令和元年
６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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令和元年６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

令和元年６月２７日（木） 午後１時３０分開会
土佐市役所仮庁舎２階 大会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

小松 弘知

13

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

9

森岡 正典

15

3

氏

番号

名

19

野村 学

山本 倫弘

21

野中 文代

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

4

野瀬 喜代

5

石元 博昭

11

門田ゆかり

17

市原 正一

23

横山 秀臣

6

玉木 正人

12

森田 昭司

18

森岡 大信

24

馬場 善広

②欠席
番号

氏

名

3

岡林 弘

10

久保 恵敬

13

尾﨑 哲人

番号

20

氏

名

番号

報告事項

名

西原 博明

（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

氏

局長 石元 一成
次長 中村 幸博
田村 莉歩
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
農地の形状変更指導要綱（案）に関する件
農業委員会先進地視察研修について
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１１件
３件
１１件
５件
１件

会

長

定刻になりました。それでは、ただ今から令和元年土佐市農業委員会６月定例会を開
催いたします。現在の出席委員数２０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８番坂本英幸委員、９番森岡正典委員、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
１１件、
議案第２号
農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
３件、
議案第３号
非農地証明願承認の件
１１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
５件、
議案第５号
農地移動適正化斡旋事業に関する件
１件、
議案第６号
農地の形状変更指導要綱（案）に関する件、
以上となります。

会

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

長

事務局次長

会

長

事務局次長

はい。それでは議案第１号の農地法第５条の番号１２の申請人の代理人、○○○○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。
それでは、議事に移ります。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１２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１２の申請人で
譲渡人「○○○」さんと、譲受人「○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○」さん、
両名の代理人で「○○○○」さん。

申請代理人

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。
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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１２、申請人、譲渡人「○○○」さん、住所「○○○○○○○○○
○」、職業「○○○」。譲受人「○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○」さん、所
在地「○○○○○○○○○○○」、業種「○○○○○○○」。申請地の所在、「土佐
市北地字松崎○○○○○、同所字同○○○○○、同所字同○○○○○」、登記地目は
共に「田」、現況地目は共に「雑種地」、面積は合計で「７６２㎡」、利用状況は「雑
種地」。所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台
帳の耕作者名は、「○○○」さん。農振法の農用地区域につきましては、「農用地区
域外」、農地区分は「第２種農地」。転用の目的は「駐車場」にするため。事由の詳
細は「工事用車両の駐車場として利用する。」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「令和元年８月１日から令和元年８月３０
日」、権利の種類等は「所有権移転」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、
整地費○○○○○○○円で、合計○○○○○○○円。資金は、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「あり」となっており、申請者か
ら提出されております始末書を読み上げます。
（始末書を読み上げる）
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、「譲受人は、○○○○○○○を営んでおり、工事用車両
の増加により、既存の駐車場では手狭となり会社の近くで適地を探していた。」とい
うことで、今回の申請地に「大型運搬車２台、１１t車２台、４t車５台、２、３t車
４台の駐車スペース及び車両の回転場を確保する。」という事です。
次に進入路計画からは、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「申請地西側の県道から進入する。」。造成計画は「農地であった地盤から
約７０cm嵩上げし、申請地西側の県道と同程度とする。」。整地計画は、「アスファ
ルト舗装とする。」とする。排水処理計画は、「雨水のみで、申請地の東側から西側
に勾配をとり、申請地西側の県道既存排水路へ排水する。」となっています。
被害防除計画につきましては、５ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「東は雑種地、西は県道を挟んで明ヶ谷川、南と北は宅地」となっており、隣接す
る農地はございません。
３ページにお戻りください。場所につきましては、北原明ヶ谷地区で、北原公民館
の南に隣接したところです。
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。
農地法第５条第２項の一般基準につきましては、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、本件は許可前に既に転用行為が行われており、違反転用に当たる事
案であります。そのため申請者からは始末書が提出されておりますが、信用につ
いては問題があるため、該当するものです。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
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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「令和元年８月１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「駐車場」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、隣接する農地が存在しないため、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。
現地は、転用行為が行われており、農地法第５条第２項の一般基準の一部に抵触
するところがございますが始末書の提出もあり、その他の部分は申請書類を確認し
た上では許可相当ではないかと判断しております。本日、担当地区の岡林委員さんが
欠席をされておりますので、昨日、この件についての意見を承っておりますのでご報
告させていただきます。岡林委員さんからは、この申請地の北側に赤線の農道があり
ます。この農道の部分は境界をはっきりした上で、必ず残すような計画で、農地転用
を行っていただきたいと、という事での意見がございましたので、ご報告させていた
だきます。
それをしていただければ特に問題は無いだろうということでございますの
で、報告させていただきます。以上で説明を終わります。
会

長

申請代理人
会

長

申請代理人
会

長

はい、事務局の説明が終わりました。それでは、申請人の方に、確認をさせてい
ただきます。申請人で譲渡人「○○○」さんと、譲受人「○○○○ ○○○○ ○○
○○○ ○○○」さん、両名の代理人で「○○○○」さん、先ほどの事務局の説
明で間違いございませんか。
はい、間違いありません。
それから、農業委員さんの方から農道についての事がありましたが、その件につ
いても、いいとしていただけますか。
はい。
ということだそうです。そしたら、他の委員さんのご意見お願いします。はい、
どうぞ。
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野村委員

事務局次長

１９番野村です。ここの現地は、既に駐車場が出来ています。舗装はしてないです
けど、既に工事着工されて。私の記憶は３月末位から始まったと思うんですけど、先
ほどの重機の始末書の提出って、この件に対しての提出ですか。
ええ、この分で提出書類として出されています。

野村委員

すいません、始末書だったら許可相当になるんですか。どういう理由で、申請前
におっしゃったんですか。
そこが先ほどの始末書の内容では計画性が無いと思うので
すが、ほんで審議して県に出して大丈夫ですか？

市原委員

１７番市原です。始末書というのをようよう考えてもらいたいが。これが、なんぼ
かやってきちゅうと。ね。それが知らざったき、それ以上作ってないがよ。知らん言
うたら。そんなことないろと、取引やき。で始末書を出してきて、いまの土地を荒ら
しよったきそんでこうしたいと。こうやってやっていきたかったら、益々荒れたとこ
ろを打ってやね、いちいち県に言うたら。県もそこまで分からんわけよ。これは始末
書も出たらやね、
ぼくはそれで結構やと思うけどね。
これは始末書は独特でやね、
中々
問題になってきて。

会

長

はい、他にご意見ございませんか。始末書を提出することによって、今まではそ
れをもって処理をしてきた経過はあります。結局は、ほったらかしにしてこの５条申
請せんとほっちゃあるという事と比べると、きちんと提出をして処理をした、いうこ
とについては評価できるという事にはなろうかと思います。

野村委員

そしたら事務局で、申請が出たという事は既に着工してますという申し出と一緒に
申請がされちゅうという事ですか。

会

いや、しちょったき、それで始末書。言うたら、形としては知らんとしてしもう
たき。

長

野村委員
事務局次長

野村委員

会

長

申請はいつ出ちゅうんですかね。
申請は５月１５日付けです、先月の。締切が過ぎていたので、実際に書類を確認し
てとなると６月入ってからになっています。
なったばっかりなんで、そんなに知識無いんですけど、こういうのりなんですね。
始末書あったら、違反しちゅうにもかかわらず、その時に始末書を求めたら、通るん
ですね。
今まではそうしてきました。

野村委員

分かりました。

会

他にご意見ございませんか。

長
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委

員

会

長

委

員

会

長

はい、異議無しで決定なりました。どうもご苦労さまでした。
それでは皆さんに申し上げますが、前回の会の時に事務局の方からマイクを渡しま
すので、自分が担当という人は、手を上げて下さい。まだ地図がはっきり分かってな
いという事がありますので、協力していただきますようよろしくお願いします。
続いて、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の件、番号１３
を議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号１３の申請人で
貸人の「○○○○」さん、借人の「○○○○○」さんの代理人で、同じく「○○○○」
さん。

申 請 人
事務局次長

（異議無しという多数意見あり）
異議無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
請書の件、番号１２について申請通り許可相当とすることにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）

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１３、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、「土佐市北地字コヤシキ○○○○○」、登記地目、現況
地目共に「畑」、面積は「２０５㎡」、利用状況は、議案書への記載抜かりで大変申
し訳ございませんが、「田」となります。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「自己住宅建築」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は「自己住宅を建築するため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許
可日から３０年間」、工事計画は「許可日から令和元年１２月末日まで」、権利の種類
等は「使用貸借権設定」、資金計画は「土地造成費○○○○○○○円、建築費○○○
○○○○○○円の合計○○○○○○○○。資金は、自己資金○○○○○○○円、残りは
金融機関からの融資」、過去の違反転用の有無、及び始末書の提出状況については「な
し」。
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「借人は、現在両親と同居しているが、現在の家屋が大変
古く、家の西側が山に接しており、大雨の際は家の中に雨が入るため、土砂崩れや南
海地震等のことを考え、両親と相談し、今回の申請地を選んだとのことで、住宅（建
築面積72㎡）１棟を建築し、駐車場２台分を確保する。」という事です。
次に進入路の計画からは、９ページの土地利用・排水計画図と合わせてご覧くださ
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い。進入路計画は「申請地と申請地東側の市道との間に水路があり、ここに幅４ｍの
橋を架けて進入する。」。造成計画は「表土を約２０cmはぎ取りの後、現況地盤（表
土はぎ取り前の地盤高）から４１ｃｍ盛り土する。」、整地計画は「砕石を敷き、敷
地を締め固めする。」。排水処理計画は、「生活排水は、居宅から居宅の西側に設置
する合併浄化槽で浄化後、申請地西側の既存水路へ排水する。雨水は、申請地内を通
り、生活排水と同様に、申請地西側の既存水路へ排水する。」となっています。被害防
除計画につきましては、１０ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「○は、水路及び市道を挟んで河川、○は、水路を挟んで宅地、○は、貸人が所有
する農地及び水路を挟んで同意のある農地、○は、宅地を挟んで同意のある農地」と
なっており、周囲の農地からは全て同意を得られています。８ページにお戻りくださ
い。場所につきましては、北原所谷地区で北原小学校の東側約２４０ｍ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『譲渡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、事業計画書等を確認し、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、周囲に他人が所有する農地の所有者からは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「３０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。なお、この件につきまして、本日欠席している
岡林委員さんの担当になりますが、昨日頂いた意見では、問題ないと思うのでよろしくお
願いします、という事での意見を頂いております。以上で説明を終わります。
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会

長

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に確認をさせていただきます。農
地法第５条、番号１３の申請者で貸人の「○○○○」さん、借人の「○○○○○」さ
んの代理人で、同じく「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませ
んか。

申 請 人

はい。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申 請 人
事務局次長

（異議無しという多数意見あり）
異議無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
請書の件、番号１３について申請通り許可相当とすることにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。
続いて、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
１４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、まず出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号１４の申請人
で譲渡人「○○○」さん、譲受人「○○○」さんの代理人で同じく譲受人「○○○○」
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１４、申請人、譲渡人「○○○」さん、住所「○○○○○○○○○
○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○」さん、同じく譲受人「○○○○」
さん、住所はお二人とも「○○○○○○○○○○○○○○○」、職業は「○○○」と
「○○○」。申請地の所在、「土佐市宇佐町宇佐字松岡浜○○○○○○○」、登記地
目、現況地目ともに「畑」、面積は、「３３９㎡」、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「自己住宅建築」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は「自己住宅を建築するため」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許
可日から永久年間」、工事計画は「許可日から令和元年１２月３１日まで」、権利の種
類等は「所有権移転」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、建築費○○○○
○○○○○円の合計○○○○○○○○円。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」。
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「譲受人は、現在宇佐町内の借家で家族７人で生活して
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いるが、手狭で不便なため、持ち家となる土地を、住み慣れた宇佐町内で探し、今回
の申請に至ったとのことで、ここに、住宅（建築面積８９．０２㎡）１棟を建築し、
駐車場は自家用車２台と、事業用１台、来客用１台の計４台分等を確保するために必
要」との事です。
次に１４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
「申
請地西側の市道から進入する。」。造成計画は「なし。」、整地計画は「現状の高さ
で整地する。」。排水処理計画は、「生活排水は、居宅から合併浄化槽で浄化後、申
請地西側の既存市道側溝へ排水する。屋外の雨水は、申請地が砂地であるため自然浸
透とする。」。被害防除計画につきましては、１５ページの周囲の状況図と合わせて
ご覧ください。「○は、県道（幅員９ｍ）、○は、市道（幅員６ｍ）、○は宅地、○
は、登記地目は畑ですが現況は宅地」となっており、周囲に登記地目での農地はあり
ますが、現況が宅地の一部となっているため、事務局からは同意の取得は求めており
ません。
１３ページにお戻りください。場所につきましては、宇佐町松岡地区で、宇佐郵便
局の市道を挟んで東側となります。
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、街区の面積に占める宅地の割合が４０％を超えている区域内の農地で
あることから、第３種農地に該当すると考えております。なお、申請地は第３種農
地に該当しますので申請地は、他の土地をもって代えることが出来ないと判断し、
許可相当地であると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。
まず、第３号の許可基準『譲渡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「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、周囲に他人が所有する農地が無いため、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
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ます。なお、排水に掛かる側溝への配管接続については、土佐市と道路占用許可に向けて
協議中とのことであり、許可有り次第、許可書類の提出を求めています。以上で説明を終
わります。

会

長

はい、事務局の説明が終わりました。申請人の方に確認させていただきます。農地
法第５条の申請人で譲渡人「○○○」さん、譲受人「○○○」さんの代理人、同じく
譲受人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。

申 請 人

はい。

会

間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

森岡大信委員

１８番森岡です。事務局の言われるとおり、別に問題ないと思いますので、よろし
くお願いします。

会

長

はい、それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第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
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

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１５の申請人で譲渡人
「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん３名の
代理人で「○○○○」さん。

申請代理人
事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号１４を許可相当とすることについて、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。
はい、申請者の出席が確認できましたので、説明します。
１６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１５、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○
○○○○」、職業「○○」。譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○
○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、
職業「○○」。申請地の所在、「土佐市蓮池字市ノ東○○○○○○○○、同所字同○
○○○○」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は合計で「４７５．０１㎡」、
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、○○○○○は「○○○○」さん、○○○○○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
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ましては、「第３種農地」に該当する判断しております。
転用の目的は「自己住宅建築」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は、「自己住宅を建築するため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は
「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から令和２年３月３１日まで」、資金
計画は「土地取得費○○○○○○○○円、造成・整地費○○○○○○円、建築費○○
○○○○○○円の合計○○○○○○○○円で、自己資金○○○○○○○○円、残りは
金融機関からの融資。」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「な
し」となっております。
１７ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請地を必
要とする理由(面積の必要性)は、「譲受人の長男夫婦は、現在南国市の賃貸住宅で暮
らしているが、今年子供が生まれてから手狭となっていることや、慣れない子育てと
将来嫁が仕事に復帰したときのことを考え、譲受人の長男が、譲受人の家の近くに一
戸建住宅を建築したい意向から土地を探したところ、他に適当な土地もないことから
申請地を選択した。
しかし、
譲受人の息子夫婦はまだ若く、
資金面で不安があるため、
土地は譲受人が購入し、この土地に譲受人と長男が使用貸借権を設定し、息子が建築
費を負担して住宅建築をする計画である。申請地には、住宅（130.83㎡）、駐車場３
台分、駐輪場、物干しスペース等を確保するために必要とします。」とのことです。
次に１９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、「申請地東側の私道から進入する。」、造成計画は「なし。」、整地計画は
「現状の高さで土のまま整地する。」、排水処理計画につきましては、
「生活排水は、
居宅から合併浄化槽で浄化後、申請地東側の道路側溝へ排水する。雨水も同様に、申
請地東側の道路側溝へ排水する。」。
被害防除計画につきましては、２０ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「東側は、道路（私道）を挟んで宅地、西側と南側は宅地、北側は、譲渡人の○○○
○さんが所有する農地」となっており、隣接地で営農に支障となる農地はございませ
ん。
１８ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池南城東地区で県営土佐団
地の南側約８０ｍ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。
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『譲渡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

- 12 -

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、周囲に他人が所有する農地が無いため、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

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせていただきます。
農地法第５条の番号１５の申請人で譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○
○○」さん、譲受人「○○○○」さん３名の代理人で「○○○○」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

間違いありません。

会

長

間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

矢野泰幸委員

２２番矢野でございます。事務局の言われるとおり、別に問題ないと思いますので、
よろしくお願いします。

会

長

はい、それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第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１５を許可相当とすることについて、ご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。
続いて、議案第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１６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、番号１６の申請人で
譲渡人の「○○○○」さん、同じく譲渡人の「○○○○」さん、譲受人の「○○○○
○○○○ ○○○○○ ○○○○」さん。
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申 請 人
事務局次長

はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
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１６、申
請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」、
譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」、譲
受人「○○○○○○ ○○○○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○○○」、業
種「○○○○」。申請地の所在、「土佐市高岡町字葵○○○○○○と、同所字北葵○○
○○○○○」、登記地目、現況地目は共に「田」、面積は合計で「２，１７７㎡」、
利用状況は「水稲」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、
乙２１５８番は「○○○○」さん、乙２１５９番１は「○○○○」さん、、農振法の農
用地区域につきましては、
「農用地区域外」、農地区分につきましては、
「第２種農地」
と判断しております。
転用の目的は「宅地分譲（建売一戸建住宅）」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「造成し、建築条件付き宅地分譲を行う。」、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２４
ヶ月間」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○円、造成費○○○○○○○○円、
建築費○○○○○○○○○円の合計○○○○○○○○○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」。
２２ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「有り」となっておりま
すが、２７ページの周囲の状況図をご覧ください。今回の申請地となる２筆の間に赤
線で農道があり、この農道を今回の申請地の南側に付け替えするとのことで、現在、
土佐市用地課と協議中とのことです。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は「譲
受人は、事業活動のため宅地販売出来る土地を探していたところ、申請地は、市中心
街に近く、広い道路に面しており交通に便利な場所にあり、周囲も宅地化が進んでお
り、譲渡人や周囲から同意を得ることができましたのでこの場所を選定した。この申
請地に、住宅９棟分と駐車場（各区画３台分）と各戸へ進入するために新設する位置
指定道路を整備する。」という事です。
次に２４ページの土地利用計画図および排水計画図と合わせてご覧ください。進入
路は「申請地の北側市道から進入し、申請地内に整備する道路を経由して各区画へ進
入する。」。次に２５ページの造成計画平面図と２６ページの計画断面図をあわせて
ご覧ください。造成計画は、「現地盤から最大８１．１cmとなっていますが、図面で
は８５．３cm嵩上げし、東以外は、L型擁壁にて土留めする。」となっており、２６ペ
ージの上段は東西方向、下段は南北方向の断面を表しています。整地計画は「道路は、
アスファルト舗装とし、宅地部分は土のまま平らになるよう整地する。」。もう一度
２４ページにお戻りください。排水処理計画は、「生活排水は、各区画とも建物から
敷地内に設置する合併浄化槽で浄化後、申請地内の新設道路内側溝へ放流した後、申
請地北側の市道側溝へ放流するものと、一部は浄化後に直接北側水路へ放流する。雨
水は、各区画とも自然排水により、申請地内の新設道路内側溝へ放流した後、申請地
北側の市道側溝または新設道路内側溝へ放流する。」となっています。
被害防除計画につきましては、２７ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「○は、水路及び農道を挟んで宅地、○は、農道及び水路を挟んで同意のある農地
及び５条許可地、○は、同意のある農地、○は、市道（幅員１５ｍ以上）」となって
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おり、隣接する農地からは、全て同意が得られております。
２３ページにお戻りください。場所につきましては、高岡町天神地区の北側で、場
所につきましては、高岡町天神地区の北側で高知県中央西農業振興センターの西側約
４６０ｍとなっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地
ではなく、市役所から１㎞の範囲内にある農地であることから、第２種農地に該当す
ると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当であると考えておりま
す。次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、
第３号の許可基準『譲渡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、
申請地の中央部に赤線がありますが、この部分は現在土佐市と協議中とのことであり、
協議が整い次第土地の払い下げの手続きを受けるとのことでありますので、市との協
議が前提となります。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「建売
一戸建て住宅建築」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、周囲の他人が所有する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。以上、事務局
としましては、農道の付け替えに関する協議については、土佐市用地課と協議中との
ことでありますが、協議が整えば許可相当と判断します。以上で説明を終わります。
会

長

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせていただきます。
農地法第５条 番号１６の申請人で譲渡人の「○○○○」さん、同じく譲渡人の「○
○○○」さん、譲受人の「○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○」さん。先ほど
の事務局の説明に間違いございませんか。

申 請 人

はい。

会

間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長
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石元委員

５番石元です。事務局の説明がありましたが、農道の付け替えは市と協議済みと書
いてありますが、事務局は協議中と言っておりますが、どっちが本当ですか。

事務局次長

協議中と聞いています。

石元委員

議案書には協議済みと書いちゅう。

事務局次長

すみません。議案書の方が間違っています。協議中であると聞いていおります。

石元委員

協議中ということですが、今の農道が南へ寄りますと、今の西側の農道とずれが出
るが、その点よく協議してもらいたいと思います。

会

長

譲受人の○○○○さん、その件についてお答えできますか。

申 請 人

行政書士の方に一任しておりまして、西側の農道が北側の大きい道に、そこから今
の農道の接続部分がこの字形になりまして、支障が出るようなことがございますか。

石元委員

農道を付け替えることによって地元の耕作者が不利にならないようなことをして下
さい。それだけです。

会

長

申 請 人

会

長

石元委員さんの言う事が分かりましたか。
はい。○の隣接する土地の方も４月に同意いただいておりまして、○の農道に関し
ても同意いただいております。
石元委員さん、いいですか。

石元委員

はい。分かりました。約束を守って下さい。

会

続いてご意見お願いします。

長

市原委員

会

長

市原委員

１５番市原です。委員さんも気を付けてください。これはやね、農地もっちゅう人
が、付け替えは建設課と話せないかんけど、この関係者が道はいらんと言うたら払い
下げ受けれる訳よ。まぁこの図面で見てみたら僕のところやけんど、この農耕地にか
かったら払い下げ受け受けた方がいいし、ほんで隣のお家に関係なかったらくれるて。
そういう事をここで言いよったら、買主がちゃん市役所と話してみんなの同意もろう
てやることやき。そういう事も覚えちょかないかんき、みんな、農業委員さん。
いや、同意もろうて、やりゆうき。
こっちがやね、それをよろしく頼みますらぁ言わんでも、行政書士はちゃんとした
ことをやるき。委員も覚えちょかないかん。農道がいらんき、廃止しようということ
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もあるき。そこそこ農業委員も勉強しちょかないかんわね。
会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

まぁあの、この件についてどうかなという質問ですので、それは発言させちゃっ
てほしい。他にご意見ございませんか。
（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１６を許可相当とすることについて、ご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
異議なしで決定になりました。どうもご苦労様でした。
続いて、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の件、番号１７
を議題とします。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１７の申請人で
譲渡人の「○○○○」さん、同じく譲渡人の「○○○○」さん、「○○○○」さんの
代理人「○○○○」さん、同じく譲渡人の「○○○○○」さん。

申 請 人

はい。

事務局次長

譲受人の○○さんが来ていませんが？

会

協議に入る前に申請者の人に確認をしたいのですが。

長

申 請 人
会

長

申 請 人
会

はい。
譲渡人の人は来て頂いているのですが、譲受人の○○○○さんは出席されていません。
代理人で許可をもらっておれば別なんですが、本人が出席無い場合はですね、土佐市農
業委員会としてはご本人に出席要請をしておりますので、あの、出席無いまま審議したこ
とが今まで無いんですね。それで、皆さんが○○さんをお呼びになるか、代理人の権利を
得るのか、その手続きをしていかんと土佐市の農業委員会としては審議が出来ないんです
けど。あとに回しますので、○○さんとお話いただけませんか。
はい、電話は通じますけど。

長

いや、通じてもここにおいでませんので。代理人の許可をもらうとか何か他の方法をき
ちっとしてもらってからの協議となりますので。次へ回しますので。そういう事でよろし
くお願いします。
それでは、議事に移りたいと思います。議案第１号 農地法第５条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号１８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１８の申請人で
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譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○」さ
ん、３名の代理人「○○○○」さん。
申請代理人
事務局次長

はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
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１８、
申請人は、譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○○」さん、住所はお二
人とも「○○○○○○○○○○○」、職業は、「○○○○」さんが「○○○○○」、
「○○○○○」さんが「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○
○○○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在、「土佐市出間字中川内○○○○
○○」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は「１，２８２㎡」、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「○○○○」さんと「○○○○○」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「太陽光発電の設置に適しているため。」、事業の操業期間
又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～６ヶ月後まで」、
資金計画は「施設設置費○○○○○○○○円、土地取得費○○○○○○○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」。
３５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「譲渡人は高齢者と非常勤勤務者であり、申請地の管理
もままならないため、申請地の買い手等を探していた。一方譲受人は、太陽光パネル
の設置を検討していたが、申請地が日照、予算面の条件が良いことから、両者で協議
し、今回の計画を進めるに至った。申請地には、太陽光発電パネル324枚、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨ
ｼｮﾅｰ9台、フェンスを設置し、パネル同士の間隔は、メンテナンス時の通路や草刈り時
の仮置きスペースを考え必要。」という事です。
次に３７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
の北側農地の北側にある市道蔵の岡線から里道に入り、申請地北東側から徒歩で進入
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。」。被害防除計画につきましては、２
８ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は、農道及び水路を挟んで同
意のある農地ならびに同意のない農地、○は、同意のある農地、○は、同意のある農
地および同意のない農地、○は同意のある農地となっており、隣接する一部農地から
同意が得られておりませんので、申請者から日影図が提出されておりますので、次の
３８ページをご覧ください。同意の無い農地は、○○側の○○○○○○と○○側の○
○○○○○でありますが、ご覧の通り、日影が一番長くなる冬至においても日影がか
からないことから、影響は無い物と考えられます。
３６ページにお戻りください。場所につきましては、波介出間地区で、池一菜果園
さんの南側約８００ｍ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、
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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
『譲渡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、事業計画書等を確認の上、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「太陽光発電施設設置」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、一部農地からの同意が得ら
れておりませんが、提出されました日影図により同意の無い農地には日影の影響が
及ばないこと、排水は自然浸透で、施設の構造上、通風を妨げるものでは無いと考
えており、営農への支障は無い物と判断し、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

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に確認をさせていただきます。
農地法第５条の番号１８の申請人で譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○
○○」さん、譲受人「○○○○」さん３名の代理人「○○○○」さん。先ほどの事務
局の説明に間違いございませんか。

申請代理人

はい。

会

間違いないという事でございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

野村委員

１９番野村です。先ほどの説明にありました通り、同意の得られてない部分があり
ますが、農作物には影響は無いとの事ですの問題無いのかなと思います。

- 19 -

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号１８を許可相当とすることについて、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。ご苦労様でした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号１９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１９の申請人で
譲渡人「○○○○○」さん、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１９申請
人は、譲渡人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業は「○
○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○○○○」。
申請地の所在、
「土佐市蓮池字竹ノ内○○○○○」
、
登記地目及び現況地目ともに
「田」
、
面積は「５７５㎡」、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「太陽光発電の設置に適しているため。」、
事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～
６ヶ月後まで」、資金計画は「施設設置費○○○○○○○円、土地取得費○○○○○○
○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」。
４１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「譲渡人は、高齢で家族等もいないため申請地は休耕と
なっており、農地の買い手等を探していた。一方譲受人は、太陽光パネルの設置を検
討していたが、申請地が日照、予算面の条件が良いことから、両者で協議し、今回の
計画を進めるに至った。申請地には、太陽光発電パネル116枚、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ5台、フ
ェンスを設置し、フェンスとパネル、パネル同士の間隔は、メンテナンス時の通路や
草刈り時の仮置き、駐車場や車両回転スペースを考え必要。」という事です。
次に４３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
西側の市道胡麻谷線から申請地南側に隣接する里道に入り、
この里道から進入する。」
。
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。」。被害防除計画につきましては、４４ページの周
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囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は、水路を挟んで譲渡人が所有する農地（別
途５条申請地）、○は、市道を挟んで山林、○は、里道を挟んで原野および譲渡人が
所有する農地、○は、水路を挟んで同意のある農地となっており、隣接する全ての農
地から同意が得られております。
４２ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池神子納地区で、土佐公園グ
ラウンドの西側約２４０ｍ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『譲渡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、事業計画書等を確認の上、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「太陽光発電施設設置」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、他人が所有する農地から
は全て同意が得られおり、営農への支障は無い物と判断し、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

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせていただきます。
農地法第５条の番号１９の申請人で譲渡人「○○○○○」さん、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ございません
か。
間違いないです。
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会

長

矢野泰幸委員

会

長

間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。
２２番矢野でございます。ちょっとお伺いですが、次の２０番は隣接地ですよね。
１個ずつ行きますか。
はい、１個ずつ行きます。

矢野泰幸委員

はい、問題ないです。よろしくお願いします。

会

長

それでは、ほかの委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第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１９を許可相当とすることについて、ご異議ございません
か。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。ご苦労様でした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号２０を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

申 請 人
事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号２０の申請人で
譲渡人「○○○○○」さん、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２０、
申請人は、譲渡人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職
業は「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○
○○」。申請地の所在、「土佐市蓮池字竹ノ内○○○○○」、登記地目及び現況地目
ともに「田」、面積は「４５６㎡」、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「太陽光発電の設置に適しているため。」、事業の操業期間
又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～６ヶ月後まで」、
資金計画は「施設設置費○○○○○○○円、土地取得費○○○○○○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」。
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４６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「譲渡人は、高齢で家族等もいないため申請地は休耕と
なっているため、農地の買い手等を探していた。一方譲受人は、太陽光パネルの設置
を検討していたが、申請地が日照、予算面の条件が良いことから、両者で協議し、今
回の計画を進めるに至った。申請地には、太陽光発電パネル76枚、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ3
台、フェンスを設置し、フェンスとパネル、パネル同士の間隔は、メンテナンス時の
通路や草刈り時の仮置きスペースを考え必要。」という事です。
次に４８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
西側の市道胡麻谷線から申請地南側に隣接する里道に入り、
この里道から進入する。」
。
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。」。被害防除計画につきましては、４９ページの周
囲の状況図と合わせてご覧ください。
「○は、譲渡人の亡父名義の農地（別途５条申請地）、○は、水路を挟んで譲渡人
が所有する農地（別途５条申請地）、○は、里道を挟んで同意のある農地、○は、水
路を挟んで同意のある農地となっており、隣接する全ての農地から同意が得られてお
ります。
４７ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池神子納地区で、土佐公園
グラウンドの西側約２３０ｍ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『譲渡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、事業計画書等を確認の上、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「太陽光発電施設設置」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、他人が所有する農地から
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は全て同意が得られおり、営農への支障は無い物と判断し、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

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方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、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ございませんか。

申請代理人

間違いないです。

会

間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

矢野泰幸委員

２２番矢野でございます。事務局の説明の通り、何ら問題無いと思います。よろ
しくお願いします。

会

長

それでは、ほかの委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号２０を許可相当とすることについて、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。ご苦労様でした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
番号２１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２１の申請人で
譲渡人「○○○○」さん、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２１、
申請人は、譲渡人「○○○○」さん、住所「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」、職業
は「〇〇」。譲受人「○○○○」さん、住所「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」、
職業「〇〇〇」。申請地の所在、「土佐市北地字一ツ木〇〇〇〇、同所字同〇〇〇〇、
同所字同〇〇〇〇」、登記地目及び現況地目は全て「田」、面積は〇筆合計で「１，
６６４㎡」、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
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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「太陽光発電の設置に適しているため。」、事業の操業期間
又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～６ヶ月後まで」、
資金計画は「施設設置費〇〇〇〇〇〇〇〇円、土地取得費〇〇〇〇〇〇〇円、
合計〇〇〇〇〇〇〇〇円で、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」。
５１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「申請地は休耕で、譲渡人は高齢のため管理もままなら
ないことから農地の買い手等を探していた。一方譲受人は、太陽光発電事業を行って
おり、日頃からパネル設置が可能となる箇所を検討していたが、申請地が日照、予算
面の条件が良いことから、
両者で協議し、
今回の計画を進めるに至った。
申請地には、
太陽光発電パネル324枚、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ9台、フェンスを設置し、フェンスとパネル、
パネル同士の間隔は、メンテナンス時の通路や草刈り時の仮置きスペースとし、南側
フェンス外は、２台の駐車スペースと回転場を考え必要。」という事です。
次に５３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
南側の県管理の波介川管理道から、里道に入り、申請地南側から進入する。」。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。」。被害防除計画につきましては、５５ページの周囲の
状況図と合わせてご覧ください。
「○は、同意のある農地、○は、里道・水路を挟んで同意のある農地、○は、里道・
水路を挟んで宅地及び同意のない農地、○は、同意のある農地と同意のない農地とな
っており、隣接する一部農地から同意が得られておりませんので、申請者から日影図
が提出されております。５４ページにお戻りください。同意の無い農地は、○○側の
○○○○○○と○○側の○○○○であります。この日影図は、日影が一番長くなる冬
至のものでありますが、○○側○○○○には日影の影響は無く、○○側の○○○○○
○については、午前９時頃までには概ね日影がかからないことが分かりますので、影
響は無いように考えられます。
５２ページにお戻りください。場所につきましては、北原明ヶ谷地区で、県道岩戸
明ヶ谷線の一ツ木橋北詰から西側約９０ｍ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『譲渡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、事業計画書等を確認の上、
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
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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「太陽光発電施設
設置」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、一部農地からの同意が得られておりませんが、提出された日影図に
より日影の影響は、殆ど影響が無いこと、排水は自然浸透で、施設の構造上、通
風を妨げるものでは無いと考えており、営農への支障は無いものと判断し、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。その上で、本日欠席されて
います岡林委員さんからの意見をお聞きしておりますが、日陰は１時間程度かか
るものの、この日陰の当たる部分というのは外の耕作をしていない場所に当たる
のではないか、という事で、それより北側の方は野菜を植えられているんですけ
れども、あまり影響はないと思われるので、問題無いのではないか、と意見を頂
いております。以上で説明を終わります。
事務局次長

はい、
事務局の説明が終わりました。
農地法第５条の番号２１の申請人で譲渡人
「○
○○○」さん、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ございませんか。

申請代理人

間違いございません。

会

長

それでは、ほかの委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。ご苦労様でした。

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２１を許可相当とすることについて、ご異議ございませんか。
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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

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２２の申請人で
譲渡人「〇〇〇〇」さん、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２２申請人は、譲渡人「〇〇〇〇」
さん、住所「○○○○○○○○○○○○〇」、職業は「○○」。譲受人「○○○○」
さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在、
「土佐市蓮池字大和田○○○○○〇、同所字同○○○○○」、登記地目及び現況地目
は全て「田」、面積は２筆合計で「６１３㎡」、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「〇〇
〇〇」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「太陽光発電の設置に適しているため。」、事業の操業期間
又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～６ヶ月後まで」、
資金計画は「施設設置費○○○○○○○円、土地取得費○○○○○○○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」。
５７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「申請地は休耕地だが、譲渡人は高齢で住居も遠方であ
るため管理がままならない状態であったため農地の買い手等を探していた。
一方譲受
人は、太陽光パネルの設置を検討していたが、申請地が日照、予算面の条件が良いこ
とから、両者で協議し、今回の計画を進めるに至った。申請地のうち、○○○○番に
は、太陽光発電パネル96枚、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ4台、フェンスを設置し、フェンスとパネ
ル、パネル同士の間隔は、メンテナンス時の通路として利用するが、○○○○番への
進入路がないため、○○○○番○は、○○○○番への進入路、駐車場や草刈り後の仮
置き場スペースを考え必要。」という事です。
次に５９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
東側の市道から水路に掛かる橋及び土手を通り進入する。」。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。」。被害防除計画につきましては、６１ページの周囲の状況図と合わせて
ご覧ください。「○は、土手及び水路を挟んで同意のある農地、○は、青線を挟んで
現況山林、○は、同意のある農地、○は、同意のある農地と同意のない農地となって
おり、隣接する一部農地から同意が得られておりませんので、申請者から日影図が提
出されております。６０ページにお戻りください。同意の無い農地は、○側の○○○
○○○です。この日影図は、日影が一番長くなる冬至のものでありますが、午前８時
には、最大で境界部分から約９ｍの所まで日影が及び、午前９時でも３．２ｍの日影
となります。その後、日影は段々と小さくなりますが、正午ころに掛けても若干日影
が掛かる予測となっています。 なお、○側の○○○○○○の現状は、雑草が生い茂
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り、耕作が放棄されている様な状況です。また、申請者からは、この農地の登記名義
人は既にお亡くなりになっており、
この方の奥さんがいるものの、
病気治療中であり、
その他親族の所在は分からなかったため同意がもらえなかったとのことでありまし
た。５２ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池北田地区で、ファミリ
ーマート土佐蓮池店の北西側約３３０ｍ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『譲渡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、事業計画書等を確認の上、
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「太陽光発電施設
設置」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、先ほどの説明どおり周囲の一部農地から同意が得られておりません。
排水、通風に関しては問題無いと考えますが、提出された日影図からは、同意の
ない北側の農地に、午前中は日陰の影響が及ぶ予測がされております。申請地の
現状は耕作放棄地となっておりますが、これが、耕作地であれば、営農条件に支
障を生じるおそれがあると思われる内容だと考えます。次に第５号の許可基準『一
時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認めら
れない場合には、許可することができないこと』については、申請書の転用計画
の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は
一時転用ではないと考え、該当しない。事務局としましては、第４号基準の判断
が難しいため、説明内容からご判断のうえ、ご審議いただきたいと思います。以
上で説明を終わります。
会

長

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせていただきます。
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農地法第５条の番号２２の申請人で譲渡人「〇〇〇〇」さん、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ございません
か。
申請代理人

間違いないです。

会

間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

矢野泰幸委員

２２番矢野でございます。
ご説明がありました通り○の所は、
休耕地になっています。
かなり長い間耕して無いと、確認しています。久保委員と話をしましたが、やっぱり、
亡くなっていて相続も大変だろうと、説明があったとおり適当じゃないかと考えます。
よろしくお願いします。

会

長

それでは、ほかの委員さんのご意見をお願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

〇〇さん、○側の農地、今は耕作放棄しているようですが、この図面を見るとで
すね、平面図の所に○側がパネルから２．１メートルあって、○側が２．４メート
ルですよね。

申請代理人

はい。

会

これは、これで良いわけですね。

長

申請代理人

あ、でですね、日陰の影響が大きいのでという事であれば、もう少し○側で、と
いうのは可能です。

会

はい、実はそれを言いたかった。ちょっとでも動かせれば、少しでも耕作放棄し
てますが、もし作られたときに、いわゆる、考えないことも無いので。出来たら、
もうちょっと、ちょっとでも隣に配慮しましたよ、という事を見せていただいた方
がいいかと思いますので。

長

申請代理人

会

長

委

員

会

長

はい、分かりました。
あの、他の委員さんにもそういう事でご理解をいただきたいのですが。
それではお諮りをします。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２２を許可相当とすることについて、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。ご苦労様でした。
続きまして、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
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番号１７を議題といたします。事務局の説明を求めます。
事務局次長

申 請 人
事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号１７の申請人
で譲渡人の「○○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○○」さんの代理人「○
○○○」さん、同じく譲渡人の「○○○○○」さん、譲受人の「○○○○」さんの
代理人「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
２８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１７、申請人、譲渡人「被相続人○○○」、「相続人○○○○」
さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。「相続人○○○○」さん、
住所「○○○○○○○○○○○○〇」、職業「○○○○」。「相続人○○○○」さん、
住所「○○○○○○○○」、職業「○○○」。「相続人○○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○
○○○○○○○○○」、職業「○○○○〇」。申請地の所在、「土佐市新居字鍛治屋
外○○○○〇、同所字同○○○○○」、登記地目、現況地目は全て「畑」、面積は２
筆合計「１，４６４㎡」、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、
「○○○○」さん他３名、
農振法の農用地区域は、「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「製塩施設及び自己住宅建築」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「製塩施設及び自己住宅を建築するため。」、事業の操業
期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から２ヶ月」、
権利の種類等は「所有権移転」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、建築費
○○○○○○○○円の合計○○○○○○○○円。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」。
２９ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「あり」で、申請地の北
東側に隣接する宅地で○○○○○○、面積は５６．５５㎡。申請地を必要とする理由
(面積の必要性)は「譲受人は、○○○○○○で塩づくりを学び、独立を期に塩作りに
適した土地を検討していた。申請地は、製塩事業に必要な海水の取得が可能であるこ
とや、事業に必要とする面積に加えて、家族が生活するための住宅建築も可能である
ため選定した。申請地には、住宅１棟、駐車場４台分、製塩用結晶ハウスと製塩用採
かんハウス、製塩用ポンプ棟等のスペースを確保するために必要。」という事です。
次に進入路の計画からは、３１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「申請地南東側の道路から進入する。」。造成計画は「なし。」、整
地計画は「駐車スペースには砕石、敷き均しを行う。」。次に進入路の計画からは、
３２ページの排水計画図と合わせてご覧ください。排水処理計画は、「生活排水は、
居宅から敷地内に設置する合併浄化槽で浄化後、雨水は、北から南へ勾配を設け、と
もに申請地南側の既設排水路へ排水する。」となっています。
被害防除計画につきましては、３３ページの周囲の状況図と合わせてご覧くださ
い。「○は、市道を挟んで被相続人名義の農地、○は、里道を挟んで同意のある農
地、○は、県道２３号線、○は、宅地及び同意のある農地と同意のない農地」とな

- 30 -

っており、周囲の農地のうち、○○側○○○○○、○○○○○○、○○○○○○に
つきましては、所有者からには、同意書をお送りしているが、同意書がまだ届いてい
ないということです。なお、現状は、耕作されておらず荒れ地となっています。○○
側の○○○○○については、所有者の方とコンタクトが取れないとのことであり、荒
れ地ではありませんが、耕作はされておりません。３０ページにお戻りください。場
所につきましては、新居甫渕地区でJA新居支所の南東側約３００ｍ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『譲渡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、事業計画書等を確認の上、
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「製塩施設兼自己
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、先ほどの説明どおり周囲の一部農地から同意が得られておりません
が、申請地には、現在ハウスが存在し、転用後の土地利用計画図においても同様
にハウスとなっており、現状とほぼ変わらないことや、北東側については、申請
地より北側に住宅があることから、新たに建築する自己住宅の日影の影響は及ば
ないものと考えられますので、日影の影響は無いと考えられるため、該当しない。
次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用後確実
に農地に復元されると認められない場合には、許可することができないこと』に
ついては、申請書の転用計画の利用期間が「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。以上のこと
から、事務局としましては、許可相当と判断していますが、第４号基準の判断が
難しいため、説明内容からご判断のうえ、ご審議いただきたいと思います。なお、
排水に掛かる側溝への配管接続については、施設を管理する高知県から道路占用
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許可等、必要となる許認可が必要な場合は、許可有り次第、許可書類の提出を求
めています。以上で説明を終わります。
会

長

はい、
事務局の説明が終わりました。
申請者の方に、
確認をさせていただきます。
農地法第５条の番号１７の申請人で譲渡人の「○○○○」さん、「○○○○」さん、
「○○○○」さんの代理人、○○○○さん、「○○○○○」さん、譲受人の「○○
○○」さんの代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませ
んか。

申 請 人

はい。

会

間違いないということでございますので、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

門田委員

会

長

１１番門田です。この件につきましては、以前ゴカイ、釣りに使うゴカイですよね、
それのハウスがここにあったんですけども、それが今放置されているような状態で、こ
ちらを再利用されて使ってくれるっていうのは、地元では放置されるよりも使ってもら
えるっていうのはいい事だし、○○さんにつきましては移住をしてくれるという事で、
今現在いのの方で住宅を借りて通っています。で、昨日お会いしまして、まさか今日欠
席するとは思いませんでしたので、本人はやる気は十分だという事で、周りの同意につ
きましては○の○○○○○、○○○○○、○○○○○の持ち主は東京におりまして、同
意書を送ってこられたけれども、どういう人が何をするのか詳しい内容が入ってなかっ
たので、これは騙されちゅうがやないか、ていうことで確認がちゃんと出来なかったの
で送り返したけれども、後で連絡があって、自分たちは東京にいるしここは利用しない
ので、反対するわけでは無いけれでも、同意書が送られてきた経緯が定かでなかったの
で、ちゃんとした経緯を説明してくれればお答えします、ということで、この方は同意
をもらえる、という事です。それから、○○○○○の持ち主の人は亡くなってまして、
息子さんが３人おいでると思うんですけど、新居に住んでいる息子さんの所へ確認に行
きましたら、別に何も作ってないし自分たちも百姓ではないので、全然問題は無いとい
うことでしたので、ここは○○さんがちゃんと説明をして同意を頂けるのではないか、
と思いますので。そこら辺をちゃんとし、同意をもらうよう、指導していただければ問
題ないかと思います。それから、○○○○○の宅地の方、○○さんといいますけど、最
初はちょっと塩づくりというものが全然分からないし、どんなものが出来て、どういう
風になるのか、というのでちょっと不安があり、また塩ということで沿岸近くなので、
今ですら台風とか塩害があって、家の中の床とかがもう浮いたり大変だから、ここへ家
を建てるという事はかなり潮目について大丈夫だろうか、という心配はされてますけれ
ども、塩づくりで新居という所は地震も不安で、よそに移転して人口が減っているけれ
ども、わざわざここを居住として来るんだったら、やる気があるから大丈夫だろう、と
この方も何とか協力はするという事を確認は取れておりますので、そういう経緯で、ご
本人が今日はおいでませんけれども、同意は確実にもらえるような方向に行ってますの
で、地元の委員としましては、後押しをしていただきたいと思いますが、よろしくお願
いします。
この、○○○○○については、次長、まだ同意はもろうてないでね。
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事務局次長

そうです。

会

手続きが、送ってきゆうのはこの人じゃない？

長

門田委員
事務局次長

会

長

そうです。
そうです。○○○○○と○○○○○の方とは話が出来て、最後言っていた○○○○○
についてはそのような指導でという事でしたので、出来るだけ同意を得られるような形
でということでしたので。事務局の方からもそういう形の指導をさせて頂きたいと思い
ます。
という事は、○○○○○以外は、同意書を送ってきてくれゆうということ？

事務局次長

そうです。

会

○○○○○については、同意書をもらうように指導をするということ？

長

事務局次長

そうですね、あの、もらえるのが一番ベストなんですが、ただ、先ほど説明させて頂
きましたが、日陰については、すでに○○○○○の２階建ての居宅がありまして、この
利用計画図で見ても、住宅も平屋ですし、○○側の○○○○○に今回の転用かかる設置
物が日陰の影響が転用物でかかるというのがちょっと考えにくい状況で、既にもう日陰
がかかる状況ですので。

会

ということは、○○○○○については、同意がなくても良いという判断をしたらえい、
ということ？

長

事務局次長

この分で言うと、○○○○○に対して、営農に支障をきたす様な状況じゃないという
ことです。

門田委員

１１番門田です。あの、現況を見ましたけど、あの、全然問題は無いので、あの、同
意が必要ではないとは思います。

会

長

はい、地元委員さんの説明で分かったと思いますが、これを受けて、他の委員さん
のご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

（異議なしという多数意見あり）
それではお諮りをします。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１７を許可することについて、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。ご苦労様でした。
それではここで、１０分ほど休憩を取ります。
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（１０分休憩）
会

長

はい、それでは休憩前に復し会議を再開します。
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９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、６２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９を説明します。
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「土佐市積善寺字山﨑○○○○他１筆」、
登記簿地目及び現況地目は全て「畑」、面積は２筆合計で「１８７㎡」、対価の額及
び所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「○○○○○円」、農地基本
台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡し
を受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約の
種類は「売買」となっています。
６３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６４０㎡（畑：６４０㎡）」、所有地
以外は、借入地「４，１１２㎡（田）」で、合計「４，７５２㎡」。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。」。
６４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「草刈り機２台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業
経験等の状況は「農作業歴４０年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)
は「現在１人、農作業歴:夫２０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２０分」と記載されております。
６５ページの、耕作計画書の記載事項については、
【耕作計画書】
現在耕作している農地の経営状況は自作地、
借入地ともに全て
「柿」
（自作地（畑）６４０㎡、借入地（田）４，１１２㎡）で、今回申請している農地の
耕作計画は全て「文旦」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。６６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
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職業は共に「○○」、（４）権利取得者との関係「○○・○」、（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（○○２３０日・
○２４０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４，７５２㎡、権利を取得
しようとする農地の面積は、１８７㎡で、合計４，９３９㎡」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、６７ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】は記載されておりませ
ん。
【農地法第３条第２項第７号関係】は「耕作計画書」のとおりと記載されており、
その耕作計画書の４の設問については周囲農地への影響についてすべて「いいえ」と
記載されております。【農地法第３条第３項第２号関係】と【農地法第３条第３項第
３号関係】は記載されておりません。
場所につきましては、６８ページに掲載していますが、戸波積善寺地区で戸波北部
生姜生産組合予冷庫の西側約１５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。

白木委員

１４番白木です。○○さんはもう高齢で、自分で管理が出来ないので、ちょうど、
この○○さんというのは、
この買い取りする、
写真で見てもらったら分かるんですが、
下の家が○の家です。だから、管理していくのにちょうどいいと思います。買っても
らったら助かると思います。よろしくお願いします。

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求めます。

事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
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「４，７５２㎡」で一致し、申請地の面積が「１８７㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「４，９３９㎡」。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
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２項第１号には該当しないと考えます。
次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利
を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書
の譲受人の氏名が個人名で、(別添)の２にも記載がされていないため譲受人は法人で
はないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合
には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていな
いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間
の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、
許可することができない。
』
ことについては、
権利取得後において耕作の事業に供するの農地の面積の合計は、
「４，
９３９㎡」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。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

異議無しでお諮りをします。議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号９について申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
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会

長

異議無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１０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

それでは、６９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１０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
市用石字七反畑○○○○」、登記簿地目、現況地目はともに「田」、面積は「１，０
０１㎡」、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と、土地の引渡しを受けようとする時期は「許可有り次第」、
権利を移転しようとする契約の種類は「売買」です。次に、７０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４７２㎡（田）」、所有地以外は、借入地「５，０５３㎡（田）」
で、合計「５，５２５㎡」。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。」。
７１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１６年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在１人、妻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「１０分」と記載されております。
７２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は、「水稲（田）：４
７２㎡」、借入地では「メロン（田）５，０５３㎡」と記載されており、今回申請し
ている農地の耕作計画は全て「水稲（田）：１，００１㎡」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。７３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「○○」、（４）権利取得者との関係「○○・○」、（５）その者の農作業
への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月～１
２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（○○３００日、○
２００日）」。
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【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積５，５２５㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積１，００１㎡、合計６，５２６㎡」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、７４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。
７５ページをご覧ください。場所は、高石野尻地区で、高石小学校体育館の南側約
１００ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

森岡正典委員
会

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
９番森岡です。
事務局の説明通りでございますので、
どうかよろしくお願いします。

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
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「５，５２５㎡」で一致し、申請地の面積が「１，００１㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「６，５２６㎡」。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の農地の面積の合計は、
「６，
５２６㎡」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。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議無しでお諮りをします。議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号１０について申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無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１１を議題といたします。事務局の説明を求めます。
それでは、７６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１１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
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佐市北地字高畠○○○○○○」、登記簿地目、現況地目はともに「畑」、面積は「１
２１㎡」、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と、
土地の引渡しを受けようとする時期は
「許可有り次第」
、
権利を移転しようとする契約の種類は「売買」です。次に、７７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、
所有地のみで、「自作地８，４３３．３７㎡（田：４，３５７㎡、畑：４，０７６．
３７㎡）」、非耕作地は、ページ下段に記載の通り３筆ございますが、全て次の議案
第３号の非農地証明願いが提出されている箇所となっております。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）及び農地法第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。
７８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、田植機１台、コンバイン１台、軽１台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴３０年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在２人」、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「約１０
ｍで１分」と記載されております。
７９ページをご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は、、自作地のみで「水稲（田）：
４，３５７㎡、野菜（畑）：４，０７６．３７㎡」で、今回申請している農地の耕作
計画は「野菜（畑）：１２１㎡」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。８０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２人とも「○○」、（４）権利取得者との関係「○○、○」、（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「３
月～１１月」、②その者が農作業に常時従事する期間は「１月～１２月（○○、○と
も２５０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積８，４３３．３７㎡、権利を
取得しようとする農地の面積１２１㎡、合計８，５５４．３７㎡」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
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積の状況(特例)と、８１ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】は記載され
ておりません。【農地法第３条第２項第７号関係】は「耕作計画書」のとおり」と記
載されており、その耕作計画書の４の設問については周囲農地への影響についてすべ
て「いいえ」と記載されております。【農地法第３条第３項第２号関係】と【農地法
第３条第３項第３号関係】は記載されておりません。
場所につきましては、北原六分一地区で、望月製紙の北西側約６３０ｍとなっておりま
す。
これにつきましては、地元委員の岡林委員の方から、申請通り、問題無いということで、
意見を賜っておりますので、お知らせいたします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局次長

はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の
審査基準に基づく、提出書類による審査について報告を求めます。
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「８，４３３．３７㎡」で一致し、申請地の面積が「１２１㎡」であるため、耕作
に供すべき農地のすべては「８，５５４．３７㎡」。現地調査により申請地は農地であ
り、耕作可能である。なお、非耕作地である３筆のうち、１筆は２５年前から山林、も
う２筆は、
平成６年から宅地ということでこの後の議案の非農地証明願いが出されてお
りますが、現地の状況から農地への復元が困難な状況で非農地状態であると考えられ、
その他所有される農地には農地法第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
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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、「８，
５５４．３７㎡」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。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しでお諮りをします。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１１について申請通り承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しで決定になりました。
それでは、議案第３号 非農地証明願承認の件、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

それでは、８３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につきま
して、番号１４をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○○」、「○○○○○」さん。申請地は大字「蓮池」、
字・地番は「章魚田○○○○○○」、台帳地目は「田」、地積は「７３１㎡」、非農地と
なった時期は「昭和６３年頃から」、現在の利用状況及び現況につきましては「原野」、
非農地となった理由は「その他【昭和６３年１月頃に父が耕作放棄し、荒れ果て農地への
復元が困難なため。】」という事です。今後の利用計画は「売買」。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。「上記土地については、父が昭和６３年１月頃か
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ら耕作放棄し、平成４年父から相続した後も、耕作することなく現在に至っております。
長年耕作放棄したため、農地に復元することが困難になりました。今後はこのようなこと
のないように農地法を遵守しますので、
非農地証明いただけますようお願い申し上げます。
」
という事です。８４ページをご覧ください。場所につきましては、蓮池神子納地区で、土
佐公園グラウンドの南側約２３０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

矢野委員

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
２２番矢野です。説明通りでございますので、どうかよろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第３号 農非農地証明願承認の件、番号１４につ
いて申請通り承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無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

会

長

玉木委員

会

長

委

員

それでは、８５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につきま
して番号１５をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、
「○○○○」さん。
申請地は大字「波介」、字・地番は「東海谷○○○○○○他１筆」、台帳地目は全て「畑」、
地積は「６９㎡と２３㎡」、非農地となった時期は、「昭和３０年月日不詳」、現在の
利用状況及び現況は、「山林」、非農地となった理由は「その他【○○○○○○○○○は
周囲竹林で耕作不適地のため自然に竹林となった。○○○○○○○○○○は傾斜地のため
耕作放棄地で山林となった。】」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。
（始末書を読み上げる）
場所につきましては、８６と８７ページのとおり、波介下西地区で障害者支援施設と
さの西側約１５０ｍと北西側約２００ｍとなっております。以上で説明を終わります。
はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
６番玉木です。事務局の説明通り、雑木林になったり、まさに竹林になったり、も
はやこれまで、という感じで、もとに戻すのは非常に厳しいと思われる状況になって
おりますので、どうかよろしくお願いします。
はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。
（異議無しという多数意見あり）
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会

長

委

員

会

長

異議無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１６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、８８ページをご覧ください。議案第４号 非農地証明願承認の件につき
まして番号１６をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「用石」、
字・地番は「宮崎○○○○○」、登記地目は「畑」。地積は「３７０㎡」、非農地とな
った時期は「昭和５２年」、現在の利用状況及び現況につきましては「農業用倉庫の敷
地として利用」、非農地となった理由は「その他【昭和５２年頃より、農業用倉庫の敷
地として利用してきました。】」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。
（始末書を読み上げる）
８９ページをご覧ください。場所につきましては、高石用石地区で、土佐市花卉農協の
北東側約３９０ｍとなっております。以上で説明を終わります。

会

長

森岡正典委員

異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件、番号１５につい
て申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
９番森岡です。事務局の説明通りで、復元は不可能かと思います。どうかよろしく
お願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第３号 農地証明願承認の件、番号１６について
申請通り承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無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１７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、９０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１
７をご説明します。
願人「○○○○ ○○○○」、相続人住所「○○○○○○○
○○○○○」、「○○○○」さん、申請地は大字「高岡町」、字・地番は「山椒ノ奥○
○○○○○○他２筆」、登記地目は全て「畑」。地積は合計で「１８３㎡」、非農地と

（異議無しという多数意見あり）
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なった時期は「昭和４０年頃から」、現在の利用状況及び現況につきましては「原野、
一部墓地」、非農地となった理由は「その他【耕作不適及び作業員がいない。水がない。】」
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。
（始末書を読み上げる）
９１ページをご覧ください。場所につきましては、高岡町高田団地と太陽団地の境の山
で、とさでん交通（株）高岡出張所の東側約３６０ｍとなっております。以上で説明を
終わります。
会

長

石元委員

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
５番石元です。事務局の説明通り、農地の復旧は無理であります。どうかよろしく
お願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

会

長

石元委員

異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件 番号１７につい
て申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無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１８を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
それでは、９２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
１８をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は「高岡町
字観音森○○○○○○」と「蓮池字神子納山○○○○○他１筆」、登記地目は全て「畑」。
地積は合計で「１，０６７㎡」、非農地となった時期は「平成１５年頃から」、現在の
利用状況及び現況につきましては「山林」、非農地となった理由は「耕作不適のため【周
囲が雑木林と竹林に囲まれており、地中深く木の根が来ている上に、日光量が少なく、
農作物の生育不良】」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。
（始末書を読み上げる）
９３ページをご覧ください。場所につきましては、高岡町鳴川地区と蓮池神子納地区
との境付近で、土佐公園グラウンドの西側約１５０ｍとなっております。以上で説明を
終わります。
はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
５番石元です。高岡町と蓮池の分は両方とも農地への復元は困難です。どうかよ
ろしくお願いします。
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会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議無しで決定になりました。
議案第３号 非農地証明願承認の件、番号１９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、９４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
１９をご説明します。願人住所「○○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○」さ
ん。申請地は「高岡町字中土居○○○○○○○」、登記地目は「田」。地積は「１１６
㎡」、非農地となった時期は「平成８年頃から」、現在の利用状況及び現況につきまし
ては「宅地」と記載されておりますが、元々は農業用倉庫があったようですが、昨年取
り壊したため、現況は「雑種地」と見られる状況です。非農地となった理由は耕作不適
【面積が狭く、土質が悪く周囲は家に囲まれており、農機具の搬入が困難である。】」
という事です。今後の利用計画は「資材置き場」（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）
９５ページをご覧ください。場所につきましては、高岡町相互地区で、初田橋北詰の
西側約２６０ｍで、土佐ブロック工業（有）敷地の南側に隣接しているところとなって
おります。以上で説明を終わります。

会

長

野瀬喜代委員

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件、番号１８につい
て申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
４番野瀬です。ここの道はよく犬の散歩に行くところで、書いてある通りで家もあ
るがですけど、作業場もボロボロになって、それから、空いたところは草が生えて、
ちょっと無理やと思いますので、よろしくお願いします。
はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件、番号１９につい
て申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無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２０と議題といたします。
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事務局の説明を求めます。
事務局次長

それでは、議案第３号 非農地証明願承認の件、番号２０をご説明します。
９６ページをご覧ください。願人住所「○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」
さん。申請地は「北地字川原田○○○○○」、登記地目は「山林」。地積は「２８０㎡」、
非農地となった時期は「２５年前から」、現在の利用状況及び現況は「山林」、非農地と
なった理由は、その他【２５年前より山林】」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。
（始末書を読み上げる）
９５ページご覧ください。場所につきましては、北原六分一地区で、望月製紙の北側約
４５０ｍとなっております。
この件につきましては、担当される岡林委員さんからも、現況は申請通りの状態な
ので、よろしくお願いします、と。復元は困難なのでよろしくお願いします、という
事での伝言を預かっております。以上で説明を終わります。

会

長

はい、事務局から地元委員さんの意見について説明がありましたが、他の委員さん
のご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

会

長

異議無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２１を議題といたします。
事務局の説明を求めます。

会

長

それでは、議案第３号 非農地証明願承認の件、番号２１をご説明します。
９８ページをご覧下さい。願人住所「○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さ
ん。申請地は「北地字高畠○○○○○○他１筆」、登記地目は「畑」。地積は２筆合
計で「８２㎡」、非農地となった時期は「平成６年月日不詳」、現在の利用状況及び現況
は「宅地」、非農地となった理由は、「その他【○○○○○○については、該当地北側に
ある願人住宅への進入路として利用され、○○○○○○においては、願人住宅用地の一部
として利用されている。】」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。
（始末書を読み上げる）
９９ページをご覧ください。場所につきましては、北原六分一地区で、望月製紙の北西
側約６３０ｍとなっております。
これについても岡林委員さんの方から、現況は申請通りで、復元は難しいだろうという
事で、よろしくお願いします、との意見を賜っております。以上で説明を終わります。

会

長

（異議無しという多数意見あり）
異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件、番号２０につい
て申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）

はい。それでは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

事務局次長

（異議無しという多数意見あり）
異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件、番号２１につ
いて申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無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２２を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
それでは、１００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
２２をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は「北地字コヤシキ○
○○○○」、登記地目は「畑」。地積は「５２㎡」、非農地となった時期は「７０年前頃」、
現在の利用状況及び現況につきましては「通路（宅地への進入路」、非農地となった理由
は「その他【私が生まれる以前から市道から住宅地までの通路として使用している。】」
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。
（始末書を読み上げる）
１０１ページをご覧ください。場所につきましては、北原所谷地区で、北原小学校の東
側約２４０ｍとなっております。これも、岡林委員さんの方から、申請通りというという
事で、復元が困難ということで、よろしくお願いしますという意見を賜っております。以
上で説明を終わります。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件、番号２２につい
て申請通り承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

はい、異議無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２３を議題といたします。
事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、１０２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
２３をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○○」さん。申請地は「宇
佐町井尻字港上リ○○○○」、登記地目は「畑」。地積は「１８８㎡」、
非農地となった時期は「平成１１年月日不詳」、現在の利用状況及び現況につきまして
は「雑種地（荒廃地）」、非農地となった理由は、「その他【平成１１年まで、家人が
自家用畑として耕作・管理していましたが、その後は誰も耕作することなく、同地が集

（異議無しという多数意見あり）
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落（居宅・倉庫・道路等に囲まれた）の中に位置することから、家人若しくは近隣住民
が一時的に資材置場として使用すること以外には利用しておりません。現姿は、大きな
樹木が生え雑草の生い茂った耕作不適地となっています。】」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。
（始末書を読み上げる）
１０３ページをご覧ください。場所につきましては、宇佐町井尻地区で、宇佐大橋南
詰めから南側約２６０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

森岡大信委員

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
１８番森岡です。事務局の説明通り、何ら問題無いと思います。どうかよろしくお
願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

はい、異議無しで決定になりました。

会

長

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

会

長

矢野進一委員

異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件、番号２３申請
通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）

それでは、１０４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
２４をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○○」さん。申請地は「鷹ノ巣
字鍛冶屋○○○○」、登記地目は「畑」。地積は「２５４㎡」、非農地となった時期は
「昭和３５年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては「住家、車庫、倉庫」、非
農地となった理由は、「その他【母屋に隣接しており、居宅（トイレ・浴室含む）・車
庫・倉庫等を建築したため。】」という事です。今後の利用計画は「一部は取り壊す予
定」、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）
１０５ページをご覧ください。場所につきましては、戸波鷹ノ巣地区で、国道５
６号線の鷹ノ巣から浦ノ内方面に繋がる三叉路の南西側約３１０ｍとなっており
ます。以上で説明を終わります。
はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
２番矢野です。先ほどの事務局の説明通り、農地の復元は不可能だと思いますので、
よろしくお願いします。
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会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議無しでお諮りをします。議案第３号 非農地証明願承認の件 番号２４につい
て申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
はい、異議無しで決定になりました。
それでは途中になりますが、中央西農業振興センターから、新規就農にかかる調査
の件で、
皆さんにご説明させていただきたいと来られていますので議案途中であります
が、よろしくお願いします。
（中央西農業振興センターから、内容について資料により説明した）

会

長

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、３
１－２９を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

議案第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１０６ページから１１６ページに掛けて掲載しております。それで
は、令和元年６月１０日付３１土農林第３０２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諮
問があがっております４件と、令和元年６月７日付け元高農公第９９号で高知県農業公
社から出されております、農地中間管理事業に係る農地集積計画申出書１件について、
順を追ってご説明します。
それでは１０７ページをご覧ください。整理番号３１－２９、『再認定』、利用権
の設定をする者「○○○○ ○○○○」、「○○○ ○○○○」さん他２名、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「高見○○○○○他２筆」、現況地目は全て「田」、
面積は合計で「１，９４０㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、
存続期間は「１年間」、借賃総額（年額）は「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「○
○月末日までに○○○○」、利用権の種類は「賃借権」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の合計は
「１，９４０㎡」、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「１２，３４５㎡」で、再設定ですので、経営面積は「１２，３４５㎡」となり
ます。主たる作目は「レタス」、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６０歳未満のものは「１人」となっております。
１０８ページをご覧ください。場所につきましては、新居甫渕地区の沖で、新居小
学校の東側約２８０ｍ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、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。

門田委員

１１番門田です。事務局の説明通り、何ら問題無いですので、再認定ですのでよろ
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３１－２９の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から
報告を求めます。

長

事務局次長

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

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しでお諮りをします。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 整理番号３１－２９について申請通り承認することにご異議ございま
せんか。
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委

員

会

長

異議無しで決定になりました。
続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、整
理番号３１－３０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１０９ページをご覧ください。整理番号３１－３０、『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「井ノ谷口○○○○
他２筆」、地目は全て「田」、面積は○筆合計で「２，３０９㎡」、期間は「令和○年
○月○日～令和○年○月○○日」、存続期間「５年間」、借賃総額（年額）は「○○○
○○円」、借賃の支払い方法は「○○月末日までに○○○○」、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「２，３
０９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「３，９７９㎡」、借入
地「４，０８０㎡」で、経営面積は「１０，３６８㎡」となります。主たる作目は「生
姜」、世帯員は「男２人、女３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。
１０９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と北側約１４０ｍとなっております。以上で説明を終わります。

会

長

白木委員
会

長

事務局次長

（異議無しという多数意見あり）

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
１４番白木です。事務局の説明通り問題無いですので、よろしくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－３０の農用地
利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から報
告を求めます。
それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区
域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基本
構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業
経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作
すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台
帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じ
となっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされて
いることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められる
と判断しております。
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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「２５０日」と記載されておりますので、年間１
５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判断してお
ります。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規定
する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けている
こと』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合により、
小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、利用者
の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意を受けて
いると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する
要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについて委員さんの
ご意見をお願いします。
会

長

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。

白木委員

１４番白木です。事務局の説明通り問題無いですので、よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しでお諮りをします。、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、整理番号３１－３０について申請通り承認することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しで決定になりました。
続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件、整
理番号３１－３１、３１－３２については、借人が同じであるため、一括して議題とい
たします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、それでは整理番号３１－３１、３１－３２を一括してご説明します。１１１ペ
ージをご覧ください。まず整理番号３１－３１、『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「新居」、字・地番は「東光寺○○○○○○」、
地目は「田」、面積は「９８９㎡」、期間は「令和○年○月○日～令和○○年○月○○
日」、存続期間「１０年間」、借賃総額(年額)は「○円」、利用権の種類は「使用貸借」
です。続いて、整理番号３１－３２、『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、住所と地区は先ほどと同じ、利用権を設定する土地は「農用地区域内」
は、「新居」、字・地番は「本村前○○○○○他２筆」、「農用地区域内外」は、「新
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居」、字・地番は「東光寺○○○○○○他２筆」、地目は「田」、面積は○筆合計で「１，
７８２．７９㎡」、期間は「令和○年○月○日～令和○年○月○○日」、存続期間「４
年間」、借賃総額(年額)は「反当○○○○○円」、借賃の支払い方法は「○月末日までに
○○○○」、利用権の種類は「賃借権」です。
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「２８０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は２件合計で「２，
７７１．７９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「９，５６２
㎡」、借入地「１３，２３４㎡」で、経営面積は「２５，５６７．７９㎡」となりま
す。主たる作目は「キャベツ」、世帯員は「男２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。
１１３ページをご覧ください。場所につきましては、２件が並んでおり、新居土地
改良区事務所の南側約２５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。

坂本委員

８番坂本です。ここはかなり幅広う、男二人、女二人で常時２人と書いてますけども、
お父さんの方が定年退職して大体、仕手二人となっています。常時日数が２８０日とい
うのも遠慮して書いてますけれども、３２０日ばあやっています。問題無いと思います。

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３１－３１、３１
－３２の農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否
か事務局から報告を求めます。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整区
域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の
『農用地利用集積計画の内容が基本
構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市農業
経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕作
すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基本台
帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積が同じ
となっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保もされて
いることから、
耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められる
と判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕作
に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用権の
設定を受ける者の農作業の従事日数が「２８０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
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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、設定をする者から印を受けており、関係権利者の同意を受けている
と判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想に規定する要件
に基づく判断とその根拠となっておりますので、
事務局の考えについて委員さんのご意
見をお願いします。
会

長

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しでお諮りをします。、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、整理番号３１－３１、３１－３２について申請通り承認すること
にご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しで決定になりました。
続きまして、
議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に関する件を議
題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それではご説明します。１１４ページをご覧ください。
令和元年６月７日付け元高農公第９９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。
１１５ページ、整理番号：なし、所有権の移転を受ける者は「公益財団法人高知県農業
公社 理事長 杉村充孝」さん、所有権を移転する者は「○○○○」さん、住所「○○○
○○○○○○○」、所有権を移転する土地は「土佐市蓮池字町屋同○○○他２５筆」、登
記・現況地目は「議案書に掲載の通り」、面積は２６筆合計で「４，５６５．３４㎡」、
対価は「土地代○○○○○○円」、対価の支払い方法は「譲渡人の指定する口座に一括振
込」、対価の支払期限は「所有権移転登記完了後２０日以内」、引渡の時期は「所有権移
転登記完了時」、当事者間の法律関係は「売買」となっております。
１１６ページをご覧下さい。場所につきましては「蓮池芋岡地区の南で、すみれ保育園
から西側の火渡川を挟みすぐ西側となっております。以上で説明を終わります。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。

矢野泰幸委員

２２番矢野です。事務局の説明の通りです。よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しでお諮りをします。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、申請通り承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）
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会

長

異議無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。
事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは１１７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。
申請者は、「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、土地の所在は
「鷹ノ巣字日ノ路○○○他３筆」、希望契約方法は、「売買」で希望額は「要相談」、
地目は現況で全て「畑」、面積は４筆合計で「４２１．８７㎡」となっております。
斡旋申し出理由は「所有者が耕作出来ないため。」とのことです。
場所につきましては、戸波鷹ノ巣地区で、国道５６号線の鷹ノ巣から浦の内方面に
繋がる三叉路の西側約２００ｍとなっております。以上で説明を終わります。

会

長

これは斡旋ですので、戸波の委員さん、よろしくお願いします。
続いて６号議案 農地の形状変更指導要綱（案）に関する件を議題とします。

事務局次長

（内容について資料により説明した）

会

本日の議案はこれで終了です。ありがとうございました。

長

以上、この議事録が正確であることを証します。

会長

８番

９番
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