
1.開催日時　　令和元年9月10日(火)　午前 9時30分から　10時22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
 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　
 4番　 荻田　丈仁

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9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15番鈴木惠一君、16番安藤公男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 　最初に、議案5ページの議第28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。
　大渕地区19番について事務局から説明願います。

　場所は青葉台小学校から1.5ｋｍくらい北に行った新東名高速道路の南側で、少
し窪地になっているところです。譲渡人は体を悪くして耕作管理ができなくなった
ことから売却を希望し、譲受人に話をしたとのことです。譲受人は農事組合法人の
メンバーの一人で、お茶をやっているのですが、今回の申請地では香花などの切
花をやっていきたいとのことです。現地を確認したところ、栗の木やお茶の木が植
えられていましたが、手入れができていない状態でした。譲受人側できれいにする
とのことですので、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

　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 　大渕地区19番についてご質問ございませんか。

事務局 　（事務局議案5ページ大渕地区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。

委員（報告者）

　次に、事務局から補足説明願います。

事務局

　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28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44号　取消願いの報告についてまでの、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）

　（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19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6ページの議第29号　農地法第4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。
　松野地区4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ページ松野地区4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。
　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。



　（質問なし）

　次に、事務局から補足説明願います。

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7月に農地法第3条の許可申請がされた場所で、松野まちづくりセンター
から100ｍほど北東のところにあります。周辺にはパン工場や老人福祉施設、ま
た、それらの駐車場などがあるところです。申請人は兼業農家の方ですが、購入し
た土地が湿地で、作業機械が埋まってしまい効率が悪いことから、南側に隣接す
る自身が所有する施設の駐車場として利用したいとのことです。申請地周辺は、
水田と草刈りだけがされている休耕田、一部に草丈2ｍを超える草が生えている耕
作放棄地が見られる地域です。今回の申請は駐車場ということで、日照や排水等
の周辺農地への影響は無く、耕作放棄地になるよりは有効に利用され、適切に管
理される方が良いと思われます。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、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 　松野地区4番についてご質問ございませんか。

会長

委員（報告者）

　他に質疑ございませんので、裁決に移ります。
　松野地区4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4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。

　場所は県立富士見学園の少し南側で、希望ケ岡2丁目の団地のすぐ西側になり
ます。現地を確認したところ、木がはえるなど何年も手入れがされていない状態で
した。申請地周辺も同様に荒れている状態であり、農地としての利用は難しいと思
われます。太陽光パネルの設置ということですので、以前から太陽光発電事業に
ついては色々と出てきていますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

　それでは、担当委員より説明をお願いします。

会長 　次に、議案7ページの議第30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24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ページ大渕地区24番　朗読）

会長



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。
　譲受人は大阪の法人ですが、その会社では既に相当規模の太陽発電事業を
行っています。譲渡人は相続により取得しましたが、管理できないことから売却を
希望し、不動産屋の紹介で今回の申請に至ったとのことです。次の案件もそうで
すが、住宅街の近くの荒れた農地の場合、近隣住民から雑草などの苦情が寄せら
れることがあり、そのままにしておくのも迷惑になってしまうということも含めてご審
議いただければと思います。また、太陽光パネルの設置についてですが、パネル
の下で農業を行う営農型の場合は、農業を行うことが主であり、本当に農業ができ
るのかを審査するのですが、単純な設置を行う場合は、転用して農地ではなくなる
という扱いですので、許可要件を満たすのであれば、設置すること自体に問題は
無いと思われます。

会長 　大渕地区24番についてご質問ございませんか。

　農林水産省のホームページでは資料が公開されており、今までの太陽光発電
施設への転用に関する問題点なども出ています。主に環境に対する問題、土砂
災害に対する問題、反射光による問題があげられています。富士市では富士山の
景観などもありますので、富士市にあったチェックリストを作成し、その項目に合う・
合わないというような形で審議を簡素化することが望ましいのではないかと思いま
す。

委員（質問者） 　地図を見ると申請地の西側は住宅地ですが、隣接する場所に同じような荒れた
農地があるということですので、今回許可をすると、それらについても同じような申
請がなされ、太陽発電施設ばかりになるという可能性もあるのでしょうか。

委員（報告者） 　十分ありえると思います。

委員（質問者）

事務局

委員（質問者） 　今回は農地法第５条の申請だけで問題ないのでしょうか。

　今回の申請は所有権の移転と地目変更を同時に行いますので、5条申請のみで
問題ありません。今までの農地法第3条と同時に申請されているケースは、太陽光
パネルの下で農業を行う営農型といわれるものでしたが、今回の申請はそれにあ
たらないものです。

委員（質問者） 　富士市だけの基準として、条例などの強制力をもった規定などは定められてい
ない状態なのではないでしょうか。

　今回のようなケースで、太陽光パネルに反射した光により近隣から苦情が出た場
合、農業委員会で許可を出しているとされると困った状況になると思われます。

委員（質問者）

事務局 　以前の太陽光発電では電力が確保できるように角度をつけていましたが、今は
上に向けたり、反射が少ないパネルを使用するなど、業者の方でも苦情が出ない
ように改善しているとのことです。

委員（質問者） 　近隣住民への説明責任などはあるのでしょうか。

事務局 　農地法上義務として課されてはいません。



　他にご質問等ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　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。

事務局

事務局 　（事務局議案7ページ大渕地区25番　朗読）

会長 　次に、大渕地区25番について、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。
　大渕地区24番についてご異議ございませんか。

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

　国の方針では第3種農地については原則許可とされており、第2種以上では代
替性を検討して他に適地がなければ許可することとされています。

委員（質問者） 　国自体に農家・農業を守ろうとする考え方がなくなってきているように思います。

会長

事務局

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

会長

会長 　大渕地区25番についてご質問ございませんか。

　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） 　場所は中野の交差点から西に行き、タカラパチンコの100ｍくらい北側にありま
す。現地を確認したところ、種が飛ばないようにするためか50ｃｍくらいのところで
刈ってありました。ただ、刈ってあったのは申請地の部分だけで、その南側はまだ
伸びている状態でした。譲渡人は本業が別にあり、農業まで手が回らないというこ
とで、今回譲受人に売却し、太陽光発電施設を設置したいとのことです。申請地
は石だらけのザラザラした土地で、耕作が不可能とまではいきませんが、あまり効
率良くできるようなところではありませんでした。先ほど同様、ご審議のほどよろしく
お願いします。

会長 　富士市は富士市なりの基準をもって対応しているのでしょうが、やはり一定以上
は難しいのではないかと思います。

委員（質問者） 　富士山の景観等の観点から、行政として一定の基準を定める必要があるのでは
ないでしょうか。

事務局 　県道76号線より上で太陽光発電施設を設置する場合は、環境総務課へ書類を
提出することになっています。

委員（質問者） 　農地法第5条で太陽光発電施設への転用が提出されたのは今回が始めてです
から、許可をすると今後同じような案件についても許可することになりますので、慎
重な審議をお願いしたいと思います。



　荒れているよりも管理している状況が良いというのは私も賛成ですが、近隣の人
が草で困るという状況に対して、太陽光を設置して管理するということについて、
回覧板等の手段で周知する必要があると思われます。

事務局 　今回は境界の関係から隣接している住宅には話をしているとのことですが、工事
に入る際は、近隣の住民に対してあいさつ回りをしてから着手するようにという話
はしております。

会長 　他にご質問等ございませんか。

委員（質問者） 　譲受人は以前に営農型の申請をされていましたが、今後はこの形で申請されて
いくのでしょうか。

　次に、事務局から補足説明願います。会長

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大渕地区25番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　（質問なし）

事務局 　以前に申請された営農型は、申請地が農用地区域内農地で転用が不可能であ
り、唯一可能である農業を前提とした太陽光パネルの設置を行うという一時転用の
申請となったようです。今回の申請地は白地であり、また、住宅街のなかの第3種
農地ですから転用は可能な場所です。今回と同じような住宅街の中の荒れた農地
で申請が出てくることは考えられますが、近隣住民から雑草等の苦情が出る状況
ですので、不許可としても解決にはならない場所です。住宅街の中の耕作放棄
地・荒地については、適切に管理されるということであれば、ある程度農地以外の
形であっても耕作放棄地対策として認めていかなければならないのではないかと
思います。

委員（質問者）

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(株)タカキューの本社の北西になります。譲渡人と譲受人の一人が同じ
人であったため疑問に思い代理人の行政書士に確認したところ、もう一人の譲受
人がその人の子どもで、お金はこの人が出すのですが、分家住宅を建てる権利が
相続により名義人となった譲渡人にしか無いため、連名での申請となったそうで
す。以前に隣接する北側で譲渡人の弟さんが同じように分家住宅の許可を得て
おり、近隣農地への影響は無いため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。

会長 　次に、大渕地区26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ページ大渕地区26番　朗読）



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 　大渕地区26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26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31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。
　鷹岡地区13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ページ鷹岡地区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） 　場所は鷹岡病院から700ｍくらい北にあります。西富士道路の側道から申請地ま
で下がっていく細い道があるのですが、その周辺はほとんど管理がされていない
山林でした。現地を確認の際、ちょうど測量している人がいたので話を聞いたとこ
ろ、周辺は山林だが、申請地はほかより一段低く耕作可能な土壌であったため農
地としていたのではないかとのことです。申請者は相続により申請地を取得してい
ますが、農地への復元は不可能ということで今回の申請となったとのことです。現
地は入っていくのもやっとの山林となっており、農地への復元は現実的ではないと
思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。

会長 　鷹岡地区13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。

会長 　次に、大渕地区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8ページ大渕地区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。



事務局 　都市計画法により調整区域の線引きがされた昭和47年より前から建物がある場
所については、転用ではなく非農地申請で対応しております。

会長 　他にご質問等ございませんか。

委員（質問者） 　申請地の両側が宅地で農地への復元ができないというのは分かるのですが、宅
地への転用では無く、非農地申請でいいのでしょうか。

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

事務局 　（事務局議案8ページ大渕地区15番　朗読）

会長

委員（報告者） 　場所は八王子本町公会堂から南西に400ｍくらいのところの住宅地の間にありま
す。現地を確認したところ、5～10ｍくらいの樹木が生えており、下草刈り等の管理
はしているようですが、農地への復元は現実的ではない状況でした。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 　大渕地区15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。

委員（報告者） 　場所は大淵一丁目に法仙寺というお寺があるのですが、そこから300ｍほど南に
行った住宅地が続くところにあります。相続のときに農地のまま残っていることに気
付かず、そのままになっていたとのことです。申請地は入口のところから幅5ｍ位で
住宅の奥まで続いており、浄化槽や住宅が設置されているため農地への復元が
できるような状況ではありませんでした。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 　大渕地区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。
　大渕地区14番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　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。

　（質問なし）

　次に、大渕地区15番について、事務局から説明願います。

　（異議なしの声あり）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大渕地区15番についてご異議ございませんか。
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農業委員会会長

同委員
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　（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。

　（異議なしの声あり）

事務局

　（質問なし）

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

　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。

　次に、議案9ページの議第32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。

　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。

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。

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。

事務局 　はじめに議案10ページをご覧ください。
　報第43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1件。
　次に議案11ページをご覧ください。
　報第44号　取消願いの報告についてですが、所有権移転原因が変更になった
ことなどによるものであり、受理したことをご報告いたします。件数3件。
　今月の報告案件については以上です。

事務局 　（事務局議案4ページ｢専決報告｣朗読）


