設定されて
いる場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は、「○○○○」さん、農振法の
農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第２種農
地」と判断しております。
転用の目的は「建売分譲住宅の建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は、「建売分譲住宅の建築のため」、事業の操業期間又は施設の利用期間は
「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から平成３１年１２月３１日」、資金計
画は「土地取得費○○○○円、造成費○○○○円、建築費（５棟分）○○○○円、合計
○○○○円で、全額金融機関からの融資。」、過去の違反転用の有無及び始末書の提
出状況については「なし」となっております。
１９ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請地を必
要とする理由(面積の必要性)は、「申請地は、現在農地として機能しておらず、周辺
地域も住宅化が進んでいるため当該申請地を選定した。面積については、５棟の建売
住宅及び道路として利用するため、申請する面積が必要です。」となっております。
進入路計画は、「申請地南側の市道から出入りする。」、造成計画は２２ページの造成
計画図をあわせてご覧ください。「周辺宅地並の高さ（現況の高さ）とし、北、東、
西側はL型擁壁で土留めし、南は、申請地の北側から55.195ｍ進んだ位置から南側市道
へ向けて取り合わせをする。」、整地計画は「申請地の西側に５棟住宅を建築し、東
側は、幅員５．３ｍの道路（両側側溝付き）を整備する。」、次に２１ページの土地
利用計画図及び排水処理計画とあわせてご覧ください。排水処理計画につきましては、
「生活排水は、各建物から各敷地内に設置する浄化槽を経由し、道路側溝から北側水
路へ排水する。雨水は、建物敷地内及び道路上とも、道路側溝に集めた後に北側水路
へ排水する。」。被害防除計画は、２４ページの周囲の状況図と合わせてご覧くださ
い。「東は蓮池コミュニティセンター及び蓮池公園、西は農地、北は水路、里道を挟
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んで宅地及び市道、南側は水路、市道を挟んで蓮池保育園敷地となっております。同
意書につきましては、申請者から、○○○○番の地権者と交渉しましたが、同意が得
られなかったとの報告を受けております。その理由としましては、地権者の○○○○
氏本人はその土地を耕作されておらず、「別の方に耕作して貰っていることから、自
分のみでは判断出来ない。」との理由によるものとなっています。なお、２４ページ
の周囲の状況図の中には、現耕作者の氏名を記載していないのは、農家台帳に現在の
耕作者が登録されていないためです。こうした経過から、申請者から日陰図が提出さ
れておりまして、２３ページをご覧ください。日陰の時期は、日陰が一番長くなる冬
至のものとなっており、西側の農地には、午前８時から午前１１時にかけて、日陰が
かかることが分かります。特に、午前８時から９時頃に掛けては、かなり広い面積を
覆う予想となっております。なお、西側農地につきましては、現在青ネギが栽培され
ておりますのを確認しております。
２０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、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
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「建売分譲住宅建築」であると考え、該当しない。次に第
４号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農業用用排水
施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障を及ぼす
場合には、許可することができない。』については、排水は問題無いと考えますが、
先ほどの説明どおり西側の農地からの同意が得られてなく、提出された日影図から、
日陰の影響が及ぶ予想となっておりますので審議が必要となる案件となっており
ます。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確
実に農地に復元されると認められない場合には、許可することができないこと』に
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ついては、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必
要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当しない。以上が、許可基
準のすべての項目別の判断及びその根拠であり、第４号以外の項目については許可
基準に適合すると判断しておりますが、第４号の許可基準については、審議が必要
となる案件となっております。以上で説明を終わります。
会

長

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。
譲渡人「○○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○」さん。先ほどの事務局の説
明に間違いございませんか。
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番矢野でございます。久保委員さん共々現地拝見して話しを聞きました。西側
でご案内のとおりネギを作っていらっしゃいまして、朝の方はまだしも、昼間でも影
が掛かるということで隣地の同意が得られていない。そのままで妥当というのは少し
言いがたいという意見ごさいまいした。二人とも。できれば委員会の方でご検討いた
だきたいと思いました。以上です。

会

長

申請者の方に確認をさせていただきますけれども、隣地の方の同意は得られていな
いんですけれども、闇小作とはいえ、ネギを作っておられるということなんですが、
その方には会われたんですか？

申 請 者

一応代理人を通じて申請を提出していただきましたので私自身は会っていません。
後、工事のことについてはうちの○○○○の方になってますので一応詳しいことも
代理人ということで聞いていただければと思います。

会

長

ちょっと待ってください。皆さん、代理人の申請が出てないですけれども、同じ会
社の人のようですのでお答えをいただきたいと思いますので、よろしいですか。

委

員

はい。

会

長

それではどうぞ。

申 請 者

○○○○の○○○○といいます。よろしくお願いします。当初この土地を購入するに

あたって、通常の売買でなくて○○○○というところからお話しがありまして前に進め
て購入すべきでお話しを進めているんですけど。農転の関係は売り主さんの○○○○の
指定した調査士さんでお願いしてたんですよ。申請は毎月その調査士さんがやっていた
だくということで提出に至っているわけなんで。私どもは実際に耕作している人にはお
会いしてない。
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会

長

一応ですね。農地を宅地にする場合には農業委員会の審議の中では隣地の同意を得
るということが暗黙の了解になって、隣ともやっぱりお隣さんですので仲良くやって
もらいたいという思いもあるし、農地に影響を与えないことの同意もしくは日影図と
いうことで申請をいただいているんですけれども、今回の場合は考えますのには結構
日陰になりますようで、やみ小作とはいえやっぱりネギを作っていますので、その人
にもお話をして地主さんは作っている人の了解があれば良いかなという感じも受けま
すが。ぜひ申請の時には会われて同意の許可を得るべきやったと思うんですけれども。

申 請 者

一応依頼した調査士さんですよね、全くそういうことは言ってもらってなかったの
で申し訳ないと思っています。

会

状況からだけ判断するとですね、隣の農地に迷惑が掛かるというのは明らかという
感じですので、そのままですとなかなか農業委員会としては許可をしずらい状況にあ
ります。隣のネギを作っておられる方が同意をしてさえくれればそれは文句ないと思
います。

長

申 請 者

すみません、地主じゃなしに闇小作の方に同意が必要？

会

はい、闇とはいえ地主さんとネギを作っておられる方との。

長

申 請 者
会

長

会

長

申 請 者

会

長

事務局次長

お二人の分？
はい、あったほうがスムーズだなというふうな感じはあります。闇小作だからとい
って無理矢理通すというのはできませんし、地主さんもネギを作っておられるので判
子は押せないということみたいですので。できればネギを作っておられる方が同意を
したいということであれば地主さんも反対はしないだろうとは思いますけれども。そ
れをぜひ当たるべきだったなあとの思いがあります。当農業委員会では農地を宅地に
する場合は必ず同意をもらうのも条件にしておりますし、同意をもらえない場合は日
影図でお隣に迷惑をかけないということが許可する条件になっておりますので、そこ
がちょっと抜かっておるかなと感じがしますが。
他の委員さんのご意見お願いします。
この話をいただいたときは、農振が被った地域だったんですよ、この土地は。ただ、
この土地ですけど、○○○○さんが購入されてからすぐに造成するべしで１９年前に
根上げし、普通の農地じゃない土地になってますけど、非農地でこれは通らないんで
すか。ちょっと教えてもらいたいです。１９年以上前に根上げしてそのままになって
る土地なんですけれど。
次長、ここの土地を見た？
見てます。
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会

長

どんな状況やった？

事務局次長

現地は荒れてます。申請地の内は草や木があるという感じです。地盤は北側に宅地
がありますが、その高さになっています。

会

長

この申請書だけで見ると同意を得られていない場合は日影図でという説明をしまし
たが、この日影図でみるとですね、なかなか土佐市の農業委員会としては許可をし難
い状況にあります。同意が得られたらずいぶんと違うと思います。農業委員会として
は同意が得られているということであれば了解ですとみんなが、西側の農地の人が同
意をしてくれたら一番農業委員会としては許可をしやすい状況にはなります。

申 請 者

一回申請を取り下げて非農地の方で行けば良いんじゃないかなということで相談し
てたんですが、順番が回ってきたらそのあたりお聞きしたいなと。

会

長

農地を嵩上げするというのはご本人の自由なんですよ。そこで野菜を作るなり、要
は農地として利用するのは良いんですけども、何も無しに上げて非農地でというのは
無断転用の扱いになりますんで。それはなかなか扱いとしては厳しいなあというとこ
ろもあるんです。はい、尾崎委員さんどうぞ。

尾崎委員

１３番尾崎です。あのこの土地は昔から知ってるけど、○○○○さんが造成やると
きに一斉にやりたいということやったけど、その時も隣地の同意がもらえなくて今現状
宅地造成できないまま一緒に上げたけんど、それからの経過です。

会

長

その間なんも作ってない？

尾崎委員

作れる状態じゃない。あそこは百姓じゃないし。

会

はい。他にご意見ございませんか。

長

申 請 者
会

長

申 請 者
会

長

隣地の同意書だけ貰ったらいけますか。
非農地じゃなくこの申請が有効になってくるだろうと。この申請に同意書が加わっ
たら十分に機能できる書類になると思います。非農地と言うよりはこの申請書をして
同意を貰ってきた方が一番スムーズな形になると思います。あのこのままの申請でし
たらうちとしては許可がだせない状況になりますので、不許可のままで県に審査にな
りますので、それよりは同意をもらって申請をし直したらもっとスムーズにかな。そ
うされますか。その方がスムーズだと思います。
○○○○の○○○○ですが。

ちょっと待ってください。○○○○さんがこの代理人の名前がありませんが、発言
を許してよろしいですか。
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委

員

はい。

会

長

はい、どうぞ。

申 請 者

○○○○の○○○○です。○○○○が今回の○○○○さんと○○○○さんとの仲介を

させてもらっているものです。今の話は良く分かります。ついてはですね、今回依頼先
の方からですね、手順につきましてですね今農業委員会さんからおしゃられているこの
ことについて全くこちらも任せっきりでちょっと順序が違ったですね。当然ながらこの
手順が分かっていたら来る前に当然隣地、西隣の耕作人さんの同意をもって当然ここに
出して我々きまして審議してもらわないけないところですが、ちょっとこれは出直しま
す。西の方の話を聞いて会いましてそれからですね。
会

長

委

員

会

長

事務局次長

それでは一旦取り下げるということで、ご本人が取り下げるということですので皆
さんそういうことでよろしいですか。
はい。
それではそういうことよろしくお願いします。どうもご苦労でございました。
続きまして、議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請書
審査の件 番号１を議題とします。事務局の説明を求めます。
はい、それでは２５ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条の規定によ
る許可後の事業計画変更申請書審査の件 番号１ 申請者の住所「○○○○」、申請者
の氏名「○○○○」さん、許可を受けた農地「土佐市中島字泉川３６６番４、同所字同
３３１番７」、地目は全て「田」、面積は「合計４３８．０６㎡」、許可日は「平成
３０年４月１２日」、変更前の事業計画は議案書に記載のとりですが、そのうち、右
欄で事業計画の変更のあったものは、転用時期が「平成３１年１月３１日まで」から
「平成３２年１月３１日まで」と１年延長となったところと、転用目的の概要欄の「住
宅が平屋から２階建」となり、「建築面積が１２１．８４㎡から１９９．９４㎡」と
なっているところとなります。
事業計画の変更を必要とする理由は「今年に入り子供が生まれ３人から４人となっ
たことから、当初計画していた平屋住宅では、生活する上で狭くなるため。」。
変更後の転用事業が許可を受けた事業と同等又はそれ以上の緊急性及び必要性であ
ることの理由は「一番上の子供が現在５歳であり、再来年の小学校入学前までには住
宅建築を完成し居住したいと考えており、住宅建築期間が１年程度かかるため、工事
着工を急ぐ必要があるため。」。
変更後の転用事業によって生ずる農地、作物等の被害防除措置の概要は、「平屋建
から2階建に変更となりますので、周辺農地の所有者には説明を行い同意の条件等が付
されること無く了解をいただいております。また、排水先については当初からの変更
ございませんので、周辺農地への影響はございません。」とのことです。
変更後の資金調達計画のうち、当初から変更となりましたのは、建築費ですが、議
案書には○○○○円で○○○○円増額、合計○○○○円で○○○○円増額と記載してお
りますが、議案書送付後に申請者から、建築費が少なくなるため建築費○○○○円で
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○○○○円増額、合計○○○○円で○○○○円増額になるとの連絡がありましたので、

そのように修正をお願いします。その資金については、【全額自己資金】となってお
りますが、事務局に預金通帳の写しを提出いただいており、資金力が充分あることを
確認しています。
２６ページをご覧ください。場所は、高石地区となっています。２８ページは、変
更前の土地利用計画図面を、２９ページには変更後の土地利用計画図面を掲載してい
ますが、２階建てに変更後は、建物を申請地の西側に伸ばし、逆に南側の農地からと
建物の間隔が開くような配置となっております。３０ページは、建物の立面図、３１
ページは排水計画図となっておりますが、排水計画は、当初から変更はございません。
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。
許可後の計画変更承認基準につきましては、６点ございますが、１点目は「許可の
取消し処分を行っても、その土地が旧所有者によって農地として効率的に利用されな
いと認められる。」かどうか。２点目は「許可目的達成が困難になったことが転用事
業者の故意又は重大な過失によるものでないと認められる。」かどうか。３点目は「変
更後の転用事業が変更前の転用事業に比べて、それと同程度又はそれ以上の緊急性及
び必要性があると認められる。」かどうか。４点目は「変更後の転用事業がその事業
計画に従って実施されることが確実であると認められる。」かどうか。５点目は「変
更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が変更前の転用事業に
よる影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められる。」かどうか。６点
目は「上記各号のほか、変更後の転用事業が農地転用許可基準により転用許可相当で
あると認められる。」かどうかの６点でありますが、全ての基準に適合しており問題
はないと考えられ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

次長、ちょっと質問がありますけど２階建てにしたことで、隣地の条件が付される
ことなく了解を得られてますと書いてありますけど、同意書はいらんのか。

事務局次長

同意書まではいらないと考えます。同意の添付は前に貰っていますということもあ
りますので。

会

僕が聞きたかったのは、同意は口答のみで良いのかなと。

長

市原委員

会

長

１７番市原です。前に通っている。それで北に田んぼがあるんやったら影るというけ
んど。南やし田んぼは。前にハンコをもらってしているがやき。
僕が聞きたかったのは、条件変わったら変わったということの書類をもらっておく
べじゃないかなという思いがあったんで聞いたこと。口答で良いんやしハンコを押さ
ない人はないけど、書類としては貰っておいた方が良いじゃないかという思いがあっ
たんで。これからのこと。問題があっていったのではありません。今後の形で変更が
あったときには書類としては貰っておいた方が良いかと思います。それではお諮りを
します。
議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件 番
号１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

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請書
審査の件 番号２を議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、それでは３２ページをご覧ください。議案第２号 農地法第５条の規定によ
る許可後の事業計画変更申請書審査の件 番号２ 申請者の住所「○○○○」、申請者
の氏名「○○○○」さん、許可を受けた農地「土佐市新居字馬場崎１２３２番の一部」、
地目は「田」、面積は「合計９９５㎡のうち２７１．５１㎡」、許可日は「平成３０
年８月１０日」、変更前の事業計画は議案書に記載のとりですが、そのうち、右欄で
事業計画の変更のあったものは、所用面積が「２７１．５１㎡から２７１．２４㎡」
と「０．２７㎡」減少しているところとなります。
事業計画の変更を必要とする理由は「転用許可地の東側市道及び南側里道との境界
が変更し、転用許可面積が変更（減少）したため。」。
変更後の転用事業が許可を受けた事業と同等又はそれ以上の緊急性及び必要性であ
ることの理由は「転用目的自体に変更は無いが、土地の分筆、地目変更登記を行うに
あたり緊急性及び必要性があるため。」。
変更後の転用事業によって生ずる農地、作物等の被害防除措置の概要は、「被害防
除措置は、当初計画からは変更はない。」とのことです。
変更後の資金調達計画についても、当初計画からの変更はございません。
３３ページをご覧ください。場所は、新居地区となっています。
３４ページに、変更前、変更後の土地利用計画図面及び排水計画図を掲載しており
ますが、変更となる部分は、各図面の右隅の丸で囲んだ部分です。そのうち、赤線は、
当初の境界線で、見づらいですが青線が変更後の境界線となります。また、緑でつぶ
している範囲が、変更となる面積部分となります。３５ページには変更となる土地境
界及び面積を分かりやすくするため現地で撮った写真を掲載しています。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地
ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であるため、
第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当で
あると考えております。
許可後の計画変更承認基準につきましては、６点ございますが、１点目は「許可の
取消し処分を行っても、その土地が旧所有者によって農地として効率的に利用されな
いと認められる。」かどうか。２点目は「許可目的達成が困難になったことが転用事
業者の故意又は重大な過失によるものでないと認められる。」かどうか。３点目は「変
更後の転用事業が変更前の転用事業に比べて、それと同程度又はそれ以上の緊急性及
び必要性があると認められる。」かどうか。４点目は「変更後の転用事業がその事業
計画に従って実施されることが確実であると認められる。」かどうか。５点目は「変
更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が変更前の転用事業に
よる影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められる。」かどうか。６点
目は「上記各号のほか、変更後の転用事業が農地転用許可基準により転用許可相当で
あると認められる。」かどうかの６点でありますが、全ての基準に適合しており問題
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はないと考えられ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

門田委員

説明が終わりました。この議案に関して地元委員さんのご意見お願いします。
１１番門田です。この件につきましては事務局の説明どおりで地主の○○○○さんで
すが、聞きに行きまして、何年か前も地籍調査のときも変更前で測られていたというこ
とで本人もちょっと分からずにそうなっていたという感じで寝耳に水みたいな感じで
したので、異議もないしここは水路になってますので、水路が曲がって通ってますので
全然異議もないということでしたので事務局の言うとおり何の問題もないと思います
のでお願いいたします。

会

長

それではお諮りをします。議案第２号 番号２について承認することにご異議ござ
いませんか。

委

員

会

長

はい、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２０と２１は譲受人が同一であるため一括審議と致します。事務局の説明を求め
ます。

事務局次長

はい。それでは、議案第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２０と２１を説明します。３６ページをご覧ください。
番号２０。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「土佐市高岡町字東京景甲４６１番」、登記簿地目、現況地目ともに「田」、面積
は「６２４㎡」、対価・賃料等の額は「坪単価○○○○円、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。
続きまして４３ページご覧ください。番号２１。譲渡人「○○○○」さん、年齢「○
歳」、職業は「○○」、同じく譲渡人「○○○○」さん、年齢「○歳」、職業は「○
○○」、住所は共に「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○○
○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市高岡町字東京景甲４５８番他２筆」、
登記簿地目、現況地目ともに「田」、面積は「合計１，８７０㎡」、対価・賃料等の
額は「坪単価○○○○円反当○○○○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「○○○○」さんと「○○○○」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。
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、１，１３０㎡(田)」、所有地以外は「借

（異議なしという多数意見あり）
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入地、２，０８２㎡(田)」、合計「３，２１２㎡」。非耕作地は「なし。」、農地法
第３２条第１項各号の（遊休農地）及び、農地法第５１条第１項各号の（違反転用）
には「該当しない」となっております。４５ページに移り、１－２権利を取得しよう
とする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、
農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は、所有で「トラクター１台、管理機２台、軽四トラック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８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８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 約１ｋｍ」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、木苺：１，１３０㎡。」、
「借入地、木苺１，０９１㎡、オリエンタルユリ９９１㎡」で、今回申請している農
地の耕作計画は番号２０、２１共に全て「オリエンタルユリ」となっており、２件合
計では、「田２，４９４㎡」となります。
【農地法第３条第２項第７号関係】についてはすべて「いいえ」と記載されており
ます。その他の欄は記載されておりません。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」、（２）年齢は「○歳・○歳」、（３）主たる
職業は共に「農業」、（４）権利取得者との関係「本人・妻」、（５）その者の農作
業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月～
１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（本人３６５日・
妻３６５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３，２１２㎡、権利を取得しよ
うとする農地の面積は、２件の計が２，４９４㎡となり、合計５，７０６㎡」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、４２と４９ページに掲載していますが、番号２０と２１は地
続きとなっており、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

地元委員さんのご意見をお願いします。
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市原委員

１７番市原です。何の問題もないので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「３，２１２㎡」で一致し、申請地の面積の番号２０が「６２４㎡」、
番号２１が「１，８７０㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「５，７０
６㎡」。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番号２０と番号２１の農地
の面積の合計は、「５，７０６㎡」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
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ら、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしよ
うとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農
地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合
的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することが
できない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調査
により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を
生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。議案第３号の番号２０と２１について許可することにご
異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第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２２を議題とします。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。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２２。
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
佐市宇佐町宇佐 字 大川内 ２８３番」、登記簿地目、現況地目は「畑」、面積は
「２８３㎡」、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は、
所有地は「自作地:８，５０４㎡(内:田４，２６０㎡、畑４，２４４㎡)」、所有地以
外は「なし。」、合計「８，５０４㎡」。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。
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
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械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台、軽四トラック１台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は
「農作業歴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及の者 車で３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「自作地で全てピーマンを栽培
（田４，２６０㎡、畑４，２４４㎡）。」、今回申請している農地の耕作計画は「畑
（ブドウ）：２８３㎡」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」、（２）年齢は「○
歳・○歳」、（３）主たる職業は二人とも「農業」、（４）権利取得者との関係「本
人・妻」、（５）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に
必要な農作業の期間は「１月～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１
月～１２月（本人３００日・妻１５０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積８，５０４㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積２８３㎡、合計８，７８７㎡」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、宇佐地区です。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。

森岡大信委員

１８番森岡です。ここの場所は事務局の説明とおり問題のない場所と思いますので
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
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事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ご
とにご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はそ
の世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、
これらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用し
て耕作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについて
は、農地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地
基本台帳の農地面積が「８，５０４㎡」で一致し、申請地の面積が「２８３㎡」で
あるため、耕作に供すべき農地のすべては「８，７８７㎡」。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農地の面積の合計
は、(別添)５－１の（１）に記載されているとおり「８，７８７㎡」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、
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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

異義なしでお諮りをします。議案第３号番号２２について許可することにご異議ご
ざいませんか。

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

事務局次長

他の委員さんご意見をお願いします。
（異義なしという多数意見あり）

はい、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２３を議題とします。事務局の説明を求めます。
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２３。
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
佐市家俊字市ノ上ミ２９６番２」、登記簿地目、現況地目は「畑」、面積は「２３３
㎡」、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「１８，１２８㎡（田：１５，２０５㎡、
畑：２，９２３㎡）」、所有地以外は「借入地:２，３１９㎡(全て「田」)」、合計「２
０，４４７㎡」。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。
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「トラクター７台、軽四トラック４台、コンバイン２台、田植機１台、
乾燥機１台、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
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等の状況は「農作業歴２５年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在４人、農作業歴:妻２０年、子１年、父５０年、母４４年」、③臨時雇用労働力(年
間延人数)は「記載なし。」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を
受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①及び②の者 徒歩で約１分」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、田では（水稲）が
１０，０００㎡、生姜他が５，２０５㎡。畑では、生姜他で２，９２３㎡」、「借入
地は、田で全て水稲（２，３１９㎡）」。今回申請している農地の耕作計画は「畑（芋）：
２３３㎡」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、○○○○さん、○○○○さん」、
（２）年齢は「○歳、○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、子、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月で（本人、妻、子は３００日、
父、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２０，４４７㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積２３３㎡、合計２０，６８０㎡」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。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

尾﨑委員

会

長

地元委員さんのご意見をお願いします。
１３番尾﨑です。事務局の説明どおりお百姓さん専門ですので問題がないと思いま
す。よろしくお願いします。
はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の
審査基準に基づく、提出書類による審査について報告をお願いします。
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事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「２０，４４７㎡」で一致し、申請地の面積が「２３３㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「２０，６８０㎡」。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農地の面積の合計は、(別
添)５－１の（１）に記載されているとおり「２０，６８０㎡」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
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的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することが
できない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調査
により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を
生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第３号番号２３について許可することにご異議ござ
いませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第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２４を議題とします。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。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２４。
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
佐市高岡町字横柳丙９８６番」、登記簿地目、現況地目は「田」、面積は「８１９㎡」、
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、所有地は「１２，８３０㎡（田：１０，１２１㎡、畑：
２，７０９㎡）」、所有地以外は「なし。」、合計「１２，８３０㎡」。非耕作地は、
「○○○○と○○○○」にありますが、２筆とも農機具通行のための通路であり２００
㎡未満の農業用施設に該当。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「耕耘機１台、田植機２台、トラクター１台、コンバイン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
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等の状況は「農作業歴２５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:父５２年、母１１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 車で約１０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、田では（水稲）を１
０，１２１㎡、畑では、ネギを２，７０９㎡」。今回申請している農地の耕作計画は「田
（水稲）：８１９㎡」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、○○○○さん、○○○○さん」、（２）年齢
は「○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、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月で（本人は２００日、父、母は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１２，８３０㎡、権利を取得しよう
とする農地の面積８１９㎡、合計１３，６４９㎡」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

市原委員
会

長

事務局次長

地元委員さんのご意見をお願いします。
１７番市原です。何も問題もないのでよろしくお願いします。
はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の
審査基準に基づく、提出書類による審査について報告をお願いします。
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
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地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「１２，８３０㎡」で一致し、申請地の面積が「８１９㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「１３，６４９㎡」。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農地の面積の合計は、(別
添)５－１の（１）に記載されているとおり「１３，６４９㎡」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。
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会

長

委

員

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第３号番号２４について許可することにご異議ご
ざいませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

事務局次長

他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという多数意見あり）

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第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２５を議題とします。事務局の説明を求めます。
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２５。
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
佐市本村字新頭２３７番他４筆」、登記簿地目、現況地目は、２４４番１は「田」、そ
の他は「畑」、面積は「合計２，５０６㎡」、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、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「３１，９６４㎡（田：１９，１２５㎡、畑：１２，
８３９㎡）」、所有地以外は「なし。」、合計「３１，９６４㎡」。非耕作地は、ペー
ジの下欄のとおり、全て２００㎡未満の農業用施設となっています。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。
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「水揚げ機３台、動噴３台、トラクター３台、農業用自動車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２０年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在
３人、農作業歴:妻１５年、父４９年、母４２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 車で約１０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、田が１９，１２５㎡、
畑が１２，８３９㎡で全て生姜を栽培。」。今回申請している農地の耕作計画は「田：
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３９２㎡、畑：２，１１４㎡で全て文旦」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、○○○○さん、
○○○○さん」、（２）年齢は、○○○○さんの年齢が○歳となっておりますが、正し
くは○歳であります。大変申し訳ございませんが訂正をお願いします。「○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月で（本人、妻、父、母とも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３１，９６４㎡、権利を取得しようとする農地の面積２，５０６㎡、合
計３４，４７０㎡」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。７
７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

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。事務局の説明がございましたとおり大規模の農業をやっております
ので何も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「３１，９６４㎡」で一致し、申請地の面積が「２，５０６㎡」であ
るため、耕作に供すべき農地のすべては「３４，４７０㎡」。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
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状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)１－２の（２）
の記載事項により、１－２の（１）に記載されている作物を耕作するための農機具を
所有していると認められる。１－２の（３）の記載事項により、申請地は住所地から
近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことか
ら、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法
第３条第２項第１号には該当しないと考えます。
次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利
を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書
の譲受人の氏名が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人で
はないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合
には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていな
いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間
の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』
ことについては、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別
添)５－１の（１）に記載されているとおり「３４，４７０㎡」となり土佐市の下限
面積４，０００㎡以上となるため、該当しないと考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて
耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書
及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことか
ら、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしよ
うとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農
地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合
的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することが
できない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調査
により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を
生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

委

員

他の委員さんのご意見をお願いします。
（異議なしという多数意見あり）
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会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号２６を議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第３号番号２５について許可することにご異議ござ
いませんか。

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２６。
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
佐市北地字ガキ３０４７番２他４筆」、登記簿地目、現況地目は「３０４７番２、３０
４９番１、３０５０番１」は「田」、残り２筆は「畑」、面積は「合計で１，１４１㎡」、
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」。
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「５，８８８㎡（田：４，１７０㎡、畑：１，７１８㎡）」、所有地以外は「なし」、
合計「５，８８８㎡」。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」、
（２）大農機具は「トラクター１台、田植機１台、農用自動車１台、動噴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１６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:父６０年、兄１７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 徒歩で約５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「自作地のみで、田では（水稲）
を４，１７０㎡、畑で生姜を１，７１８㎡。」。今回申請している農地の耕作計画は「田
は水稲を２６５㎡、畑は生姜を８７６㎡」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
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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「全員農業」、（４）権利取得者との関係「本人、父、兄」、（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（全員が
３００日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業に供
する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積５，８８８㎡、権利を取得しようと
する農地の面積１，１４１㎡ですが、同一生計の農家であるため合計は５，８８８㎡」
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。場所につきましては、北原
地区です。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。

岡林委員

３番岡林です。事務局の説明のとおりで親から息子さんに贈与ということで問題ない
と思いますのでよろしくお願いします。

会

はい。地元委員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「５，８８８㎡」で一致し、申請地の面積が「１，１４１㎡」であり
ますが、今回は同一世帯の中での贈与であるため、耕作に供すべき農地のすべては「５，
８８８㎡」。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
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については適当である。以上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利
用して耕作を行うと認められ、農地法第３条第２項第１号には該当しないと考えます。
次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利
を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書
の譲受人の氏名が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人で
はないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合
には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていな
いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間
の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』
ことについては、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別
添)５－１の（１）に記載されているとおり「５，８８８㎡」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をお願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第３号番号２６について許可することにご異議ご
ざいませんか。

委

員

（異義なしという多数意見あり）
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会

長

事務局次長

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２７を議題とします。事務局の説明を求めます。
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２７。
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
佐市宮ノ内字前道７８４番１他３筆」
、
登記簿地目、
現況地目は議案書に記載のとおり、
面積は「合計で４，６４３㎡」、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」。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、所有地以外ともに「０㎡」で、合計も「０㎡」となりますが、ページ下欄の参考事
項に記載のとおり、譲渡人と譲受人は親子であり、住所は分かれていますが農業は同一
経営となっており、事務局では、農家台帳により、議案書記載の経営面積があることを
確認しています。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「トラクター２台、軽四トラック４台、２ｔトラック１台、選果機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２２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 自宅から３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。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「自作地、借入地ともに０㎡。今
回申請している農地の耕作計画は「畑（文旦）：４，６４３㎡」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「全
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員農業」、（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０㎡、権利を取得しようとする農地
の面積４，６４３㎡、合計４，６４３㎡」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、戸波
地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

馬場委員

会

地元委員さんのご意見をお願いします。
２４番馬場です。事務局の説明がどおりで文旦と生姜をやっております、親から子
に贈与するもので問題ないと思います。よろしくお願いしたいと思います。

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。
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「０㎡」で一致し、申請地の面積が「４，６４３㎡」であるため、耕
作に供すべき農地のすべては「４，６４３㎡」。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
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はないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合
には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていな
いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間
の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』
ことについては、権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計は、(別
添)５－１の（１）に記載されているとおり「４，６４３㎡」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をお願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第３号、番号２７ついて許可することにご異議ご
ざいませんか。

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号３５を議題とします。事務
局の説明を求めます。
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事務局次長

はい、それでは、議案書ナンバー２の一枚目、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３５をご説明します。
番号３５ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は大字「岩戸」、字・地番
はハラタ１０４８番１ 他１筆」、台帳地目は「畑」、地積は「６１㎡、４２㎡」、非
農地となった時期は「昭和５２年頃から」、現在の利用状況及び現況につきましては全
て「駐車場（現況：農業用倉庫）」、非農地となった理由は「耕作不適で、括弧内の理
由が間違っておりますので大変申し訳ございませんが、理由としましては、（昭和５２
年頃に自動車を所有した際に駐車場とした。）」という事です。今後の利用計画は「家
を建築したい」。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、９３ページをのとおり、波介地区となっています。以上で説明を
終わります。

会

長

野瀬泰廣委員

地元委員さんのご意見をお願いします。
１６番野瀬です。野村委員さんが今日欠席ということで現場を見て参りました。先
ほど事務局の説明があったとおり駐車場というよりは農業倉庫ということで農地に復
元することは出来ないと思います。よろしくお願いします。

会

長

他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

異議なしで決定になりました
続いて、議案第４号非農地証明願承認の件 番号３６を議題とします。事務局の説
明を求めます。

事務局次長

はい、議案第４号非農地証明願承認の件 番号３６をご説明します。９４ページを
ご覧ください。番号３６ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、大字「高岡
町」、字・地番は「中長池 甲１１３０番１」、台帳地目は「田」、地積は「１３８㎡」。
非農地となった時期は「平成元年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては、「農作
業機材置き場」。非農地となった理由は「農地法施行規則第２９条第１号に該当するため
（200㎡未満の農業用倉庫等）」、ということで、始末書の提出はございません。今後の利
用計画は「家を建築」するとなっています。９５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。

（異義なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第４号、番号３５について許可することにご異議
ございませんか。
（異義なしという多数意見あり）
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会

長

野瀬喜代委員

地元委員さんのご意見をお願いします。
４番野瀬です。ここは○○○○の道沿になっておりまして、娘さんの家を建てたい
ということですが、農地に復元することは出来ないと思います。よろしくお願いしま
す。

会

長

他の委員さんのご意見をお願いします。

委

員

会

長

委

員

（異義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
続いて、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号３７を議題とします。事務局の説
明を求めます。

事務局次長

はい、議案第４号非農地証明願承認の件 番号３７についてご説明します。９６ペ
ージをご覧ください。番号３７ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、大
字「蓮池」、字・地番は「土居５３０９番」、地目は「畑」、面積は「２０８㎡」、非農
地となった時期につきましては「昭和５０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」。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。

（異義なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第４号非農地証明願承認の件、番号３６について
許可することにご異議ございませんか。

（始末書を読み上げた）
９７ページをご覧ください。場所につきましては、蓮池地区となっております。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。

矢野泰幸委員

２２番矢野です。隣地は事務局の説明どおりでございます。よろしくお願いします。

会

長

他の委員さんの意見をお願いします。

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第４号非農地証明願承認の件、番号３７ついて許可
することにご異議ございませんか。

委

員

（異義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。
続いて、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号３８を議題とします。事務局の説
明を求めます。

事務局次長

はい、議案第４号非農地証明願承認の件 番号３８についてご説明します。９８ペ
ージをご覧ください。
番号３８ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、大字「永野」、字・地番
は「南ノ前 １１番１ 他２筆」、地目はともに「田」、面積は「５５８㎡、２５７㎡、
１５５㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和３９年から」。
現在の利用状況及び現況につきましては「宅地」。非農地となった理由は「その他【亡
父が昭和３９年に製材業を営むにあたり、土地をアスファルト舗装して以来、５０年以
上工場として活用しているため、耕作地として使うことができない。】」。今後の利用
計画は「将来家を建築」。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）
９９ページをご覧ください。場所につきましては、戸波地区となっております。以上
で説明を終わります。

会

長

白木委員

地元委員さんのご意見をお願いします。
１４番白木です。事務局の説明のとおり大分昔から製材所として、ここがもともと畑
だったことすら自分は分からない状態でしたので、寛大な処置をお願いします。

会

長

他の委員さんの意見をお願いします。

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第４号非農地証明願承認の件、番号３８について許
可することにご異議ございませんか。

委

員

（異義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
続いて、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号３９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３９についてご説明します。１０
０ページをご覧ください。番号３９ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、
大字「新居」、字・地番は「ウシバエ２７３番５」、地目は「畑」、面積は「２３１㎡」、
非農地となった時期につきましては「昭和６０年頃から」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「雑種地」。非農地となった理由は耕作不便の
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ため【周囲は建物に囲まれており、隣地の雑種地及び宅地と一体利用をしていたため。】。
今後の利用計画は「なし」。
（始末書を読み上げた）
１０１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。
会

長

横山委員

地元委員さんのご意見をお願いします。
２３番横山です。事務局の説明のとおりこの土地は今放棄地状態でおりまた建物等に
囲まれており日当たりが非常に悪いとなっております。今後農地として管理していくの
は難しいと思います。よろしくお願いします。

会

長

他の委員さんの意見をお願いします。

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第４号非農地証明願承認の件、番号３９について許
可することにご異議ございませんか。

委

員

（異義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。
続いて、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号４０を議題とします。事務局の説
明を求めます。

事務局次長

はい、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号４０についてご説明します。１０
２ページをご覧ください。番号４０ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、
大字「高岡町」、字・地番は「塚野乙１２２１番」、地目は「田」、面積は「１２５㎡」、
非農地となった時期につきましては「平成８年頃から」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。今後の利用計画は「北側の○○○○の社員用駐車場（現状どおり）」。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）
１０３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

事務局次長

地元委員さんのご意見をお願いします。
石元委員さん担当地区の委員さんがちょうど３時に退席しておられますので、事務局
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の中平が石元委員から言づてを預かっております。この４０番については、石元委員さ
んから特に問題はないとことので意見があげられています。以上で報告を終わります。
会

長

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第４号非農地証明願承認の件、番号４０について許
可することにご異議ございませんか。

委

員

（異義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
続いて、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号４１を議題とします。事務局の説
明を求めます。

事務局次長

他の委員さんの意見をお願いします。

はい、議案第４号 非農地証明願承認の件 番号４１についてご説明します。１０
４ページをご覧ください。番号４１ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、
大字「高岡町」、字・地番は「土取場甲１８２４番２０」、地目は「田」、面積は「３６
６㎡」、非農地となった時期につきましては「昭和４７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「倉庫及び通路」。非農地となった理由は、その他【太陽
熱湯沸し設備を設置した倉庫を建築しており、入り口より倉庫前の敷地の一部をコンクリ
ート舗装している。】。今後の利用計画は「居宅を建築」。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）
１０５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。

委

員

野瀬喜代委員

地元委員さんのご意見をお願いします。
４番野瀬です。先日ここを見ましたが、草がいっぱい生えてなんか歩きにくい状態で
したが、問題ないと思いますのでよろしくお願いします。

会

長

他の委員さんの意見をお願いします。

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第４号 非農地証明願承認の件、番号４１について
許可することにご異議ございませんか。

委

員

（異義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１０６ページから１１９ページに掲載しております。それでは、平成３０年１
１月９日付３０土農林第８７５号により、土佐市長から土佐市農用地利用集積計画に
ついて、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により当委員会に７件の諮問があが
っております。
それでは１０７ページご覧ください。整理番号３０－６１、『新規認定』、利用権の
設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「新居」、利用権の設定を受
ける者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「新居」、利用権を設定する土地は
「農用地区域外」で、場所は「新居」、字・地番は「法持坊５２４番他３筆で、全て１
筆の内の一部」、現況地目は全て「畑」、面積は合計で「７８８㎡」、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「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「３５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「７８８㎡」、利
用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「８，７４０㎡」、借入地「０㎡」で、
経営面積は「８，７４０㎡」となります。主たる作目は「トマト」、世帯員は「男２人、
女１人」で農業従事者は「３人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「３人」となっ
ております。
１０８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。

会

長

地元委員さんのご意見をお願いします。

横山委員

２３番横山です。親子間での利用権の設定ということで問題ありません。よろしくお
願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３０－６１の農用地
利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事務局か
ら報告をお願いします。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区
域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基本
構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業
経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作
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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

（異義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５号 整理３０－６１について承認することにご
異議ございませんか。

委

員

（異義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３０－６２、３０－６３、３０－６４を一括議題とします。事務局の説明を求め
ます。

事務局次長

他の委員さんの意見をお願いします。

はい、それでは議案第５号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件
整理番号３０－６２、３０－６３、３０－３４を一括してご説明させて頂きます。
１０９ページをご覧ください。整理番号３０－６２、『新規認定』、利用権の設定を
する者「○○○○」、「○○○○」、住所は共に「○○○○」、地区「波介」、利用権
の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高岡」、利用権を設定
する土地は「農用地区域内」で場所は「波介」、字・地番は「岡端６２３番の一部」、
地目は全て「田」、面積は合計「７８０㎡のうち３９０㎡」、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。
続いて整理番号３０－６３、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」
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さん、住所「○○○○」、地区「高知市」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、
住所「○○○○」、地区「高岡」、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「東水口甲１９２３－６」、地目は「畑」、面積は合計「３４
０㎡」、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。
１１０ページをご覧ください。続いて整理番号３０－６４、『新規認定』、利用権の
設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高知市」、利用権の設定を
受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高岡」、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「東水口甲１９２３－３」、地目
は「畑」、面積は合計「２９９㎡」、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「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，０２９㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地の面積の自作地は「３，１５９㎡」、
借入地は「０㎡」、経営面積は「４，１８８㎡」になります。主たる作目は「野菜、み
かん」、世帯員は「男１人・女１人」で農業従事者は「２人」うち１５歳以上６０歳未
満のものは「０人」となっております。
１１１ページをご覧ください。場所につきましては、３０－６２は波介地区となって
おります。３０－６３と３０－６４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

地元委員さんのご意見をお願いします。

野瀬喜代委員

４番野瀬です。最初の○○○○さんから借りているのは場所が分からないのですけど、
体育館の横のところは見てきました。これは家の前で畑を作っていました。ここは問題
がないと思います。

事務局次長

すみません、説明が抜かっておりましたが、今日欠席をされております玉木委員さん
から、この波介の○○○○さんの案件については特に問題がないのでという言付けを預
かっておりました。

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３０－６２、３０
－６３、３０－３４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。
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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「３００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

他の委員さんの意見をお願いします。

委

員

（異義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５号整理３０－６２、３０－６３、３０－６４
について承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異義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３０－６５を議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、それでは議案第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３０－６５を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３０－６５、『新規認定』、利用権の設定
をする者「○○○○」、
「○○○○」、相続人の住所は共に「○○○○」、地区「新居」、
利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高知市」、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「学校前１１
１０番１ 他８筆」、地目は全て「田」、面積は合計「１，９１１㎡」、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「○○月末までに自宅持参」、利用権の種類
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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「０日」新規就農です。利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，
９１１㎡」、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、借
入地ともに「０㎡」、経営面積は「１，９１１㎡」になります。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」うち１５歳以上６０歳未
満のものは「２人」となっております。
１１５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。
会

長

地元委員さんのご意見をお願いします。

門田委員

１１番門田です。この分は被相続人の○○○○さんが前回に申請してたんですけど
亡くなりまして、○○○○と○○○○、○○○○が相続をして今日あがってきたんです
けど、○○○○さんは友達の手伝いで新居の方にちょうどネギを作っているお友達の
手伝いをしているうちに自分もやりたいということで頑張ってやるということで今回
に至っていますので事務局の説明どおりになんら問題がない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３０－６５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は新規就農であるため「０日」と記載されて
おり、現状では年間１５０日には満たないですが、添付資料として、専業農家として、
また年間を通じて農作業に従事することが分かる営農計画書が提出されておりますの
で、本件成立後は年間１５０日以上の農作業に常時従事すると考えられますので、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

他の委員さんの意見をお願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。次の件は、私が関係する案件ですので、議長を副会
長に一旦譲り、一時退席します。（会長退席）

野瀬泰廣委員

この議案につきましては会長自身が貸人ということで変わりまして副会長の私が
議長を務めさせていただきます。どうかよろしくお願いします。
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３０－６６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３０－６６をご説明させて頂きます。
１１６ページをご覧ください。整理番号３０－６６、『新規認定』、利用権の設定を
する者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高岡」、利用権の設定を受ける者
「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高岡」、利用権を設定する土地は「農用
地区域内」で場所は「高岡町」、字・地番は「桟敷田２４６６番の一部 他５筆」、地
目は全て「田」、面積は合計「３，５００㎡」、期間は「平成○○年○○月○日～平成
○○年○○月○○日」、存続期間「○年○ヶ月」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、
借賃の支払い方法は「○○月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」となって
おります。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業
従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「３，５００㎡」、
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「５，３１７㎡」、
借入地は「３，５００㎡」となっていますが、正しくは「０㎡」となります。大変申し
訳ございませんが訂正をお願いします。経営面積も「８，８１７㎡」となっていますが、
正しくは「５，３１７㎡」となります。大変申し訳ございませんが訂正をお願いします。

（異義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5号整理３０－６５について承認することにご
異議ございませんか。
（異義なしという多数意見あり）
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主たる作目は「キュウリ」、世帯員は「男１人・女１人」で農業従事者は「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。
１１７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。
野瀬泰廣委員

地元委員さんのご意見お願いします。

事務局次長

地元委員さんの石元委員さんが退席されているので言付けを預っています。本件に
ついて特に問題がないということでよろしくお願いしますということす。

野瀬泰廣委員

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３０－６６の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事務局
から報告を求めます。

事務局次長

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

野瀬泰廣委員
委

員

他の委員さんの意見をお願いします。
（異義なしという多数意見あり）
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野瀬泰廣委員

委

員

異議なしでお諮りをします。議案第５号整理３０－６６について承認することに
異議ございませんか。
（異義なしという多数意見あり）

野瀬泰廣委員

異議なしで決定になりました。それでは、議長を池田会長に代わります。
（池田会長復席）

会

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３０－６７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

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３０－６７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３０－６７、『再認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高岡」、利用権の設定を受ける者「○
○○○」さん、住所「○○○○」、地区「高岡」、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「麻生田乙２７５８番」、地目は「田」、面積
は合計「２，８３９㎡」、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
末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業
従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「２，８３９㎡」、
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「９，４７２㎡」、
借入地は「４，４９５㎡」、経営面積は「１３，９６７㎡」。主たる作目は「キュウリ」、
世帯員は「男２人・女１人」で農業従事者は「３人」うち１５歳以上６０歳未満のもの
は「１人」となっております。
１１９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。
なお、この件も石元委員さん管轄の案件でございますので、言付けを預っております
ので報告させてもいらいますが、特に問題がないという意見です。以上で説明を終わり
ます。

会

はい。地元委員さんの意見は問題無いとのことです。それでは、整理番号３０－６
７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。
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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「３００日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

委

員

（異義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５号整理３０－６７について承認することにご異
議ございませんか。

委

員

（異義なしという多数意見あり）

会

長

事務局次長

他の委員さんの意見をお願いします。

異議なしで決定になりました。
続きまして、報告事項 農地利用配分計画の認可について説明をお願いします。
それではご説明します。１２０ページをご覧ください。
平成３０年９月２６日付け３０高農担第３３４号で、本委員会に対しまして高知県知事
から農用地利用配分計画の認可について通知がありましたのでご報告します。
１２１ページ、整理番号：３３４、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、利用権を設定する土地は大字「土佐市新居」、字・地番は「吉川３６６５番 他４
筆」、登記・現況地目は全て「田」、面積は「５筆合計で、４，４８２㎡」、始期は「平
成○○年○月○○日」、終期は「平成○○年○○月○○日」、借賃総額(年額)は「反当
○○○○円で合計○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成○○年○○月○
○日に、２回目以降は同時期に同額を公社指定の口座に振込」、利用権の種類は「賃借
権」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
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１２２ページをご覧下さい。場所につきましては、新居地区となっております。
続いて、１２３ページをご覧ください。平成３０年１０月２９日付け３０高農担第４０
８号で、本委員会に対しまして高知県知事から農用地利用配分計画の認可について通知が
ありましたのでご報告します。
１２４ページ、整理番号：４０８、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、利用権を設定する土地は大字「土佐市新居」、字・地番は「亀尻１６１６番 他５
筆」、登記・現況地目は全て「田」、面積は「６筆合計で、２，１６７㎡」、始期は「平
成○○年○○月○○日」、終期は「平成○○年○月○○日」、借賃総額(年額)は「反当○
○○○円で合計○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成○○年○月○○日に、
２回目以降は同時期に同額を公社指定の口座に振込」、利用権の種類は「賃借権」、当事
者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
１２５ページをご覧下さい。新居地区となっております。以上で報告を終わります。
会

長

事務局の方から報告が終わりました。何か質問はございませんか。

委

員

なし。

会

長

無いようでございますので、報告についてはこれで終わりたいと思います。
本日の議案については以上で終了しました。どうも長時間お疲れ様でした。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

１６ 番

１７ 番
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