
1.開催日時　　令和元年8月9日(金)　午前 9時30分から　10時12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  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

4. 欠席委員　
 1番　 望月　稔
19番 伊藤　博

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8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13番佐藤正職君、14番藤田博史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、田子浦地区17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ページ田子浦地区17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 　富士地区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。
　富士地区16番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

委員（報告者） 　場所はＪＡ富士市ふれあいセンターの前の道を北上し、東名高速道路のガード
をくぐってから左折し、側道を200ｍ位進んで右折すると鈴木医院という病院があり
ます。そこから100ｍくらい北に行った右側にあります。譲渡人は譲受人からみて
おばにあたる人です。高齢のため耕作管理ができないことから売却したいとのこと
です。譲受人はイチゴ・水稲・露地野菜の専業農家で、認定農業者の方です。自
宅の近くの農地を取得したいとのことです。現地を確認したところ、申請地は水稲
と裏作にキャベツを作っているとのことでした。周辺は宅地分譲が進んでいる場所
ですが、農地として使用することに問題はないと思われます。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 　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25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。
　富士地区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5ページ富士地区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。

　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25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39号　取消願いの報告についてまでの、計6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 　今泉地区18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。
　今泉地区18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（報告者） 　場所は新東名高速道路の北側で、富士西公園の北西500ｍくらいの凡夫川の南
側です。賃貸人は県外に居住しているため耕作管理ができないことから、賃借人
が貸借して耕作を行うとのことです。現地を確認したところ、すでにショウガや里芋
などが植えられておりきれいに管理されていました。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。

　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、今泉地区18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ページ今泉地区18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 　田子浦地区17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。
　田子浦地区17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（報告者） 　場所は大渕のタカラパチンコから北に400ｍくらいのところにあります。今回譲渡
人により土地境界を測量したところ、現況境と筆界に差異があることが判明したた
め、現況境に合わせるために譲渡したいとのことです。譲受人は申請地の隣接地
に桃の木を植えており、雇用従事者が管理しているため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 　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。
　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。



事務局（報告者） 　場所は先ほど農地法第3条の田子浦地区17番で説明した場所のすぐ東側で
す。現状を確認したところ、砂利が敷かれておりました。以前は近くの会社の駐車
場として利用していましたが、現在は特に利用していないそうです。譲受人は富士
山フロント工業団地の南側で障がい者施設を運営していますが、そこが富士山フ
ロント工業団地の拡張に伴い移転する必要があるため、申請地を選定したとのこと
です。農地として使用するには適さない場所ですので、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 　次に、事務局から補足説明願います。

　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、大渕地区22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ページ大渕地区22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 　大渕地区21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。
　大渕地区21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） 　場所は主要地方道富士白糸滝公園線の八王子の交差点から北西に路地を
入った先にあります。現地を確認したところ、住宅の脇を奥に入るような形になって
おり、砂利が敷かれて駐車場になっていました。また、申請地北側の住宅の通路
にもなっていました。申請地の東側に茶畑がありますが、一段高くなっていて、同
一の畑として耕作するのは難しいと思われます。南側は普通の畑で落花生とサツ
マイモが耕作されていました。申請地は袋小路になっており、農地として使用する
のには適さないことから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。

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、議案6ページの議第26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。
　大渕地区21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ページ大渕地区21番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。



　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、原田地区23番について、事務局から説明願います。

会長 　大渕地区22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。
　大渕地区22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 　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。

　（事務局議案7ページ岩松地区11番　朗読）

　原田地区23番についてご質問ございませんか。

事務局 　（事務局議案6ページ原田地区23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） 　場所は富士見台団地の一番東の北端で、認定こども園富士見台リズムの北東
100ｍくらいの新東名高速道路の側道のすぐ近くです。譲受人は県外でも障がい
者福祉施設を運営するＮＰＯ法人で、申請地で障がい者を対象とした農業を取り
入れた授産施設を設置したいとのことです。譲渡人は以前は酪農を行っていまし
たが、自宅及び牛舎が新東名の用地にかかったことから酪農はやめて農業を行っ
ていました。申請地は元々茶畑で、今は茶の摘採は行っていないとのことです。
代理人の行政書士にも確認しましたが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。

　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7ページの議第27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。
　岩松地区11番について、事務局から説明願います。

事務局

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

　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　原田地区23番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）



　次に議案8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。

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　岩松地区11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、松野地区12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ページ松野地区12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 　岩松地区11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） 　場所は岩本山を登って富士宮に向かうと、富士宮との境の近くにコンビニエンス
ストアがありますが、その交差点を西に100ｍくらい行った少し南側にあります。現
地を確認したところ申請地は住宅で、以前からそのような状況になっていることが
確認できました。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。

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

　（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12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

委員（報告者） 　場所は主要地方道富士富士宮由比線沿いで、秀村医院の交差点から南に2.5ｋ
ｍくらい行ったところです。申請地は元々田んぼで、道路の拡幅に伴い当時の面
積からは少なくなっていると思われます。現地を確認したところ、20～30年くらいの
檜の木が生えており、農地への復元は困難と思われます。申請地周辺は杉や檜、
雑木林となっており、周辺への影響は無く、なんら問題ないかと思われます。ご審
議のほどよろしくお願いします。

会長 　松野地区12番についてご質問ございませんか。



令和元年8月9日　

農業委員会会長

同委員

同委員

事務局 　（事務局議案4ページ｢専決報告｣朗読）

　以上で議事はすべて終了しました。

事務局 　はじめに議案8ページをご覧ください。
　報第37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9ページをご覧ください。
　報第38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3件。
　次に議案10ページをご覧ください。
　報第39号　取消願いの報告についてですが、事業区域が変更になったことによ
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。

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。

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。


