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

平成３１年３月２６日（火） 午後１時３０分開会
土佐市役所仮庁舎２階 会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

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

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

山本 倫弘

21

野中 文代

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

②欠席
番号

24

氏

名

番号

氏

名

番号

名

馬場 善弘

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号
議案第７号
追加議案
議案第８号

氏

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
農地移動適正化斡旋事業に関する件
土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件
農地等の利用の最適化の推進に関する指針に関する件
事務局の職員の任命等に関する件
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６件
２件
３件
９件
２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３月定例会
を開催いたします。現在の出席委員数２３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２番矢野進一委員、４番野瀬喜代委員、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
６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
２件、
議案第３号
非農地証明願承認の件
３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 ９件、
議案第５号
農地移動適正化斡旋事業に関する件
２件、
議案第６号
土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件、
議案第７号
農地等の利用の最適化の推進に関する指針に関する件、
そして、３月２０日付けで発表されました来年度の人事異動により、議案第８号
事務局の職員の任命等に関する件、を追加議案として皆様の机にお配りさせていた
だいております。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。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい。それでは５条申請人の代理人の○○さんはそのままお残りいただきまして、残
りの方は順番が来ましたらお呼びしますので、しばらく別室でお待ちくださいますよう
お願いします。

会

それでは、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４６を議題といたします。事務局の説明を求めます。

長

事務局次長

申請代理人

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４６の申請人
で譲渡人「○○○○○」さんと、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」
さん。
はい。
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事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件、番号４６、申請人、譲渡人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○
○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○
○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在、「土佐市蓮池１４７
７番」、登記地目、現況地目は共に「田」、面積は「１，０４４㎡」、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、平成３１
年３月２５日付けで農用地区域から除外されましたので、「農用地区域外」、農地区
分につきましては、「第２種」と判断しております。
転用の目的は「太陽光発電施設の設置」とするため、権利を設定し、又は移転を
しようとする理由の詳細は「太陽光発電設備を設置するため。」、事業の操業期間又
は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～平成３１年８月
３１日」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、施設設置費及びその他諸経費
○○○○○○○○円、合計○○○○○○○○円で、自己資金○○○○○○円、残りは
全額金融機関からの借入金」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況について
は「なし」。
２ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要と
する理由(面積の必要性)は「申請地は、譲渡人が定年退職後に水稲を耕作していたが、
体力低下により３年前から耕作していない。近隣に迷惑が掛からないよう草刈りのみ
している状況で、今後も耕作を行う見込みが無いため、太陽光発電に活用出来ないか
考えました。申請地は、日光を遮断する障害物もなく、周囲にある既存の太陽光発電
設備による周辺農地への影響も出ていないため、太陽光発電を行うのに支障はないと
考えています。太陽光発電パネル２８８枚（計４８０．９㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ９台
（計１．４３㎡）の設置及びパネル同士の間隔、メンテナンス時の作業スペース（４
５．５㎡）を考えると､申請地全体の面積が必要となります。」という事です。
次に４ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「申請地南
側の農道から進入する。」。造成計画は「なし。」。整地計画は「整地のみとし、土
地の形質等は変更しない。」。排水処理計画は、「雨水は、自然浸透。盛り土をしな
いため、土砂や泥水は水路に流入しない。」となっています。
被害防除計画につきましては、５ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「東は農地で同意あり、西は雑種地、南は水路を挟んで雑種地及び同意のある農
地、北は水路を挟んで宅地及び同意のある農地」となっており、隣接農地全てからは
すべて同意書が提出されております。
３ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池明王院地区で蓮池小学校の
南側約２００ｍとなっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農
用地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地で
あるため、第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断
し、許可相当であると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
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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「太陽光発電設備」であると
考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるお
それがあると認められる場合には、許可することができない。』については、周
囲の農地から全て同意が得られており、問題無いと判断し、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、該当しないため、事務局としまして
は、許可相当と判断しております。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。申請人の方に確認をさせていただきます。申請人
で譲渡人「○○○○○」さんと、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」
さん。先ほどの事務局の説明に間違いありませんか。

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いします。

長

久保 委員

会

長

委

員

会

長

１０番久保です。先ほどの事務局の説明でなんの問題もないと思いますのでよろし
くお願いいたします。
それでは他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。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４６について許可相当とすることにご異議ございませんか。
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委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４７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４７の申請人で
貸人と借人の「○○○○」さん及び借人の「○○○○」さん両名の代理人「○○○○」
さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
６ページをご覧ください。議案第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４７、申請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○
○○○○○」、職業「○○○」。借人「○○○○」さん、同じく借人「○○○○」さ
ん。住所「○○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在、「○
○○○○○○○○○○○○○」、登記地目「田」、現況地目「畑」、面積は「１８０
㎡」、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、平成３１年３月２５日付けで農用地区域から除外されましたので、「農用地
区域外」、農地区分につきましては「第１種農地」と判断しております。
転用の目的は「自己住宅建築」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は「現在の住居が手狭なため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許
可日から永久年間」、工事計画は「許可日～３ヶ月後まで」、資金計画は「土地造成費
○○○○○○○円、建築費○○○○○○○○円、合計○○○○○○○○円で、資金は
全額金融機関からの融資」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については
「なし」。
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「新居に住むのは、借人とその家族の５人ですが、資金繰
りの関係上、親と共同で融資を受け、建物も共有名義にする必要があるため、転用者
は連名となっています。現在は、両親と同居していますが、子供の成長とともに手狭
となってきており、自己住宅を建築するものです。申請地は、父が所有する現在は不
耕作地であり、両親の住居と市道を挟んだ向かいに位置しており、両親との相互扶助、
老後の介助の観点からも適当と考え選定しました。敷地には、住居のほか、駐車場２
台分、駐輪場、物干し場を確保するために申請する面積が必要となります。」という
事です。
次に９ページの土地利用・排水計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「北
側市道から進入する。」。造成計画は「現況地盤から約５５cm盛土をし、北側市道よ
り５cm高くする。南側は法面処理とし、東西側はブロック積みとする。」、整地計画
は「敷地表層は土とする。」。排水処理計画は、「生活排水は、合併浄化槽を経由し、
申請地の北側市道側溝に排水する。
雨水も同様に、
申請地の北側市道側溝に排水する。」
となっています。
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被害防除計画につきましては、１０ページの周囲の状況図と合わせてご覧くださ
い。「東と西は、貸人が所有する農地を挟んで他人が所有する同意のある農地、南は
農地、市道を挟んで宅地」となっております。８ページにお戻りください。場所につ
きましては、高石の野尻地区で県道土佐いの線と、井筋のある旧県道との交差点の
西側約２８０ｍとなっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきまして、申請地は、農業振興地域の農用地
ではありませんが、１０ｈａ以上の集団農地に位置しているため第１種農地に該当する
と判断しています。１種農地の転用は原則不許可でありますが、集落に接続する場所の
転用であることから、農地法施行令第１１条第１項第２号のイ、及び農地法施行規則第
３３条第４号の「不許可の例外」事項、「住宅、その他申請に係る土地の周辺の地域に
おいて居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」
にあたると判断し、許可相当地と考えています。
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『借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「自己住宅建築」であると考え、該
当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあ
ると認められる場合には、許可することができない。』については、周囲の農地
から全て同意が得られており、問題無いと判断し、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、該当しないため、事務局としましては、許
可相当と判断しております。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。申請人の方に確認をさせていただきます。貸人と借
人の「○○○○」さん及び借人の「○○○○」さん両名の代理人「○○○○」さん。
先ほどの事務局の説明に間違いありませんか。
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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いします。

長

西原 委員

２０番西原です。先ほどの事務局の説明どおりなんら問題ないと思いますのでよろ
しくお願いします。

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
書審査の件、番号４７について許可相当とすることにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４８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

申請代理人
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。

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４８の申請人で
地上権設定者「○○○○」さんと、同じく地上権者「○○○○ ○○○ ○○○○○
○○○○」さん両名の代理人「○○○○」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。
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４８ 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、「土佐市甲原字豊田４４６番」、登記地目及び現況地目は「田」、面積は「９９
８㎡」、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、平成３１年３月２５日付けで農用地区域から除外されましたので、「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、
「今後、
耕作する可能性が低く、
土地の有効活用及び事業拡大のため。
」
、
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。
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
-8-

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、太陽光発
電に適した土地を探していた。申請地は、日当たりが良く太陽光発電を行うには最適
と思われるため、現所有者に農地の状況を伺うと、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んだ。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。」、進入路計画は、「申請地西側の農道から出入りする。」、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１４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、１６ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「東側は水
路を挟んで同意のある農地、西側は水路、農道を挟んで同意のある農地と同意の無い
農地、北側は同意書はありませんが親族から口答で了解のある農地、南側は同意のな
い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
の○○○○○から提出されており、その他については申請者から経緯書が提出されて
おり、その内容を、周囲の状況図に記載しております。そのうち、北側の○○○○○
については、事務局が内容に間違いがないかどうか確認したところ、経緯書の一部に
誤りがありました。確認の内容としましては、登記名義人の○○○○氏はお亡くなり
になられており、申請者が協議された相続人は、登記名義人の○に当たる方でしたの
で、２行目の子（○○）の記載は、○の間違いとなっています。また、『相続人の○』
の所は、正しくは『相続人の○』となり、この○さんに昨日電話で確認したところ、
○○○○○○○○○○○○○○事は間違いないとのことでありました。○さんは、太
陽光施設の設置について、○の意思は確認しようがないが、本来同意書は、○の意思
が必要とのお考えであり、理由書のとおり同意書は出せないが施設の設置については
問題無いとの回答をいただいております。なお、現在この農地は、○さんの○が草刈
り等の管理をされているようです。次に１５ページにお戻りください。
被害防除計画図として提出されてます日陰図を説明します。この日陰図は、日陰が
一番長くなる冬至のものですが、まず同意書が提出されていない西側の農地へは、朝
８時にごく一部及ぶ程度で、午前９時には日陰は掛かっておりません。次に北側です
が、朝８時の時点では約７ｍ、１時間後の９時では約３ｍ、正午で約１．５ｍ、夕方
の１６時で約２．５ｍ日陰が掛かる状況となっています。なお、北側の農地は、現地
の状況から水稲を栽培されている農地だと考えております。
１３ページにお戻りください。場所につきましては、甲原地区でローソン土佐甲原
店の南側約１７０ｍ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『地上権者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
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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「太陽光発電設備」
であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を
生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』につい
ては、周囲の農地のうち南と西側の農地からは同意が得られていないが、日影図
から日影が掛かる時間は冬至の時期でも１時程であるため、影響はないものと判
断し、また、北側の農地は、先ほどご説明どおりの親族で現管理者から口答では
ありますが同意をいただいており問題無いものと判断し、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、該当しないため、事務局としまして
は、許可相当と判断しております。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。申請人で地上権設定者「○○○○」さんと、同じ
く地上権者「○○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○○」さん両名の代理人「○○○
○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いありませんか。

申請代理人

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いします。

長

森田 委員

会

長

委

員

会

長

１２番森田です。先ほど事務局の説明のとおり○○○○○の方からはもちろん同意
をもらっていないわけなんですけれども、南側は日が当たる方じゃないし耕作もし
てない。北側は先ほど説明があった同意の形の回答をもらっているということでな
んら問題がないということでよろしくお願いします。
それでは他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申
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請書審査の件、番号４８について許可相当とすることにご異議ございませんか。
委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号４９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

申請代理人
事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号４９の申請人で
譲渡人「○○○○」さんと、同じく譲受人「○○○」さん両名の代理人「○○○
○」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。
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４９、申
請人は、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○
○」。譲受人「○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○」、職業「○
○○」。申請地の所在、「土佐市蓮池字青木ヶ鼻２９２８番」、登記地目及び現況地
目は共に「田」、面積は「８８９㎡」、利用状況は「休耕」、所有権以外の使用収益
権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さ
ん、農振法の農用地区域につきましては、「農用地区域外」、農地区分につきまして
は、「第２種農地」と判断しております。
転用の目的は「太陽光発電施設の設置」をするため、権利を設定し、又は移転をし
ようとする理由の詳細は「太陽光発電設備を設置するため。」、事業の操業期間又は
施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～６ヶ月後まで」、
資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、施設設置費○○○○○○○○円、その他
○○○○○○円、合計○○○○○○○○円で、資金は、全額金融機関からの融資」、過
去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」。
１８ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要
とする理由(面積の必要性)は「申請地は、譲渡人が相続したが、○○○のため耕作が
できず、農地の管理もままならない状態であったため、この農地の買い手や借り手を
探していた。譲受人は、以前から太陽光発電施設の適地を検討していたところ、今回
の申請地が日照条件が良いこと、予算面の条件も良く、両者のニーズがマッチしたた
め当計画を進めることとなった。今回の申請面積は、別紙土地利用計画図のとおり、
太陽光パネル設置及び管理用通路スペースとするため申請地全体の面積が必要とな
ります。」という事です。
次に２０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「申請地
東側の市道から進入する。」。造成計画は「なし。」。整地計画は「地ならし、地固
めを行う。」。排水処理計画は、「雨水のみで、自然浸透とする。」となっています。
被害防除計画につきましては、２１ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「東は市道及び水路、西は現況の無い青線水路を挟んで農地、北と南は農地」とな
っており、隣接農地からの同意書はありませんが、東側の農地は、市道、水路を挟ん
で約５ｍ程離れていること、西、南、北の農地は、５条申請中の農地であるため、事
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務局からは同意書の提出を求めておりません。２１ページにお戻りください。場所に
つきましては、ファミリーマート蓮池店の北西側約１５０ｍとなっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農
用地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地で
あるため、第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断
し、許可相当であると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
まず、第３号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合に
は、許可することができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに
違反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当し
ない。次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない
場合には、許可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕
作者となっており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる
権利をもつ者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に
供する見込みがない場合には、許可することができない。』については、申請書
の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されて
いるため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地
に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みが
ない場合には、許可することができない。』については、事業計画書、土地利用
計画図等により、申請地と一体利用する土地はなく、該当しない。次に『適正な
面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事業計
画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次
に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電設備」であると
考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるお
それがあると認められる場合には、許可することができない。』については、周
囲の農地からの同意はありませんが、東以外は、既に５条申請が提出されている
ことから、農地としての利用は無いものと判断し、また東側は市道と水路により
約５ｍ離れていること、施設の内容から日影や排水に関する影響は問題無いと判
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
ないため、事務局としましては、許可相当と判断しております。以上で説明を終
わります。
会

長

申請代理人

事務局の説明が終わりました。申請人で譲渡人「○○○○」さんと、同じく譲受人
「○○○」さん両名の代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いあり
ませんか。
はい。
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会

長

久保 委員

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。
１０番久保です。先ほどの事務局の説明あったとおりでございまして、よろしくお
願いします。

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。議案第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４９について許可相当とすることにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

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５０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５０の申請人で
賃貸人「○○○○」さんと、同じく賃借人「○○○」さんの両名の代理人「○○○○」
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。
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５０
申請人は、賃貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○・○
○○○○・○○○」、職業「○○○」。賃借人「○○○」さん、住所「○○○○○○
○○○○○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在、「土佐市北地字北一ツ木１１
７番１、同所字同１１８番１」、登記地目及び現況地目は全て「田」、面積は合計で
「１，００９㎡」、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、平成３１年３月２５日付けで農用地区域から除外されましたの
で、「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「太陽光発電施設の設置」をするため、権利を設定し、又は移転をし
ようとする理由の詳細は「太陽光発電設備を設置するため。」、事業の操業期間又は
施設の利用期間は「許可日から２０年間」、工事計画は「許可日～６ヶ月後まで」、資
金計画は「施設設置費○○○○○○○○円、その他○○○○○○円、合計○○○○○
○○○円で、資金は、全額金融機関からの融資」、過去の違反転用の有無及び始末書の
提出状況については「なし」。
２３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、賃貸人が相続したが、○○○のため昼夜を
問わず仕事があり、農地の管理もままならない状態であったため、この農地の買い手
や借り手を探していた。賃借人は、以前から太陽光発電施設の適地を検討していたと
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ころ、今回の申請地が日照条件が良いこと、予算面の条件も良く、両者のニーズがマ
ッチしたため当計画を進めることとなった。今回の申請面積は、別紙土地利用計画図
のとおり、太陽光パネル設置及び管理用通路スペースとするため申請地全体の面積が
必要となります。」という事です。
次に２５ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「東は申
請地南側の河川管理道から進入する。」。造成計画及び整地計画は「なし。」。排水
処理計画は、「雨水のみで、自然浸透とする。」となっています。
被害防除計画につきましては、２６ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「水路を挟んで同意のある農地、西は同意のある農地、北は現況が畦となっている
青線水路を挟んで同意のある農地、南は河川管理道を挟んで波介川」となっておりま
す。なお、隣接農地のうち、南東側の○○○○○については、登記名義人の○○さん
から、現管理者の○○さんに売買しているとのことであり、○○さんから、現管理者
の○○さんに同意書を取って欲しいとの意向を確認しております。２４ページにお戻
りください。場所につきましては、県道岩戸明ヶ谷線の一ツ木橋の西側となっており
ます。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用
地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地である
ため、第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許
可相当であると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
まず、第３号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、
許可することができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに違反転
用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当しない。次
に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、
許可することができない。』については、農地基本台帳は賃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「太陽光発電設備」であると考え、該当しない。第４号の許可基準
『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可
することができない。』については、周囲の農地から全て同意が得られており、問
題無いと判断し、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「２０年間」、事
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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
ないため、事務局としましては、許可相当と判断しております。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。申請人で賃貸人「○○○○」さんと、同じく賃借人
「○○○」さん両名の代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いあり
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いします。

長

岡林 委員

３番岡林です。この土地は長いこと耕作放棄地になっておりまして今回太陽光の申
請が出て良かったと思います。事務局の説明どおり周囲の同意もありますので、なん
ら問題がないと思います。

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りします。議案第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５０について許可相当とすることにご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号５１を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい。それでは、ご説明します。この農地法第５条の番号５１につきましては、本
年１月定例総会の、５条申請、番号４１で一度審議を行い、許可相当として申請書類
を高知県に進達しておりましたが、その中で、金融機関からの融資の債務者が、譲受
人の○○○○とその方の息子で今回の譲受人○○○○さんの２名となっておりまし
たことから、前回の申請書の申請者の記載が不十分であるとの判断をされ、前回の申
請を一度取り下げしたうえで、改めて、譲受人を２名として５条申請がなされたもの
です。なお、前回と今回の事業計画は、譲受人が１名増えた以外での変更はございま
せん。また、前回は同意を得られてなかった、南側の○○○○○○○の○○さんから
も２月１９日付けで同意書が提出されております。この状況を事前に池田会長に相談
の上、今回については、申請者の出席は求めなくても問題無いのではとのご判断をい
ただいておりますことをご報告します。以上のことから、今回の申請につきましては、
詳細のご説明は割愛させていただきたいと存じますので、よろしくお願いします。
なお、前回ご説明しました許可基準に基づきます、事務局の考えは、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
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ますが、事業計画の内容から判断し、許可相当であると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
まず、第３号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合に
は、許可することができない。』については、申請書、事業計画書、これまでに
違反転用及び始末書の提出もないことから、資力及び信用があると考え、該当し
ない。次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない
場合には、許可することができない。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕
作者となっており、全部事項証明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる
権利をもつ者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に
供する見込みがない場合には、許可することができない。』については、申請書
の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されて
いるため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地
に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みが
ない場合には、許可することができない。』については、事業計画書、土地利用
計画図等により、申請地と一体利用する土地はなく、該当しない。次に『適正な
面積と認められない場合には、許可することができない。』については、事業計
画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次
に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』
については、申請書、事業計画書、平面図等により「集合住宅建築」であると考
え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそ
れがあると認められる場合には、許可することができない。』については、周囲
の農地から全て同意が得られており、問題無いと判断し、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、該当しないため、事務局としまして
は、許可相当と判断しております。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。事務局の説明どおりでございましたので、本人出席
はいただいておりませんがこの件につきましてお諮りをしたいと思います。

石元 委員

５番石元です。排水の件ですが、農家の使いゆう用水じゃなくて道路側溝とのこと
でしたが、この水路から６０センチくらいの土管をいれて道路西側の田んぼへ水が流
れている。なるだけ家庭排水を流してもらいたくないとのことなので、排水口を南側
にしてもらいたい希望でしたが、南西側の重力式擁壁のグレーチングより南側に変え
てもらえるように出来ますでしょうか。

事務局次長

ということは、土地利用計画図の青線で引っ張っている排水先を南側にしてほしい
ということですね？

会

実はですね、事務局の説明があった際に訂正箇所、書類不備の分だけ埋めたら問題
無くいけるということでしたので、本人を呼んでなかったんですけれども、石元委員
さんからの排水のこともありましたんですが。

長
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市原 委員

会

長

石元 委員

１７番市原です。石元さんが言った排水については道路のある方を言うんでしょ。
２番目の西の方を言うが。この人の希望をそうてやったら良いんやけど、けんどね、
その家を建った浄化槽の水を流したらいかんと言うたらね、どこも出来んが。土佐市
には下水が無いがやき。これを止めていたらこの先ね土佐市で家が出来んが。悪水は
どこでやっても一応流さないかんが。今は、合併浄化槽にしてやね、今は印がいらん
いうて、昔は、印がいる言うたね。僕はいつも言うけんど、下の印がなかったら許可
せられんが、何でも。これらでもいつも便所が流れたらいかんけど、今は浄化槽いれ
て飲んでも構わんもんを機械がしてくれゆうが。そんなこと言うたら太陽光じゃない
けど難しくなりゃせんかと思うんやけど、やる施工主が一応どこかに流してくれりゃ
やれたらと思う。そういう意見も聞いてくれたらと思う。
ただ前回のときに許可になって事務局と私の方では、この書類の不備だけを直した
ら終わりということだったんで新しい提案があるというは思わなかったんで、本人
は呼んではなかったんですけど。石元委員さん、それはうちが許可を出した後でそ
ういう提案があったということですか。本来やったら、前回の申請が整えられてい
たとしたら、今回ここへかかることがなかったんですよ。
希望であって、それ以上は申し上げられません。

会

長

希望ということですね。そしたら先ほども言いましたように、前回許可を出しち
ょったので、書類の不備の所だけを直すということで本人呼んでなかったんで、事
務局の方から申請者にこんなんどうですかという話をしてくれますか？話をするこ
とで本人がしましょうと言えばそれ、出来ないと言えばそれ、ということでかまい
ませんか。次長、大変やけど聞いちゃって。無理強いは出来んけど出来るやったら
しちゃって。出来んでも許可を取り下げるということじゃない。それではそういう
ことで、この件については許可相当としたいと思います。よろしいですか。

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４３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、３３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４３を説明します。
譲渡人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○○」、
職業「○○○」。譲渡人「○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○
○○○○○」、職業「○○」。同じく譲渡人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住
所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、「○
○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土
佐市高岡町字中竜雲甲９０番イ、外６筆」、登記簿地目は議案書記載のとおり、現況
地目は全て「田」、面積は７筆合計で「２，９７８．４５㎡」、対価の額は「○○○

（異議なしという多数意見あり）
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○○○○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、「○○○」さん、「○○○○」さん。権利
を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期については「許可あ
り次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」となっています。
３４ページに移りまして、【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－
１権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草
放牧地の利用状況については、所有地は「自作地０㎡」、所有地以外は「借入地３，
２１２㎡」で合計「３，２１２㎡」。非耕作地は「なし。」。農地法第３２条第１項
各号の（遊休農地）及び、農地法第５１条第１項各号の（違反転用）には「該当しな
い。」となっております。３５ページに移り、１－２権利を取得しようとする者又は
その世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は、所有で「トラクター１台、田植機１台、コンバイン１台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は
「農作業歴１５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１５年、父５０年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記
載無し。」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする
土地までの平均距離又は時間は「①、②者、車で１０分」と記載されております。
３６ページの、耕作計画書の記載事項については、
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は「借入地でメロン：３，２１２
㎡。」で、今回申請している農地の耕作計画は田で「水稲」となっております。
【農地法第３条第２項第７号関係】についてはすべて「いいえ」と記載されており
ます。その他の欄は記載されておりません。３７ページをご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載さ
れておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の4権利を取得しようとする者
又はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につ
いては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の
氏名は「○○○○さん、○○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、○
○歳」、（３）主たる職業は共に「農業」、（４）権利取得者との関係「本人・妻・
父」、（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３４０日・妻３２０日・父３４０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積３，２１２㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積は、２，９８７．４５㎡で、合計６，１９０．４５㎡」となり
ます。
５－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営
面積の状況(特例)と、３８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。
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場所につきましては、３９ページに掲載していますが、高岡町芝地区で土佐園芸青
果本社流通センターの西側約１５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい、地元委員さんのご意見お願いします。

市原 委員

１７番市原です。今の所有者はようよう販売してくれよったけど、若い方が刈って
くれて良かったです。よろしくお願いします。

会

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

長

事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「３，２１２㎡」で一致し、申請地の面積が「２，９７８．４５㎡」
であるため、耕作に供すべき農地のすべては「６，１９０．４５㎡」。現地調査によ
り申請地は農地であり、耕作可能である。農地法第３２条第１項各号及び農地法第５
１条第１項各号に該当する農地は存在しません。(別添)１－２の（１）及び耕作計画
書に耕作状況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)１－
２の（２）の記載事項により、１－２の（１）に記載されている作物を耕作するため
の農機具を所有していると認められる。１－２の（３）の記載事項により、申請地は
住所地から近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以
上のことから、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認めら
れ、農地法第３条第２項第１号には該当しないと考えます。
次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利
を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書
の譲受人の氏名が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人で
はないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合
には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていな
いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間
の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』
ことについては、権利取得後において耕作の事業に供するの農地の面積の合計は、
「６，
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１９０．４５㎡」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

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第２号番号４３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）
はい、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４４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、４０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４４を説明します。譲渡人「○○○○」さん、
「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受
人「○○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○」、職業「農業」。
申請地の所在は「土佐市波介字七反田４３４５番１」外１３筆、登記簿地目、現況地
目は議案書記載のとおり、面積は１３筆合計で「５，７６４㎡」、対価・賃料等の額
は「なし」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基
本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡
しを受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約
の種類は「譲渡（贈与）」。次に、４１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、

- 20 -

所有地は「自作地:４，４７８㎡(田)」、所有地以外は「なし。」、合計「４，４７
８㎡」。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。
４２ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の
機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台」を所有。
（３）
農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経験
等の状況は「農作業歴５年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在
１人、農作業歴:夫５年。」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載なし。」、④ ①
～③の者の住所地、
拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離
又は時間は「①及び②及の者 車で１５分」と記載されております。
４３ページご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は、自作地で「ブドウ（田１，８
０５㎡）、ハウス小夏（田２，６７３㎡）。」を栽培されており、今回申請している
農地の耕作計画は「田に、ハウス小夏：３，１８４㎡、果樹：５２６㎡、芋：３３㎡、
野菜：３５９㎡、水稲：１，０８７㎡、畑に野菜：７７３㎡」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。４４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２人とも「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
００日・夫３００日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積４，４７８㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積５，７６４㎡、合計１０，２４２㎡」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、４５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。
４６ページご覧ください。場所につきましては、波介板谷地区で波介保育園の北側
が約５０ｍ、西側は約４５ｍ～２８０ｍの所です。以上で説明を終わります。
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会

長

野村 委員

会

長

事務局次長

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
１９番野村です。○○○○さんは○○さんのお父さんです。親子関係です。航空
写真と住宅地図を見ていただいて気になった場所がありましたので、○○さんの奥
様にお話しさせていただきました。波介保育園の北、現在田ですけれど耕作中です。
それからその地図の中心部に遊休農地がありましたので、奥様にお会いしてかさ上
げについては３年以内に農地の復元を、それから遊休農地の解消について娘さんに
もあわせてお伝えしていただいてお願いしたいと思います。以上です。
はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の
審査基準に基づく、提出書類による審査について報告を求めます。
はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「４，４７８㎡」で一致し、申請地の面積が「５，７６４㎡」である
ため、耕作に供すべき農地のすべては「１０，２４２㎡」。現地調査により申請地は
農地であり、耕作可能である。農地法第３２条第１項各号及び農地法第５１条第１項
各号に該当する農地は存在しません。(別添)１－２の（１）及び耕作計画書に耕作状
況が記載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)１－２の（２）
の記載事項により、１－２の（１）に記載されている作物を耕作するための農機具を
所有していると認められる。１－２の（３）の記載事項により、申請地は住所地から
近く、農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことか
ら、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法
第３条第２項第１号には該当しないと考えます。
次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利
を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書
の譲受人の氏名が個人名で、(別添)の2にも記載がされていないため譲受人は法人で
はないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合
には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていな
いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間
の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』
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ことについては、権利取得後において耕作の事業に供するの農地の面積の合計は、
「１
０，２４２㎡」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

異議なしでお諮りをします。議案第２号番号４４について許可することにご異議
ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

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５１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、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）

それでは、４７ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号
５１をご説明します。
願人、住所「○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「宇
佐町宇佐」、字・地番は「内沢９７３番」、台帳地目は「畑」、地積は「６６㎡」、非
農地となった時期は「昭和５１年月頃」、現在の利用状況及び現況につきましては「墓
地」、非農地となった理由は「耕作不適のため【地形が悪く、また周囲に墓地が多く、
農機具の進入が困難なため。】」という事です。今後の利用計画は「墓地」（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。
（始末書を読み上げる）
４８ページご覧ください。場所につきましては、宇佐町西郷地区で、市営住宅宇佐中
１号団地の西側となっております。以上で説明を終わります。
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会

長

はい、地元委員さんのご意見お願いします。

森岡 委員

１８番森岡です。事務局の説明どおりです。よろしくお願いします。

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

会

長

市原 委員

会

長

委

員

会

長

（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第３号番号５１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）
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５２を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
それでは、４９ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号
５２をご説明します。
願人、住所「○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○○」さん。申請地は大
字「高岡町」、字・地番は「西出来地甲２４５番４」、台帳地目は「田」、地積は「１
６１㎡」、非農地となった時期は「昭和６４年月頃」、現在の利用状況及び現況につき
ましては「宅地の一部（庭）」、非農地となった理由は「耕作不適のため【田としての
耕作効率が悪く農地としての利用をあきらめ、現在の庭の一部として利用したため。】」
という事です。今後の利用計画は「宅地」（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。
（始末書を読み上げる）
５０ページご覧ください。場所につきましては、高岡町芝地区で、サニーマート高岡
店の北東側約１２０ｍ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。
１７番市原です。現在は田んぼに戻すは不可能です。何十年も昔に家が建ってちょうど
今も住む人がおらん。よろしくお願いします。
はい、他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第３号番号５２について許可することにご異議ござ
いませんか。

- 24 -

委

員

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５３を議題といたします。
事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、５１ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号
５３をご説明します。
願人、住所「○○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は
大字「波介」、字・地番は「長岡ノ端４６２８番」、登記地目は「宅地」ですが、農家
台帳の地目は「畑」となっています。地積は「３７３．５５㎡」、非農地となった時期
は「昭和４０年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては「農業用倉庫、作業場、
駐車場」、非農地となった理由は「耕作不適のため【建物があり、日影の影響が大きい
ため。】」という事です。今後の利用計画は「宅地」（家を建築と駐車場。）。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。
（始末書を読み上げる）
５２ページご覧ください。場所につきましては、波介板谷地区で、波介郵便局の西側
約９０ｍ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
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

（異議なしという多数意見あり）

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
１９番野村です。先ほど事務局の説明とおり特に問題ないと思います。
はい、他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第３号番号５３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）
はい、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
題といたします。事務局の説明を求めます。
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いてご
説明します。今回は５３ページから７２ページに掛けて掲載しております。まず、平
成３１年３月８日付３０土農林第１２６１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８件の
諮問があがっております。また、平成３１年２月２６日付け３０高農公第６５１号で、
公益財団法人高知県農業公社から農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画書申出書
が出されておりますので、順を追ってご説明します。
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それでは５４ページご覧ください。整理番号３０－８９、『新規認定』、利用権の
設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「○○」、利用
権の設定を受ける者「○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「○○」、
利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「新居」、字・地番は「新堀３
８５３番、同字３８５４番」、現況地目は全て「田」、面積は「１，５１４㎡」、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「反当○○○○○円」、借賃の支払い方法は「○○○○」、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「昭和○○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「１，
５１４㎡」、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「２
２，３１７㎡」で、経営面積は「２３，８３１㎡」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「５人」でうち１５歳
以上６０歳未満のものは「５人」となっております。
５５ページをご覧ください。場所につきましては、新居地区で、新居小学校の東側
約４００ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

地元委員さんのご意見お願いします。

門田 委員

１１番門田です。この○○くんは新居の路地で手広くやってまして放棄地なんかも
解消に協力してくださってます。ご夫婦または後継者夫婦４人ですごく頑張ってやっ
ていますのでぜひよろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３０－８９の農
用地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事
務局から報告を求めます。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の
『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が
同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保も
されていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認
められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３３０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
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断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

はい、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３０－９０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５６ページをご覧ください。整理番号３０－９０、『再認定』、利用
権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「○○」、
利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区
「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「高岡町」、字・地番
は「東國政甲５６１番１、他２筆」、地目は全て「田」、面積は合計で「２，４３９
㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間「○年間」、
借賃総額(年額)は「○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「毎年○○月○日までに○
○○○」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「２，４３９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「２，８５５
㎡」、借入地「９，２５５㎡」で、経営面積は「１２，１１０㎡」となります。主た
る作目は「ニラ」、世帯員は「男２人、女３人」で農業従事者は「１６人」でうち１
５歳以上６０歳未満のものは「６人」となっております。
５７ページをご覧ください。場所につきましては、高岡井関地区の東側で高岡市民
間の南東側約２２０ｍとなっております。以上で説明を終わります。

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第４号、整理番号３０－８９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）

地元委員さんのご意見お願いします。
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森岡 委員
会

長

事務局次長

９番森岡です。再認定ですのでどうかよろしくお願いいたします。
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３０－９０の農
用地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事
務局から報告を求めます。
それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区
域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の
『農用地利用集積計画の内容が基本
構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業
経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作
すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台
帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じ
となっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされて
いることから、
耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められる
と判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の
設定を受ける者の農作業の従事日数が「３５０日」と記載されておりますので、年間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

はい、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４号、整理番号３０－９０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

はい、決定になりました。
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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３０－９１を議題といたします。事務局の説明を求めます。
事務局次長

会

長

はい、それでは５８ページをご覧ください。整理番号３０－９１、『新規認定』、利
用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○」、地区「○○」、
利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○
○○○」、地区「○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「永
野」、字・地番は「狼ヶ渕７１４番、同所字同７１５番」、地目は全て「田」、面積
は合計で「１，１１３㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、
存続期間「○年間」、借賃総額(年額)は「なし」、利用権の種類は「使用貸借」となっ
ております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「１８０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「１，１１３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「４８８㎡」、
借入地「３，２０５㎡」で、経営面積は「４，８０６㎡」となります。主たる作目は
「ネギ」、世帯員は「男１人、女０人」で農業従事者は「１人」でうち１５歳以上６
０歳未満のものは「０人」となっております。
５９ページをご覧ください。場所につきましては、戸波永野地区で永野公民館の西
側約８０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
地元委員さんのご意見お願いします。

白木 委員

１４番白木です。住所は違いますけど、親子関係です。なんら問題ないと思います
ので、よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３０－９１の農
用地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事
務局から報告を求めます。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が
同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保も
されていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認
められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
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権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「１８０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第４号、整理番号３０－９１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）
はい、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３０－９２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６０ページをご覧ください。整理番号３０－９２、『新規認定』、利
用権の設定をする者「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「○
○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○
○○」、地区「○○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「高岡
町」、字・地番は「堂ヶ内甲４８４番１他２筆」、地目は全て「田」、面積は合計で
「１，２２４㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期
間「○年間」、借賃総額(年額)は「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「毎年○○月
○日までに○○○○」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「２１６日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「１，２２４㎡」、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「０㎡」で、経営面積は「１，２２４㎡」となります。主たる作目は「生姜」、
世帯員は「男２人、女２人」で農業従事者は「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。
６１ページをご覧ください。場所につきましては、高岡町芝地区で県道土佐伊野線
と高石小学校へ向かう井筋沿いの市道との野尻の交差点から北側に約２００ｍとなっ
ております。以上で説明を終わります。

- 30 -

会

長

市原 委員
会

長

事務局次長

会

長

委

員

会

長

地元委員さんのご意見お願いします。
１７番市原です。なんら問題はないと思います。よろしくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３０－９２の農
用地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事
務局から報告を求めます。
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「２１６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。
はい、他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第４号 整理番号３０－９２について承認することに
ご異議ございませんか。
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委

員

会

長

はい、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３０－９３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６２ページをご覧ください。整理番号３０－９３、『再認定』、利用
権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、地区「○
○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、
地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「東鴨地」、字・
地番は「ウキチ３６９番３、同字３７０番５」、地目は全て「田」、面積は合計で「１，
３３４㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間「○
年間」、借賃総額(年額)は反当で「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「毎年○○月
○日までに○○○○」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○○月○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３６０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「１，３３４㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「２，５５９
㎡」、借入地「１８，８４４㎡」で、経営面積は「２１，４０３㎡」となります。主
たる作目は「青ネギ」、世帯員は「男１人、女１人」で農業従事者は「２人」でうち
１５歳以上６０歳未満のものは「２人」となっております。
６３ページをご覧ください。場所につきましては、波介岩戸沖の西側で、土佐パー
キングエリアの南東側約２６０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
本日欠席をされております馬場委員さんが担当ということで欠席も電話があった際に
この案件について馬場委員さんは問題ないとよろしくお願いしますということで聞い
ております。ご報告させていただきます。

会

長

事務局次長

（異議なしという多数意見あり）

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３０－９３の農
用地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事
務局から報告を求めます。
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「３６０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい、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

はい、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３０－９４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６４ページをご覧ください。整理番号３０－９４、『新規認定』、利
用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、地区
「○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○
○○○」、地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域外」で場所は「高岡
町」、字・地番は「東隅ヶ内甲１９９２番」、現況地目は「田」、面積は「１，２２
９㎡」、期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間「○○年
間」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「毎年○○月○日
までに○○○○」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「１，２２９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「３，４５１
㎡」、借入地「４，１０５㎡」で、経営面積は「８，７８５㎡」となります。主たる
作目は「ニラ」、世帯員は「男２人、女２人」で農業従事者は「５人」でうち１５歳
以上６０歳未満のものは「３人」となっております。
６５ページをご覧ください。場所につきましては、高岡町明官寺地区で、高岡中学

異議なしでお諮りをします。議案第４号、整理番号３０－９３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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校の東側約１００ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

野瀬 委員
会

長

事務局次長

地元委員さんのご意見お願いします。
４番野瀬です。ニラが大好きで頑張ってやっています。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３０－９４の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事務局
から報告を求めます。
それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が
同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保も
されていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認
められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３００日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい、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４号、整理番号３０－９４について承認することに
ご異議ございませんか。
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委

員

会

長

はい、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３０－９５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６６ページをご覧ください。整理番号３０－９５、『再認定』、利
用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「○
○○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、
地区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「新居」、字・地
番は「新堀４０２９番３、他２筆」、地目は全て「田」、面積は合計で「７５９㎡」、
期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間「○年間」、借賃
総額（年額）は「なし。」、利用権の種類は「使用貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○月○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「７５９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「０㎡」、借入地
「３，０５２㎡」で、経営面積は「３，０５２㎡」となります。主たる作目は「ネギ」、
世帯員は「男２人、女０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。
６７ページをご覧ください。場所につきましては、新居地区で、波介川河口潮留関
の北西側約３００ｍ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

（異議なしという多数意見あり）

地元委員さんのご意見お願いします。
１１番門田です。事務局の説明どおりではありまして、再認定ですけれどもこの件
につきまして新居の農業委員として皆様にお知らせというか聞いていただきたいこと
がございましす。○○くんは、私が農業委員になったころにちょうど、人農地プラン
政策がありまして、それで新規認定ということで補助金をいただいて、頑張れという
ことで農業委員会の私の担当でしたので、皆さんにお願いして頑張ってくれるつもり
で私もお願いしますということで、皆さんに認定させていただきましたけれども、毎
年農地パトロールを地区の委員でやっていく関連でこの再認定の路地の土地ともう一
つハウスがあるんですけれども、見る度に草を生やしているし、管理をしているよう
な状態ではなく、一部作ってはいても全部取れている感じでもなく、経営上もなかな
か農業でやっていくには苦しいんじゃないかというような状態です。この再認定があ
りまして、本人にこれは賃貸借ではないんですけれども、たぶん貸し手の方は草の守
程度だということで賃金が発生してないと思うんですけれども、現場を確認しまして
もネギは植えてるんですけれども、全く収穫した跡がないんで本人に直接聞きに行き
ました。そしたら事故でムチ打ちになって収穫ができてないということでしたが首の
方が状態が最近良くなりましたので、何とか頑張ってやりますっていう返事はいただ
きました。でも私たち農業委員としては少し不安な点がありまして、２反切れのハウ
スも今１，２年作っているような状態ではないので、その地主さんもこのまま作って
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もらえんやったら契約を解消して誰かに譲りたいもしくはそれを売って何かにしたい
と本人に話したら、いや作りますって。その度に言われたそうです。少し支払も滞っ
てましたので催促したら、去年もちゃんといただくことはできた。でもその地主さん
も不安だと私も聞いております。そういう経過ですのでなかなか今後私たちが見守っ
ていくのにやってくれるかどうか少し不安な点がありまして再認定ということですけ
れども、果たしてこれを通していいものかどうか迷っているところです。本人がやる
といえば私たちは何もいうことはできませんけれども、だからただ一つちょっと条件
付きで今後見守られていただいということを条件に付けて認定を通すのであれば通し
ていただきたいということを一言添えたいと思います。よろしくお願いいたします。
会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

市原 委員

１７番市原です。あのこれ放棄地？

門田 委員

放棄地ではない。

市原 委員

これ作りゆうかい？借りたい土地が放棄地？今度借るところ。

門田 委員

再認定。

市原 委員

会

長

事務局次長

再認定。本人が作るといやあ。そうかというて他の人がそこまで言うと他の人が世話し
てあてがえるかとまたそれも困る。そこのところ条件付きというのは言えんわけよ。作る
といえば本人が。そこまで言うてたら何かあるときに揉めやせんかえと思う。本人に何で
もずっと作らせたらわかると思う。本人がやり直すというたら期待せないかん。そうやと
思う。そういうことを決めるとやね、中々。ハウス壊したいけんどこの人もよう壊さん。
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３０－９５の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事務
局から報告を求めます。
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
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に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の
設定を受ける者の農作業の従事日数が「３００日」と記載されておりますので、年間１
５０日以上であるため、
耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断してお
ります。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、
同条第２項第６号に規定
する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けている
こと』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、
小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者
の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けて
いると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する
要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、
事務局の考えについて委員さんの
ご意見をお願いします。
会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

事務局長

何年か報告義務があって農業継続してない状態だったら減額対象になりますので農林業
振興課としても見守っていきたいと考えます。よろしくお願いします。

会

１５０万もらって５年済んだら辞めるというのが今問題になってるみたい。いろんな報
告義務があるし。

長

門田 委員
会

長

委

員

会

長

事務局次長

ただ私たち地域で農業委員で通したらと強いものがありました。
事務局の方からやね、その給付金についてはいうことはないのかね。本人。振興計画。
指導ね。指導してもらうということも検討してもらってほしい。農林業振興課の方が指導
するという形になるようですので。農業委員会からはそっちのほうで指導してもらうよう
な話をしていきたいと思いますのでそれでいいですか。給付金もらってすんだらやめると
いうことは本来ない。この件についてはですね、農林業振興課の方でも指導をしていただ
けるというようなことで再認定については認めるという形をとりたいと思います。それで
よろしいですか。
（異議なしという多数意見あり）
それではそのようなこと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３０－９６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６８ページをご覧ください。整理番号３０－９６、『新規認定』、
利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「○
○」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地
区「○○」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「出間」、字・地番
は「古橋２８９７番、他２筆」、地目は全て「田」、面積は合計で「４，３６５㎡」、
期間は「平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日」、存続期間「○○年間」、借
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賃総額（年額）は「字古橋の水利費と同額」、借賃の支払い方法は「毎年○○月○日
までに○○○○」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○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は
「４，３６５㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「１０，２２
２㎡」、借入地「０㎡」で、経営面積は「１４，５８７㎡」となります。主たる作目
は「ネギ」、世帯員は「男３人、女２人」で農業従事者は「２人」でうち１５歳以上
６０歳未満のものは「１人」となっております。
６９ページをご覧ください。場所につきましては、波介出間地区で、池一菜果園さ
んの東隣及び南側約２００ｍと約３７０ｍになっております。以上で説明を終わりま
す。
会

長

野村 委員

会

長

事務局次長

地元委員さんのご意見お願いします。
１９番野村です。この○○さんと○○さんは親戚関係になると聞いています。賃貸
借ですので問題ないと思います。以上です。
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３０－９６の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化促進法に定められた要件に該当するか否か事務
局から報告を求めます。
それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が
同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保も
されていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認
められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「２５０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
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り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

委

員

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、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申請書について説明を求め
ます。

事務局次長

会

長

坂本 委員

はい、他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしでお諮りをします。議案第４号、整理番号３０－９６について承認することに
ご異議ございませんか。

それではご説明させていただきます。７０ページをご覧ください。
平成３１年２月２６日付け３０高農公第６５１号で、農地中間管理事業に係る農地集
積計画申出書が高知県農業公社から出されております。
７１ページ、利用権の設定を受ける者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡
幸生」、設定をする者は「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、利用
権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「弘岡前５３６０番、他２筆」、登記・現
況地目は全て「畑」、面積は合計「５，９０２㎡」。
利用権の種類は「賃借権」、始期は「平成○○年○月○日」、終期は「平成○○年○月
○○日」、１０a当たり借賃は「○○○○○円」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○
円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成○○年○○月○○日に、２回目以降は同時期
に同額を公社指定の口座に振込」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。
７２ページ、場所につきましては新居上ノ村地区で、県道の本村トンネルの北側約３５０
ｍとなっております。以上で説明を終わります。
この件について地元委員さんのご意見お願いします。
８番坂本です。この土地は以前放棄地やって、今、○○さんが作るということで徐々に
放棄地が解消されているあたりです。以上です。

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

○○さんの件について承認することにご異議ございませんか。

- 39 -

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続きまして、議案第５号、農地移動適正化斡旋事業に関する件を議題といたします。
事務局の説明を求めます。

事務局次長

会

はい、それでは７３ページをご覧ください。議案第５号、農地移動適正化斡旋事
業に関する件についてご説明します。
まず１件目の申請者は、「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○」、土地の所在は「用石字村上９１９番１、他３筆」、希望契約
方法は「売買」で希望額は「要相談」、地目は字村上の３筆は「田」、字サハイ
ノ元１１７８番は「畑」、面積は合計で「１，７１９㎡」となっております。斡旋
申し出理由は「現在○○○県在住であり、土地の管理が困難なため。」とのことで
す。
場所につきましては、用石地区で土佐市花卉農協倉庫の南東側約３００ｍと南側
約５００ｍの場所です。
続きまして、７５ページをご覧ください。２件目の申請者は、「被相続人○○○」、
「相続人○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、土地の所在は「波介字峠ノ
端７１３番」、希望契約方法は「貸借」で希望額は「無償」、地目は「田」、面積は
「６５１㎡」となっております。斡旋申し出理由は「高齢であり、土地の管理が困難
なため。」とのことです。場所につきましては、波介下東地区で障害者支援施設「とさ」
の南側約４００ｍの場所です。以上で説明を終わります

長

２件説明がありましたが、質問はありませんか。斡旋事業ですのでお世話の方よろし
くお願いします。
続きまして、先に報告事項、農地利用配分計画の認可について説明をお願いします。

事務局次長

それではご説明します。７７ページをご覧ください。
平成３１年２月２５日付け３０高農担第６６９号で、本委員会に対しまして高知県知
事から農用地利用配分計画の認可について通知がありましたのでご報告します。
７８ページ、利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○
○○」、設定をする者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長西岡幸生」さん、利用権
を設定する土地は大字「土佐市新居」、字・地番は「板谷５４４２番、他１筆」、登記・
現況地目は全て「畑」、面積は２筆合計で、「３，６９５㎡」、始期は「平成○○年○月
○○日」、終期は「平成○○年○月○○日」、１０a当たり借賃は「反当○○○○○円」、
借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「第１回目は平成○○年
○○月○○日に、２回目以降は同時期に同額を公社指定の口座に振込」、利用権の種類は
「賃借権」、当事者間の法律関係は「賃貸借」となっております。７９ページをご覧下さ
い。場所につきましては「新居上ノ村地区で光の村わかぎ寮の東側約４５０ｍとなってお
ります。
続いて、８０ページ、利用権の設定を受ける者は「○○○○」さん、住所は「○○○
○○○○○○」、設定をする者は「公益財団法人高知県農業公社 理事長 西岡幸生」
さん、利用権を設定する土地は大字「新居」、字・地番は「学校裏１２１３番、他９筆」、
登記・現況地目は全て「田」、面積は、１０筆合計で「８，５６９㎡」、始期は「平成
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○○年○月○○日」、終期は「平成○○年○月○○日」、借賃総額(年額)は「なし。」、
利用権の種類は「使用貸借権」、当事者間の法律関係は「使用貸借」となっております。
８１ページをご覧下さい。新居本村地区で新居小学校の北側約１７０ｍから２６０ｍと
なっております。以上で報告を終わります。

会

長

はい、報告が終わりました。何か質問はありませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

続きまして、事務局から報告事項 地積調査事業による農用地に関する地目の変更に
ついて説明をお願いします。

事務局次長

続きまして、地積事業による農用地に関する地目の変更についてご報告します。
ページは８２ページ以降となりますが、本市用地課が行っております、地籍調査事
業におきまして、地籍調査作業規程準則第２９条の規程により、筆ごとの主たる用途
について地目の調査が行われており、その調査で、登記地目と現況が異なる土地につ
いては、地目変更することが可能となっており、このことから農地に関係する地目の
変更を行う旨について平成３１年２月２５日付けで、市用地課から甲原地区の一部の
農地に関して地目変更の予定があるものについて通知がありましたのでご報告しま
す。
場所は、８３ページから８６ページに掛けてであり、詳細は議案書記載のとおりで
すが、概ねの場所は８７ページに掲載のとおり福田地区の西側で、甲原神谷地区の北
側山中となっております。内容につきましては、登記地目を現況にあわせ変更するも
のや、隣地の土地にあわせて分筆、合筆の整理を行っているものとなります。
以上で地積事業による農用地に関する地目の変更についての報告を終わります。

会

長

委

員

会

長

事務局次長

説明が終わりました。何か質問がありませんか。
（異議なしという多数意見あり）
無いようでございましたら、終わりたいと思います。
続きまして、議案第６号、土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件を議題
といたします。事務局の説明をお願いします。
はい。議案第６号 土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件につきまして
は、議案書とは別冊でお配りしておりますが、内容の説明は市農林業振興課、山口
課長補佐から説明をいただきたいと思います。山口補佐よろしくお願いします。
－農林業振興課、山口課長補佐兼農林業振興班長が内容を説明した－

会

長

委

員

会

長

説明が終わりました。この件について何かご意見はございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
それでは、議案第６号 土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件につきま
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しては、先ほどの説明どお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

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

（異議なしという多数意見あり）
異議なしで、承認することに決定しました。
続きまして、先に追加議案、議案第８号、事務局の職員の任命等に関する件を議題
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、議案第８号についてご説明します。本日、皆様にお配りして
おります別紙資料をご覧ください。本年３月２０日付けで発表された来年度の人
事異動で、係長の中平忍さんが市民課への異動が命じられております。また、現在、
市民課主事であります田村莉歩さんが、新たに当委員会への出向が命じられており
ますが、農業委員会等に関する法律第２６条第３項において『職員は、農業委員会
が任免する。』ということが条文化されておりますので、本日ここに追加議案とし
てあげさせていただきました。
議題としましては、本年３月末日をもって、中平忍係長を解任すること、本年４月１
日付けで田村莉歩主事を当委員会の事務局職員として任命することについて、ご了承
をいただきたいと存じますのでよろしくお願いします。
説明が終わりました。この件について何かご意見はございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
それでは、議案第６号、土佐市農業振興地域整備計画の変更に関する件につきま
しては、先ほどの説明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、
承認することに決定しましたので、
異動される方のご挨拶をお願いします。
（中平係長、田村主事から挨拶）
続きまして、議案第７号、農地等の利用の最適化の推進に関する指針に関する件を
議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい。議案第７号、農地等の利用の最適化の推進に関する指針に関する件をご説
明します。本日、皆様にお配りさせていただいております資料をご覧ください。
今回議案といたしました、『農地等の利用の最適化の推進に関する指針』は、農
業委員会等に関する法律第７条第１項にて、農業委員会が同条１項の各号に定める
事項について、指針を定めるよう努めなければならないものとなっております。委
員皆様の報酬額が、昨年５月から以前より６千円増額となっていることは、皆様ご
存じの通りと思いますが、この増額した部分には、国の交付金を充当しており、こ
の交付金を受ける条件として、本年度内にこの指針を作成することが条件となって
おります。本来でしたら、もっと早い時期にお諮りしなければならない大事な内容
ではありますが、この時期に素案をご提示することとなりましたことについては、
大変申し訳ございませんでした。それでは、資料をもとに順にご説明いたします。
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－事務局次長が、配布資料により説明した－

会

長

森岡大信委員

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

説明が終わりました。この件について何かご意見はございませんか。
１８番森岡です。この指針の内容はこれで良いと思う。指針には、新規就農に関する強
化が書かれていて、それも大事なことだが、もっと農家の後取りが農業を継げるような対
策を、今後は市としても考えていかなければならないと思う。その方が、耕作放棄地の解
消や規模拡大にうまく繋げられると思う。
他の意見はございますか。
（異議なしという多数意見あり）
それでは、議案第７号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針に関する件に
つきましては、原案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）
それでは、決定となりました。以上で、本日の議案はすべて終了致しましたので、本
会を閉会します。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

２ 番

４ 番
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