令和元年
１０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１０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１０月３１日（木） 午後１時３０分開会
土佐市防災センター １階大会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

小松 弘知

13

尾﨑 哲人

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

山本 倫弘

4

野瀬 喜代

10

久保 惠敬

16

11

門田ゆかり

17

12

森田 昭司

18

5
6

玉木 正人

氏

番号

名

19

野村 学

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

市原 正一

23

横山 秀臣

24

②欠席
番号

氏

名

番号

氏

名

5

石元 博昭

21

野中 文代

18

森岡 大信

24

馬場 善広

20

西原 博明

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

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

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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１０件
６件
６件
４件

会

長

定刻になりました。それでは、ただ今から令和元年土佐市農業委員会１０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１６番野瀬泰廣委員、１７番市原正一委員、両
名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説
明を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。

事務局次長

はい。それではご説明します。本日審議頂く議案は、
議案第１号
農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
１０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
６件、
議案第３号
非農地証明願承認の件
６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
４件、
以上となります。

会

長

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、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５条、番号３９と番号４０の申請人の方、○○
○○○さん及び、その代理人の○○○○さんは、そのままお残りいただきまして、残り
の方は順番が来ましたらお呼びしますので、しばらく別室でお待ちくださいますようお
願いします。

会

続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、
番号３９と番号４０を一括議題といたします。事務局の説明を求めます。

長

事務局次長

申 請 人
事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。議案第１号、農地法第５条の番号
３９の申請人で譲渡人の「○○○」さん、譲渡人「○○○○」さんと「○○○○
○」さん３名の代理人「○○○○」さん。同じく番号４０の賃貸人の「○○○○」
さんの代理人「○○○○」さん、番号３９の譲受人、同じく番号４０の賃借人「○
○○○、○○○○○」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。１ページをご覧くださ
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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３９、
申請人、譲渡人「○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。
譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲渡
人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人
「○○○○○○、○○○○○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○○○」、職業
「○○○○○・○○○○」。申請地の所在、「土佐市高岡町字光安西ノ丁乙○○○○番
○、同所字同乙○○○○番、同所字同乙○○○○番、同所字同乙○○○○番」、登記地
目は及び現況地目は全て「田」、面積は４筆合計し「３，５８８㎡」、利用状況は「水
田」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳
の耕作者名は、乙○○○○番○が「○○○」さん、乙○○○○番が「○○○○」さん、
乙○○○○番と乙○○○○番が「○○○○○」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。
続いて２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４０、申請人、賃貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○
○○○○○○○○○」、職業「○○」。賃借人「○○○○○、○○○○○○○」さん、
所在地「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○○○・○○○○」。申請地の所
在、「土佐市高岡町字光安西ノ丁乙○○○○番○、同所字同乙○○○○番○、同所字同
乙○○○○番、同所字同乙○○○○番」、登記地目は及び現況地目は全て「田」、面
積は４筆合計し「１，４３６㎡」、利用状況は「水田」、所有権以外の使用収益権が
設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は、
「○○○○」さん、
農振法の農用地区域につきましては「農用地区域外」、農地区分につきましては「第
３種農地」と判断しております。番号３９、番号４０ともに、転用の目的は「配送セ
ンター及び事務所」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「現在の本社と配送センターが津波浸水想定地域にあり、津波浸水想定地域外に移
転するため。」、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６月３０日」まで、権利を設定・移転しようとする契約
内容は、番号３９が「所有権移転」、番号４０が「賃貸借権設定」。資金計画は番号
３９、番号４０を合わせて「土地取得費○○○○○○○○○○円、建築費○○○○○
○○○○○○円、造成費○○○○○○○○○○円、借地部分の年間借地料○○○○○
○○○円、その他諸費用○○○○○○○○○○円で合計○○○○○○○○○○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」。３ページをご覧ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。
申請地を必要とする理由(面積の必要性)は「譲受人の本社が、津波浸水想定地域内に
あるため、津波被害が無く利便性の良い場所を探していたところ、申請地が土佐イン
ターチェンジに近く、広い道路に面していること、配送センターや事務所、配送用等
の車両駐車スペースが確保出来るなど、条件が最良かつ地権者から理解が得られたた
め申請地を選定し、申請地に、事務所１棟（建築面積１５６．９７㎡）、配送センタ
ー１棟（建築面積１，７７６．６㎡）、駐車場、通路を設けるため申請地の面積を必
要とする。」という事です。次に進入路の計画からは、５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
「申請地北側の市道から、
申請地に進入する。
」
。
造成計画は「緑地を除き、アスファルト舗装とする。」、整地計画は「周囲は、現在
の田面から１ｍ程度嵩上げしコンクリート擁壁にて囲う。」となっており、７ページ
に造成計画図を掲載しておりますが、一番上が、申請地の西側部分の一番南側に事務
所が設けられる位置の南北方向となっており、上から２段目が申請地の東側で配送セ
ンターの建物が建築される部分の南北方向、上から３段目が同じく配送センターが建
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築される部分の東西方向、一番下が申請地北側の進入路となる位置の東西方向となっ
ています。
次に６ページの排水系統図をご覧ください。排水処理計画は
「生活排水は、
敷地内南側に設置する合併浄化槽を経由し、配送センター南側に整備する排水路を経
由して、申請地東側の既存水路へ排水する。雨水は、配送センター南側に整備する排
水路に向けて勾配をとり、雨水を集めた後、申請地東側の既存水路へ排水する。」と
なっています。被害防除計画につきましては、１０ページの周囲の状況図と合わせて
ご覧ください。「○は、農道、水路を挟んで宅地及び雑種地、○は、同意のある農地
及び同意のない農地並びに宅地、○は、雑種地及び水路、農道を挟んで宅地、○は、
水路を挟んで道路幅１７．５mの市道」となっており、周囲に隣接する農地のうち、
乙○○○○番○以外の農地からは同意が得られておりません。委員の皆様には、本日
お配りしております別紙資料をご覧ください。申請者から、被害防除計画として日陰
図が提出されており、○側の乙○○○○－○と細長い形の乙○○○○－○、○○側の
乙○○○○－○の３筆が地目が田となっており、この日陰図は夏至、春分秋分、冬至
と３枚ございますが、同意を得られていない農地のうち、○○側の乙○○○○－○は、
冬至の午前８時からの午前１時間程度のみとなっています。次に○側乙○○○○－○
については、どの季節も午前中１時間から３時間ほど農地の一部に日陰が係りますが、
この農地は、農業用の水路として利用されていた土地であり、耕作はしばらく行われ
ていないと思われます。最期に、○○側乙○○○○－○については、どの時期も、午
前中一杯は、農地の一部に日陰がかかることが分かると思います。４ページにお戻り
ください。場所は、高岡田井地区で申請地の○側がパチンコダイナム土佐店、申請地
の○側がハレタの店舗、駐車場となっております。
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、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。
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または賃貸人が耕作者となっており、全部事項証
明書に共有者もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、
該当しない。次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可
することができない。』については、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設
の利用期間に「許可日から」と記載されているため、許可後遅滞なく事業の用に供
すると考え、該当しない。次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する
他に必要な土地を利用できる見込みがない場合には、許可することができない。』
については、事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と一体利用する土地は
この２件の申請地以外になく、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

-5-

計画書、平面図等により「配送センター及び事務所」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、先ほどの説明どおり一部
農地から同意が得られておりませんので、申請者から日影図が提出されております
日陰図で見ますと、○○側の乙○○○○－○については、現在休耕地ではあります
が、どの季節も午前中は日陰が及びますので、通常の農地であれば営農条件に支障
を生じるおそれが無いとは言いがたい状況であるため審議いただきたい項目と考
えています。その他の項目は、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、許可相当地であると考えておりますが、今回
の転用は、面積が５，０２４㎡と広いため、都市計画法に基づく開発許可が必要な
案件となります。今回の申請は、この開発許可と同時許可となりますが、現在、開
発許可取得に向けて関係機関と協議中とのことであり、協議の過程で計画が変更と
なる場合があります。この点で問題となるのは、排水ですが、排水処理についても
協議項目となるため、現在の排水計画は暫定的なものです。排水先の水路を管理す
る土佐市用地課からは、排水させること自体を妨げるものではないが、開発協議に
より問題がなければ排水を同意するとの意見をいただいているところです。
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。最期に、本日午前中
に田井地区の代表者が、当事務局にお見えになり、この地が開発された後の排水に
ついて危惧されているとのことで、開発に当たっては、周囲に水の影響が無いよう
な計画とするようお願いしてほしいとの意見をいただいておりますのでご報告さ
せていただきます。以上を踏まえて、ご審議いただきたいと存じます。なお、本日、
担当地区の石元委員が欠席でありますが、石元委員には、事務局から地元自治会か
らの意見をお伝えしたうえで、石元委員からは、排水を考慮したうえで、開発協議
が整えば問題ないと思いますとのことでありますので、ご報告いたします。以上で
説明を終わります。
会

長

申 請 人
会

長

市原委員

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。議案第１号、農地法第５条の番号３９の申請人で譲渡人の「○○○」さん、譲
渡人「○○○○」さんと「○○○○○」さん３名の代理人、「○○○○」さん。同
じく番号４０の賃貸人の「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、番号３９の
譲受人、同じく番号４０の賃借人「○○○○○○、○○○○○○○」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。
間違いないということでございますので、ちょうど今日、担当の委員さん欠席です
ので、事務局の方から先ほど説明がありましたとおり、ご報告を頂いておりますので、
他の委員さんのご意見をお願いします。
１７番市原です。あの、農業委員さんに聞いていもらいたいことが。先ほども言う
たように、自分くが建てたときに判をくれんかった、ほんでやらんと。当然のことで
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す。いつも判がないといかんと、委員が協定で決めるとやね、こういうものが起きて
くる。自分がやるときにはもらいたい、そりゃ誰でも一緒やろ。いつも判がないとい
かんという前提で決めたらいかん訳よ。お互い感情が入るときもあるし。それを考え
てこれから先、やっていかな。これがいく、いかんじゃ無しに。委員が今まで何人か
聞いて、ぼくも一生懸命やっちゃって判をもろうたこともある。そりゃ感情もあるし。
俺のときはやっておんしゃのときはえいわや、という人もおる。そこを一つ、委員さ
んもよう考えて、それと、さっき僕、ちらっとさっき言うたけど、○○さんの○さん
の方と思うが、溝の分はね。○さんがおるがよ。その人と１回しか会ってないろう。
○○さんの方は、はように行きゃ夜はおるがやき。晩方から飲みに行くきおらんけん
ど。もう一度話してみたらどうですか。僕も知らん仲やないき、話してもえいけど。
やっぱり努力をして、判がないきいかんじゃなくて。努力をしてやるような方向でや
ね。僕は思うけんど。後はまた、他の人によろしく。
会

長

その、○○さんて、どこにある、名前。

事務局次長

１０ページの隣接の方です。

会

この、○○○さんのこと？

長

事務局次長
会

長

○○側。溝と、○○側の○○○○さん、この方は県外。ただ、親戚関係だそうです。
○○○○の○の○○○さんの所は今、耕作をしていない。その、セイタカアワダチ
ソウというのはそれやね。上のはしの○○○○の○、これは耕作しゆう？

事務局次長

少し作物が植わっています。

会

そういう状況です。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

長

岡林委員

会

３番岡林です。現状、耕作をしていないような感じですし、多分ここ、わざわざ隣
地の許可が貰えずに自分くの農地を分筆して残したような形になっていますので、
日陰とか関係ないと思いますので、あの、許可でかまわないと思います。

長

賛成の意見でしたが、他にご意見ございませんか。賛成の意見でしたけれでも、反
対の意見ございませんか。○○さんの話ですが、もう少し説明頂けますか。

申 請 人

まず、○側の○○○○さんに関しましては、電話の方で話をしまして、実際は○○
県に行きますと言ったんですが、今ちょっと忙しいので、来てもらってもいないから、
ということで電話の方で説明をして頂きまして、こちらも今の状況をこういうことで
すね。ということで、まず、広い方の土地に関しては特に何も作られては無いんです
が、ちょっと隅っこの方にニラが植わっていますけどと言ったら、誰かに貸した訳で
はないということで、あと細長い土地に関してはですね、それも元々本家と分家の関
係ですので、○側の土地に水を入れるための通水路として土地を残した、という所で、
そこで何かを作れるわけではないという説明を頂いています。それから、○の端に関
してはですね、お会いしたのは１回ですが、実際行ったのは８回くらい行っています
が中々お会いできなくてですね、で、やっとお会いできたから話をしましたが、まず、
隣地同意が要りますので、すいませんが協力出来ますかという話をしたんですが、い
や、それはもう全然関係ない人のためにする必要性はない的な感じでちょっと言われ
ましてですね、二、三位言葉を交わしたくらいで家の中へ入られたんでですね、詳し
い話は出来なかったという所です。
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市原委員

１７番市原です。確かに、さっき言うたように○○さん難しいと思います。５時か
ら５時半ころもんたら、一杯やりに行くき会うが難しいと思うけど、朝早く行くか、
でも、一応その人も乱暴なけんど話の分からん人やないき、１回会うたばぁやったら
やね、すっとくれるわけじゃないけど、声を２・３回かけてやね、来てもらわなほら、
判がのうてもかまんけんど、中々会えんと、そりゃ来ると待ちやぁせんきね、時間的
に見て、その話ばぁしたらどうですか。あの、話の分からん人やないきやね。そりゃ
○○は中々やと僕も聞いちゅうけんど、この前も草刈るゆうて草刈り機貸してくれ言
うて、うちの草刈り機を取っていったばぁやきね。ま、主はほたくっちょっとけんど
ね、僕も見ちゅうけんど。ま、声を一度かけて、いかんじゃ無しにやね。いかないか
んで考えることやき。また行ってみたらどうやろうね。僕も努力しますけんど。

会

長

ただあの、○の○○さんについては、また、会うてみてもらうという事も言われた
意見なんですが、ここで決定するということは、その結果をもってということじゃ無
しに、市原委員さんが言うのは、また会うて了承をもろうて下さいよ、ということは
もらえてから、許可するという訳じゃないがですね。

市原委員

会長なら会長でもえいき行ってやね、会うてきて、道順をふんじょかなやね、さっ
きみたいに判が無いといかんとか、どうでもになるき、一回行ったばぁで中々会えん
で通してくれる言うたら、みんなぁ１回いっておらん言うたらえいがやき。そこを言
うがよ。

会

取りあえず、会うて了解もろうてくださいよ、という事を付け加える、ということ？
で、結果が良かろうと悪かろうと、いう話じゃ無いわけね。結果としては、今日ここ
で結論を出さんと、その答えを聞いてから、というわけではないですか。もっと足踏
んで、それから申請をする、申請し直すということ？足踏んでもらって、それから、
保留して諮り直したらどうですかということ？はい。皆さん分かりましたでしょうか。
形としては、一応隣地の同意を得るということになってますんで、隣地の同意が貰え
てない中に、もう少し足を運んで誠意を見せて、それを以て審議をしたらどうですか、
という意見だそうです。他の意見をお願いします。

長

尾﨑委員

申請人に行くか行かんか聞いてみたら。

会

さっき市原委員さんが言ったように、○○さんに何度も会うてみるという思いはあ
りますか。

長

申 請 人

そうですね。それは、必要であれば何回かは。はい。

会

はい、そうだそうです。

長

市原委員

会

長

妙に話聞きよったら、このままやったら何回行っても会ってくれそうにない。話の
出来る人に中に入ってもらったら話が出来る。そういう状況に持っていかんと。もう
１回行ったけど、話し出来んかったにならせんろうかね。
市原委員さん、大変ですがお世話も頂く、という事出来ませんか。
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市原委員

そら僕知っちゅうきやね、おまんが反対しても、お互いせないかんことやきいう話
は出来る。

事務局次長

一応手続き上はですね、申請を受けてから基本４０日以内に県に上申せないかんと、
で、委員会としましては、許可相当か、不許可相当か、いずれかの意見を上げて、ど
っちにしろ上げんといかんので、保留という形は難しいのかな、と。この場で決める
か、その同意を貰うまで申請者のご理解を得られたうえで一旦取り下げをして頂いた
上で、再申請上げていただくか。そのいずれかになりますので。

白木委員

１４番白木です。あの、今まででも同意貰えんでも、この条件やったら許可相当と
せないかん、という太陽光らぁの時もあったわね。今日の場合も、３種農地で農地法
では全然許可出さないかん状況やないがですか。事務局に質問やけんど。

事務局次長

あの、許可の１つの条件の中で今回１つ問題になるのが、日陰が及ぶような形です
ので、営農に支障があるかどうかという事の項目で、基本的には営農に支障が無いと
いう判断が出来る資料があれば同意は無くてもいいんですが、仮に日陰なんかが及ん
で営農に支障があるというような状況であれば、それを覆すための同意書を取って頂
ければ仮に日陰がどれだけかかろうと同意があればオッケーですよというみなし方
をします。今回の場合は、実際には耕作放棄地ではありますが、日陰が及ぶような状
況でありますので県の判断にはなるんですけれども、この部分で営農に支障があるか
どうかが一つの判断基準になってくるかと思います。その上で、当委員会としての意
見をふまえてどう判断されるかがポイントになります。

白木委員

１４番白木です。それがあるならば、市原委員に世話になって一回行ってもらうし
かないやない。

会

長

事務的な手続きの順から言うと、事務局が言うたみたいに、農業委員会としては取
り下げて下さいとは言えんのですよ。でも本人が、隣地の許可を貰うような運動をし
てみるんで、一旦は取り下げて、それが出来て申請し直します、という事であればそ
れでいける、という事ですね。他にご意見ございませんか。

市原委員

さっきから○○○さんの代理の人が言うように、いっぺん取り下げてもうてやね、
くれらったらくれんでまた審議してもろうたらえいという事でやね、僕が心配しちゅ
のは、１回しか行ってない、会えんだけやきそれがないずつ何回も行っちゅう、だっ
たら会えんかった言うなら分かる。けんど朝早くか晩に行くことも出来るろうきやね、
それで納得してもうて、ここが取り下げいうがやったら、県へ送ったらえいがよ。ど
っちにするかは、申請人よね。

会

長

○○さん、一応お話を聞いたような状況ですんで、市原委員さんからは一旦取り下
げて、で、同意を貰える努力をされてから申請し直されたらどうですか、という意見
やったと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

申 請 人

あの、取り下げずにですね、県の方へ上げて頂きながらも、こちらが判を頂くよう
な形での動き、というのはダメでしょうか。結局、行ったときに、○○さんがおいで
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たんで名刺を渡して、２回ほど○○さんとも話して、そういう対応をして頂いたんで
すけど、その際にも電話も一切頂いてなくてですね、たまたま４時半くらいに行って、
待ちよって、帰ってこられたんでやっとそこで話が出来たという形でして、車が止ま
ってたらいるかと思ったんですけど、車が止まっててもいない状態とかいう事で、い
つ行けばいいのかというのが全く分からない状況です。ですので、もしどなたかが携
帯ででも連絡が付けれるようでしたら、ひょっとそういうタイミングを作って頂けた
らと思うんですけど。そのタイミングで行って話が出来たらと思います。
会

長

申 請 人
会

うちの市原委員さんが知り合いだそうですので間に入ってくれるそうですが、一緒
に行かれて同意の判子をもらってから申請し直す、というのはどうですか。
これは、１回下げないといけないんでしょうか。

長

事務局が言うには、今日ここで許可の判断をするのか、不許可にするのかを今の申
請のままやとどっちかを選んで県へ出すことになるそうです。で、条件付きで許可を
貰えたら、許可というのは、そんなん無いよね。

事務局次長

結局、その判断が営農に支障があるかどうかという所で、営農に支障があというこ
とになると当然同意を取ることを条件というのはあると思いますが、現状どうでしょ
う。

会

長

一旦、休憩にします。
（休憩）

会

長

事務局次長

申 請 人
事務局次長

休憩前に戻して会を起こします。それでは、申請をし直されるようですので。市原
委員さん大変ですが、ちょっと世話してあげてください。それでは、この議案３９と
４０につきましては。そういう扱いにしたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうも、ご苦労様でした。続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規定によ
る許可申請書審査の件、番号４１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４１の申請人
で譲渡人の「○○○○○」さんの代理人「○○○○」さん、譲受人の「○○○○」
さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
１１ページをご覧ください。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号４１、申請人、譲渡人「○○○○○」さん、住所「○○○○○
○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○
○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。申請地の所在「土佐市高岡町字御所ノ
内○○○番○、同所字同乙○○○番○、同所字同乙○○○番」、登記地目は全て
「田」、現況地目は全て「休耕畑」、面積は、３筆合計で「１，００８㎡」、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３種農地」と判断しておりま
す。転用の目的は「集合住宅」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「市中心街及び高速道路等に近く、集合住宅の立地に最適と判断したた
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８月３１日」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○○○
円、造成費○○○○○○○○○○円、建築費○○○○○○○○○円、諸経費○○○
○○○○○○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「申請地は、土佐市中心街や高速道路の出入り口に近く、
住宅事情や交通の利便性等から集合住宅建築に最適地と判断しました。集合住宅１棟
（８戸）（建築面積２５５．５４㎡）、共稼ぎの若い夫婦が入居する場合、夫婦で１
台ずつ車を所持していることが多く、露天駐車場１８台分（２２５㎡）、駐輪場等を
計画しており、申請する面積は必要。」という事です。次に１４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「自動車は申請地東側の市道から、自転
車は申請地西側の市道から申請地に進入する。（人は両側から）」。次に１６ページ
の造成計画図とあわせてご覧ください。造成計画は「西半分は、１０cm程度盛り土す
る。東半分は、東側の市道に向けてスロープ状に４０cmから９５cm程切り土する。」
となっており、図面の水色部分が現況地盤からの切り土、一番下の位置は申請地西側
の建物部分で、赤色で表示している部分が盛り土となっています。整地計画は「整地
後にアスファルト舗装する。」。排水処理計画は、１５ページの排水計画図とあわせ
てご覧ください。「生活排水は、敷地内の生活排水管から合併浄化槽を経由し、南側
の既存水路へ排水する。雨水は、西半分は敷地内の集水枡から集水管を経由し、南側
の既存水路へ排水する。東半分は、敷地をスロープ状に切り土することから、東側の
敷地内三角側溝で受け止め、東南側の既設水路へ排水する。」となっています。被害
防除計画につきましては、１７ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○
は、市道を挟んで県管理河川（火渡川）、○は、市道を挟んで同意のある農地、○は、
農道、水路を挟んで宅地及び同意のある農地、○は、宅地及び同意のある農地」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、高岡町乙で、高速道路の土佐インターチェンジへの入り口と
国道５６号線バイパスとの交差点の○側約５０ｍ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、高速自動車道のインターチェンジから３００ｍ以内にある区域内の農
地に該当するため、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。
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
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となる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可することができない。』に
ついては、農地基本台帳は譲渡人が耕作者となっており、全部事項証明書に共有者
もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することが
できない。』については、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間
に
「許可日から」
と記載されているため、
許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、
該当しない。次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土
地を利用できる見込みがない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と一体利用する土地はなく、該当し
ない。次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』に
ついては、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、
該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可するこ
とができない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「集合住宅」
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からの同意がすべて得られており、問題
無いと判断し、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、
一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可するこ
とができないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事
業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当し
ない。以上のことから、提出されています申請書・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、許可相当地であると考えております。なお、本日、担
当地区の石元委員が欠席でありますが、石元委員からは、特に問題は無いと思うの
でよろしくお願いしますとのことでありますのでご報告いたします。以上で説明を
終わります。
会

長

申 請 人
会

長

委

員

会

長

委

員

はい。事務局の説明が終わりました。それでは、申請者の方に確認をいたしま
す。農地法第５条の番号４１の申請人で譲渡人の「○○○○」さんの代理人「○○
○○」さん、譲受人の「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いござい
ませんか。
はい。
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は頂きました。他
の委員さんのご意見お願いします。
（異議無しの意見多数あり）
異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可
申請書の件、番号４１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。
（異議無しの意見多数あり）
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会

長

異議無しで決定になりました。
続きまして、議案第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４２を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

申請代理人
事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号４２の申請人
で貸人「○○○○」さんと、借人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」さ
ん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。
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４２、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、「土佐市高岡町字西下大坪甲○○○○番○」、登記地目は
「田」、現況地目「休耕田」、面積は「３１５㎡」、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、令和元年１０月３０日
付けで除外となり「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「自己住宅建築」のため、権利を設定し、又は移転をしようとする理
由の詳細は、「現在借家住まいだが、家族５人で生活するには手狭なため。」、事業
の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日から
令和２年８月３１日まで」、資金計画は「土地造成費○○○○○○○○○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。
１９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、○○市の借家で家族５人が生活している
が、子供の成長に伴い生活する上で手狭となり、自己住宅を計画することとなった。
貸人は私の○だが、申請地はケアが必要な状況である○の○○の実家に近く、また、
申請地は前面に市道、周囲に保育園や学校、病院等が近くにあり、日常生活には最適
な環境であることから、申請地を選定した。申請地には、２階建ての自己住宅１棟（建
築面積67.9㎡）、駐輪場、庭を確保するため、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２１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、「申請地東側の側溝にグレーチン
グを設置し、東側市道から進入する。」、造成計画は２２ページの造成計画図とあわせ
てご覧ください。造成は、「隣接農地の地盤から約７５cm（市道から約５０cm）盛り
土する。」、整地計画は「駐車場は土間コンクリート敷き。居宅敷地は砕石敷きとす
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を付けて、
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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、２３ペー
ジの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は、市道（道路幅11m）、○は、同意
のある農地、○は、貸人が所有する農地、○は、宅地（すみれ保育園）となっており、
隣接する申請者以外が所有する農地からは、全て同意が得られております。２０ペー
ジにお戻りください。場所につきましては、高岡町甲で市立すみれ保育園のすぐ○側
となっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地
ではなく、市役所から１㎞の範囲内にある農地であることから、第２種農地に該当す
ると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当であると考えておりま
す。
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、農地基本台帳は貸人が耕作者となっており、全部事項証明書に共有者も
いないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することが
できない。』については、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間
に
「許可日から」
と記載されているため、
許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、
該当しない。次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土
地を利用できる見込みがない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と一体利用する土地はなく、該当し
ない。次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』に
ついては、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、
該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可するこ
とができない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「自己住宅建
築」であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支障
を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』につい
ては、周囲の全ての農地所有者からの同意が得られており、問題無いと判断し、該
当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利用
後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可することができないこと』
については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請地を
必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当しない。以上、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。以上で説明を終わります。
会

長

申請代理人

はい。それでは、申請者の方に確認をいたします。農地法第５条の番号４２の申
請人で貸人「○○○○」さんと、借人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○
○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。
はい、間違いございません。
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会

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。

矢野泰幸委員

２２番矢野です。先ほどの事務局の説明の通り、問題無いと思いますので、よろし
くお願いします。

会

長

それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申
請書の件、番号４２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。
（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規
定による許可申請書審査の件、番号４３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４３の申請人
で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○○○○○○○○○、○○○○○○
○」さん、両名の代理人「○○○○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。２４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
４３申請人は、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
市太郎丸字久保田○○○番○、同所字同○○○番○、同所字同○○○番○」、登記地
目及び現況地目は全て「田」、面積３筆合計で「８３０㎡」、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、令和元年
１０月３０日付けで除外となり「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「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「太陽光発電設備を設置し、四国電
力（株）と電力需給契約を結ぶ。」、 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３ヶ月」、資金計画は「土地取得費○○
○○○○○円、システム機器費○○○○○○○○○円、工事費○○○○○○○○○
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」。２５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
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地は、現在休耕地であるが、日当たりが良く、太陽光発電設備を設置する十分な面
積が確保でき、かつ、市道に面しており工事や維持管理を行う上で利便性が良く、
住宅地からも離れており、周囲への影響も無いと判断し選定した。申請地には、太
陽光発電パネル１６０枚（計２８７㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ４台を設置の他、パネル同
士の間隔、メンテナンス時の作業スペースを考えると､申請地全体の面積が必要。」
という事です。次に２７ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路
計画は「申請地南東側の市道から進入する。」。造成計画及び整地計画は「現状の
まま整地する。」。排水処理計画は、「生活排水は、発生しない。雨水は、自然浸
透及び、申請地周囲の既設水路へ排水する。」。被害防除計画につきましては、２
８ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は市道を挟んで同意のない
農地、○は排水路を挟んで同意のある農地、○は市道を挟んで同意のある農地、○
は排水路を挟んで同意のある農地」となっており、隣接する農地のうち、市道を挟
んだ○側の農地からは同意が得られておりません。このことから、議案書発送後
に、申請者から日影図が提出され、本日皆様のお席にお配りしておりますのでその
資料をご覧ください。パネルの高さが最大で地面から６０ｃｍと低いことと、パネ
ル設置角度がほぼ平らなことから、日陰が最長となる冬至においても申請地から外
には日陰がおよばないことがわかると思います。２６ページにお戻りください。場
所は、戸波東太郎丸地区で、東太郎丸橋の○側約９０ｍとなっております。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用
地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地である
ため、第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許
可相当であると考えております。
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、申請地の市道を挟んだ○側の農地から同意が得られておりませんが、日陰
は及ばず、排水も反対側の既設水路へ排水可能なことから、営農には支障が無いと
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判断出来ると判断し、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の
移転、一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可
することができないこと』
については、
申請書の転用計画の利用期間が
「永久年間」
、
事業計画書の申請地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、該当
しない。
以上、
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。それでは、申請者の方に、確認をいたします。譲渡人「○○○○」さん、
譲受人「○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○」さん、両名の代理人「○○
○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。

申請代理人

間違いございません。

会

長

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
お願いします。

尾﨑委員

１３番尾﨑です。先ほどの事務局の説明の通り、何ら問題無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

（異議無しの意見多数あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可
申請書の件、番号４３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。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

事務局次長

申請代理人
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４４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４４の申請人
で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○○○○○○○○○○○○」さん、両
名の代理人の「○○○○」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。２９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
４４申請人は、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
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「土佐市甲原字八ツ面○○○○番○」、登記地目及び現況地目は共に「田」、面積
「４２９㎡」、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、令和元年１０月３０日付けで除外となり「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「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
陽光パネルを設置するため。」、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６ヶ月」、資金計画は「土地取得費○○○○
○○○円、工事費○○○○○○○○○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」。３０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「譲渡人は農業を行っておらず、申請地の管理
もままならないため農地の買い手や借り手を探していた。譲受人は、太陽光発電事
業を行っており、日照や面積等の条件が良好な申請地を探していたところ、今回の
申請地が条件に合うことから、譲渡人と交渉し理解が得られたため選定した。申請
地には、太陽光発電パネル９２枚（１５４．６２㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ４台を設置の
他、パネル同士の間隔、メンテナンス時の作業スペースを考えると､申請地全体の面
積が必要。」という事です。次に３２ページの土地利用計画図と合わせてご覧くだ
さい。進入路計画は「申請地南側の公衆用道路から進入する。」。造成計画は「な
し」。整地計画は「土のまま地ならし、地固めする。」。排水処理計画は、「生活
排水は、なし。雨水は、基本は自然排水とするが、申請地南側の用悪水路に既存の
排水口があり、大雨時はこの用悪水路へ排水する。」。被害防除計画につきまして
は、３３ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は市道挟んで県管理
河川（神谷川）、○は同意のある農地、○は水路、道路を挟んで同意のある農地、
○は水路を挟んで条件付き同意のある農地」となっており、隣接する農地のうち、
○側の○○○○－○の○○○○さんからの条件を読み上げます。同意の条件は「雑
草防止シートを敷いて雑草の管理をきちんとしてほしい。」となっております。３
１ページにお戻りください。場所は、甲原神谷地区で、神谷公民館の○側約２０ｍ
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、
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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、周囲の全ての農地所有者からの同意が得られており、問題無いと判断し、
該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用での所有権の移転、一時転用で、利
用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可することができないこ
と』については、申請書の転用計画の利用期間が「永久年間」、事業計画書の申請
地を必要とする理由から申請地は一時転用ではないと考え、
該当しない。
以上から、
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。以上で説明を終わりま
す。
会

長

はい、それでは、申請者の方に確認をいたします。。農地法第５条の番号４４の
申請人で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○○○○○○○○○○○」さ
ん、両名の代理人の「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませ
んか。

申請代理人

はい、間違いないです。

会

長

それから、確認をしたいのですが、同意の条件のところで、事務局が言っておりま
したが、ちょっと説明頂けますか。

申請代理人

当初の計画では、その雑草防止のシートを敷くっていう計画ではなくて、土のまま
置くっていう計画だったんですけれども、雑草防止のシートを敷くか、あるいは雑草
の処理をきちんとしてくれというような条件が付いてきた上で、じつは○隣にある○
○○さんのところも、現在の時点では申請は出てないんですが、同じように太陽光パ
ネルの計画がありまして、で、あのその土地を両方合わせてですね、実は雑草防止の
シートを敷くかどうかっていうのを検討しているんです。で、ただ施工会社の方のメ
ンテナンスのプログラムの中に、年に数回草刈りをするというプログラムがちゃんと
組まれてますので、その対応ではダメなのかという事を合わせて、ダメであれば雑草
防止のシートを敷くっていう検討はするんだけれども、草刈りの対応でオッケーとい
うのが出ればそれで進行したい、というような段階です。交渉中という事です。

会

長

雑草の対応をするという事は間違いないですね。

申請代理人

はい、間違いないです。

会

そういう事でございますので、地元委員さんのご意見お願いします。

長
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森田委員

１２番森田です。先ほど会長も言いましたし、事務局が説明をしましたように、
隣の方も生姜を作っておりますので、やっぱり雑草が来ると、作物の性格上、面白
くないって思いますので、そこら辺をきちんと守って頂けるということなので、そ
れであればいいと思います。

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

（異議無しの意見多数あり）

会

長

申請代理人
会

長

委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

先ほど私が言いましたように、雑草の処理については、きちんと対応されるとい
うことでいいですね。
はい。
それでは、異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定
による許可申請書の件、番号４４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。
（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。
続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、
番号４５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４５の申請人
で譲渡人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○
○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。３４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
４５申請人は、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「土佐市甲原字八ツ面○○○○番○」、登記地
目「田」、現況地目「畑」、面積「５５４㎡」、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、令和元年１０月３０日付
けで除外となり「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「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「太陽光パネルを設置するため。」、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６ヶ
月」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○円、工事費○○○○○○○○○円の
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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」。３５ページをご覧ください。申請地と一
体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は「譲渡人は
高齢で、申請地の管理もままならないため農地の買い手や借りてを探していた。譲
受人は、太陽光発電事業を行うため、日照や面積等の条件が良好な申請地を探して
いたところ、今回の申請地が条件に合うことから、譲渡人と交渉し理解が得られた
ため選定した。申請地には、太陽光発電パネル１５２枚（２５４．４８㎡）、ﾊﾟﾜｰｺ
ﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ7台を設置の他、パネル同士の間隔、メンテナンス時の作業スペースを考え
ると､申請地全体の面積が必要。」という事です。次に３７ページの土地利用計画図
と合わせてご覧ください。進入路計画は「申請地北側の公衆用道路から徒歩で進入
する。」。造成計画は「なし」。整地計画は「土のまま地ならし、地固めする。」
排水処理計画は、「生活排水は、なし。雨水は、基本は自然排水とするが、申請
地西側と南側の用悪水路に既存の排水口があり、大雨時はこの用悪水路へ排水す
る。」。被害防除計画につきましては、３８ページの周囲の状況図と合わせてご覧
ください。「○は市道挟んで県管理河川（神谷川）、○は水路を挟んで条件付きで
同意のある農地、○は同意のある農地、○は水路、公衆用道路を挟んで同意のある
農地」となっており、隣接する農地のうち、○側の○○○○－○の○○○さんから
の条件を読み上げます。同意の条件はの１つ目は「両側水路に土が溜まっているの
で、水路が流れるよう土を除去してほしい。」、２つ目は、「畦がつぶれていると
ころを直して欲しい。」、３つ目は「草刈りをきちんとして欲しい。」となってお
ります。３６ページにお戻りください。場所は、甲原神谷地区で、神谷公民館の○
側約１００ｍ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
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農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができ
ない。』については、一部条件付きのものもございますが、周囲の全ての農地所有者
からの同意が得られており、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。以上、提出されています
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、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。それでは、農地法第５条の番号４５の申請人で譲渡人「○○○○○」さん
譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明
に間違いございませんか。

申請代理人

はい、間違いございません。

会

はい、同意の条件が付いてますので、これを守っていただけますか。

長

申請代理人

会

長

同意書を頂いた時には、確かに土をどけてくれとか、あぜを直してくれとかいうよ
うな条件が付いたんですが、その件で後から施工会社の方に、○○さんとお話をして
もらった結果、
申請者の方が今回、もう１件別に出される○○○○○さん所有の分も、
○○さんが隣地になっていると思うんですけれども、○○さんも○○さんも高齢なの
で、そこまで条件を付けるのもなんだから、ということで水路の事に関しては、そこ
まで徹底してやらなくてもオッケーという話にはなっているようです。
それは、○○さんとの話がそうなった、という事ですか。

申請代理人

はい。

会

水路以外の件については、同意の条件のようにされる、という事ですか。

長

申請代理人

はい。

会

分かりました。それでは地元委員さんのご意見お願いします。

長

森田委員

１２番森田です。先ほど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

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定

- 22 -

による許可申請書の件、番号４５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。
委

員

会

長

事務局次長

（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規
定による許可申請書審査の件、番号４６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４６の申請人
で賃貸人「○○○○」さん、賃借人「○○○○○○○○、○○○○○○○○○」さ
ん、両名の代理人「○○○○」さん。

申請代理人

はい。

事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。３９ページをご覧く
ださい。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号
４６申請人は、賃貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、職
業「○○」。賃借人「○○○○○○○○○、○○○○○○○○」さん、所在地「○
○○○○○○○○○○○○○○」、業種「○○○○○○○○」。申請地の所在「土
佐市甲原字八ツ面○○○○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「８１２㎡」、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、令和元年１０月３
０日付けで除外となり「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「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「太陽光パネルを設置するため。」、事
業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から２０年間」、工事計画は「許可日
から６ヶ月」、資金計画は「年間借地料（１年）○○○○○○円、工事費○○○○
○○○○○円の合計○○○○○○○○○○円」で、資金は「全額金融機関からの融
資」、過去の違反転用の有無及び始末書の提出状況については「なし」。４０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「賃貸人は高齢で病気がちであり、申請地の管理もままならな
いため農地の買い手や借り手を探していた。賃借人は、太陽光発電事業を行うた
め、日照や面積等の条件が良好な申請地を探していたところ、今回の申請地が条件
に合うことから、賃貸人と交渉し理解が得られたため選定した。申請地には、太陽
光発電パネル１８８枚（３１４．６６㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ９台を設置の他、パネ
ル同士の間隔、メンテナンス時の作業スペースを考えると､申請地全体の面積が必
要。」という事です。次に４２ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。
進入路計画は「申請地東側の市道から申請地南側へ車両で進入する。」。造成計画
は「なし」。整地計画は「土のまま地ならし、地固めする。」。排水処理計画は、
「生活排水は、なし。雨水は、基本は自然排水とするが、申請地西側の用悪水路に
既存の排水口があり、大雨時はこの用悪水路へ排水する。」。被害防除計画につき
ましては、４３ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は市道挟んで
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県管理河川（神谷川）、○は水路を挟んで条件付きで同意のある農地、○と○は同
意のある農地」となっており、隣接する農地のうち、○側の○○○○－○の○○○
さんからの条件を読み上げます。同意の条件はの１つ目は「両側水路に土が溜まっ
ているので、水路が流れるよう土を除去してほしい。」、２つ目は、「畦がつぶれ
ているところを直して欲しい。」、３つ目は「草刈りをきちんとして欲しい。」と
なっております。４３ページにお戻りください。場所は、甲原神谷地区で、神谷公
民館の南側約１２０ｍ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、農地基本台帳は賃貸人が耕作者となっており、全部事項証明書に共有者
もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、許可することが
できない。』については、申請書の転用計画の事業の操業期間又は施設の利用期間
に
「許可日から」
と記載されているため、
許可後遅滞なく事業の用に供すると考え、
該当しない。次に『申請地に係る農地と一体として事業目的に供する他に必要な土
地を利用できる見込みがない場合には、許可することができない。』については、
事業計画書、土地利用計画図等により、申請地と一体利用する土地はなく、該当し
ない。次に『適正な面積と認められない場合には、許可することができない。』に
ついては、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、
該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可するこ
とができない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「太陽光発電
設備」であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』につ
いては、一部条件付きのものもございますが、周囲の全ての農地所有者からの同意
が得られており、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「２０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、提出されています申請書・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、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。それでは、申請人の方に確認をいたしま
す。農地法第５条の番号４６の申請人で賃貸人「○○○○」さん、賃借人「○○○
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○○○○○○、○○○○○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」さん。先ほど
の事務局の説明に間違いございませんか。
申請代理人

間違いございません。

会

条件が付いていおりましたが、先ほど説明頂いた通りでよろしいですか。

長

申請代理人

はい。

会

それでは、地元委員さんのご意見お願いします。

長

森田委員

１２番森田です。これもほとんど同じ所なんで、何も問題無いと思いますので、よ
ろしくお願いします。

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

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１号、農地法第５条第１項の規
定による許可申請書審査の件、番号４７を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

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４７の申請人
譲渡人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」さ
ん。

申請代理人
事務局次長

それでは、異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定
による許可申請書の件、番号４６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。
（異議無しの意見多数あり）

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。４４ページをご覧く
ださい。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号
４７申請人は、譲渡人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」
職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○
○」、業種「○○○○○○○○」。申請地の所在「土佐市甲原字八ツ面○○○○番
○」、登記地目、現況地目は共に「田」、面積は「９６４㎡」、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、令和元
年１０月３０日付けで除外となり「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「太陽光発電施設設置」のため、
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権利を設定し、又は移転をしようとする理由の詳細は「太陽光パネルを設置するた
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６ヶ月」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○○円、工事費○
○○○○○○○○○○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」。４５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「譲渡人は農業を行っておらず、申請地の管理もままならない
ため農地の買い手や借り手を探していた。譲受人は、太陽光発電事業を行うため、
日照や面積等の条件が良好な申請地を探していたところ、今回の申請地が条件に合
うことから、譲渡人と交渉し理解が得られたため選定した。申請地には、太陽光発
電パネル２４０枚（４０１．８４㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ９台を設置の他、パネル同士
の間隔、メンテナンス時の作業スペースを考えると､申請地全体の面積が必要。」と
いう事です。次に４７ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計
画は「申請地南側の県道から申請地へ徒歩で進入する。」。造成計画は「なし」。
整地計画は「土のまま地ならし、地固めする。」。排水処理計画は、「生活排水
は、なし。雨水は、基本は自然排水とするが、申請地西側の用悪水路に既存の排水
口があり、大雨時はこの用悪水路へ排水する。」。被害防除計画につきましては、
４９ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は水路を挟んで同意のあ
る農地、○は水路を挟んで○○○○－○の同意のない農地、○は県道土佐佐川線、
○は条件付きで同意のある農地」となっており、隣接する農地のうち、○側の○○
○○－○の○○○さんからの条件をにつきましては、先ほど説明した２件と同じに
内容です。次に、申請地○側の○○○○－○の○○さんから同意が得られていない
ことから、申請者から日影図が提出されており、議案書４８ページに掲載しており
ますので、ご覧ください。この日影図の時期は、日陰が一番長くなる冬至のもので
すが、○側の○○○○－○に日陰が及ぶ時間は朝８時から９時までとなっており、
約２ｍ進入する予想となっています。４６ページにお戻りください。場所は、甲原
神谷地区で、神谷公民館の○側約１７０ｍ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、
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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、一部農地から同意が得られておりませんので、申請者から日影図が提出さ
れておりますが、日陰の影響は冬至においても午前中の１時間ほど影響が及ぶこと
となっています。
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。
以上が、
提出されております申請書・添付書類を審査した結果でありますが、第４号の許可
基準『周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、
許可することができない。』については、先ほどの説明どおり一部農地から同意が
得られてなく、申請者から日影図が提出されておりますが、日陰の影響は冬至にお
いても午前中の１時間ほどであり、影響は小さいと思われますが、審議いただきた
い項目と考えています。以上で説明を終わります。
会

長

はい。それでは申請人の方に確認をいたします。農地法第５条の番号４７の申請
人で譲渡人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○
○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。

申請代理人

はい、間違いございません。

会

それから、○○さんの条件付きについては、それでいいですか。

長

申請代理人

はい。

会

それでは、地元委員さんのご意見お願いします。

長

森田委員

１２番森田です。この土地につきましては見ても分かります通り、県道土佐佐川線
にくっついておりまして、私、毎年遊休農地で写真を撮って出しておりましたので、
これで解消されるかな、と思いますし、○○さんのほうは同意は無いと言いましても
２ｍの水路もありますので、農業に関係する日影があっても１時間位ですので、何ら
問題無いと思いますので、よろしくお願いします。

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定
による許可申請書の件、番号４７ついて申請通り許可相当とすることにご異議ござ
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いませんか。
委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第１号、農地法第５条第１項の規
定による許可申請書審査の件、番号４８を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。
はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号４８の申請人
で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○○」
さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。５０ページをご覧く
ださい。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号
４８、申請人は、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○
○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○
○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在「土佐市甲原字豊田○○○番○」、登
記地目、現況地目は共に「田」、面積は「９０２㎡」、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、令和元年１０月３０
日付けで除外となり「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「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「太陽光パネルを設置するため。」、事業の操
業期間又は施設の利用期間は「許可日から永久年間」、工事計画は「許可日～６ヶ
月」、資金計画は「土地取得費○○○○○○○○○円、工事費○○○○○○○○○
○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」。５１ページをご覧ください。申
請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は
「譲渡人は農業を行っておらず、申請地の管理もままならないため農地の買い手や
借り手を探していた。譲受人は、太陽光発電事業を行うため、日照や面積等の条件
が良好な申請地を探していたところ、今回の申請地が条件に合うことから、譲渡人
と交渉し理解が得られたため選定した。申請地には、太陽光発電パネル２４８枚
（４１５．２８㎡）、ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ９台を設置の他、パネル同士の間隔、メンテナ
ンス時の作業スペースを考えると､申請地全体の面積が必要。」という事です。次に
５３ページの土地利用計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「申請地北側
の市道から申請地へ進入する。」。造成計画は「なし」。整地計画は「土のまま地
ならし、地固めする。」。排水処理計画は、「生活排水は、なし。雨水は、基本は
自然排水とするが、申請地西側の用悪水路に既存の排水口があり、大雨時はこの用
悪水路へ排水する。」。被害防除計画につきましては、５５ページの周囲の状況図
と合わせてご覧ください。「○は農道、水路を挟んで同意のない農地、○は水路を
挟んで同意のない農地、○は同意のない農地、○は市道を挟んで高知自動車道」と
なっており、隣接する農地からは、同意が得られておりません。同意が得られてい
ない理由につきましては、申請者から経緯書が提出されておりますので読み上げま
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す。まず、○側の○○○番と○○○番○の所有者である○○○○さんは、すでにお
亡くなりになっており、○○の○さんがこの田で水稲栽培を行っているようです
が、○さんは、パネルを設置すると稲に影響が出るかもしれないので同意しないと
のことであり、パネルの設置図面などを渡して日陰の影響はないことを説明してい
るとのことです。次に、○側の○○○と○○○－○の所有者である○○○○さん
は、住所が○○○○○○となっており、この方に文書で同意書の返送をいただける
よう依頼しているが、いまだ返送は無く、○○さんから○○○さんの所に「パネル
設置には反対、あなたも反対するように」との連絡があったと、○○さんから伺っ
たが、理由は不明。次に、○側の○○○－○と○○○－○の所有者は○○○○さん
で、住所は○○○○○○となっており、文書でお知らせと同意書を送付している
が、いまだ返送は無く、連絡も無いとのことです。次に、申請者から日影図が提出
されており、５４ページに掲載しておりますのでご覧ください。この日影図の時期
は、日陰が一番長くなる冬至のものですが、日陰が及ぶのは○側の○○○番のみで
あり、日陰が及ぶ時間は夕方３時以降となっており、進入する範囲は、部分的に最
長約２ｍとなっています。最期に、譲受人から提出された被害防除計画書を読み上
げます。１点目が「今回の転用では盛り土や造成の計画はなく、土砂や土の流出は
ないものとします。」、２点目が「申請地に設置するのは太陽光パネルであり、汚
水や生活排水等の排水はありません。」、３点目は「雨水については、コンクリー
トを敷くなどの整地は行わず、申請地に自然浸透させるようにし、隣地に流入しな
いように留意します。」、４点目は「土地境界より申請地の内側へフェンスを設
け、簡単に他人等が進入出来ないようにするとともに、フェンスの設置位置につい
ては隣地農地の作業の邪魔にならないよう配慮します。」、５点目は「日陰に関し
ては、隣地への影響を最小限にするよう配慮し、通風も同様とします。」、６点目
は「申請地内は、定期的に草刈りを行い、除草剤は使用しないこととします。」、
７点目は「万一、隣地農地に被害等が生じた場合、また、苦情や要望が出た場合
は、その意見を尊重し、当方の責にて適切に対応します。」、以上が譲受人から提
出された被害防除計画書の内容です。５５ページにお戻りください。場所は、甲原
地区で、ローソン土佐甲原店の○側約２６０ｍ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
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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、先ほどの説明どおり全ての農地から同意が得られておりません。申請者か
ら日影図が提出されておりますが、日陰の影響は冬至においても午後３時以降であ
り影響はあまり無いように思われます。また、譲受人からは、先ほどのご説明どお
り被害防除計画が提出され、周囲に影響が無いように配慮することや、万一の場合
は、譲受人が責任をもって対処するとの書面をいただいているところであります。
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。以上が、提出されてお
ります申請書・添付書類を審査した結果でありますが、第４号以外の項目は問題な
いものと判断していますが、第４号の許可基準については、先ほどの説明どおり一
部農地から同意が得られてないため、審議いただきたい項目と考えています。以上
で説明を終わります。
会

長

はい。それでは、申請者の方に確認をいたします。農地法第５条の番号４８の申
請人で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人「○○○
○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。

申請代理人

間違いございません。

会

間違いないという事ですので、地元委員さんのご意見お願いします。

長

森田委員

会

長

岡林委員

会

長

山本委員

１２番森田です。色々周りの同意はありませんけれども、太陽光でありますし、水路
もありますし、前は草も生えておりましたので、問題無くいけると思いますので、よろ
しくお願いします。
それでは他の委員さんのご意見お願いします。
３番岡林です。こないだ１０月３日に、あの辺洪水ですごい浸水してると思います
が、太陽光パネル、機械類、使ってもかまんですか。多分、２ｍ位は浸かると思いま
す。そのまま嵩上げせんていう条件やったら、通ってもかまんけんど、嵩上げをする
とかいう事があるなら、また、申請をし直して頂きたいと思います。
他の委員さんのご意見お願いします。
１５番山本です。今日は太陽光がどっさりで、ちょっと普段から疑問に思ってるこ
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とを聞こうかなと。先ほど２０年の賃貸借で借るようにしたのがあったでしょ。あれ
はもう終わったら整地をしてちゃんと戻す、という事をやっていますか。
申請代理人

やっています。

山本委員

それと、取得した土地でやるところあるでしょ。あれ、もし何かあった時に２０年
３０年電気っていうがはどうなるか分かりませんよね。そういう時にはちゃんと整地
して戻すいう会社の方針とか、そういうものはあるんですか。もし、利益が出んいう
たら、会社なんかやったら放りますわね。それ、土佐市はあんまり出てきて、自分は
いつも思いゆがですけど、１０年先はどうなるか分からんがですよ。いま、ものすご
く火力が発達して。どうするつもりで、１０年先利益が出んなったら放るかな、とか。
農業委員会とはあんまり関係ないですけど。あんまりよけ出てきたら、聞いておきた
いんですけど。

申請代理人

あの、売買契約についてはですね、その後どうするかは把握してないです。把握し
てないんですけれども、情報として必要であればですね、業者さんとも確認を取りま
す。

会

長

それでは、異議なしでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定
による許可申請書の件、番号４８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。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

異議無しで決定になりました。それでは１０分ほど休憩します。
（１０分間休憩）

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。続いて、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２２を議題と致します。事務
局の説明をお願いします。
はい。それでは、２冊目の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２２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「土佐市東鴨地字川原崎○○○番○」、登記簿地目及び現況地目はともに
「畑」、面積は「９５㎡」、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。
５７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、自作地は「３０，３０８㎡（田１８，２８１㎡、

- 31 -

畑１２，０２７㎡）」、貸付地は「４，８１２㎡（田１，８３６㎡、畑２，９７６㎡）」、
所有地以外は無しで、合計「３０，３０８㎡」。非耕作地は「下欄のとおり」で全て
200㎡未満の農業用施設、農地法第３２条第１項各号の（遊休農地）及び、農地法第５
１条第１項各号の（違反転用）には「該当しない。」。５８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、生姜掘り機２台、溝掘り機３台、動噴
２台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴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３人で、農作業歴:○５３年、○２５年、○○○２０年。」、③臨時雇用労働力
(年間延人数)は「記載無し。」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可
を受けようとする土地までの平均距離又は時間は「①、②者、約１ｋｍ、車で３分」
と記載されております。５９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で「生姜」：２９，９１７
㎡（田）１７，８９０㎡、（畑）１２，０２７㎡）と「文旦」（田）３９１㎡、今回
申請している農地の耕作計画は「柿」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。６０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、○○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○
○歳、○○歳、○○歳」、（３）主たる職業は共に「農業」、（４）権利取得者との
関係「本人・○、○、○○○」、（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月から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・○３６０日、○３５０日、○○○２０
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３０，３０８㎡、権利を取得
しようとする農地の面積は、９５㎡で、合計３０，４０３㎡」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。
場所につきましては、６２ページに掲載していますが、戸波東鴨地地区で国道５６
号線にありますカロト青果さんの○側約５００ｍとなっております。以上で説明を終
わります。
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なお、本日、担当地区の馬場委員が欠席でありますが、馬場委員からは、特に問題
は無いのでよろしくお願いしますとのことでありますので、ご報告いたします。
会

長

事務局次長

はい。事務局から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「３０，３０８㎡」で一致し、申請地の面積が「９５㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「３０，４０３㎡」。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、
「３
０，４０３㎡」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、
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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

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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２２ついて申請通り許可することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

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２３を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

事務局次長

それでは、６３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２３を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○
歳」、住所は「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さ
ん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の
所在は「土佐市高岡町字四反田乙○○○○番○他２筆」、登記簿地目、現況地目はとも
に「田」、面積は３筆合計で「７５５㎡」、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。６４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、自作地のみで「５，７３８㎡（田：５，０７７㎡、畑：６６１㎡）」、
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。
６５ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機
械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台、田植機１台、コンバイン１台、乾燥機１台、」を
所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
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験等の状況は「農作業歴○○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、本人以外に○が６５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「車で約１０分」と記載されております。
６６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）：５，
０７７㎡、野菜（畑）：６６１㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲で（田）：
７５５㎡」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。６７ページご覧
ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され
ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者又は
その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○
○○○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳」、（３）主たる職業は２人
とも「農業」、（４）権利取得者との関係「本人、○」、（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（２名とも２００日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯員
等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業に供
する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積５，７３８㎡、権利を取得しようと
する農地の面積７５５㎡、合計６，４９３㎡」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、６８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、高岡町田井地区の北西側で、農業振興センターがあります県の合同庁舎の○側約
３００ｍとなっております。
なお、本日、担当地区の石元委員が欠席でありますが、石元委員からは、特に問題
は無いのでよろしくお願いしますとのことでありますので、ご報告いたします。
会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳
の農地面積が「５，７３８㎡」で一致し、申請地の面積が「７５５㎡」であるため、

- 35 -

耕作に供すべき農地のすべては「６，４９３㎡」。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、
「６，
４９３㎡」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

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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２３ついて申請通り許可することにご異議ございませ
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んか。
委

員

（異議無しの意見多数あり）

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２４を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

事務局次長

それでは、７０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２４を説明します。譲渡人「被相続人、○○○○」、
「相続人、○○○」さん、「○○歳」、住所は「○○○○○○○○○○○○○○」、職
業「○○」、他相続人１名。譲受人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○
○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市高岡町字西尾ヶ崎乙
○○○○番○他２筆」、登記簿地目、現況地目はともに「畑」、面積は３筆合計で「８
６８㎡」、対価・賃料等の額は「反当○○○○○○○○○円」、所有権以外の使用収益
権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○」さん、
「○○○○」さん。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。７１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、自作地のみで「９，８４４㎡（田：６，２１９㎡、畑：３，６２５㎡）」、
非耕作地は、「高岡町字清水供田乙○○○○番」、「１５０㎡」で、状況理由は「農
業用倉庫」、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。
７２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「小型トラクター１台、運搬機１台、発電機１台、」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴５５年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在４人、本人以外意外に○６０年、○１５年、○３年」、③臨時雇用労働力(年間延人
数)は「記載なし。」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けよう
とする土地までの平均距離又は時間は「車で約５分」と記載されております。
７３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）：５，
４１３㎡、柿（畑）：２，０００㎡、文旦（畑）：１，９０６㎡」、今回申請している
農地の耕作計画は「文旦で８６８㎡」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。７４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
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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、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、○○
歳、○○歳」、（３）主たる職業は全員「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は「１
月～１２月（全員３６５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９，８４４㎡、権利を取得しようと
する農地の面積８６８㎡、合計１０，７１２㎡」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、７５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、高岡町鳴川地区で、高知リハビリテーション学院大学の○側約１７０ｍから２２
０ｍとなっております。
なお、本日、担当地区の石元委員が欠席でありますが、石元委員からは、特に問題
は無いのでよろしくお願いしますとのことでありますので、ご報告いたします。
会

長

はい。事務局から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「９，８４４㎡」で一致し、申請地の面積が「８６８㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「１０，７１２㎡」。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
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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
０，７１２㎡」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

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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２４ついて申請通り許可することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

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、７７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２５を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○
歳」、住所は「○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」他１名。譲受人「○
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○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市蓮池字町屋同○○番他３筆」、
登記簿地目は、７１番４は「池沼」でその他は「田」、現況地目は全て「田」、面積
は４筆合計で「２０６．２５㎡」、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、「○○○○」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。７８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、自作地のみで「４，５６６㎡（田：３，０９４㎡、畑：１，４７２㎡）」、
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。７９ページご覧ください。１－２権利を取得しようと
する者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター１台、管理機１台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴４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、○２０年、○２０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「車で約５分」と記載されております。８０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「ししとう（田）：
３，０９４㎡、（畑）：１，４７２㎡」、借入地は「ししとう（田）：１，４０７㎡」、
今回申請している農地の耕作計画は「ししとう（田）：２０６．２５㎡」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。８１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「１月～１２月」、②その者が農作業に常時従事する期間は「１
月から１２月で本人３００日、○と○は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
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積５，９７３㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積２０６．２５㎡、合計６，１７９．２５㎡」と記載されており
ます。
５－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面
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積の状況(特例)と、８２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、蓮池芋岡地区の南側で、
すみれ保育園の○側約３０ｍ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お願いします。

矢野泰幸委員

２２番矢野です。事務局の説明通り、何ら問題無いと思いますので、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「５，９７３㎡」で一致し、申請地の面積が「２０６．２５㎡」である
ため、耕作に供すべき農地のすべては「６，１７９.２５㎡」。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
「６，
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１７９.２５㎡」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

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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２５ついて申請通り許可することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

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２６を議題といたします。議案第４号の整理番号
３１-４２とは関連がありますので、一括して審議します。事務局の説明を求めます。
それでは、８４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２６については、議案第４号、農業経営基盤強化促進
法による利用権設定に関する件、整理番号３１-４２と合わせて審議をさせて頂いて、
同時許可でないと、３条の下限面積を満たさない状況ですので合わせて説明致します。
まず、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２６、
譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」、住所は「○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、
住所「○○○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市高
岡町字土居屋敷丁○○○○番○」、登記簿地目は「田」、現況地目は「畑」、面積は
「１，０５８㎡」、対価の額は「２，８００，０００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「令和元年１
１月１日」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」です。８５ページご覧く
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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、
自作地、借入地ともに「０㎡」でありますが、実際は、祖父の農地を管理耕作されて
おるとお聞きしています。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。
８６ページご覧ください。１－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機
械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は「トラクター２台、田植機１台、コンバイン１台、防除機１台、脱穀
機１台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴１０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、○と○○」、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１ｋｍ、車で約５分」と記載されております。８７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ありませんが、今回申請してい
る農地の耕作計画は「文旦（田）：１，０５８㎡」と記載されております。なお、こ
の後の１１５ページに掲載しておりますが、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３１－４２にて、譲渡人が○○と利用権設定を行
い、「文旦：２，９６３㎡」と「水稲：７００㎡」を耕作する計画もございます。【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。８８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「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月で本人３３０日、○３００日、○○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０㎡、権利を取得しようとす
る農地の面積１，０５８㎡、合計１，０５８㎡」と記載されておりますが、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３１－４２にて、
譲渡人が祖父と利用権設定を行い、「文旦：２，９６３㎡」と「水稲：７００㎡」を
耕作する計画を合計しますと、「４，７２１㎡」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、８９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
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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、高岡町鳴川地区で、土佐公
園グラウンドの○側約５６０ｍとなっております。
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に関する件、整理番
号３１－４２を説明致します。１１５ページをご覧ください。整理番号３１－４２、
『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「切抜口乙○○○○番○」他３筆、地目は「切抜口乙○○
○○番○」が「田」、その他は全て「畑」、面積は４筆合計で「３，６６３㎡」、期間
は「令和○年○○月○日から令和○○年○○月○○日」、存続期間「２０年間」、利用
権の種類は「使用貸借権」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「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３３０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「３，６６３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地、借入地ともに
「０㎡」で、経営面積は「３，６６３㎡」となります。主たる作目は「文旦」、世帯員
は「男１人、女２人」で農業従事者は「３人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは
「１人」となっております。場所は、１１６ページが乙○○○○番○と乙○○○○番
で高岡町林口地区の思地橋の○側、１１７ページが乙○○○○－○と乙○○○○－○
で高岡町思地地区と東灘地区との間にあり、冨士紙科学（株）の工場の○側約１２０
ｍと約１３０ｍなっております。以上合わせての説明を終わります。
なお、本日、担当地区の石元委員が欠席でありますが、石元委員からは、３条の農
地についてはしばらく荒れ地状態であったので、非常にいいことだという意見を頂い
ています。最近、譲受人が先だって草刈りの方を済ませている、とお聞きしておりま
すので、特に問題は無い、ということでした。
利用権設定の３１-４２の方も、○○関係で特に問題も無いということでよろしくお
願いします、という意見を頂いています。以上で報告を終わります。
会

長

はい。事務局から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「０㎡」で一致し、申請地の面積が「１，０５８㎡」であるため、耕作
に供すべき農地のすべては「１，０５８㎡」。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
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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，
０５８㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡未満となるため、該当することとな
りますが、議案第４号、整理番号３１－４２の申請面積が「３，６６３㎡」であり、
合計では「４，７２１㎡」となるため、同時許可、同時承認の場合は、土佐市の下限
面積４，０００㎡以上となるため、該当しなくなります。。
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、議案第４号、整理番号
３１－４２と同時許可、同時承認の場合は、審査基準のいずれにも該当しないと考え
ます。
会

長

事務局次長

はい。引き続き、議案第４号、整理番号３１－４２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
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区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が
基本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐
市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保
もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行う
と認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３３０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると
判断しております。
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

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

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２７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。

事務局次長

それでは、９１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２７を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○
歳」、住所は「○○○○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」

それでは、異議な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２６と、議案第４号、農業経営基盤強化促進法による
利用権設定に関する件、整理番号３１－４２ついて申請通り許可及び承認すること
にご異議ございませんか。
（異議無しの意見多数あり）
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さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在
は「土佐市塚地字竹ヶ谷○○○番○他４筆」、登記簿地目及び現況地目は全て「田」、
面積は５筆合計で「４，４３８㎡」、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。９２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、自作地のみで「４，６４６㎡（田：２，９２１㎡、畑：１，７２５㎡）」、
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）は「該当しない」、農地法第５１条第１項各号のいずれかに該当するか否か
（違反転用）については、下欄に参考事項を記載しておりますが、１０月２８日付け
で４条申請が許可されましたので、「該当しない」状態となりました。
９３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「小型トラクター１台、田植機１台、コンバイン１台、乾燥機１台」
を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴５４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、○１９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１０ｋｍ、車で約２０分」と記載されております。
９４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「水稲：２，９２１㎡、
大根・白菜・じゃがいも：各５００㎡、その他野菜：２２５㎡、」、今回申請してい
る農地の耕作計画は「カブ：９４２㎡、里芋：９１９㎡、ニンジン：７７３㎡、じゃ
がいも：１，８０４㎡」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。
９５ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され
ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者又
はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につい
ては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏
名は「○○○○さん、○○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳」、（３）主たる
職業は２人とも「農業」、（４）権利取得者との関係「本人、○」、（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月で本人２７０日、
○２７０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４，６４６㎡、権利を取得しよ
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うとする農地の面積４，４３８㎡、合計９，０８４㎡」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、６８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、高石塚地地区で、塚地集会
所の○側約１００ｍと○側約２１０ｍ、○側約８０ｍ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お願いします。

森岡正典委員

９番森岡です。いまの事務局の説明通り、問題無いと思いますので、よろしくお願
いします。

会

長

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

事務局次長

はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台帳
の農地面積が「４，６４６㎡」で一致し、申請地の面積が「４，４３８㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「９，０８４㎡」。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
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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，
０８４㎡」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

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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２７ついて申請通り許可することにご異議ございま
せんか。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

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３号、非農地証明願承認の件、番号３９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、９８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３
９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「山崎○○○○番」、台帳地目は「畑」、地積は「１
９８㎡」、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につきまし
ては「原野」、農地となった理由は「耕作不適のため【周囲が原野に囲まれ、農道が狭
隘であり、農機具の搬入が困難なため。】」。今後の利用計画は「なし（現況どおり）」。
願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。「申請地は、本来農地とし
て利用すべきでしたが、周辺部が原野となり進入路も無く、農業機械の設備不足もあり
耕作を放棄してまいりました。今後はこの様な事の無いように十分気を付けて参りま
す。」という事です。９９ページご覧ください。場所につきましては、甲原中川内地区
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で、ローソン土佐甲原店の○側約１ｋｍ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お願いします。
１２番森田です。事務局の説明通り、もうこれを農地に復元することは無いと思い
ますので、よろしくお願いします。

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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３９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

（異議無しの意見多数あり）

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４０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、１００ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件、番号
４０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「乞喰畑○○○○番他４筆」、台帳地目は全て「田」、地積は５筆合計
で「３，９５７㎡」、非農地となった時期は「平成１０年」、現在の利用状況及び現況に
つきましては、「○○○○番、○○○○番は、資材置き場、○○○○番、○○○○番、
○○○○番○は、車庫・駐車場」、非農地となった理由は「その他【願い人が経営する○
○○の資材置き場や車庫・駐車場施設が不足し、既存施設に隣接する所有地を拡大して
利用したため。】」という事です。今後の利用計画は、「現況どおり利用」、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。
「平成１０年頃より、私が経営する○○
○の資材置き場や車両置き場として利用してきましたが、今日まで農地法の手続きが未
了のままであったことをお詫び申し上げます。今後は法令を遵守し支障ない対処を心が
けます。また、手続きと現状の不具合を速やかに是正すべく、本件を申請することをご了
承願います。」という事です。場所は、１０１ページのとおり、波介四方寺地区で、県道
沿いにある○○○○○の事務所○側に隣接する地図に示すところとなっております。以
上で説明を終わります。

会

長

野瀬泰廣委員

会

長

はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。
１６番野瀬です。ただ今の事務局の説明通り、間違いございません。この申請地に
つきましては駐車場、車庫、資材置き場となっておりまして、農地に復元することは
不可能だと思いますので、よろしくお願いします。
それでは他の委員さんのご意見お願いします。

- 50 -

委

員

会

長

委

員

会

長

事務局次長

（異議無しの意見多数あり）
それでは、異議な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４０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。
（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の件、
番号４１を議題といたします。事務局の説明を求めます。
それでは、議案第３号、非農地証明願承認の件、番号４１をご説明します。
１０２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「宮田乙○○○○番○他１
筆」、登記地目はともに「田」。地積は合計で「１，１１３㎡」。非農地となった時期
は「昭和６０年」、現在の利用状況及び現況につきましては「資材置き場（駐車場、通
路を含む）」、非農地となった理由は「その他【先代の時期（昭和６０年頃）より資材
置き場として利用し始めたため】
」
という事です。
今後の利用計画は
「現状どおり利用」
。
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、先代より相続
した土地ですが、昭和６０年頃より先代が資材置き場として利用したのち、現在も近隣
業者の資材置き場として利用しています。既に農地法の許可を取得済みかと思っていま
したが、未了のままであることを知り、速やかに是正すべく申請する次第です。今後は、
法令を遵守し支障ない対処を心がけることを申し添えます。」という事です。
１０３ページご覧ください。場所につきましては、高岡町東灘地区で、高岡第二小学
校の○側約２２０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
なお、本日、担当地区の石元委員が欠席でありますが、石元委員からは、申請どお
りの状態で、農地への復元は困難と思われるのでよろしくお願いしますとのことで
ありますので、ご報告いたします。

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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４１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

（異議無しの意見多数あり）

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３号、非農地証明願承認の件、
番号４２を議題といたします。事務局の説明を求めます。
それでは、議案第３号、非農地証明願承認の件、番号４２をご説明します。
１０４ページをご覧ください。願人住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○号」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「家俊」、字・地番は「森国前○○○番
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○○」、登記地目は「宅地」ですが、農地台帳の現況が「畑」となっています。地積は
「２３１．２４㎡」。非農地となった時期は「昭和５４年頃に作業場、平成１７年頃取
り壊し、雑種地のまま現在に至る」、現在の利用状況及び現況につきましては「雑種地
（昭和５４年頃に作業場を建築、平成17年頃取り壊し、雑種地のまま現在に至る）」、
非農地となった理由は「その他【周囲の宅地化が進み、耕作出来なくなったため。】」
という事です。今後の利用計画は「なし（現状どおり）」。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５４年頃から宅地となり、平成１７
年頃から雑種地となっておりますが、農地法の転用申請をすべきでありましたが、所定
の手続きを怠っておりましたことを、深くお詫び申し上げます。今後はこの様な事の無
いように充分注意致しますので、寛大な取り計らいをお願いいたします。」という事で
す。１０５ページご覧ください。場所につきましては、戸波南家俊地区で、戸波中学校
の○側約８０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

尾﨑委員

はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。
１３番尾崎です。記載通り、作業場が建っておりまして、○○が死んでからそのま
まになっておるのを取り壊したところでございます。もう、元に戻すのはどうにもな
らない状態ですので、よろしくお願いします。

会

長

それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

それでは、異議な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４２ついて申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の件、
番号４３を議題といたします。事務局の説明を求めます。
それでは、議案第３号、非農地証明願承認の件、番号４３をご説明します。
１０６ページをご覧ください。願人住所「○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○
○○」さん。申請地は大字「甲原」、字・地番は「ヲタシ越○○○○番他２筆」、登記
地目は全て「畑」、地積は３筆合計で「２１７㎡」。非農地となった時期は「平成１０
年頃」、現在の利用状況及び現況につきましては「○○○○番、○○○○番は原野、○
○○○番は雑種地」、非農地となった理由は「耕作不適【周囲が原野に囲まれ、農道が
狭隘であり、農機具の搬入が困難なため。】」という事です。今後の利用計画は「なし
（現状どおり）」。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、本来農地として利用すべきでしたが、周辺部が原野となり進入路も無く、農業機
械の設備不足もあり耕作を放棄してまいりました。今後はこの様な事の無いように十分
気を付けて参ります。」という事です。１０７ページご覧ください。場所につきまして
は、甲原中川内地区で、ローソン土佐甲原店の○側約８００ｍと約８５０ｍなっており
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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お願いします。
１２番森田です。ここは農地に復元することは無いと思いますので、よろしくお願
いします。

会

長

それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

委

員

会

長

それでは、異議な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４３ついて申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の件、
番号４４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、議案第３号、非農地証明願承認の件、番号４４をご説明します。
１０８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「南塩会甲○○○番○」、
登記地目は「田」、地積は「２９㎡」。非農地となった時期は「昭和４１年頃」、現在
の利用状況及び現況につきましては「住宅」、非農地となった理由は「耕作不適【周辺
が宅地化し、耕作できなくなったため。】」。今後の利用計画は「住宅として利用（現
状どおり）」。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４１年頃から住宅となっており、その際農地法の転用申請をすべきでありました
が、所定の手続きを怠っておりましたことを、深くお詫び申し上げます。今後はこの様
な事の無いように充分注意致しますので、寛大な取り計らいをお願いいたします。」と
いう事です。１０９ページご覧ください。場所につきましては、高岡町東新町地区で、
業務用食品スーパーポプラの○側約３０ｍとなっております。以上で説明を終わりま
す。

会

はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。

長

市原委員

１７番市原です。写真で見ての通り、農地に戻すことは難しいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

会

長

それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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
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号４４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

事務局次長

会

長

野村委員
会

長

事務局次長

（異議無しの意見多数あり）
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。事務局の説明を求めます。
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に
ついてご説明します。今回は１１０ページから１２０ページに掛けて掲載しておりま
す。それでは、令和元年１０月１０日付３１土農林第７５０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。
１１１ページご覧ください。整理番号３１－４０、『再認定』、利用権の設定をす
る者「被相続人、○○○○」、「相続人、○○○○」さん、住所「○○○○○○○○
○」、地区「波介」、ほか３名。利用権の設定を受ける者「○○○○○」さん、住所
「○○○○○○○○○」、地区「波介」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」
で、場所は「出間」、字・地番は「千足○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「２，
１０５㎡」、期間は「令和○年○○月○日から令和○年○○月○○日」、存続期間は
「３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」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○○月○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３６０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合
計は「２，１０５㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「２，５
５９㎡」、借入地「１８，８４４㎡」で、再設定ですので、経営面積は「２１，４０
３㎡」となります。主たる作目は「青ネギ」、世帯員は「男１人、女１人」で農業従
事者は「２人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「２人」となっております。
１１２ページに、場所を掲載していますが、波介出間地区で、波介川に係る県道岩
戸明ヶ谷線の一ツ木橋の○側約２８０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
それでは、地元委員さんのご意見お願いします。
１９番野村です。事務局の説明通り特に問題無いと思います。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、議案第４号、整理番号３１
－４０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
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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

それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

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４号、農業経営基盤強化促進法
による利用権設定に関する件、整理番号３１－４１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、それでは整理番号３１－４１をご説明します。
１１３ページをご覧ください。整理番号３１－４１、『新規認定』、利用権の設定
をする者「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「波介」、利用
権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「波
介」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で場所は「岩戸」、字・地番は「高添
○○○○番」、地目は「田」、面積は「６７８㎡」、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「米１袋」、借

それでは、異議なしでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法に
よる利用権設定等に関する件、整理番号３１－４０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。
（異議無しの意見多数あり）
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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「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「２００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「６７８㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地、借入地ともに「０
㎡」で、経営面積は「６７８㎡」となります。主たる作目は「ネギ」、世帯員は「男２
人、女０人」で農業従事者は「１人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「１人」と
なっております。
１１４ページをご覧ください。場所につきましては、波介出間地区で県道岩戸明ヶ
谷線と県道家俊岩戸真幸線との三又路の○側約１５０ｍとなっております。以上で説
明を終わります。
会

長

野村委員
会

長

事務局次長

それでは、地元委員さんのご意見お願いします。
１９番野村です。事務局の説明通り特に問題無いと思います。
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３１－４１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「２００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
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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

それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議なしでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法に
よる利用権設定等に関する件、整理番号３１－４１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

（異議無しの意見多数あり）

会

長

異議無しで決定になりました。続きまして、議案第４号、農業経営基盤強化促進法
による利用権設定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。

事務局次長

それではご説明させていただきます。１１８ページをご覧ください。
令和元年１０月９日付け元高農公第３２３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。
１１９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「蓮池」、字・地番は「延巣○○○番○
他４筆」、登記地目は○○○番○と○○○番○は「畑」で残りは「田」、現況地目は全
て「畑」、面積は５筆合計で「１，８９０㎡」。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。
場所につきましては、１２０ページのとおり波介下東地区で波介川橋南詰めの○側約
１２０ｍとなっています。以上で説明を終わります。

会

長

玉木委員

それでは、地元委員さんのご意見お願いします。
６番玉木です。この土地は元々が放棄地でございましたが、新規就農者の○○○が
今年入りまして、間もなく生姜の収穫を始めようとしております。ようやったと褒め
てあげたいと思います。以上です。

会

長

それでは、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しの意見多数あり）

会

長

それでは、異議な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、令和元年１０月９日付け元高農公第３２３号の農地中
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間管理事業に係る農用地利用集積計画申請書の件について承認することにご異議ご
ざいませんか。
委

員

会

長

事務局次長

会

長

（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、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説明を求めます。
地積事業による農用地に関する地目の変更についてご報告します。本市用地課が行
っております、地籍調査事業におきまして、地籍調査作業規程準則第２９条の規程に
より、筆ごとの主たる用途について地目の調査が行われており、その調査で、登記地
目と現況が異なる土地については、地目変更することが可能となっております。
今回は、宇佐地区の東は東中郷から西は海洋高校があります福島にかけての地域に
なります。
詳細置は一覧表に記載しており、位置は地図に赤で示す所となっています。
殆どが、登記地目が田や畑の農地から宅地や雑種地への変更となっていますが、赤囲
みの内側に緑でマークしている箇所は、登記地目が宅地等から農地へ変更する予定の
場所となっています。
以上で地積事業による農用地に関する地目の変更についての報告を終わります。
以上で審議が終了しましたので、令和元年１０月定例農業委員会総会を終了します。
長時間にわたりありがとうございました。

以上、この議事録が正確であることを証します。
会 長

１６番

１７番
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