平成３０年度
９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９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９月２６日（水） 午後２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

西原 博明

9

森岡 正典

15

21

野中 文代

久保 恵敬

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

17

市原 正一

23

横山 秀臣

18

森岡 大信

24

馬場 善弘

3
4

野瀬 喜代

10

5

石元 博昭

11

6

玉木 正人

12

森田 昭司

②欠席
番号

氏

名

3

岡林 弘

11

門田ゆかり

15

山本 倫弘

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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３件
５件
８件
７件

会

長

事務局次長

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９月定例会
を開催いたします。現在の出席委員数２１名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を
行います。本定例会の会議録署名委員に１２番森田昭司委員、１３番尾﨑哲人委員、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。
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
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
議案第３号 非農地証明願承認に関する件
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
以上となります。

３件、
５件、
８件、
７件、

会

長

それでは、本日農地法４条、５条の関係でお越しをいただきました皆様方に一言ご
挨拶申し上げます。昼間の大変お忙しい時間帯にかかわりもせず、ご出席をいただき
まして本当にありがとうございます。ただいまから、皆様方の方からご提出をしてい
ただいております案件について順をおって審議をしてまいりますが、その審議の過程
において議長もしくは委員の方から質問等ありましたときには、明確なお答えをいた
だきますようよろしくお願い致します。なお、本日決定になりましても最終決定では
ございません。許可権者は高知県知事でございます。県は現地調査を含む県独自の調
査を行いましてそのうえで許可妥当というものに対しましては、当委員会の事務局を
とおして皆様方に許可書が届くことになっております。許可書が届きますまでは、無
断転用の扱いとなりますので作業しないようにご注意をしていただきますようお願
いを申し上げましてご挨拶と申しあげます。それでは議事に入りたいと思います。事
務局の説明をお願いします。

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
２０を議題と致します。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号２０の申請人で
譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○○」さん。同じく譲受人「○○○○」さ
んの代理人「○○○○」さん。

申 請 人

はい。

事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件、番号２０、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業
「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○○○」。申請地
の所在、「土佐市高岡町字岡乙２７３２番２」、「同所字同乙２７３３番１」、「同所
字同乙２７３３番２」、登記地目及び現況地目は全て「田」、面積は「３０７㎡」、
「５２６㎡」、「３７㎡」、計「８７０㎡」、利用状況は「水稲」、所有権以外の使
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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３種農地」と判断しております。転用の目的は「駐車場」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、「譲受人が経営する葬祭
会館の駐車場が狭く、来客用の駐車場を増設するため。」、事業の操業期間又は施設
の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「平成３０年１２月１日から平成
３０年１２月２５日まで」
、
権利を設定・移転しようとする契約の内容は
「所有権移転」
、
権利の設定・移転の時期は「許可あり次第」、移転の時期は「許可有り次第」、権利
の存続期間は「永久年間」。資金計画は「土地取得費○○○○円、土地造成費○○○
○円、合計○○○○円で、全額金融機関からの借入。」。過去の違反転用の有無及び
始末書の提出状況については「なし」。２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」となっておりまして、５ページの周囲の状況図をあわせてご覧
ください。一体利用する土地は、５ページの周囲の状況図にて茶色の線で囲んでいる
範囲内であり、現在の○○○○の敷地内となっております。２ページにお戻りくださ
い。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は、「譲受人が経営する葬祭会館は、現
在会館東側と南側に弔問客用約５０台の駐車場を確保していますが、故人の関係者が
多数の場合は、駐車場が不足し、道路渋滞や、迷惑駐車等による周辺への支障が生じ
ないよう、早急に対応したいと考えています。申請地は、現在の会館、駐車場に隣接
し、周囲に農地が無く、既存施設と同等の駐車スペースが確保できることから、最適
な条件がそろっているため。概ね４５台程度分を増設する。」とのことです。次に４
ページの土地利用計画図とあわせてご覧ください。進入路計画は、「北側国道及び南
東側市道から既存会館敷地に進入し、申請地東側の駐車場から進入する。」。
造成計画は、「申請地東側の既存駐車場と同程度の高さとし、現地盤から０．３ｍ～
０．４ｍ程度嵩上げする。」。整地計画は、「砂利敷きで整地する。」。排水処理計画
は、「雨水のみで、自然浸透または、四方の既存側溝に排水する。」。次に、５ページ
の周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東側は譲受人所有の雑種地（駐車場）、西
側は公衆用道路（市道）、南側は宅地、北側は水路を挟んで宅地（○○○○及び農業用
倉庫）となっております。同意書につきましては、周囲に農地がございませんので同意
は求めておりません。３ページにお戻りください。場所につきましては、高岡地区とな
っております。
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、事業計画の内容から判断し、立地基準上は
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
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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○○○○の敷地が含まれますが、譲
受人は○○○○の代表者で有ることから、支障は無いと考えられ許可相当と判断します。
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「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、周囲に他の農地が無いた
め、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利
用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可することができないこと』
については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要
とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当しない。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。それでは申請者に確認をさせていただきます。農地
法第５条の番号２０の申請人で譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同
じく譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違
いございませんか。
間違いありません。

長

申請人から、説明に間違いが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致します。

石元委員

５番石元です。先ほど事務局からの説明とおり、何も問題ないと思います。よろし
くお願い致します。

会

長

他の委員のみな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

はい、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

それではお諮りします。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２０について申請とおり承認することに異議ございませんか。
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の規定による許可申請書審査の件 番号２１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、出席者のご確認をします。農地法第５条の番号２１の申請人で
譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同じく譲受人「○○○○」さん
の代理人「○○○○」さん。
はい。
はい。出席を確認しましたのでご説明をさせていただきます。
６ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件 番号２１。譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○」
譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○○」、申請地は「土佐市蓮池
字章魚田２５８１番１」、登記地目及び現況地目は「田」、面積は「２５０㎡」、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「自己住宅建築」、権利を設定し、又は移転しようとする理由の詳細は
「申請地に個人住宅を建築し、駐車場を設置する。」、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２月２８日」。
権利を設定・移転しようとする契約の内容は「所有権移転」、権利の設定・移転の時
期は「許可あり次第」、移転の時期は「許可有り次第」、権利の存続期間は「永久年間」。
資金計画は「土地取得費○○○○円、土地造成費○○○○円、
建築費等○○○○円で、
合計○○○○円で、資金は全額金融機関からの借入」。過去の違反転用の有無及び始末
書の提出状況については「なし。」となっております。
７ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とす
る理由（面積の必要性）は「住み慣れた地域であり、仕事場に通うにも便利な高岡町周
辺で適した場所を探していたところ、申請地が最も適しており選択した。面積について
は、自己住宅と車がないと不便な土地であり、夫婦１台ずつと来客用のことも考え、駐
車スペースを３台分確保している。また、洗濯物干し場と趣味の家庭菜園スペースとし、
駐輪場を確保するため、申請地全体の面積を必要とします。」とのことです。
次に９ページの土地利用計画図及び排水計画図とあわせてご覧ください。進入路計画
は「申請地北側市道から進入する。」。造成計画は「なし」。整地計画は「申請地北側
の駐車スペースは、コンクリート舗装。中央部東側の駐輪場部分は、砕石敷とする。」。
排水処理計画は、「生活排水は、敷地内の浄化槽を経て、申請地北側の市道側溝に排
水する。雨水は、自然浸透及び申請地北側の市道側溝に排水する。」となっており、既
に土佐市の道路占用許可を取得されています。被害防除計画につきましては、１０ペー
ジの周囲の状況図を合わせてご覧ください。「東側は里道を挟んで農地（同意）、西側
は水路を挟んで農地、南側は水路を挟んで高知自動車道敷地、北側は市道を挟んで宅地
及び農地」となっております。
同意書につきましては、東側の「○○○○」、西側「○○○○」と北西側「○○○○」
から提出されておりますが、西側及び北西側からは条件が付されております。その条件
は「隣接耕作地において、薬剤散布を含めた営農作業を行う旨了承すること。」と「農
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業用水を汚染させない。」となっております。
８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。
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。それでは申請者に確認をさせていただきます。農地
法第５条の番号２１の申請人で譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。同
じく譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違
いございませんか。

申 請 人
会

長

間違いありません。
申請人から、説明に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
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ご意見をお願い致します。
久保委員

１０番久保です。先ほど事務局からの説明とおり、何も問題ないと思います。よろし
くお願い致します。

会

長

他の委員のみな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

申請者の方に確認させていただきますが、同意の条件がありますけれども、これは
守っていただけますか。

申 請 者

はい。

会

長

守ってもらえるそうでございます。他の委員のご意見を確認したいと思います。
他の委員さんのご意見ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

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２２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２２の申請人で
貸人「○○○○」さん。同じく借人「○○○○」。

それではお諮りします。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２１について申請とおり承認することに異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）

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。
１１ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件、番号２２、申請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○
○」。借人「○○○○」さん、住所「○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在、「土
佐市高岡町字ニガキ甲４０９番１８」、「同所字同甲４０９番１９」、「同所字同甲４
０９番１７」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「雑種地」、面積は「１０９㎡」、
「１８１㎡」、「１８２㎡」、計「４７２㎡」、利用状況は「休耕田」、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３種農地」と判断しております。
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転用の目的は「自己住宅建築及び公衆用道路」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、「借人は賃貸マンションに居住しており、申請地に自己
住宅を建築するとともに進入路として使用したいため。」、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３０年１２月１５日
まで」、権利を設定・移転しようとする契約の内容は「使用貸借権設定」、権利の設定・
移転の時期は「許可あり次第」、移転の時期は「許可有り次第」、権利の存続期間は「永
久年間」。資金計画は「土地造成費○○○○円、建築費○○○○円、合計○○○○円で、
全額金融機関からの借入。」。過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については
「なし」。１２ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請
地を必要とする理由(面積の必要性)は、「現在、２DKの賃貸マンションに、妻と子供２
人の計４人で生活をしているが、子供の成長に伴い手狭となってきたため自己住宅の建
築を考えていたところ、妻の母方の祖母から申請地を使用貸借させてもらうことができ
たため、自宅を建築する決断をしました。面積については、夫婦の駐車場２台分と来客
用の駐車スペース、子供の遊具置き場や洗濯物の物干し場の設置を計画しており、家族
が生活する上で申請面積が必要です。また、進入路は排水路も含め幅４ｍ程度であり、
自動車の進入には申請面積が必要です。」とのことです。次に１４ページの土地利用計
画図とあわせてご覧ください。進入路計画は、「南側国道から進入する。」。造成計画
は、
「申請地全体を現地盤から０．６ｍ嵩上げする。建物敷地の北側は、地表面まで０．
９ｍコンクリートを打ち、東側は表面までコンクリートブロックを３段積む。なお、南
側は、隣家の擁壁があるので工事は行いません。」。
整地計画は、「表土を０．３ｍすき取り、０．３ｍ埋め戻した上に０．６ｍ盛り土す
る。駐車スペースと建物西側部分は土間コンクリート敷き、庭は芝生敷き、通路部分は
採石敷きとする。」。次に１５ページの排水計画図とあわせてご覧ください。排水処理
計画は、「雨水は、庭と進入路及び通路の砕石部分は自然浸透とし、建物及び土間コン
クリート部分は建物敷地内に設けた集水枡に集め、建物の北側雨水は合併浄化槽を経由
させ、建物の南側の雨水は集水枡から直に敷地西側の４条申請地内に設置する水路を経
由し国道５６号線の道路側溝へ排水する。生活排水は、合併浄化槽を経由させ、敷地西
側の４条申請地内に設置する水路を経由し国道５６号線の道路沿の側溝へ排水する。」。
次に、被害防除計画につきましては、１６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、西側は貸人所有の農地（別途４条申請地）を挟んで農地と記載し
ておりますが、このうち、『貸人所有の農地（別途４条申請地）を挟んで』までのとこ
ろが間違っており、大変申し訳ございませんが削除していただきたいと思います。改め
まして、西側は農地となります。続いて、南側は公衆用道路（国道５６号線）、北側は
貸人所有の農地となっております。同意書につきましては、西側農地から同意が得られ
ておりませんが、本日その経過書が提出されましたので読み上げます。
（経過書を読み上げる。）
１３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、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。
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農地法第５条第２項の一般基準につきましては、第４号以外の項目については申請書
添付書類を審査した結果、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『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可す
ることができない。』については、隣接農地の同意書が提出されていません。また、農
地の東側に建物が建つことから日陰の問題が生じますので、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

事務局の説明が終わりました。それでは申請者に確認をさせていただきます。農地
法第５条の番号２２の申請人で貸人「○○○○」さん。同じく借人「○○○○」。
先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。

申 請 人
会

長

市原委員

会

長

市原委員

会

長

西原委員

間違いありません。
申請人から、説明に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致します。
１７番市原です。この隣の方に同意を取りに来たかと聞いたら、まだ同意を取りに
こんぞと言っていた。そしたら早、議案書に載ってるわけよ。事務局に問うたら同意
書もなけれは日陰図もないと。僕はそれはおかしいと思った。この土地そのものが以前
に切り売りするということで、この土地東側に○○○○の家が建つときに、その○○○
○が同意をくれないかとお願いしたがなかなか判子をくれなくて、なかなか判をもらい
にくいというので僕が説明に行って、条件として境に畑を残せと言われて残してあるわ
けよ。色々そのときに僕も話をしたけど、同じ地区やし仲良くしなさいというて、○○
○○がその判をもらって渡していると思うが、それで切り売りするなら高いとなってそ
れでやまった。それが、今度自分がするときは話に行かない。僕が議案書を見た後に西
側の人に最初僕が同意の判のことで確認に行ったときに、「国道の高さ上げてよと、そ
れやったら同意しよう。」とまで聞いちょったわけよ。僕が言ったら銭が無いき１０㎝
上げられんと言いよったと。自分がするときはかまんかよと、４メートルの道があった
らこの道を半分にしたらもめるしこれも石が隣に飛ぶ可能性がある。そういうところを
ちょっと考えてみてやね、最初から○○○○に相談に行き、○○○○にも用途が変わっ
たら先に挨拶に行ってやらなきゃいかんと思う。行って話しをしていかなかったら、日
影図をつけ、後で日陰図いわれたから持ってくるという。もうちょっと手を足して１０
㎝上げてやね、分筆するよりコンクリの方が安くつく。色々あそこは経緯があって今は
国道の高さしてくれたら判をつくと今日も○○○○から聞いているわけよ。
１０㎝というのは国道の高さに壁を上げるということ？今は国道より低いと。
その話がつきゃあ判がもらえて綺麗にいくわけよ。西の場合は農地が残っているか知
らんけど。分筆するやったら地主と話しおうて１０㎝の問題を解決したらどうかと。
この件について他の委員さんの意見をお願いします。
２０番西原です。○○○○の○○○○は現況を宅地で地目は田？
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事務局次長
会

現況は、駐車場と庭の状態でしたので、そのように判断しています。

長

地元委員さんのご意見を伺った上で、みなさんのご意見をお願いします。
市原委員さんの話をまとめますが、とりあえず○○○○との様子はわかりましたけれ
ども、今回の場合は議案書１６ページの１．２．３の番号の入った土地についての申
請ということで扱いたいと思いますけれども。そこでですね、ちょっと疑問に思うの
が、壁をあげてというたら日陰図がよけ伸びていくのに、○○○○の方が納得なんで
すか？

市原委員

市原です。○○○○の感情というのは委員会に議題がかかった後に判をくれとか
○○○○の件でも○○○○は知らんけんど農地残せとか、南側はまだ木があり、家が建
ってるわけではない。北に２件家が建ってるわけよ。子供が。○○○○も駄目とは言い
やせん。日陰図とかは言いやせんがやき。フェンスをつけてくれと、ものを放られても
いややし。

会

長

その物を国道の高さにしてほしいということ？

市原委員

そう。道路の高さにしてフェンス貼ってくれと。物が飛んでくるのも嫌やし。日陰図
を言ってるのじゃあない。

会

要はフェンスを今予定しているよりも道路の同じくらいの高さにするということが
○○○○さんの意見？それで同意する？

長

市原委員
会

長

申請代理人

会

長

申請代理人
会

長

同意すると言いゆう。
申請人の人に確認をさせていただきますが、隣地の○○○○の話の中では、道路と同
じ高さを１０㎝にしてもらえたら、隣地の判を押していけるということですが、今この
話を聞いた後ではどうですか？もう１０㎝上げて道路と同じするということにはなり
ませんか？
行政書士の○○○○です。造成地を工務店の方に１０㎝上げたらどうなると聞いたら、
鉄筋のボリュームも違うし進入路が５１ｍあるので、１０㎝上げたら相当の金額なる。
今造成費割り出して盛り土が６０㎝の計算してそれで建築費とか割り出して、たかが１
０㎝というても相当金額がかかるそうです。
今のところはこの計画で変更をしないでいきたいという思い？
行政書士○○○○です。資金には余裕がないです。
申請者の説明はそういうことだそうです。ほかの委員さんのご意見をお願いします。
いかがお諮りしましょうか。
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市原委員

会

長

舗装せんと採石やると、それこそ石がやね隣に入ったらやね。家をたてるのにお金が
いるのはわかるけど、舗装もしないで採石をして防護ネットもせんとするというのはお
いさがしじゃないかね。住宅建つのに採石するとなると飛んでやね隣にはいったとか言
われたら。
地元委員さんとしてはこの件でいったら許可不許可といったらどうお考えですか？

市原委員

もうちょっと勉強してもらってやね、その業者さんに言うてやってもらう方がいいと
思う。そうやっていけるのなら綺麗にいくのじゃないろかね。

会

他の委員さんのご意見お願いします。隣に迷惑をかけないという観点からですね、隣
地の人はあと１０㎝あげて道路と同じくらいの擁壁にという意味がそうですけれども。
市原さんの意見ではそのことを再検討されてはどうですかという意見ですけれども、み
なさんの意見はどうですか？

長

尾崎委員

会

長

１３番尾﨑です。私も同意見です。自分も建築屋やし土木屋やし１０㎝上げて型入れ
るがも手間は一緒。平米でいうても計算できるようなもんじゃなし。コンクリうっても
３万か４万。同意書をもらってやった方がいいと思う。
同意書を貰い直して申請をし直した方がいいということですね。他に？

久保委員

もう一度整理して、出し直してもらった方がよくないかと思います。

会

事務局の方からは？

長

事務局長

あくまで事務局方なんですけど、農業委員会の本来の趣旨というのはいわゆる営農支
障があるかどうかというところの判断になるんですよ。いわゆる行政の方で相手がこう
やから、そうでないと当委員会で認められるかどうかというとうちの判断を言うたら範
囲を越えているというようなところではないかなと思われます。基本的に営農に支障が
あるかどうかという判断で、相手がこう求めるし認めない農業委員会が認めないという
のは基本的には委員会が判断する範疇を逸脱しているというという状況に思われます。

久保委員

そういう意味で言ったわけではありませんが、隣との争いがないように綺麗な形に
してもらえたらいい。ただ農地どうのこうのというのは頭においてなかったです。

事務局長

お気持ちとしては十分わかりますが、あくまでお願いの範疇でないかなというとこ
ろが事務局の見解ではあります。

会

長

市原委員

他にありませんか。
これから判もらわないで先出して、後で日陰図をつけたり、どこを基準にして、その
言い方で言うたらやね、判はいらんと、日陰があって害がないかどうかだけ審議しよう
とこれでやったらどうですか。円満にいくためこれは判をもらいなさい、尾﨑委員がい
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うたように金額したらしれたもん。分筆するお金があったらできるわけよ。分筆するに
６０万はかかるでしょ。一筆。それやったらコンクリートしたほうが安い。舗装せんか
ったら隣に日陰じゃなく石が入ったいうたら何言うたがやと農業委員会は。石が飛んだ
ら農業委員会は石を拾いくるがかやと。言われだしたらいかんし、判をもらって円満に
いかんかやという。
会

長

農業委員会が許可をするときに一応お隣の人と揉めないようにすることも頭におい
て今までも取り組んできたという経過もありますし、事務局が言いましたように、隣の
農地に被害を与えんときには不許可にしにくいというところもある、痛し痒しのころも
ありますけれども、やっぱり同じところに住んで生活していますので農業委員会が許可
したことで隣と揉めだしても大変ですので、そんなことも考慮した中でですね、経費が
多くかかりすぎるからという説明をいただきましたけれども、どうも土建にくわしい農
業委員さんに聞くと、何十万もいるとはどうもないようですので、ということから考え
るとですね、お隣さんもむやみに○○○○も絶対だめというわけではないようですので
そこら辺の話には検討をされて○○○○の同意をもらって申請をいただくということ
はできませんか。

申請代理人

それは業者さんと相談するんですけど、分筆１筆７０万とかこれは違いまして、３分
筆も４分筆しても費用は全く同じ。４分筆してますけれども費用的に３分筆４分筆して
もそれほど変わりません。

会

長

分筆費用のことはいいんですけれども。

申請代理人

なぜ国道の歩道と同じ高さにしないといけないのか。必然性とは何なんでしょう？盛
り土６０㎝して国道と歩道との段差が１０㎝です。短いスロープを設けて進入するんで
すけれども、盛り土の６０㎝の上に、なお１０㎝上げるという何故それをする必要があ
るかという。その辺がわかりませんけれども。

会

言われることはわかりました。それでは今日結論を出さなければいけませんが、他の
委員さんの意見をお願いします。

長

市原委員

会

長

申請代理人

市原です。舗装せんということなら、石が飛んだら隣の家に農業委員会が責任を持つ
かとぼくは聞きたい。農業委員として。日陰じゃあなしに。フェンスひかんというなら、
せめて舗装もしない、１０㎝も上げないというならそこんところは農業委員会がやね、
ぜったい車で石は飛ぶし、農業委員会がそういうところまでいうことはないという日陰
だけでいいという、害よね石が飛ぶというなら。
他にご意見をいただきたいと思います。
失礼なんですが、１０㎝上げて仮に石が飛ぶとしたら同じだと思うんですね。１０㎝
上げたとしても。ただその踏み固めるとかそのまま石を置くだけではありませんので、
踏み固めるとかやっていただきますので。１０㎝上げたからといって石が飛ばなくな
るとはないと思いますので。
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石元委員

会

長

石元です。さきほどから話を聞いていると、○○○○が１０㎝上げたら承諾すると
いう話ですが、申請者と○○○○との話を納得の上でもう一度申請し直してもらって
ここでわれわれがどうのこうのいうても話の解決にならないと思います。よろしくお
願いします。
はい、どうぞ

矢野委員

２番矢野です。先ほどの話ですが、農業員会は聞きよるに利害関係を審査するとこ
ろではないんですか。

会

一応、農地に被害を及ぼさないかどうかということは審査の中に一番大事なとこで
す。

長

矢野委員
事務局次長

会

長

事務局次長

会

長

それを踏まえて事務局、意見書をもう一回長いので要項だけ。
○○○○からの条件提示３つだけを申し上げます。一つ目は西側の隣接地との境界に
は擁壁やフェンスを設けること。二つ目は将来西側隣接地に盛り土等をする場合、一番
目の擁壁を利用して盛り土等をしてもよい。３つ目は申請地からの土砂が西側隣接地に
流入しないこと。この３つです。
３番目の流入しないことというのは今度擁壁をしたら流入しないのでは。
３番目については擁壁もありますし、側溝もありますので３番目に対する内容につい
てはみ出していると判断します。あと１番２番ですね、これについては１番の擁壁やフ
ェンスを設けることという部分は擁壁については、嵩上げするなら土が流れてこないよ
うにという意味合いになると思います。おそらくフェンスを設けるというのも飛び石と
いうのがあるのかなと思います。一つ２番目の部分なんですが、将来という過程の部分
の条件がありますが、この同意の条件で絶対的なものかというところが一つ問題かなと。
２番目は○○○○が隣の家とひっつけてという意味やね。問題ないわね。

事務局次長

それは同意の条件の部分でオッケーですよということであれば問題がないでしょう。

会

土地の境のところに作るわけやし。

長

事務局次長

会

長

要は、土地の境と擁壁との間に１０ｃｍ控えがあるので、擁壁が境界まできてたら
擁壁の外側は自分のところやし、そこに土をすりつけるのかなと思うんですけれども、
土地の境界から擁壁が１０ｃｍ引いてますので、土を入れると今回の地主さんのところ
に入ってくることになるので、そういう形でもやらせていただきたいというのが条件で
ありますので、そこを矢野委員さんが被害と利害の話をされているかと。
それを受けて矢野委員さん。どうぞ。
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矢野委員
会

わかりました。

長

申請人の代理人さんにお伺いいたしますけど、先ほどの説明があった１，２，３に
ついては、私のほうでそれは問題ないですよとお話しておりましたけれども、３番目に
ついては、問題ないと考えていいんですか？２番めについては１０ｃｍ引くから隣の○
○○○のほうが盛り土したときに擁壁にひっつけてやってもいいかということについ
てはいかがですか。

申請代理人

通常境界を越えて利用しませんので１０ｃｍのつま先の先が境界ですので、境界１０
ｃｍ越えて申請地まで盛り土作ってということはないのではないでしょうか。ひょっと
して○○○○さんが境界の入りまで擁壁をつくと勘違いされてるかもしれません。境界
から１０ｃｍまだありますので。

会

長

１０ｃｍ引いたところに境があるんですか？コンクリが。

申請代理人

１０ｃｍ先がこういう構造物になっていますのでここが境です。

会

擁壁から１０ｃｍ引いてある。上はね。ご意見どうぞ。

長

尾﨑委員

申請人から１０ｃｍ引かないかんというのは向こうとの話しあいがちゃんとしてな
いきこういう問題がある。きちんと話ができてればわさわざ１０㎝引く必要がない。

会

引かんづく境にしていたら隣が盛り土しようとそこまでは自分の土地やし文句ない
ということになるわね。そういうことによってそれは解決できる。

長

尾﨑委員

会

長

もうちょっと事前に話をしてすっきりした形にならんと、これなかなかね、難しいと
思う。私ら人のことやし関係ないけんど、普通原則は事務局が言うように許可しちゃっ
てもいいわけよ。
原則的にはね。

尾﨑委員

もうちょっと話しあいをしたらまし。一回保留をしてもらって。市原委員にも入って
もらって。

申請代理人

その２番の件ですけど。擁壁を盛り土用に利用したい、これは同意の条件の中にある
んですか。私は将来的なことやし所有者が変わったら反って揉める基やし、この農地法
の許可にあたって、将来こういうふうに擁壁を利用させてもらって、盛り土してもらい
たいというのは、許可の件とは別の問題と思ってますけど。

会

言われるのは分かりますけど。１０㎝引いたらこっちの人が宅地したいというときに
境が１０㎝引かれてますよね。またこっちに擁壁をつくらないかんということになりま
すよね。１０㎝あけて。

長
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申請代理人

それは家を建てるときに、通常境にかかると揉めると思うのでそうならないようにす
ると思うのですが。

会

だからそういうことで揉めないように始めから境いっぱいに擁壁を作っておけばど
うですかという意味。

長

申請代理人

会

建築業者さんが全部図面も作ってくれているので私それを渡されて許可の申請を作
る立場なのでそれはちょっとお答えできんです。

長

ただ農業委員会としてはですね、問題を残したままで許可というのはなかなかむずか
しいんです。だからあの尾﨑委員さんの言われたようにそこら辺の話を境いっぱいに擁
壁を建てることで解決する、問題があるとするならば、そうされたらどうですかという
意味。

申請代理人

それは私は返事できません。工事そのものを変えるという。それとそもそも他人が築
いた擁壁へ盛り土を利用したいということと、同意の条件とは。

会

条件じゃなしに、われわれが心配するのはまた次揉める基になるんじゃないかと、で
きるならばそんなことはないようにしたいという思いが。基本的にいうと営農に支障
がなければ条件なしに許可というのが当たり前やと思うんですけれども、われわれとし
ては後々この問題がずっと残りますので、できるだけそういう問題を残さないような形
で解決していきたいという思いが。でも１０㎝引くことでそんなに設計に変わるわけで
すか。

長

申請代理人

ぼくは専門家じゃないんで。

会

普通考えたら１０㎝空けなくても境まで一杯に打っても変わらない様に感じる。

長

申請代理人
馬場委員

申請代理人

擁壁の強度として必要なつま先板というのは？
２４番馬場です。１０㎝こっちへベースが出てますけど、強度の問題は全然問題は
ない、安定が十分問題がない。私は設計をやっておりましたので問題がない。
西側の土地に盛り土とかしなくてそのままコンクリしても大丈夫という意味？

馬場委員

実際○○○○の土地と申請人の土地ですね、この今の土地の高さですね、どういう状
況になってるのか、把握できない

申請代理人

西側だけ低いです。今同じくらいですから６０㎝上げますんで。大雑把に言えば６０
㎝敷地が高くなります。

馬場委員

それはわかります。○○○○方のですね、埋め殺し結局ですね最低３０㎝以上深さが
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ないと。
申請代理人

○○○○がおっしゃるには将来盛り土することがあったら将来擁壁を使いたいという。

馬場委員

それは問題ないです。○○○○が盛り土したら申請人の方の上にあがりますのでこの
L型擁壁には安定します。

申請代理人

○○○○の要請が将来盛り土するときに擁壁を使わせてくれというので将来的なこと
は約束できませんし、所有者が変わるかもわからないので、そういうお約束はできませ
んという。

馬場委員

それは会長が言われるように将来に問題が起こるので擁壁の○○○○との境に外ずら
を合わせてはどうですか。

申請代理人

何回も言いますが、専門家じゃないしそのあたりが分からないです。

馬場委員

それはですね、十分協議でやったらどうですかという提案をしているわけです。

申請代理人
会

それが許可の条件ということなんでしょうか。

長

いいえ、許可の条件では、私が言いましたように許可の条件ではありません。営農に
支障がない場合は基本的にはそれが許可どうかではないんで。

白木委員

１４番白木です。そちらが言うのはとりあえず農業委員が許可だす基準が今のままで
は満たしているという感じですよね。私たちは仲良くいったら、法律でいったら許可だ
さないかんやろ、許可だしといてそのかわり揉めたら私ら責任追いませんよでしか追え
ませんよね、このままいったら。

会

長

やはり農業委員会としては隣地の人と親しく係わってほしいということで不許可と
いうこともある。だからうちの場合はやね、農地に被害を与えないけれども後々禍根を
残すということを考える当委員会としては不許可ということもある。選択肢の中に。そ
れかそこら辺を隣地の人と○○○○さんと話しをしてもうちょっと丸く収まるような
形で申請を出し直してもらったらどうですかというのが妥協案なんです。

市原委員

１７番市原です。そんなもめ事はなしにいかな建築屋に言って、境いっぱいやったら
どうですかと。

会

できたら揉めないようにという思いがありますので図面を引いた人が１０㎝境から
引いてということを境に擁壁を作るということをそんなに大きな問題じゃないような
感じがします。でお互いのために境があったほうがいいと思いますので、そこはどうで
しょうかね、○○○○とお話の上で境いっぱいに擁壁を作るということと、高さについ
ては協議をしていただいて来月に出してもらうということはできませんか。

長

- 17 -

申請代理人

会

それは依頼者とも相談して業者さんとも相談して決めたいと思います。工事について
は隣接地を利用できるという民法の法律があったと思います。必要なら隣接地に入ら
なかったらまったく工事ができませんので。

長

話としてはどっちも引きませんよということじゃなしに、お隣とも仲良くするために
はお話をされて妥協点を見いだして申請をしていただくということが一番いいと思い
ます。

申請代理人

それは業者さんとも依頼者さんとも話しますけど、もういっぺん確認ですけど、なぜ
今より１０㎝上げる必要があるかというのを業者さんに説明するのに、なぜ１０㎝上げ
るというのを、もういっぺんご説明していただきたいですけど。

会

それはお隣の○○○○が１０㎝上げてというものであってわれわれがその件につい
てどうしてという話はわかりません。基本的に農業委員会として重要視しているのは隣
人の了解を得てということを基本にしてますのでもめ事をもったまま許可というのは
なかなか許可しにくいところがあるんでそこらへんを両方が一歩もひきませんよとい
うことじゃなしに、例えば説明をされて１０㎝上げる必要がないようであれば、そのこ
とについて了解をもらいたいという説明をされたらいいし、境についても境いっぱいに
したら１０㎝残していたらまた将来に火だねを残すことがあったらいかんので、そこら
辺の話をされたらどうですかという提案なんです。

長

申請代理人
会

長

先ほども言いましたように依頼者とも業者さんともそれは相談します。
ぜひそういう形で両方とも一歩も引きませんよということじゃなしにお互いが理解
しもって許可ももらうし申請もするしという形をされたほうが綺麗やし、それがいいと
思います。ぜひそういう形でお話をしていただきたいと思います。

申請代理人

話合うことは約束します。

会

ということは今回の申請は取り下げるということでいいんですか。

長

申請代理人
会

長

申 請 人
会

長

取り下げた方がいいんでしょうね。
わかりました。みんなが危惧しゆうことはご理解できたと思いますので、ぜひお話を
聞いて引くとこは引いて、でも自分が全部引くんじゃなくて相手にも折れてもらうとこ
ろは折れてもうて丸く収まって申請ができるようにぜひ願っておりますのでよろしく
お願いいたします。
はい。
どうもありがとうございました。ではそいういう扱いをしたいと思います。みなさん
それでよろしいですか。
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委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

それではそういうことでよろしくお願い致します。
続きまして、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件 番
号１２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。１７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１２。
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
佐市甲原字ミカト１３８１番１、同所字同１３８１番２」、登記簿地目は全て「田」、
現況地目は全て「畑」、面積は「１，１８８㎡、８９９㎡」で合計「２，０８７㎡」、
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、１８ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする者
又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放牧地の利用状況については、
所
有地は「自作地:５，０８４㎡(内:田１，５３６㎡、畑３，５４８㎡)」、所有地以外は
「借入地:２，５３３㎡(全て「田」)」、合計「７，６１７㎡」。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。１９ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はそ
の世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台、田植機１台、コンバイン１台、軽四トラック１
台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴６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５年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載なし。」、④ ①
～③の者の住所地、
拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又
は時間は「①及び②及の者 ４．２ｋｍ、車で１０分」と記載されております。
２０ページご覧ください。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（水稲）：１，５
３６㎡、畑（文旦）３，５４８㎡。」、「借入地は、田（文旦）２，５３３㎡」、今回
申請している農地の耕作計画は「田（生姜）：２，０８７㎡」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。その他の欄は記載なし。２１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
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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７，６１７㎡、権利を取得しようと
する農地の面積２，０８７㎡、合計９，７０４㎡」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、２２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。
２３ページご覧ください。場所につきましては、甲原地区です。以上で説明を終わり
ます。
会

長

説明が終わりました．地元委員さんのご意見をお願いします。

森田委員

１２番森田です。これは親戚の人が買う形で同じ集落の人なんですけれども親戚しか
売らんという、農業もやっているので何も問題ないと思います。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「７，６１７㎡」で一致し、申請地の面積が「２，０８７㎡」であるため、耕作に
供すべき農地のすべては「９，７０４㎡」。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
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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「９，７０４㎡」となり土佐市の下限面積４，０
００㎡以上となるため、該当しないと考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて耕
作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可することがで
きない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書及び農
地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、所有権
以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場
合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員等
がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の
集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合的な利
用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができな
い。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調査により周
辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそ
れはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも該
当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議なしでお諮りします。議案第２号 番号１２について承認することにご異議ござ
いませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１３を議題といたします。事務局の説明を求めます。
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事務局次長

はい。２４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１３。
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「土佐市高岡町字茶園 丁８６８番１」、登記簿地目、現況地目は「畑」、面
積は「３７３㎡」、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、２５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:７，１３８㎡(内:田３，１９４㎡、畑３，９４４㎡)」、所有地以外
は「借入地は、なし。」、合計「７，１３８㎡」。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。２６ページをご覧ください。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「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１年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在１人、農作業歴:母１６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の者は、車で２０分、②及の者は、徒歩１分」と記載されており
ます。
２７ページご覧ください。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（水稲）：３，１
９４㎡、畑（文旦）３，９４４㎡。」、今回申請している農地の耕作計画は「田（ブル
ーベリー）：３７３㎡」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。その他の欄は記載なし。２８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「会社員兼農業・農業」、（４）権利取得者との関係「本人・母」、（５）そ
の者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間
は「１月～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（本人
１５０日・母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
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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７，６１７㎡、権利を取得しよ
うとする農地の面積２，０８７㎡、合計９，７０４㎡」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、２９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。
３０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

石元委員

会

説明が終わりました．地元委員さんのご意見をお願いします。
５番石元です。この土地は今度買われる○○○○さんの宅地に隣接する土地で今ま
で草が生えていたところ農地に活用できるかと思います。よろしくお願いします。

長

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

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「７，１３８㎡」で一致し、申請地の面積が「３７３㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「７，５１１㎡」。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
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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「７，５１１㎡」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

会

長

異議なしでお諮りします。議案第２号 番号１３について承認することにご異議ご
ざいませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第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１４を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）

はい。３１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１３。
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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「土佐市谷地字田中８７７番、同所字同８７８番、同所字サバイダ９３７番、
同所字柿木田９５２番、
同所字若山１０６７番１」
、
登記簿地目、
現況地目は全て
「田」
、
面積は「３５７㎡、８８５㎡、７４２㎡、９６２㎡、２，５７７㎡」で、合計「５，
５２３㎡」所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本
台帳の耕作者名は「○○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡
しを受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約
の種類は「贈与」となっています。次に、３２ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする者
又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放牧地の利用状況については、
所有地は「自作地:５，５２３㎡(全て:田)」、所有地以外の「借入地は、なし。」、
合計「５，５２３㎡」。非耕作地は、ページの下欄のとおり「谷地字畳田１１７６番
３、登記地目は「畑」、現況地目は「山林」、面積は「１９８㎡」、状況・理由は「平
成５年ころから山林」となっており、この後の第３号議案 非農地証明願い承認の件
の議題となっております。
農地法第３２条第１項各号のいずれかに該当するか否か
（遊休農地）
「該当しない」
。
農地法第５１条第１項各号のいずれかに該当するか否か（違反転用）
「該当しない」
となっております。
３３ページをご覧ください。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、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
験等の状況は「農作業歴４０年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「記
載なし。」、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「車
で１０分」と記載されています。
３４ページご覧ください。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（水稲）：５，
５２３㎡。」、今回申請している農地の耕作計画は「田（水稲）：５，５２３㎡」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。その他の欄は記載なし。３５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」
、
（２）
年齢は「○歳」、（３）主たる職業は「会社員兼農業」、（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、３月～１０月」、②その者が農作業に常時従事する期
間も「１月、３月～１２月（本人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
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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は「権利を有する農地の面積５，５２３㎡、権利を取得しようと
する農地の面積５，５２３㎡で、内容は贈与でありますので同じく５，５２３㎡」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、３６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。
３７ページご覧ください。場所につきましては、谷地地区です。以上で説明を終わ
ります。
会

長

野中委員
会

長

事務局次長

説明が終わりました。地元委員さんのご意見をお願いします。
この二人は親子間の贈与なので問題ないと思います。
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「５，５２３㎡」で一致し、申請地の面積が「５，５２３㎡」でありま
すが、本件は親子間の贈与であるため耕作に供すべき農地のすべては
「５，
５２３㎡」
。
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
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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「５，５２３㎡」となり土佐市の下限面積４，
０００㎡以上となるため、該当しないと考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて
耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書
及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、
所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようと
する場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農
地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合
的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することが
できない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調査
により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生
ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

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１５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。３８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１５。
譲渡人「○○○○」さん、「○歳」、住所「○○○○」、職業「○○○」。譲受人

（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りします。議案第２号 番号１４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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「○○○○」さん、年齢「○歳」、住所「○○○○」、職業「農業」。申請地の所在
は「土佐市用石字森ノ前９７０番」、登記簿地目、現況地目は「田」、面積は「５７
５㎡」、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、３９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:１０，４０３㎡(内:田９，９４１
㎡、畑４６２㎡)、貸付地：６８８㎡(田のみ)」、所有地以外は「借入地: ８，５１４
㎡(全て「田」)」、合計「１８，９１７㎡」。非耕作地は、ページの下欄のとおり「用
石字五反田１３３４番４、登記地目は「田」、現況地目は「宅地」、面積は「４２６
㎡」、「同所字五反田１３３４番２、登記地目は「田」、現況地目は「宅地」、面積
は「１９８㎡」、状況・理由は「昭和５０年頃から花卉農協の集出荷場」、「同所字
甫喜ノ元１１４２番１、登記地目は「畑」、現況地目は「宅地」、面積は「４６㎡」、
「同所字甫喜ノ元１１４３番１、登記地目は「畑」、現況地目は「宅地」、面積は「６
６㎡」、状況・理由は「昭和４８年頃から農作業場」、「同所字小森ノ元１２６３番
６」、登記地目は「田」、現況地目は「宅地」、面積は「２３１㎡」、状況・理由は
「昭和６０年１２月日不詳から農業用倉庫」となっており、この後の第３号議案 非
農地証明願い承認の件の議題となっております。
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。４０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「軽四トラック３台、箱バン１台、管理機２台、フォークリフト１
台、トップカー１台、トラクター３台、草刈り機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２１年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在８人、農作業歴:父４７年、母４４年、その他の者３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 １００ｍで１分」
と記載されております。
４１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、田（ユリ）：９，
９４１㎡、畑（果樹）４６２㎡。」、「借入地が、田（ユリ）８，５１４㎡」、今回
申請している農地の耕作計画は「田（ユリ）：５７５㎡」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。５８ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載さ
れておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者
又はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につ
いては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の
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氏名は「○○○○さん・○○○○さん、○○○○さん」、（２）年齢は「○歳・○歳・
○歳」、（３）主たる職業は「農業・農業・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（本人３５０日・父３５０日・母３５０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１８，３４２㎡、権利を取得
しようとする農地の面積５７５㎡、合計１８，９１７㎡」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、４３ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】は記載されており
ません。
【農地法第３条第２項第７号関係】は「「耕作計画書」のとおり」と記載されてお
り、
その耕作計画書の４の設問については周囲農地への影響についてすべて
「いいえ」
と記載されております。【農地法第３条第３項第２号関係】と【農地法第３条第３項
第３号関係】は記載されておりません。６０ページご覧ください。場所につきまして
は、用石地区です。以上で説明を終わります。
会

長

説明が終わりました。地元委員さんのご意見をお願いします。

西原委員

２０番西原です。９番の森岡委員より何も問題ないという旨を受けておりますので
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「１８，９１７㎡」で一致し、申請地の面積が「５７５㎡」でありま
すが、現在申請人両者の間で、今回の申請地について利用権が設定されている農地で
ありますので、耕作に供すべき農地のすべては「１８，９１７㎡」。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、
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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「１８，９１７㎡」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

会

長

委

員

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）
異議なしでお諮りします。議案第２号 番号１５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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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１６を議題といたします。事務局の説明を求めます。
はい。４５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１６。
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９８４番」、登記簿地目、現況地目は「田」、面積は「１，８
９７㎡」、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、４６ページをご覧ください。
【農地法第３条第２項第１号関係】については、
１－１権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採
草放牧地の利用状況については、所有地は「自作地:１０，９３３㎡(内:田８，２２４
㎡、畑２，７０９㎡)、貸付地：なし。」、所有地以外の「借入地:なし」、合計「１
０，９３３㎡」。非耕作地は、ページの下欄のとおり「高岡町字西辻甲１６８４番４、
登記地目は「田」、現況地目は「宅地」、面積は「３．３㎡」、「同所字同甲１６８
６番４、登記地目は「畑」、現況地目は「宅地」、面積は「３６㎡」、状況・理由は
「農機具通行のための通路（２００㎡未満の農業用施設に該当）」となっております
ので、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」ものとなります。
４７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
験等の状況は「農作業歴５２年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は
「現在２人、農作業歴:妻１１年、子２５年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記
載なし。」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土
地までの平均距離又は時間は
「①及び②及の者 車で１０分」
と記載されております。
４８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、田（水稲）８，２
２４㎡、畑（ネギ）２，７０９㎡。」、「借入地は、なし。」、今回申請している農
地の耕作計画は「田（水稲）：１，８９７㎡」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。４９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
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氏名は「○○○○さん・○○○○さん、○○○○さん」、（２）年齢は「○歳・○歳・
○歳」、（３）主たる職業は「農業・農業・農業」、（４）権利取得者との関係「本
人・妻・子」、（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・子２００日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積１０，９３３㎡、権利を取得
しようとする農地の面積１，８９７㎡、合計１２，８３０㎡」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、５０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。５１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

説明が終わりました．地元委員さんのご意見をお願いします。

市原委員

１７番市原です。事務局の説明どおり何も問題ないと思います。よう買ってくれた。
もっと奨めてください。よろしく。

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳
の農地面積が「１０，９３３㎡」で一致し、申請地の面積が「１，８９７㎡」である
ため、耕作に供すべき農地のすべては「１２，８３０㎡」。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。
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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「１２，８３０㎡」となり土佐市の下限面積
４，０００㎡以上となるため、該当しないと考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて
耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書
及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、
所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようと
する場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農
地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総合
的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することが
できない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調査
により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生
ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。

異議なしでお諮りします。議案第２号 番号１６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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続きまして、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号２４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につきまして 番号２４をご説明します。
５２ページをご覧ください。番号２４ 願人「○○○○」「○○○○」さん。申請地
は大字「用石」、字・地番は「小森ノ元１２６３番６」、台帳地目は「田」、地積は「２
３１㎡」で、非農地となった時期は「昭和６０年１２月日不詳」となっており、現在の利
用状況及び現況につきましては「農業用倉庫」となっております。非農地となった理由は
「その他【昭和６０年１２月日不詳から、農業用倉庫を建てて使用している。】」という
事です。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）
場所につきましては、５３ページをご覧ください。場所は用石地区に位置しています。
以上で説明を終わります。

会

長

事務局次長

６３ページの○○○○さんについても一緒にお諮りをしたいと思いますので、一緒に説
明を求めます。
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２９をご説明します。
６３ページをご覧ください。
番号２９ 願人「○○○○」「○○○○」さん。申請地は大字「用石」、字・地番は
「五反田１３３４番２」、
「同字１３３４番４」、台帳地目は「田」、地積は「４２６㎡」、
「１９８㎡」で、非農地となった時期は「昭和５０年頃」と、「甫喜ノ元１１４２番１」、
「同字１１４３番１」、台帳地目は「畑」、地積は「４６㎡」、「６６㎡」で、非農地と
なった時期は「昭和４８年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては 字五反田の２
筆が「花卉農協の集出荷場」、字甫喜ノ元の２筆が「農作業場（倉庫）」。非農地となっ
た理由は「その他【昭和５０年頃及び昭和４８年頃から宅地】」。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）
６４ページと６５ページをご覧ください。場所は、用石地区に位置しています。
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。

西原委員

２０番西原です。森岡委員から事務局の説明どおり寛大な処置をよろしくお願いし
たいと伺っております。よろしくお願いします。

会

他の委員さんのご意見お願いします。

長
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委

員

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号２５ を議題といたしますが、
○番○○○○委員さんは、本案件に直接関わりありますので、農業委員会等に関する
法律第３１条第１項に規定する議事参与の制限により、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

事務局次長

（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りします。議案第３号 番号２４と番号２９を一緒にお諮りしたい
と思います。承認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２５をご説明します。
５４ページをご覧ください。
番号２５ 願人「○○○○」「○○○○」さん。申請地は大字「積善寺」、字・地番
は「上トヤガア５３０番他１２筆」、台帳地目は全て「畑」、地積は「合計で１９，７
３８㎡」で、非農地となった時期は「昭和３０年頃」となっており、現在の利用状況及
び現況につきましては「山林」となっております。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。
（始末書を読み上げた）
５５ページと５６ページをご覧ください。場所は、戸波地区に位置しています。以上
で説明を終わります。

会

長

矢野委員

会

長

委

員

会

長

委

員

地元委員さんのご意見をお願いします。
２番矢野です。さきほど事務局の説明どおりで、現地へ行こうと思いましたが、行
き着けなさそうなのでやめました。みなさん航空写真を見ていただけたらいいと思い
ます。すみません、よろしくお願いします。
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）
異議なしでお諮りします。議案第３号 番号２５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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会

長

事務局次長

異議なしで決定になりました。それでは、○○○○委員はご着席ください。（○○
○○委員着席）
続きまして、議案第３号 非農地証明願承認の件 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、議案第３号 非農地証明願承認の件につきまして 番号２６をご説明します。
５７ページをご覧ください。
番号２６ 願人「○○○○」、「○○○○」さん。申請地は大字「谷地」、字・地番は
「畳田１１７６番３」、台帳地目は「畑」、地積は「１９８㎡」で、非農地となった時期
は「平成５年頃」となっており、現在の利用状況及び現況につきましては「山林」となっ
ております。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「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）
場所につきましては、５８ページをご覧ください。場所は谷地地区に位置しています。
以上で説明を終わります。

会

長

野中委員

地元委員さんのご意見をお願いします。
２１番野中です。谷地は地籍調査ができておりますので、これはちょっと抜かって
いた土地だと思います。植林になっております。よろしくお願いします。

会

長

委

員

会

長

異議なしでお諮りします。議案第３号 番号２６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

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）

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２７をご説明します。
５９ページをご覧ください。
番号２７ 願人「○○○○」「○○○○」さん。申請地は大字「永野」、字・地番は
「堀５１９番１」、台帳地目は「田」、地積は「１６８㎡」で、非農地となった時期は
「昭和３０年月日不詳」、現在の利用状況及び現況につきましては「住宅用地」。非農
地となった理由は「その他（昭和３０年月日不詳から住宅用地として利用）」。今後の
利用計画は「なし（現況どおり）」。
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（始末書を読み上げた）
６０ページをご覧ください。場所は、戸波地区に位置しています。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。事務局の説明があったとおりだいぶ前から住宅と倉庫団地になっ
ておりますのでよろしくお願いします。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

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３号 非農地証明願承認の件 番号２８を議題といたします。
事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、議案第３号 非農地証明願承認の件 番号２８をご説明します。
６１ページをご覧ください。番号２８ 願人「○○○○」「○○○○」さん。申請地は
大字「永野」、字・地番は「大平１３４３番」、台帳地目は「畑」、地積は「７２７㎡」
で、非農地となった時期は「昭和６０年月日不詳」、現在の利用状況及び現況につきま
しては「森林」となっております。非農地となった理由は「その他【山林 檜を植林し
たため】」。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。

異議なしでお諮りします。議案第３号 番号２７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）

（始末書を読み上げた）
場所につきましては、６２ページをご覧ください。場所は戸波地区に位置しています。
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。この場所現地までよう行きませんでした。とてつもない山の上で
すので作るのが難しい状況ですので、よろしくお願いします。
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会

長

委

員

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、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 整
理番号３０－５４から３０－５８まで借人が同一人物であるため一括して議題といた
します。事務局の説明をお願いします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りします。議案第３号 番号２８について承認することにご異議ご
ざいませんか。

それでは６６ページをご覧ください。 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につきましては、６７ページから７０ページに掲載しており
ます。まずは、平成３０年９月１０日付３０土農林第６５０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５件の諮問があがっております。今回は全て借人が同一人物のため、一括
してご説明します。
６７ページご覧ください。整理番号３０－５４、『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
用地区域内」、大字「新居」、字・地番は「新堀３９５８番」、現況地目は「田」、
面積は「１，５０９㎡」、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「○
月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」。
続いて、整理番号３０－５５、『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「農用地区域内」、大字
「新居」、字・地番は「新堀３９５１番」、現況地目は「田」、面積は「１，７５０
㎡」、期間は「平成○○年○○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間は「○年間」、
借賃総額（年額）は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「○月末までに自宅持参」、
利用権の種類は「賃貸借」。
６８ページをご覧ください。続いて、整理番号３０－５６、『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「農用地区域内」、大字「新居」、字・地番は「新堀３９５９番」、現況地目
は「田」、面積は「５９２㎡」、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「○月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」。
続いて、整理番号３０－５７、『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「農用地区域内」、大字「新
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居」、字・地番は「高見４１７７番」、現況地目は「田」、面積は「１，４５７㎡」、
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「○月末までに自宅持参」、利
用権の種類は「賃貸借」。
６９ページをご覧ください。続いて、整理番号３０－５８、『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
「農用地区域内」、大字「新居」、字・地番は「塩走４２８３番、同４２８４番」、現
況地目は共に「田」、面積は「５６２㎡と６５１㎡」で合計１，２１３㎡」、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（○○○○円／反）」、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」。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「○○○○」、年齢「○歳」、農作業
従事日数は「３３０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「６，５２１㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地面積は、借入地のみで「１４，３２
１㎡」で、経営面積は「２０，８４２㎡」となります。主たる作目は「レタス・キャベ
ツ」、世帯員は「男２人、女２人」で農業従事者は「４人」でうち１５歳以上６０歳未
満のものは「４人」となっております。
場所につきましては、７０ページに記載しており、新居地区となっています。以上で
説明を終わります。
会

長

坂本委員

会

地元委員さんのご意見をお願いします。
８番坂本です。結婚して4名になってかなり幅広くやってます。なんら問題ないと思
います。よろしくお願いします。

長

地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３０－５４から３０－５
８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。

事務局次長

それではご説明させていただきます。農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の
『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとす
る』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市街化区域が存在しな
いことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基本
構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業
経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作
すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台
帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じ
となっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされて
いることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められる
と判断しております。
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農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の
設定を受ける者の農作業の従事日数が「３３０日」と記載されておりますので、年間１
５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断してお
ります。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規定
する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けている
こと』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、
小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者
の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けて
いると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する
要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんの
ご意見をお願いします。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りします。整理番号３０－５４から３０－５８まで一括して承認す
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事務局の説明を求めます。
それではご説明します。７１ページをご覧ください。平成３０年８月３１日付け３０高
農公第２６５号で、公益財団法人高知県農業公社から農地中間管理事業に係る農地集積
計画申出書が出されております。７１ページをご覧ください。まず一つ目は、整理番号
「２６５－１」、利用権の設定を受ける者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西
岡幸生」さん、設定をする者は「○○○○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定す
る土地は大字「土佐市新居」、字・地番は「字亀尻１６１６番」、登記・現況地目は「田」、
面積は「７１５㎡」、始期は「平成○○年○月○○日」、終期は「平成○○年○月○
○日」、借賃総額 (年額)は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成○○
年○月○○日に、２回目以降は同時期に同額を口座振込する。」、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。
次に７３ページをご覧ください。整理番号「２６５－２」、利用権の設定を受ける者
は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さん、設定をする者は「○○○
○」さん、住所「○○○○」、利用権を設定する土地は大字「土佐市新居」、字・地番
は「字亀尻１６１７番,１６１８番１、１６１８番２、１６１８番３、１６１８番４」、
登記・現況地目は「すべて田」、面積は「４６５㎡、３５１㎡、２３２㎡、９２㎡、３
１２㎡」の合計「１４５２㎡」、始期は「平成○○年○○月○○日」、終期は「平成○
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○年○○月○○日」、借賃総額(年額)は「○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回
目は平成○○年○月○○日に、２回目以降は同時期に同額を口座振込する。」、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。
７４ページをご覧ください。場所は、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

坂本委員

地元委員さんのご意見をお願いします。
８番坂本です。これは前に作ってた人が変わって公社が中に入って新たに今度の人
が作るということになっていますのでなんら問題がないと思います。よろしくお願い
します。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。

（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りします。利用権設定することにご異議ございませんか。

続きまして、議案第４号 農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。
事務局次長

会

長

野村委員

会

長

それではご説明します。７５ページをご覧ください。平成３０年９月１０日付け３０
高農公第２９２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。
７６ページ、整理番号：２９２、所有権の移転を受ける者は「○○○○」さん、住所「○
○○○」、所有権を移転する者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」さ
ん、所有権を移転する土地は大字「土佐市岩戸」、字・地番は「ヒトツキ１６７４番、同
字１６７５番」、登記・現況地目は全て「田」、面積は「２，５００㎡と２，４９５㎡」
で、合計「４，９９５㎡」、対価は「土地代○○○○円と手数料○○○○円で合計○○○
○円」、対価の支払い方法は「譲渡人の指定する口座に一括振込」、対価の支払期限は「記
載無し」、引き渡しの時期は「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。７７ページをご覧下さい。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。
地元委員さんのご意見をお願いします。
１９番野村です。この案件は前月あった案件の完了バージョンです。特に問題ない
です。事務局の説明どおりです。
他の委員さんのご意見お願いします。
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委

員

会

長

委

員

会

長

（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りします。所有権移転に関する件の申請について整理番号２９２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。本日の議案につきましては以上で終了致します。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

１２ 番

１３ 番
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