令和２年
２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２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２月２８日（金） 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

1

池田 修

7

小松 弘知

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

4

野瀬 喜代

10

久保 惠敬

5

石元 博昭

11

門田ゆかり

6

玉木 正人

氏

番号

名

19

野村 学

山本 倫弘

21

野中 文代

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

②欠席
番号

氏

名

12

森田 昭司

13

尾﨑 哲人

20

西原 博明

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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３件
２件
１件
１６件

会

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２月定例会を
開催いたします。現在の出席委員数２１名、よって委員会は成立いたしました。
これより日程に入ります。会議規則第１９条の規定により、会議録署名委員の指名を
行います。本定例会の会議録署名委員に２４番馬場善広委員、２番矢野進一委員、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
３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
２件、
議案第３号
非農地証明願承認の件
１件、
議案第４号
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件 １６件、
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条の番号５６の申請人の代理人○○○○さん
は、そのままお残りいただきまして、残りの方は順番が来ましたらお呼びしますので、そ
れまで別室でお待ちくださいますようお願いします。

会

長

それでは、議案第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５６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５６の申請人
で譲渡人の「○○○○」さん、譲受人の「○○○○○○○○、○○○○○○○」さ
ん、両名の代理人で「○○○○」さん。

申請代理人
事務局次長

はい。
はい、申請者の出席が確認できましたが、番号５６と番号５７につきましては、以
前、譲渡人の○○○○○○○さんから建売住宅建築地としての申請がされ、昨年１０
月３０日付けで高知県知事から５条許可が下りていたところでしたが、許可行為が完
了する前に、後ほど説明することになります問題点が確認されましたので、５条許可
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を取り消しされた後に、改めて申請されたものとなっておりますことを先にご報告さ
せていただきます。それではご説明します。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５６、申請人、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、「土佐市蓮池字栗田○○○番○、
同所字章魚田○○○○番○」、登記地目は「田」、現況地目は「宅地」、面積は「１，
０３５㎡」、利用状況は「休耕」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の
欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん、農振法の農用地区域は、
「農用地区域外」、農地区分につきましては「第２種農地」と判断しております。転
用の目的は「建売住宅建築」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「申請地に建売住宅を建築し、その進入路用新設道路を設置するため。」、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「１期目が
許可日から令和２年７月３１日」、「２期目が令和２年８月３１日から令和３年２月
２８日」、権利の種類等は「所有権移転」、資金計画は「土地購入費○○○○○○○
○○円、土地造成・整地・水道工事費○○○○○○○○○円、建築費○○○○○○○
○○円、合計○○○○○○○○○円。資金は、自己資金「○○○○○○○○○○○円」、
残りは金融機関からの借入金、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「あり」となっており、譲受人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、この度の農地法第５条の許可（１０月３０日付け高知県指令元高農基
第５－０２１９号）につきましては、私の理解不足から、許可申請時は、建売住宅
の建築を転用目的として申請し、許可をいただいてたところですが、許可後、当該
敷地に転用目的とは違った共同住宅を建築することを目的として、第三者である○
○○○様への所有権移転等を行ってしまいました。これにより、農地法第５条第１
項及び許可条件第１条に規定する違法状態を惹起し、許可権者である高知県知事様、
農地法許可担当課様及び関係各所の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを
深くお詫び申し上げます。今後は、このような事がないように法令を遵守すること
は勿論、
法令に対して十分理解したうえで、
業務を行っていくことをお約束します。
誠に申し訳ありませんでした。
弊社としましては、
上記の行為には猛省したうえで、
今後の対応について、高知県農業基盤課長及び土佐市農業委員会会長のご指導に従
い、次のとおり違法状態の改善に全力で取り組みたいと思っております。一つ、工
事を中断すること。二つ、許可取り消し後に、改めて適正な内容で農地法第５条許
可を申請すること。なお、これらの手続きの中で、申請書に添付する土地の登記に
かかる全部事項証明書につきまして、本来であれば許可の取り消しに伴い、許可以
前の状態に回復したうえで、農地法第５条の許可申請書に添付するべきところでは
ありますが、登記事項を許可以前の状態に回復するためには、一つ、高知県農業協
同組合の同意の上で担保抹消、二つ、○○○○様の同意の上で、○○○○様と弊社
との所有権移転を錯誤による所有権移転抹消、三つ、○○○○様の同意の上で、○
○○○様と弊社との所有権移転を錯誤による所有権移転抹消、などの手続きが必要
となります。しかしながら、第三者である○○○○様、高知県農業協同組合に相談
したところ、すでに弊社から第三者である○○○○様に所有権移転を行い、同日付
で高知県農業協同組合より、○○○○○○○円の抵当権が設定されており、抵当権
抹消を行う場合には次の問題が生じることから、現実的に登記事項の回復は非常に
困難であるとされました。
一つ、
抹消手続きに同額の資金を用意する必要があるが、
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事業に係る土地売買代金、司法書士費用（計○○○○○○○○○円）及び建築会社
の地盤改良費、
資材等の発注等に対する支払金や保管料
（地盤改良費約○○○○円、
資材費約○○○○○円、資材保管料月額○○○円）を融資から支払い済みであるた
め、抹消手続きに係る資金の用意が出来ないこと。二つ、実行されている融資金の
返還手続き、
抵当権抹消の費用や賠償費用
（手付金の倍返し金、
譲渡人○○○○円、
○○○○様○○○○円、司法書士報酬等約○○○円）が必要なこと。三つ、第三者
である○○○○様には、登記名義を元の所有者に戻す法的な義務がないこと。以上
のような状況から、改めて農地法第５条許可の申請をさせていただく際には、現状
の土地の全部事項証明書（登記簿）をもって審査していただけるよう、切にお願い
するところであります。この度のことは、私の不徳の致すところでありながら、勝
手なお願いであることは承知いたしておりますが、なにとぞご配慮いただきたく、
重ねてお願い申し上げます。○○○○○○○○、○○○○○、○○○○。」という
ことで始末書の内容は以上となります。２ページをご覧ください。申請地と一体利
用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由(面積の必要性)は「当社は、土佐
市内で建売住宅販売を計画し、土地を探していたところ、申請地は、土佐市内中心
部から余り離れておらず利便性が良好で、広さも予定していた建売住宅を行うため
に必要な面積が確保でき、他に適当な土地もなかったため選定した。申請地の面積
は、住宅５棟（１棟当たり４６．３７㎡）を建築し、１件につき駐車場２台分、駐
輪場や庭を確保し、
また、
４区画分に進入するための道路を設置するために必要。
」
という事です。次に進入路の計画からは、４ページの土地利用・排水計画図と合わ
せてご覧ください。進入路計画は「１区画は、申請地の南側市道から直接進入し、
残り４区画は申請地の南側市道から、申請地内に新設する道路へ進入後、各区画へ
進入する。」。造成計画は「なし（現状高）。」、整地計画は「新設道路はアスフ
ァルト舗装、宅地内の駐車場はコンクリート敷き、その他は砕石敷きとする。」。
排水処理計画は
「生活排水は、
建物内から各区画内に設置する合併浄化槽で浄化後、
東側の１区画は申請地南側の市道側溝へ直接放流し、残る４区画については、申請
地内に新設する道路側溝へ放流した後、
申請地南側の市道側溝へ排水する。
雨水は、
東側の１区画は申請地南側の市道側溝へ直接排水し、残る４区画については、申請
地内に新設する道路側溝へ放流した後、申請地南側の市道側溝へ排水する。」とな
っています。被害防除計画につきましては、５ページの周囲の状況図と合わせてご
覧ください。まず、「○は用悪水路を挟んで宅地、○は宅地、○は市道を挟んで原
野及び宅地で、５条申請番号５７の土地、○は水路を挟んで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います。３ページにお戻
りください。場所につきましては、蓮池神子納地区で土佐市シルバー人材センター事
務所の○側約２７０ｍの場所となっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用
地ではなく、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地である
ため、第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許
可相当であると考えております。
次に、
農地法第５条第２項の一般基準について、
項目ごとにご説明します。
まず、
第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す
ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、先ほど読み上
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げました始末書にもありましたとおり、以前に許可された事業内容と違った行為が
行われ、違法状態を引き起こしたことから、『資力及び信用』のうち『信用』につ
いては大きい問題があると考え、該当します。次に『申請地について転用の妨げと
なる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可することができない。』につ
いては、元の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無いと判断し、
該当しない。
次に
『適正な面積と認められない場合には、
許可することができない。
』
については、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限の面積であると考え、
該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである場合には、許可するこ
とができない。』については、申請書、事業計画書、平面図等により「建売分譲住
宅建築」であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の農地の営農条件に
支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可することができない。』に
ついては、周囲に他人が所有する農地の所有者からは全て同意が得られており、問
題無いと判断し、
該当しない。
次に第５号の許可基準
『一時転用での所有権の移転、
一時転用で、利用後確実に農地に復元されると認められない場合には、許可するこ
とができないこと』については、申請書の転用計画の利用期間が「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、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。以上から、第３号以外の項目については
申請書・添付書類を審査した結果、許可基準に適合すると判断しておりますが、先
ほど読み上げました始末書にもありましたとおり、以前に許可された事業内容と違
った行為が行われ、違法状態を引き起こしたことから、本来は、許可基準に抵触す
るところではございますが、すでに許可書を取り下げたうえで、再度申請されてい
ることや、始末書にもありますとおり、現状復旧後の転用申請が非常に困難と思わ
れる状況であること、反省弁と今後の法令遵守を約束していただいている点を踏ま
えたうえで、皆様には慎重なご審議いただきたいと思います。以上で説明を終わり
ます。
会

長

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせていただきま
す。農地法第５条、番号５６の申請者で譲渡人の「○○○○」さん、譲受人の「○
○○○○○○○○、○○○○○○○」さん、両名の代理人で「○○○○」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

間違いありません。

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
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久保委員

１０番久保です。先ほどの事務局の説明通りでございますが、始末書の提出もされ
ていますので、転用することに問題無いと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申請代理人
事務局次長

異議無しでお諮りをします。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申
請書の件、番号５６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５７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５６の申請人
で譲渡人「○○○○」さん、譲受人「○○○○」さん、両名の代理人で「○○○
○」さん。
はい。
はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。６ページをご覧くださ
い。議案第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５７、
申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○」、職業「○○○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○○
○○」、業種「○○○○○○」。申請地の所在、
「土佐市蓮池字章魚田○○○○番○」、
登記地目「宅地」、現況地目「宅地」、面積は「７７４．７㎡」、利用状況は「休耕」、
所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作
者名は「○○○○」さん、農振法の農用地区域は、「農用地区域外」、農地区分につ
きましては「第２種農地」と判断しております。転用の目的は「集合住宅建築」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「申請地に集合住宅を建築
し、その駐車場等を設置する。」、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１２月３１日」、権利の種類等は「所
有権移転」、資金計画は「土地購入費○○○○○○○○○○○円、建築費（外構含む）
○○○○○○○○○○○円、その他○○○○○○○○○円、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「あり」となっていますが、経過につきましては、番号５６の始末書
でご説明のとおりでありますので、説明は割愛させていただきます。７ページをご覧
ください。申請地と一体利用する土地は「なし」。申請地を必要とする理由(面積の
必要性)は「譲受人は、賃貸集合住宅を経営しており、この度、新しい集合住宅の建
築を考えていたところ、取引のあるハウスメーカーから、申請地を紹介され集合住宅
の建築を計画した。申請地の近隣には、量販店があり、申請地北側前面には市道があ
ることなど利便性が良好で、面積的にも１２戸分の建物を建築するのに適した広さで
あり、他には適当な土地がなかったため選定した。申請地の面積は、集合住宅1棟（建
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築面積２７８．０５㎡）を建築し、駐車場１７台分（５ｍ×２．５ｍ）、駐輪場（約
１２㎡）、プロパン庫や通路等を確保するために必要。」という事です。次に進入路
の計画からは、９ページの土地利用・排水計画図と合わせてご覧ください。進入路計
画は「申請地北側の市道神子納線から、申請地へ進入する。」。造成計画は「概ね現
状高とするが、申請地の東側隣接地境界部はコンクリート擁壁とし、申請地南側隣接
地境界部はコンクリートブロック擁壁とする。」、整地計画は「駐車場部分はアスフ
ァルト敷きとする。」。排水処理計画は「生活排水は、建物内から生活排水管を経由
し、駐輪場の西側に設置する合併浄化槽で浄化後、生活排水管から、申請地北側の市
道側溝へ排水する。雨水は、建物雨水は雨水排水管を経由し、北側市道側溝へ排水す
る。敷地については、申請地の南側から北側に勾配を付け、北側の市道側溝へ排水す
る。」となっています。被害防除計画につきましては、１０ページの周囲の状況図と
合わせてご覧ください。周囲は、「○は用悪水路を挟んで宅地、○は原野（現況：雑
種地）、○は用悪水路を挟んで高知自動車道の敷地、○は市道を挟んで前登記名義人
が譲渡人であり、５条申請番号５６の農地」となっており、周囲に隣接する農地はご
ざいません。８ページにお戻りください。場所につきましては、蓮池神子納地区で土
佐市シルバー人材センター事務所の○側約２７０ｍの場所となっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
許可基準の農地区分の立地基準につきましては、申請地は、農業振興地域の農用地
ではなく、
甲種、
第１種、
第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であるため、
第２種農地に該当すると考えておりますが、事業計画の内容から判断し、許可相当で
あると考えております。
次に、
農地法第５条第２項の一般基準について、
項目ごとにご説明します。
まず、
第３号の許可基準『譲渡人に資力及び信用があると認められない場合には、許可す
ることができない。』については、申請書、事業計画書等を確認し、番号５６の案
件で読み上げました始末書にもありましたとおり、以前に許可された事業内容と違
った行為が行われ、違法状態を引き起こしたことから、
『資力及び信用』のうち『信
用』については大きい問題があると考え、該当します。次に『申請地について転用
の妨げとなる権利をもつ者の同意を得ていない場合には、許可することができな
い。』については、元の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
無いと判断し、該当しない。次に『適正な面積と認められない場合には、許可する
ことができない。』については、事業計画書及び土地利用計画図により必要最小限
の面積であると考え、該当しない。次に『宅地造成、分譲を目的とするものである
場合には、許可することができない。』については、申請書、事業計画書、平面図
等により「集合住宅建築」であると考え、該当しない。第４号の許可基準『周辺の
農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること
ができない。』については、周囲に他人が所有する農地の所有者からは全て同意が
得られており、問題無いと判断し、該当しない。次に第５号の許可基準『一時転用
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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、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。以上から、第３号以
外の項目については申請書・添付書類を審査した結果、許可基準に適合すると判断
しておりますが、先ほど読み上げました始末書にもありましたとおり、以前に許可
された事業内容と違った行為が行われ、
違法状態を引き起こしたことから、
本来は、
許可基準に抵触するところではございますが、すでに許可書を取り下げたうえで、
再度申請されていることや、始末書にもありますとおり、現状復旧後の転用申請が
非常に困難と思われる状況であること、さらに、譲受人は第三者となり直接的には
○○○○○○○さんとは関係がないことを踏まえたうえで、皆様には慎重なご審議
いただきたいと思います。以上で説明を終わります。
会

長

はい、事務局の説明が終わりました。申請者の方に、確認をさせていただきま
す。農地法第５条、番号５７の申請者で譲渡人の「○○○○」さん、譲受人の「○
○○○」さん、両名の代理人で「○○○○」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

間違いありません。

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

久保委員

１０番久保です。先ほどの事務局の説明通りでございます。転用することに問題無
いと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

申 請 人

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５７について申請通り許可相当とすることにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第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５８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５８の申請人
で譲渡人の「○○○○」さん。同じく譲渡人「○○○○」さんの代理人「○○○○
○」さん。譲受人「○○○○」さんの代理人「○○○○」さん。
はい。
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事務局次長

はい、申請者の出席が確認できましたので、ご説明します。なお、この件につきま
しては、議案書発送後に行われました官民境界確認によりまして、乙○○○番○の一
部の面積が変更となりましたので、議案書の１１ページにつきましては、本日皆様に
お配りしております資料をご覧ください。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５８、申請人、譲渡人「○○○○」さん、住所「○○
○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲渡人「○○○○」さん、住所「○○○○
○○○○○○○○○」、職業「○○○」。譲受人「○○○○」さん、住所「○○○○
○○○○○○○」、職業「○○」。申請地の所在「土佐市高岡町字木賣ヶ端乙○○○番、
同所字同乙○○○番○の一部」、登記地目は全て「田」、現況地目は全て「畑」、面積
は、乙○○○番が「１，７４２㎡」、乙○○○番○の一部が「５９．５１㎡」、合計
で「１,８０１．５１㎡」、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、乙○○○番は「○○○○」
さん、乙○○○番○の一部は「○○○○」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１２月２７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「私の主人は、集合住宅を経営しており、経験と知識があるため、主人と
相談した結果、私も集合住宅を建築し、経営を行いたいと考えました。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判断して、
集合住宅建築に最適地と判断しました。集合住宅は、共稼ぎの若い夫婦が入居するこ
とを想定し、集合住宅２棟（２０戸）
（建築面積２棟合計５６３．５７㎡）を計画し、
また、夫婦で１台ずつ車を所持していることが多いことから、建物のほか、露天駐車
場３０台分（３８０．５㎡）、駐輪場等も計画しており、申請する面積は、土地利用
計画図のとおり、必要最小限なものとなっております。」という事です。次に１４ペ
ージの土地利用計画図および排水計画図と合わせてご覧ください。進入路計画は「申
請地東側の市道から、申請地に進入する。」。次に１５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「現況地盤から８cmから１０７cm盛り土する。なお、敷
地全体の平均盛土は８３cm。」となっており、図面の着色した部分が造成部分となり
ます。次に、整地計画は「建築部分以外は、整地後にアスファルト舗装する。」。排
水処理計画は、もう一度１４ページの図面とあわせてご覧ください。「生活排水は、
東側（１棟）は、生活排水管を経由して合併浄化槽で浄化後、南側へ埋設する雨水排
水管に接続し、南側の最終の集水桝から申請地の南側水路へ排水する。西側（２棟）
は、生活排水管を経由して合併浄化槽で浄化後、北側から南側へ埋設する雨水管へ接
続し、南側の最終の集水桝から申請地の南側水路へ排水する。雨水は、建物部分は、
それぞれの棟ごとに東側部分は、雨水排水管から申請地の南側水路へ１か所から排水
する。また、敷地については、東側半分は、北側のU字溝および東側の自由勾配側溝
で集めた後、雨水管を経由し、南側の集水桝から申請地の南側水路へ１か所から排水
する。西側部分は、敷地西側のU字溝および北側の自由勾配側溝で集めた後、雨水管
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および自由勾配側溝を経由し、南側の集水桝から申請地の南側水路へ１か所から排水
する。」となっています。被害防除計画につきましては、１６ページの周囲の状況図
と合わせてご覧ください。「○は、市道を挟んで同意のある農地および宅地、○は、
同意のある農地、○は、水路を挟んで雑種地、○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、高岡町西山地区で、土佐市消防署の○側約１６０ｍ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、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。それでは、申請者の方に確認をさせていただきま
す。農地法第５条の番号５８の申請人で譲渡人の「○○○○」さん、そして譲渡人
「○○○○」さんの代理人「○○○○○」さん、譲受人「○○○○」さんの代理人
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「○○○○」さん。先ほどの事務局の説明に間違いございませんか。
申 請 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

石元委員

５番石元です。先ほどの事務局の説明がありました通り、隣地の承諾も得ているの
で、よろしいかと思います。よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

異議無しでお諮りをします。議案第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５８について申請通り許可相当とすることにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第２号、農地法第３条第１項の規
定による許可申請書審査の件番号５８を議題といたします。事務局の説明を求めます。
それでは、１７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５８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「農業兼○○○○○○○」。
申請地の所在は「土佐市出間字大坂○○○○番○」、登記簿地目、現況地目はともに
「畑」、面積は「６０㎡」、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。権利を移転しようとする時期と、土地の引渡しを受けようと
する時期は「許可有り次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」です。
次に、１８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「１１，６０８．３４㎡（田：４，２３７㎡、畑：７，３７１．
３４㎡）」、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。１９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「耕耘機３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６０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」、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、

- 12 -

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
２５分」と記載されております。２０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「あずき：２，８
２３㎡、管理地：８，７８５．３４㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「梅、
６０㎡」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。２１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、（２）年齢は「○○歳」、（３）主たる職業は「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～１２月（本人１７５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１１，６０８．３４㎡、権利
を取得しようとする農地の面積６０㎡、合計１１，６６８．３４㎡」と記載されてお
ります。
５－２権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面
積の状況(特例)と、３４ページに移り【農地法第３条第２項第６号関係】は記載され
ておりません。【農地法第３条第２項第７号関係】は「耕作計画書」のとおり」と記
載されており、その耕作計画書の４の設問については周囲農地への影響についてすべ
て「いいえ」と記載されております。【農地法第３条第３項第２号関係】と【農地法
第３条第３項第３号関係】は記載されておりません。場所につきましては、波介出間
地区で、波介保育園の○側約５８０ｍとなっております。ご覧頂いて分かるとおり、非
常に管理地が多いという状況でございますので、全部耕作の要件にはまるかどうかとい
うことが一つ、事務局としても引っかかるところではあるんですが、この内容につきま
して農業会議の方に確認をしたところ、農地等の権利を取得しようとするもの、この方
が有している農地の内に、生産性が著しく低いもの、地勢等の地理的条件が悪いもの、
その他、その地域における標準的な農業経営を行うものが耕作に供することが困難なも
のが含まれている場合には、当該農地等について今後の耕作に向けて、草刈り、耕機等、
農地等を常に耕作し得る保つ行為が行われていれば、当該農地については、この全部耕
作要件と言いますか、法第３２条第１項の各号に掲げる農地、要は遊休農地ですね、こ
れには該当しないということで、厳密に言うと、農地等の効率的な利用が確実に図れる
かを厳正に審査する必要があるけれども、いたずらに厳しく運用し、排他的な取り扱い
をしないように留意する、というような解説本があるというところで、市外にある農地
ですので、実際に状況は分からないんですが、この、譲受人の○○さんが言うには、山
間にある農地がほとんどで、イノシシ等で荒らされたり、傾斜地等もあってなかなか耕
作しても、十分な状況にはならないということで、迷惑掛けないように管理はしゆがよ、
というのはおっしゃられておったことを一応ご報告させていただいて、皆様のご意見を
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賜りたいと思います。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。地元委員さんのご意見お願いします。

野村委員

１９番野村です。すいません、知識不足で申し訳ないんですが、先ほどの管理地の
話ですけど、管理地とは遊休農地ではない？

事務局次長

はい、要はですね、いつでも耕作しようと思えば耕作できる状態で、草はボーボー
に生やしていないような状態です。毎年やっていただいているパトロールで、遊休農
地に判定されていない農地です。これは本当にそうですか、というところで、各農業
委員会事務局に確認したんですが、そういう事態は確認しておりませんということで
すので、今の段階で遊休農地があるというような状況ではないということだと判断し
ています。

野村委員
事務局次長

この方の所有される土地の農業委員会事務局に確認されたということですか？
そうですね、直接、事務局から、そこの所有地がある各農業委員会に確認はとって
おります。

野村委員

はい、分かりました。私の方から判断できる状況じゃないと思います。

会

で、ご意見はどう。

長

野村委員

無いです。特にございません。

会

申請について、許可することについての意見はどう。

長

野村委員

法的には問題無い、ということですよね。

事務局次長

先ほども読み上げさせていただきましたが、生産性が著しく低いとか、地勢等の地
理的条件が著しく悪いもの、というところを考慮した場合に、そういう管理が保たれ
ておる所であれば、やむを得ないという風な読み方を取れると思いますが、逆に言う
と、そういう所でなければ、ダメだというふうに取れます。ただ、なかなか土佐市内
にある土地じゃないので、条件的なものの確認が出来にくい、というのもあって、い
かんともいいとも言いにくい、ところが正直なとこなんですけども。

野村委員

あの、航空写真でご覧のとおり、ここ、遊休農地です。まぁあの、土佐市のこの地
は生産性が無い土地かと思いますので、あの、モニタリングしておきますので。事務
局の説明通りでいいんじゃないんでしょうか。

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
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事務局次長

はい。それでは、先ほどの意見を踏まえまして、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「１１，６０８．３４㎡」で一致し、申請地の面積が「６０㎡」であ
るため、耕作に供すべき農地のすべては「１１，６６８．３４㎡」。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
の農機具の所有およびリースは認められませんが、必要とする際に農機具を借り上げ
て耕作をされているとのことです。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
１，６６８．３４㎡」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
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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。生産性言われたって、こんな所で生
産性が上がる訳がない。本人は、ちゃんと管理しますと言う訳やろ？本人がそう言え
ば、そうじゃないろ、という訳にはいかんやろ。みなさんよろしいですか。

委

員

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５９を議題と致します。事務局の説明をお願いし
ます。

事務局次長

はい。それでは、２４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５９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「土佐市高岡町字北高田乙○○○番○他１筆」、登記簿地目及び現況地目
は全て「田」、面積は２筆合計で「１，１９１㎡」、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。２５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
「８，０３０㎡（田：７，９２７、畑：１０３㎡）」。貸付地および借入地は無し。
非耕作地は「なし」、農地法第３２条第１項各号の（遊休農地）及び、農地法第５１
条第１項各号の（違反転用）には「該当しない。」と記載されています。２６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、乾燥機１台、農用自
動車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:○２５年、○５０年」、③臨時雇用労働力(年間延人数)
は「記載無し。」、④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けよう
とする土地までの平均距離又は時間は「①、②者 車で４０分」と記載されておりま
す。２７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「トウモロコシ」となっており、今回申請している農地の耕作計画は全て「イチジ

（異議無しという多数意見あり）
異議無しでお諮りをします。議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書の件、番号５８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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ク」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。２８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２５０日・○２５０日・○５０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８，０３０㎡、権利を取得し
ようとする農地の面積は、１，１９１㎡で、合計９，２２１㎡」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、２９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、
３０ページに掲載していますが、
高岡町高田団地地区でとさでん交通
（株）
高岡営業所の○○側約６０ｍとなっております。
なお、現地の写真では自動車が駐車されておりますが、譲受人からは、こうした状
況を改善し、農地として確実に利用するとの意見をいただいており、譲受人の居住地
であります○○○農業委員会事務局に譲受人の耕作状況を確認したところ、全ての
所有地を管理・耕作されているとの回答をいただいておりますことをご報告します。
以上で説明を終わります。
石元委員

５番石元です。先ほどの事務局の説明がありました通り、現況は雑種地であって、
今日見てきたところ、自動車が２台停まっておりました。そして、下は砕石をし踏み
固めた土地で、すぐに農地になるとはちょっと思えませんが、崖土でも置いたら畑に
なってイチジクを植えられるとは思います。が、本人が作るというのであれば、許可
してもよろしいかと思います。

会

はい。事務局と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
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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「８，０３０㎡」で一致し、申請地の面積が「１，１９１㎡」である
ため、耕作に供すべき農地のすべては「９，２２１㎡」。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，
２２１㎡」となり土佐市の下限面積４，０００㎡以上となるため、該当しないと考え
ます。
農地法第３条第２項第６号の審査基準『農地等につき所有権以外の権限に基づいて
耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の６に記載がされておらず、全部事項証明書
及び農地基本台帳の照合により申請地は譲渡人所有の土地であり貸借もないことか
ら、所有権以外の権限に基づいて耕作を行う者がその土地を貸し付け又は質入れしよ
うとする場合の申請ではないと考え、該当しません。
農地法第３条第２項第７号の審査基準『権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、
農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率かつ総
合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合には、許可すること
ができない。』ことについては、(別添)の７及び耕作計画書の４の記載事項、現地調
査により周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障
を生ずるおそれはないと考え、該当しません。
以上が審査基準すべての項目別の判断及びその根拠であり、審査基準のいずれにも
該当しないと考えますので審査をよろしくお願いします。
会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。
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委

員

市原委員

会

長

（異議無しという多数意見あり）
この現在的に、宅地になるばぁのもんよね、これいっぺんしていてもろうてやらな
やね、こんながで農地やっていてやね、３年したらもういかん言うてはや宅地にする
じゃあ言うてやね、こんなが通すやったらどこでも通るがやき。これちょっと考えて
みなやね、実際的に耕してやってもらったら許可書とか、言うちょかんかったら農地
で通していって３年したらやね、５年したらかまん、とかすぐに現状をひっくり返し
てきて、これ本当に作りゆ人やったらやね、よその人が分からん言うてやね、実際的
に作りゆうか、作りやせんかそう思うけんどね。現況で田んぼやったら問題無いで。
けんど駐車場になっちゅうって分かっちょってやね、見越してやりゆう、ちょっと
おかしゅうないろうかね。普通の農地言うたら、絶対こんなになりやせんがやき。
あの、農業委員さんは近くを通るときは確認をしちょって下さい。

石元委員

確認をして下さい、言われたけんど、何年くらい確認する？いまの現況ではユンボ
で起こすかでないとちょっと農地では無理やと思いますんで、確認はしたくないです
よね。作ります言うきよね、本人が言うやったらそれ以上言えんき。

会

次長、これ許可するときによね、イチジクを作るという申請が出ちゅう、というこ
とは、一年以内において下さいという条件を付けれる？

長

事務局次長

そうですね、基本的には農地法３条ていうのは、耕作目的で申請されるわけですか
ら、１年やそこらでは耕作できる状況にはしていただくことは、原則ではありますね。

会

長

ということは、売買については許可をするが、１年以内には申請通りイチジクを植
えてもらうというように、条件を付けるということが、出来るということ？

事務局次長

まぁ、耕作できる状態に必ずして下さいという、添え文的なものを付けて許可書を
出すという事は出来ると思いますけど。

会

長

お聞きのように、耕作できるように、という要請を付けて許可書を付けることが出
来るということですので。そういう事でよろしいですか。

市原委員

１７番市原です。そんな要請いうて、やります言うてやね、やらざったらそれで終
わりやったらいかんきやね、１年内にせざったら戻すというようなやったらかまん
けど、実際的にそんなんや無かったら、ここで審議したち無益ということよね。やり
ますゆうたち、許可下りて売買済んだらやね、終わりですゆうたらやね。現状復して
くれ、先に。すぐにのけてくれ、と。作れるように。それやったら許可下りますよ、
と付けちょったらかまんけんど。さっき言ったように、１年内にのけてくださいよ、
言うて、はいはい言うて通ったら、それで終わりよね。

事務局次長

そうですね、１回許可をして、名義を変えて、じゃあ１年後、今の状態が続いてお
るから、取り消しっていう所は中々、出来てもハードルがかなり高いと思いますので、

- 19 -

適宜指導、注意していきながら相手さんに連絡を取っていくというのがまず一つ。そ
れと、これで万一、非農地を出そうとしても、３条であくまで取得をしておれば、あ
くまで農地として使うということでの取得ですので、まず、非農地はストップがかか
ります。５条、転用についてはですね、３年３作という部分がありますので、少なく
とも３年は、転用は出来ません。ただ、もう１つある、３作の部分を県がどう判断す
るか、ですけど、１作もやってないとなると、ひょっとするとそこは３年以上、とい
う所を追求されるかもしれませんので、そこをおいそれとはいかないかな、というと
ころはあります。
会

長

市原委員

市原委員さんが心配されることが極力無いように、条件が付けれる分については、
そういう形で条件を付けての許可、ということにしたいと思いますが、それでよろし
いですか。
わかりました。

会

長

それではお諮りをします。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５９について、条件を付けての許可ということにご異議ございませんか。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

異議無しで決定になりました。それでは、１０分ほど休憩をしたいと思います。
（１０分間休憩）

会

長

事務局次長

会

長

山本委員

休憩前に復し、会議を再開します。続きまして、議案第３号、非農地証明願承認の
件、番号５４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、議案第３号、非農地証明願承認の件、番号５４をご説明します。
３１ページをご覧ください。願人住所「○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○
○」さん。申請地は大字「宇佐町宇佐」、字・地番は「鳥ヶ巣○○○○番○」、台帳地
目は「畑」、地積は「１２２㎡」、非農地となった時期は「昭和４５年頃から」、現在の
利用状況及び現況につきましては「廃工場の宅地」、農地となった理由は「その他、工場
の一部として利用していたため。」、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。「申請地については、本来農地と
して利用すべきでありましたが、農地法の所定の手続きを怠ったまま昭和45年頃から鰹
節工場の敷地として使用していたため、現在もその際の工場建物が存在し、農地に復元
することが不可能な状態となっております。今後はこのような事がないように十分気を
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。場所は、３２ページ
のとおり、宇佐町福浜地区で、高知海洋高校の○側約７０ｍとなっております。以上で
説明を終わります。
事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見お願いします。
１５番山本です。ここ見に行ってきてましたが、４５年と言うくらい、廃工場とい
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うことですが、基礎もしっかりして鉄骨のスレート葺きですので、壊して農地にする
ことは無理だと思いますので、よろしくお願い致します。
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

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５４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、整理番号３１-６６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３３ページから６１ページに掛けて掲載しております。
それでは、令和２年２月１０日付３１土農林第１１５５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１６件について、順を追ってご説明します。
それでは３４ページをご覧ください。整理番号３１－６６、『再認定』、利用権の
設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「北原」、利
用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○○」、地区「北
原」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「甲原」、字・地番は「八
洲○○○○番」、現況地目「田」、面積「１，０６３㎡」、期間は「令和○年○月○
日から令和○○年○月○○日」、存続期間は「１０年間」、利用権の種類は「使用貸
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「男」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢「○
○歳」、農作業従事日数は「３６０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は
「１，０６３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「７，９９
０㎡」、借入地「１，０６３㎡」であり、今回は再設定ですので、経営面積は「９，
０５３㎡」となります。主たる作目は「ソリダスター」、世帯員は「男１人、女１人」
で農業従事者は「１４人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「６人」となってお
ります。
３５ページに、場所を掲載していますが、甲原地区のハウス団地内で、ローソン土
佐甲原店の○○側約２３０ｍとなっております。担当地区の森田昭司さんが本日お休
みされておりますが、森田委員からは、特に問題無いと思いますので、よろしくお願
いしますと、ということを事務局の方で確認しておりますので、ご報告させていただ
き、説明を終わります。

会

はい。それでは、整理番号３１－６６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
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事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が基
本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐市
農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保
もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと
認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３６０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると判
断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に規
定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい、ほか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

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３１－６７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３６ページをご覧ください。整理番号３１－６７、『新規認定』、
利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○」、地区「北原」、
利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○」、地区「北原」、

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３１－６６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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利用権を設定する土地は「農用地区域外」で場所は「北地」、字・地番は「丁免○○
○○番○他１筆」、現況地目は全て「田」、面積は２筆合計「２，０４６㎡」、期間
は「令和○年○月○日から令和○○年○月○○日」、存続期間「１０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「２００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「２，
０４６㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「５，６３０㎡」で、
申請人は同一世帯でありますので、経営面積は自作地と同じ「５，６３０㎡」となり
ます。主たる作目は「ネギ」、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「０人」となっております。
３７ページをご覧ください。場所につきましては、北地明ヶ谷地区で北原公民館の
○側約７０ｍとなっております。以上で説明を終わります。
会

長

岡林委員
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。
３番岡林です。○○なので、全然問題無いと思いますので、よろしくお願いします。
はい。地元委員さんの報告が終わりました。それでは、整理番号３１－６７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、
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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、ほか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

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件、整理番号３１－６７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３１－６８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３８ページをご覧ください。整理番号３１－６８、『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「出間」、字・
地番は「大川分○○○番１○他３筆」、現況地目はすべて「田」、面積は４筆合計「１，
０１６㎡」、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「反当○○○○○○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「３６０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「１，
０１６㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「２，５５９㎡」、
借入地は「１９，７３２㎡」、経営面積は「２３，３０７㎡」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「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。
場所につきましては、３９ページのとおり、波介出間地区で、（有）池一菜果園池
トマトの○側約１００ｍ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。

野村委員

１９番野村です。現地農地はもう作付けできる状態になっております。岩戸の若い
農業従事者の一人です。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３１－６８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
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事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が
基本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐
市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保
もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行う
と認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３６０日」と記載されておりますので、
年間１５０日以上であるため、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められると
判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号については、同条第２項第６号に
規定する者ではないため該当しないと考えます。
次に、農業経営基盤強化法第１８条第３項第３号の『関係権利者の同意を受けてい
ること』については、利用権を設定する者への聞き取り、農地基本台帳との照合によ
り、小作人は存在しない。全部事項証明書により、共有者の存在もない。このため、
利用者の設定を受ける者、設定をする者から同意印を受けており、関係権利者の同意
を受けていると判断いたしました。以上が、農業経営基盤強化法及び土佐市基本構想
に規定する要件に基づく判断とその根拠となっておりますので、事務局の考えについ
て委員さんのご意見をお願いします。

会

長

はい、ほか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

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、整理番頭３１－６８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３１－６９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４０ページをご覧ください。整理番号３１－６９、『新規認定』、
利用権の設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○」、地区「波介」、
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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波介字坂ノ下○○番○は「農用地区域内」、残り
８筆は「農用地区域外」、場所は「波介」、字・地番は「坂ノ下○○番○他８筆」、
地目は、
「波介字坂ノ下○○番○」は「畑」、残り８筆は「田」、面積は９筆合計「３，
６６８㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間「１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「２６０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「３，
６６８㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「２８７㎡」、借
入地は「８１９㎡」で、経営面積は「４，７７４㎡」となります。
主たる作目は「稲・柿」、世帯員は「男１人、女１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「０人」となっております。
場所につきましては、まず、４１ページと４２ページが波介字坂ノ下と同所字天王
ノ下の５筆の位置で、波介大谷地区で波介川にかかる大辻橋の○側１２０ｍと○○側
約２００ｍ。次に４３ページは、高岡町甲の森畠地区で土佐幼稚園の○側約５０ｍと
なっております。以上で説明を終わります。
会

長

玉木委員

会

長

はい。地元委員さんのご意見お願いします。
６番玉木です。波介の２カ所私の方からご説明させて頂きます。この２カ所は現時
点でも柿、稲という状態でございます。○○さんはご夫婦共々、体調を崩されており
まして、ややもすればこの土地は放棄地になってもおかしくはない土地の条件でご
ざいます。○○さんという受け皿があって良かったと思います。以上です。
高岡の方は？

玉木委員

高岡の方も、見ておりますので私が言いましょうか。ここも問題無く、今までは稲
を作っていた所で、問題無いと思います。

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３１－６９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
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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「２６０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、ほか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

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３１－６９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３１－７０と３１－７５は、借人が同じ方で
あるため一括して議題といたします。事務局の説明を求めます。
はい、それではまず４４ページをご覧ください。整理番号３１－７０、
『新規認定』、
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」、利用権の設定を受ける者「○○○○」さん、
住所「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、地区「高知市」、利用権を設定
する土地は「農用地区域内」、場所は「蓮池」、字・地番は「延巣○○○番」、地目
「田」、面積は「７２７㎡」、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。
続いて、４５ページをご覧ください。整理番号３１－７５、『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「高知市」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」、場所は「蓮
池」、字・地番は「延巣○○○番○他６筆」、地目はすべて「田」、面積は７筆合計
で「１，０９８㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期
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間「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「平成○年○月○○日」、年齢「○
○歳」、農作業従事日数は「２５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は２件合
計で「１，８２５㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地の面積は
借入地のみで「１，８９０㎡」で、経営面積の合計は「３，７１５㎡」。主たる作目
は「生姜」、世帯員は「男１人、女１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。
場所につきましては、４６ページには整理番号３１－７０を、４７ページには整理
番号３１－７５を掲載していますが、ともに波介下東地区で波介川橋南詰めの○側約
１５０ｍとなっています。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。

玉木委員

はい、６番玉木です。○○君はいわゆる若手の担い手でございます。県からの新規
就農支援を受けておりまして、規模拡大を図るという目的で、ご覧のように、大分増
やしている状況です。応援していかないかん、と自分自身も思っております。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３１－７０と整理
番号３１－７５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「２５０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
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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、ほか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

会

長

野村委員

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件、整理番頭３１－７０と３１－７５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３１－７１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４８ページをご覧ください。整理番号３１－７１、『新規認定』、
利用権の設定をする者「○○○○」、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「坪
クリ○○○番」、「同所字同○○○番○」と「東鴨地字爲貞○○番○」、地目は全て
「田」、面積は３筆合計で「２，０８６㎡」、期間は「令和○年○月○日～令和○年
○月○○日」、存続期間「５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「３２０日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「２,
０８６㎡」、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「５，
３１８㎡」、経営面積は「７，４０４㎡」。主たる作目は「青ネギ」、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。場所につきましては、４９ページが岩戸字坪クリの２筆の場所で、
浅井川と岩戸川の合流点の○側約５０ｍ、５０ページが東鴨地字爲貞の１筆で、波介
川にかかるまね橋の○詰すぐのところとなっています。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。
１９番野村です。この２カ所の土地はですね、昨年から地主さんが耕作をやられて
なかった土地です。岩戸の若い担い手として、ネギ栽培頑張っております。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３１－７１の農用
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地利用集積計画が農業経営基盤強化法に定められた要件に該当するか否か事務局か
ら報告をお願いします。
事務局次長

それではご説明させていただきます。
農業基盤強化促進法第１７条第２項の規定の『同意市町村は市街化区域においては、
農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする』については、土佐市は市街化調整
区域を定めていないため、市街化区域が存在しないことから該当しません。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号の『農用地利用集積計画の内容が
基本構想に適合するものであること』については、土佐市農用地利用集積計画が土佐
市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に適合していると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のイと土佐市基本構想アの(ア)『耕
作すべき農用地のすべてを効率的耕作を行うと認められること』については、農地基
本台帳の耕作面積と集積計画書の利用権の設定を受ける者が現に耕作している面積
が同じとなっており、利用権を設定する土地についても耕作可能、また農機具の確保
もされていることから、耕作すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行う
と認められると判断しております。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号のロと土佐市基本構想アの(イ)『耕
作に必要な農作業に常時従事すると認められること』については、集積計画書の利用
権の設定を受ける者の農作業の従事日数が「３２０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、ほか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

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３１－７１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３１－７２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

はい、それでは５１ページをご覧ください。整理番号３１－７２、『再認定』、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「高知市」、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「門畑甲○○○番○他１筆」、地目は全て「田」、面積は２筆合
計「９９１㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間
「３年間」、借賃総額は年額「○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１２月末日
までに口座振込」、利権の種類は「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「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「９９１㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地は借入地のみで「７,０１５．
５１㎡」で、本件は再認定でありますので、経営面積の合計は現在の経営面積と同
じ「７,０１５．５１㎡」。主たる作目は「人参」、世帯員は「男２人、女２人」で
農業従事者は「２人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「２人」となっており
ます。
５２ページをご覧ください。場所につきましては、高岡町井関地区で高岡市民間
の○側約７０ｍとなっております。以上で説明を終わります。

会

はい。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。毎年、人参を作っております。高知から来て、きれいに作ってお
ります。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３１－７２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
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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、ほか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

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第４号、農業経営基盤強化促進法による利用権設
定等に関する件、整理番号３１－７２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３１－７３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５３ページをご覧ください。整理番号３１－７３、『再認定』、利
用権の設定をする者「○○○○」、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のうち○○○○番○は「農用地区域外」、○○○○番は
「農用地区域内」で場所は「波介」、字・地番は「松本○○○○番○」と「同字○○
○○番」、地目は全て「田」、面積は２筆合計で「４，１４５㎡」、期間は「令和○
年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間「５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「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は「４，
１４５㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している農地は自作地「２，０７１
㎡」、借入地「４，１４５㎡」、本件は再認定でありますので、経営面積の合計は現
在の経営面積と同じ「６，２１６㎡」。主たる作目は「水稲」、世帯員は「男３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。
場所につきましては、５４ページのとおり、波介板谷地区の沖で、波介小学校の○
側約１８０ｍとなっています。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。

- 32 -

野瀬委員

１６番野瀬です。○○さん、再認定です。○○さん夫婦共々に大規模に稲作をして
おります。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３１－７３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、ほか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３１－７３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

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３１－７４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５５ページをご覧ください。整理番号３１－７４、『再認定』、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「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「東国政甲○○○番○」と「同字甲○○○番○」、地目は全て「田」、面積は
２筆合計「２，３７９㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○○年○月○○日」、
存続期間「２０年間」、借賃総額は年額「○○○○○○○」、借賃の支払い方法は「４
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、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「２，３７９㎡」、
利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地のうち自作地は
「５，
７５６㎡」、
借入地は「４，５０３㎡」で、本件は再認定でありますので、経営面積の合計は現在
の経営面積と同じ「１０，２５９㎡」。主たる作目は「オリエンタルユリ」、世帯員
は「男３人、女２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。５６ページをご覧ください。場所につきましては、高岡
町三協地区で高岡市民間の○○側約２９０ｍ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。

市原委員

１７番市原です。ユリ作って、盛大にやっています。何の問題もありません。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３１－７４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
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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

はい、ほか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

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３１－７４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３１－７６、３１－７７、３１－７８、３１
－７９、３１－８０、３１－８１は、借人が同じ方であるため一括して議題といたし
ます。事務局の説明を求めます。
はい、それではまず５７ページをご覧ください。まず整理番号３１－７６、『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「波介」、利用権を設定する土地は「農用地区域外」、場所は「高岡
町」、字・地番は「島ノ後乙○○番」、地目「田」、面積は「１，２２３㎡」、期間
は「令和○年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間「３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。なお、３１－７７から３１－８１までの『期間』、『存
続期間』、『借賃総額』、『借賃の支払い方法』、『利用権の種類』はすべて整理番
号３１－７６と同じ条件となっています。
続いて、整理番号３１－７７、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」
さんと「○○○○」さん、住所は２人とも「○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、
利用権を設定する土地は「農用地区域外」、場所は「高岡町」、字・地番は「島ノ後
乙○○番」、地目「田」、面積は「１，０１４㎡」です。
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続いて、５８ページです。整理番号３１－７８、『新規認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権を
設定する土地は「農用地区域外」、場所は「高岡町」、字・地番は「島ノ後乙○○番
○」、地目「田」、面積は「１，１３３㎡」です。
続いて、整理番号３１－７９、『新規認定』、利用権の設定をする者「○○○○」
さん、住所は「○○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権を設定する土地は
「農用地区域外」、場所は「高岡町」、字・地番は「島ノ後 乙○○番」、地目「田」、
面積は「８１９㎡」です。
続いて、５９ページです。整理番号３１－８０、『新規認定』、利用権の設定をす
る者「○○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用
権を設定する土地は「農用地区域外」、場所は「高岡町」、字・地番は「島ノ後乙○
○番」、地目「田」、面積は「１，０１８㎡」です。
続いて、整理番号３１－８１、『新規認定』、利用権の設定をする者「被相続人○
○○○」、「相続人、○○○○」さん他１名、相続人、○○○○さんの住所は「○○
○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権を設定する土地は「農用地区域外」、場
所は「高岡町」、字・地番は「島ノ後乙○○番１」、地目「田」、面積は「１，０１
３㎡」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「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積は６件合
計で「６，２２０㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している農用地の面積は
自作地が「７，７１８㎡」、借入地が「３，９２７㎡」で、経営面積の合計は「１７，
８６５㎡」。主たる作目は「水稲」、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、６１ページに掲載のとおり、６件が繋がっておりまして、高
岡町林口地区で土佐ＩＣゲートの○側約２８０ｍとなっています。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。

石元委員

５番石元です。先ほどの事務局の説明がありましたとおり、この田は２年前まで
○○の人が作っていて、事故で死亡して２年間荒れ放題となっておりましたが、こ
うして作ってくれるのであれば放棄地の解消にもなると思います。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３１－７６から整
理番号３１－８１まで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
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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、ほか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

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。

事務局次長

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、６２ページから７９ページにかけて掲
載しておりますが、全て農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定に
より認可されたものとなっております。まずは令和元年１１月１８日付けで認可された
ものを６３ページに記載していますが、権利の設定を受ける者の氏名は「○○○○」さ
ん、住所は「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、農地の所在は、「土佐市蓮池
字延巣○○○番○他４筆」、面積は５筆合計「１，８９０㎡」、内容は「生姜」、期間
は「令和○年○○月○○日」から「令和○年○○月○○日」まで、借賃は「○○○○○
○○円」、年額「○○○○○円」、支払時期は毎年１２月１０日に公社の指定する口座
に振込となっています。場所は、６４ページのとおり波介下東地区で波介川橋南詰めの

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、整理番頭３１－７６から３１－８１まで、一括して承認することに
ご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
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○側約１２０ｍとなっています。
続いて、６６ページについては、令和元年１２月２０日付けで認可されたものとなり
ますが、権利の設定を受ける者の氏名は「○○○○○○○○○○○」さん、所在地は「○
○○○○○○○」、農地の所在は「土佐市宇佐町宇佐字頭田○○○○番○他５筆」、面
積は６筆合計「１，０９０㎡」、期間は「令和○年○○月○○日」から「令和○年○○月
○○日」まで、借賃は「○○○○○○○円」、年額「○○○○○○円」、支払時期は毎
年１２月１０日に公社の指定する口座に振込となっています。場所は、６７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。
続いて、６８ページについては、令和２年１月２０日付けで認可されたものとなりま
すが、権利の設定を受ける者の氏名は「○○○○」さん、住所は「○○○○○○○○○」、
農地の所在は「土佐市新居字吉田○○○番他１１筆」、面積は１２筆合計「１２，３２
３㎡」、内容は「水稲・野菜」、期間は「令和○年○月○○日」から「令和○年○○月○
○日」まで、借賃は「○○○○○○○円」、年額「○○○○○○円」、支払時期は毎年
１２月１０日に公社の指定する口座に振込となっています。場所は、７０から７２ペー
ジのとおり新居地区で新居小学校の北及び北西側が字吉田前と字学校裏で、新居小学校
の東側が字新堀と字吉川の位置となっており、写真には地番を記載しています。
次に、７３ページの権利の設定を受ける者の氏名は「○○○○○○○○○○○」さん、
所在地は「土佐市波介○○○○」、農地の所在は「土佐市波介字花ノ木○○○○番他１
筆」、面積は２筆合計「２，００６㎡」、内容は「生姜」、期間は「令和○年○月○○日」
から「令和○年○○月○○日」まで、借賃は「○○○○○○○円」、年額「○○○○○
○○円」、支払時期は毎年１２月１０日に公社の指定する口座に振込となっています。
場所は、７４ぺージのとおり波介四方寺地区で市原建材（有）の○側約２０ｍとなって
います。
続いて、７６ページについては、令和２年２月１７日付けで認可されたものとなりま
すが、権利の設定を受ける者の氏名は「○○○○○○○○○」さん、住所は「○○○○
○○○」、農地の所在は「土佐市用石字道越○○○番○他１筆」、面積は２筆合計「１，
２３０㎡」、内容は「ユリ」、期間は「令和○年○月○○日」から「令和○年○月○○
日」まで、借賃は「○○○○○○○円」、年額「○○○○○○○円」、支払時期は毎年
１２月１０日に公社の指定する口座に振込となっています。場所は、７７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。
次に、７８ページの権利の設定を受ける者の氏名は「○○○○」さん、所在地は「○
○○○○○○○○○○○○○」、農地の所在は「土佐市蓮池字北伏尾○○○○番」、面
積は「１，２４９㎡」、内容は「生姜」、期間は「令和○年○月○○日」から「令和○年
○月○○日」まで、借賃は「○○○○○○○円」、年額「○○○○○○円」、支払時期
は毎年１２月１０日に公社の指定する口座に振込となっています。場所は、７９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。
以上のように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

報告を頂きましたが、何か質問ありませんか。無いようでしたら、これで終わりた
いと思います。本日の令和２年２月定例農業委員会総会の議案につきましては、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

２４番

２番
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