令和元年
９月総会（定例農業委員会）

議 事 録

土佐市農業委員会
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令和元年９月総会（定例農業委員会）議事録
1．開 催 日
2．開 催 場 所
3．出席状況
（1）委員
①出席

令和元年９月３０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

1

池田 修

7

2

矢野 進一

8

3

岡林 弘

4

名

氏

番号

名

氏

番号

名

13

尾﨑 哲人

19

野村 学

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

西原 博明

9

森岡 正典

15

山本 倫弘

21

野瀬 喜代

10

久保 恵敬

16

野瀬 泰廣

22

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

7

小松 弘知

21

野中 文代

22

矢野 泰幸

番号

氏

名

番号

（2）事務局職員

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

氏

名

局長 石元 一成
次長 中村 幸博
主事 田村 莉歩
農地法第４条第１項の規定による許可申請書審査の件
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
農地の形状変更指導要綱（案）に関する件
地籍調査事業による農用地に関する地目の変更について
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１件
３件
２件
４件
５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９月定例会を開
催いたします。現在の出席委員数２１名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を
行います。本定例会の会議録署名委員に１４番白木正雄委員、１５番山本倫弘委員、両
名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説
明を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。
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４条第１項の規定による許可申請書審査の件
１件、
議案第２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
３件、
議案第３号
農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
２件、
議案第４号
非農地証明願承認の件
４件、
議案第５号
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件につきましては、
本日資料として配付しておりますが、農用地利用集積計画の取り消しについて議案１件
を追加させていただきたく、追加議案を併せて５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４条、５条の関係でお越しをいただきました皆様方に一言
ご挨拶申し上げます。昼間の大変お忙しい時間帯にかかわりもせず、ご出席をいただ
きまして本当にありがとうございます。ただいまから、皆様方の方からご提出をして
いただいております案件について順をおって審議をしてまいりますが、その審議の過
程において議長もしくは委員の方から質問等ありましたときには、明確なお答えをい
ただきますようよろしくお願い致します。なお、本日決定になりましても最終決定で
はございません。許可権者は高知県知事でございます。県は現地調査を含む県独自の
調査を行いましてそのうえで許可妥当というものに対しましては、当委員会の事務局
をとおして皆様方に許可書が届くことになっております。許可書が届きますまでは、
無断転用の扱いとなりますので作業しないようにご注意をしていただきますようお
願いを申し上げましてご挨拶と申しあげます。それでは議事に入りたいと思います。
事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい。それでは議案第１号の農地法第４条の申請人の○○○○さんは、そのままお残
りいただきまして、残りの方は順番が来ましたらお呼びしますので、しばらく別室でお待
ちくださいますようお願いします。

会

それでは、議案第１号、農地法第４条第１項の規定による許可申請書審査の件、番
号２を議題といたします。なお、この件の申請人である○○委員は、本案件の議決権
がありませんので、申請者のお席で説明をお聞きください。（○○○○退席）
それでは、事務局の説明を求めます。

長

事務局次長

申 請 人

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第４条の番号２の申請人の
「○○○○」さん。
はい。
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事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１ページをご覧ください。議案第１号、農地法第４条第１項の規定による許可申請
書審査の件、番号２、申請人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、職
業「○○」。申請地の所在、「土佐市家俊字小松口○○○○番○」、登記地目は「畑」、
現況地目は「雑種地」、面積は合計して「１３６㎡」、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
区分につきましては、議案書は「第２種農地」となっております。転用の目的は「神
社及び駐車場」とするため。事由の詳細は「申請地内に神社があり、この神社の駐車
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」、
工事計画及び資金計画は、共に実施済みのため「記載なし」。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」となっておりますので、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、「現地については、古くから土地の一
部に神社が存在しており、残りの土地は長年耕作をしていなかった土地であったため、
登記地目が農地であったことを忘れてしまっていたため農地であることを気づかな
いまま、農地法の転用申請手続き及び許可を受ける前に工事をしてしまいましたこと
について、深くお詫び申し上げます。この度、農地の整理を行っていたところ、現地
の登記地目が畑であることに気づき、農地法の所定の手続きを怠っていることに気づ
きましたが、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。本来
は、農地へ復した後に転用申請をすべきところではありますが、今後は法令を遵守し、
このようなことがないように致しますので、寛大な取り計らいをお願いします。」と
のことで、始末書は以上です。
２ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要と
する理由(面積の必要性)は「申請地内には古くから神社が存在し、毎年１回お祭りを
行っているが、近隣で駐車場となる土地が無く、参拝者用の駐車場が無いため参拝者
が路上駐車をしている状況であったことから、申請地を選定した。必要とする面積の
理由は、古くからある神社１棟及び参拝者用の駐車場２台分を設置するため必要とす
るものです。」という事です。
次に進入路の計画からは、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
「神社内の植栽部以外を除きコンクリート舗装。」とする。排水処理計画は「生活排
水は無く、雨水は、舗装部分は申請地西側の市道側溝へ排水し、土の部分は自然浸透
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。「○は河川を挟んで宅地および山林、○は市道を挟んで宅
地及び雑種地、○は宅地、○は市道及び河川」となっており、隣接する農地はありま
せん。３ページにお戻りください。場所につきましては、戸波昭和地区で、戸波総合
市民センターの南側約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。
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次に、農地法第４条第６項の一般基準につきましては、項目ごとにご説明させて
いただきます。まず、第３号の許可基準『申請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、本案件は、無断転用が行
われており、当委員会事務局から、農地転用許可が必要であることを説明、指導し
てきた案件で、先にも説明しましたが始末書が提出されています。また、資金計画
については、すでに実施済みであり、今後資金を必要とする物ではないため、資金
を証する必要書類の提出は必要ありません。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、農地基本台帳は申請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『申請地と一体として事
業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可すること
ができない。』については、同意書、事業計画書、土地利用計画図、現地調査等に
より、申請地と一体利用する土地がないため、該当しない。次に『適正な面積と認
められない場合には、許可することができない。』については、事業計画書及び土
地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、
分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』については、
申請書、事業計画書、平面図等により「神社及び駐車場」であると考え、該当しな
い。次に第４号の許可基準『土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる場合、農
業用用排水施設の機能に支障を及ぼす場合及びその他周辺の農地の営農条件に支障
を及ぼす場合には、許可することができない。』については、周囲に農地は無く、
問題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「許
可日から永久年間」、事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用
ではないと考え、該当しない。以上が、許可基準のすべての項目別の判断及びその
根拠であり、許可基準のいずれにも該当しないと考えておりますので許可相当と判
断しています。なお、排水に関する公共施設の占用許可の取得については、管理者
である土佐市に申請中とのことでありますが、一部許可基準に触れる内容がありま
すので、その点も踏まえ審査をよろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

申 請 人

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４条、番号２の申請者の「○○○○」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。

長

間違いないということでございますので、この件について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。この土地自体が、地形上かなり農地として広くもなくて、また、
元々神社があったということで、復元して畑作るよりはこのまま神社で置いちょい

会
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た方がいいと思いますので、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

（異議無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

異議無しでお諮りをします。議案第１号、農地法第４条第１項の規定による許可申
請書の件、番号２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。○○委員さんはお戻りください。（○○○○着席）
続きまして、議案第２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３６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３６の申請人で
譲渡人の「○○○○」さん、譲受人の「○○○○○○○、○○○○○○○」さん両
名の代理人「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
６ページをご覧ください。議案第２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３６、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○
○○○」、職業「○○○○○○」。譲受人「○○○○○○○、○○○○○○○」さ
ん、所在地「○○○○○○○、○○○」、職業「○○○○○○○」。申請地の所在、
「土佐市蓮池字直路○○○○番○」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は
「８７６㎡」、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「太陽光発電施設設置」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「太陽光発電装置を設置するため。」、事業の操業期
間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から令和２年
１月３１日」まで、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○円、施設設置費○○○
○○○○○○○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「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「譲受人は、太陽光発電発電事業を行うにあたり、日当たりが良く、広い面積を必
要とする土地を探していたところ、申請地はこの条件が整っており、地権者から理解
が得られたためため申請地を選択した。申請地には、太陽光パネル２４０枚（３９
９．６３㎡）、メンテナンス器具置き場を２カ所、駐車場２台分、パワーコンディシ
ョナー設置箇所（０．９３㎡）を設ける他、通路等を考えると申請地全体の面積を必
要とする。」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い。進入路計画は「申請地東側の道路（河川管理道）か
ら、申請地に進入する（間口約６ｍ）」。

-6-

造成計画は「なし。」、整地計画は「土のまま整地する。」。排水処理計画は「雨
水は、土のままのため自然浸透。汚水・雑排水の発生はなし。」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、河川管理道を挟んで渡し上り川（県管理河川）、○は、水路を挟んで
雑種地（土佐市シルバー人材センター）、○と○は、譲渡人が所有する農地」とな
っており、周囲に隣接する申請者以外が所有する農地はありません。
８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市シルバ
ー人材センター事務所のすぐ○隣となっております。
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。
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、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提出もない
ことから、資力及び信用があると考え、該当しない。次に『申請地について転用
の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可することができな
い。』については、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明
書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、
該当しない。 次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、
許可することができない。』については、申請書の転用計画の事業の操業期間又
は施設の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事業
の用に供すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体として事業目
的に供する他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可することが
できない。』については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と一体
利用する土地はなく、該当しない。次に『適正な面積と認められない場合には、
許可することができない。』については、事業計画書及び土地利用計画図により
必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的とす
るものである場合には、許可することができない。』については、申請書、事業
計画書、平面図等により「太陽光発電設備」であると考え、該当しない。第４号
の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場
合には、許可することができない。』については、周囲に隣接する申請者以外が
所有する農地が無く、排水は、雨水排水のみで、基本は現状どおり自然浸透であ
り、通風についても、構造上、通風を妨げる様なものではないと考えますので問
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。また、申請地への進入に関しては、東側の管理道の側溝にグレ
ーチングが設置されており、新たに占用等の許認可を必要とするものではないこ
となど、提出されております申請書・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、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
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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。
申請人で譲渡人の「○○○○」さん、譲受人の「○○○○○○○、○○○○○○
○」さん両名の代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございま
せんか。
はい。

長

間違いないということでございますので、この件につい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。先ほどの事務局からの説明通りでございまして、何も問題無いと
思いますので、よろしくお願いします。

会

会

長

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
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。
（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２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３６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。続きまして、議案第２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３７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３７の申請人
で譲渡人の「○○○○」さんと、譲受人の「○○○○」さん、両名の代理人「○○
○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。１１ページをご覧く
ださい。議案第２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
３７、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、職業
「○○」。譲受人「○○○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○○○○○○
○」、職業「○○○」。申請地の所在「土佐市甲原字大向○○○番○、同所字同○○
○番○」、登記地目は共に「田」、現況地目は共に「畑」、面積は、２筆合計で
「１，４１６㎡」、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「太陽光発電施設を設置」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「太陽光発電装置を設置するた
め。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画
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は「許可日から６ヶ月間」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○○○円、施
設建設費○○○○○○○○○○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「譲渡人は高齢かつ病気がちであり、譲受人で
ある○○が農業を担ってきているが、会社勤めもしていることから、申請地の耕
作・管理がままならない状態となり、申請地の買い手を探していたところ、太陽光
パネル設置を検討していた譲受人から、日照、予算、土地の面積等の条件が整って
いた申請地を見つけて、譲渡人から理解が得られたためため申請地を選定した。申
請地には、太陽光パネル３２４枚（５４２．３㎡）、パワーコンディショナー9台を
設置し、メンテナンス用の通路と資材置き場、草刈り時の刈草置き場を確保するた
め必要とする。」という事です。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「申請地北側の市道から申請地西隣の里道を通過
し、申請地に進入する」。造成計画は「なし」、整地計画は「地ならしを行う」。
排水処理計画は、「雨水は、土のままのため自然浸透。汚水・雑排水の発生はな
し。」となっています。被害防除計画につきましては、１６ページの周囲の状況図
と合わせてご覧ください。「○は、同意の無い農地、○は、水路及び里道を挟んで
宅地並びに同意の無い農地、○は、県道土佐佐川線、○は、市道及び水路を挟んで
同意の無い農地」となっており、周囲の農地からは全て同意を得られておりませ
ん。なお、申請者から、隣接農地の同意が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。『甲原○○○番、○○○番、○○○番、○○○番○の所有
者は○○○○○氏であるが、本人は高齢であるため、本件を同意するかどうかは○
に聞いてくれとのことで、○さんに確認したところ、「施工業者の方から説明を聞
きたい。パネルを設置すると周囲の温度が上昇すると聞いており、農作物への影響
が不安」とのことであり、後日施工業者である○○○○○○○○○の担当者が説明
に行く。その際に、共に隣地農地の○○○番○、○○○番の所有者である○○○○
氏と、○○○番の所有者である○○○○氏と、○○○○○氏のもう一人の○（同居
の○さんの○）も一緒に説明を聞かれており、同居の○さんの○が設置への反対の
意を強く表明した。インターネットから、太陽光パネルを設置した時のデメリット
的な情報を多数印刷してきて、それを根拠に反対を述べられた。施工会社の○○○
○○○○○○○○の土地管理等の担当者が添付の資料をもとに説明を行い、太陽光
パネル設置による温度上昇の被害は実際にないこと、特に同会社においても設置後
の温度上昇が原因によるトラブルがないことも説明したが、聞き入れてもらえなか
った。結果として、その他○○氏、○○○○氏も同意をいただけなかった。当初、
○○氏は「雑草の管理をきちんとやってくれるなら設置に同意する。」ということ
で、同意書をいただいていたが、説明会後に同意を撤回され、同意書も本人に返還
した。○○○○氏は、○○○○○氏と家が隣であり、「隣の○○さんが同意するな
ら同意するが、しないなら私もしない。」ということを最初から表明されていた。
周囲に対して温度上昇等の影響の有無や、その他の被害防除の計画については、特
に温度上昇等については、添付の「太陽光発電所建設について」という資料をもと
に、隣地の農地所有者に対しては説明をしており、その時提示した資料を添付する
とともに、日影図、その他被害防除計画を添付いたします。その他実際にパネル周
辺での温度測定をしているデータなどはなく、温度上昇がないことを科学的に証明
できるような資料は現時点で見当たらないとのこと。』以上が同意を得られていな
い理由書に記載されている内容となっています。
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また、１５ページには、被害防除計画として、日陰が一番長くなる冬至の日影図を
掲載しておりますが、ご覧の通り、西側の農地には朝の１時間程度、北と東側は、午
後の１時間程度に日陰が及ぶ状況となっております。１３ページにお戻りください。場
所につきましては、甲原船戸地区で、国道５６号線と県道土佐佐川線が交差する三叉路か
ら北西側約３０ｍ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。
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、申請書、事業計画書、これまでに違反転用及び始末書の提出もないことから、
資力及び信用があると考え、該当しない。次に『申請地について転用の妨げとなる権
利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可することができない。』については、
農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明書に共有者もいないこと
から転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。次に『許可後遅
滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することができない。』につい
ては、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間に「許可日から」と記
載されているため、許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、該当しない。次に『申
請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土地を利用できる見込み
がない場合には、許可することができない。』については、事業計画書、土地利用計
画図等により、申請地と一体利用する土地はなく、該当しない。次に『適正な面積と
認められない場合には、許可することができない。』については、事業計画書及び土
地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、
分譲を目的とするものである場合には、許可することができない。』については、申
請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電設備」であると考え、該当しない。
第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められ
る場合には、許可することができない。』については、周囲の農地の同意が得られて
おらず、被害防除計画として日影図が提出されておりますが、先ほど説明しましたよ
うに朝夕の１時間程度、東側と西側農地に日陰が生じる内容となっております。排水
は、
雨水排水を状どおり自然浸透とする計画となっており、
通風についても、
構造上、
通風を妨げる様なものではないと考えており、排水、通風は問題無いと考えますが、
先ほどの経緯をご説明の上、慎重な審議が必要と考えています。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。事務局からの説明は以上となりますが、第４号の許
可基準については、審議が必要となりますので、この点も踏まえ審査をよろしくお願
いします。以上で説明を終わります。
会

長

事務局の説明が終わりました。それでは、申請人の方に確認をさせていただき
ます。農地法第５条の番号３７の申請人で譲渡人の「○○○○」さんと、譲受人の
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「○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」さん。
申請代理人

はい。

会

先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。

長

申請代理人
会

長

森田委員

会

長

はい、間違いございません。
間違いないということでございますので、この件について地元委員さんのご意見を
お願いします。
１２番森田です。先ほど事務局が説明しましたけれども、私も毎日前を通りまして、
元々○○さんはハウスを作っていましたけれども、ハウスをもうのけまして、自分も
もう農業は出来ないというような状況です。で、あの隣地の同意がありませんので
中々難しいと思いますが、ただ太陽光につきましては、農業を営農する近隣の被害が
生じる場合があればという事になりますので、本来なら太陽光だったら普通に通るん
じゃないかなと思いますけれども、ただ、皆さんで的確な判断をしていただきたいと
思います。
はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

西原委員

２０番西原です。まぁ太陽光はここだけじゃなくて、土佐市数々申請が下りて、い
ま現状、何十ヶ所もあると思いますので、そういう事を、いま言わざったら、熱いと
かそういう色々な問題があって、隣地の方から色々苦情等が無いと思うけど、今まで
あったかも分からん。

事務局次長

先ほどの西原委員さんからあった、太陽光の苦情ですが、当委員会の方では、設置
後にその周りの方が、熱くなったとかいう苦情を受けたことは今の所ございません。

会

長

石元委員

会

長

石元委員
会

長

申請代理人
会

長

他に、ご意見お願いします。
５番石元です。この件ではありませんが、太陽光の申請を認可して今まで２年経っ
ても草が生えてきて人に迷惑掛けるところもありますが、そういうことも含めて、あ
の、綺麗に仕上げるというようなこともかっちりしてほしいと思います。
で、その意見の上で、この件についてはどうお思いですか。
仕上げてもらいたいと思います。
○○さん、石元委員からの話ですと、今回の件じゃないんですが、以前に申請をし
てここで許可をしたにも関わらず、何もせずほったらかしにした人がおるんで、その
件については間違いないですか、という確認です。
間違いないです。
それからあの、事務局の方の説明にありましたが、あの、草を処理するとか、そう
いう事もきちんと対応するという事が、説明の中にありましたが、その件もまたよろ
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しいですか。
申請代理人

間違いないです。

会

という事だそうです。他にご意見お願いします。

長

白木委員

代理人の方にちょっと詳しく聞きたいですけど、事務局の方からさっき、問題があ
ってという事で、いろんな条件的に不備があってという事を言っていましたけども、
その内容というのはどんな内容でしょうか。インターネットだけでは分からんので、
解決する方法があれば、もっと詳しく聞かせてもらいたいです。

申請代理人

実際説明会に出ていませんので、あの、具体的にどのような反対をされていたかと
いうのがちょっと、私自身が聞いてないですけど、○○さんのもう一人の○さんが、
太陽光発電を設置したら、すごく温度が上昇するという事ばかりを集められて、それ
を説明会の場に持ってきて反対をされたという事です。

会

長

はい、他にご意見ございませんか。それでは無いようですので、まとめて採決を
取りたいのですが、あの、従来の太陽光の大体あの、あんまり日陰にならんという事
と、それからあの雑草の処理をきちんとしてくれるという事では、許可をしてきた件
もありますし、高温についての意見もありましたが、その件についてはこれまでの同
様の案件の処理をしてきた経過から見ると、今回については許可してはどうかなとい
う思いはしますが。皆さんのお考えはいかがでしょうか。

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申 請 人
事務局次長

よろしいです。
それではきちんとお諮りをしたいと思います。議案第２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３７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。続きまして、議案第２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３８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３８の申請人
で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○○」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。１７ページをご覧くだ
さい。議案第２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３
８、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○
○」。譲受人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○
○○○」。申請地の所在、「土佐市塚地字ビングシ○○○番○、同所字同○○○番
○」、登記地目及び現況地目はともに「田」、面積は２筆合計で「６９４㎡」、利用
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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」と判断しています。転用
の目的は「自己住宅兼事業所（居宅介護事業）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、「自己住宅及び介護事業所（居宅介護事業）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３月３１日まで」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○
○円、造成費○○○○○○○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。
１８ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は、「なし」。申請地を必要
とする理由(面積の必要性)は、「譲受人は、○○市の借家で生活しているが、土佐市
で介護の仕事を希望しており以前から土地を探していたところ、申請地の所有権者で
ある譲渡人から了解が得られたため、当該申請地を選定した。当該申請地には、２階
建ての自己住宅１棟（建築面積55.95㎡）と自家用カーポート１棟を建築し、併せて介
護事業用の事業所棟１棟（建築面積52.95㎡）と介護事業用の車両３台分と事業用の来
客用１台の駐車ｽﾍﾟｰｽを確保するため、別紙土地利用計画図に記載のとおり申請地の面
積が必要となります。」とのことです。次に２０ページの土地利用および排水計画図
とあわせてご覧ください。進入路計画は、議案書では「申請地西側の市道から進入する
ため、６ｍ幅の進入口を１カ所確保する。」ということとなっていますが、その後、進
入口の幅を現況の進入口と同じ幅の３．６ｍへ変更するとの意向が示されましたの
で、進入口の幅は３．６ｍとなりますので修正をお願いします。造成計画は「な
し。」、整地計画は「全体を嶽土にて整地する。」、排水処理計画につきましては、
「生活排水は、建物内から敷地内に設置する合併浄化槽と通じて申請地の南側にある
譲渡人が所有する既設水路へ放流し、その後申請地の西側市道側溝へ排水する。雨水
は、敷地内の北側から南西側に勾配と付けて、申請地西側の道路側溝へ自然排水す
る。」。被害防除計画につきましては、２１ページの周囲の状況図と合わせてご覧く
ださい。「○側は、現況水路を挟んで譲渡人が所有する農地、○側は、市道を挟んで
県管理河川（塚地川）、○側は、譲渡人が所有する農地で、現況は、水路および農業
用倉庫、○側は、排水路を挟んで宅地となっており、周囲に隣接する申請者以外が所
有する農地はありません。１９ページにお戻りください。場所につきましては、高石
塚地地区で塚地集会所の東側約１３０ｍ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、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、また、申請地への進入に関しては、市
道から側溝を渡って進入する計画となり、新たにグレーチングを取り付ける部分が発生
することから、事務局から申請者に対して、道路占用許可等が必要な場合は速やかに手
続きを行い、許可を受ける必要がある場合は速やかに書類を提出するよう指導を行いり、
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現在、施設を管理する土佐市建設課と協議中であることを確認しており、許可後は速や
かに書類を提出いただけるものと判断しており該当しない。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「自己住宅及び介護事業所」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

申 請 人
会

はい。それでは、確認をいたします。農地法第５条の番号３８の申請人で譲渡人
「○○○○」さん、譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。先ほどの
事務局の説明に間違いございませんか。
はい、間違いありません。

長

間違いないということでございますので、この件について地元委員さんのご意見を
お願いします。

西原委員

２０番西原です。先ほど事務局から説明がありました通り、問題無いと思いますの
で、よろしくお願い致します。

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

異議無しでお諮りをします。議案第２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３８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。続きまして、議案第３号、農地法第３条第１項の規
定による許可申請書審査の件、番号２０を議題と致します。事務局の説明を求めます。
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事務局次長

はい。それでは、２２ページをご覧ください。議案第３号、農地法第３条第１項の
規定による許可申請書審査の件、番号２０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「土佐市新居字学校裏○○○○番○他５筆」、登記簿地目及び現況地目は
全て「田」、面積は６筆合計で「２，９６０㎡」、対価の額は「○○○○○○○○○
○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし。」、農
地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期、又土地
の引渡しを受けようとする時期については「許可あり次第」、権利を移転しようと
する契約の種類は「売買」となっています。２３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、
自作地および貸付地ともに無く、所有地以外は、借入地「６，６１９㎡（田）」で、
合計「６，６１９㎡」。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。」。２４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、管理機２台、溝掘り機１台、トップカ
ー１台、軽四トラック１台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴７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人で、農作業歴:○３年。増員予定が２人で、農作業歴:○４３年、○３４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 約５
００ｍ、車で３分」と記載されております。２５ページの、耕作計画書の記載事項に
ついては、
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は借入地で全て「ユリ」：借入地
（田）６，６１９㎡）で、今回申請している農地の耕作計画も「ユリ」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。２６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
職業は共に「農業」、（４）権利取得者との関係「本人・○」、（５）その者の農作
業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業の期間は「１月～
１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間も「１月～１２月（本人３００日・
○１５０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員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
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に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積６，６１９㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積は、２，９６０㎡で、合計９，５７９㎡」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、２７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。場所は、２８ページに掲載していますが、新居
地区で新居小学校の北東側約１００ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

坂本委員

はい、事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。
８番坂本です。新居の若手のホープで、一生懸命仕事をやっておりますので、何の問題
もございません。よろしくお願い致します。

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「６，６１９㎡」で一致し、申請地の面積が「２，９６０㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「９，５７９㎡」。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。
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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、
「９，
５７９㎡」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

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２１を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

事務局次長

それでは、２９ページをご覧ください。議案第３号、農地法第３条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号２１を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○
歳」、住所は「○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。譲受人「○○○○」さ
ん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の
所在は「土佐市蓮池字青木ヶ鼻○○○○番○」、登記簿地目、現況地目はともに「田」、

異議無しでお諮りをします。議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号２０について申請通り許可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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面積は「７９㎡」、対価・賃料等の額は「なし」、所有権以外の使用収益権が設定さ
れている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を
移転しようとする時期と、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「贈与」です。次に、３０ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする者
又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放牧地の利用状況については、
所有地のみで、自作地「１，０８２㎡（田：６８３㎡、畑：３９９㎡）」、借入地「３，
０７３㎡（田：３，０７３㎡）」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。
３１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、小型トラクター１台、揚水ポンプ１台、噴霧機械
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２０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、○２９年、○５０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１００ｍ、徒歩約３分」と記載されております。
３２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）：６８
３㎡、野菜（畑）：３９９㎡」、借入地「水稲（田）：３，０７３㎡」、今回申請し
ている農地の耕作計画は「水稲（田）：７９㎡」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。３３ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され
ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者又
はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につい
ては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏
名は「○○○○さん、○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、○○歳」、
（３）主たる職業は３人とも「農業」、（４）権利取得者との関係「本人、○、○」、
（５）その者の農作業への従事状況は、①その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作
業の期間は「２月～１１月」、②その者が農作業に常時従事する期間は「２月～１１
月で、３名とも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４，１５５㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積７９㎡、合計４，２３４㎡」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、３４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
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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。場所は、蓮池北田地区で、コン
ビニエンスストアファミリーマート土佐蓮池店の北西側約１５０ｍとなっております。
会

長

久保委員

はい、事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。
１０番久保です。事務局の説明にありました通り、何の問題もございません。よろしく
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「４，１５５㎡」で一致し、申請地の面積が「７９㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「４，２３４㎡」。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、
「９，
５７９㎡」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
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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

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しで決定になりました。ここで、１０分の休憩を取りたいと思います。

異議無しでお諮りをします。議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号２１について申請通り許可することにご異議ございませんか。

（１０分休憩）

会

長

事務局次長

はい、それでは、休憩前に復し、会議を再開します。議案第４号、非農地証明願承
認の件、番号３５を議題といたします。なお、この件の願い人である○○委員は、ご
退席いただき別室に移動をお願いします。（○○委員退席）
それでは、事務局の説明を求めます。
３６ページをご覧ください。願人住所「○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」
さん。申請地は大字「高岡町」、字・地番は「与市ヶ谷丁○○○○番○」、台帳地目は
「畑」、地積は「１，６２２㎡」、非農地となった時期は「平成８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）」、農地となった理由は「耕作不適の
ため【非農地となった時期より以前から、土壌が悪く荒地となっていたため】」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、平成８年頃より以前から荒地となっていたた
め、農地とは気づかないままに資材置き場として使用しておりました。この度、農地の整
理を行っていたところ、現地の登記地目が畑となっていたことで、農地法の所定の手続
を怠っていることに気づきましたが、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。本来は、農地法の転用申請をすべきであり、深くお詫び申し上げます。
今後は法令を遵守し、このようなことがないように致しますので、寛大な取り計らいを
お願いします。」という事です。３７ページご覧ください。場所につきましては、高岡町
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鳴川地区で、土佐公園グラウンドの北側約２５０ｍ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、事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。
５番石元です。事務局の説明にありましたとおり、農地の形状が悪いかと思います。
よろしくお願い致します。

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

玉木委員

異議無しでお諮りをします。議案第４号、非農地証明願承認の件、番号３５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。○○委員さんはお戻りください。（○○委員着席）
続きまして、議案第４号、非農地証明願承認の件、番号３６を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
それでは、３８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３６をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「波
介」、字・地番は「東海谷○○○○番○」、台帳地目は「畑」と「墓地」、地積は合計で
「１０１㎡」、非農地となった時期は「昭和６０年頃」、現在の利用状況及び現況につき
ましては「森林（自然木）」、非農地となった理由は「耕作不適のため【急傾斜地のため】」
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、急傾斜地のため耕作放棄し３４年にな
り、自生の雑木が生え山林となっており今日に至っています。今後は、このような事のな
いように充分注意致します。」という事です。場所は、３９ページのとおり、波介下西地
区で、清光寺というお寺の○隣となっております。以上で説明を終わります。
はい、事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。
６番玉木です。事務局の説明にありました通り、もはや山林となっております。農地に
戻すのは非常に難しいと思いますので、よろしくお願い致します。

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、非農地証明願承認の件、番号３６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、非農地証明願承認の件、
番号３７と番号３８を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

それでは、議案第４号、非農地証明願承認の件、番号３７と番号３８をご説明しま
す。まず４０ページをご覧ください。番号３７の願人住所「○○○○○○○○○○」、
氏名「○○○○」さん。同じく願人住所「○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○
○○」
さん。申請地は大字「浅井」、字・地番は「永サコ○○○番
○、同所字同○○○番○」、登記地目は「畑」。地積は「５．１１㎡」と「６．１７㎡」。
続いて、４１ページをご覧ください。番号３８、願人住所「○○○○○○○○○○」、
氏名「○○○○」さん。申請地は大字「浅井」、字・地番は「永サコ○○○番○」、登
記地目は「畑」。地積は「６．０６㎡」。以降は、２件とも全て同じ内容となっておりま
すので、まとめてご説明します。非農地となった時期は「昭和５１年月日不詳」、現在の
利用状況及び現況につきましては「公衆用道路」、非農地となった理由は「その他【昭和
５１年災害により復旧工事用道路として農道拡張に協力した。】」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。「申請地は、昭和５０、５１年の台風による災害復旧工事のための緊急用に工
事用車両の通行が必要となり、道路に提供したものですが、その際に転用の手続きを忘
れ今日に至りました。以後はこの様な事の無いように充分注意致します。」という事で
す。４２ページご覧ください。場所につきましては、戸波浅井地区で、戸波東分団第４班
屯所の南側約３５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。

会

長

馬場委員

（異議無しという多数意見あり）

はい、事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。
２４番馬場です。事務局の説明にありました通り、現況はこのようになっており、農地
に戻すのは難しいと思いますので、よろしくお願い致します。

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

異議無しで決定になりました。続いて、議案第５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、３１-３７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５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４３ページから５３ページに掛けて掲載しております。
それでは、令和元年９月１０日付３１土農林第６４０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

異議無しでお諮りをします。議案第４号、非農地証明願承認の件、番号３７と３８
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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員会に諮問があがっております３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１件について、順を追ってご説明します。
それでは４４ページご覧ください。整理番号３１－３７、『再認定』、利用権の設定
をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「戸波」、利用権の
設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「戸波」、利
用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「浅井」、字・地番は「山下○○
○○番○他９筆」、現況地目は全て「田」、面積は１０筆合計で「５，７２４㎡」、
期間は「令和○年○○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間は「５年間」、借
賃総額（年額）は「○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１２月末日までに自宅持
参」、利用権の種類は「賃貸借」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「男」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢「○
○歳」、農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は
「５，７２４㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「１９，５１
４㎡」、借入地「２０，７８７㎡」で、再設定ですので、経営面積は「４０，３０１
㎡」となります。主たる作目は「生姜」、世帯員は「男２人、女２人」で農業従事者
は「９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。
４５ページと４６ページに、場所を掲載していますが、全て戸波浅井地区で、議案
書に示すとおり３カ所にまとまった土地となっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい、事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。

馬場委員

２４番馬場です。事務局の説明がありました通り、再設定で何ら問題無いと思いま
すので、よろしくお願い致します。

会

長

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３１－３７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
ら報告をお願いします。

事務局次長

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

長

はい。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５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、３１-３７を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５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３１－３８、３１－３９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。
はい、それでは整理番号３１－３８、３１－３９を一括してご説明します。
４７ページをご覧ください。整理番号３１－３８、『新規認定』、利用権の設定を
する者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権
の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、地区「高
岡」、利用権を設定する土地は「農用地区域外」で場所は「高岡町」、字・地番は「川
原丙○○○番」、地目は「田」、面積は「８８５㎡」、期間は「令和○年○○月○日か
ら令和○○年○月○○日」、存続期間「１０年間」、借賃総額(年額)は「○○○○○○
円」、借賃の支払い方法は「１２月末日までに自宅持参」、利用権の種類は「賃貸借権」
です。
続いて、整理番号３１－３９、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」
さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権の設定を受ける者「○○
○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権を設定する
土地は「農用地区域外」で場所は「高岡町」、字・地番は「川原丙○○○番○、同所字
同丙○○○番○」、地目はともに「田」、面積は２筆合計で「１，７１８㎡」、期間は
「令和○年○○月○日から令和○○年○月○○日」、存続期間「１０年間」、借賃総額
(年額)は「○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１２月末日までに自宅持参」、利用
権の種類は「賃貸借権」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「男」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢「○
○歳」、農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は２件合
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計で「２，６０３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「３，４５
１㎡」、借入地「５，３３４㎡」で、経営面積は「１１，３８８㎡」となります。主た
る作目は「ニラ」、世帯員は「男３人、女２人」で農業従事者は「２人」でうち１５歳
以上６０歳未満のものは「２人」となっております。
４９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、高岡町野田
地区で三和製紙の本社工場の南側約６０ｍ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

会

長

事務局次長

はい、事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。

１７番市原です。事務局の説明がありました通り、何ら問題無いと思いますので、
よろしくお願い致します。
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３１－３８、３１
－３９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お願いします。
それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保
もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと
認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３００日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
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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

会

長

門田委員

会

長

委

員

異議無しでお諮りをします。議案第５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、３１-３８、３１-３９を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５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。５０ページをご覧ください。
令和元年９月５日付け元高農公第２５９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。
５１ページをご覧ください。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」、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「新居」、字・地番は「新堀○○○○番他３筆」、登記地目
は全て「田」、現況地目は全て「畑」、面積は４筆合計で「２，１９０㎡」。利用権の種
類は「賃借権」、設定する期間は「令和○年○○月○日」から「令和○年○月○○日」ま
で、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２０１９年１２月２８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。
続いて５２ページをご覧ください。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」、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「新居」、字・地番は「新堀○○○○番、同
所字同○○○○番」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「畑」、面積は２筆合計で
「９２６㎡」。利用権の種類は「賃借権」、設定する期間は「令和○年○○月○日」から
「令和○年○月○○日」まで、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２０１９年１２月２８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。場所は、５３ページのとおり新居地区で新居小学校の東側約３８０ｍ
となっています。以上で説明を終わります。
事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。

１１番門田です。事務局の説明通り、何ら問題ございません。高齢で農業も出来な
い状態ですので、よろしくお願い致します。
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

事務局次長

異議無しでお諮りをします。議案第５号、農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件の令和元年９月５日付け元高農公第２５９号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、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、追加議案の議案第５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事務局の説明を求めます。
それではご説明させていただきます。本日皆様に配布しております追加議案の資料を
ご覧ください。令和元年９月２４日付け３１土農林第６７５号で、土佐市長から農用地
利用集積計画の取り消しについて、農業経営基盤強化促進法第２０条の２第２項の規
定により当委員会に諮問があがっておりますのでご説明します。
まず、農業経営基盤強化促進法第２０条の２についてご説明します。追加資料の
６ページをご覧ください。まず、法第２０条の２第１項の記述には、『同意市町村
の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１９条の規定による公告があっ
た農地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定
を受けた第１８条第２項第６号に規定する者に対し、相当の期限を定めて、必要な
措置を講ずべきことを勧告することができる。』と記述されています。次に、同法
同条の第２号には、『その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担
の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認めるとき。』と記述されて
おります。また、農業経営基盤強化促進法第２０条の２第２項は、
『同意市町村は、
次の各号のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積
計画のうち当該各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取
り消さなければならない。』と記述されており、同法同条の第２号には、『前項の
規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったとき。』との記述から、本会
に本件の諮問がなされているところです。
次に、取り消し案件についてご説明します。資料の２ページには、農業経営基盤
強化促進法に基づく利用権設定の状況を示しておりますが、賃貸人が「○○○○」
さん、賃借人が「○○○○」さんとなっており、議案書に示しております新居地区
の４筆を平成○○年○月○日から令和○年○月○○日までの期間で賃貸借権の設
定が行われています。今回の経緯につきましては、本年４月上旬ころ、賃貸人から、
当事務局に電話があり、その内容は「貸地の農地がまだ耕作されていない状態で有
り、賃借人に電話しても応答が無いため、事務局から本人の意向を確認して欲し
い。耕作をしないのであれば解約できないか。」との相談が寄せられ、同日、事務
局職員２名が、賃貸人のお宅を訪問し、賃貸人に事情を聴いた上で賃借人が耕作を
しない意向を示した場合に備えて、賃貸人の氏名を記名、押印をしてもらった合意
解約書を預かった後、当事務局から賃借人に電話をし、「耕作しない」意思を確認
した後に、合意解約書３通を４月１５日付けの説明文書を添えて送付しました。
しかし、ゴールデンウィークが空けた後も合意解約書が届かず、その間、賃貸人
から事務局に再三、合意解約書が届いたかとの問い合わせがあったため、事務局か
ら賃借人に電話を行い、その後、５月２９日の夕方５時半頃に、賃借人から事務局
に電話があり、「合意解約書を出そうと思った矢先、賃貸人から携帯電話に留守電
が入り、夜の１０時頃に、暴言などわめき、裁判を起こすとも言っていた。」ため、
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賃借人は過去の事情も含めて腹が立ち、賃貸人から『念書（合意解約後には、一切
関わらない旨）』を貰わないと合意解約書は提出しない。また、解約をしたら農業
委員会はもう関わりはなくなるから『もう知りません』になる。公務員は基本信用
していない。」と言われ、更に賃借人からは、「裁判するならしてもらってかまわ
ない。訴状が来たら対応する。本人とは話すつもりはない。」。その他、「玄米で
払うのを金にしろと言われたので相場より高い価格でお金を支払った。水道代も
契約に無かったが払った。こっちはいろいろ言われてもちゃんと確認とって対応
しているのに済んだことをわんわん言われる。もう無理というようなことを言っ
たら９月か１０月かに作らなくていいと言われたので作るのをやめた。こちらも
精神的に苦痛を受けている。その他諸々により違約金など払ってもらいたい。」と
の発言を確認しています。後日、事務局から賃借人に電話をし、直接会ってでも話
し合えないかと持ちかけると、賃借人は「今は忙しいので来てくれるなら話しはす
る。またこちらから連絡する。」と言ったが、１ヶ月を過ぎても連絡は無く、農林
業振興課と相談し、８月２０日に農林業振興課の職員が現地確認のうえ、耕作され
ていない状態を確認後、９月１０日付けで、農業経営基盤強化促進法第２０条の２
第１項第２号により、９月２０日までに合意解約書の提出または農業経営を適正
に行うよう勧告しました。
勧告文書を送付後に、一度賃借人から農林業振興課に電話があり「過去の経緯に
より農業経営及び合意契約書の提出はしない。」との回答があり、勧告期限後の９
月２４日に別紙資料のとおり現地確認を行い、耕作されていないことを確認し、法
第２０条の２第２項第２号の要件に該当することから、９月農業委員会定例会に
て土佐市長から当委員会の意見が求められているところとなっております。
説明が長くなりましたが、簡単に言いますと、賃貸人から契約通り耕作されていな
いため、賃借人が耕作しないなら、別の方に貸したいので、早急にこの契約を解消し
たいとのことであり、この意向によって賃借人からの意見や、現場の実態を勘案し、
法の手続きにより利用権の取り消しについての意見が求められているところですの
で、よろしくお願いします。以上で説明を終わります。
会

長

この二人がもめゆうことについて、取り消しについて、説明は分かりましたか。

委

員

大体分かりました。

会

長

それで、農用地利用集積計画の取り消しについてが議題です。

坂本委員

会

長

坂本委員

８番地元の坂本ですけど、この関係はかなり、僕の方がもっと詳しくすべてを分か
っていますが、もう、貸しちゅう○○さんには作ってもらいたくないわけ。
作ってもらいたくないと。
で、その○○○の人もその人も会って再々話をするんやけど、この吉田前の５反か
らある場所も隣が僕の農地なんですよ。で、米作りゆうときもよく話して、確かにイ
ノシシも出るし、どうしようかなということで５反以上で全部均して１作目イノシ
シに入られて半分位取れんかった。で、２作目の時にもぐるっと均して、今度は全然
入られんずつ、全部取れたんですよ。その時に、玄米で渡しちゅう最初の約束の時に、
おんしゃのとこの米はうもうない、と、○○さんが。ま、○○さんという人も、○○

- 28 -

歳くらいで何もせんと○○なんですよね。土地は持ってますよ。家は、もう○○○○
が病気で入院して、この○○歳の男の人一人だけ一人住まい。これ、昨日白やったら
明日は黒。中々地元でも難しい人で、かなりもめゆうんですよね。それプラス、○○
○の人がかなりの暴言吐いて、おんしゃ殺すぞばぁ言うたと思うんですよ。そういう
人なんで、○○○の人も作りたくない、ほんで、その○○さんも作ってもらわんでか
まん、はや次に作ってくれる人を探しゆう、実際に。ほんで写真に出ちゅう吉田前地
区の草が人間の高さばぁあるのも、もう昨日全部刈ってしもうて、今もう全部きれい
になっちゅう。それを今度借りる子が全部刈っちゅうが。ほんでもう１個の方の、本
村前という所も、隣りの人が草が生えたらいかん、いう事で、借りる子が今年に入っ
て３回４回全部たたいてきれいになっちゅう。ほんで、解消というか、どうしたらえ
いというのは、結局地元としてはもう○○さんの方には作ってもらうのを止めても
ろうて、地元の人間が借りることが分かっちゅう訳やから、その子はしっかりとして
作る子やき、そっちの方に変えて頂ければ幸いと思います。以上です。
会

長

坂本委員

会

長

坂本委員

会

その、草をきちっと整理した人は、地主なが。
まだ借りていない人。言うたんやけど、隣りに迷惑かけたらいかんと。もし罰則が
それで来るやったら止めるけどそら来やせんと。
貸した人も借りた人も両方が止めたい、という訳やね。
そう、全然話す気は全くない。○○さんと○○さんは。水代いうのも、どういう初
めの契約でどんなになってたか分からんけど、ここらの吉田前いう所は、新居でもパ
イプラインの水は使えるけど、水代ものすごい高いので、もう１個吉田前に両方ポン
プがあるがね。ほんでそっち側のポンプで米作りゆう訳やき、どれ位水を引くかによ
って最初の契約は分からんけど水代も自分が払ろうたと○○さんが言いよったき、
実際はこれ自分で払わんといかんと思うけどね、契約の方が知らんけど。

長

どういう契約になっちゅうかは分からんわね。で、次長、これ、両方が貸すのいや、
借るのいやって言ったら、解約の手続き自然と決まったもんやないが。

事務局次長

通常やったら合意解約ですんなりいくんですが、それをするのを賃借人が嫌やがっ
て合意解約書が取れませんので、手続き取る上では、農業委員会の意見をどうしても
諮らないといけないということです。

会

農業委員会としては、解約を認めるという事を決めたら、手続きが出来るというこ
と。

長

事務局次長

結局その、坂本委員がおっしゃる通り、そこで作ろうとする方に貸付するにしても、
今の貸借の権利がある限りは二重貸付出来ないので、一回これを解消した上で、全く
無い所から手続きをしていただく上では、どうしても必要となります。

会

という事は、農業委員会で取り消しを認めるという事を決めたら、内容等について
色んな事を言わんでもかまん？

長

- 29 -

事務局次長
会

長

市原委員

会

長

坂本委員

はい。
という事です。はい、それではそういう事ですので、農地利用集積計画の取り消し
について、土佐市の方で認めたらいいという事？それでよろしい？
ちょっと待って。あの、借りちゅうもんがよね、戻さんと言うたらどうなるが。
それに同意しませんとなったら、違約金とかそんなもんが発生するが。
いや、両方が嫌言うがやないが。
可能性はある訳よね、令和２年まではわしが借りちゅうき。でも実際何もせん、田
はほたくられて隣が迷惑しゆう訳やから、それはいかんき。

会

長

そういう状況で農業委員会としては取り消しを認めますと、それは通るわけやね。

委

員

このほら、あと令和○年○月○○日まで借っちゅうことに、しちょらあね。その契
約の期間中はまだ○○さんに権利があるがやね。

事務局長

したがって、営農されてないという事やき解約は出来るがですけど、ここで諮って
頂いて。

白木委員

いや、ちょっと勘違いしたらいかん。農業委員会が決定して破棄しなさいと認めた
ら、この２０条の２項は発行される訳やないが。

事務局長

はい、そうです。

白木委員

それやったらもう、完全に契約はわぁわぁいう事は無いがやない。

会

長

委

員

会

長

無い。要は、土佐市農業委員会が何年から何年までの間を賃貸人に貸すよと決めま
したので、ここで、履行されてないから、その件について取り消しを認めますとなる
と取り消しが出来るということ。それではお諮りをします。この取り消しについて、
土佐市農業委員会は承認をするという事でよろしいですか。
（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、農業会議の方が農業者年金につい
て説明したいと来られていますので、お願いします。
（高知県農業会議、田中氏から、農業者年金制度について資料により説明）

会

長

はい、それでは、報告事項、地籍調査事業による農用地に関する地目の変更につい
て事務局からお願いします。
（事務局より、内容について資料により説明した）
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会

長

事務局次長

会

長

次は先月に検討いただいた分を検討したいと思います。では、事務局の方から説明
をお願いします。
はい、それでは、議案第６号、農地の形状変更指導要綱（案）に関する件をご説明
をさせて頂きます。本日皆さんの席に配布させて頂いた資料をご覧下さい。まず、１
ページ目にＡ４の用紙に、主に５点検討内容の対応、これを元に先月、議論をさせて
頂いた訳でございまして、簡単におさらいじゃないですけど、ご確認頂きたいと思い
ます。まず、盛り土、切り土の高さ設定につきましては、この前の話では５０㎝とい
うところを１つ基準に考えて、これ未満については届出は求めないが、相談があれば
個々に対応する、
というような事で記憶しております。続いて、
２番目の形状変更の、
面積の設定でございますが、設定なしという事で、これは広さにかかわらずという事
での意見があったろうと確認をして頂いていると思います。３番目の添付書類につき
ましては、ここは別紙の一覧表の下にページをふっております。１０ページになりま
す。こちらに、申請時と完了時のそれぞれ必要な書類は、資料の内容でどうかという
ことで案を作らせていただいておりますので、ご意見をお願いします。４番目が定例
会の取り扱いという事で、ここも、あの決まったようにも思いませんが、定例会での
報告案件とすればという意見が多かったように思われますので、いったんそういった
形を取らせていただいています。５番目の作業開始時期の設定については、法に定め
るようなものはなく、逆に言うと、規制することは出来ないよというような事で、届
け出の受理後に行ってもいいよというような意見があったと思います。その部分で、
例えば承認通知とかが必要じゃないか、というご意見があったというふうに記憶して
おりますので、今一度ご確認させて頂きます。それで、次のページを開いていただい
て、要項の素案を再度修正をさせて頂きました。前回の協議の中で、まず、その広さ、
面積これは設定しないという事でございましたので、適用範囲を第３条の１部分と、
２ページ目横の事業主等の責務の第４条の（４）の１部分、面積部分にかかわる部
分を２重線で削除させて頂いております。で、もう一つ、ありましたのが２点あった
んですけど、適用範囲の内容やと思うんですけど、個人で一定の、連帯してやるよう
な、農地の嵩上げ等については、あまりややこしい届出制にすると、かえって地域の
農業の振興に阻害する可能性があるという事で、白木さんの方から、以前から頂いた
意見を、ちょっとこれどうしようかと思いまして、その点については表現的にどうか
ちょっとあげさせて頂きたいんですが、適用範囲第３条（４）に追記をさせて頂いて
おりますが、（１）～（３）の項目以外で、事業主が他の事業主と一体的に著しく生
産性の低い農地の形状変更するものであり、隣接土地所有者や自治会等関係機関の理
解が得られているもの、という事で、但し書きの情報でこうした形で、一定連体的に
やるようなものについては、今回の指導要綱の部分からの例外という事で、定めるよ
うな形でさせて頂いたのと、あと、工事の期間について３年を限度とするような文言
を追記したらどうかというご意見も賜っておりましたので、それを『形状変更の届出』
の第５条にもう１項追加いたしまして第２項と致しまして、形状変更をしようとする
届出の工事期間は、工事着手の日から原則３年までとする、というような表現で追記
をさせて頂いておる所でございます。残りにつきましては、特段変更させて頂いてい
る所は無いんですけれども、前回の意見を賜った上で素案の方について修正・追記等
をさせて頂いている所でございますんで、この点以外にもご意見あると思いますんで、
ご指導のほどよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。
あの、一応、前月に検討いただいた分の１ページ目に黄色で線をしているもの、
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その後詳しく説明を頂いたんですが、何かご意見はございますか。
野村委員

１つはですね、届出書の様式ですけど、５ページですが、ここに農家さんの名前に
なると思うんですが、地主さんの名前を書く欄があるんですけど、地主さんの名前だ
けになっているのですが、まぁ、あの出間付近の嵩上げに関してはですね、農家さん
が束縛をして、施工業者さんが請け負い契約の、契約なしで、非常に農家さんにとっ
てはリスクのある中で、契約がないまま嵩上げをされゆう状況があります。で、そう
いう意味で、施工業者さんの連名で届出を出すようにした方が、そういうミスをちゃ
んとする意味でいいのではないかというのが、私の意見です。施工業者さんと連名で、
届出を出す、と。それから実際、磯垣の嵩上げによって土佐市の用地課が管理する所
だと思うんですが、雨水の法面ですね、それから、建設課が管理する所やと思うんで
すが、道路、それから、怖いのは実際耕作されゆう方の田んぼがですね、隣接の水路
をまたいだ隣接の嵩上げの影響と思われる、相当沈下が出てですね、稲作をするのに
水を入れてもその影響で漏れる、事象が発生していまして、相当耕作者の方が苦労さ
れゆうがですけど、そういった被害が出たときに、その担保をするような文面がこの
中にあればですね、または誓約書みたいな、そういった損害が出たときに誓約書がで
すね、その事業主さんなり、そういう誓約書があれば、それに対して対応がスムーズ
に出来るんかな、その２点です。

会

長

はい、あの、２点提案をされましたが、この点について、皆さんのご意見をお願い
します。

尾﨑委員

まぁ、
野村さんの言う事は、
地盤の悪いところは、
土地が沈下したり盛り上ったり、
絶対すると思うがよ。それの補償を事業主と二人連名で書かして、責任はどっちにす
るかという事をを明確にしちょかんとよね、業者はやらなあね。後に責任持たないか
んかったら、とてもやない業者はようやらん。やってもうたら地主に責任がある。

会

長

尾﨑委員

市原委員
会

長

そうですよね。
そんな事があっても私はかまいません、上げてください、お互いに契約書を交わす
ろうけんど、そこな辺り指導要綱をこしらえても業者と依頼主とが両方で責任持つ
か、両方がきちんと契約をかわしちょって書類をこしらえちょかないかん。
そんなこと言うたら業者はようやらんね。
一応は地主が、どこへかかろうと地主の責任になる。業者の責任というより地主
の責任になる。

尾﨑委員

その代わり、業者はまぁ協力金はもらわんずつに、ただで上げちゃる代わりに、片
一方にそのまま受け入れて、そいういう事があったら中々問題なるろうし、その辺り
をその要項でちゃんと、どちらが責任を持ちますか、という事をちゃんと書いときな
さいよ、とこの届け作るときに入れちょかんと困る。

会

どちらが責任を、というものでも普通は地主が地主の責任で、施工業者の責任です
よ、と書かんでも。

長
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市原委員

会

長

市原委員

会

長

尾﨑委員
市原委員

会

長

まぁ、両者がちゃんと契約内容に、それをちゃんと書いちょきなさいよ、という事
で、もめるで。よこしのもんが地主に言うたち、地主は言う事きかん。ここへ言うて
来てよ、何とかしてくれ、ぎっちりそれでも困るやん。
それと、隣地の人が同意の判子をもらう事について。
農地を上げる時には隣地の同意、全然いらん訳やき。ほんで、指導要綱よりも制約
が無いがやき。もらわいでも、やられても仕方ないわね。
それをどこまで書くか、やけど。
それで自分ら農業委員会が、市役所がどこまで管理するかよね。
まぁ農業委員会が権限があるもんじゃき、ただ、そういう希望という事ではいかな
ぁね。それこそ議会にかけてやね、ちゃんとするならえいけんど、農業委員会が案を
こしらえて、そら言わんで。案やけど、束縛出来るかどうなるかって言うたら、そん
なら裁判で言わないかんなってきやせんかえ。
ま、そこまでいかんでも。

事務局長

会長がおっしゃったように個人の土地ですので、上げたいというのは個人の意思な
んですよね。で、あくまで業者の責任というより個人、業者に頼んだ所有者の責任に、
やっぱりなってくると思います。そこは、我々が間に立ち会うというか、間に入って
調整取るという事は中々難しい問題で、あくまで依頼を受けた方と、嵩上げした方の
民事上の問題になってくると思います。で農業委員会としては、今回の案をですね、
審議事項でなくてあくまで報告事項で、権限が無いことですので、審議事項にはあた
らないと思います。

野村委員

あくまでも届出制度やって、周辺の農家さんの同意を得られなくっても届出は出来
るわけですよね。

会

長

野村委員

一応、原則はまぁ同意を得てからしましょう、という事ではある。
地盤沈下も懸念されるき俺は同意せん、ていう農家さんもおられると思うんですよ、
想像出来ると思うんですけど。で、届出はそれでも出来るんですよね。農業委員会で
報告案件として、こういう届出が出ていますよ、で、それだけですよね。という事は、
ですよ、例えば同意をその事業主と土地の持ち主が、隣接の地権者に対して同意を求
めたときに、その地権者は自己防衛で、例えば、契約書ですね、農作物が作れんよう
な状況になった時には損害を責任を持って対応します、と誓約書を取るとか、例えば、
まぁ、地元のこと言って申し訳ないですけど、基盤整備をして土地改良区があります。
で、土地改良区が解散して、いま維持管理会があると思うんですけど、そういう組織
が基盤整備した後の農地の管理をどうやるか、農地保全に活動しているんですけど、
そういう人たちが、そういう組織が、例えば水路が、排水の許可を、同意を求める関
係があるとし、例えば組織で総会を開いて同意するかせんか、そういう会が必要やと
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思うんですけど、もし、同意をするにしても条件を提示して、自己防衛のためにする
しかないですよね。そいういう事ですよね。
会

長

白木委員
会

すごい難しい。農業委員会がどこまで入って行っていいかが、すごい難しいと思い
ます。５ページの上にですね、農地の形状変更届出書に「上記の通り、農地の形状変
更をしたいので届け出します。なお、嵩上げ後は農地として耕作し、付近の農地に支
障を来さないこと、また、嵩上げ等に関して問題が生じた場合は、一切の責任を持っ
て対応するものとし、貴委員会にご迷惑の無いようにいたします。」という項目が入
るには入る。ただまぁ、すごい難しいのは、条例じゃないき。
それに委員会としては、権限は無いろ。

長

無い。強制力が無い。そうかと言って、農地の問題やき農業委員会が知らんぷり、
という訳にもいかんき。あの、他の市町村の農業委員会でも大体、あの、この例にあ
るみたいな所が書いてある。具体的にはあんまり動きやせんみたい。

白木委員

個人個人の、お互いの決めることでやらしてくれ、とか。同意を得てやるがやき。

会

長

尾﨑委員

会

長

市原委員
尾﨑委員

会

長

極力、原則的には、隣りの人に迷惑をかけんようにやって下さいよ、という事を勧
告するみたいなことはあったにしても、ほんなら、同意を貰えんかったから出来ん、
と言われた時には、農業委員会としてそれはいきません、とは言えんし。原則、もろ
うて仲良くやって下さいと言うくらいしか出来ん。だから、どこの市町村でも、言う
たらこんな形で置いちゃある。香美市は、うち無いき土佐市が出来たら見せてと言わ
れちゅう。そんだけ難しい。まぁ、原則的には届を守ることが分かるけんど、お隣に
迷惑かけんようにしましょうね、という事が原則にはなると思う。そうか言うて守ら
んき、罰則を与えるとか、絶対差し止めるとかいう事までは無い。で、大変難しいと
ころですけんど、基本的には隣に迷惑かけんようにしましょうね、という事の基本線
に立って、こういう形でやりましょう、でもこれが全然効果がない、ということは無
い。こうやってやることによって、みんなが一応はこれに沿うてやりましょうね、と
いう事になれば。やったかどうか、全然意味無かったねという事にはならない。極論
というと、話が出来んなるので、そうじゃない。原則的には隣りと仲良くしましょう
よ、という事が元ですよという事。で、野村委員さんが提案があった業者の名前で連
名で入れてもらうかどうかはどうしますか。
それは言いゆうように、どっちが責任を持ついう事が、地主が持つか、業者が持つ
か、問題になってくる。
一応申請は、地主にしてもらう、という事で。
権限は無いがやき。罰則があったら権限があるけど、業者に持たすゆうたち。
そうじゃない、これがあるき市役所へ出しなさいよ言うて出したら、今度はよその
もんがここが出してくれ言うたき、ちゃんと指導せんかったきて言われる。
全然、効果が無いという事はない。やっぱり良心的にやって下さいよ、という事
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やき。
尾﨑委員

確かに、上げるもんはちゃんとやってくれんといかんよという事を書いちゅうが
やき。

会

長

絶対これしてないき、罰則を与える、とかという事じゃない。でも隣に迷惑か
けんようにやろう、という話で。

尾﨑委員

まぁ、それは言えらあね。ちゃんとやっちゃって下さいよ、と局長が言えば。

野村委員

僕はですね、一歩前進なんで、昨年出間の嵩上げで言い出して、届出制度がいま煮
詰まってきゆ所なんで、前進してますんでこれをどうこう言うつもりは今の所無い
です。その上でこんなんあったらどうなるっていうそういう意見なんで。

会

長

何度も何度も言ってますけど、これが無いのとあるのとでは良心的には違うと思い
ますので。

野村委員

届出あったら市役所は、土佐市の中でどこが嵩上げしゆうかが把握出来るんで。そ
れはメリットあります。それからまぁ、今まで通り地権者は、周辺の地権者は自己
防衛せないかん、それは変わりない。

会

それから一応、常識的には形状変更するのではれば隣地の人には許可を貰うなり、
声かけて話をして、周りのみんなが上手くいってくださいよという事ですんで。
まぁ、原則的には結構この案はよくで出来ちゅうと思いますが、どうでしょうか。

長

野村委員

一つ質問です。排水の話をさっき、ちらっとしたんですけど８ページの「現状変更
に関する同意書」、ここに例えばですね、岩戸とか出間の基盤整備しちゅうところ、
出間、嵩上げしてますよね、あれの同意を求める対象は先ほど言いましたように、
土地改良区が解散して維持管理会が出間にもあるんですけど、そこなんですよね。
そこの会長なりが、同意をするという話になるんですか。

事務局次長

あくまで考えているのは、個人で管理されいるような排水路はあると思うんで、そ
ういった場合にこういうのを取っちょかないかんかなと思いまして。

野村委員

出間でまた嵩上げする場合、届出する場合は維持管理会とかいう組織に同意を得ん
でもいいという事ですか。

事務局次長

大きな水路はですね、慣例的に取っているところ、取ってないところあると思うん
ですけれども、取っているところはやはり頂きたいと思うんですけれども、通常、転
用とかの中で同意を取ってないところは、そうした組織に対してあくまで今回はそ
の形状の変更の部分で取るというところまではどうなのかと個人的には思うところ
です。

野村委員

でっかい水路も小さな水路も３０ヶ所くらい基盤区域の中にあるんですけれども、
維持管理会として環境保全、農地の保全に活動しゆう所に、同意を得んずつ嵩上げを
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出来るという事ですか。
事務局長

今そこは市の管理になっていませんか。

野村委員

市の管理になるとしたら、どういう管理になっちゅうか分からんけど、例えば、昔
の出間土地改良区とかですかね。基盤整備して取っているんで、基本的に水路
は市の管理やと思うんですけど。

事務局長

解散してますので、移管してますよね。

野村委員

それでは地元の組織に同意は必要ないという事ですか。

白木委員

野村委員
白木委員

野村委員
白木委員

今言いゆう事は、元々そのまぁこうある土地が、こう形状変更やられちょったとき
の排水の事を言われゆがですか。
はい。
でも、元々この時も排水路流れゆがやき。上がっても下がって同じ所に排水は出よ
ったがですよ。
そしたら、この排水の同意はどこに求めるが。
これ、ほら、青線が無い小さい山の、青線が無いけんど、野分けらぁするき水路が
順番にあって、これを下の人が勝手に上げて埋めたりしたときに高さがあったらちゃ
んと水路を残して下さいよという意味やと思います。

野村委員

ということは、以前も流しよったき同意を当然求める必要が無いという事ですか。

白木委員

あんな大きな水路がある所はかまんと思います。

事務局長

要は個人が所有されている、公共の施設じゃない、個人所有の所はという事ですね。

白木委員

そもそも排水をちゃんとして下さい、ていう意味のもんよね。

野村委員

その件については、分かりましたけれども、ぼくはどうしてもモヤモヤしちゅうの
はですね、実際に事象が起きるわけですよね、沈下したり、それは農家さんがそれだ
けのリスクを理解せんまま業者さんにお願いして、そこまで深く考えんままやられゆ
うというのが原因やと思うんですけど、先ほど言いましたように水田やのに水が貯め
れんばぁ沈下しちゅう、実際に土佐市の用地課が管理しゆう水路からも、地盤沈下し
ゆう。農林業振興課もしくは建設課管理の道路の沈下したり、そういう事に対して農
業委員会が法的な解釈もありますけど、指くわえて見ているだけていう事がどうして
も自分は納得できないです。泣き寝入りするのは周りの農家さんですよね。以上です。

矢野進一委員

その意見に対しては、出来ればそりゃ住民反対運動で、農業委員会というものが何
とかするもないと、もちろん現地の方々が住民反対運動、プラカードやってもろう
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て、市を巻き込んでやってもらうのが筋やと思います。
会

長

一応、そしたらあの、いま次長から説明があったこの分を、これをもって形状変更
の申込書にする、ということでいいでしょうか。

委

員

９ページの「農地形状変更工事完了届」ながやけど、届出の時の土地の所有者の工
事施工者、これは所有者は、地主さんと…それと。

会

長

事務局次長

申込みの時に入ってないのに、これはどう。

これは、届け出の際に工事の業者が決まってないということが想定出来るのと、あ
とやった後、だいたい工事業者さんが確定出来るというところがあって、何かあっ
たときに確認が取れるかなぁと言う意味合いで、こういうような様式にさせて頂い
ているんですが、最初に必要ないという事ですので、そもそも、完了の時に所有者の
方に聞けば分かる話ではございますので、これは除いても特に問題無いと思います。

会

長

という事だそうですが、どのようにしましょうか。

委

員

最初に無かったら、必要ないと思います。

会

長

あの、申請のときに無いき、済んだときも無いでいいじゃないでしょうか。皆さん
どうでしょうか。

白木委員

新しいこと作るいうたら、運営してみて初めてやっぱり、あれもいる、これもいる
という事になるき、最初から全部をこれに集約してから完璧なものを作るのは難しい
と思う。それをどこまで作るかは話し合うけど、ある一定を満たしちょったら、自分
としては近隣の、近隣というか許可をもらうこと自体でわしももう言うちゅうき、こ
こまで言えんろう、問題が無いような形を取ったらえいがやき、取りあえずそこそこ
で運営してくると、これで全部決まるという形にせずに。後で付け加えをして。１０
０パーセントは無理やき。

会

長

ほんなら、これでいってみて、また修正があれば直すという事にしたいと思います。
名前については、最初無いので、工事完了報告にはいらないという事でいいですか。

委

員

はい。

会

長

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

５時になりましたので。熱心なご協議ありがとうございました。それでは以上で本

それでは、さっき言われたように、初めての事ですので、これを運用してみて、こ
こを直したらいい、あぁしたらいい、こんなん追加したらいいということが出てこよ
うかと思います。そのときは皆さんに相談して検討する、ということでいきたいと思
いますので。どれでよろしいですか。
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定例会を終了します。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会 長

１４番

１５番
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