令和２年
３月総会（定例農業委員会）

議 事 録

土佐市農業委員会

-1-

令和２年３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３月３０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

2

矢野 進一

8

坂本 英幸

14

白木 正雄

20

西原 博明

3

岡林 弘

9

森岡 正典

15

山本 倫弘

21

野中 文代

4

野瀬 喜代

10

久保 惠敬

16

野瀬 泰廣

22

5

石元 博昭

11

門田ゆかり

17

市原 正一

23

横山 秀臣

6

玉木 正人

12

森田 昭司

18

森岡 大信

24

馬場 善広

13

19

②欠席
番号

氏

名

7

小松 弘知

13

尾﨑 哲人

19

野村 学

番号

22

氏

名

番号

氏

矢野 泰幸

（2）事務局職員

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

報告事項

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(申請取り下げのため、審議なし)
農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件
１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
６件
非農地証明願承認の件
３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
１０件
事務局の職員の任命等に関する件

平成３１年度利用状況調査 売却・貸付希望一覧について
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会

長

事務局次長

会

長

事務局次長

会

定刻になりました。それでは、ただ今から令和元年度土佐市農業委員会３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３番岡林弘委員、４番野瀬喜代委員、両名を指
名いたします。
議案書につきましては、委員の皆さんには予め配布をしてございますので、議長の説
明を省き、事務局から内容についての説明をいたします。事務局次長。
はい。それではご説明します。本日審議頂く議案は、
議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請書審査の件につきましては、
昨日取り下げ願が提出されていましたので、この案件は本日の審議から外させていた
だきます。
議案第２号、
農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件、１件、
議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、６件、
議案第４号、非農地証明願承認の件、３件、
議案第５号、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件、１０件、
議案第６号、事務局の職員の任命等に関する件、
以上となります。
はい、事務局の説明が終わりました。始めに申し上げますが、今、新型コロナウ
イルスが大発生で一向に収まる気配がございません。農業委員さん、推進委員さん
につきましては、どうぞ健康にご留意をされまして、毎月行われます定例会には、
是非出席が出来ますように、皆さん出席が無いと協議をすることが出来なくなりま
すので、是非とも健康に気を付けまして、毎月出席をして頂きますよう、宜しくお
願いを申し上げます。それから議案をするにあたりまして、次長の方から説明をさ
せて頂きます。
はい、それでは、説明に入る前に、本日の審議につきましては、各号数件の申請
が出されていますが、コロナウイルス対策の一環という事で、会議時間をできるだ
け短縮するように考えており、各議題の説明につきましては、事前に議案書の方を
配布させて頂いておりますので、要点を中心に説明をさせて頂き、詳細については
省かせて頂きます。それと、３条と非農地証明等の案件ですが、こちらにつきまし
ても一通り議案を一括してご説明したうえで、各委員さんのご意見等をいただくと
いうような形で進ませて頂ければと考えております。よろしくお願いします。

長

はい、それでは、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申
請請書審査の件、番号１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７ページをご覧ください。議案第２号、農地法第５条の規定による
許可後の事業計画変更申請書審査の件、番号１をご説明します。申請者は、住所「○○
○○○○○○○○○○○○○」、氏名は「○○○○○○○○、○○○○○、○○○」さ
ん、許可を受けた農地「土佐市蓮池字カチノ北○○○○番」、地目は「田」、面積は
「合計９３５㎡」、許可日は「平成３１年４月２６日」、変更前と変更後の事業計画の
違いは、事前に配布させていただいた議案書に記載したとおりですが、要約しますと
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建売住宅建築を５棟から４棟に変更することとなり、建物数は１棟減りますが、建築
面積は「１９８．７㎡」から「２３１．０１㎡」と大きくなっています。また、転用時
期を現在の条件から令和３年６月３０日まで延長することとなっています。
また、『事業計画の変更を必要とする理由』および、『変更後の転用事業が許可を受
けた事業と同等又はそれ以上の緊急性及び必要性であることの理由』並びに『変更後
の転用事業によって生ずる農地、作物等の被害防除措置の概要』は、議案書に理由を
記載しておりますが、今回の計画変更に伴い、○側に隣接する農地の所有者からは、
同意が得られており、申請書に同意書が添付されています。
『変更後の資金調達計画』
は、当初から変更はなく、詳細は議案書記載のとおりです。８ページをご覧ください。
場所は、蓮池地区で蓮池公園と蓮池コミュニティセンターの○側です。９ページは、
変更前および変更後の土地利用計画図面を掲載していますが、左側の変更前の図面と
右側の変更後の図面では、中央部分の２区画が１区画に合体していることと、右側の
Ｂ区画とＣ区画の部分に道路待避所が設けられている点が変更箇所となっています。
１０ページは変更前および変更後の排水計画図を掲載していますが、排水は建物か
ら合併浄化槽を通した後に道路側溝へ排水し、北側既存水路へ排水することから、基
本的な計画は当初から変更はございません。
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。
許可後の計画変更承認基準につきましては、「許可の取消し処分を行っても、その
土地が旧所有者によって農地として効率的に利用されないと認められる。」かどうか。
「許可目的達成が困難になったことが転用事業者の故意又は重大な過失によるもので
ないと認められる。」かどうか。「変更後の転用事業が変更前の転用事業に比べて、
それと同程度又はそれ以上の緊急性及び必要性があると認められる。」かどうか。「変
更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であると認められる。」
かどうか。「変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が変更
前の転用事業による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められる。」
かどうか。「上記各号のほか、変更後の転用事業が農地転用許可基準により転用許可
相当であると認められる。」かどうかの６点でありますが、全ての基準に適合してお
り問題はないと考えられ許可相当であると考えております。以上で説明を終わります。
会

長

委

員

会

長

事務局次長

事務局の説明が終わりました。これは、計画変更の申請でございますので、地元委
員さんのご意見は無しで、皆さんにお諮りをしたいと思います。議案第２号、農地法
第５条の規定による許可後の事業計画変更申請書審査の件、番号１について、承認す
ることにご異議ございませんか。
（異議無しの意見多数あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第３号、農地法第３条第１項の規
定による許可申請書審査の件、全部を説明した後でお諮りすることになりますので、
よろしくお願い致します。
それでは、議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、今
回出ております６件について、一括してご説明します。議案書１１ページ、番号６０
を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」、住所は「○○○○○○○○○
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○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○○
○○○○○○○○○」、職業「○○」。申請地の所在は「土佐市用石字七反畑○○○
番○」、登記簿地目、現況地目はともに「田」、面積は「１，４２８㎡」、対価の額
は「○○○○○○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は
「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時
期と、土地の引渡しを受けようとする時期は「許可有り次第」、権利を移転しようと
する契約の種類は「売買」です。次に、１２ページをご覧ください。
【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「３，７０１．３８㎡（田：３，３３０㎡、畑：３７１．３８㎡）」、
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。１３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、農用自動車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３０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、○３０年」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載なし。」、④ ①～③
の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平均距離又は
時間は「車で約３０分」と記載されております。
１４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「生姜：３，３３０
㎡、野菜：３７１．３８㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「生姜」で：１，
４２８㎡」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。１５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、○○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は「１月～１２月（本人１３０日、
○１３０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３,７０１．３８㎡、権利を
取得しようとする農地の面積１，４２８㎡、合計５,１２９．３８㎡」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、１６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
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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、高石野尻
地区で、高石小学校体育館の○側約１３０ｍとなっております。
続きまして、許可基準に基づきます、事務局の考えを報告いたします。
まず、譲受人の住所が○○○であることから、○○○農業委員会事務局に確認した
ところ、無断転用および耕作放棄地に該当する農地はないとの回答をいただいてお
り、問題ないものと考えます。また、その他につきましても許可基準を満たしている
と考えられるため許可相当と判断しています。
続きまして、１８ページ移りまして、議案第３号、農地法第３条第１項の規定によ
る許可申請書審査の件、番号６１を説明します。譲渡人「○○○○」さん、
「○○歳」、
住所は「○○○○○○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○」さん、年齢
「○○歳」、住所「○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市
太郎丸字折坂○○○番○他４筆」、登記簿地目、現況地目はともに「田」、面積は５
筆合計で「１，５３９㎡」、対価の額は「１，５１０，０００円」、所有権以外の使
用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○
○」さん。権利を移転しようとする時期と、土地の引渡しを受けようとする時期は「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、１９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「１０，７３２㎡（田：９，１１４㎡、畑：１，６１８㎡）」、
非耕作地は「太郎丸字折坂○○○番○の一部、地目「田」、面積「１４７㎡」」に存
在し、状況、理由は「２００㎡未満の農業用倉庫兼作業場」となっております。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。２０ページをご覧ください。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３台、田植え機１台、コンバイン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１５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、○５０年、○５０年」、③臨時雇用労働力(年間延人数)は「記載なし。」、
④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平
均距離又は時間は「車で１分」と記載されております。２１ページご覧ください。次
に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は、、自作地は「水稲：（田畑合計）
８，３６６㎡、生姜：（畑）１，９７０㎡、果樹：（田畑合計）３９６㎡」、借入地
は「水稲：（田）４３，７２９㎡、生姜：（田畑合計）２，１５３㎡」、今回申請し
ている農地の耕作計画は「水稲」で「１，５３９㎡」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。２２ページご覧ください。
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【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、○○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は「１月～１２月（本
人３２０日、○１５０日、○１５０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積５６，６１４㎡、権利を取得
しようとする農地の面積１，５３９㎡、合計５８，１５３㎡」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、２３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、戸波東太
郎丸地区で、東太郎丸橋の南端○側約１３０ｍと約２００ｍ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が、譲受人
に無断転用および耕作放棄地に該当する農地はなく、農作業従事日数、農地保有面積
等から、全て許可基準を満たしていると考えられるため許可相当と判断しています。
続きまして、議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、
番号６２を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」、住所は「土佐市蓮池
○○○○番地」、職業「農業」。譲受人「○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○
○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市高岡町字胡麻谷丁
○○○○番」、登記簿地目、現況地目はともに「畑」、面積は「３４０㎡」、対価の
額は「○○○○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄は「な
し」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」さん。権利を移転しようとする時期と、
土地の引渡しを受けようとする時期は「許可有り次第」、権利を移転しようとする契
約の種類は「売買」です。次に、２６ページご覧ください。
【農地法第３条第２項第１号関係】については、１－１権利を取得しようとする者
又はその世帯員等が所有権等を有するの農地及び採草放牧地の利用状況については、
所有地のみで、自作地「１，１０６．４７㎡（畑）」、借入地「３，６６８㎡（田：
３，２４５㎡、畑：４２３㎡）」、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）および農地法第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。
２７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「草刈り機１台」を所有。
（３）農作業に従事する者①権利を取得しようとする者が個人である場合の農作業経
験等の状況は「農作業歴４年」②世帯員等その他常時雇用している労働力(人)は「現
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在２人で、○７０年、○６ヵ月」、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「徒歩で１分」と記載されております。
２８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「ネギ：（畑）２８
７㎡、柿：（畑）８１９．４７㎡」、借入地は「水稲：（田）３，２４５㎡、柿：（畑）
４２３㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「柿」で「３４０㎡」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。２９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、○○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は「１月～１２月（本
人２００日、○３０日、○１０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積４,７７４．４７㎡、権利を
取得しようとする農地の面積３４０㎡、合計５,１１４．４７㎡」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、３０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、高岡町鳴
川の胡麻谷地区で、土佐公園グラウンドの○○側約３４０ｍ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が、譲受人
に無断転用および耕作放棄地に該当する農地はなく、農作業従事日数、農地保有面積
等から、全て許可基準を満たしていると考えられるため許可相当と判断しています。
続きまして、議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、
番号６３を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」、住所は「○○○○○
○○○○○○○○」、職業「○○○」。譲受人「○○○」さん、年齢「○○歳」、住
所「○○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市高岡町字
東辻 甲○○○○番他７筆」、登記簿地目、現況地目は議案書に掲載のとおり、面積
は８筆合計で「３，７１５㎡」、対価の額は「○○○○○○○○○円」、所有権以外
の使用収益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○
○○○」さん。権利を移転しようとする時期と、土地の引渡しを受けようとする時期
は「許可有り次第」、権利を移転しようとする契約の種類は「売買」です。次に、３
３ページご覧ください。
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【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「１９，４２７.５９㎡（田：１０，６７５㎡、畑：８,７５２．
５９㎡）」、非耕作地は、議案書３３ページの下欄に掲載のとおりですが、うち２筆
は、議案第４号の非農地申請、番号５７の案件であり、２筆とも４５年から５０年ほ
ど前より非農地状態となっております。もう１筆は、自作地の農地への進入路となっ
ており、面積が２００㎡未満の農業用施設に該当しするものと判断しています。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。３４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「コンバイン、トラック、リフトは各１台、トラクター２台、軽トラ
ック、動力噴霧器は各３台、管理機５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８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、○４０年、○３５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「８ｋｍ、車で２０分」と記載されております。３５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、、自作地のみで「生姜：（田畑
合計）８，４７１㎡、文旦：（田畑合計）９,９６５．５９㎡、ソルゴー：（田）９９
１㎡」と記載されており、今回申請している農地の耕作計画は「水稲」で「（田畑合
計）３，７１５㎡」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。３
６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、○○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は「１月～１２月（本
人３００日、○３００日、○３００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１９,４２７．５９㎡、権利
を取得しようとする農地の面積３，７１５㎡、合計２３,１４２．５９㎡」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、３７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
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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、高岡町甲
で、字東辻の７筆は、ニヨド製紙(有)の○○側に隣接したところと○側約５０ｍ、字北
栗之木が、高岡中学校体育館の○側約４０ｍ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が、譲受人
に無断転用および耕作放棄地に該当する農地はなく、農作業従事日数、農地保有面積
等から、全て許可基準を満たしていると考えられるため許可相当と判断しています。
続きまして、議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、
番号６４を説明します。譲渡人「○○○○○」さん、「○○歳」、住所は「○○○○
○○○○○○」、職業「○○」。譲受人「○○○○○」さん、年齢「○○歳」、住所
「○○○○○○○○○○○」、職業「農業」。申請地の所在は「土佐市甲原字山崎○
○○○番○」、登記簿地目、現況地目はともに「畑」、面積は「６９４㎡」、対価の
額は「○○○○○○○○○円」、所有権以外の使用収益権が設定されている場合の欄
は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○○」さん。権利を移転しようとす
る時期と、土地の引渡しを受けようとする時期は「許可有り次第」、権利を移転しよ
うとする契約の種類は「売買」です。次に、４１ページをご覧ください。
【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、
所有地が、自作地「１５，１９４㎡（田畑合計）」、貸付地「１，８９１㎡（畑）」、
借入地「７１７㎡（田）」、非耕作地は「東鴨地字釣井ノ尻○○○番○、地目「畑」、
面積「１３５㎡」」に存在し、状況、理由は「２００㎡未満の農業用倉庫兼作業場」
となっております。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）および農地法第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。４２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「コンバイン、田植え機を各１台、トラクター２台、農用自動車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５０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、○○２５年、○○２０年」
、
③臨時雇用労働力(年間延人数)は
「記載なし。
」、
④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から許可を受けようとする土地までの平
均距離又は時間は「車で１０分」と記載されております。４３ページご覧ください。
次に、耕作計画書の記載事項についてご説明します。
【耕作計画書】現在耕作している農地の経営状況は、自作地は「水稲：７，２４２㎡、
柑橘：７，９５２㎡」、借入地は「水稲：７１７㎡」、今回申請している農地の耕作
計画は「柑橘」で「６９４㎡」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。４４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
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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、○○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は「１月～１２
月（本人１６０日、○○１６０日、○○１６０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１５，９１１㎡、権利を取得
しようとする農地の面積６９４㎡、合計１６，６０５㎡」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、４５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、北原大川
内地区で、ローソン土佐甲原店の○側約１㎞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が、譲受人
に無断転用および耕作放棄地に該当する農地はなく、農作業従事日数、農地保有面積
等から、全て許可基準を満たしていると考えられるため許可相当と判断しています。
続きまして、議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の件、
番号６５を説明します。譲渡人「○○○○」さん、「○○歳」、住所は「○○○○○
○○○○○○」、職業「農業」。譲受人「○○○」さん、年齢「○○歳」、住所「○
○○○○○○○○○○」、職業「農業兼○○○」。申請地の所在は「土佐市岩戸字小
江良○○○番他３筆」、登記簿地目、現況地目は議案書記載のとおり、面積は４筆合
計で「１，３０６㎡」、対価の額は「反当２００，０００円」、所有権以外の使用収
益権が設定されている場合の欄は「なし」、農地基本台帳の耕作者名は「○○○○」
さん。権利を移転しようとする時期と、土地の引渡しを受けようとする時期は「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、４８ページをご覧ください。
【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、所有地が、自作地のみで「２９,９２３．９１㎡
（田畑合計）」、借入地は無し、非耕作地は４８ページ下欄に記載のとおり３筆ござ
いますが、この３筆の登記名義人は譲受人の○となっており、譲受人の○から、本年
３月３１日までに農地に復元する旨の確約書が提出されております。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）および農地法第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。４９
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「コンバイン、田植え機、トラクターを各１台」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
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在３人で、○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「車で１５分」と記載されております。５０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、自作地のみで「水稲：２０,９
６２．９１㎡、ネギ：８，９６１㎡」、今回申請している農地の耕作計画は「水稲：
８６８㎡」、「ネギ４３８㎡」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。５１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、○○歳、○○歳、○○
歳」、（３）主たる職業は４人とも「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（本人１５０日、○１５０日、○１５０日、○１５０日）」。
【農地法第３条第２項第５号関係】５－１権利を取得しようとする者又はその世帯
員等の権利取得後における経営面積の状況は、（１）権利取得後において耕作の事業
に供する農地の面積の合計は「権利を有する農地の面積２９,９２３．９１㎡、権利
を取得しようとする農地の面積１，３０６㎡、合計３１,２２９．９１㎡」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、５２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、波介岩戸
地区の江良沢にあり、５３ページと５４ページにお示しするところとなっております。
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が、譲受人
に無断転用および耕作放棄地に該当する農地はなく、農作業従事日数、農地保有面積
等から、全て許可基準を満たしていると考えられるため許可相当と判断しています。
ひと通り、説明を終わりました。３号議案につきましては、以上で説明を終わり
ます。
会

長

森岡正典委員

会

長

それでは、まず、議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書審査の
件、番号６０の地元委員さんのご意見お願いします。
９番森岡です。事務局の説明通りでございまして、何も問題無いと思いますので、
よろしくお願い致します。
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

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議無しで決定になりました。続いて、議案第３号、農地法第３条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号６１の地元委員さんのご意見お願いします。

白木委員

１４番白木です。○○君もだいぶ、田とか生姜とか作ってますので、事務局の言っ
た通り何の問題も無いと思いますので、よろしくお願いします。

異議無しでお諮りをします。議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号６０について申請通り許可することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号６１について申請通り許可することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続いて、議案第３号、農地法第３条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号６２の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。何も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

異議無しで決定になりました。続いて、議案第３号、農地法第３条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号６３の地元委員さんのご意見お願いします。

野瀬委員

４番野瀬です。先日、本人に会ってきました。これ見たら、かなりよけやから、一
体どうするがと言うたら、もう農家やめる、たまたま買うてくれる人がおったから、
売るようにしました、という事でしたので、よろしくお願いします。

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号６２について申請通り許可することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）

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

会

長

委

員

会

長

森田委員

（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３号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号６３について申請通り許可することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続いて、議案第３号、農地法第３条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号６４の地元委員さんのご意見お願いします。
１２番森田です。先ほど事務局が説明しました通り、何も問題無いと思いますので、
よろしくお願いします。

会

長

はい。それでは他の委員さんのご意見お願いします。

委

員

（異議無しという多数意見あり）

会

長

委

員

会

長

事務局次長

会

長

異議無しでお諮りをします。議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申
請書審査の件、番号６４について申請通り許可することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続いて、議案第３号、農地法第３条第１項の規定に
よる許可申請書審査の件、番号６５の地元委員さんのご意見お願いします。
この件については、地元委員の野村委員が本日欠席されています。欠席の報告が事
務局の方にありまして伝言を預かっています。野村さんの意見は、申請書の記載は問
題無いと思われるんですが、一月の委員会でお伝えした内容と同じで、要は、この４
８ページにあります３筆については、確約書が出されている事もありますが、現在の
時点では、まだ耕作できるような状態では至って無いというお話です。ただ、農地に
復旧しているような感じで重機がちょいちょい動いているということで、山積みにし
てた土が減っていたりというような状況は確認をしておりますということです。ただ、
耕作できるような状況には至っていないという旨をお話をさせて頂き、その上で皆さ
んのご意見、ご判断を仰ぎたいという意見を頂いておりますので、ご報告させていた
だきます。
説明を聞かれたと思いますが、この件について、皆さんのご意見をお願いします。

白木委員

１４番白木です。前回、会の終わりに○○○○の方に聞いてみる、ということでし
たが、事務局の方はどうでしたか。工事を進める、ということでしたら、問題無いと
思いますが。

事務局次長

１月の会の意見では、農地として使える状態に戻すという確約書を頂くということ
を条件として、その確約書が提出されたら許可をしましょうという意見になっており
ます。その旨を○○○○の方にお話をさせて頂きまして、後日、土地の所有者から確約
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書が提出をされてたところです。確約書の内容を端的に言うと、議案書掲載の通り、３
月末までに農地の復旧するということです。前回の申請あった分につきましては、確約
書が出たら許可書を発行するという意見でしたので、確約書が提出されたのちに、許可
証を発行させていただいているところです。
白木委員

１４番白木です。はい、分かりました。その件が今こちらの方に来ておれば、何の
問題も無いと思いますので。

会

他にご意見ございませんか。野村さんの見てきたのは、まだ現時点では出来てない、
いうことやった？

長

事務局次長

会

そうですね、農地に復旧する取り組みはされているようですが、農地として使える
状態まで回復しているようには見受けられないというところです。

長

進行中なわけね。ということは、この、３月３１日までには出来ますいうのは出来
んけども、農地復旧の工事はしゆう、という意味ですか。

市原委員

１７番市原です。それほど言うて難しいこと言いよったらやね、農地で作らん人が
なんぼでもおるやんか、それも許可下ろせんなるき、もう今現状として、こうしてや
りますと書いてやね、きて今やりゆうと言うがやったらやね、そこまで言いよったら
中々、それほど言うたら。それこそ言われんけんど、いま、百姓のやり手がのうてや
ね、嫌いや買いゆう人もおるし。まぁね、作ることに関しては、指導員の僕らあも言
わないかんと思うけんど。そこんところはちょっと考えていかな、。これから百姓せ
ん人、増えてくるきやね。ちょっと考えたらえいと思いますね。

会

長

白木さんの意見に賛成という意味ですか。はい。他にご意見ございませんか。実際
には、
まあ、
３１日までに農地に復元するということは出来てないが、
工事はしゆう、
ということを以て、許可してはどうか、という意見ですが、それでよろしいですか。
それではお諮りをします。議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請書
審査の件、番号６５について申請通り許可することにご異議ございませんか。

委

員

会

長

事務局次長

（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、非農地証明願承認の件、
番号５５を議題といたします。事務局の説明を求めます。
はい、議案第４号につきましても、３件提出されておりますが、説明を一括でさせ
てもらいます。それでは、５５ページをご覧ください。議案第４号、非農地証明願承
認の件、番号５５をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字
「高岡町」、字・地番は「辻土橋甲○○○○番○、同所字同甲○○○○番○」、台帳地
目はともに「田」、地積は「３９㎡と３９４㎡」で合計「４３３㎡」、非農地となった
時期は「昭和４０年頃から」、現在の利用状況及び現況につきましては「事務所・倉庫
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（宅地）」、農地となった理由は「その他【昭和４０年頃から事務所・倉庫の土地として
利用しており、現在も利用しているため。】」、今後の利用計画は「事務所・倉庫」（現
況どおり）、願い人から始末書が提出されておりますので読み上げます。「現地について
は、昭和４０年頃から宅地となっており、その際農地法の転用申請をすべきでありまし
たが、所定の手続きを怠っておりました。深くお詫び申し上げます。今後はこのような
ことがないように十分注意をいたしますので、寛大な取り計らいをお願いいたします。」
という事です。場所は、５６ページのとおり、高岡町辻地区で、高岡中学校体育館の○側
約１２０ｍとなっております。
続いて、５７ページをご覧ください。議案第４号、非農地証明願承認の件、番号５
６をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○」、氏名「○○○○」さん。申請地は大字「永野」、
字・地番は「井ノ谷奥○○○番、同所字同○○○番○」、台帳地目は共に「畑」、地積
は「２６１㎡と９５㎡」で合計「３５６㎡」、非農地となった時期は「昭和４８年月日
不詳」、現在の利用状況及び現況は「農業用倉庫・風呂・便所等の敷地（宅地）」、農地
となった理由は「その他【住宅地として使用されている。】」、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。「今回、非
農地証明願を提出した下記の土地は、昭和４８年頃から宅地として使用しておりますが、
その際、所定の手続きを怠っておりました。今後は、このようなことのないようにする
と共に深くお詫びいたします。」という事です。場所は、５８ページのとおり、戸波永野
地区で、永野公民館の○側約２００ｍとなっております。
続いて、５９ページをご覧ください。議案第４号、非農地証明願承認の件、番号５
７をご説明します。
願人住所「○○○○○○○○○○○○」、氏名「○○○」さん。申請地は大字「東鴨
地」、字・地番は「タチノバ○○○番と、花吉○○○番○」、台帳地目はともに「畑」、
地積は「２４４㎡と５３５㎡」で合計「７７９㎡」、非農地となった時期は「タチノバ
○○○番」は「昭和５０年頃から」、「花吉○○○番○」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「タチノバ○○○番」は「森林敷地」、「花吉○○
○番○」は「住宅敷地」、非農地となった理由は「その他【昭和５０年頃から森林とな
り、また昭和４５年頃から住宅敷地として利用し、現在に至っている。】」、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。「非農地証明願において、願い人の知識及び認識不足で、申請地の申請前に森林敷地
および住宅敷地となっております。今後は、一切このような事がおきないように致しま
す。」という事です。場所は、全て戸波東鴨地地区で、６０ページが字タチノバ○○○番
で、波介川の 江良沢堰の○側約２００ｍ、６１ページが字花吉○○○番○で、申請者の
自宅敷地の一部となっております。議案第４号についての説明は、以上となります。
会

長

はい、それでは、議案第４号、非農地証明願承認の件、番号５５の地元委員さんの
ご意見お願いします。

野瀬委員

４番野瀬です。ここも先日行ってきました。行ってきたけんど、○○がおいでなく
って、○○さんがおいでて、あの、あんまりなんやけど、もうそれこそ、事務所とか、
仕事場になってます。申し訳なかったっていう事で。よろしくお願いします。

会

長

はい、それでは、他の委員さんのご意見お願いします。
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委

員

会

長

委

員

会

長

白木委員

（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４号、非農地証明願承認の件、番号５５につい
て、承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第４号、非農地証明願承認の件、
番号５６の地元委員さんのご意見お願いします。
１４番白木です。見ての通り、両方住宅地に囲まれた一角で、現状に戻すのは無理
で、周りの田畑に迷惑かけるような所ではありませんので、宜しくお願いします。

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

馬場委員

異議無しでお諮りをします。議案第４号、非農地証明願承認の件、番号５６につい
て、承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第４号、非農地証明願承認の件、
番号５７の地元委員さんのご意見お願いします。
２４番馬場です。事務局の説明がありました通り、○○○番におきましては、現地
は見た通り植林になっておりまして、○○○番○の方は、住宅の横に倉庫が建ってお
りましたので、農地に復元することは無いと思いますので、宜しくお願いします。

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４号、非農地証明願承認の件、番号５７につい
て、承認することにご異議ございませんか。
（異議無しという多数意見あり）
異議無しで決定になりました。続いて、議案第５号、農業経営基盤強化促進法によ
る利用権設定等に関する件を一括して議題といたします。事務局の説明を求めます。
議案第５号、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等に関する件についてご説
明します。今回は６２ページから８３ページに掛けて掲載しております。それでは、
令和２年３月１０日付３１土農林第１２４２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１０件について、順を追ってご説明します。
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それでは６３ページをご覧ください。整理番号３１－８２、『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「新居」、他１名、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○○○○番他１筆」、現況地目「田」、面積は
２筆合計「１，８１７㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○○年○月○○日」、
存続期間は「１０年間」、借賃総額は「年○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「３
月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃借権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、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
「１，８１７㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「９，５６
２㎡」、借入地「３１，５０７㎡」、経営面積は「４２，８８６㎡」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。６４ページに場所を掲載し
ていますが、新居本村地区で新居小学校の○側約４００ｍとなっております。
続いて６５ページをご覧ください。整理番号３１－８３、『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
「東京間丙○○○番○」、現況地目「田」、面積は「１，１０２㎡」、期間は「令和○
年○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間は「３年間」、借賃総額は「年反当○
○○○○円」、借賃の支払い方法は「３月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃借
権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢「○
○歳」、農作業従事日数は「３００日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は
「１，１０２㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「０㎡」、借
入地「１４，１６６㎡」、経営面積は「１５，２６８㎡」となります。主たる作目は
「ネギ」、世帯員は「男２人、女２人」で農業従事者は「６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。６６ページに場所を掲載していますが、
高岡南京間地区で高陵青果農業協同組合の○側となっております。
続いて６７ページをご覧ください。整理番号３１－８４、『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「戸波」、利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「永野」、字・地
番は「民部○○○番他６筆」、現況地目「田」、面積は７筆合計「４，１８８㎡」、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○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１２月末までに自宅持参」、利用権の種
類は「賃借権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、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「４，
１８８㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「１０，２７４㎡」、
借入地「４，１８８㎡」、本件は再認定ですので経営面積は「１４，４６２㎡」となり
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ます。主たる作目は「生姜」、世帯員は「男１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「１人」となっております。場所は、６８ページ
には「字民部と字狼ヶ渕」の４筆を、６９ページには「字高ソリ」の場所を掲載して
いますが、全て戸波永野地区にある農地です。
続いて７０ページをご覧ください。整理番号３１－８５、『再認定』、利用権の設
定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○」、地区「戸波」、利用権の設
定を受ける者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○」、地区「戸波」、利用権を
設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「本村」、字・地番は「イノホキ○番○」、
現況地目「田」、面積は「１，０４３㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○年○
月○○日」、存続期間は「２年間」、借賃総額は「年○○○○○○円」、借賃の支払い
方法は「１２月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃借権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、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
「１，０４３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「８，３９
６㎡」、借入地「１，８４７㎡」、本件は再設定ですので経営面積は「１０，２４３
㎡」となります。主たる作目は「生姜、文旦、稲」、世帯員は「男２人、女１人」で農
業従事者は「１５人」でうち１５歳以上６０歳未満のものは「８人」となっておりま
す。７１ページに場所を掲載していますが、岩戸と本村との境の場所で、浅井川の上
に係る県道の岩戸新橋○側約１４０ｍとなっています。
続いて７２ページをご覧ください。整理番号３１－８６、『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「戸波」、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「門崎○○○
○番」、現況地目「田」、面積は「６３４㎡」、期間は「令和○年○月○日から令和○
○年○月○○日」、存続期間は「１０年間」、借賃総額は「年反当○○○○○○円」、
借賃の支払い方法は「１２月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃借権」となっ
ております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、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「６
３４㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「３，７０１㎡」、借
入地「４，６０７㎡」、経営面積は「８，９４２㎡」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「２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。７３ページに場所を掲載していますが、戸波
下本村地区で、浅井川の上に係る県道の岩戸新橋の○側約１５０ｍとなっています。
続いて７４ページをご覧ください。整理番号３１－８７、『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「戸波」、
利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「鷹ノ巣」、字・地番は「日ノ路
○○番○他２筆」、現況地目は議案書記載のとおり、面積は３筆合計「１，６８３㎡」、
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「年反当○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１２月末までに自宅持参」、利
用権の種類は「賃借権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
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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「２５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は「１，
６８３㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地のみで「１４，１０
９㎡」、経営面積は「１５，７９２㎡」となります。主たる作目は「生姜、文旦」、世
帯員は「男３人、女４人」で農業従事者は「１０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。７５ページに場所を掲載していますが、戸波鷹ノ
巣地区で、土佐市いづみふれあいセンターの○側約２４０ｍと約２６０ｍとなってい
ます。
続いて７６ページをご覧ください。整理番号３１－８８、『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「戸波」、
利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「太郎丸」、字・地番は「山廻○
○○番」、現況地目「田」、面積は「１，７５２㎡」、期間は「令和○年○月○日から
令和○年○月○日」、存続期間は「２年間」、借賃総額は「年○○○○○○○円」、借
賃の支払い方法は「６月と１２月に分けて口座振込」、利用権の種類は「賃借権」と
なっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、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
「１，７５２㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「５，６５
４㎡」、借入地「６，６６９㎡」、経営面積は「１４，０７５㎡」となります。主たる
作目は「ユリ、米」、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「０人」となっております。７７ページに場所を掲載して
いますが、戸波東太郎丸地区で、琴弾八幡宮敷地の○側となっています。
続いて７８ページをご覧ください。整理番号３１－８９、『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「高岡」、他相続人３名、利用権の設定を受ける者「○○○
○」さん、住所「○○○○○○○○○○○○○」、地区「高岡」、利用権を設定する土
地は「農用地区域外」で、場所は「高岡町」、字・地番は「宮田乙○○○○番○他４
筆」、現況地目はすべて「田」、面積は５筆合計「１，１７９㎡」、期間は「令和○年
○月○日から令和○年○月○○日」、存続期間は「６年２ヵ月」、借賃総額は「年○○
○○○円」、借賃の支払い方法は「１２月末までに口座振込」、利用権の種類は「賃借
権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○月○○日」、年齢「○
○歳」、農作業従事日数は「１５０日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合計は
「１，１７９㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「９，６５３
㎡」、借入地「４，２４２㎡」、経営面積は「１５，０７４㎡」となります。主たる作
目は「果樹、ズッキーニ」、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「１人」となっております。７９ページに場所を掲
載していますが、高岡町東灘地区で、高岡第二小学校の○○側約１２０ｍとなってい
ます。
続いて８０ページをご覧ください。整理番号３１－９０、『再認定』、利用権の設
定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○」、地区「戸波」、利用権の
設定を受ける者「○○○○○」さん、住所「○○○○○○○○○番地」、地区「波介」、
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利用権を設定する土地は「農用地区域内」で、場所は「宮ノ内」、字・地番は「助藤ノ
前○○番○他１筆」、現況地目「田」、面積は２筆合計「１，０５６㎡」、期間は「令
和○年○月○日から令和○○年○月○○日」、存続期間は「１０年間」、借賃総額は
「年○○○○○○円」、借賃の支払い方法は「１２月末日までに自宅持参」、利用権
の種類は「賃借権」となっております。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○○」さん、性別「○」、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「１，０５６㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地は「２，５
５９㎡」、借入地「２０，７４８㎡」、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「２人」でうち１
５歳以上６０歳未満のものは「２人」となっております。８１ページに場所を掲載し
ていますが、戸波宮ノ内地区で、国道沿いにあるカロト青果さんの○側約２５０ｍと
なっています。
続いて８２ページをご覧ください。整理番号３１－９１、『新規認定』、利用権の
設定をする者「○○○○」さん、住所「○○○○○○○○」、地区「高石」、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「塚地」、字・地番は「弥九郎○○番
○」、現況地目は「田」、面積は「１，２６６㎡」、期間は「令和○年○月○日から令
和○年○月○○日」、存続期間は「５年」、借賃総額は「年○○○○○○円」、借賃の
支払い方法は「１２月末までに自宅持参」、利用権の種類は「賃借権」となっており
ます。
次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況について、ご説明します。
氏名「○○○○」さん、性別「○」、生年月日「昭和○○年○○月○○日」、年齢
「○○歳」、農作業従事日数は「３６５日」、利用権の設定を受ける土地の面積の合
計は「１，２６６㎡」、利用権の設定を受ける者が現に耕作している自作地「１２，１
９４㎡」、借入地「３，４５６㎡」、経営面積は「１６，９１６㎡」となります。主た
る作目は「ニラ、米」、世帯員は「男３人、女４人」で農業従事者は「１１人」でうち
１５歳以上６０歳未満のものは「７人」となっております。８３ページに場所を掲載
していますが、高石塚地地区で、県道土佐伊野線にあります弥九郎橋南端の○側約３
０ｍとなっています。以上で説明を終わります。
会

長

事務局次長

それでは、整理番号３１－８２から３１－９１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。整理番号３１－８２から３１－９１は、全て、
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
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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「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

事務局次長
会

長

委

員

会

長

事務局次長

会

長

次長、これ、異議のある人だけでいかん？短縮でありますので。
はい。大丈夫です。
それでは、異例ではありますが、議案第５号、農業経営基盤強化促進法による利用
権設定等に関する件について、異議のある方ございましたら、ご意見お願いします。
無ければ、一括してお諮りします。整理番号３１－８２から３１－９１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）
異議無しで決定になりました。続きまして、議案第６号、事務局の職員の任命等に
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、議案第６号についてご説明します。まず、本議題案件は、農業
委員会等に関する法律第２６条第３項において『職員は、農業委員会が任免する。』
ということが定められており、当委員会に関係する人事異動があった場合には、そ
の都度議題といたしております。そのうえで、本年３月１９日付けで本年度および
令和２年度の人事異動が発表され、本年３月３１日付けで、現局長の石元一成さん
が定年退職となり、石元局長の後任として、本年４月１日付けで、現在、都市環境
課長であります松岡章彦さんが新たに当委員会への出向および事務局長への異動
が命じられております。議題としましては、本年３月３１日付けをもって、石元一成現
事務局長の解任と、本年４月１日付けでの松岡章彦さんの当委員会の事務局職員として
任命することについて、ご了承をいただけるかについて議題とさせていただきます
のでよろしくお願いします。
説明が終わりました。この件について何かご意見はございませんか。
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委

員

会

長

委

員

会

長

（異議なしという多数意見あり）
それでは、議案第６号について、先ほどの説明どおり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）
異議なしで、承認することに決定しましたので、異動される方のご挨拶をお願いしま
す。
（石元事務局長、松岡章彦から挨拶）

会

長

事務局次長

会

長

続きまして、報告事項、平成３１年度利用状況調査、売却・貸付希望一覧について
説明を求めます。
それでは、平成３１年度利用状況調査、売却・貸付希望一覧についてご報告します。
皆さんに議案書と合わせてお送りさせていただいておりました、平成３１年度利用状
況調査売却・貸付希望一覧につきましては、昨年度の農地パトロールにより遊休農地
判定がされた農地のうち、農地所有者等から「耕作者を見つけるために農地中間管理
事業を活用したい」との希望があった農地を示したものです。資料の農地については、
事務局からその希望を、農地中間管理事業を行っている高知県農業公社あてに情報提
供しておりますが、全てが希望通りにはならないこともありますので、委員の皆様に
は、『農地を探しているがいいところは無いか？』との話をお聞きなられた際等には、
この資料を基にご対応いただけたら幸いと存じますので、こちらの資料は、皆さんお持
ち帰りいただきご活用いただきますようお願いいたします。報告事項は以上です。
本日はこれを以って終了致します。お疲れさまでした。

以上、この議事録が正確であることを証します。

会長

３番

４番
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