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様  式 

 

 

第１ 農地等の転用（法第４条、第５条） 

  様式第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請書 

  様式第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書 

  様式第３号 被害防除計画書 

  様式第４号 建築条件付売買予定地に係る申出書 

  様式第５号 （参考）事業計画書 

  様式第６号 （参考）候補地比較検討表 

  様式第７号 （参考）計画地周辺における所有地一覧表 

  様式第８号 （参考）自己住宅等利用計画書 

  様式第９号 農地転用等の通知及び意見書交付願（土地改良区意見書） 

  様式第10号 農地転用に伴う隣接農地関係者同意書 

  様式第11号 確約書 

  様式第12号 施設等保有状況一覧表 

  様式第13号 分譲住宅等工事進捗状況一覧表 

  様式第14号 農地復元に係る誓約書 

  様式第15号 誓約書 

  様式第16号 営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響

の見込書 

  様式第17号 農地法第４条又は第５条の規定による許可申請に係る意見書 

  様式第18号 農地転用申請一覧 

  様式第19号 無断転用事案に係る意見書 

  様式第20号 農地法附則第２項に基づく協議に係る事案の概要書 



  様式第21号 農地法第４条第１項の規定による許可書 

  様式第22号 農地法第４条第１項の規定による許可書（特定建築条件付売買予定地） 

  様式第23号 農地法第４条第１項の許可に係る不許可通知書 

  様式第24号 農地法第４条第１項の許可に係る却下通知書 

  様式第25号 農地法第５条第１項の規定による許可書 

  様式第26号 農地法第５条第１項の規定による許可書（特定建築条件付売買予定地） 

  様式第27号 農地法第５条第１項の許可に係る不許可通知書 

  様式第28号 農地法第５条第１項の許可に係る却下通知書 

  様式第29号 農地法第４条第１項の規定による許可書（一時転用） 

  様式第30号 農地法第４条第１項の規定による許可書（営農型発電設備の設置を目的とする一時転

用） 

  様式第31号 農地法第５条第１項の規定による許可書（一時転用） 

  様式第32号 農地法第５条第１項の規定による許可書（営農型発電設備の設置を目的とする一時転

用） 

  様式第33号 農地法第４条第８項の規定による協議書 

  様式第34号 農地法第５条第４項の規定による協議書 

  様式第35号 法定協議事前調整申出書 

  様式第36号 競公売買受適格証明願 

 

第２ 農地転用許可後の転用事業の促進及び工事完了並びに営農型発電設備に係る報告及び指導 

  様式第37号 農地法第４条又は第５条の許可に係る工事進捗状況報告書 

  様式第38号 農地法第４条又は第５条の許可に係る工事進捗状況報告書（特定建築条件付売買予定

地） 

  様式第39号 基本台帳 

  様式第40号 工事進捗状況報告書等の提出について（督促書） 

  様式第41号 事情聴取通知書 

  様式第42号 勧告書（農業委員会から農地転用許可を受けた者宛て） 

  様式第43号 転用許可後の事後指導報告書 

  様式第44号 農地法第４条又は第５条の許可に係る工事完了届 

  様式第45号 工事完了一覧表 

  様式第46号 営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産に係る状況報告書 

 

第３ 農地転用許可後の事業計画の変更 

  様式第47号 農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請書 

  様式第48号 農地転用事業計画変更の承認について（承認書） 

  様式第49号 農地転用事業計画変更の承認について（特定建築条件付売買予定地）（承認書） 

  様式第50号 農地転用事業計画変更の承認について（一時転用）（承認書） 

  様式第51号 農地転用事業計画変更の承認について（営農型発電設備の設置を目的とする一時転用）

（承認書） 

  様式第52号 農地法第５条の規定による許可後の承継を伴う事業計画変更申請書 

  様式第53号 同意書 

  様式第54号 承継についての確約書 



第４ 許可事項の証明、許可書の訂正、許可申請の取下げ及び許可処分の取消し 

  様式第55号 許可事項証明願 

  様式第56号 農地法第４条又は第５条の規定による許可書の訂正願 

  様式第57号 農地法第４条又は第５条の規定による許可申請の取下願 

  様式第58号 農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定による許可申請の取下願の受理について

（受理通知書） 

  様式第59号 農地法第４条又は第５条の規定による許可の取消願 

  様式第60号 農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定による許可の取消願の受理について（受

理通知書） 

 

第５ 農地等の賃貸借の解約等（法第18条） 

  様式第61号 農地法第18条第１項第４号又は第５号の規定による届出書 

  様式第62号 農地法第18条第１項第４号又は第５号の規定による届出に係る受理通知書 

  様式第63号 農地法第18条第１項第４号又は第５号の規定による届出に係る不受理通知書 

  様式第64号 農地法第18条第１項第４号又は第５号の規定による農地等の賃貸借の解除に係る届出

書受理整理簿 

  様式第65号 農地法第18条第１項の規定による許可申請書 

  様式第66号 農地法第18条第１項の規定による許可申請に係る意見書 

  様式第67号 農地法第18条第１項の許可に係る許可書 

  様式第68号 農地法第18条第１項の許可に係る不許可通知書 

  様式第69号 農地法第18条第１項の許可に係る却下通知書 

  様式第70号 農地法第18条第６項の規定による通知書 

  様式第71号 （参考）合意解約書 

  様式第72号 農地等の賃貸借の解約等の通知（法第18条第６項）受理整理簿 

 

第６ 賃貸借契約の文書化（法第21条） 

  様式第73号 （参考）農地賃貸借契約書 

  様式第74号 （参考）解除条件付農地賃貸借契約書 

  様式第75号 （参考）水田裏作農地賃貸借契約書 

  様式第76号 農地賃貸借契約変更届出書 

  様式第77号 （参考）農地使用貸借契約書 

  様式第78号 （参考）解除条件付農地使用貸借契約書 

  様式第79号 （参考）水田裏作農地使用貸借契約書 

 

第７ 和解の仲介（法第25条～第29条） 

  様式第80号 和解の仲介申立書 

  様式第81号 和解の仲介申立調書 

  様式第82号 和解の仲介の開始通知書（農業委員会から申立人及び被申立人宛て） 

  様式第83号 和解の仲介の開始通知書（農業委員会から知事宛て） 

  様式第84号 和解の仲介の申出書 

  様式第85号 和解の仲介期日等の通知書 

  様式第86号 和解調書 



  様式第87号 和解の仲介の打切決定通知書 

  様式第88号 和解の仲介申立ての取下通知書 

  様式第89号 和解の仲介結果通知書 

  様式第90号 和解の仲介申立簿 

  様式第91号 和解の仲介記録簿 

  様式第92号 和解の仲介の開始通知書（知事から申立人及び被申立人宛て） 

 

第８ 違反転用等への対応（法第51条） 

  様式第93号 勧告書（農業委員会から違反転用者宛て） 

  様式第94号 違反転用事案報告書 

  様式第95号 履行完了届 

  様式第96号 違反転用処理台帳 

  様式第97号 勧告書（知事から違反転用者宛て） 

  様式第98号 処分（命令）書 

  様式第99号 違反転用事案総括表 

  様式第100号 違反転用台帳 

 

第９ その他 

  様式第101号 農地法制限除外の農地の移動届 

  様式第102号 照会書 

  様式第103号 農地の転用事実に関する照会書 

  様式第104号 農地の転用事実に関する調査報告書 

  様式第105号 地目変更登記に係る照会に対する回答書 

  様式第106号 原状回復命令措置の通知書 

  様式第107号 農地への原状回復命令を行わないこととされた事案についての通知書 

  様式第108号 時効取得を原因とする農地についての権利移転又は設定の登記事案調査書 

  様式第109号 通知書（農地法に違反する行為を行っている登記事案） 

 

注 教示文の置換えについて 










































































































































































































































































