
1.開催日時　　令和元年7月11日(木)　午前 9時30分から　12時5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
14番 藤田　博史
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　
なし

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

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7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10番新舟進君、11番長尾忠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。



会長 　次に大淵地区11番、12番についてですが、こちらは農地法第5条許可、大淵地
区17番、18番と関連がありますので、後ほど一括審議します。

　（事務局議案6ページ大淵地区13番、14番　朗読）

　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22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36号　取消願いの報告についてまでの、計5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 　最初に、議案5ページの議第22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。
　松野地区10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ページ松野地区10番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

事務局（報告者） 　場所は松野まちづくりセンターから北東に100ｍほどのところにあります。譲渡人
は数年前に肩を負傷し、その後遺症で農作業を行うことが困難なため売却したい
とのことです。譲受人は水田と畑を所有する兼業農家で、今回農業経営の拡大を
図るために農地を求めたとのことです。現地を確認したところ、申請地は田んぼと
一部が畑で、現在は耕作が行われていませんが、草刈りがきちんとされていまし
た。周辺は水田と休耕田が混在する地域です。申請地に直接道路は接していま
せんが、申請地の南側の施設は譲受人が使用するもので、購入後はそちらから進
入路を設置するとのことで、耕作する上では問題はないかと思います。農業従事
者についても、兄弟を含め4人いるということで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 　松野地区10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。
　松野地区10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、14番は関連がありますので一括審議します。事務局から
説明願います。

事務局



　（質問なし）

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 　吉永地区15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。

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

事務局（報告者） 　場所は市立高校の野球場の西側の道を2～300ｍほど北に行ったところです。道
の左手は雑木林が多く、右手は茶園などが点在し、住宅はありません。現地を確
認したところ、現在は道路より１ｍくらい高くなっています。現在耕作は行っておら
ず、多少荒れてしまっているため、許可後に業者などを使って整地作業から行っ
ていくとのことです。何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。

　次に、吉永地区15番について、事務局から説明願います。

会長 　大淵地区13番、14番についてご質問ございませんか。

会長

事務局 　（事務局議案6ページ吉永地区15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13番、14番についてご異議ございませんか。

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

事務局（報告者） 　場所は大淵第二小学校から南に700ｍほどの不動沢という沢沿いにあります。周
辺一帯は茶畑です。大淵地区13番、14番ともに実際の耕作はすでに譲受人とな
る人が行っています。先々代くらいのときから所有者と実際の耕作者が異なってい
たのですが、今回お茶の管理を大淵地区14番の譲受人の子が管理していくという
ことで、土地の名義をきちんとしたいということで今回の申請となったとのことです。
なん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。

　（異議なしの声あり）

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。



　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

　（事務局議案7ページ大淵地区17番、18番及び議案5ページ大淵地区11番、12
番　朗読）

事務局

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

会長 　次に大淵地区17番、18番及び農地法第3条大淵地区11番、12番について、事
務局から説明願います。

委員（報告者） 　場所は岳南食肉センターの跡地の近くです。周辺はほとんど田んぼで、大きい
工場がいくつか点在する場所です。申請地は道路に面してはいるのですが、水路
に囲まれた三角形の土地です。現地を確認したところ、ミカンの木が2本植えられ
ていました。田んぼとして使用するのは難しいのではないかと思います。申請地の
隣は工場の敷地として使用されているのですが、現在の入口が狭いことから申請
地を新たな入口にしたいとのことです。見た限りにおいてそうしなければ困るので
はないかと思われる場所でした。周辺農地への影響はなさそうですので、何ら問
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

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　吉永地区15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7ページの議第23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16番について、事務局から説明願います。

事務局 　（事務局議案7ページ鷹岡地区16番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

　次に、事務局から補足説明願います。

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16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。
　鷹岡地区16番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）



事務局 　農地法第3条大淵地区11番・12番の譲受人と、農地法第5条大淵地区17番・18
番の譲受人、農作業の受託を受けた方です。改めて営農計画等についてのお話
をお願いします。

申請者 　前回お話した内容からの変更点として、無農薬栽培から農薬を使って収量を安
定させる形式としました。理想としてはＪＡＳ規格の有機無農薬栽培で付加価値を
つけたいと思うのですが、先日の委員会で、特にミョウガについては病気がでてし
まうと収穫が難しくなるというお話をいただきましたので、きちんと生産が安定する
よう農薬の使用も含めて臨機応変に対応していきたいと思います。主な作業は私
が三島から通って行う予定であり、手が足りない場合に提出した契約書の通り、富
士の方に手伝ってもらう予定です。

会長 　先日都合がつきましたので事務局職員と一緒に三島の農地を見てきましたが、
全体的な雰囲気としては耕作放棄地で、一部をきれいにして何かしらを植えてい
る状態でした。耕作放棄地はあちこちにあるような気がしますので、なぜこの場所
を選んだのか不思議に思います。営農型太陽光発電は、認定農業者の方などが
行うということであれば分かりやすいのですが、今後もこういった申請が出てくる可
能性がありますので、しっかりと聞き取り・質問を行ってご審議いただきたいと思い
ます。

事務局（報告者） 　場所は農地法第3条大淵地区11番と農地法第5条大淵地区17番は市立ふじや
ま学園の北側、同じく大淵地区12番と大淵地区18番は県立富士特別支援学校の
南の畑となります。この案件は2月からご相談させていただいておりますが、この場
所が選ばれた理由は不動産会社を通じて買ってほしいと頼まれ、この場所が青地
であることから営農型太陽光を行っていこうということで申請されております。2月の
委員会の際、三島市から通うというのは現実的ではないという指摘があったことか
ら、それを補完するものとして、お手元の「農作業受委託契約書」の通り市内の農
家と管理や作業についての契約を結んだとのことです。今日その受託する農家と
申請者が来ておりますので、お話を聞いていただいた上でご審議いただければ
思いますのでよろしくお願いします。

会長 　せっかく来ていただいておりますので、作業受託者の方もどういった経緯でこの
ような状況になったのかなどについてお願いできますか。

作業受託者 　自分でも農業をやっていますが、茶をはじめとした農産物の価格が低迷していま
す。畑の上に設置する太陽光発電で少しでも収入を補填するというのが未来の農
家の形ではないかと思います。今回の事業が上手く行けば、今後よりよい農業に
なっていくと思います。手伝うことで勉強できると思い、作業受託者として協力する
ことを決めました。とにかく、今後農家がどうなっていくのかという不安があり、自分
が体験して苦労していることが、今回の事業によって解決されるのではないかと感
じています。

会長 　農産物の価格低迷など、今後の農業の見通しが厳しいことは十二分に承知して
いますが、今のお話について委員の皆さんのご意見はいかがでしょうか。

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

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、支柱部分のみの一時的な転用であ
り、これについては農林水産省も推奨している転用の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。



申請者 　まず三島の場所の選定理由ですが、自分で三島市内を見て回り、耕作放棄地と
思われる場所を借りられないかと打診しました。2町歩ほど候補地を出し、その中
には今の場所より平坦で管理しやすい場所もあったのですが、借りることができた
のが今の場所になります。

委員（質問者） 　作業受託者の方は、ご自分の所有する農地において、今回のような営農型太陽
光発電事業を行うつもりはあるのでしょうか。

作業受託者 　自分は農業の他に土木事業も行っており、その中で太陽光発電の造成も行って
います。そういった業者さんとも取引があることから、色々な営農型太陽光発電事
業を見てきましたが、やはり正直にいってダメなところはダメですし、良いところは
しっかり良いものを作っています。しかし、自分で今からこの事業を行おうと思って
も、相当の費用がかかることからできる状態にはありません。ですが、この事業に協
力して勉強することで、いいものが作れるということが分かれば考えていきたいと思
います。

会長 　太陽光発電の電力買取価格が下がってきており、場合によって買取自体が行わ
れなくなるなどのリスクは発生しないのでしょうか。

申請者 　制度変更が予定されおり、買取価格は入札などによって決められるようになりま
すが、その時点で決められた金額については、20年保証されるという形で議論が
進んでおり、来年検討、再来年実施のようです。

会長 　売却額が下がる可能性というのはリスクではないのでしょうか。

申請者 　売却額が入札になるとしても、現在の東京電力の電力価格が20円位であること
を考えると、そこまで急激に下がるということは考えれないため、そこまでのリスクで
はないと判断しています。

会長 　三島で5反歩ほど耕作されているということですが、耕作放棄地の再生をするとし
ても、なぜ今の場所にしたのでしょうか。今年の3月から今回の話はされており、現
在まで相当の時間があったはずですが、現地は誰が見てもきちんとやっていると
判断できる状態になっていませんでした。営農型太陽光発電事業は、パネルの下
で農業がきちんと行われていなければ撤去してもらう必要があるものです。新規就
農ということであれば国からの補助があるはずですが、そういったものを利用せ
ず、今回のような形になったのはなぜでしょうか。

会長 　断るということはできなかったのでしょうか。

申請者 　借り入れは中間管理機構を通じて行っていますが、提示された場所を断って別
の場所にしてもらおうとすると、時間がかかると思いできませんでした。

会長 　新規就農ということで、少ない面積からはじめようとは思わなかったのですか。

申請者 　自分としては、経営をしていく上で収益があがる面積を最初からきちんとやって
いくことが大事だと思い、5反の借り入れとしました。



会長 　それであれば、借り入れた場所が何ヶ月かたってもきちんと耕作されている状況
になっていないのはなぜでしょうか。

申請者 　自分は新規就農となるため、大型農機などの機材を持っていません。営農型太
陽光発電事業とすることで、太陽光のオーナーさんからの経営委譲金をその資金
に充てようとしているため、現在は作業が追いついていない状況です。

会長 　新規就農ということであれば、補助金が出たり、技術指導や研修先の斡旋などの
サポートがあるのですが、そういったものを受けないでいきなり自分だけで営農型
太陽光発電事業を行おうと思われたのはなぜでしょうか。

申請者 　それが新しい形だと思ったからです。

委員（質問者） 　三島で借り入れている土地は、三島市から示され、本意ではないにしろ承知して
借り入れているということでよろしいですか。

申請者 　そのとおりです。

委員（質問者） 　新規就農して農業をやっていこうと覚悟していらっしゃると思いますが、それでし
たらまずその場所をきちんとして農家としてのノウハウを積み上げていくべきなの
ではないでしょうか。いきなり富士での申請ではなく、足場を固めてからの方が良
かったのではないでしょうか。

会長 　作業受託者の方は農業をされていらっしゃいますが、耕作放棄地を解消すると
聞いて、まず今の場所をしっかりしていこうなどのアドバイスはされましたか。

申請者 　自分が作業受託者の方にお願いしているのは富士のことだけですので、三島に
ついては見てもらっていません。現地が畑になっていないとのことですが、元々は
もっとひどく、ここ数ヶ月ずっと作業をやって今の状況になっています。

委員（質問者） 　前回オクラを2反歩作っているという話でしたので、三島の方はかなり進んでいる
のかと思っていたのですが、会長のお話からするとそうではないようです。年齢が
若いこと、耕作放棄地を解消したいということはプラスの材料ですが、まずは今借り
ているところをきちんとしてから富士での申請を出すのが手順ではないでしょうか。
農地法の許可の審査の中には、草刈りなどの管理がきちんとできているかというも
のがあります。自分だけの力で足りないということであれば、人を雇うなどして少な
くとも草を刈るくらいのことはしなければならないと思います。

会長 　その他にご意見はございませんか。

委員（質問者） 　農業をする際にある程度の面積で行いたいというのは理解できますが、作付け
予定のミョウガとブルーベリーは年1作の作物です。もし失敗してしまえば、その年
は収入が無いことになります。年2～3回収穫できる作物であれば、1回くらい失敗
しても他で挽回できるのですから、そういったものを作ろうとは思わなかったので
しょうか。



申請者 　そういったことの補填するために太陽光発電を行いたいのです。

委員（質問者） 　それでは太陽光発電の下で行う農業については、そこまで収入を見込んでいな
いということでしょうか。

申請者 　そんなことはありません。

委員（質問者） 　農業で収入を得るということであれば、これだけの面積に年1回しか収穫できな
いものだけを作るというのは相当怖いと思いますので、せめて年2作できるものにし
ないのでしょうか。

申請者 　営農型太陽光発電事業では、パネルが無い場合の収量の80％以上を確保する
必要がある関係から作れる作物については一定のものになってしまいます。その
中で農業としての継続性や管理のしやすさなどを考慮してミョウガとブルーベリー
を選定しています。

事務局 　営農型太陽光発電事業はその地域で取れる同じの作物の収量の8割以上であ
る必要があり、それを毎年農業委員会で審査することになります。単年作物であれ
ば収量が明確に分かり、満たせない場合にはパネルを撤去するというリスクがある
ことを承知した上で今の計画となっています。

委員（質問者） 　次年度から収量の8割を確保するということでしょうか。

申請者 　ブルーベリーについては、木が大きくなって収穫できるようになるまで5年以上は
かかる計画になっています。

会長 　やはり今借りている三島の場所がきちんと耕作できる状態になっていないという
ことが問題になります。そちらできちんとできていて、その上で富士市でも始めると
いうことであればいいのですが、できていない現状ではまずそこを改善してもらわ
なければ農業委員会として許可は出せない状況です。

事務局 　いきなり結果がでないものですが、木の生育状況などを見ていただいて、これで
は収穫できない状況であるなどの審査をしていただくことになります。

会長 　遮光したり、霜が降りないようにするということであれば、お茶はどうでしょうか。

作業受託者 　現在の茶価では、相当な面積でなければ生活できるだけの収入を得ることが難
しく、新しく木を植えて行うというのは現実的では無いと思います。耕作放棄地を
利用するというのはそこまで難しいものなのでしょうか。

　営農型太陽光発電事業は、やはり営農がしっかりなされると判断できなければ許
可を出すことはできません。耕作放棄地を解消したいという気持ちは素晴らしいと
思いますが、やはりまず現在借りている場所をしっかりやることが先だと思います。

委員（質問者）



委員（質問者） 　農業で稼ぐというのが主では無く、太陽光発電事業で集めたお金を使って耕作
放棄地をきれいにしていくということのようですので、本来の趣旨とは逆になってい
るように思います。農家である作業受託者の方がきちんとやってくれるという条件
をつけて経過を見ていくというのはいかがでしょうか。

会長 　この後審議を行い、許可するかどうかについての結論を出したいと思います。

事務局 　それではこれで聞き取りを終了したいと思います。申請者、作業受託者は退出し
てください。

会長 　今の話を聞いて、結論を出さなければならない時期に来ていますが、皆さんのご
意見はいかがでしょうか。

事務局 　耕作放棄地解消の取り組みを、なぜ三島できちんとできるようになってから富士
で申請するようにしなかったのかというのが皆さんの疑問だと思います。

申請者 　それに関しては、縁があって富士市の農地所有者さんからお話をいただいたの
ですが、そちらは2年くらい前から動いています。自身が三島市に在住しており、
法人を立ち上げたのも三島市ですから、三島市でも持たなければいけないという
ことになり、後から動いたのが今の場所になります。

作業受託者 　自分は今まで農家として努力してやってきていますので、自分がやる以上は、周
りの農家の方から素晴らしいものができたではないかと言われるようになるよう協力
していきたいと思っています。私は別の方の営農型太陽光発電事業にも協力して
います。そちらでは様々な問題がでることはありますが、それに対して改善をきち
んと行い、しっかりしたものになっています。

申請者 　その点に関しては異論はありませんし、皆さんのおっしゃる通りだと思います。自
分としても既に計画は立っていて、人を入れるなどして早く農地の状態にしたいと
思っていますが、それだけの資金が無く、一人でできる限りのことはやっていま
す。今回の富士での申請を通じ、耕作放棄地解消の心強い味方として作業受託
者の方と知り合うことができました。富士の耕作放棄地を解消することができたら、
三島の方もお願いしたいと思っています。

事務局 　実際にやってみて判断するという考え方がありますので、計画が疑わしいという
だけで却下することは難しいと思われます。

委員（質問者） 　もし途中できちんとした営農を行わなくなっために事業を止めさせたい場合、ど
のような対応になるのでしょうか。

事務局 　まず勧告を行うことになります。

委員（質問者） 　強制力はどのくらいあるのでしょうか。



事務局 　勧告以上ということであれば、国で動いてもらうことになりますが、ＦＩＴ法の認定
取り消しがあります。その場合電力会社が買取を行わなくなりますので、太陽光パ
ネルを設置していても利益を得られなくなることから、事業者はパネルを別のところ
に移動することになると思います。

委員（質問者） 　一番簡単なのは、実際に作っている人が作っているところに設置するというもの
ではないでしょうか。

事務局 　お茶などは多少遮光しても収量の8割を確保することは難しいことではないと聞
いていますので、そういったものが増えていくのではないかと思われます。

委員（質問者） 　色々考えていらっしゃるようで、こちらの質問に対して回答がありましたが、それ
は将来のことでわからないものです。「きちんとやります」などというのは誰もがそう
答えるはずです。疑わしいという理由だけで却下することができない以上、きちん
と条件を付して順守させるしかないのではないかと思います。

会長 　浜松市では既に相当の件数が提出されていると聞いていますので、そちらでの
許可条件などを聞いてみて参考にするというのはいかがでしょうか。

委員（質問者） 　浜松市に限らず先進都市の事例を聞かせていただいて、それを元に富士市で
の許可条件を考えた方がいいと思います。

会長 　許可条件についてはきちんと考える必要がありますので、事務局で情報の収集
をお願いしたいと思います。

委員（質問者） 　どうも話がソーラーがありきになっているように思われます。

事務局 　この案件自体は3月くらいからお話させていただいており、相当に時間が経過し
ています。条件を付して許可とし、守られない場合には取り消すという形式が一般
的になります。

委員（質問者） 　営農型太陽光発電事業で、更新が却下されたり、撤去命令が出されたりした案
件はあるのでしょうか。

委員（質問者） 　今日の委員会で決定を出さなければならないのでしょうか。農業が実際にできる
かどうかを見てから許可するというのはできないのでしょうか。

委員（質問者） 　農業をやっている地主さんが自分のために設置するのならまだ分かるのです
が、土地を他の人に貸して、その人の収入のために設置するというのはどうも腑に
落ちない感じがします。

事務局 　静岡県下においてはありませんが、沖縄県であったことが新聞に掲載されており
ました。これは沖縄県が動いたようで、ＦＩＴ法の認定取消となった事例です。



　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 　次に須津地区20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ページ須津地区20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 　北部地区19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。
　北部地区19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） 　場所は青葉台小学校の西側の道路を北に進み、新東名高速道路にぶつかる10
ｍくらい手前の東側にあります。奥にある農地に入りづらいということから広げるた
めに申請となったそうです。現地を確認すると、すでに三角形にきって通行路と
なっており、いまさら農地に復元するということはできないのではないかと思いま
す。手前の家も進入路として使用しているようで、確かに狭く、拡幅の必要があり
やむをえないかと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

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 　次に北部地区19番について、事務局から説明願います。

事務局 　（事務局議案7ページ北部地区19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）

会長 　結論としては条件を付して許可するか、却下するかのいずれかとなります。他市
を参考にして作成した条件を付して許可するということでいかがでしょうか。

会長 　ご意見は様々あると思いますが、そろそろ決をとりたいと思います。その他ご質
問等はございませんか。

　（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 　須津地区20番についてご質問ございませんか。

　（質問なし）

　次に、事務局から補足説明願います。

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。

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　須津地区20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） 　場所は通称沼津線を東に進み、赤渕川を越えて二つ目の信号を南に200ｍくら
い行ったところです。譲渡人の父が所有していたときに既にお金のやりとりは終
わっており、実質上譲受人の土地として使用されている状態です。年齢などを考
え、問題が無いように手続きを行いたいとのことです。現地を確認したところ、周辺
はほとんど宅地で周辺農地への影響は無く、きちんと管理されていて何ら問題な
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

　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9ページの議第24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10番について、事務局から説明願います。

事務局 　（事務局議案9ページ大淵地区10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） 　場所は大淵第二小学校から東に800ｍほどの山林に囲まれた地域になります。
現地を確認したところ、竹林と杉林になっており、70年は経過しているようで農地
への復元は困難と思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。

会長 　大淵地区10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10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。

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。



令和元年7月11日　

農業委員会会長

同委員

同委員

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。

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。

　以上で議事はすべて終了しました。

事務局 　はじめに議案10ページをご覧ください。
　報第35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11ページをご覧ください。
　報第36号　取消願いの報告についてですが、売買契約が不成立になったことに
よるものであり、受理したことをご報告いたします。件数1件。
　今月の報告案件については以上です。


