
1.開催日時　　令和元年6月11日(火)　午前 9時30分から　11時37分

2.開催場所　　富士市役所庁舎8階　政策会議室

3.出席委員　
農業委員会会長 17番　 渡邉　萬里
農業委員会会長職務代理者 12番　 勝又　匠

委員  1番　 望月　稔
 2番　 小林　由朋
 3番　 町田　玉江
 4番　 荻田　丈仁
 5番　 時田　修治
 6番　 佐野　孝則
 7番　 植松　博文
 8番　 笹古　時男
 9番　 池野　保
10番　 新舟　進
11番　 長尾　忠
13番 佐藤　正職
15番 鈴木　惠一
16番 安藤　公男
18番 涌田　充尚
19番 伊藤　博

4. 欠席委員　
14番 藤田　博史

5.会議次第議事
（１）農地法の規定に係る申請の審議及び報告事項について
（２）令和2年度　県農業施策に関する要望事項について

6.農業委員会事務局職員 　
事務局長 勝又　猛
統括主幹 栗田　宗明
主幹 野村　昌寛
主査 太田　久

令和元年6月　

富士市農業委員会会議議事録

会長  まず、議事に先立ちまして、会長より議事録署名人を指名いたしますが、会長より
指名しても、ご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　ご異議がないと認め8番笹古時男君、9番池野保君の両名を本日の会議の議事
録署名人に指名致します。
　次に、本日の会議書記につきまして、農業委員会事務局職員の太田主査を指
名いたします。



　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

会長 　次に大淵地区9番についてですが、こちらは農地法第5条許可、大淵地区15番と
関連がありますので、後ほど一括審議します。
　以上で農地法第3条の規定による許可決定の審議を終わります。

会長 　次に、議案6ページの議第19号　農地法第5条第1項の規定による許可決定につ
いて、審議をお願いします。
　鷹岡地区12番について事務局から説明願います。

会長 　大淵地区8番についてご質問ございませんか。

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大淵地区8番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

委員（報告者） 　場所は県立富士特別支援学校の南側にあります。ここは新しく道が開通してお
り、今回の申請地はそれにより土地が狭くなったところです。地図には小屋が2つ
記載されていますが、現在は撤去されて更地になっています。譲渡人の一人は高
齢で病気もあり、仕事ができない状態であり、もう一人は相続により農地を取得し
たが、管理が大変なため売却したいとのことです。譲受人は、今回の申請地の西
側に茶畑を所有しており、道路に接するよう隣接地を求めたいとのことです。なん
ら問題ないかと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

事務局 　本案件は、下限面積要件や全部効率利用要件を満たす等、農地法第3条第2項
には該当しないため、許可要件をすべて満たすと考えます。

会長 　最初に、議案5ページの議第18号　農地法第3条の規定による許可決定につい
て、　審議をお願いします。
　大淵地区8番について事務局から説明願います。

事務局 　（事務局議案5ページ大淵地区8番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

　それでは議事に入ります。
　議事（1）「農地法の規定に係る申請の審議及び報告事項について」ですが、こ
れにつきましては先に配布してあります富士市農業委員会会議議案により審議を
進めます。

　お手元の議案の3ページ、議第18号　農地法第3条の規定による許可決定につ
いての審査から、報第31号　農地法第5条第1項第6号の規定による届出書の受理
について（買受適格証明発行済分）までの、計7件を順に議題に供します。
事務局に朗読させます。

事務局 　（事務局議案3ページ｢議題｣朗読）



会長 　次に、事務局から補足説明願います。

事務局 　（事務局議案6ページ大淵地区13番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

委員（報告者） 　場所は特別養護老人ホーム「月のあかり｣の北西約300ｍくらいのところにありま
す。このホームから南東約200ｍくらいのところで新環境クリーンセンターの工事を
行っており、1年位前に工事現場の道路を挟んだ西側でも同じ譲受人で一時転用
がされています。今回の申請地には土ではなく、建設資材や工事用車両を置くた
めに使用したいとのことです。前回のときもでしたが、あくまで一時的な転用であ
り、期間終了後はきちんと農地へ復元するという約束をいただいております。また、
前回の許可地の一部で管理が不十分であったことから、周辺への影響が無いよう
に管理するよう伝えています。譲渡人は昔はお茶畑をたくさんやっていましたが、
高齢のため一時転用終了後は管理の容易なミカンにしたいとの話でした。転用期
間や復元計画等、内容に何ら問題ないと思いますので、ご審議のほどよろしくお
願いします。

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　鷹岡地区12番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

会長 　次に大淵地区13番について、事務局から説明願います。

事務局 　本案件は、宅地化の状況が一定以上であることから第3種の農地と考えます。ま
た、 転用基準に照らして許可要件をすべて満たすと考えます。

会長 　鷹岡地区12番についてご質問ございませんか。

　（質問なし）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

委員（報告者） 　場所は新東名高速道路の関係で新しく入山瀬にできました富士西公園の100ｍ
位北側にあります。譲渡人から子である譲受人に住宅敷地として貸したいという申
請です。そこは昭和47年の線引き前から住宅敷地として使われており、以前に住
宅を建て替えた際に既存宅地の要件を取っているため、分家住宅ではなく、通常
の住宅敷地としての転用となります。譲渡人に話を聞いたところ、ここまでの面積
は必要としていないが、様々な事情から一筆全部を転用したいとのことでした。現
地を確認したところ、住宅が密集している住宅街の中にあり、周辺農地への影響
は無いと思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

事務局 　（事務局議案6ページ鷹岡地区12番　朗読）



　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

会長 　次に大淵地区15番及び農地法第3条大淵地区9番について、事務局から説明
願います。

事務局 　（事務局議案6ページ大淵地区15番及び議案5ページ大淵地区9番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

会長 　大淵地区14番についてご質問ございませんか。

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大淵地区14番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

委員（報告者） 　場所は富士芸術村のすぐ北側になります。この北側の茶畑が笹場というところで
す。現在は譲渡人が作っている茶畑なのですが、日陰になってしまうことから生産
高が悪くなっているところです。譲受人の一人が譲渡人の子であり、その場所に分
家住宅を建てたいということで使用貸借の申請となります。現地を確認したところ、
周辺農地への影響も問題ないかと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いし
ます。

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

事務局 　本案件は、生産力の低い農地であることから第2種の農地と考えます。また、転
用基準に照らして許可要件をすべて満たすと考えます。

会長 　次に大淵地区14番について、事務局から説明願います。

事務局 　（事務局議案6ページ大淵地区14番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大淵地区13番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

事務局 　本案件は、農用地区域内の農地（青地）です。通常であれば青地の中での農地
転用は原則不許可なのですが、本案件は、1年2ヶ月で農地への復旧を行う一時
的な転用であり、これについては転用の基準の中で例外として認められているも
のであります。したがって、許可要件をすべて満たすと考えます。

会長 　大淵地区13番についてご質問ございませんか。



委員（質問者） 　仮に許可できない状態になったときに、すみやかに撤去、現状復旧が行われる
見込みはあるのでしょうか。

委員（質問者） 　許可するにしても、先に排水等の問題を解決し、実際にサカキを植えて、たとえ
ば3年管理してもらい、それできちんと農業として成り立つように管理できたら許可
するといったことはできないのでしょうか。

事務局 　国の示す基準の中では、現在の状態で問題ないということになります。できるか
できないかというのは皆様のおっしゃるようにかなり厳しいのではないかというのは
理解できるのですが、やってみないと分からない、やりながら修正していくというこ
とも認められています。

委員（質問者） 　200リットルのバルブ付タンクを設置するとのことですが、このサイズでは家庭菜
園程度をまかなうのがせいぜいで、面積に対して少なすぎると思われます。

会長 　今回の申請は営農型太陽光ですから、下できちんと営農されなければなりませ
んので、そのあたりをしっかりと指摘していく必要があるかと思います。

会長 　今の話の中で回答書にある暗渠排水について出てきましたが、これについて改
めて相手方に伝えるということは可能でしょうか。

事務局 　もちろんそういうご意見がありましたと伝えることは可能です。ただ、この間の現地
確認の際にご指摘いただいたことに対して対策をとるということでしたので、まだ工
事がされていない現状で危険だとするのも難しいのではないかと思います。

事務局（報告者） 　場所は大淵第一小学校から南東に約１ｋｍ位のところにある広大な農地です。譲
受人は浜松市の法人ではありますが、営農型太陽光を営むにあたり、効率から大
きな面積の耕作されていない土地を探していたところ、富士に知り合いも多いこと
から今回の場所を紹介され、申請に至ったとのことです。太陽光パネルの下でサ
カキを育てるという内容となります。先日委員の皆様に現地確認を行っていただい
た際にご指摘のあった事項について、回答が来ておりますので回答書と書かれた
資料をご覧ください。また、事務局で関係課に確認したところ特に意見はないとの
ことでした。なお、3,000平方メートルをこえる転用については県の諮問案件になる
のですが、転用面積は支柱部分のみの4.59平方メートルと大きく及ばないため、
諮問は不要であるとの県の回答もいただいております。営農計画に明確な不備に
ついて具体的に指摘する必要があります。皆様に見ていただくなかでここは決定
的に不可能ではないかということがあればご審議いただきたいと思います。

会長 　大淵地区15番及び農地法第3条大淵地区9番についてご質問ございませんか。

委員（質問者） 　今朝現地を見てきたところ、通路部分が水浸しでした。畑に所々水溜りができて
おり、水はけがきちんとできていないようでした。今のままであれば、作物を植えた
としてもおそらく腐ってしまうのではないかと思われますが、今後暗渠排水を設置
する予定とのことですから、それで改善されれば許可は可能だと思います。元々
粘土質の土の上に黒ボクの土をかぶせただけの状態でしたので、水はけは悪く、
大雨が降ったりすれば表層が分離して流れる可能性があると思います。



委員（質問者） 　支柱の設置方法や台の大きさなどになにかしら決まりはあるのでしょうか。

事務局 　基本は打ち込みだけになります。

委員（質問者） 　基礎があってその上に設置するというわけではないのでしょうか。

事務局 　あくまでも農地であるためそのような扱いになります。たとえば壁があるような農業
用施設の屋上に太陽光パネルを設置した場合はその全体の面積になるのです
が、こういった支柱などの簡易で撤去が容易なものの場合は、その設置面積だけ
となります。場所も青地ですので農地として扱う必要のある場所になります。

委員（質問者） 　その部分に対しての登記地目変更ということになるのでしょうか。

事務局 　申請のあった部分だけ一時的に農地ではなくなっているということですので、法
務局の登記は変わらないことになります。

委員（質問者） 　それで問題ないのでしょうか。

事務局 　おっしゃるとおりです。

委員（質問者） 　素朴な疑問なのですが、全体の面積ではなく、発電施設の支柱部分だけの申
請ということでいいのでしょうか。

事務局 　おっしゃるとおりだと思うのですが、営農型発電は支柱部分だけということになっ
ているという説明になってしまいます。

委員（質問者） 　一時転用ということですので、３年ごとに申請することになると思うのですが、途中
で問題が発生した場合、その時点で許可を取り消すことができるのか、それとも次
の許可申請の時点で認めないとするのか、いずれの考え方になるのでしょうか。

事務局 　営農型太陽光については、毎年営農の状況を報告させるということになっていま
す。許可するとした場合につける条件についての資料をつけさせていただきまし
たが、その中で１年ごとに事業の進捗状況を報告することが盛り込まれています。
適切な営農が行えていない場合には改善する義務が課されており、改善されない
場合は支柱を含めた設備をすみやかに撤去することが許可の条件となっていま
す。法律上では年１回の報告義務なのですが、農業委員会として点検を行うこと
は可能だと思われますので、その都度審査していく形になります。

委員（質問者） 　許可された後でも営農がきちんとされない場合には撤去をする必要があることを
認識し、その費用まで含めた資金計画になっているということですしょうか。

事務局 　提出されている資金計画では撤去費用も含めて融資を受けていることになって
います。しかしながら設備について譲渡することが可能なようですので、国に照会
を行っております。



委員（質問者） 　直接川に排水すると土などが流れてしまうので、調整池などでいったん溜める方
がいいと思います。

事務局 　営農状況を報告するということですから、皆様で今の生育状態では収穫できなく
ても仕方ないと判断されれば問題ありません。

会長 　収穫量は0だとしても、サカキ自体がきちんと育っているかどうかが問題であり、
小さければ収入としては無いのかもしれませんが、きちんと農地として利用してい
るかどうかの審査をしていくことになります。

委員（質問者） 　排水については、暗渠やU字溝など回答書にある内容をしっかりやってもらえれ
ば問題ないと思います。

委員（質問者） 　営農計画では３年間収入なしの予定となっており、毎年報告を出すとしても0で
提出されると思いますが、それで問題ないのでしょうか。

事務局 　許可する場合につける条件の案として、国のQ＆Aにあるものを事務局で加工し
たものになります。

委員（質問者） 　これについて、相手方の承知しましたという印などはもらうものですか。

事務局 　承諾するかどうかではなく、許可の条件として課されるものになります。

委員（質問者） 　その様な状況なのであれば、許可条件の中に排水について盛り込んで許可を
出すほうがいいのではないでしょうか。

委員（質問者） 　許可条件の案について説明をお願いします。

委員（質問者） 　私としては排水のほうに問題があるように思いましたので、まず排水環境をしっか
りしてから事業に着手するようにさせたほうがいいと思います。西側の法面が地す
べりなどをおこした場合、伝法沢川が埋まってしまう可能性があります。

会長 　委員会として許可を出す、出さないということについて、今回出たようなものを条
件として加えていき、相手方にやっていただくことを前提として許可をするかどうか
になるかと思うのですがいかがでしょうか。

委員（質問者） 　不安としてあるものを条件としてつけて、覚書などを交わすなどの条件付で許可
を出すしかないのではないでしょうか。

事務局 　国からの通知ではがっちりしたものは作ってはいけないことになっています。がっ
ちりしたものを作ればそれだけ撤去費用がかかるのでダメとなっています。



委員（質問者） 　暗渠に使用するパイプも何種類かありますので、どの位の太さのものをどの位の
本数使用するのかも問題になると思います。

会長 　そのあたりの文言も入れた条件を付けて許可するということでよろしいでしょうか。

委員（質問者） 　この許可は条件付のものであり、場合によっては取り消される可能性があるという
ことを改めて相手方に伝えたほうがいいと思います。

会長 　その方向で進めるということでよろしいでしょうか。

委員（質問者） 　具体的な計画図面を提出してもらったほうがいいと思います。

委員（質問者） 　例として考えられた許可条件をもう少し見直してから許可を出したらいいのでは
ないでしょうか。今すぐ修正というのも難しいでしょうから、数日後に修正したものを
改めて委員の皆さんに通知し、意見を募って再度修正というのはいかがでしょう
か。

委員（質問者） 　相手のあることですので、あまり延ばすのは良くないかと思います。

委員（質問者） 　営農がきちんと行われ、周辺環境へ影響がないということあれば許可しないとい
う理由はないと思われます。

委員（質問者） 　条件に報告することとありますが、報告するだけではなく、農業委員会で必要な
改善を指摘できるような書き方にするのはどうでしょうか。

事務局 　件数が多くなるとすべてを委員会で審議するというのは難しくなると思いますが、
全件をチェックできるような体制を作りたいと思います。

委員（質問者） 　こういう事案が委員会に提出された場合に、何ヶ月以内に許可・不許可を決定し
なければならないといった規定はあるのでしょうか。すでに事業資金の借入を行っ
ていて、負債やその金利を負担をしているような場合、特に営利企業であればい
つ許可になるのか、不許可であればその理由について追求すると思われます。そ
のため、ある程度期間を定めるということも大事ですが、許可条件が順守されない
場合には撤去を行うということを相手に担保させるしかないのではないでしょうか。

会長 　排水のことについては色々とあると思いますが、許可条件の中にいれるのはいか
がでしょうか。

委員（質問者） 　まず回答書どおりに暗渠などを設置し、それでもダメなら調整池を設置するとい
うのはどうでしょうか。

委員（質問者） 　隣接している家に反対する人がいた場合でも許可できるものなのでしょうか。

事務局 　農地法では隣地承諾は不要とされていますが、今回の案件については近隣の
方々及び地区の町内会長から承諾を得ていただくことを条件としており、問題ない
状況とのことです。



　（質問なし）

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

会長 　次に大淵地区9番について、事務局から説明願います。

事務局 　（事務局議案8ページ大淵地区9番　朗読）

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大淵地区8番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

委員（報告者） 　場所は大淵第二小学校の東側になります。現在住宅として使用されているところ
であります。申請にあたり、北側にあった増築部分は撤去され、更地になっており
ます。住宅を建て直したいということで申請となったそうで、昭和47年から住宅とし
て使用しているとのことですから問題ないかと思います。ご審議のほどよろしくお願
いします。

会長 　大淵地区8番についてご質問ございませんか。

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。
　以上で農地法第5条第1項の規定による許可決定についての審議を終わりま
す。

会長 　次に、議案8ページの議第20号　非農地証明申請書の審議について、審議をお
願いします。
　大淵地区8番について、事務局から説明願います。

事務局 　（事務局議案8ページ大淵地区8番　朗読）

事務局 　このような大規模なうえ青地で営農型太陽光事業が出てきたはじめての案件で
あり、素案に対して色々な疑問点等を出していただいたところです。この後、また
別の業者から申請が検討されておりますので、今回のような形で疑問点等を出し
ていただくということとあわせ、農業委員会は公共の機関でありますので、公的な
面から見てどうであるかということのバランスをとらなくてはならないところでありま
す。ケースが無いなかで窓口となる事務局としても経緯を含めて色々ご相談させ
ていただくことがあろうかと思いますのでご協力をお願いいたします。今回の案件
につきましては、いただいたご意見を参考として、許可に付ける条件を作成し、改
めて皆様に確認させていただきます。

会長 　他にご質問ございませんか。

　他に質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大淵地区15番及び農地法第3条大淵地区9番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）



会長 　次に議案10ページからの報告案件について、事務局から説明願います。

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　原案にご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。
　以上で農業委員会等に関する法律に基づく審議についての審議を終わります。

会長 　次に、議案9ページの議第21号　農業委員会等に関する法律に基づく審議につ
いて、審議をお願いします。
　事務局より説明願います。

事務局 　（事務局議案9ページ　朗読）

会長 　事務局からの説明が終わりました。
　このことにつきまして、ご質問等ございますか。

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大淵地区9番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。
　以上で非農地証明申請書の審議についての審議を終わります。

委員（報告者） 　場所としては希望ヶ丘団地の裏手になります。周辺を確認したところ、杉や檜の
林になっており、道路に接していない部分は入ることもできない状態でした。道路
沿いの部分では檜が植えられて60年以上はたっていそうでした。農地への復元は
できないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

会長 　大淵地区9番についてご質問ございませんか。

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。



会長 　事務局からの説明が終わりました。
　このことにつきまして、ご質問等ございますか。

委員（質問者） 　私の住む地区では鳥獣害被害がひどいものですから、罠の免許をとったのです
が、年間の申請料が2万円近くかかるため更新しませんでした。自分の畑を管理
するためにわざわざ免許のためのお金を出すというのに矛盾を感じます。安全な
どを考慮すると試験を受ける必要はあると思いますが、年間の維持費については
なんとかならないかと思いますので、所管する県の窓口と協議するよう要望してい
ただきたいです。

事務局 　罠猟の免許に関しましては、その受講料、免許代については農政課で２分の１
の補助をおこなっておりますので、そちらを使っていただいている方も多いです。
それに加えて国からの補助も拡大していただきたいということであれば、要望事項
に盛り込むことは可能だと思いますので、検討していきたいと思います。

事務局 　（事務局議案4ページ｢専決報告｣朗読）

会長 　以上で、議事（1）「農地法の規定に係る申請の審議及び報告事項について」を
終わりとします。
　続きまして議事（2）「令和2年度　県農業施策に関する要望事項について」事務
局より説明願います。

事務局 　別紙と書かれた裏表の資料をご覧ください。まず別紙１の「農地利用最適化施策
の改善に関する具体的な意見」についてですが、こちらは特になしとしておりま
す。例年特になしで提出しておりますが、要望したい事項がありましたら言ってい
ただけたらと思います。次に別紙２をご覧ください。「令和2年度件農業施策に関
する要望事項」ですが、こちらは例年鳥獣害対策について要望しておりまして、今
年度も同様の内容となっております。これに追加したい内容ですとか、別の要望事
項がありましたら事務局までご連絡ください。締切が7月31日ですので、来月の委
員会で諮るということでも大丈夫ですので、ご提案がありましたらお願いいたしま
す。

事務局 　はじめに議案10ページをご覧ください。
　報第29号　農地返還通知書の受理についてですが、これは双方合意の上、届
出を行えば使用貸借の解約ができますので、受理したことをご報告いたします。
件数1件。
　次に議案11ページから12ページをご覧ください。
　報第30号　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認書についてで
すが、これは20年を経過するにあたり、特例農地の利用状況について、現地を確
認し、農地であったことをご報告いたします。件数2件。
　次に議案13ページをご覧ください。
　報第31号　農地法第5条第1項第6号の届出に係る買受適格証明についてです
が、この証明は農地法第5条の適用を受ける競売に参加するためのものでありま
す。これは、所在地が市街化区域ですので、事務局長により専決決裁し、買受適
格証明をすでに発行したことをご報告いたします。件数2件。
　今月の報告案件については以上です。

会長 　次に、議案4ページの専決報告について事務局より報告させます。



令和元年6月11日　

農業委員会会長

同委員

同委員

　ご異議ございませんので、原案のとおりとします。

　以上で議事はすべて終了しました。

会長 　他にご質問ございませんか。

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　原案にご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）


