平成３０年度
１０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１０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１０月２９日（月） 午後１時３０分開会
防災センター１階 会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

小松 弘知

13

尾﨑 哲人

19

野村 学

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

山本 倫弘

21

4

野瀬 喜代

10

久保 恵敬

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

5

石元 博昭

11

門田ゆかり

17

市原 正一

23

横山 秀臣

6

玉木 正人

12

森田 昭司

18

森岡 大信

24

馬場 善弘

②欠席
番号

氏

名

20

西原 博明

21

野中 文代

番号

氏

名

番号

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号

氏

名

局長 石元 一成
次長 中村 幸博
係長 中平 忍
農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
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４件
３件
５件
３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１０月定例会
を開催いたします。現在の出席委員数２２名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を行
います。本定例会の会議録署名委員に１４番白木正雄委員、１５番山本倫弘委員、両名を
指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明
を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明します。本日審議頂く議案は、
議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 ４件、
議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件 ３件、
議案第３号 非農地証明願承認の件 ５件、
議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件は、議案書配
布後に２件取り下げがございましたので、５件から３件に変更となります。
以上となります。

会

長

それでは、本日５条の関係でお越しをいただきました皆様方に一言ご挨拶申し上げ
ます。昼間の大変お忙しい時間帯にかかわりもせず、ご出席をいただきまして本当に
ありがとうございます。ただいまから、皆様方の方からご提出をしていただいており
ます案件について順をおって審議をしてまいりますが、その審議の過程において議長
もしくは委員の方から質問等ありましたときには、明確なお答えをいただきますよう
よろしくお願い致します。なお、本日決定になりましても最終決定ではございません。
許可権者は高知県知事でございます。県は現地調査を含む県独自の調査を行いまして
そのうえで許可妥当というものに対しましては、当委員会の事務局をとおして皆様方
に許可書が届くことになっております。許可書が届きますまでは、無断転用の扱いと
なりますので作業しないようにご注意をしていただきますようお願いを申し上げまし
てご挨拶と申しあげます。それでは議事に入りたいと思います。事務局の説明を求め
ます。

事務局次長

はい。それでは、農地法第５条の番号２３の申請人「○○○○」さんと「○○○○」
さんはお残りいただきまして、他の方は順番が来るまで別室の方で待機のほうお願い致
します。

会

長

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
２３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、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号２３の申請人で譲
渡人の「○○○○」さん。同じく譲受人の「○○○○」さん。

申 請 人

はい。

事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
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２３ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○
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○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○」。申請地の所在、「土
佐市蓮池字中沢１２４２番」、登記地目「田」、現況地目「畑」、面積は「１，１３０
㎡」、利用状況は「休耕畑」。所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「な
し」、農地基本台帳の耕作者名は、「○○○○」さん。農振法の農用地区域につきまし
ては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第２種」と判断しております。
転用の目的は「集合住宅建築」、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細
は「市中心街の周辺地で国道５６号線に近く、市街化が急速に進む地域であり、集合住
宅建築に最適と判断した。」ため、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から
永久年間」、工事計画は「許可日から平成３１年８月３１日」、資金計画は「土地取得費
○○○○円、土地造成費○○○○円、建築費○○○○円、その他諸経費○○○○円、計○
○○○円で、金融機関からの借入が○○○○円、残りは自己資金」、過去の違反転用の有
無及び始末書の提出状況については「なし」。
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、国道５６号線から少し南に入ったところで、住宅
地が広がり、保育園や小学校もあります。また、国道を中心に大型量販店や会社、商店、
民家等が混在しており、市街化が急速に進んでいる地域であり、集合住宅建築に最適と
判断しました。集合住宅２棟（１２戸）（建築面積2棟合計348.04㎡）、に加えて共稼
ぎの若い夫婦が入居する場合、夫婦で１台ずつ車を所持していることが多く、駐輪場、
露天駐車場１８画（192.5㎡）を計画しており、申請地の面積が必要となります。」と
いう事です。
次に４ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「東側既設道
路から進入する。」、造成計画は「平均０．２ｍ盛り土する。」、整地計画は「申請地
北側と南側に集合住宅を各１棟、合計２棟を建築し、申請地中央部は、露天駐車場敷地
とする。建物部分以外は、アスファルト舗装とする。」。
排水処理計画は、「まず、生活排水につきましては、A棟は、敷地内の生活排水管を
経由し、A棟北側の合併浄化槽で浄化し、敷地内西側の集水枡から、雨水と合流させて
南側水路へ排水する。B棟は、敷地内の生活排水管を経由し、B棟南側の合併浄化槽で浄
化し、敷地内南側の集水枡から、雨水と合流させて東側道路側溝へ排水する。
次に雨水排水で、敷地内雨水は、申請地中央部分から東西に勾配を取り、敷地中央部
の西側、東側及びA棟北側に設置する、Ｕ字溝を経由して東側道路側溝及び南側水路へ
排水する。」計画となっています。
被害防除計画につきましては、５ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「東側は宅地及び公衆用道路、西側は農地、南側は水路、里道をを挟んで農地、北は
農地」となっており、同意書につきましては「北側の○○○○、○○○○、○○○○、
西側の○○○○、南側の○○○○と○○○○」から提出されており、南側の○○○○か
ら、「○○○○の北側の水路を３面張とする。」との条件が付されております。事務局
の方には、今回の申請地の南側水路について、３面張りの断面図が提出されております。
３ページにお戻りください。場所につきましては、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。
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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「集合住宅建築」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、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。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは申請人の方に確認させていただきます。譲
渡人の「○○○○」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お願いします。

長

久保委員

１０番久保です。先ほどの事務局の説明どおり間違いないと思いますが、同意の条件
で３面張とありますが、それはよろしいですか。それを確認して良ければそれで良いと
思います。

会

申請人の方に確認させていただきますが、同意の条件が一つ入っておりますけれど
も、これを守っていただけますか。

長
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申 請 人
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい。
はい、守っていただけるということです。それでは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）
異議なしでお諮りをします。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件 番号２３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。どうもご苦労様でした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号２４を議題といたしますが、これは、前回取り下げになって再度申請をし直して
いただいた件です。内容については今から事務局の方から説明をしますが、本人がど
うしても出席できないということで前回説明をしたことから一部訂正が入ってますが、
事務局の話しの中では、本人が居なくても良いんじゃないかということで提出をさせ
ていただきました。ただ、今まで土佐市の農業委員会としては本人出席がない決議を
したことがないので皆さんにお諮りをしてから審議をしたいと思います。先月のこと
ですので皆さん覚えてると思いますが、本人出席がなくてもよろしいでしょうか。
（異議なしという多数意見あり）
はい、異議ないようですので審議をさせていただきます。なお本人には今日の説明
の中で質問等ありましたときには申請者からの答弁ができませんので、場合によって
は否決扱いになることがありますよと伝えてありますので、そういうこともご理解の
上で番号２４を議題としたいと思います。事務局の説明を求めます。
はい。それではご説明します。農地法第５条の番号２４につきましては、先月の９
月定例総会の、農地法第５条申請の番号２２で一度審議したものでありまして、その
際、隣地の農地所有者から同意が得られていなかったため、もう一度ご理解を得られ
るよう申請者に要請を行い、一度、申請を取り下げしていただきました。その上で、
後日、隣地の農地所有者と協議を行い条件付きで同意が得られたことから、再度申請
書が提出されました。つきましては、議案内容につきましては、変更部分のみを説明
させていただきたく存じます。また、本件の申請人につきましては、本会にご参集い
ただく通知しておりましたが、事前に出席できない旨の連絡が事務局に寄せられまし
た。このことから、本会開催前に池田会長に相談の上、前回の問題でありました周囲
の同意以外で新たな問題が発生し、その問題が解消できない場合は再度保留する条件
で申請者に了解をいただいていることを報告致します。
それでは、変更点についてご説明します。１点目は、議案書７ぺージ【同意書の提
出状況】欄に記載のとおり、「○○○○」から同意書が提出されており、９ページの
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周囲の状況の、申請地西側の○○○○に同意の表示をしております。この同意には、
条件が付いていますので読み上げます。同意の条件は、「擁壁は、境界線へ作り、高
さは道路（国道）の高さとして、その内側に排水溝を作ること。なお、将来、○○○
○の土地を埋め立てる時は、埋め立てる土が擁壁に当たることを承諾することを条件
とします。」となっており、その上で、９ページの緑に着色している部分が、申請地
の通路と、隣地の○○○○との境界部分のコンクリート壁を国道の高さにまで上げい
る区間を表しています。また、１１ページの造成断面図には、左が前回、右が今回の
断面図を載せています。変更点は、左の前回は隣地境界部分とコンクリート擁壁に１
０センチの隙間があったところ、赤で表示しているところが、今回は、隣地境界部分
に接する形でコンクリート擁壁を設置する計画となっております。また、１１ページ
の右上には、国道の高さに合わせるためにコンクリートが１０センチ、緑で表示して
いる部分が前回との変更箇所となっており、同意の条件を満たした内容に変更されて
いることが確認されます。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用
地ではなく、街区の面積に占める宅地の割合が４０％を超えている区域内の農地であ
ることから、第３種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第３種農地に
該当しますので申請地は、他の土地をもって代えることが出来ないと判断し、許可相
当地であると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、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、農地基本台帳は貸人が耕作者となっており、全部事
項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないた
め、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許
可することができない。』については、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設
の利用期間に「許可日から」と記載されており、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「自己住宅」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
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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

市原委員

地元委員さんのご意見お願いいたします。
１７番市原です。隣の○○○○さんが条件を付けてそのとおりするということで、
同意やったしよろしく言ってといてくれと、異議ないそうです。

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第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２４について申請通り承認することにご異議ございませんか。

委

員

会

長

事務局次長

申 請 人
事務局次長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

（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２５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２５の申請人で
地上権設定者「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく地上権者「○○○
○」さんの代理人「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１３ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件 番号２５ 申請人、地上権設定者「○○○○」さん、住所「○○○○」、
職業「○○」。地上権者「○○○○」さん、所在地「○○○○」、職業「○○○○○」。
申請地の所在、「土佐市蓮池字カチノ北１３２４番」、登記地目及び現況地目は「田」
面積は１，０２４㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外の使用収益権が設定されて
いる場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は、「○○○○」さん、農振法の
農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第２種
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２０年間」、工事計画は「許可日から６ヶ月間」、資金計画は「工作物
設置費○○○○円、年間地代○○○○円、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」となっております。１
４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
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する理由(面積の必要性)は、「当社は、太陽光発電事業を行っており、申請地は、日
当たりが良く太陽光発電を行うには最適と思われる。現所有者は、体力的に今後耕作
する可能性が非常に低いとのことであり、土地の有効利用と当社の事業のために当該
地を選びました。面積については、設備自体の面積と定期点検やメンテナンス時の作
業場、通路として申請する面積が必要です。」、進入路計画は、「隣接する申請地南
側の里道から出入りする。」、造成計画は「なし。」、整地計画は「平らになるよう
整地し、土のまま使用。草刈りは随時行う。」、次に１６ページの土地利用計画図と
あわせてご覧ください。排水処理計画につきましては、「雨水は、自然浸透。雑排水
は発生しない。」、次に、１８ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東
側は農地、西側は里道及び水路を挟んで農地、南は市道を挟んで雑種地、北は里道及
び水路を挟んで農地となっております。同意書につきましては、東側「○○○○番」
と南西側「○○○○番」から提出されており、西側の「○○○○、○○○○、○○○
○」につきましては、隣地同意書の経緯書が提出されており、その中で、地権者本人
が不在の為、ご家族に面談を行っているうえで、現在同意書の郵送待ちとなっている
とのことです。なお、北東側の「○○○○番」につきましては、管理者が把握できず、
同意が取れる状況でないようでありますが、現地は耕作放棄地の状態となっておりま
す。次に１７ページに日影図を載せていますが、北東側の「○○○○番」については、
冬至でも日陰が及ばないことが分かります。また、現在、同意待ちの「○○○○番、
○○○○番」については、冬至の午前８時では日陰がかかりますが、９時にはその影
響が無くなります。また「○○○○番」は、日陰の影響が及ばない事が確認できます。
１５ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池地区でとなっております。
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、
農地基本台帳は地上権設定者が耕作者となっており、
全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在し
ないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合に
は、許可することができない。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と
記載されているため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申
請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込み
がない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しな
い。次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』につい
ては、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当し
ない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができ
ない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電施設装置の
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設置」であると考え、該当しない。次に第４号の許可基準土砂の流出又は崩壊その他
災害を発生させる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺
の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。
』
については、
先ほどの説明どおり西側及び北東側の一部農地については、現在同意待ちとなってお
り同意書の提出はされておりませんが、これらの農地は現状耕作放棄地状態となって
いること、また、添付されております日影図から、冬至で朝の１時間ほどで日陰の影
響が無くなることから、
日陰による営農への問題はないと考えられます。
また、
通風、
排水の問題は無いと考えられますので、許可相当であると考えております。以上で説
明を終わります。
会

長

説明が終わりました。次長、確認したいんですが、この同意待ちというのは、同
意をするということで書類がまだ来ていないという意味？

事務局次長

一旦地権者の方に当たり、その時に同意書の紙を地権者に渡している。それを郵
送で送っていただくのを待っている状態だと聞いています。

会

その郵送で送ってくれるのは同意をするということの確認を得てですか、同意を
するかどうかわからんということではないんですよね。

長

事務局次長
会

長

事務局ではそこまで確認をしていません。
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したいと思いますが、
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。

申請代理人

はい。

会

先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。

長

申 請 人
会

間違いありません。

長

先ほど私が尋ねましたけれども、同意待ちというのは同意をしてくれるということ
の確認をしたうえで書類がまだきてないということでしょうか。

申請代理人

その件につきましては、本人不在だったため書類を渡してきて家族に面談という形
で必ず同意しますという意思は得られていません。

会

長

申請代理人
会

長

得られていませんか。
はい。
そういうことだそうです。それではそのことの説明を聞いた上での地元委員さんの
意見をお願いします。
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久保委員

１０番久保です。先ほどの事務局の説明どおり間違いないと思いますが、同意を貰
っていないとこの○○○○はあんまり影響ないと思いますが、西の○○○○番、○○
○○番は多少影が掛かると思いますが、できれは同意書を貰えてから、許可という形
でいいと思いますが。貰えるのか、申請人にお伺いしたいです。

会

長

代理人の○○○○さん、先ほどの地元委員さんの質問にお答えいただきたいと思い
ます。

申請代理人

一応同意待ちという方については後日ご説明に伺って同意を貰えるようにしたい
と思っています。

会

長

まだ会ってないんですね。

申請代理人

一度この手続きは行政書士の方に依頼してまして、私と同席で行く予定にしてます
ので、そのときにどういう形でというのを説明する形の流れにしてます。

会

ということです。それでは他の委員さんのご意見をおねがいします。

長

尾崎委員

１３番尾崎です。これが説明どおり時間やったら農作物になんら影響はない。そこ
まで難しく言ったら皆困る。農業委員会で判断してあげて、日陰の１時間くらいやっ
たらほとんど関係ないと思います。

会

長

他にご意見ございませんか。尾崎委員さんの意見に同意でよろしいですか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

○○○○さん、一応ご本人にも確認していただくということで、できるだけ同意書
をいただくということの努力をお願いしたいと思います。尾崎委員さんの意見があり
ましたが、この件につきましてはお諮りをしたいと思います。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２５について申請通り承認する
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。それでは農業委員さん、そういうことでよろしくお
願いします。同意書を貰いましたら事務局の方に同意書を届けてほしいと思います。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号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。
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申請代理人
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。
１９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 申請人、地上権設定者「○○○○」さん、住所「○○○○」、
職業「○○」。地上権者「○○○○」さん、所在地「○○○○」、職業「○○○○○」。
申請地の所在、「土佐市高岡町字南栗ノ木甲１６１０番」、登記地目及び現況地目は
「田」面積は１，０７７㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外の使用収益権が設定
されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は、「○○○○」さん、農
振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきましては、「第
２種農地」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２０年間」、工事計画は「許可日から６
ヶ月間」、資金計画は「工作物設置費○○○○円、年間地代○○○○円、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」となっております。２０ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地
は、「なし」。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は、「当社は、太陽光発電事
業を行っており、申請地は、日当たりが良く太陽光発電を行うには最適と思われる。
現所有者は、体力的に今後耕作する可能性が非常に低いとのことであり、土地の有効
利用と当社の事業のために当該地を選びました。面積については、設備自体の面積と
定期点検やメンテナンス時の作業場、通路として申請する面積が必要です。」、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「なし。」、整地計
画は「平らになるよう整地し、土のまま使用。草刈りは随時行う。」、次に２２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、自然浸透。雑排水は発生しない。」、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。「東側、西側、北側は全て農地、南側は水路及び市道を
挟んで農地並びに宅地となっております。同意書につきましては、提出されておりま
せんが、隣地同意書の経緯書が提出されており、その中で、○○○○、○○○○、○
○○○、○○○○の地権者の○○○○さん、○○○○さん、○○○○さんからは、
「パ
ネルからの太陽の照り返しがあるので、同意できないとの事」となっており、残る○
○○○、○○○○の地権者の○○○○さんは、県外在住のため郵送待ちとなっている
とのことです。次に２３ページに日陰が一番長くなる冬至の日影図を載せており、西
側及び北西側の隣地は、午前８時から午前１０時にかけて、東側及び北東側は午後２
時から午後４時にかけて、日陰が掛かることとなっております。冬至における日陰は、
午前、午後とも大きく伸びるのは１時間２時間程度となっておりますが、その他の時
期は、日陰の影響はもっと小さくと考えております。２１ページにお戻りください。
場所につきましては、高岡地区となっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用
地ではなく、市役所から１㎞の範囲内にある農地であることから、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。
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まず、第３号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、
許可することができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転用
及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。次に『申
請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可する
ことができない。
』
については、
農地基本台帳は地上権設定者が耕作者となっており、
全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在し
ないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合に
は、許可することができない。』については、申請書の転用計画に「許可日から」と
記載されているため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申
請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込み
がない場合には、許可することができない。』については、同意書、事業計画書、土
地利用計画図、現地調査等により、申請地と一体利用する土地はないため、該当しな
い。次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』につい
ては、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当し
ない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができ
ない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電施設装置の
設置」であると考え、該当しない。次に第４号の許可基準土砂の流出又は崩壊その他
災害を発生させる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺
の農地の営農条件に支障を及ぼす場合には、
許可することができない。
』
については、
先ほどの説明どおり周囲の農地からの同意が得られてなく、排水は、雑排水は発生せ
ず、雨水は全面自然浸透、パネル等の洗浄の際は、洗浄液等は使用しない。通風の妨
げになる建築物も設置しないとのことから、周囲の農地に迷惑を掛けませんとの記載
がなされており、排水、通風は問題無いと考えますが、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。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。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。

申請代理人

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お願します。

長

野瀬喜代委員

会

長

４番野瀬です。先日○○○○さんがわざわざ来てくれて相談がありました。それで
あこへ太陽光をすると言うけどうちらは嫌や。日陰図じゃなくて暑くなるし、嫌。家
の周りであまり離れてないのでと、そういうことでした。このごろ日陰図のことばか
り言われるけれど、それも大事かと思うけど、ものすごく暑いと思う。その温度のこ
とを全然載せていない。○○○○さんは同意を全然できませんということです。
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お願いいたします。
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白木委員

１４番白木です。ちょっと自分も関係していて反対側にハウスがあります。そこの
ところを通るのに道がすごく狭いですね。この通り道は。それからフェンスをやると
いうけど、道からフェンスは引かれたものですか。多分ローリーが通ったりするのに
バックミラーが当たるくらいの道ですのでフェンスを切ったり付けられたりすると、
車の往来に大分邪魔になるような感じがしますが。道自体にフェンスをくっつけて土
地ぎりぎりにフェンスを付けられるとフェンスと道が間が何㎝かこれじゃわからん
でしょ。

事務局次長

実際に現地は、道の北側に水路があり、この水路が６０㎝、既存の道が２．６ｍで、
その南側に水路がもう一つあります。道路から見ると、水路分の６０㎝引いた所にフ
ェンスがあるようになります。

会

長

市原委員

事務局次長
市原委員

会

長

白木委員さん良いですか。他の委員さんのご意見お願いいたします。
隣地の農地に影響がある場合、暑いのが隣地の農地の影響があるのかと問われたら、
そりゃなかなかその判断には苦慮するところやと思う。その○○○○さんというのは
ハウスやってる方？。その方の影響があるから反対と言われているか？
その方からは、太陽の照り返しがあるのでとのことです。
照り返しとか暑いとか言われたらなかなか難しい。隣地の周りから反対が多い。
そこら辺のところをどういうふうに説得させられるか、ここであかんと結論出すに
しても暑いからとか、これでここで判断を下せるかどうか大きな問題やと思う。そこ
ら辺のところは。
局長さんに説明をもらいます。

事務局長

基本的に営農に支障があるかどうかという判断ですので、その基準ということです。
話を聞いていたら、どの人も照り返しで暑くなるということでご本人から。

事務局次長

ご本人様から直接ではなく、○○○○さんの○○○○から野瀬委員が言われており、
私も相談に立ち会いまして、実際にそういうことだという話は把握しております。

事務局長

支障があるというのは北側の○○○○さんの所有の耕作地が○○○○さんのハウ
スに日陰がかかりますよね。○○○○さん自身がこれくらいかかって営農状況に支障
があるかどうか判断しなければいかんと思います。あとは周りが田んぼですので、日
陰が長いので耕作条件でどうですかということで了承をいただければと思います。

市原委員
事務局長

照り返しで暑いというのは問題にはならんか。
基本的には営農の支障ですので耕作条件でどう判断されますかということで。投げ
掛けかけを変えていただいてその面ではどうですかということで。問い合わせていた
だければと思います。
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会

長

基本的には隣地の営農に支障を来すかどうかということを審議してきましたので、
野瀬委員さんの話で暑いのでというのは話したことがなかったので。他に意見ござい
ませんか。一つ手前の案件については１時間くらいということで許可をしたんですけ
れども、条件的には似たような感じの様子でありますがいかがでしょうか。さっきも
出たように照り返しが暑いとかということについては審議の中に今までなかったこ
とで隣の農地に影響を及ぼすということが一番のポイントだと思いますが。どうぞご
意見お願いします。

市原委員

同じこと言いたくないけど、農地に影響あるかないかということが大きな判断材料
だということは掛け替えのない一つの条件だと思う。これで影響があると言われた場
合、ちょっとぐらい辛抱せえと言うようなことは農業委員会が言い訳にならんと私は
思う。

会

長

代理人の○○○○さんに質問をさせていただきますが、農地の周りの北と東、西の
方には同意書をもらうということはしていないんですか。

申請代理人

同意をもらいに行ってそういう意見だったんで、一応照り返しというのは当社でも
データ持ってますけど、地主さんが影で反対してるわけではないんで照り返しがある
からいやという形の意見だったので当社の方からそういうデータを地主さんの方に
説明して太陽光があるから温度上昇があるというのは絶対無いですから、それを地主
さん分かるように説明は致します。

会

長

照り返しはそういう対応をされるそうです。日陰についてはどういうふうに計らい
ましょうか。

申請代理人

日陰についてもまだこの土地に関して若干左右に余裕がありますんで、できるだけ
日陰にならないようなパネルの設置の仕方を設計を見直します。

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

そういうことだそうです。代理人の方の意見を聞いて皆さんの意見をお願いします。
すみません、事務局から確認させていただきたいですが、○○○○さんそういった
日陰の影響がなるだけ影響を小さくするような形で計画の変更も視野にいれるとお
伺いさせていただきましたが、場合によっては枚数が変わってきたりしますか。間隔
を狭くしてという形なのか、全体的に縮めすぎてしまうと今度は枚数自体の計画がお
かしくなってしまうんじゃないかなと。
基本的に枚数の変更はないです。できるだけ調整してみます。
分かりました。となりますと、計画変更の用途が出てくるということになりますが、
そうなると今のこの計画図面でそのまま通すというような形というのは、おかしい話
になってくるのかなと思うんですが。
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申請代理人

会

長

レイアウトは一緒です。全体的に北に寄るとか西に寄るとかはそういう変更はあり
ますが。
南側に2.4m幅がありますよね。もう少し南に寄せると北への影響が違ってくるとい
うことはありますよね。パネルとパネルの間の詰めるということも出来るんですか？
そうすることによって北が影に極力ならないような対応が出来るということか？
東西については一杯ですよね。

申請代理人

北と西については、ハウスになってますので影の影響が出ないように考えてみます。

会

長

一旦休憩をします。

会

長

申請代理人
会

それでは休憩前に復して会議を再開します。代理人の○○○○さん、みんなの話は
聞こえていたと思いますが、心配しているのは、営農に影響があるかどうかというこ
とを農業委員会としては一番に考えます。それで考えるときに北側のハウスに影にな
ることも考えると。先ほどの会の中でも出ておりましたが、この空間がありますので、
南の方に寄せることでパネルとパネルの間を出来る限り狭めることで、他人のハウス
に影の影響が出ないような対応がいただけると一番良いかなと考えます。東と西につ
いては余り無理かもしれん。隣地は暑いことを心配して影になることでいかんという
意味ではないみたいですので、そういうことから全体を考えてみますと、もっと南の
方に寄せる図面を書き直してもらって大変恐縮ですが、来月提出しなおしてもらった
らそれについてみなさんの協議が多分出来るだろうと思います。それからもう少し図
面が欲しいそうです。年齢がいってますので。そういう形でですね、図面を引き直し
てもらったほうがそれにもとづいて協議ができますので、すみませんがそういうこと
でお願いできますか。暑いということで農業委員さんが言われてましたが、温度のこ
とについてはなんか資料があるみたいですのでそのことも来月提出の時に温度はこ
んなんですよということで事務局の方にも提出いただくとありがたいです。
はい。

長

よろしくお願いします。それでは大変恐縮ですがそういうことでとりあえずお願い
したいです。どうもありがとうございます。野瀬委員さん、そういうことで資料も来
月出ますので、また○○○○さんにそういう話をしてあげてください。ただ基本的に
はやはり営農に影響するかどうかということが一番ですので。
続きまして、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１７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。２５ページをご覧ください。
議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件 番号１７。
譲渡人「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「○○○○」、職業「○○○○」。譲
受人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○○○」、職業「○○」。申請地の所在
は「土佐市甲原字南マ子３３６１番４」、登記簿地目、現況地目ともに「田」、面積
は「６４３㎡」、対価・賃料等の額は「○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設
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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」。２６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、１３，７２１㎡(内:田９，４９０㎡、畑４，２３１㎡)」、
所有地以外は「借入地、貸付地ともに、なし」、合計「１３，７２１㎡」。非耕作地
は「有り」で、下の欄に記載しているとおり３筆ございますが、全て２アール未満の
農業用倉庫となっており、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」ものとなっております。２７ペ
ージご覧ください。
１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に
従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は、リースで「トラクター２台、生姜掘り機１台、管理機４台、消毒
機械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３８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２６年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「現在３人、作
業歴４年。」、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及び③の者 車で１５分」と記載されてお
ります。２８ページの、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「全て自作地で、生姜：１３，
７２１㎡。」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜：田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
ます。その他の欄は記載されておりません。２９ページをご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載さ
れておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の4権利を取得しようとする者
又はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につ
いては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の
氏名は「○○○○さん・○○○○さん」、（２）年齢は「○歳・○歳」、（３）主た
る職業は「農業・農業」、（４）権利取得者との関係「本人・妻」、（５）その者の
農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１
月～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（本人３００
日・妻３００日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積１３，７２１㎡、権利を取得
しようとする農地の面積６４３㎡、合計１４，３６４㎡」と記載されております。
５－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面
積の状況(特例)と、５２ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】は記載され
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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。３１ページをご覧ください。場所につきまして
は、北原地区となっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい。それでは地元委員さんのご意見お願いします。

森田委員

１２番森田です。先ほどの事務局の説明したとおり何ら問題ないと思います。よ
しくお願いいたします。

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「１３，７２１㎡」で一致し、申請地の面積が「６４３㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「１４，３６４㎡」。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
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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「１４，３６４㎡」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

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第２号 番号１７について許可することにご異議
ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１８を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい。３２ページをご覧ください。議案第２号 農地法第３条第１項の規定による
許可申請書審査の件 番号１８。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「土佐市積善寺字仲ノ土居１４１番」、登記簿地目、
現況地目は「畑」、面積は「４９９㎡」、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」。
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次に、３３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:１４１㎡(内:畑１４１㎡)」、所有地以外は「借入地: ４，１１２
㎡(全て「田」)」、合計「４，２５３㎡」。非耕作地は、「なし。」農地法第３０条
第３項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）「該当しない」。農地法第５１
条第１項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当しない」となっており
ます。３４ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等
の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台、軽四トラック１台」をリース。
（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:夫１０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２０分」と記載されております。３５ページ
ご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「自作地が、畑（柿）：１４１
㎡。」、「借入地が、畑（柿）４，１１２㎡」、今回申請している農地の耕作計画は
「畑（柿）４９９㎡」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。
３６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・農業」、（４）権利取得者との関係「本人・夫」、（５）その者
の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は
「１月～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（本人２
２０日・夫２５０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４，２５３㎡、権利を取得
しようとする農地の面積４９９㎡、合計４，７５２㎡」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、３７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。３８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。
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会

長

はい。それでは地元委員さんのご意見お願いします。

白木委員

１４番白木です。この案件ですが、○○○○さんはかなり高齢でして最近まで草
刈りをして柿を作っておりました。現在も草で埋まっておりますが草刈りをして、
ちょうど今は下を綺麗にしております。○○○○さんという人は誰かなと思っていた
ら、その親戚である○○○○さんで、その親戚である人が高岡に出ているようで
すが、その方が後から実際に高岡から草刈に来てくれるのか、作っている農地が４反
で自作と借り地で合わせて４反耕作と書いてありますけど、この方の耕作地はどこに
ありますか？これは事務局に質問ですけど。

事務局次長

全部は覚えてないですが、譲受人の○○○○の農地を借りてる分もあります。本
人名義の分も積善寺や高岡にあります。

白木委員

それを加えて４反でしたら私の記憶する限りは、この方は家の前に６畝ぐらい野菜
を作っているだけで、この前写真を撮りに来てもらったとおり、２０から２５年くら
い草を刈るだけ。自分の前の前農業委員さんの時にかなり言ってくれて管理はしてま
す。管理はしてますけどこの状態で先月かな、近所の人が相談したいことがあるって
うちの方に来られて、雨が降って私のところに水が落ちるって。よくみたら段々畑で
石垣ですから大雨がきたら雨がくる、それが文句言うてきてどうしたら良いかと。も
うほっときや言うて。そんな関係ですね。○○○○の方はわかりませんけど。そうい
う感じやったらかなり難しいと思いますので、必ず草刈りをしてもらう。一言なんか
条件を付けてほしい。

会

そんな事は出来る？一応売買ですので許可証のときにきちんと耕作してください
よと付け加えるように事務局の方でお願いします。ということで許可して良いんです

長

か？はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条
の審査基準に基づく、提出書類による審査について報告をお願いします。
事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ご
とにご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はそ
の世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、
これらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用し
て耕作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについて
は、農地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地
基本台帳の農地面積が「４，２５３㎡」で一致し、申請地の面積が「４９９㎡」で
あるため、耕作に供すべき農地のすべては「４，７５２㎡」。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
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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「４，７５２㎡」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

それでは皆さんにお諮りをします。議案第２号 番号１８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）
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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３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１９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。３９ページをご覧ください。議案第２号 農地法第３条第１項の規定による
許可申請書審査の件 番号１９。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「土佐市北地字鴨池１５６０番、他４筆」、
登記簿地目、現況地目は全て「田」、面積は「合計で３，１９４㎡」、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、４０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:３，１８１㎡(全て「田」)」、合計「３，
１８１㎡」で、全て四万十町のものとなっています。非耕作地は、「なし。」農地法
第３０条第３項各号のいずれかに該当するか否か（遊休農地）「該当しない」。農地
法第５１条第１項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）「該当しない」とな
っております。４１ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台、軽四トラック１台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は
「農作業歴４５年」
②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は
「現
在２人、農作業歴:長男１２年、次男１０年。共に年８０日」、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 ２５ｋｍ、車で４０
分」と記載されております。４２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（水稲）：
３，１８１㎡。」。今回申請している農地の耕作計画は「田（水稲、そば）：３，１
９４㎡」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。４３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「自営業兼農
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（本人１５０日）」。
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【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３，１８１㎡、権利を取得しよ
うとする農地の面積３，１９４㎡、合計６，３７５㎡」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、４４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。
４５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

岡林委員

会

長

事務局次長

はい。それでは地元委員さんのご意見お願いします。
３番岡林です。この土地は何年も耕作放棄地になって一部小さいですが木みたいな
物も生えていますので、作ってくれれば大変うれしいですが、ちゃんと本当に作って
くれるかすごく疑問ですが、耕作するというのが出てきてますので、まあ作るという
ことですのでどうぞ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
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「３，１８１㎡」で一致し、申請地の面積が「３，１９４㎡」である
ため、耕作に供すべき農地のすべては「６，３７５㎡」。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
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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「６，３７５㎡」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。

馬場委員

２４番馬場です。所有面積が土佐市は４反ないと借入できないということで、四万
十町での経営面積は４反に足りていませんが、そのへんはどうなりますか。

事務局次長

土佐市の下限面積は４反ですが、これは、現在耕作している面積と申請する面積の
合計が４反を越えれば面積要件は大丈夫で、今回の３条自体の面積要件は満たしてい
ます。馬場委員がお聞きになりたいのは、四万十町では４反に足りていないがどうな
んですかということなんだと思います。実は市町村によって下限面積は違います。５
反のところもあれば、
土佐市みたいに４反のところもあり、
須崎は３反でやってます。
ただし、利用権設定農業経営基盤強化促進法ですと実際下限面積がその制限がない
というのがございます。

馬場委員

分かりました。どうもありがとうございました。
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会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

はい、決定になりました。
続きまして、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号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、それではお諮りをします。議案第２号 番号１９について許可することに
ご異議ございませんか。

はい、議案第３号 非農地証明願承認の件につきまして 番号３０をご説明しま
す。４６ページをご覧ください。番号３０ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。
申請地は大字「西鴨地」、字・地番は「梅ノ木谷６３５番他１２筆」、台帳地目は「古
屋７１１番と門崎７７７番」は「田」、その他は「畑」、地積は「議案書に記載のとお
りで、合計が１１，７５７㎡」、非農地となった時期は「昭和３０年頃から」、現在の
利用状況及び現況につきましては全て「山林」、非農地となった理由は「耕作不適（周
囲は山林に囲まれており、農機具の使用が困難なため。）」という事です。今後の利用
計画は「なし」。願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。
（始末書を読み上げた）
場所につきましては、４７ページをのとおり、全て戸波地区となっています。以上で
説明を終わります。

会

長

馬場委員

はい、地元委員さんのご意見お願いいたします。
２４番馬場です。先ほどの事務局の説明がありましたとおり、現地を確認したところ
山林になっていましたので農地に復元することはないと思いますのでよろしくお願い
します。

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。
議案第３号番号３０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。
続いて、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号３１を議題といたします。な
お、本件は○番○○○○委員ご本人の案件ですので本件審議が終わるまでご退席願
います。（○○○○委員退席）
それでは、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３号非農地証明願承認の件 番号３１をご説明します。４８ページ
をご覧ください。番号３１ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、大字
「波介」、字・地番は「丸ヶ内２３６５番２ 他６筆」が、台帳地目は「字山ノ上ミノ
前４５３３番」が「田」、
「字治衛ヶ谷山５４１４番」が「山林」、その他は全て「畑」、
地積は「議案書に記載のとおりですが、合計で１，２６０㎡」。非農地となった時期は
「字丸ヶ内」の２筆は「昭和３３年」から。その他は「昭和２３年頃」から、現在の利
用状況及び現況につきましては、現在の利用状況及び現況につきまして、ここで誠に申
し訳ございませんが、記載抜かりがありましたのでご説明します。議案書には「山林」
のみとなっておりますが、字丸ヶ内の２筆は「宅地」でありますので、大変申し訳ござ
いませんが「宅地と山林」に修正をお願いします。非農地となった理由は「耕作不適な
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）
場所は、４９ページから５１ページをご覧ください。場所につきましては、波介地
区となっております。以上で説明を終わります。

会

長

玉木委員

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
６番玉木です。ただいま説明がございましたとおり、現地も家が立ち山もすっかり森
になってるようです。ずいぶん昔からの経緯でございますが、○○○○委員も深く深く
反省しております。そういうところで十分なご配慮をよろしくお願いします。

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。○○○○委員さんお席にお戻りください。
（○○○○委員復席）
続いて、議案第３号 非農地証明願承認の件 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、非農地証明願承認の件 番号３２についてご説明します。５２ページを
ご覧ください。番号３２ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、大字「波
介」、字・地番は「七反田４３９０番３」、地目は「田」、面積は「２２０㎡」、非
農地となった時期につきましては「昭和４８年頃」。現在の利用状況及び現況につきま

（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第３号番号３１について承認することにご異議ござ
いませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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しては「作業用倉庫の敷地」。非農地となった理由は「その他【昭和４８年頃、イ草加
工の作業用倉庫として鉄骨造平屋建を建築し、現在に至っている。】」。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）
５３ページをご覧ください。場所につきましては、波介地区となっております。以上
で説明を終わります。
会

長

野村委員

はい、地元委員さんのご意見お願いいたします。
１９番野村です。先ほどの事務局の説明があったとおりです。本年の利用状況調査でも
倉庫が建設されているのを確認しております。以上です。

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

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りをします。
議案第３号番号３２について承認することにご異議ござい
ませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続いて、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号３３を議題といたします。事務
局の説明を求めます。
はい、非農地証明願承認の件 番号３３についてご説明します。５４ページをご
覧ください。番号３３ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は、大字「高
岡町」、字・地番は「甲西山乙５２０番４、同所字同乙５２０番５」、地目はともに「田」、
面積は「１３８㎡、１５６㎡」、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「宅地」。非農地となった理由は「その他【昭
和５０年月日不詳から宅地として利用】」。今後の利用計画は「なし（現況どおり）」。
願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。
（始末書を読み上げた）
５５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

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
５番石元です。さきほどの事務局の説明があったとおり、現在は住宅地になっておりま
すので農地の復旧は無理だと思います。よろしくお願いします。
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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

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号３４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３号 非農地証明願承認の件 番号３４についてご説明します。
５６ページをご覧ください。番号３４ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申
請地は、大字「高岡町」、字・地番は「岡廻乙２３６４番４」、地目は「田」、面積
は「３０㎡」、非農地となった時期につきましては「平成８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「資材置き場」。非農地となった理由は「耕
作不適のため【平成８年頃より、資材置き場になっ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」。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）

異議なしでお諮りをします。
議案第３号番号３３について承認することにご異議ござい
ませんか。
（異議なしという多数意見あり）

５７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

はい、地元委員さんのご意見お願いいたします。
５番石元です。現地は先ほどの事務局の説明どおりの状況で間違いありません。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

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。
続いて、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件を議

異議なしでお諮りをします。
議案第３号番号３４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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題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局次長

会

長

久保委員

会

長

事務局次長

議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件、これにつき
まして５８ページから６９ページに掲載しております。それでは、平成３０年１０月
１０日付３０土農林第７９４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３件と、平成３０年
１０月９日付３０高農公第３３１号により、公益財団法人高知県農業公社理事長から
１件の諮問がされております。なお、議案書６３ページの整理番号３０－６１及び６
５ページの整理番号３０－６２につきましては、議案書配布以降に取り下げされまし
たので、ご報告します。
それでは５９ページご覧ください。整理番号３０－５９、『新規認定』、利用権の
設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「戸波」、利用権の設定を受
ける者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「戸波」、利用権を設定する土地は
「農用地区域内」で、場所は「蓮池」、字・地番は「五反地４８４４番」、現況地目
は「田」、面積は「１，２６２㎡」、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「２５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，２６２㎡」、
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「９，７８５㎡」
で、経営面積は「１１，０４７㎡」となります。主たる作目は「イ草」、世帯員は「男
１人」で農業従事者は「１人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「１人」となっ
ております。６０ページをご覧ください。場所につきましては、北原地区となってお
ります。以上で説明を終わります。
はい、地元委員さんのご意見お願いいたします。
１０番久保です。先ほどの説明どおり何も問題もないように思います。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３０－５９の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事務
局から報告をお願いします。
それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の
『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
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本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、 利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確
保もされていることから、
耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行う
と認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「２５０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、
同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

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

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件
整理番号３０－６０を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件
整理番号３０－６０をご説明させて頂きます。
６１ページをご覧ください。整理番号３０－６０、『再認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所「○○○○」、地区「東京都」、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
地区域内」で場所は「新居」、字・地番は「学校裏１３８０番他２筆」、地目は全て
「田」、面積は合計「３，３１３㎡」、期間は「平成○○年○○月○○日～平成○○年
○○月○○日」、存続期間「○年間」、借賃の支払い方法は「毎年○月末までに自宅持
参」、借賃総額（年額）は「○○○○円」、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

異議なしでお諮りをします。
議案第４号整理番号３０－５９について承認することにご
異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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従事日数は「３５６日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「３，３１３㎡」、
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「４，１３６㎡」、
借入地が「３，３１３㎡」、経営面積は「７，４４９㎡」になります。主たる作目は「ピ
ーマン」、世帯員は「男１人・女０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。
６２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

門田委員

会

長

事務局次長

はい、地元委員さんのご意見お願いいたします。
１１番門田です。先ほどの事務局の説明どおり何も問題ありません。再認定ですのでよ
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３０－６０の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事務
局から報告をお願いします。
それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の
『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、 利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確
保もされていることから、
耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行う
と認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３５６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。
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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

委

員

会

長

事務局次長

会

長

坂本委員

異議なしでお諮りをします。議案第4号整理番号３０－６０について承認することに
ご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申請書について説明をお願いします。
それではご説明します。６７ページをご覧ください。
平成３０年１０月９日付け３０高農公第３３１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。
６８ページ、整理番号：なし、所有権の移転を受ける者は「公益財団法人高知県農業公
社 理事長 西岡幸生」さん、所有権を移転する者は「○○○○」さん、住所「○○○○」、
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「１，９２０㎡」、対価は「土地代○○○○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「所有権移転登記完了後２０日以内」、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。
６９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。以上で説明
を終わります。
はい、地元委員さんのご意見お願いします。
８番坂本です。今は問題ないと思いますけど、１６年後に問題がおこる可能性があると
思います。

会

長

現時点では異議なしなんですね。他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
以上本日の議案につきましてはすべて終了致しました。長時間お疲れ様でした。

異議なしでお諮りをします。
６８ページの利用権設定等促進事業に係る所有権移転申出
書の件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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以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

１４ 番

１５ 番
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