令和元年
７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７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７月２９日（月） 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

1

池田 修

7

小松 弘知

13

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

3

岡林 弘

9

4

野瀬 喜代

10

久保 恵敬

16

5

石元 博昭

11

門田ゆかり

6

玉木 正人

12

森田 昭司

名

氏

番号

名

19
白木 正雄

20
21

野中 文代

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

17

市原 正一

23

横山 秀臣

18

森岡 大信

24

馬場 善広

15

②欠席
番号

氏

名

番号

氏

名

9

森岡 正典

19

野村 学

13

尾﨑 哲人

20

西原 博明

15

山本 倫弘

番号

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号

氏

名

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
利用状況調査に関する件
農地の形状変更指導要綱（案）に関する件
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６件
４件
５件
１６件

会

長

事務局次長

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７月定例会を開催
いたします。現在の出席委員数１９名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を行
います。本定例会の会議録署名委員に１０番久保恵敬委員、１１番門田ゆかり委員、両名
を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説明
を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。
はい。それではご説明します。本日審議頂く議案は、
議案第１号
農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
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
４件、
議案第３号
非農地証明願承認の件
５件、
議案第４号
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 １６件、
議案第５号
利用状況調査に関する件、
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。
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。

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２３の申請人の○○さんと○○さんの
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。

会

長

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２３を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号２３の申請人で
譲渡人「○○○○」さんと、譲受人「○○○○」さんと「○○○○」さんの代理人
「○○○○」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。１ページをご覧くださ
い。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号２３、
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申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○
○○」。譲受人「○○○○」さんと「○○○○」さん、住所はお二人とも「○○○○
○○○○○○○○○ ○○○○○○」、職業はお二人とも「○○○」です。申請地の
所在は「土佐市蓮池字鹿取田○○○○○○」、登記地目、現況地目は共に「畑」、面積
は「１８２㎡」、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」、農地区分は、「第２種農地」。転用の目的
は「自宅敷地の駐車場及び庭」にするため。事由の詳細は「○○○○○○の宅地に住
宅を建築し、申請地は駐車場及び庭とするため。」。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１月３１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、一体利用地に建築する建物建築費○○○○○○○○円で、合計○○○○
○○○○。資金は、全額金融期間からの融資」、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」。２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」で「○○○○○○の地目は宅地、面積は３０６．６２㎡」。申請地を必要と
する理由(面積の必要性)は、「譲受人は、申請地北側の宅地に住宅を新築する計画で
あり、申請地は、その住宅地の 駐車場及び庭として利用する計画です。申請地の面積
は、駐車場ｽﾍﾟｰｽ３台分および植栽を植える庭とするために必要です。」ということで
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「申請地西側の市道から進入する。」。造成計画は「なし。」。整地計画
は、「土のまま地ならし、地固めを行う。」。排水処理計画は、「一体利用地の居宅
からの生活排水は、建物から敷地内に設置する合併浄化槽を経由し、申請地の北側か
ら東側にある既設水路へ放流した後、西側市道側溝へ排水する。雨水排水は、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、５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、○は市道を挟んで同意のある農地、○は、市道を挟んで雑種地及び
宅地、○は宅地で本申請の一体利用地」となっており、隣接する農地からは全て同意が
得られております。３ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池茶木地区で、
コンビニのファミリーマート土佐蓮池店の北側約１３０ｍ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。
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
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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申請地北
側の○○○○○○の宅地は譲渡人が所有する土地であり、そこに自己住宅を建築する
計画であり、資金面も建物建築費や土地取得費も合算されたものであり、一体利用は
されるものと判断し、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「駐車場及び庭（自宅敷地）」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
「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。進入及び排水に関しまして、改めて許認可が必要となる案件で
は無く、資金計画の通り金融機関からの融資証明書の提出がなされていること、隣接
する農地からは全て同意が得られていることからなど、申請書・添付書類を審査した
結果すべての項目に適合すると判断し、許可相当地であると考えております。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、確認をさせて頂きます。農地
法第５条の番号２３の申請人で譲渡人「○○○○」さんと、譲受人「○○○○」さん
と「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いござ
いませんか。

申請代理人

はい、間違いございません。それに、購入者である○○さんご夫婦につきまして
も、最近ご結婚されたばかりのご夫婦で、○○さんのほうも土佐市蓮池でご実家の近
くに居を持ちたいという強い希望がございまして、今回申請させていただいて、地方
創生のためにも是非お願いしたいと思います。

会

長

久保委員

会

長

委

員

会

長

はい、この件につきまして地元委員さんのご意見をお願いします。
１０番久保です。先ほど事務局からの説明の通りでございまして、別に問題無いと
思いますので、よろしくお願いいたします。
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２３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

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて第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２４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２４の申請人、
貸人で、借人の「○○○○」さんと「○○○○」さんの代理人でもあります「○○○
○」さん。

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。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２４、申
請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。借人「○
○○○」さんと、「○○○○」さん、住所はお二人とも「○○○○○○○○○○○○○
○○○」、職業はお二人とも「○○○」。申請地の所在、「土佐市蓮池字山本○○○○
○○、同所字同○○○○○○」、登記地目、現況地目共に「田」、面積は「３１９㎡」
と「１２㎡」で、合計「３３１㎡」、利用状況は、「米480kg」、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５０年間」、工事計画は「許可日から３ヶ月」、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、雑費○○○○○○○円の合計○○○○○○○○円。資金は、自己資金
○○○○○○○円、残りは金融機関等からの融資」、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、現在両親と同居暮ら
しだが、現在の居宅が手狭であるため一戸建て住宅の建築を希望していたところ、借人
である祖父が所有する土地を借地することができ、また、申請地付近には近親者が住ん
でいることから、生活環境や今後の祖父の介助等を考え当該申請地を選定した。申請地
の面積は、住宅１棟を建築し、駐車場２台分、庭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、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「申請地北側の市道から、市道と申請地との間にある水路に乗り入用
の鉄板を９ｍ敷設し、その鉄板を渡り進入する。」。造成計画は１０ページと１１ペー
ジの造成計画図とあわせてご覧ください。「建物及び庭の部分は、現状から１ｍ盛り土
し、西側及び南側はL型擁壁とする。駐車場部分は、北側市道からの進入を考え、現状
とほぼ同じ高さとする。スロープ部分は、市道側から建物側に向けて勾配を付ける。」。
整地計画は「駐車場部分はコンクリート敷きとし、その他は砕石を敷きとする。」。排
水処理計画は、もう一度９ページにお戻りください、「生活排水は、建物内から排水管
を通り、申請地の北西側に設置する合併浄化槽で浄化後、申請地北側の既存水路へ排水
する。雨水は、建物部分は樋で集めた後に雨水排水管を通じて、申請地北側の既存水路
へ排水する。敷地部分はも同様に、申請地北側の既存水路へ排水する。」となっていま
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す。
被害防除計画につきましては、
１２ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「○は、宅地、○は、貸人が所有する農地、○は、河川管理道及び波介川、○は、市道
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、蓮池南部の中山地区で蓮池小学校の
南側約６３０ｍ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「５０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。進入に掛かる水路への通路橋設置及び排水管敷設に伴う、土
佐市と道路占用許可は既に受けており、資金についても証拠となる融資証明書等の提
出がなされており、隣接する農地からは全て同意が得られていることからなど、申請
書・添付書類を審査した結果すべての項目に適合すると判断し、許可相当地であると考
えております。以上で説明を終わります。
会

長

申 請 人

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせて頂きます。農
地法第５条の番号２４の申請人で貸人、借人の「○○○○」さんと「○○○○」さ
んの代理人でもあります「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いござい
ませんか。
はい、間違いございません。
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会

長

はい、この件につきまして地元委員さんのご意見をお願いします。

久保委員

１０番久保です。先ほど事務局からの説明の通りでございまして、別に問題無い
と思いますので、よろしくお願いいたします。

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２４について申請通り承認することにご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議なしで決定になりました。
続いて、議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件 番号
２５と番号２６につきましては、譲受人が同じでありますので、一緒にお諮りをしたい
と思います。それでは、事務局の説明を求めます。

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）

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２５の申請
人で譲渡人「○○○○」さんの代理人で、同じく譲受人「○○○○○ ○○○○」さ
ん、同じく番号２６の申請人で譲渡人「○○○○」さんの代理人で譲受人「○○○○
○ ○○○○」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。
１３ページをご覧ください。１３ぺージにつきましては、記載内容の住所の所が間違
っておりましたので、大変申し訳ございません。で、今日の当日配布の資料の住所が
正しい住所になりますので、この住所を見ていただきたいと思います。
議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号２５、申
請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。
譲受人「○○○○○ ○○○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○」、業種は
「○○○」です。申請地の所在、「土佐市蓮池字上町屋○○○○から連続して○○○○
まで」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「雑種地」、面積は○筆合計で
「１，９０５㎡」、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「資材置場」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「建設資材置き場とするため」、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１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、整地費○○○○○○○円の合
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「有り」となっており、申請者から提出されております始末書を
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読み上げます。
（始末書を読み上げる）
１２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」で「○○○○のう
ち３．３㎡は登記地目が墓地、現況は雑種地」と、番号２６の申請地「○○○○」と「○
○○○○」。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は「譲受人は、○○○○○○業を
営んでいるが、近年高岡地区の工事受注が多く、高岡地区に近い場所で資材置き場の確
保が必要となり、適地を探していたところ、当該申請地の譲渡人から当該事業への理解
が得られ選定した。面積の必要性は、別紙土地利用計画図に記載のとおり、砕石や型枠
等の置き場や作業用の通路として必要。」との事です。次に１６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「申請地北側の農道から進入する。」。
造成計画は「現在の地盤から約３５cm嵩上げする。」、整地計画は「砕石敷き及び土を
締め固め整地する。」。排水処理計画は、「生活排水は、なく、雨水は、北側及び南西
側の既存水路へ自然排水する。」。被害防除計画につきましては、１７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無い農地で○○
○○の所有者○○○○さん、○は、同意のある農地で番号２６の申請地、○は水路及び
農道を挟んで同意のある農地、○は、農道及び水路を挟んで同意のある農地並びに登記
地目が墓地となっている現況雑種地の土地」となっています。なお、同意の無い農地の
○○○○ ○○○○さんには、申請者が、何度お尋ねしても話をしていただけないとい
うことでした。
次に１８ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許
可申請書審査の件 番号２６ 申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○
○○○○○」、職業「○○○」。譲受人「○○○○○ ○○○○」さん、所在地「○
○○○○○○○○○」、業種は「○○○」です。申請地の所在、「土佐市蓮池字上町屋
○○○○、同所字同○○○○○」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「原野」、
面積は○筆合計で「７７２㎡」、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２種農地」
と判断しております。転用の目的、権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳
細は、事業の操業期間又は施設の利用期間は、工事計画は番号２５と全て同じ、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○○
○○○○○円の合計○○○○○○○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「有り」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）
１９ページの事業計画で、番号２５と違うところだけご説明します。進入路計画は、
「申請地北東側の農道から、隣接地で別途５条申請中の蓮池字上町屋○○○○ 他○筆
内の土地を通り進入する。」。被害防除計画につきましては、２２ページの周囲の状況
図と合わせてご覧ください。「○は、同意のある農地で番号２５の申請地、、○は、水
路を挟んで同意のある農地、○は水路及び農道を挟んで同意のある農地、○は、農道及
び水路を挟んで同意のある農地並びに登記地目が墓地となっている現況雑種地の土地」
となっています。１５ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池芋岡地区で、
仁淀川下流衛生事務組合衛生センターの西側１００ｍとなります。
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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、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、事業計画書等を確認し、資力は問題ないと
判断しておりますが、
信用については、
申請地への進入に掛かる箇所につきましては、
法定外公共物の水路であり、土佐市用地課と許認可の取得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。また現地は、一部雑種地とし
て使用されている現状から、申請者から始末書が提出されておりますので、信用につ
いては該当します。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者もいないことから転用の妨げとなる
権利をもつ者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供す
る見込みがない場合には、許可することができない。』については、申請書の転用計
画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許
可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体
として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可す
ることができない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と
一体利用する土地はなく、該当しない。次に『適正な面積と認められない場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び土地利用計画図により必要
最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的とするもので
ある場合には、許可することができない。』については、申請書、事業計画書、平面
図等により「資材置き場」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。今回の申請は、資材置き場を目的としており、構造物は無いことから、日照、
通風はほぼ影響はないもとを思われます。排水は、雨水排水のみで、北側と南側の既
存水路に排水する計画となっており、さらに、申請地と○○○○との間には農道と水
路があるため、申請地内の排水が、直接○○○○に進入しないことから、営農への支
障はほとんど無いと考えますので、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用で
の所有権の移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合に
は、許可することができないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「永
久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考
え、該当しない。以上が農地法第５条第２項の一般基準となりますが、一部項目が該
当すると思われますのでこうした状況から判断のうえ、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、確認をさせて頂きます農地法
第５条の番号２５の申請人で譲渡人「○○○○」さんの代理人で、同じく譲受人「○
○○○○ ○○○○」さん、同じく番号２６の申請人で譲渡人「○○○○」さんの代
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理人で譲受人「○○○○○ ○○○○」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、間違いございません。

会

はい、この件につきまして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番矢野です。○側の○○さんを探しに行ったんですけど、中々お会いできな
い。やっと会えまして聞いてみても返事が返ってまいりません。かといって、その、
そういうのを持ってですね、今回、調べたんですね。で、事務局の説明の通りでござ
いまして、始末書も出され反省されていることもあり問題無いと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。

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２５と２６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
２７を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号２７の申請人で譲渡人
「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○○ ○○○
○○○ 」さん、三者の代理人「○○○○」さん。

申 請 人

事務局次長

はい、それでは他の委員さんのご意見お願いします。

はい。

はい、申請者の出席が確認できましたので、説明します。
２３ページをご覧ください。議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号２７、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○
○○○○○○」、職業「○○○」。同じく譲渡人「○○○○○」さん、住所「○○○
○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○○ ○○○○○○」
さん、所在地「○○○○○○○○○○○○○」、業種「○○○」。申請地の所在、
「土佐市宇佐町竜字北屋敷○○○○○、同所字○○○○○○○○」、登記地目、現況
地目はともに「畑」、面積は「１９２㎡」と「３９４㎡」で、合計「５８６㎡」、利
用状況は○○○○○が「休耕」、○○○○○○が「野菜」、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
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「○○○○」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」、農地区分につきましては、「第２種農地」に該当する
と判断しております。転用の目的は「従業員用駐車場」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、「従業員用の駐車場とするため。」、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６ヶ
月」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、整地費○○○○○○○円の合計○
○○○○○○円で、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「なし」となっております。
２４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、竜地区で旅館業を営んでいるが、現在従業
員用駐車場として使用している場所は大型バスの駐車場として使用するため、新たな
従業員用駐車場を確保したく申請しました。面積については、現在の従業員はパートを
含め４０名おり、そのうち１４名が車で通勤しているため、従業員用駐車場１４台分を
確保するために必要とするものです。」とのことです。
次に２６ページには、第一駐車場として計画している○○○○○○を２７ページは
第２駐車場として計画している○○○○○土地利用計画及び排水計画とあわせてご覧
ください。まず、進入路計画ですが、「第１駐車場（○○○○○○）は、申請地東側の
県道から進入する。第２駐車場（○○○○○）は、申請地東側の市道から進入する。」、
造成計画はともに「なし。」、整地計画はともに「土のまま平らに整地する。」、排水
処理計画はともに、「雨水は、自然浸透とし、雑排水は発生しない。」。
被害防除計画につきましては、まず２８ページの第一駐車場の周囲の状況図と合わ
せてご覧ください。東側は、県道、西側は、現況宅地（○○○の敷地で５条許可取得済
み）、南側は、宅地及び雑種地、北側は、宅地で○○○さんの敷地」となっております。
次に２９ページの第２駐車場の、周囲の状況図と合わせてご覧ください。○側は、市道
を挟んで宅地、○側は他人の農地、○○○○○で現在同意書の取得に向けて交渉中、○
側は宅地及び他人の農地、○○○○○で現在同意書の取得に向けて交渉中、○側は、農
道を挟んで宅地」となっております。隣接地で営農に支障となる農地はございません。
２５ページにお戻りください。場所につきましては、宇佐町竜地区で第一駐車場の予定
地が旅館三陽荘別館安荘のすぐ南側、第２駐車場の予定地が同じく別館安荘の西側約３０
ｍとなっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地
ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であるため、
第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当であ
ると考えております。
次に、農地法第５条第２項の一般基準について、項目ごとにご説明します。まず、
第３号の許可基準『譲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
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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「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、まず第一駐車場を予定している○○○○○○については、隣接す
る農地は無く、申請書・添付書類を審査した結果すべての項目に適合すると判断し、
許可相当地であると考えております。次に第２駐車場を予定している○○○○○に
ついては、申請者が隣地地権者と交渉中ということですが、事務局に同意書はまだ
提出されておりません。今回の申請は、駐車場を目的としており、構造物はありま
せんので、日照、通風はほぼ影響はないもとを思われます。また排水は、雨水排水の
みで、自然浸透とすることや現況地盤の嵩上げや舗装は無く、現状の地形とほとん
ど変更が無いことから、営農への支障はほとんど無いと考えます。
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。
以上から、事務局としましては許可相当と判断しておりますが、隣地の同意が現
時点では得られておりませんので、こうした状況から判断のうえ、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

次長、第２駐車場の方ですね、同意は交渉中ということですが、これは、同意をもろ
うてからとか、あの、駐車場やき迷惑掛けんき良いとか、判断はどのように考えていま
すか。

事務局次長

あの、もし同意がもらえない場合は、被害防除計画を基本的には出して頂く、という
ところが本筋にはなろうかと思います。ですので、例えば水とか日照とかいうところの
影響を出さない、というようなものを頂ければですね、同意が完全では無いとした場合
も、周りに影響が無いと判断できる資料があれば、それをもってOKとする事が可能と。

会

長

事務局次長
会

長

これは家が建つわけじゃないでね。
ええ、駐車場です。
はい、あの、事務局の同意が得られない場合についても伺いながら、この件につい
てお話頂ければ、と思いますが。まずは申請者の方に、確認をさせて頂きます。農地
法第５条の番号２７の申請人で譲渡人「○○○○」さん、同じく譲渡人「○○○○
○」さん、譲受人「○○○○○ ○○○○○○ 」さん、三者の代理人「○○○○」
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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、相違ございません。

会

はい、この件につきまして地元委員さんのご意見をお願いします。

長

森岡大信委員

申請代理人

１８番森岡です。あの、第２駐車場のほうですけど、若干新しく側溝こしらえて、
下がってますよね。今の時点では。で、その向こう側が竹やぶみたいな感じになって
ると思うんですけど。あそこはかさ上げをせずにそのままですか。
いや、その計画まではしていません。

森岡大信委員

先ほど言いよったように、かさ上げをしたら、隣に家もありますし、隣側に畑あり
ますよね。あんまりかさ上げしたら、排水とか雨水の件でちょっと。上物を建てんか
ったら日当たりとかは問題無いと思うんですけど。

申請代理人

はい、あの、これあくまでも使用目的が従業員の駐車場でありますので、あんまり
こうかさ上げして車が入る…

森岡大信委員

じゃなくて、今のその最近やった側溝付けた道路出来てますよね。あれよりも今の
地面というかね、どれ位でしょうかね、若干下がってるように、私見たんですけど。

申請代理人

ここは、あの、許可を頂いてですね、もし入るときには当然に隣接の方の改めての
同意と言いますか、その時の判断にはなるかと思います。あの、近隣の方には。

森岡大信委員

今のこの時点では、かさ上げせずに駐車場にですよね。ちょっとこう、スロープ付
けて下がって、っていう位やったら問題無いんですけど。あそこを上げたらまた周り
の人がどうかなと思って。

申請代理人

地盤状況もあまり良いところでは無いですから、臨機応変に、近隣の方にご迷惑の
かからない感じで、交渉を考えてます。

森岡大信委員

分かりました。あとは、あの事務局の言われたとおり問題無いと思いますので、近
隣と畑の方に同意取れれば、問題無いかと思いますけど。よろしくお願いします。

会

長

○○さん、再度確認をさせて頂きますが、同意はどうですか、得られそうな感じで
すか。

申請代理人

１名の方は昨日同意を頂きました。もう１名の方、実はですね、口頭で同意をもら
ったのが４月の上旬で、４月１６日に亡くなりまして、何で今更もろうてない、とい
うことやと思うんですけど、あの、近隣に相続人さんがいらっしゃいませんので、そ
の件で調査中でございます。
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会

長

申請代理人
会

長

申請代理人

前にはもろうてました？
口頭でもらってました。まだ、そこまでいってなかった。
事務局の方では、もらえない時には被害防除計画という話がありましたが、それで
いいですか。
いいです。

会

長

委

員

会

長

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２７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
２８を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条 番号２８の申請人
で貸人であり、借人の「○○○○」さんの代理人でもあります、「○○○○」さん。

申 請 人
事務局次長

はい、それでは地元委員さんの意見を頂きましたので、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）

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。その前にですね、３０
ページにあります自己資金と融資の金額が反対になっておりまして、今日の配付資料
に修正したものを印刷しております。大変申し訳ありません。こちらの方をご確認い
ただけたら、と思います。それでは説明に入ります。
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２８
申請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○
○」、借人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○
○○○○○○」、職業「○○○」、申請地の所在、「土佐市高岡町字走下北側○○○
○○○、同所字同○○○○○○」、登記地目、現況地目は共に「田」、面積は「２２
１㎡」と「２０４㎡」で、合計で「４２５㎡」、利用状況は記載はありませんが「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」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「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２月末日まで」、権利の
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種類、権利の設定は「使用貸借権設定」、資金計画は「建築費○○○○○○○○円、
その他○○○○○○○円の合計○○○○○○○○円で、資金は、自己資金は○○○○
○○○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」。３１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（○○○○○○○の一部（宅地72㎡））。」、申請地を必要とする理由(面積の
必要性)は「借人は、現在○○○でアパート暮らしをしているが、家族と帰高するこ
とを決意し、父親の了解を得られたため土佐市内の父親名義の農地に自宅を建築する
計画とした。面積は、土地利用計画図のとおり、住宅１棟を建築し、駐車場や庭（植
栽スペース等）を確保するために必要とします。」という事です。次に、３３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「申請地の南
側にある高岡商店街の市道から、申請地と一体利用する○○○○○○○の宅地の一部
を通り進入する。」。造成計画は、「なし。」、整地計画は「砕石を敷き整地する。」。
排水処理計画は、「生活排水は、居宅から申請地内に設置する合併浄化槽で浄化後、
申請地南側の一体利用地を通り、高岡商店街側の市道側溝へ排水する。雨水は、敷地
内に雨水枡を設け、雨水を集めた後に申請地北側の市道側溝へ排水する。」となって
います。被害防除計画につきましては、３４ページの周囲の状況図と合わせてご覧く
ださい。○は、同意の無い農地（○○○○○）、○は、水路を挟んで宅地、○は、宅
地で一部は一体利用地、○は、市道を挟んで宅地となっておりまして、隣接する農地
からは、同意が得られておりません。そのうえで、申請者から、同意を得られなかっ
た理由書が提出されておりますので読み上げます。
（理由書読み上げる）
また、本日皆様にお配りした議案書差し替え等の資料３ページに、申請者から提出
のありました日影図を載せておりますのでご覧ください。この日影図から見ますと、
冬至の時期で、だいたい１２時半には日陰がかかり、その後は日没まで日陰が大きく
掛かる事が分かります。
ちなみに、
隣接地の農地の状態は、
耕作放棄地となっており、
雑草がはえており、管理はされていないように見られます。３２ページにお戻りくだ
さい。場所につきましては、高岡町東町西地区で、割烹松尾の北側市道を挟み、さら
に北側の場所となっております。
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、事業計画書等を確認し、これまでに違反転
用及び始末書の提出はありません。また資金については、概ね金融機関からの融資を
受けて行われる計画ですが、現在、金融機関に融資の申請中ということでありますの
で、資力は該当しませんが、信用については、融資を受けられるかどうかが問題とな
ります。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
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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、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、先ほどの説明どおり○側の農地から同意が得られておりません。また申請
者から提出されている日影図では、午後には、かなり広い箇所が日陰に覆われること
から、営農への支障が無いという判断は難しいとは考えます。通常ならば、営農に支
障が無いとは言いがたい物となりますが、申請地東側の農地は管理がされていない耕
作放棄地の状態でありますし、周囲は申請地を除きほぼ宅地となっていることから、
現状でも少なからず日陰の影響は受けているものと考えられます。こうした状況から
判断のうえ、ご審議いただきたいと思います。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。農地法第５条第２項の一般基準につきましては、第３号の許可基準の信
用については、金融機関からの融資を受けられることを条件とすることで、許可相当
と判断しますが、第４号については慎重なご判断をお願いしたいと存じます。その他
項目は、申請書・添付書類を審査した結果、許可基準に適合すると判断しております
が、ご審議の程よろしくお願いします。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２８の申請人で貸人であり、借人の「○○○○」さんの代理人
でもあります、「○○○○」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

石元委員

会

長

５番石元です。現地を見てきましたが、先ほど事務局の説明がありました通り、
隣接地が現在は放棄地となっている土地ですが、地主が分からん隣地ということで、
考えて頂いたら問題無いと思います。よろしくお願いします。
それ以外はいいですか。

石元委員

はい。

会

その、○○さんという、連絡が取れないという地主の方がおいでるようですけれど

長
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も、この中は写真で見るとどうも耕作をしている様子は無いという感じがありますけ
れども、皆さんのご判断を頂きたいと思います。はい、どうぞ。
岡林委員

３番岡林です。あの、写真で見ただけと、それから地図で見たら、周囲がもうあの
団地で、ここの申請地も田んぼやけど作ってない状態で、耕作していないので必要な
いのではないでしょうか。

会

長

他にご意見ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

岡林委員さんの同意でいいですか。
では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２８について申請通り承認する
ことにご異議ございませんか。

委

員

会

長

（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。それでは、１０分ほど休憩を取ります。
（１０分休憩）

会

長

事務局次長

休憩前に続き会議を再開します。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１２と１３については、譲渡人と譲受人が同じ
で交換であるために、一緒にお諮りをしたいと思いますのでよろしくお願い致しま
す。事務局の説明を求めます。
それでは、３５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１２を説明します。
譲渡人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業
「農業」。譲受人「○○○○」さん、「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、
職業「○○○兼農業」。申請地の所在は「土佐市塚地字サバイガ坪○○○○○」、登記
簿地目及び現況地目はともに「田」、面積は「４７６㎡」、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「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「交換」となって
います。３６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４，３０３㎡（田：３，２３０㎡、
畑：１，０７３㎡）」、所有地以外は、「なし」で、合計「４，３０３㎡」。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。」。３７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、乾燥機
２台」。
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（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３人、農作業歴:○３０年、○５年、○６０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５分」と記載されております。
３８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のみで「水稲」（田：３，
０６９㎡、畑１５８㎡）、「野菜」（田：３１９㎡、畑５２５㎡）、「果樹」（畑３９
０㎡）で、今回申請している農地の耕作計画は「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。３９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「記載無し」、（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（○１５０
日・○１５０日、○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４，３０３㎡、権利を取得しようと
する農地の面積は４７６㎡で、合計４，７７９㎡」と記載しておりますが、次の番号１
３で交換する農地の面積も含めて足しこんでいますので、
実際はここから３９０㎡を引
いてもらった数字の「４，３８９㎡」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、４１ページに掲載していますが、高石塚地地区で県道土佐伊野
線沿いにあるＪＡ高石直販所の西側５０ｍとなっております。
続いて、４２ページに移ります。番号１３です。譲渡人が逆になりまして「○○○○」
さん、「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○○○兼農業」。譲受人
「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。
申請地の所在は「土佐市塚地字米山○○○○○」、登記簿地目、現況地目はともに「畑」、
面積は「３９０㎡」、対価・賃料等の額、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「交換」です。次に、４３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
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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４，９１１㎡（田：３，４６０㎡、畑：１，４５１㎡）」、借入地はござ
いません。手前の分の交換の分を引く形になりますので、合計「４８２５㎡」。非耕作
地については、４３ページ下の欄の記載の通り、まず一筆は、２００㎡未満の農業用倉
庫に該当するものです。もう一つの○○○○○○につきましては、５０年以上前から宅
地ということで、
議案第３号の全て次の議案第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（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。」。
４４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、草刈り機２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１７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、義妹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「徒歩１分」と記載されております。
４５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）：３，
４６０㎡」、「果樹：７５１㎡」、「野菜：７００㎡」と記載されており、今回申請し
ている農地の耕作計画は「果樹（畑）：３９０㎡」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。４６ページをご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され
ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者又は
その世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○
○○○さん」、（２）年齢は「○○歳」、（３）主たる職業は「農業」、（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（○○１６０日）」。
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、４７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。
４８ページをご覧ください。場所は、高石塚地地区で、塚地集会所の南西側約２８
０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

市原委員

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
１５番市原です。西原さんより、何も問題無いということですので、よろしく
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お願いします。
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
面積が番号１２の譲受人が「４，３０３㎡」で一致し、申請地の面積が「４７６㎡」で
あるため、耕作に供すべき農地のすべては「４，７７９㎡」。番号１３の譲受人が「４，
９１１㎡」で一致し、申請地の面積が「３９０㎡」であるため、耕作に供すべき農地の
すべては「５，３０１㎡」。共に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、番号１
２の譲受人は存在しません。また番号１３の譲受人については、非耕作地が２筆存在し
ますが、１筆は２００㎡未満で自己所有の農業用倉庫。もう１筆は、５０年以上前から
自宅敷地内の宅地となっており、耕作地では無いことや農地への復元が困難であると
のことから、議案第４号番号２５の非農地証明願いが提出されており、事務局で現地を
確認し、申請通りの内容であることを確認しています。(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、２
件とも農地法第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、２件とも申
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、２件とも(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、２件とも(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、番号
１２の譲受人が「４，７７９㎡」、番号１３の譲受人が「５，３０１㎡」となり、２件
とも土佐市の下限面積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
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ができない。』ことについては、２件とも(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、２件とも(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

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
書の件 番号１２と１３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２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、番
号１４を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、４９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１４を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」
と、「○○○○」さん、住所はともに「○○○○○○○○○○○」、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 水道○○○○○○ 他○筆」、登記簿地
目、現況地目はともに「田」、面積は○筆合計で「４７４㎡」、対価・賃料等の額は「合
計で○○○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、
農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さんと「○○○○」さん。権利を移転しようと
する時期と、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、５０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１１，８１１㎡（田）」、「借入地４，１３０㎡（田）」、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）
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。
５１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」、

（異議無しという多数意見あり）
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（２）大農機具は「トラクター２台、管理機１台、トラック１台、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４８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、○○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「約１０分」と記載されております。
５２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、、自作地は「ネギ（田）：１１，
８１１㎡」、借入地も「ネギ（田）：４，１３０㎡」で、今回申請している農地の耕作
計画は「野菜（田）：４７４㎡」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。５３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「農業」、（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は「１月～１２月（○○、○とも１７
０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１５，９４１㎡、権利を取得
しようとする農地の面積４７４㎡、合計１６，４１５㎡」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、５４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、蓮池南部地区で、分切橋北詰から北側約３０ｍとなっております。
会

長

野瀬泰廣委員

会

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
１６番野瀬です。この件につきましては野村委員さんが担当の筆でございますが、本
人は欠席という事で、見てきてほしい、という事で見て参りました。事務局から説明が
ありました通り、別に問題ありません。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
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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「１５，９４１㎡」で一致し、申請地の面積が「４７４㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「１６，４１５㎡」。現地調査により申請地は農地で
あり、耕作可能である。農地法第３２条第１項各号及び農地法第５１条第１項各号に
該当する農地は存在しません。(別添)１－２の（１）及び耕作計画書に耕作状況が記
載されており、すべての農地を耕作すると認められる。(別添)１－２の（２）の記載
事項により、１－２の（１）に記載されている作物を耕作するための農機具を所有し
ていると認められる。１－２の（３）の記載事項により、申請地は住所地から近く、
農作業に従事する者の数及び農作業経験については適当である。以上のことから、耕
作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められ、農地法第３条
第２項第１号には該当しないと考えます。
次に、農地法第３条第２項第２号の審査基準『農地所有適格法人以外の法人が権利
を取得しようとする場合には、許可することができない。』ことについては、申請書
の譲受人の氏名が個人名で、(別添)の２にも記載がされていないため譲受人は法人で
はないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第３号の審査基準『信託の引受けにより権利が取得される場合
には、許可することができない。』ことについては、(別添)の３に記載がされていな
いため、信託の引受けにより権利が取得される申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第４号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等が農作業に常時従事すると認められない場合には、許可することができない。』こ
とについては、(別添)の４及び耕作計画書の３家族構成欄の記載事項により、一年間
の農作業従事日数が１５０日以上であり農作業に常時従事すると認められるため、該
当しないと考えます。
農地法第３条第２項第５号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回る場合には、許可することができない。』
ことについては、権利取得後において耕作の事業に供するの農地の面積の合計は、
「１
６，４１５㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該当しないと
考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて
耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書
及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことから、
所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようと
する場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、
農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総
合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調
査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を
生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
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会

長

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２号 農地法第３条第１項の規
定による許可申請書審査の件、番号１５を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

事務局次長

それでは、５６ページをご覧ください。議案第２号 農地法第３条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号１５を説明します。譲渡人「○○○」さん、
「○○歳」、
住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「会社員」。譲受人「○○○」さん、「○
○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。申請地の所在は「土佐市
出間字柳ヶ坪○○○○」、登記簿地目、現況地目はともに「田」、面積は「４４９㎡」、
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、５７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１５，４６９㎡」、「借入地５，５６６㎡（田）」、非耕作地
は、「下欄のとおり」となっており」、全て議案第３号の番号２９の申請案件となっ
ています。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。
５８ページを覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機
械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり、
（２）大農機具は「トラクター２台、ハーベスタ１台、田植機１台、コンバイン１台」
を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴４０年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在２人、○３０年、○○９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「約５分」と記載されております。
５９ページご覧ください。次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は、、自作地は「水稲（田）：３，
７７７㎡」、生姜、小夏を栽培し、借入地は「水稲１，６８３㎡」、生姜で、今回申請
している農地の耕作計画は「生姜（田）：４４９㎡」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
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の欄は記載されておりません。６０ページを覧ください。
【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２人とも「全員農業」、（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は「１月
～１２月（○○３３０日、○２５０日、○○３１０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２１，０３５㎡、権利を取得
しようとする農地の面積４４９㎡、合計２１，４８４㎡」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、５４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、波介出間地区で、池トマトの工場の南約３３０ｍとなっておりま
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。

野瀬泰廣委員

１６番野瀬です。この案件も野村さんの担当でございますが、今日は欠席という事
で、聞いて参りました。ただ今の事務局の説明の通り、何の問題もございません。既
に、ショウガが半分くらい植わってます。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「２１，０３５㎡」で一致し、申請地の面積が「４４９㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「２１，４８４㎡」。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
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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、
「２
１，４８４㎡」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。
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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２５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、６３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２５をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「塚地」、
字・地番は「研ヶ谷 ○○○○○○」、台帳地目は「畑」、地積は「８２㎡」、非農地と
なった時期は「５０年以上前」、現在の利用状況及び現況につきましては「住家」、非農
地となった理由は「その他【先代の人が建てていた。】」という事です。今後の利用計画
は「なし」。願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。「現地について
は５０年以上前に相続した土地です。相続した時点ですでに宅地となっていましたが、農
地法の手続きにより地目変更をしなければならないことを知らずにいました。今後はこの
ようなことがないように充分気をつけます。
」
という事です。
６４ページをご覧ください。
場所は、高石塚地地区で、塚地集会所の南西側約２８０ｍとなっております。以上で
説明を終わります。

会

長

市原委員

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
１５番市原です。これも西原さんの担当です。復元出来ないので、宜しくお願いし
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 非農地証明願承認の件番号２５について
申請通り承認することにご異議ございませんか。

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２６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、６５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２６をご説明します。願人住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、
氏名「○○○○」さん。申請地は大字「甲原」、字・地番は「ヲタシ越○○○○ ほか
○筆」、台帳地目は全て「畑」、地積は合計で「１，０２８㎡」、非農地となった時期は、
「平成元年頃」、現在の利用状況及び現況は、「原野」、非農地となった理由は「耕作不
適・耕作不便のため【当該農地は、急峻であり耕作不適に加え農道も狭く農機具の搬入が
困難で不便である。】」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。「現地については本来農地とし
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て利用すべきでありましたが、耕作が不便な場所であり平成元年頃から耕作をせず放置し
てきたため、現在は農地として復旧することは不可能な状態となっております。今後は、
このような事のないように充分気をつけますので、寛大な取り計らいをお願いします。」
という事です。場所につきましては、６６ページのとおり、甲原大川内地区でローソン土
佐甲原店の西側約７５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

森田委員

はい、それでは地元委員さんのご意見をお願いします。
１２番森田です。先ほどの事務局から説明がありました通り、本当に山林ですので
農地に復元するのは無いと思いますので、よろしくお願いします。

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２６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２７を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、６７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２７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「石ヶ坪 ○○○○○○○
他○筆」、登記地目は「田」。地積は合計で「２６８㎡」、非農地となった時期は「昭和
５０年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては「雑種地（資材置き場として使用し
ていた）」、非農地となった理由は「その他【父親が○○○をしていて資材等を置く為に
建てていた倉庫跡地】」という事です。今後の利用計画は「売却を予定」。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。「現地については、相続した時点ですでに
倉庫が有り使用していたため、現在は埋め立て地となっていすが、農地法の手続きにより
地目変更をしなければならないことを知らずにいました。今後はこのようなことがないよ
うに充分気を付けます。」という事です。６８ページご覧ください。場所につきましては、
高岡町の山の手地区で、高知リハビリテーション大学の北側約１５０ｍとなっておりま
す。ただ、これを事務局と石元委員が先週現場の方を見に行かせていただいて、本日
お配りしています、別冊の一番最後のページ、こちらが写真ということでございます
が、写真をご覧の通り低い草が生えているような状態で、元々資材置き場で、若干砕
石も一部分見られるところがあるんですけれども、この状況で非農地というのは中々
出しにくいんじゃないかという事で、現場での事務局と石元委員さんの意見が一致し
ているところです。
で、
一部その旨を申請者の方にお話しさせて頂いておるんですが、
まぁ、取り下げはせずに諮って頂きたいという事でしたので、このまま議案書に出す
ことに致しました。以上で説明を終わります。

会

はい、地元委員さんのご意見をお願いします。

長

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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石元委員

５番石元です。先ほどの事務局の説明にありましたが、現時点では、この非農地の承
認は無理かなと思いました。この状況で、今後こういう状況のままで申請したら、また
非農地として必ず無理がいきます。現時点では売却を予定しているという事で、５条か
３条の方でやったらいいのではないかと思います。

会

長

はい、他の委員さんのご意見をお願いします。石元委員さんの意見と同意でいいで
すか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

それでは、お諮りをしたいと思います。議案第３号番号２７については、非農地と
して認めないということにしたいと思いますがよろしいですか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

はい、それでしたら不許可という事にしたいと思います。続きまして、議案第３号
非農地証明願承認の件、番号２８を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

会

長

白木委員

それでは、６９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２
８をご説明します。願人住所「○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○
○○○」、氏名「○○○○」さん、申請地は大字「永野」、字・地番は「鍜治ヤケ内○○
○○○ 他○筆」、登記地目は全て「畑」。地積は合計で「２８６㎡」、非農地となっ
た時期は「平成８年５月年頃から」、現在の利用状況及び現況につきましては「資材置
き場・作業場及び居宅敷地」、非農地となった理由は「平成８年４月３０日、農地法第
５条許可により転用（高速道路事業に伴う代替え地として、資材置き場と作業場で利用
し始め、その翌年（平成９年）に平屋の居宅を建築している。）」という事です。今後の
利用計画は「売却を予定」（現況どおり。）。始末書の提出は、元々雑種地として農地転
用の許可がでているためございません。７０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、戸波西分団第三班屯所の側約１８０ｍ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。
１４番白木です。事務局の説明があった通り、許可を得た土地ですので、なるだけ
早く許可をあげてもらいたいと思います。そうしないと、横が解体業をやっていた方
が、ちょっと亡くなって未だに自転車とか放り込まれて、今の所まだ少ないですけど
ゴミ屋敷になりかけてますので、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 非農地証明願承認の件、番号２８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。

- 30 -

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

会

長

野瀬泰廣委員

それでは、７１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２
９をご説明します。願人住所「○○○○○○○○○」、氏名「○○○」さん。申請地は「出
間字平石○○○○○○ 他○筆」、登記地目は全て「畑」。地積は合計で「５，８８５㎡」、
非農地となった時期は字○○、○○○○○の○筆が「５０年ころ前から」、字草原奥の○
筆は「７０年ころ前から」、字北川内は「４０年前から」、字田中屋敷は「１５年ころ前
から」と「４５年ころ前から」、現在の利用状況及び現況につきましては、山林（○○○
○○○、○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○、○○○○、○○○○）農作業場（○
○○○○○）、原野（○○○○、○○○○○○）、非農地となった理由は「その他【○○
○○○○は40年前頃から農作業場になっている。○○○○は竹林。○○○○は耕作不適地
のため原野。その他は５０から７０年前より森林。】」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。
「草原奥の○○○○番、○○○○番につきましては、本来農地として利用すべきでありま
したが、耕作が不便な場所であり70年前頃から山林でヒノキ林でした。その他の農地につ
きましても耕作が不便な場所であり、耕作をせず放置してきたため現在は農地として復旧
することは不可能な状態となっております。今後はこのようなことがないように充分に気
をつけますので、寛大な取り計らいをお願いします。」という事です。７２から７５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、字平石、カタガトフ、草原奥
は、７２と７３ページにお示しのとおり、出間地区の奥の山地あり、その他は、出間集会
所の南側約１６０ｍから２８０ｍ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。
１６番野瀬です。この件につきましても、野村委員さんの担当箇所でございますが、
議案書の航空写真にあるように、中々中にも入れない状態です。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）

白木委員

１５番白木です。あの、全然問題無いですけど、カタガトフの右側に柑橘か何か植
わってるように見受けられますけど、元々果樹類が植わってたように見えますが、こ
れはもう作ってないという事ですね。耕作してるかしてないかだけ分かったら。この
状態でもし柑橘やったらなんかまだ作っちゅうように見えますので。

事務局次長

申請者の方は、全くこの辺りには耕作してないという事でして。おそらく、ここで
は無いんですが。

白木委員

分かりました。作っちょってからではいかんき。
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会

長

他にご意見ございませんか。それでは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。

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。整理番号３１－３３、３１－３４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

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７６ページから１０３ページに掛けて掲載しております。それ
では、令和元年７月１０日付３１土農林第４４０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２件と、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１４件について、順を追ってご説明します。
それでは整理番号３１－３３、３１－３４を一括してご説明します。７７ペー
ジをご覧ください。まず、整理番号３１－３３、『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「本村」、字・地番は「沖ノ前○○○
○○○」他○筆、地目は全て「田」、面積は○筆合計で「３，２８９㎡」、期間は「令
和元年８月１日～令和１１年７月３１日」、存続期間「１０年間」、借賃総額(年額)
は「１０a当たり、年○○○○○円」、借賃の支払い方法は「○○月末日までに自宅持
参」、利用権の種類は「賃貸借」です。続いて、整理番号３１－３４、『再認定』、
利用権の設定をする者「○○○○ ○○○」、「○○○ ○○○○」、住所「○○○
○○○○○○」、地区「○○」、他１名、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、「本
村」、字・地番は「三丁田○○○○○○ 他○筆」、地目は全て「田」、面積は○筆
合計で「１，１６６㎡」、期間は「令和元年８月１日～令和１１年７月３１日」、存
続期間「１０年間」、借賃総額(年額)は「１０a当たり、年○○○○○円」、借賃の支
払い方法は「○○月末日までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借」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「男」、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２件合計で「４，４５５㎡」、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㎡」、
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。
場所につきましては、番号３１－３３は７９ページに掲載しており戸波川橋の東
側約２４０ｍと３００ｍ、番号３１－３４は８０ページに掲載しており、戸波川橋
の東側約５００ｍ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。
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馬場委員

２４番馬場です。事務局の説明があった通り、問題無いと思います。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３１－３３、３１
－３４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「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。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 農業経営基盤化促進法による利用権設定
に関する件 整理番号３１－３３と３１－３４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

事務局次長

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
による利用権設定等に関する件の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。
それではご説明させていただきます。８１ページをご覧ください。令和元年年７月３
日付け元高農公第１４８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。なお、今回は１２件の申出が一括でされており、利用権の設
定を受ける者の氏名又は名称は、
全て
「公益財団法人高知県農業公社 理事長 杉村充孝」
となりますので、利用権の設定をする者の氏名のみご説明します。
８２ページ、整理番号①、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○○○○
○○○○○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「岩戸」、字・地番は「七反
打○○○○○○、○○○○○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は合計で「２，
７５９㎡」。利用権の種類は「賃借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○
○○○円」。
続いて８３ページ、整理番号②、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「岩戸」、字・地番は「七反田○○○
○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は合計で「２，２５９㎡」。利用権の種類
は「賃借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」。
続いて８４ページ、整理番号③、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「岩戸」、字・地番は「七反田○○○
○」と「○○○○○○○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は合計で「４，１
１７㎡」。利用権の種類は「賃借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○
○○円」。
続いて８５ページ、整理番号④、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「岩戸」、字・地番は「エボシ形○○
○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は合計で「２，５２４㎡」。利用権の種
類は「賃借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」。
続いて８６ページ、整理番号⑤、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「岩戸」、字・地番は
「エボシ形○○○○」、「○○○○○○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は
合計で「４，１１６㎡」。利用権の種類は「賃借権」、内容「水稲」、１０a当たり借賃は
「○○○○○円」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」。
続いて８７ページ、整理番号⑥、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「岩戸」、字・地番は「エボシ形○○
○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は「２，３９３㎡」。利用権の種類は「賃
借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」。
続いて８８ページ、整理番号⑦、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「岩戸」、字・地番は「エボシ形○○
○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は「１，６７０㎡」。利用権の種類は「賃
借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」。
続いて８９ページ、整理番号⑧、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「出間」、字・地番は「浜田○○
○○」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は「１，８７９㎡」。利用権の種類
は「賃借権」、１０a当たり借賃は「○○○○○円」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○
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○円」。
続いて９０ページ、整理番号⑨、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○」、利用権を設定する土地は大字「出間」、
字・地番は「古橋○○○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は「４，０１３
㎡」。利用権の種類は「賃借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○
○円」。
続いて９１ページ、整理番号⑩、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「出間」、字・地番は「福良○○
○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は「１，０００㎡」。利用権の種類は「賃
借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」。
続いて９２ページ、整理番号⑪、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○」、利用権を設定する土地は大字「出間」、字・地番は「福良○○○○」、
登記地目、現況地目ともに「田」、面積は「４，２６１㎡」。利用権の種類は「賃借権」、
内容「水稲」、借賃総額(年額)は合計で「○○○○○円」。
続いて９３ページ、整理番号⑫、利用権の設定をする者は「○○○○」さん、住所「○
○○○○○○○○○○○○○ ○○○○」、利用権を設定する土地は大字「出間」、字・
地番は「福良○○○○○○、○○○○○○」、登記地目、現況地目ともに「田」、面積は
合計で「５，２６７㎡」。利用権の種類は「賃借権」、内容「水稲」、借賃総額(年額)は
合計で「○○○○○円」。なお、１２件全て利用権の始期は「令和元年７月３１日」、終
期は「令和６年７月３０日」で、１２件中⑧を除き、１０a当たり借賃は「○○○○○円」
となっており、１２件全てが、借賃の支払い方法は「第１回目は○○○○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」で水利費は地主負担となっております。場所につきましては、９４ページのとおり①
から⑦は、岩戸沖の圃場整備地内、⑧から⑫は、９５ページのとおり出間沖の圃場整備地
内で、議案書掲載のとおりとなっております。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。

玉木委員

６番玉木です。整理番号①と⑫、現住所が○○○と○○○になるんですけど、現住
所はここじゃないろ？

事務局次長

そこまではお調べしてないです。あの、公社さんの方と直接話し合いをしていただ
いて、申請書の方も作って、それが公社通じてうちに来て、うちに審議するような形
で、申請書の写しが来ますので、これはこれで正としたもんで受けてましたので。そ
れ以上はちょっと調べていません。

事務局長

基本的には住民票があるところです。現在、ここに住んでないかも分からないです。

事務局次長

住民票がある所と住んでいる所は違う場合がある。申請書は現住所、住民票がある
所で、記載されています。

会

別にその、○○○でも住所がここになっちゅき、だけのことで土佐市に住んでるこ
ともある。それは、これに記入の必要はない。

長

玉木委員

①番の○○さんは同意の判子も無いけど、問題無い？
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事務局次長

公社に確認致します。（公社から、判子の押印が抜かっているが本人の意思確認が
取れており問題無いことを確認した。）

会

長

委

員

会

長

なお、①については公社に同意の判子の確認をするようにしたいと思います。
続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
の農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申請書について説明をお願いします。

事務局次長

それではご説明させていただきます。９８ページをご覧ください。
令和元年７月１０日付け元高農公第１７２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。
９９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 杉村
充孝」、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「両道○○○○○」、登記地目「田」、現況地目は
「畑」、面積は「３，１２７㎡」。利用権の種類は「賃借権」、始期は「令和元年７月３
１日」、終期は「令和６年７月３０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○○○○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。
１００ページ、場所につきましては新居本村地区の沖で、新居土地改良区事務所の南側
約４００ｍとなっております。以上で説明を終わります。

会

長

それでは、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
番号①から⑫まで承認することについて、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、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。住所は○○ですけど、住んでなくても関係ないという事で、何の問
題もありません。

会

長

それでは、議案第４号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件の
竹村須賀さんの件について、承認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

はい、異議無しで決定になりました。続いて、議案第４号 農業経営基盤強化促進
法による利用権設定等に関する件の利用権設定等促進事業による所有権移転申出書
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。１０１ページをご覧ください。
令和元年７月１０日付け元高農公第１６７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。
１０２ページ、整理番号：なし、所有権の移転を受ける者は「○○○○」さん、住所「○
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○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○」、所有権を移転する者は「公益財
団法人高知県農業公社 理事長 杉村充孝」さん、所有権を移転する土地は「土佐市蓮
池字町屋同○○○ 他○○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㎡」、利用目的は「シシトウ」、対価は「土地代○○○○○
○○円、手数料○○○○○円」で合計「８，２４１，０００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」、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。
１０３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

矢野泰幸委員

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。前回、公社が借り受けているところで今回見に行きましたら、シ
シトウだけでなくハウスです。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
設定等に関する件の利用権設定等促進事業による所有権移転申出書、○○さんの件、
承認することについて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５号 利用状況調査に関
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

他の委員さんのご意見お願いします。

はい、それでは本日お配りしました資料をご覧ください。
（資料により説明し、調査実施を各委員に依頼。）

会

長

事務局次長

会

長

続きまして、議案第６号 農地の形状変更指導要綱（案）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、それでは本日お配りしました資料をご覧ください。
（資料により説明素案を説明し、今後内容を検討することを確認。）
それでは以上で本日の議案につきまして、すべて終わりました。お疲れさまでした。
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以上、この議事録が正確であることを証します。

会

長

１０番

１１番
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