令和２年
１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２年１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２年１月２７日（月） 午後２時００分開会
土佐市保健福祉センター２階 機能訓練室

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

野村 学

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

西原 博明

9

森岡 正典

15

久保 惠敬

16

野瀬 泰廣

22

矢野 泰幸

17

市原 正一

23

横山 秀臣

18

森岡 大信

24

馬場 善広

3
4

野瀬 喜代

10

5

石元 博昭

11

6

玉木 正人

12

森田 昭司

21

②欠席
番号

氏

名

3

岡林 弘

11

門田ゆかり

15

山本 倫弘

番号

21

氏

名

番号

名

野中 文代

（2）事務局職員

4．議事目録
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号

氏

局長 石元 一成
次長 中村 幸博
主事 田村 莉歩
農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件
非農地証明願承認の件
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件
農地移動適正化斡旋事業に関する件
農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議に関する件
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１２件
２件
１３件
１件

会

長

事務局次長

会

長

事務局次長

定刻になりました。それでは、ただ今から令和元年度土佐市農業委員会１月定例会を
開催いたします。現在の出席委員数２０名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を
行います。本定例会の会議録署名委員に２２番矢野泰幸委員、２３番横山秀臣委員、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３条第１項の規定による許可申請書審査の件
議案第２号 非農地証明願承認の件
議案第３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
議案第４号 農地移動適正化斡旋事業に関する件
議案第５号
農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議に関する件、
以上となります。

１２件、
２件、
１３件、
１件、

本日は４条・５条の申請の方はおいでませんけれども、年の初めの最初の会でも
ございますので、まずは皆さんに新年の挨拶を申し上げます。皆さん、明けまして
おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。特に、土佐市の農
業委員会につきましては、新制度になって今年の４月、５月から、最後の１年を迎
えることになります。締めくくりの１年を過ごす訳でございますので、どうぞこの
１年間、しっかりとご活躍をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げまし
て、新年の挨拶とさせて頂きます。それでは、議案に入ります。議案第１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４６を議題といたします。
事務局の説明を求めます。その前に、議案第１号、番号４６と番号４７の件につき
ましては、○○委員は、本案件の議決権がありませんので、一時ご退席ください。
（○○委員退席）
それでは、事務局の説明を求めます。
はい。それでは、１ページをご覧ください。議案第１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４６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「土佐市塚地字カロヲト○○○番○」、登記簿地目及び現況
地目は「田」、面積は「６３㎡」、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。２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「９，０
８４㎡（田：７，３５９、畑：１，７２５㎡）」。非耕作地及び農地法第３２条第
１項各号の（遊休農地）並びに農地法第５１条第１項各号の（違反転用）には「該
当しない。」。３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、
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（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、コンバイン１台、田植機１台、乾燥機
１台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業
経験等の状況は「農作業歴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２人で、「農作業歴:○３０年、○１９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の者車で１５分」と記載されて
おります。４ページの、耕作計画書の記載事項については、
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は自作地の田は全て「水稲」、
畑は全て「ネギ他」で、今回申請している農地の耕作計画は全て「スイカ」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。５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○○さんは「農業」、その他は「○○○○
兼農業」と「○○○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～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２７０日・○２００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９，０８４㎡、権利を
取得しようとする農地の面積は、６３㎡で、合計９，１４７㎡」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、６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、７ページに掲載し
ていますが、高石塚地地区で塚地集会所の○側約６０ｍとなっております。以上で
説明を終わります。
会

長

西原委員

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
２０番西原です。先ほど事務局の説明通り、問題無いと思いますので、よろしくお
願いします。
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会

長

事務局次長

はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の
審査基準に基づく、提出書類による審査について報告を求めます。
はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「９，０８４㎡」で一致し、申請地の面積が「６３㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「９，１４７㎡」。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，
１４７㎡」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。
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農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、
農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総
合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調
査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障
を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい、それでは、ほかの委員さんのご意見お願いいたします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議なしでお諮りをします。議案第１号、番号４６について許可することに、ご異
議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
はい、異議なしで決定になりました。続きまして、議案第１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４７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、８ページをご覧ください。議案第１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４７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「○○○兼農業」。
申請地の所在は「土佐市蓮池字和田○○○番○」、登記簿地目「田」、現況地目「畑」、
面積は「１８４㎡」、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。
９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「９，０８４㎡（田：７，３５９、
畑：１，７２５㎡）」。非耕作地及び農地法第３２条第１項各号の（遊休農地）並び
に農地法第５１条第１項各号の（違反転用）には「該当しない。」。
１０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、コンバイン１台、田植機１台、乾燥機
１台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業
経験等の状況は「農作業歴１９年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)
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は「現在２人」で、「農作業歴:○５４年、○３０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の者 車で１０分」と記載されてお
ります。１１ページの、耕作計画書の記載事項については、【耕作計画書】現在耕作
している農地の経営状況は自作地の田は全て「水稲」、畑は全て「ネギ他」で、今回
申請している農地の耕作計画は全て「ミカン」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。１２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○○○さんは「○○○兼農業」、その他は「農業」と
「○○○○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
～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２７０日・
○２７０日・○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９，０８４㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積は、１８４㎡で、合計９，２６８㎡」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、１３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、１４ページに掲載していますが、蓮池渕岩地区で県営住宅土
佐団地北側Ａ棟の○側約５０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

はい、地元委員さんのご意見お願いします。

矢野泰幸委員

２２番矢野でございます。先ほど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
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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「９，０８４㎡」で一致し、申請地の面積が「１８４㎡」であるため、
耕作に供すべき農地のすべては「９，２６８㎡」。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，
２６８㎡」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
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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、ほかの委員さんのご意見お願いいたします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

はい、異議なしで決定になりました。○○委員、どうぞお戻りください。
続きまして、議案第１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４８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、１５ページをご覧ください。議案第１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４８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「土佐市塚地字岡崎○○○番○」、登記簿地目及び現況地目は「田」、
面積は「６１１㎡」、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。
１６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「３，４５６㎡（全て田」。非
耕作地は「なし」、農地法第３２条第１項各号の（遊休農地）並びに農地法第５１条
第１項各号の（違反転用）には「該当しない。」。１７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」。
（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４５年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)
は「現在１人で、「農作業歴:○４０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の者、徒歩で５分」と記載されております。１
８ページの、耕作計画書の記載事項については、【耕作計画書】現在耕作している農
地の経営状況は自作地の田は全て「ユリ」で、今回申請している農地の耕作計画は全
て「大根」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。１９ページ

異議なしでお諮りをします。議案第１号、番号４７について許可することに、ご異
議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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をご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載さ
れておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者
又はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につ
いては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の
氏名は「○○○○さん、○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳」、（３）主たる
職業は二人とも「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も「１月～１２月（本人３６０
日・○３６０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３，４５
６㎡、権利を取得しようとする農地の面積は、６１１㎡で、合計４，０６７㎡」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、２０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、２１ペ
ージに掲載していますが、高石塚地地区で塚地集会所の○側約１５０ｍとなっており
ます。以上で説明を終わります。
会

長

はい、地元委員さんのご意見お願いします。

西原委員

２０番西原です。先ほど事務局の説明通り、何ら問題無いと思いますので、よろし
くお願いします。

会

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。

長

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「３，４５６㎡」で一致し、申請地の面積が「６１１㎡」であ
るため、耕作に供すべき農地のすべては「４，０６７㎡」。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
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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、「４，０６７㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該当し
ないと考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づい
て耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可する
ことができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証
明書及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないこ
とから、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入
れしようとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、
農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ
総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可する
ことができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現
地調査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に
支障を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれに
も該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい、それでは、ほかの委員さんのご意見お願いいたします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第１号、番号４８について許可することに、ご異
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議ございませんか。
委

員

会

長

事務局次長

（異議なしという多数意見あり）
はい、異議なしで決定になりました。続きまして、議案第１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４９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、２２ページをご覧ください。議案第１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４９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「土佐市甲原字ヲタシ越○○○○番」、登記簿地目及び現況地目は「田」、面
積は「４７２㎡」、対価の額は「○○○○○○○○○○○円」、所有権以外の使用収
益権が設定されている場合の欄は「なし。」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」
さん。権利を移転しようとする時期、又土地の引渡しを受けようとする時期について
は「許可あり次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」となっています。
２３ページに移りまして、【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１
権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放
牧地の利用状況については、所有地は、自作地が「６，７７９㎡（田：４，４７９㎡、
畑：２，３００㎡）」、貸付地が「８８５㎡（田：８８５㎡）」、借入地が「４，２
５５㎡（田：４，２５５㎡）」。非耕作地は「土佐市甲原字森康○○○○番○」で面
積は、「１３５㎡（田）」ですが、「農業用作業場」であり２００㎡未満の農業用施
設に該当します。農地法第３２条第１項各号の（遊休農地）並びに農地法第５１条第
１項各号の（違反転用）には「該当しない。」。２４ページに移り、１－２権利を取
得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等
の状況は、
（１）作付(予定)作物・作物別の作付け面積は「「耕作計画書」のとおり」、
（２）大農機具は、所有で「トラクター２台、田植機１台、コンバイン１台、農用自
動車２台」。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業
経験等の状況は「農作業歴４０年」、②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)
は「現在２人」で、「農作業歴:○３５年、○○５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の者 車で１０分」と記載されてお
ります。２５ページの、耕作計画書の記載事項については、【耕作計画書】現在耕作
している農地の経営状況は自作地の田は「水稲」、畑は「柑橘」、借入地の田は「花
卉栽培」と記載されており、今回申請している農地の耕作計画は田で「水稲」となっ
ております。【農地法第３条第２項第７号関係】についてはすべて「いいえ」と記載
されております。その他の欄は記載されておりません。２６ページをご覧ください。
【農地法第３条第２項第２号関係】と【農地法第３条第２項第３号関係】は記載さ
れておりません。【農地法第３条第２項第４号関係】の４権利を取得しようとする者
又はその世帯員等のその行う耕作 又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況につ
いては、（１）その行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ常時従事している者の
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氏名は「○○○○さん、○○○さん、○○さん」、（２）年齢は「○○歳、○○歳、
○○歳」、（３）主たる職業は三人とも「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も
「１月～１２月（本人３６０日・○３６０日・○○３６０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１１，０３４㎡、権利を取
得しようとする農地の面積は、４７２㎡で、合計１１，５０６㎡」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、２８ページに掲載してい
ますが、甲原大川内地区でローソン土佐甲原店の○側約７３０ｍ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

会

長

事務局次長

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
１２番森田です。先ほど事務局の説明通り、何ら問題無いと思いますので、よろ
しくお願いします。
はい。地元委員からの報告が終わりました。引き続き、事務局から農地法第３条の
審査基準に基づく、提出書類による審査について報告を求めます。
はい。それでは、農地法第３条第２項各号に規定する審査基準について、項目ごと
にご説明します。
まず、農地法第３条第２項第１号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその
世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、こ
れらの者がその取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められない場合には、許可することができない。』ことについては、農
地法第３条の規定による許可申請書(別添)の１－１に記載の農地面積と農地基本台
帳の農地面積が「１１，０３４㎡」で一致し、申請地の面積が「４７２㎡」であるた
め、耕作に供すべき農地のすべては「１１，５０６㎡」。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
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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
１，５０６㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該当しないと
考えます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて
耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書
及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことか
ら、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしよ
うとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、
農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総
合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調
査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障
を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい、それでは、ほかの委員さんのご意見お願いいたします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

異議なしでお諮りをします。議案第１号、番号４９について許可することに、ご異
議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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会

長

事務局次長

はい、異議なしで決定になりました。続きまして、議案第１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５０から番号５７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。
それでは、議案第１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５０から番号５７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
覧いただきたいと存じますが、譲受人は全て「○○○」さん、「○○歳」、住所は「○
○○○○○○○○○○」、職業「農業兼○○○」で、番号５０は、甲原大川内地区の
農地で、申請地は「土佐市甲原字山崎○○○○番他２筆」、登記地目及び現況地目は
全て「田」、面積は３筆合計で「７１７㎡」、対価の額は「反当○○○○○○○○○
円」となっており、場所は議案書の４２ページに示しています。次に、番号５１から
番号５７までは、岩戸地区の江良澤のところとなっており、対価の額は、番号５１か
ら５７まで全て「○○○○○○○○○円」となっており、申請地の場所は、議案書４
３と４４ページに示しています。また、番号５０から番号５７まで、全て所有権以外
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」となっており、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。３７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「２２，
４３５．９１㎡（田：１８，６０１．９１㎡、畑：３，８３４㎡）」、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。３８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。３９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。その前に、【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は、自作地の面積に
誤りがあり、自作地の田の面積が「１８５，６０１．９１㎡」と記載されております
が、正しくは「１８，６０１．９１㎡」となります。大変申し訳ございませんが、訂
正をお願いします。それでは説明に戻ります。自作地の田は全て「水稲」、面積は
「１８，６０１．９１㎡」、自作地の畑は全て「ネギ」で面積は、「３，８３４㎡」、
今回申請している農地の耕作計画は「田は水稲で２，３６１㎡、畑はネギで５，１２
７㎡」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。
４０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
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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～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１５
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２２４３５．９１㎡、権
利を取得しようとする農地の面積７，４８８㎡、合計２９，９２３.９１㎡」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、４１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、まず番号５０は、４２ページにお示しのとおり、甲原大川内地区になりま
す。次に、番号５１から５７までは、４３と４４ページにお示しのとおり波介岩戸地区
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。以上で説明を終わります。
会

長

野村委員

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
１９番野村です。えっと、私の方はですね、あの、岩戸の江良沢の件になります
が、先ほど事務局の説明がありましたように、許可条件が、書類を見る限り全てク
リアしていると確認しておりますが、○○が所有する出間の農地、土地改良事業で
公共投資となった１種農地で、平成２６年に取得されて５年が経っています。市の
方からも行政指導があったというふうに聞いておりますが、耕作できない状態が
継続しています。農地を改良する、という高知県には特に決められたルールが無い
のですが、農地法関係事務に係る処理基準によりますと、その、耕作が出来ない期
間、一時的な利用という表現をされるんですけど、必要最小限の期間を言う、とい
うにあります。農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすことの無い事を担保
するために、３年以内というふうに限定されています。で、現地はですね、出間の
１種農地の現地は、昨年の末位からですね、農地への復元作業が行われているとは
思いますが、今日現在も農地の復元は完了しておりません。先ほど事務局から説明
がありました通り、１１月の定例会で同様の議案が提出されています。審議の結
果、承認されたという経緯もございますが、ま、委員としてですね、良好な営農条
件を備えている農地である１種農地で、こういう現状があるということを踏まえ
てですね、ご審議いただきたいと思います。以上です。
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会

長

はい、他の委員の皆さんもご意見お願いします。ご発言下さい。前に提案されたと
きには、復元をしているいうことで、許可をしたこともありましたよね。まだ、野村
さんが言う分には、それが出来てないところがあるわけ。

野村委員

あの、作業はされると思います。嵩上げしてですね、長い時間空いてますし、そ
れから多分、粘土質があると思うんで、排水の関係で、暗渠の工事をされゆうんじ
ゃないかと。まぁあの、赤土なんかも置いてありますので、農地への復元の作業は
継続しちゅうと思います、と思いますが、確認は出来ませんが。復元する意思はあ
ると思います。まぁあの、もうちょっと長い目で見ちゃってという意見もあると思
いますが、農地の復元ということで言えば３年なんで。それを２年も反故して、指
導もあってと考えたらですね、復元してから申請といいますか、いうことが本筋や
と思うんですけど。それは僕の個人的な話で。１１月にですね、欠席してましたん
ですけど、審議されて承認されてますんでそれとこれとの整合性がつかんなります
ので、まぁそこな辺ですよね、１種農地なんで、そこをその改良といえども、そう
いう法律の中で四方に影響を及ぼさない範囲内という、農地運用という、農地法の
運用という施行令ながですけど、それがあるわけですので。そこな辺を考えていた
だければと思います。

会

長

他の委員さんのご意見お願いします。

市原委員

１７番市原です。１種農地ということをいいますが、僕が前に言うた塚地が１種
農地です。課長も知っちゅうと思うが。あこでイノシシ来て出来んもんをほたくっ
ちょってやね、嵩上げせないかんと、もうそれこそ沼みたいなとこやと。１種農地
となると、現在はほたくっちゅうと。作りやせんと。カヤが生えちゅうとか。作り
やせんと。おんなじ１種農地でもやね、そうやってやっぱ嵩上げしていかんと何ち
ゃあ出来ん所を１種農地にしちゅうわけよ。まとめて。そういう所を、この前も嵩
上げが問題になったが、自分で３００万も２００万も、そんな今３００万入れてや
ね、上げるいうたらショウガで作って、よっぽどの人やないとようやらんわけよ。
売ろうち売れん。けどそうやって、買うてもろうて嵩上げをしてもらわんといかん
所もあるわけよ。なんぼ同じ１種農地でもやね。そういう所あるわけよ。そういう
所もはかっていかな、もう益々、山間部とかいう所になったらやね、買い手は無い
わ、ね。推進しなさいよ、と言うたち、作り手もない、借り手もない、１種やから
ね、と言うてもいかんき。そういう所はよう審議していかな、と僕は思います。ほ
んで、そういう所はやね、３年て言うけど、４年でもやりよりゃやね、大目に見ち
ゃらな、それを上げてから許可にします、言うたち、それはちょっとそれこそ、地
域の推進委員がやね、もっとちゃんとしちゃってやね、借りてもこしらえちゃって
やっちゃる、責任持つばぁせなやね、今は農地を買うてくれる人を探すに難しいば
ぁやき。あと、作ってくれる人。ぼくはそういう現状やと思う。そいういう所もは
かってやってもらいたいと。ほんで、ぼくはそういうがはちょっと大目に見てえい
がやないろうか、と思います。

白木委員

１４番白木です。ちょうと野村さんの言いよったのは、前のナビエから北原線へ
抜ける土地のことですかね。途中まで、やりかけてるというのは。その横で友達が
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ショウガ作ってるもんで、この前見に行って、ここの土地ようなりゆうねって言う
たら、もう借り手が、○○さんという方が見つかって、今年中に早く仕上げないか
んき、という事でしたので。その事だけ報告しておきます。
会

長

ということは、もう、農地の整地工事を続行して、やりゆうということ。

白木委員

やりゆうどころやない。間に合わんき、はよう。自分らあが行った時も、毎日や
りゆう。

矢野進一委員

２番矢野です。野村さんに質問なんですけど、この航空写真と、現在は一緒なん
ですか。

野村委員

すいません、関係無いことは無いんで。農地を売買するときに、全ての所有しち
ゅう農地は耕作してますよねっていうのがあるがやないですか。許可条件のなか
に。ですから、○○○が所有しちゅう中に１種農地の所が、そういう状況ですよ、
と。いいんですか、という話です。

会

長

はい、他のご意見お願いします。

尾﨑委員

白木君が言うように、この問題になっちゅう土地は、今年のショウガを作るよう
にもう契約をして、早急に仕上げるという事でやりゆうそうですんで、それを事務
局が確認をして、許可を取ると、いったらどうです。自分も知っちゅうのは、用土
入れて、ならす、いうのは知っちゅう。まだ、仕上がっては無いです。事務局がい
っぺん行って確認をして、これは出来ますか、出来ざったら許可になりませんが、
いうことで、出来りゃあ許可するいう事で。

会

長

はい、他にご意見ございませんか。野村委員さんの心配しゆう分については、先
ほど尾﨑委員さんが言われたような形で、急いでやりゆうみたいな状況もあるゆう
事を鑑みるとすると、事務局の方から確認をして、急いでやりゆういう事の確認が
取れて、出来るということであれば許可をする、出来なければ出来てから申請をし
てもらう、というような形でいいですか。事務局の意見は無い？

市原委員

期限を切って、やったらどう。上げるいうたら、誰回りよう手上げん。３００万
も２００万も出して。

会

長

ちょっと聞きよって下さい。工事としてはいついつまでに、仕上げるようにやっ
てます、という事で、ほったらかしにせんと、ちゃんとやってますよ、という確認
が取れたら、許可をしてはどうですか、という意見ですが。それを事務局の方で確
認出来る？完成じゃ無しに、いつまでにやりますよ、いう確認が取れたらよね、農
地をほったらかしにしてない、いう事の確認いうたら、３年過ぎちゅうけんど、急
いでやりゆうき。

事務局次長

一番確実性があるのは、野村さんが言う案として、農地復元が確実にされている
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という事がありますので、それを確認してから諮るということであれば特に問題が
ないなるのかなと思います。一方、尾﨑委員の発言のように、１つ条件的に事務局
の方で現地確認をして、それでそういう約束事、確認が取れたらということとなれ
ば、事務局で現地を確認することはそれは構わないんですが、例えばその約束事を
口頭で行うか、書面で取って期限定めるような形でかっちりしたものまで求めるの
か、その求めるものの条件がどこまでになるのか。それと、それが確認が取れた段
階で許可とするのか、また再審議とするのか、そこの所が、どういう風なご判断さ
れるのか確認したいところです。
会

長

それをみんなで決めないかんわけね。

事務局次長

まずは、どっちにしますかという所が多数決なりで決まれば、動けると思います。

会

長

審議をしゆう内容の話は分かりましたか。

委

員

はい。

会

長

要は、全部出来上がってから申請をし直してもらう、という意見と、もうそこへ
行きゆうんで、それをするということの確認が取れたら、そっちを出来た時点で許
可をしてはどうという事、どちらにするかという事をちょっと皆さんにお諮りをし
たいと思うんですが、いいですか。はい、どうぞ。

白木委員

１４番白木です。完成する日が大体何日頃かの、確認が取れんと、やりゆう、い
うんやったらまた２年も３年も伸びるろうき。完成する日にちが、大体何日に出来
上がりますか、と確認が取れたらオーケーにしたらどうですか。

会

長

そういう意味です。一応、言葉じゃ無しに、何か書面をもってしてもらうみたい
な形になろうかと思います。まぁ、実際に工事しゆうがやき、それを止めて、と言
わいでも。急いでやりゆう訳でしょ。そしたら、急いでやってよ、という事で。い
ついつ頃にはもう、完成予定です、分かればその時点で許可したらどうですか、と
いう意見、の二つですんで。皆さんのご判断を頂きたいと思います。採決してよろ
しいですか。

矢野泰幸委員

この決定を以て県へ上げる訳ですが、県がどういう対応をしますかね。従前の約
束したことが、履行されてるかどうかっていう確認を県がされますでしょうかね。

事務局次長

この件は３条申請なので、県の方までは上がらない。４条・５条とはまた別です
ので。

会

ここで決定になったことが、そのまま決定なわけね。その他、採決前にご意見ご
ざいませんか。いいですか。そしたら、野村委員が言ったように、全部出来てから
申請し直してもらうという人、手を上げてください。
尾﨑委員に賛成の人、手を上げて下さい。

長
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はい、それでは、尾崎委員の案の賛成が多いので、あの、一応ですね、採決の結
果はそういう事になりましたので、それにしたいと思うんですが、あの、口頭で、
という事じゃ無しに、いついつまでにはやりますよ、という書面の回答を貰って
それを以て許可という事でよろしいですか。
委

員

会

長

それでは、そのように決定しますので、よろしくお願いします。続きまして、議
案第２号、非農地証明願承認の件、番号５２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、議案第２号、非農地証明願承認の件、番号５２を議題といたしま
す。４５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「井流ノ口甲○○○番○、同所字
同甲○○○番○」、台帳地目は「田」、地積は「１５３㎡と４９㎡」、非農地となった
時期は「平成元年月日不詳」、現在の利用状況及び現況につきましては「自宅敷地及び自
宅への進入路」、農地となった理由は「その他【現在住んでいる住宅の北側に倉庫を建設
したため、北側からの道から車の進入が困難になり、東側道路に接続した甲○○○番○
の土地を進入路とし、併せて甲○○○番○の土地を建物敷地及び庭・駐車場として使用
したため非農地となっている。】」という事です。今後の利用計画は「なし（現況どお
り）」。願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。「申請地について
は、平成元年頃から田を嵩上げ整地し、自己住宅への進入路及び建物敷地駐車場・庭と
して使用し現在に至っていており、農地法の所定の手続きを怠っておりました。今後は
このような事のないよう充分注意し、関係法令を遵守致します。」という事です。４６ペ
ージご覧ください。場所につきましては、高岡町甲で、わかば保育園の○側市道を挟み
すぐ○側となっております。以上で説明を終わります。

会

長

市原委員

（異議なしという多数意見あり）

はい、地元委員さんのご意見お願いします。
１７番市原です。現状、もう家も建って復元することは難しいので、よろしくお
願いします。

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いいたします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議なしでお諮りをします。議案第２号、番号５２について承認することに、ご異
議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
はい、異議なしで決定になりました。続きまして、議案第２号、非農地証明願承認
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。
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事務局次長

会

長

森田委員

それでは、４７ページをご覧ください。議案第２号、非農地証明願承認の件につきま
して、番号５３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「則宗○○○○番、同所字同○○○
○番」、台帳地目は「畑」、地積は「２７１㎡と２６４㎡」、非農地となった時期は、
「平成３年頃」、現在の利用状況及び現況は、「宅地」、非農地となった理由は「その
他【農地法を充分理解しておらず、住宅地として使用していた。】」という事です。今
後の利用計画は「なし」（現況どおり）、願い人から始末書が提出されておりますので
読み上げます。「申請地については、本来農地として利用すべきでしたが、農地法を充
分に理解しておらず住宅地として使用しておりました。今後はこのような事のないよう
充分に気をつけて参ります。」という事です。場所につきましては、４８ページのとお
り、甲原中川内地区で、高知自動車道の土佐サービスエリアの○側約２００ｍとなって
おります。以上で説明を終わります。
はい、地元委員さんのご意見お願いします。
１２番森田です。先ほど事務局の説明通り、現在は自宅ということで、住居が建
っておりますので、これを農地に復元することはないと思いますので、よろしくお
願いします。

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いいたします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

はい、異議なしで決定になりました。ここで、１０分ほど休憩を取ります。

異議なしでお諮りをします。議案第２号 番号５３について承認することに、ご異
議ございませんか。

（１０分間休憩）
会

長

事務局次長

休憩前に続いて、会議を再開します。続いて、議案第３号、農業経営基盤強化促進
法による利用権設定等に関する件３１-５５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、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４９ページから７３ページに掛けて掲載しております。
それでは、令和２年１月１０日付３１土農林第１０４８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１１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２件について、順を追ってご説明します。そ
れでは５０ページご覧ください。整理番号３１－５５、『新規認定』、利用権の設定
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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「高石」、
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「泉川
甲○○○番」、現況地目は「田」、面積は「１，１８３㎡」、期間は「令和○年○月
○日から令和○年○月○○日」、存続期間は「５年間」、借賃総額は年額「○○○○
○○○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「○」、生年月日「昭和○○年○○月○○日」、 年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「２８０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合
計は「１，１８３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地が「７，
９６９㎡」、借入地「２，９７６㎡」で、経営面積は「１２，１２８㎡」となります。
主たる作目は「生姜」、世帯員は「男２人、女３人」で農業従事者は「４人」でうち
１５歳以上６０歳未満のものは「２人」となっております。５１ページに場所を掲載
していますが、高岡町芝地区と高石中島地区との境にあり、高石小学校の○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

市原委員

会

はい、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。あの、これ、新規や言うけんど、前からハウスでユリやりよって、
こんどはショウガやるようになって、また新規で出してきたんやと思います。よろ
しくお願いします。

長

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－５５の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局から
報告を求めます。

事務局次長

それではご説明させていただきます。農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の
『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないもの
とする』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市街化区域が存
在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が
基本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土
佐市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しておりま
す。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)
『耕作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、
農地基本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作してい
る面積が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機
具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕
作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)
『耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書
の利用権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「２８０日」と記載されておりま
すので、年間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。
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農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に
規定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けて
いること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合に
より、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

はい、決定になりました。続きまして、続きまして、議案第３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３１－５６、３１－５７、３１－６
２、３１－６３は借人が同じであるため一括議題といたします。事務局の説明を求
めます。

事務局次長

はい、それでは５２ページをご覧ください。整理番号３１－５６、『新規認定』、利
用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「新
居」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地
区「新居」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「新居」、字・地
番は「本村前○○○○番」、現況地目は「田」、面積は合計で「１，０１２㎡」、期
間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間「５年」、借賃総額は
年額「○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「３月末日までに自宅持参」、利用権
の種類は「賃借権」です。
続いて、整理番号３１－５７、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」
さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「新居」、利用権の設定を受ける者は先ほ
どと同じ「○○○○」さん。利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は
「新居」、字・地番は「本村前○○○○番」、現況地目は「田」、面積は「１，０６
２㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間「５年」、
借賃総額は年額「○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「３月末日までに自宅持
参」、利用権の種類は「賃借権」です。
続いて、５３ページ整理番号３１－６２、
『新規認定』、利用権の設定をする者「○
○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「新居」、利用権の設定を受ける
者は先ほどと同じ「○○○○」さん。利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、
場所は「新居」、字・地番は「本村前○○○○番○他３筆」、現況地目は全て「田」、
面積は４筆合計「５，８８１㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○
○日」、存続期間「３年」、借賃総額は年額「○○○○○○円」、借賃の支払い方法

はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、整理番号３１－５５について承
認することに、ご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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は「３月末日までに自宅持参」、利用権の種類は「賃借権」です。
続いて、整理番号３１－６３、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」
さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「新居」、利用権の設定を受ける者は先
ほどと同じ「○○○○」さん。利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所
は「新居」、字・地番は「本村前○○○○番他１筆」、現況地目は全て「田」、面積
は２筆合計「７，５４６㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○○年○月○○
日」、存続期間「１０年」、借賃総額は年額「○○○○○○○円」、借賃の支払い方
法は「３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「○」、生年月日「昭和○○年○○月○日」、年齢「○○歳」、
農作業従事日数は「２８０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「１５，５０
１㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地が「９，５６２㎡」、
借入地が「１６，００６㎡」、経営面積は、「４１，０６９㎡」となります。主たる
作目は「キャベツ」、世帯員は「男２人、女３人」で農業従事者は「２人」でうち１
５歳以上６０歳未満のものは「１人」となっております。
場所につきましては、５５ページのとおり４件とも、新居本村地区の新居小学校
の○側で約２８０ｍから３８０ｍ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。

坂本委員

８番坂本です。この、５６、５７、６３の場所はショウガを作ってて、ショウガが
ぼったり腐って、急に返すということになって、この、○○君が家も近いということ
で、そしたら僕が借りるということになって、借りるようになったわけです。えっと
６２の分が極端にまぁ６反ばぁあって○○円という、値が安いですけど、これ、ちょ
っといわくの場所で、前に農業委員会でも出ましたけど、○○さんという人がまたど
ういう風に出てくるか分からんもので、この○○というのが果たして、という所があ
るんですけれども、これ、僕も立ち会いましたので、それで文句を言うようやったら、
またアドバイスをしたいと思います。以上です。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－５６、３１
－５７、３１－６２、３１－６３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。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域において
は、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街
化調整区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が
基本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土
佐市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しており
ます。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)
『耕作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、
農地基本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作して
いる面積が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農
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機具の確保もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して
耕作を行うと認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)
『耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書
の利用権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「２８０日」と記載されておりま
すので、年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認め
られると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に
規定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けて
いること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合
により、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。この
ため、利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利
者の同意を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐
市基本構想に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局
の考えについて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

はい、決定になりました。続きまして、議案第３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３１－５８、３１－５９、３１－６０は借人が
同じであるため一括議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局次長

はい、それでは５７ページをご覧ください。整理番号３１－５８、『新規認定』、利
用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○」、地区「戸波」、
利用権の設定を受ける者「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「波
介」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「浅井」、字・地番は「和
田の丸○○○○番○他１筆」、現況地目は全て「田」、面積は合計で「８８８㎡」、
期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間「３年」、借賃総額
は年額「○○○○○○○○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。続いて、整理番号３１－５９、『再認定』、利用権の
設定をする者「○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「戸波」、利用権
の設定を受ける者は先ほどと同じ「○○○○○」さん。利用権を設定する土地は「農
用地区域内」で、場所は「本村」、字・地番は「中条○○○○番」、現況地目は「田」、
面積は「１，９２９㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○○年○月○○日」、
存続期間「１０年」、借賃総額は年額「○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１
２月末日までに自宅持参」、利用権の種類は「賃借権」です。続いて、５８ページ整理
番号３１－６０、『再認定』、利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○

はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、整理番号３１－５６、３１－５
７、３１－６２、３１－６３について承認することに、ご異議ございませんか。
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○○○○○○○」、地区「戸波」、利用権の設定を受ける者は先ほどと同じ「○○○
○○」さん。利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「浅井」、字・地
番は「山下○○○○番」、現況地目は「畑」、面積は「７９６㎡」、期間は「令和○
年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間「５年」、借賃総額は年額「○○○
○○○○○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「○」、生年月日の記載が「平成○年○月○
○日」となっておりますが「昭和○○年○○月○日」の誤りです。大変申しわけござ
いませんが訂正をお願いします。年齢「○○歳」、農作業従事日数は「３６０日」、
利用権の設定を受ける土地の面積は「３，６１３㎡」、利用権の設定を受ける者が現
に耕作している自作地が「２，５５９㎡」、借入地が「１８，８４４㎡」、経営面積
は新規認定と再認定がありますので、「２２，２９１㎡」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。
場所につきましては、５９ページが整理番号３１－５８の場所で、戸波浅井地区
の浅井橋の○側約１２０ｍ、６０ページが整理番号３１－５９の場所で、戸波下本
村地区で県道の戸波川橋の○側約１４０ｍ、６１ページが整理番号３１－６０の場
所で、戸波浅井地区の浅井橋の○側約１７０ｍ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。

馬場委員

２４番馬場です。事務局の説明がありました通り、整理番号３１-５８、５９、６０
につきまして、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。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－５８、３１
－５９、３１－６０の農用地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件
に該当するか否か事務局から報告をお願いします。

事務局次長

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

委

員

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

はい、決定になりました。続きまして、議案第３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３１－６１を議題といたします。事務局の説明を
求めます。

事務局次長

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。
（異議なしという多数意見あり）
はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、整理番号３１－５８、３１－５
９、３１－６０について承認することに、ご異議ございませんか。

はい、それでは６２ページをご覧ください。整理番号３１－６１、『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「打出神丁○○○○番○○○他２筆」、現況地目は全て「畑」、面
積は全て合計で「２，６７６㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○○年○月○
○日」、存続期間「１０年間」、借賃総額は年額「○○○○○○○円」、借賃の支払
い方法は「１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「○」、生年月日「昭和○○年○月○日」、年齢「○○歳」、農
作業従事日数は「２４０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「２，６７６㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している農地は借入地のみで「１，６２１㎡」、
経営面積は「４，２９７㎡」。主たる作目は「文旦」、世帯員は「男１人、女０人」
で農業従事者は「１人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「１人」となっており
ます。６３ページをご覧ください。場所につきましては、高岡町西灘の打出神地区の
奥で高岡第二小学校の○○約６７０ｍとなっております。
以上で説明を終わります。
はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。
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石元委員

５番石元です。先ほど事務局の説明通り、問題無いと思いますので、よろしくお願
いします。

会

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３１－６１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。

長

事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域において
は、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化
調整区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が
基本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐
市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保
もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行う
と認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「２４０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると
判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に
規定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えにつ
いて委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、整理番号３１－６１について承認
することに、ご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
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会

長

事務局次長

会

長

はい、決定になりました。 続きまして、議案第３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３１－６４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６４ページをご覧ください。整理番号３１－６４、『新規認定』、
利用権の設定をする者「被相続人、○○○○」、「相続人、○○○○」さん他２名、
住所「○○○○○○○○○」、地区「新居」、利用権の設定を受ける者「○○○○」
さん、住所「○○○○○○○○○○○」、地区「新居」、利用権を設定する土地は「農
用地区域内」で、場所は「新居」、字・地番は「両道○○○○番」、現況地目は「田」、
面積は「２，１２９㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存
続期間「５年間」、借賃総額は年額「○○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１
２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「○」、生年月日「昭和○○年○○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「２，
１２９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地が「４，０５８㎡」、
借入地「１８，８９４㎡」で、経営面積の合計は「２５，０８１㎡」。主たる作目は
「水稲・キャベツ・生姜」、世帯員は「男２人、女３人」で農業従事者は「５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。
６５ページをご覧ください。場所につきましては、新居地区で新居小学校の○○側
約５４０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。

坂本委員

８番坂本です。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。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－６４の農用
地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局か
ら報告をお願いします。

事務局次長

それではご説明させていただきます。農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の
『同意市町村は市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものと
する』については、土佐市は市街化調整区域を定めていないため、市街化区域が存在
しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保
もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと
認められると判断しております。
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農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３５０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に
規定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えにつ
いて委員さんのご意見をお願いします。
会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、整理番号３１－６４について承認
することに、ご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
はい、決定になりました。続きまして、議案第３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３１－６５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６６ページをご覧ください。整理番号３１－６５、『新規認定』、利
用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○○」、
地区「高知市」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○
○○○○○」、地区「戸波」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は
「波介」、字・地番は「松本○○○○番○他１筆」、現況地目は全て「田」、面積は
２筆合計で「２，９３９㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、
存続期間「５年」、借賃総額は年額「○○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１
２月末日までに口座振込」、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、「○○」、「昭和○○年○月○日」生まれの「○○歳」、
農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「２，９３９㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地が「１５，１６７㎡」、借入地が
「６，１８１㎡」で、経営面積は「２４，２８７㎡」となります。主たる作目は「生
姜」、世帯員等は「男２人、女２人」で農業従事者は「８人」でうち１５歳以上６０
歳未満のものは「４人」となっております。場所につきましては、６７ページのとお
り、波介小学校の○側約１００ｍとなっております。以上で説明を終わります。
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会

長

はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。

野瀬委員

１６番野瀬です。先ほど事務局の説明通り、間違いございません。この土地につき
ましては、新規認定ですが、昨年度よりショウガを耕作しております。別に問題無い
と思います。よろしくお願いします。

会

はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－６５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。

長

事務局次長

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

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、整理番号３１－６５について承
認することに、ご異議ございませんか。
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委

員

会

長

はい、決定になりました。続きまして、議案第３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。６８ページをご覧ください。
令和２年１月６日付け元高農公第４９６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。
６９ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は全て「公益財団法人高知県農
業公社、理事長、杉村充孝」さん。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「用石」、字・地番は
「道越○○○番○他１筆」、登記地目及び現況地目は全て「田」、面積は２筆合計で「１，
２３０㎡」。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「年払いで第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、７０ページのとおり高
石野尻地区で高石小学校体育館の○○側約２４０ｍとなっています。以上で説明を終わ
ります。

会

長

（異議なしという多数意見あり）

はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。

森岡正典委員

９番森岡です。事務局の説明通り、問題無いと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、「○○○○○」さんの件について
承認することに、ご異議ございませんか。
（異議なしという多数意見あり）
はい、決定になりました。続きまして、議案第３号、農業経営基盤強化促進法に
よる利用権設定等に関する件の農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画申請書に
ついて説明を求めます。
それではご説明させていただきます。７１ページをご覧ください。
令和２年１月６日付け元高農公第４９７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。
７２ページをご覧ください。利用権の設定を受ける者は全て「公益財団法人高知県農業
公社、理事長、杉村充孝」さん。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「北
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伏尾○○○○」、登記地目及び現況地目は「田」、面積は「１，２４９㎡」。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「年払いで第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、７３ページのとおり蓮池南部地区で西宮八幡宮の○○
側約４７０ｍとなっています。以上で説明を終わります。
会

長

久保委員

はい、それでは地元委員さんのご意見お願いします。
１０番久保です。先ほど事務局の説明通り、問題無いと思います。

会

長

はい、他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

会

長

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

はい、決定になりました。続きまして、議案第４号、農地移動適正化斡旋事業に
関する件を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局次長

はい、それでは７４ページをご覧ください。議案第４号、農地移動適正化斡旋
事業に関する件についてご説明します。
申請者は、「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○」、
土地の所在は「高岡町字東加茂川丙○○○○番○○他２筆」、希望契約方法は「売
買又は貸借」で希望額は「要相談」、地目は全て「畑」、面積は「３１９㎡、６３
５㎡、４８６㎡」で合計は「１，４４０㎡」となっております。斡旋申し出理由は
「農業を行っておらず耕作できないため。」とのことです。
場所につきましては、高岡町天崎地区の堤外で、水車小屋の○○側約２７０ｍで
す。

（異議なしという多数意見あり）
はい、異議なしでお諮りをします。議案第３号、「○○○○」さんの件について承
認することに、ご異議ございませんか。

会

長

この件について、斡旋申し出を受けるという事で、ご異議ございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

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５号、農業委員会の法令遵守の
申し合わせ決議に関する件を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
はい、それでは７６ページをご覧ください。議案第５号、農業委員会の法令遵守
の申し合わせ決議に関する件についてご説明します。本件は、令和元年１２月１
８日付けにて、高知県農業会議から『「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」
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の実施及び今後の対応について』について通知があり、その内容としましては、
他県において１０月に農業委員会会長が農地転用にかかる収賄容疑で逮捕される
という不祥事が続けて発生したことから、１１月２８日に開催されました令和元
年度全国農業委員会会長代表者集会において、「農業委員会の委員等の綱紀保持
に関する申し合わせ決議」をしたことから、その申し合わせ決議の趣旨に則り、
令和２年１月までの農業委員会総会において、全ての農業委員会で農業委員会の
法令遵守についての決議を実施していただくことについてのお願いの通知となっ
ています。また、来年度以降も、年１回以上、綱紀粛正に関する決議を行ってい
ただくよう重ねてのお願いともなっています。７７ページは、１１月２８日に開
催されました令和元年度全国農業委員会会長代表者集会において、「農業委員会
の委員等の綱紀保持に関する申し合わせ決議」の内容となっておりまして、事前
に配布した議案書に記載しておりましたので、説明は割愛させていただきますが、
本委員会の申し合わせ決議案を７８ページに記載しておりますので、読み上げさ
せていただきます。「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議。私たち農業委員、
農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関である農業委員会組織の一
員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最適化を実現する責
務を負っている。特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情
報に接することも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹
底しなければならない。私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理
観を持ち、法令遵守を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議
する。記、１、農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り
適正に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、
同第３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保
すること。２、農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、
法令遵守を徹底するための研修を実施すること。以上、令和２年１月２７日、土
佐市農業委員会。」ということで、申し合わせ決議案の内容は以上となりますの
で、ご審議のほどよろしくお願いします。
会

長

説明が終わりましたが、この件について何かご意見等はございませんか。

委

員

（異議なしという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

意見が無いようですので、議案第５号については、先ほどの事務局の説明のとお
り、原案通り決議することに異議ありませんか。
（異議なしという多数意見あり）
それでは、原案通り決議することとなりました。以上を持ちまして、本日の議案
は全て終了致しました。お疲れさまでした。
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以上、この議事録が正確であることを証します。

会 長

２２番

２３番
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