
別紙１関係 様式例一覧

【農地又は採草放牧地の権利移動の関係】

様式例第１号の１ 農地法第３条の規定による許可申請書

様式例第１号の２ 農地法第３条の規定による許可申請に係る許可指令書

様式例第１号の３ 農地法第３条第１項第13号の規定による届出書

様式例第１号の４ 農地法第３条第１項第14号の２の規定による届出書

様式例第１号の５ 受理通知書

様式例第１号の６ 信託関係整理簿

様式例第１号の７ 農地等の利用状況報告書

【農地等の権利移動の許可の取消し等の関係】

様式例第２号の１ 農地法第３条の２第１項の規定による勧告書

様式例第２号の２ 許可取消し通知書

【農地等の権利取得の届出の関係】

様式例第３号の１ 農地法第３条の３第１項の規定による届出書

様式例第３号の２ 受理通知書

【農地又は採草放牧地の転用の関係】

様式例第４号の１ 農地法第４条第１項の規定による許可申請書

様式例第４号の２ 農地法第５条第１項の規定による許可申請書

様式例第４号の３ 農地法第○○条の規定による許可申請書に係る意見書

様式例第４号の４ 農地法第４条第８項の規定による協議書

様式例第４号の５ 農地法第５条第４項の規定による協議書

様式例第４号の６ 法定協議事前調整申出書

様式例第４号の７ 農地法附則第２項第○号に基づく協議に係る事案の概要書

様式例第４号の８ 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書

様式例第４号の９ 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書

様式例第４号の10 受理通知書

様式例第４号の11 違反転用事案報告

様式例第４号の12 勧告書

様式例第４号の13 処分書

様式例第４号の14 命令書

様式例第４号の15 事業進捗状況管理表

【農業委員会による農地所有適格法人の要件の適合状況の把握の関係】

様式例第５号の１ 農地所有適格法人報告書



様式例第５号の２ 農地法施行令第16条第２号の規定による指定書

様式例第５号の３ 農地所有適格法人要件確認書

【農業委員会による農地所有適格法人への勧告の関係】

様式例第６号 農地法第６条第２項の規定による勧告書

【農地等の買収関係】

様式例第７号の１ 農地法第７条第２項の規定による公示

様式例第７号の２ 農地法第７条第２項の規定による縦覧

様式例第７号の３ 農地法第７条第２項の規定に基づく公示に係る通知書

様式例第７号の４ 農地法第７条第３項に基づく通知（法人あて）

農地法第７条第３項に基づく通知（法人借受農地の所有者あて）

様式例第７号の５ 農地法第７条第５項に規定する届出書

様式例第７号の６ 農地法第７条第５項の規定による届出がなかった旨の通知

様式例第７号の７ 買収すべき農地等の公示を取り消す旨の公示

様式例第７号の８ 届出が真実であると認められない旨の公示

様式例第７号の９ 農地法第７条第５項の規定による公示の取消しに係る通知

様式例第７号の10 農地法第７条第６項の規定による公示に係る通知

様式例第７号の11 買収計画書

様式例第７号の12 農地法第８条第２項の規定に基づく通知

様式例第７号の13 農地法第９条第３項の規定による公示

様式例第７号の14 農地法第９条第３項の規定による縦覧

様式例第７号の15 買収令書

様式例第７号の16 農地法第９条第２項の規定に基づく公示

様式例第７号の17 農地等対価算定調書

様式例第７号の18 令第18条第2項第1号による算定調書

様式例第７号の19 令第18条第2項第2号による算定

様式例第７号の20 令第18条第2項第3号による算定調書

様式例第７号の21 附帯施設の対価算定調書

【農地所有適格法人の事務所等への立入調査の関係】

様式例第８号の１ 農地法第14条第１項の立入調査をする農業委員、農地利用 適化推進

委員又は職員の身分証明書

様式例第８号の２ 立入調査結果報告書

【農地等の賃貸借の解約等の関係】

様式例第９号の１ 農地法第18条第１項第４号（第６号）の規定による届出書

様式例第９号の２ 受理通知書

様式例第９号の３ 農地法第18条第１項の規定による許可申請書



様式例第９号の４ 農地法第18条第１項許可申請に係る農業委員会意見書

様式例第９号の５ 農地法第18条第１項の規定による許可申請に係る許可指令書

様式例第９号の６ 農地法第18条第６項の規定による通知書

【農地等の賃貸借契約等文書化の関係】

様式例第10号の１ 農地（採草放牧地）賃貸借契約書

様式例第10号の２ 農地（採草放牧地）賃貸借契約書

【和解の仲介の関係】

様式例第12号の１ 和解の仲介申立書

様式例第12号の２ 和解の仲介申立調書

様式例第12号の３ 和解の仲介の開始通知書

様式例第12号の４ 和解の仲介の開始通知書

様式例第12号の５ 和解の仲介の申出書

様式例第12号の６ 和解の仲介期日等の通知書

様式例第12号の７ 和解の仲介の打切決定通知書

様式例第12号の８ 和解の仲介申立ての取下通知書

様式例第12号の９ 和解の仲介結果通知書

様式例第12号の10 和解の仲介申立簿

様式例第12号の11 和解の仲介記録簿

様式例第12号の12 和解の仲介の開始通知書

【利用意向調査等に関する措置関係】

様式例第13号の１ 利用意向調査書

様式例第13号の２ 公示

様式例第13号の３ 公示した旨の通知

様式例第13号の４ 農地法第32条第３項に基づく申出書

様式例第13号の５ 農地法第35条第１項に基づく通知

様式例第13号の６ 農地法第35条第３項に基づく通知

様式例第13号の７ 勧告書

様式例第13号の８ 農地法第36条第１項に基づく勧告を行った旨の通知書

様式例第13号の９ 農地中間管理権の設定に関する裁定の申請書

様式例第13号の10 農地中間管理権の設定の裁定に関する通知書

様式例第13号の11 農地中間管理権の設定の裁定に関する意見書

様式例第13号の12 農地中間管理権の裁定通知書

様式例第13号の13 農地中間管理権の裁定通知書

様式例第13号の14 農地法第43条第１項に基づく通知

様式例第13号の15 利用権の設定に関する裁定の申請書

様式例第13号の16 利用権の裁定通知書



様式例第13号の17 公告

様式例第13号の18 措置命令書

【取得した農地等の管理関係】

様式例第14号の１ 管理記録カード（国有農地等）

様式例第14号の２ 物品取得通知書

様式例第14号の３ 国有財産整理簿

様式例第14号の４ 国有農地等貸付簿

様式例第14号の５ 国有農地等貸付総括簿

様式例第14号の６ 未貸付地調査表（国有農地等）

様式例第14号の７ 国有財産有償貸付契約書

様式例第14号の８ 国有財産貸付（売払）公示書

様式例第14号の９ 入札要領

様式例第14号の10 国有財産貸付（売払）一般競争入札参加申込書

様式例第14号の11 国有財産貸付（売払）公示書

様式例第14号の12 入札要領

様式例第14号の13 誓約書

様式例第14号の14 普通財産貸付申請書

様式例第14号の15 普通財産転用貸付申請書

様式例第14号の16 転用事業計画書

様式例第14号の17 国有財産一時使用契約書

様式例第14号の18 転用使用料算定調書

様式例第14号の19 耕作状況報告書について

様式例第14号の20 耕作状況報告書

様式例第14号の21 転用借受状況報告書について

様式例第14号の22 転用借受状況報告書

様式例第14号の23 国有財産有償貸付契約解除通知書

様式例第14号の24 国有財産一時使用契約解除通知書

様式例第14号の25 貸付けの解約申入書

様式例第14号の26 国有財産使用料額変更通知書

様式例第14号の27 被害報告書

【取得した農地等の農業目的の売払い関係】

様式例第15号の１ 売払調書

様式例第15号の２ 国有財産売買契約書

様式例第15号の３ 普通財産売払申請書

様式例第15号の４ 売買契約解除通知書

様式例第15号の５ 所有権移転登記嘱託請求書

様式例第15号の６ 登記嘱託書（所有権移転）



様式例第15号の６の２ 登記原因証明情報

様式例第15号の７ 登記嘱託書（買戻特約）

様式例第15号の７の２ 登記原因証明情報（買戻特約）

様式例第15号の８ 登記嘱託書（買戻特約抹消）

様式例第15号の８の２ 登記原因証明情報（買戻特約抹消）

様式例第15号の９ 売払簿

様式例第15号の10 売払報告書

様式例第15号の11 用途指定財産台帳

様式例第15号の12 先着売払物件一覧

【取得した農地等の非農業目的の売払い関係】

様式例第16号の１ 非農業利用地調書

様式例第16号の２ 国有財産売買契約書（代金延納、用途指定(買戻特約付き）、減額売払用）

様式例第16号の３ 国有財産売買契約書（代金即納、用途指定（買戻特約付き）、減額売払用）

様式例第16号の４ 国有財産売買契約書（代金即納、用途指定（買戻特約付き）、時価売払用）

様式例第16号の５ 国有財産売買契約書（代金即納、用途指定、減額売払用）

様式例第16号の６ 国有財産売買契約書（代金即納、用途指定、時価売払用）

様式例第16号の７ 国有財産売買契約書（代金即納、時価売払用）

様式例第16号の８ 土地売払価格評価調書

様式例第16号の９ 不動産鑑定評価依頼書

様式例第16号の10 延納申請書

様式例第16号の11 抵当権設定登記承諾書

様式例第16号の12 登記嘱託書（抵当権設定）

様式例第16号の12の２ 登記原因証明情報（抵当権設定）

様式例第16号の13 登記嘱託書（抵当権登記抹消）

様式例第16号の13の２ 登記原因証明情報（抵当権登記抹消）

様式例第16号の14 延納台帳

様式例第16号の15 所管換（所属替）調書

様式例第16号の16 国有財産受渡証書

様式例第16号の17 引継調書

様式例第16号の18 口座番号管理簿

様式例第16号の19 市区町村変更入力票

様式例第16号の20 前処理に係る口座入力票

様式例第16号の21 前処理に係る口座入力票（変更入力）

様式例第16号の22 ストック訂正入力票

様式例第16号の23 口座・ストック訂正入力票

様式例第16号の24 増減データ入力票

様式例第16号の25 増減データ抹消入力票

様式例第16号の26 口座入力票



様式例第16号の27 口座入力票（変更入力）

様式例第16号の28 口座別・増減用語別集計表（２－１）

様式例第16号の29 口座別・増減用語別集計表（２－２）

様式例第16号の30 報告洩・誤謬訂正の理由書

様式例第16号の31 国有農地等の区域別所在調査表

様式例第16号の32 国有農地等（開拓財産）の態様別管理状況

様式例第16号の33 増減事由別調書

様式例第16号の34 見込増減事由別調書

様式例第16号の35 国有財産受渡証書一覧表




