令和元年
１１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１１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１１月２９日（金） 午後１時３０分開会
土佐市役所仮庁舎 ２階大会議室

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

氏

番号

名

1

池田 修

7

小松 弘知

13

尾﨑 哲人

19

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

西原 博明

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

山本 倫弘

21

野中 文代

4

野瀬 喜代

10

久保 惠敬

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

5

石元 博昭

11

門田ゆかり

17

市原 正一

23

横山 秀臣

6

玉木 正人

12

森田 昭司

18

森岡 大信

24

馬場 善広

②欠席
番号

氏

19

野村 学

名

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

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

農用地利用配分計画の認可について
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５件
１７件
２件
３件

会

長

事務局次長

会

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１１月定例会を
開催いたします。現在の出席委員数２３名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を
行います。本定例会の会議録署名委員に１８番森岡大信委員、２０番西原博明委員、両
名を指名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説
明を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。
はい。それではご説明します。本日審議頂く議案は、
議案第１号
農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件
５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
１７件、
議案第３号
非農地証明願承認の件
２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
３件、
以上となります。

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４９と番号５０の申請人の方、○○
○○○さん及び○○○さんほか３名は、そのままお残りいただきまして、残りの方は順番
が来ましたらお呼びしますので、しばらく別室でお待ちくださいますようお願いします。

会

それでは、議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、
番号４９と番号５０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。農地法第５条第１項の規定による許
可申請書審査の件 番号４９の譲渡人「○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○○
○」さんと、番号５０の賃貸人の「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。番号４
９の譲受人で番号５０の賃借人でもあります「○○○○○、○○○○○○○」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
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４９で
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すが、申請人の譲渡人の一番上の欄の氏名が空欄となっておりまして大変申し訳ござ
いませんでした。この氏名の欄には「○○○」さんが入りますので、記入をお願いし
ます。なお、番号４９と番号５０につきましては、先月の定例会総会の議案第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の番号３９と番号４０で審議
した案件でありまして、申請者や申請地等の申請内容につきましては、前回と変更が
ございませんので、説明は割愛させていただきますが、転用の目的は○○○○○○○
さんの「配送センター及び事務所」とするためということでありまして、詳細は１ペ
ージから３ページに記載のとおりであり、場所は、４ページのとおり高岡田井地区で
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。本件につきましては、皆さんご存じの通り、前回の審議の際に、○側
の農地から同意が得られていなかったことから、もう一度同意が得られるよう努力し
て欲しいとの意見によって、申請者から１０月３１日付けで一旦取り下げ願いが提出
され、同意が得られていなかった農地所有者と再交渉のうえ、再度申請がされており
ます。議案書の１０ページの周囲の状況図をご覧ください。前回同意が得られなかっ
た農地は、申請地の○側にあります、乙○○○○番○、乙○○○○番○の○○○○さ
んと、乙○○○○番○の○○○さんの３筆となっておりまして、まず、乙○○○○番
○、乙○○○○番○の○○○○さんについては、本年１１月１７日と１８日に譲渡人
の代理人であります○○さんが、本人に直接お会いした記録が提出されておりますの
でその内容を読み上げます。「確認事項、令和元年１０月２４日、木曜日、１６時０
分から１６時５０分。聴取確認者、○○○○様。申請地○隣の隣接土地、土佐市高岡
町字光安西ノ丁乙○○○○番○、田、３７６㎡の土地は、近隣の知り合いに草刈りを
お願いして管理している土地で、特に耕作はしていませんとのこと。土佐市高岡町字
光安西ノ丁乙○○○○番○、田、２５㎡の土地は、○側の乙○○○○番○の土地への
通水路として利用していた土地で、現在は未利用地。両方の土地ともに、他人に貸し
てはいないとのこと。○○○○氏は、高知にはしばらく帰っていないため、現況はわ
からないとのこと。従前の経緯としては、以前、○○○○氏の土地で住宅を建築する
計画があったが、○と○の農地から承諾が得られずあきらめざるを得なかったとのこ
と。同意については、自分が承諾することで日影の問題で周辺の宅地の方に迷惑をか
けることになってもいけないので、知っている方に事情を説明して了解を得たい。同
意を求められている、当地の○側に私の本家があり、現在は、その本家に○が後を継
いでいるので、その方と話をしてどうするかを決めたい。結論としては、仕事が忙し
く、○○県に来てもらっても対応できない。隣接同意についての可否は、自分だけで
は決められないので、すぐには返事はできない。」とのことで、確認事項は以上です。
確認事項の記載内容を、事務局から１１月２７日の朝に、電話で○○○○さんに
確認したところ、確認事項の内容に概ね間違いは無いとのことであり、その他とし
ては、「申請地の周辺の方の了解が得られるならば、私の同意書が無くても進めて
欲しいという思いをお伝えした。」とのことでありました。次に、○○側の○○○
さん名義の乙○○○○番○については、市原委員が○○さんの○○○○○○さんと
お会いし、話をしているとお聞きしておりますが、結果的には両名からは、書面に
よる同意は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、前回にもお示ししました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
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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かかりますが、
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。
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
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。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。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
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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。以上を踏ま
えて、ご審議いただきたいと存じます。以上で説明を終わります。
会

長

申 請 人
会

長

石元委員

事務局の説明が終わりました。申請人の方に確認をさせていただきます。番号４９
の譲渡人「○○○」さん、「○○○○」さん、「○○○○○」さんと、番号５０の賃
貸人の「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。番号４９の譲受人で番号５０の
賃借人でもあります「○○○○○、○○○○○○○」さん。先ほどの事務局の説明
に間違いございませんか。
はい、間違いございません。
間違いないということですので、この件について、地元委員さんのご意見お願いし
ます。
５番石元です。１０ページの申請地が３９と４０で間違っていると思います。

事務局次長

すみません、申請地３９が４９で、申請地４０が５０の間違いです。申し訳ござい
ません。

石元委員

前回欠席しておりましたので流れが分かりませんが、先ほど次長が言ったとおり、
問題が無いように思われますので、よろしくお願いします。

会

長

市原委員

市原委員さんにお世話になったようですが、何かご意見ございませんか。
１５番市原です。こないだ話をしてくれということで、２回会いましたけれども、
話したら、俺は反対やない、反対やないけんど、さっきの説明があったように、自分
が先に判を付いたら、よその人がどう言うか分からん、反対やないけんど、判を付く
こと先立ってした、ということになるき、ほんなら自分も作りやせんき、あとは農業
委員会の判断に任せちょこうと、いう話をして。僕が見た範囲では、それ程被害が無
いと思う。草はやしちゅうし、僕はもう全然問題が無いように思います。町の中でや
ね、○○○さんも土佐市へ作ってくれて、税も入ることやしいいと思います。よろし
くお願いします。

会

長

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

それでは異議無しでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定によ
る許可申請書の件、番号４９と番号５０について申請通り承認することにご異議ござ
いませんか。
（異議無しという多数意見あり）
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会

長

事務局次長

申 請 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５１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５１の申請人
で賃貸人の「○○○○○」さんと、賃貸人の「○○○○」さんの代理人で、賃借人
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５１、
申請人、賃貸人「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。
賃貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、職業「○○○」。賃借人
「○○○○○○○○○○○○○」さん、業種「○○○」、申請地の所在「土佐市高岡町
字西下大坪甲○○○○番○、同所字同甲○○○○番○、同所字同甲○○○○番○」、登記
地目は全て「田」、現況地目は全て「雑種地」、面積は、３筆合計で「１，６０８㎡」、
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、甲○○○○番○が「○○○○○」さん、甲○○○○番○と
甲○○○○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
内」、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「工事用の現場事務所・資材置き場」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「県発注工事の現場事務所・資材置き場として一
時使用するため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可日から令和２年３
月３１日」、工事計画は「記載無し」、資金計画は「土地賃借料○○○○○○○円の
み」、資金は、「全額自己資金で支払い済み。」、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、提出されております始末書を読み上げま
す。まずは、賃貸人の始末書です。「始末書、申請する農地につきましては、本来農
地として利用すべきでしたが、火渡川の河川改修工事の実施にあたり、○○○○○○
○より農地を借地しなければ事業ができない旨の要請があり、一時転用をしてしまい
ました。今後はこのような事のないように充分気を付けます。」。次に、賃借人です、
「始末書、県発注の火渡川改修工事を自社が受注いたしましたが、工事の施工にあた
り、当該農地を借地しなければ、工事自体が施工できない現場状況であります。その
ため、一時使用し、工事が終われば農地に復旧すれば良いものと考えていましたが、
土佐市農業委員会よりご指摘を受けましたので、今後はこのような事のないように充
分気をつけてまいります。」となっています。始末書は以上です。１２ページをご覧
ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由(面積の
必要性)は「賃借人は、県管理河川の火渡川の河川改修工事を受注しているが、現在
ある河川敷道路を掘削すると、現場への進入路がなくなるため、申請地を一時使用し
ないと工事自体が施工できない。その他、工事で必要とする鋼矢板や大型ブロック、
重機を置くヤードを工事現場の近くで確保することが必要となるため当該申請地を
選定した。申請する面積は、土地利用計画図のとおり現場事務所、鋼矢板や大型ブロ
ック、重機の置き場や進入用通路、作業員用の駐車場等に使用するため必要。」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
「申請地東側の市道から申請地に進入する。」。造成計画は「現状地盤より約２０cm
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嵩上げする。」、整地計画は「再生砕石を敷き整地する。」。排水処理計画は、「雨
水のみで、北側及び西側の既設排水路へ自然排水とする。」となっています。被害防
除計画につきましては、１２ページの記載内容のうち、東と西の状況が誤って逆に記
載しております。大変申し訳ございませんが、一番上の東が西に、二番目の西を東に
修正をお願いします。それでは、１５ページの周囲の状況図と合わせてご覧ください。
「○は、同意のある農地及び市道（道路幅11m）、○は、堤を挟んで県管理河川の火
渡川、○は、同意のある農地、○は、宅地」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、高岡町甲
で、市立すみれ保育園のすぐ○側です。
次に、許可基準に基づきます、事務局の考えをご報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用
地区域内となっており、農用地区域内の転用は、原則不許可でありますが、不許可の例
外要件、農地法施行令第１１条第１項第１号のイ「申請に係る農地又は採草放牧地を仮
設工作物の設置その他一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的
を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要と認められるものであるこ
と。」、同じく施行令第１１条第１項第１号のロ「農業振興地域整備計画の達成に支障を
及ぼすおそれがないと認められること。」に該当すると判断していますが、その判断と
しては、本日皆様にお配りしています平面図は、今回の申請にかかる河川護岸工事
の実施区間を表しているものですが、工事区間は、すみれ保育園のすぐ西側となっ
ており、申請地とは直近の位置になります。また、申請地以外の周辺は、保育園や
ハウス、仁淀衛生の施設が建ち並び、その北側には新たな市営住宅やとさの里等が
ございます。また、申請地の○側及び河川の対岸は、農地が広がっているため、営
農への支障等も踏まえて、申請地の他をもって工事は出来ない物と考え、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、第３号の許可基準『譲受人に資
力及び信用があると認められない場合には、許可することができない。』について
は、本案件は、申請地の一部は、既に農地以外の利用がされており、先にも説明し
たとおり始末書が提出されていますが、信用の部分については許可基準に触れる内
容となります。次に『申請地について転用の妨げとなる権利をもつ者の同意を得て
いない場合には、許可することができない。』については、農地基本台帳は賃貸人
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」
と記載されており、
現状が、転用目的に使用される状態となっており、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「工
事用の現場事務所・資材置き場」であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周
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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「令和２年３月３１日」までの申請地は一時転用ではありますが、
添付書類の土地賃貸借契約書の期限が「令和２年３月３１日」と記載されており、
また、同契約書内に「本件土地を現状に回復して、所有者に明け渡すものとする。」
との記述があることから、ないと考え、利用後確実に農地に復元されると判断し、
該当しない。以上を踏まえて、慎重な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
会

長

申 請 人

事務局の説明が終わりました。申請人の方に確認をさせていただきます。農地法
第５条の番号５１の申請人で賃貸人の「○○○○○」さんと、賃貸人の「○○○○
」さんの代理人で、賃借人の「○○○○○○○○○○○○○」さん。先ほどの事
務局の説明に間違いございませんか。
間違いありません。
それから、本来は委任状をもらってから、ということになるんですけれども、あと
で委任状を提出していただけますか。
はい、分かりました。

会

長

それでは委員さんにお諮りをしたいと思いますが、実はですね、今まで委任状無
しで審議することはありませんでした。特例になりますが、後から委任状を持って
きてくれるということですので、この件、審議に入ってよろしいでしょうか。

委

員

会

長

異議無しということですので、審議をさせていただきます。この件について、地
元委員さんのご意見お願いします。

矢野泰幸委員

２２番矢野です。現在、工事が順調に進んでおるんですが、もう既に進捗中でご
ざいまして、かえって３月３１日で大丈夫かという思いも致しますが、今の堤防が
どうにもなりません。どうか、ご検討いただけたら、宜しくお願い致します。

（異議無しという多数意見あり）

会

長

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

それでは異議無しでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定によ
る許可申請書の件、番号５１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５２を議題といたします。事務局の説明をお願い
します。

事務局次長

はい。それでは、出席者の確認をいたします。農地法第５条の番号５２の申請人
で貸人「○○○○」さんと、借人「○○○○○○○○○○○○○○」さん、両名の代
理人「○○○○」さん。

申請代理人
事務局次長

（異議無しという多数意見あり）

はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。１６ページをご覧くだ
さい。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件、番号５２、
申請人、貸人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○」、職業「○○○
○」。借人「○○○○○○○○○○○○○○」さん、所在地「○○○○○○○○○○
○○」、業種「○○○」。申請地の所在「土佐市波介字乞喰畑○○○○番○」、登記地
目は「田」、現況地目「畑」、面積は「１，０９７㎡」、利用状況は「果樹園」、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１種農地」と判断
しています。転用の目的は「露天資材置き場」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、「貸人が経営する○○○の資材置場が手狭な為、申請
地の隣接地を拡張し利用するため。」、事業の操業期間又は施設の利用期間は「許可
日から永久年間」、工事計画は「許可日から６ヶ月」、資金計画は「費用負担無しで
０円（自社機器等で対応）。」、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」となっておりまして、申請者から始末書が提出されておりますので読み
上げます。
「始末書、このたび、農地法第５条第１項の規定による許可申請にあたり、
申請土地（土佐市波介字乞食畑○○○○番○）の一部を、約１０年ほど前から資材置
き場として利用してきました。耕作の傍ら、資材置き場が不足の為、無断手転用しま
したことを、深くお詫び申し上げます。二度とこのような事態を起こさぬよう、法令
を遵守して参ります。」ということで、始末書は以上です。１７ページをご覧くださ
い。申請地と一体利用する土地は「有り」となっておりまして、地番は議案書に表示
のとおりですが、場所の位置は後でご説明します。申請地を必要とする理由(面積の
必要性)は、「借人は、申請地の隣接地で会社を経営し、資材置き場や車庫、駐車場と
して利用しているが、近年、土木工事に伴う資材で、主に砕石・砂利類の需要が多く
なり、資材の販売ロスを解消するため置き場を拡張せざるを得なくなったため、既存
施設に近く大型車両の往来に支障が無い場所を探していたが、申請地は、広い道路に
面した条件を備えており、既存の砕石・砂利置き場の1.5倍から2倍の面積が確保でき
ることや、周辺農地への影響が最小であり、その他では適地がなかったため選定した。
申請地の面積は、土地利用計画図のとおり砕石・砂利置き場及び車両の通路として利
用するため必要。」とのことです。次に１９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、「申請地西側の県道から、既存の二カ所の入り口
を通り申請地へ進入する。」、造成計画は１９ページの右端を向きを変えてご覧くだ
さい。造成は「南側の畑は、１ｍ程の畝を撤去して整地し、北側の畑は、ブドウ棚を
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除去後に現状高でそのまま整地する。」、整地計画は「砂利敷きで整地する。」、排
水処理計画は、「雨水のみで、地下浸透または、南側市道側溝や自己所有地内の排水
溝の○○○○番○を利用し排水する。」。被害防除計画につきましては、２０ページ
の周囲の状況図と合わせてご覧ください。「○は、雑種地（一体利用地）、○は、県
道家俊岩戸真幸線、○は、市道を挟んで山林及び宅地、○は、宅地（一体利用地）と
なっており、申請地に隣接する農地はございません。なお、今回の一体利用地につい
ては、緑の線で囲った範囲となり、申請地と、一体利用地の合計面積は６，２１９．
４㎡となります。１８ページにお戻りください。場所につきましては、波介四方寺地
区で、波介小学校の○側約６００ｍ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
ではありませんが、１０ｈａ以上の集団農地に位置しているため第１種農地に該当する
と判断しています。１種農地の転用は、原則不許可でありますが、不許可の例外要件、農
地法施行令第１１条第２号のハ、同じく施行令第４条第１項第２号ハ及び農地法施行規
則第３５条第５号「既存施設の拡張で、既存施設の敷地の面積の２分の１を超えないも
の。」に該当し、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、申請書・添付書類を審査した結
果、第３号の許可基準『譲受人に資力及び信用があると認められない場合には、許
可することができない。』については、本案件は、申請地の一部は、既に農地以外
の利用がされており、先にも説明したとおり始末書が提出されていますが、信用の
部分については許可基準に触れる内容となります。次に『申請地について転用の妨
げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可することができない。』
については、農地基本台帳は貸人が耕作者となっており、全部事項証明書に共有者
もいないことから転用の妨げとなる権利をもつ者が存在しないため、該当しない。
次に『許可後遅滞なく事業の用に供する見込みがない場合には、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「露天資材置
き場」であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に支
障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』につ
いては、周囲に隣接する農地は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。以上を踏まえて、慎重な審査を
よろしくお願いします。以上で説明を終わります。
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会

長

申請代理人
会

長

野瀬委員

事務局の説明が終わりました。申請人の方に確認をさせていただきます。農地法
第５条の番号５２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、間違いありません。
間違いないということですので、この件について、地元委員さんのご意見お願い
します。
１６番野瀬です。先ほどの事務局の説明通り、何の問題も無いように思いますが、
ブドウ農園については資材置き場として利用するということですので、宜しくお願
い致します。

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

それでは異議無しでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定によ
る許可申請書の件、番号５２について申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第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５３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５３の申請人
で賃貸人「○○○○」さん、賃借人「○○○○○○○○○、○○○○、○○○」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。２１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
５３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○」、登記地目は「田」、現況地目は「畑」、面積
は「１，１６９㎡」、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
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「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「自己資金○○○○○○○○円で、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」。２２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○から申請地を相続したが、自身が農業をしてお
らず耕作や土地の管理が難しくなり、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てたた
め選定した。申請地には、太陽光発電パネル３１２枚（５２２．４㎡）、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２４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「申請地東側の河川管理道から、申請地北側
の市が管理する公衆用道路を通り、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、申請地西側に隣接する用悪水路に既存の
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、２６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○○○○番○の同意の無い農地と記載しており
ますが、議案書発送後に、地権者及び耕作者の両名から同意書が提出され、そのう
ちの耕作者からは条件付きの同意となっています。次に○は、水路を挟んで同意の
ある農地、○は水路及び道路を挟んで同意のある農地」となっており、隣接する全
ての農地から、同意が得られておりますが、○側の○○○○番○の耕作者の○○○
○さんから出されております条件をご説明します。同意の条件は「○○○○番○の
道路に接する申請地の○側については、通行の邪魔とならないような位置（申請地
から約１ｍ）に離して設置して欲しい。」となっています。２３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、
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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

事務局の説明が終わりました。申請人の方に確認をさせていただきます。農地法
第５条の番号５３の申請人で賃貸人「○○○○」さん、賃借人「○○○○○○○○○
○○○○、○○○」さん、両名の代理人「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に
間違いございませんか。

申請代理人

間違いございません。

会

間違いないということですので、地元委員さんのご意見お願いします。

長

森田委員

１２番森田です。先ほどの事務局が説明しましたように、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。それでは、１０分ほど休憩を取ります。

それでは異議無しでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定によ
る許可申請書の件、番号５３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。

（１０分間休憩）
会

長

それでは、休憩前に戻します。続きまして、議案第２号、農地法第３条第１項の規
定による許可申請書審査の件、番号２８を議題と致します。事務局の説明をお願いし
ます。

- 14 -

事務局次長

はい。それでは、２７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２８を説明します。
貸人「○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○」、職業「○
○」。借人「○○○○」さん、「○○歳」、住所「○○○○○○○○○○○」、職業
「○○○兼農業」。申請地の所在は「土佐市甲原字八ツ面○○○○番○」、登記簿地
目は「田」、現況地目は「畑」、面積は「８１２㎡」、賃料および所有権以外の使用収
益権が設定されている場合の欄は「なし。」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○」さ
ん。契約の期間は「令和○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日の１０年間」、
権利を移転しようとする契約の種類は「使用貸借権設定」となっています。
２８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、自作地のみで「５，１３９㎡（田２，３６１㎡、畑
２，７７８㎡）」、所有地以外は無しで、合計「５，１３９㎡」。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５１条第１項各号の（違反転用）には「該当しない。」。
２９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、「所有なし。」
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴４０年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
在２人で、農作業歴:○○５年、○○３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５分」と記載されております。
３０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「芋」
：３，７３９㎡（田）
２，３６１㎡、（畑）１，３７８㎡）と「スイカ」（畑）１，４００㎡、今回申請して
いる農地の耕作計画は「芋」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。３１ページをご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載され
ておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の4権利を取得しようとする者又は
その世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況については、
（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の氏名は「○
○○○さん、○○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、○○歳」、（３）
主たる職業は共に「○○○兼農業」、（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月から１２
月（本人９０日、○○４０日、○○４０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５，１３９㎡、権利を取得しようと

- 15 -

する農地の面積は、再設定のため０㎡で、合計５，１３９㎡」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、３２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、３３ページに掲載していますが、
甲原神谷地区で神谷公民館の○側約４０ｍとなっております。以上で説明を終わりま
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「５，１３９㎡」で一致し、申請地の面積が「８１２㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては、貸人と借人は、同一世帯同一経営であるため「５，
１３９㎡」。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
の借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借人は法人ではない
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、
「５，
１３９㎡」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。
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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貸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

森田委員

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。
１２番森田です。これは親子間でございまして、先ほど事務局が説明した通り、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

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２９を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

事務局次長

それでは、３４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２９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
佐市新居字学校前○○○○番」、登記簿地目、現況地目はともに「田」、面積は「７８
２㎡」、対価・賃料等の額及び所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は
「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○」さん。権利を移転しようとする時期
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。３４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、自作地が「８，６５２㎡（田のみ」、貸付地が「９２㎡（畑のみ」、非

異議無しでお諮りをします。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号２８について申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
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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。
３６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、管理機１台、農業用自動車２台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴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３人、○４０年、○○６５年、○１５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４分」と記載されております。
３７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「ゆり（田）：８，
６５２㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「ネギで（田）：７８２㎡」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。３８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、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、
○○歳、○○歳」、（３）主たる職業は○○さん以外が３人とも「農業」、○○さんは
「○○○兼農業」（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は「１月から１２月（本人と○は
２５０日、○と○○は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８，６５２㎡、権利を取得しようと
する農地の面積７８２㎡、合計９，４３４㎡」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、３９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、新居地区で、新居小学校の○側約５０
ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

門田委員

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。先ほどの事務局の説明の通り、何ら問題はありません。この土地
は、親戚の方が認知症になられて、もうどうしようもないということで譲り受けた、
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ということです。よろしくお願いします。
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「８，６５２㎡」で一致し、申請地の面積が「７８２㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「９，４３４㎡」。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，
４３４㎡」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

- 19 -

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３０から４３は、譲受人が同じであるため一括し
て議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、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３０から番号４３までを一括して説明します。件数が多いため、詳細は議案書をご
覧いただきたく存じますが、番号３０から番号４３まで譲受人は全て「○○○」さん、
「○○歳」、住所は「○○○○○○○○○○○」、職業「農業兼○○○」で、番号３０
と番号３１は、甲原大川内地区の農地で、番号３２から番号４３までは、岩戸地区の
江良澤一帯となっています。対価の額は、番号３０，３１が「反当○○○○○○○○
円」、番号３２から４３は「反当○○○○○○円」となっており、所有権以外の使用収
益権が設定されている場合の欄は全件「なし」、農地基本台帳の耕作者名は全件で「譲
渡人本人の氏名」となっています。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全て
「売買」です。５５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「８，５７６㎡（田：７，３４６㎡、畑：１，２３０㎡）」、
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。
５６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」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴５年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現在
３人、本人以外に○５年、○２６年、○１６年」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は
「記載なし。」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとす

異議無しでお諮りをします。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号２９について申請通り承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
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る土地までの平均距離又は時間は「全て車で約１５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）：７，
３４６㎡、ネギ（畑）：１，２３０㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「田は
全て水稲で１１，２５５．９１㎡、畑は全てネギで２，６０４㎡」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。５８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、○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、○
○歳、○○歳」、（３）主たる職業は全員「農業兼○○○」、（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
事する期間は「１月から１２月（全員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８，５７６㎡、権利を取得しよ
うとする農地の面積１３，８５９．９１㎡、合計２２，４３５．９１㎡」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、５９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、まず６０と６１ページが番号３０と３１の申請地で、甲原大川内地区になりま
す。次に、６２と６３ページが波介岩戸地区の江良澤というところで、一帯の○側にはバ
ーク堆肥を製造している栄光商会や、波介川を挟んだ○側には、土佐パーキングエリアが
あります。本日、地元委員さんは野村さんになるんですが、体調不良で欠席されておりま
して、意見を伺っています。野村さんは、『ここは元々江良沼という沼地で、耕作に不敵
な区域で、高齢による耕作が困難となった方や、元の農地の所有者から既に世代が変わっ
ており耕作の意思が無い方など、それぞれの地主さんが色々な考えで農地を手放す決断を
されたんだと思うので、地主さんの意思自体を否定するつもりは全くなくて意思を尊重し
たいということです。調査や審査に基づく説明内容で、農地法において申請があった場合
に許可・不許可の判断基準としては、全ての農地が耕作されており、遊休農地が無いとい
うのと、１５０日以上の耕作日数があるというのと、４０アール以上の耕作面積、これが
クリア出来ているのであれば、問題無いです。しかし、皆さんもご存知の通り嵩上げの関
係で、出間の方で申請者の○○さんが持たれている、所有地のところで耕作地として使っ
てない、農地以外の目的で使われている農地があるため、それが許可条件に引っかかるん
じゃないんですか。』という意見でして、それが１つ引っかかる要素にはなるのかなと考
えますので、そこのところの審議をさせて頂く案件になろうかと思います。
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会

長

事務局次長

会

長

事務局次長

会

長

その、レッカーの所は何。
というか、この農地の取得自体については、そういう基準は、取得にかかって全部
耕作要件ですね、違反転用が無いとか、遊休農地が無い、そういう条件が整っておれ
ば、こういう条件が悪い土地なので、別に反対することは無いけれども、嵩上げして
置いている所がある中に○○さんの農地があるという事で、それがあるやったら全部
耕作要件に引っかかるんじゃないですかということです。
○○さん本人の農地があるということ？
譲受人の○○さんですが、同一世帯で、同居、同一経営という形で出てきています
ので、要は、本人で無くてもそれで引っかかることになるんじゃないですかというこ
とです。そういうことで、お諮りをさせて頂きたいと思います。
皆さん説明分かりました？

尾﨑委員

その、野村さんが指摘をしゆのは、県道沿いの字で言うたら…。

事務局次長

出間の、千足というところです。

尾﨑委員

会

長

尾﨑委員
会

あそこは、要するに野村さんが言うには、ダンプらぁを置きゆうき、いかんという
ことで、それを指摘をして今はのけちゅう。もう、別に、事務所の前に。消防署の裏
へ土地をかまえて、資材置き場から車は、全部あっちへまわして、今は農地へするよ
うに、元へ戻さないかんということで、耕土も置いて、復元をしようとしゆう最中で
す。ほんで今、本人も今言われた、指摘された土地へはダンプも置いてないづつ、新
しい土地へ、消防署の裏を買うて駐車場をこしらえて、いかんぞと言われちゅうき、
いう事で、いまそういう状態です。
ということは、今はクリア出来ちゅう、いうことよね。
クリア出来ています。

長

営農が出来る状況になった、いうことやね。はい、それでは地元委員さんのご意見
お願いします。

森田委員

私のところ、１個だけあったんで。問題無いと思いますが、先ほど尾崎さんが言っ
たように、何ヵ月前か忘れましたけど、北原公民館の南側の土地に、○○○○が車両
置き場として整備して、全てそこにまとめて置きだしたので、野村さん指摘の所はほ
んとにきれいになって、これからいくと思います。

会

長

尾崎さん、いいですか。
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尾﨑委員
会

長

事務局次長

はい。
はい。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、先ほどの意見から判断し、農地法第３条第２項各号に規定する審
査基準について、項目ごとにご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「８，５７６㎡」で一致し、申請地の面積が番号３０から番号４３ま
での合計が「１３，８５９.９１㎡」であるため、耕作に供すべき農地のすべては「２
２，４３５.９１㎡」。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、
「２
２，４３５.９１㎡」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３号、非農地証明願承認の件、
番号４５を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、６４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４
５をご説明します。願人住所「○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。
申請地は大字「高岡町」、字・地番は「胡麻谷丁○○○○番○、同所字同丁○○○○番○」、
台帳地目は共に「畑」、地積は「１，９００㎡と５５４㎡」、非農地となった時期は、丁
○○○○番○が「平成１０年頃」、丁○○○○番○は、議案書の記載が抜かっており大変
申し訳ございませんが、「令和元年１０月３日」でありまして、現在の利用状況及び現況
につきましては「山林」、農地となった理由は、丁○○○○番○が「耕作不適のためで、
周斜面地で機械等が進入しづらく、周囲も山林化し日当たりも悪くなり放置したため。」、
丁○○○○番○が「自然災害によるためで、丁○○○○番○は、令和元年１０月３日の豪
雨により土砂崩れが発生し、その土砂により耕作ができなくなったため。」。今後の利用
計画は「砂防工事後に保安林とする」。願い人から始末書が提出されておりますので読み
上げます。「現地については、本来農地として利用すべきでありましたが、耕作が不便な
場所であり平成１０年頃から耕作せず放置してきたため、現在は農地として復旧すること
は不可能な状態となっています。今後はこのような事のないように十分に気を付けますの
で、寛大な取り計らいをお願いします。」という事です。なお、丁○○○○番○について
は、非農地となった理由が「自然災害によるため」であるため、始末書は不要となる案件
です。６５ページご覧ください。場所につきましては、高岡町鳴川地区の胡麻谷で、土佐
公園グラウンドの○○側約４００ｍ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

異議無しでお諮りをします。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号３０から４３まで一括して、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）

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。先ほどの事務局の説明の通り、○○○○番○につきましては急傾斜
で、竹が随分生えこんでいるんで、農地に復元するのは無理だと思います。それから、
○○○○番○は１０月の災害で土砂が入り機械がまともに入れるような所じゃ無いで
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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３号、非農地証明願承認の件、
番号４６を議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

それでは、６６ページをご覧ください。議案第３号、非農地証明願承認の件につきま
して、番号４６をご説明します。願人住所「○○○○○○○○○○」、氏名「○○○
○」さん。申請地は大字「西鴨地」、字・地番は「向ノ芝○○○番○、同所字同○○○
番○」、台帳地目は全て「畑」、地積は「８６㎡と２５㎡」、非農地となった時期は「平
成８年」、現在の利用状況及び現況につきましては、「○○○番○が水路、○○○番○
が宅地」、非農地となった理由は「その他【高速道路建設に伴い既存の水路を一部埋め
立て、新設水路の整備がされたため。】」という事です。今後の利用計画は、「水路・
宅地として利用する。（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、高速道路建設に伴い畑であった部分の一部を水路及
び宅地として整備しましたが、その際、農地法の手続きが必要なことを失念しておりま
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。場所
につきましては、６７ページのとおり、戸波西鴨地地区で、国道５６号線沿いにありま
すカロト青果の○側約３８０ｍ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４５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）

それでは、地元委員さんのご意見お願いします。
２４番馬場です。事務局の説明がありました通り、現在、水路、宅地の所は水路の仮戸
みたいな形になっております。農地になるということは無いと思いますので、宜しくお
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３号、非農地証明願承認の件、番号４６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。
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事務局次長

会

長

石元委員
会

長

事務局次長

議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件についてご説
明します。今回は６８ページから７５ページに掛けて掲載しております。それでは、
まず令和元年１１月８日付３１土農林第８５１号により、土佐市長から土佐市農用地
利用集積計画について、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により当委員会に諮
問があがっております２件について、順を追ってご説明します。それでは６９ページ
をご覧ください。整理番号３１－４３、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○」
さんで持分２分の１、残り持分の２分の１が「被相続人○○○○」、
「相続人○○○」
さん、住所「○○○○○○○○○○○－○」、地区「高岡」、ほか３名。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「麻生
田乙○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「１，６５６㎡」、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「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
「１，６５６㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「９，４７２
㎡」、借入地「４，４９５㎡」で、再設定ですので、経営面積は「１３，９６７㎡」
となります。主たる作目は「キュウリとアキ豆」、世帯員は「男２人、女１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「３人」となっております。
７０ページに、場所を掲載していますが、高岡町田井地区で、パチンコダイナム高
知土佐店の○側市道を挟んですぐ○側となっております。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。
５番石元です。問題無いと思います。よろしくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－４３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
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められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３００日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

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３１－４４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

はい、それでは整理番号３１－４４をご説明します。７１ページをご覧ください。
整理番号３１－４４、『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
「農用地区域内」で場所は「高岡町」、字・地番は「堂ヶ内甲○○○番、同所字同甲
○○○番○」、地目はともに「田」、面積は２筆合計で「１，６００㎡」、期間は「令
和○年○○月○日から令和○○年○○月○○日」、存続期間「２０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「３６５日」、利用権の設定を受ける土地の面積は
「１，６００㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「７，５９９
㎡」、借入地「１，６２３㎡」で、経営面積は「１０，８２２㎡」となります。主たる
作目は「ピーマン」、世帯員は「男２人、女２人」で農業従事者は「５人」でうち１５

異議無しでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件、整理番号３１-４３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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歳以上６０歳未満のものは「４人」となっております。７２ページをご覧ください。
場所につきましては、高岡町芝地区でサニーマート土佐高岡店の○側約３００ｍ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

それでは、地元委員さんのご意見お願いします。
１７番市原です。何の問題無いと思いますので、宜しくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－４４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「３６５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

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設
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定等に関する件、整理番号３１-４４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

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。７３ページをご覧ください。令和元年１１月７
日付け元高農公第３８０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。７４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「宇佐町
宇佐」、字・地番は「頭田○○○○－○他５筆」、登記地目は全て「田」、現況地目は全
て「休耕地」、面積は６筆合計で「１，０９０㎡」。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回目は令和２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、
７５ページのとおり宇佐町西新町地区でUSAくろしおセンターの○○側約３２０ｍとな
っています。以上で説明を終わります。

会

長

山本委員

（異議無しという多数意見あり）

それでは、地元委員さんのご意見お願いします。
１５番山本です。この土地を、生姜を作る人に貸すそうです。何ら問題無いと思い
ますので、宜しくお願いいたします。

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。令和元年１１月７日付け元高農公第３８０号での、農地
中間管理事業に係る農地集積計画申出書の件について、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、報告事項、農用地利用配分計画の認可につ
いて説明を求めます。
それでは、報告事項、農用地利用配分計画の認可についてご報告します。今回の農
用地利用配分計画の認可については、７６ページから１０５ページにかけて掲載して
おりますが、本年６月６日から同年１１月１８日までに、本委員会に対しまして高知県
知事から農用地利用配分計画の認可について通知がありました案件となっております。
報告案件が合計で１３件と大変多くなっており、議案書にて事前に皆さんが確認いた
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だいていると思いますので説明は割愛させていただきますが、公社が中間管理事業にて
借り受けた農地が、無事に有効活用されるよう借り手が多く見つかっておりますので、
委員各位におかれましても、遊休農地の地権者や担い手農家とへの制度周知について、
今後ともよろしくお願い申し上げます。以上で農用地利用配分計画の認可について報
告を終わります。
会

長

はい、報告が終わりました。何かご質問などございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

無いようですので、この件についてはこれで終わりたいと思います。続いて、事務
局より報告事項があります。説明お願いします。

事務局次長

（報告事項２件目・農業委員等の綱紀粛清について、当日資料配布により説明を行っ
た。）

事務局次長

（報告事項３件目・農業委員会組織による「令和元年台風第１９号等災害義援金」
の募集について説明を行い、義援金を贈ることを決定した。）

事務局次長

（報告事項４件目・農地の形状変更指導要綱について、９月定例総会における指摘
箇所の訂正等を行った資料により説明を行った。）

会

長

それでは、今日の定例会はこれで終わりたいと思います。どうもお疲れさまでした。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会長

１８番

２０番
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