
1.開催日時　　令和元年10月11日(金)　午前 9時30分から　10時55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
 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　
 7番　 植松　博文
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

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10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18番涌田充尚君、19番伊藤博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 　元吉原地区20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。
　元吉原地区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） 　場所は株式会社興和の富士工場の東隣で北側に国道1号線が通っているところ
です。現在は田んぼとして耕作されています。譲渡人は相続により取得しました
が、遠方に在住していることから管理ができないとして売却を希望していました。譲
受人は申請地を購入して農業経営の拡大を図りたいとのことです。譲受人は今年
の2月にも申請地の少し南側の田にて農地法第3条の許可を得ており、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33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。
　元吉原地区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5ページ元吉原地区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。

　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33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48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8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）

　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 　次の大渕地区21番につきましては、11番長尾委員が利害関係人となりますの
で、一旦退席となります。

事務局 　（事務局議案5ページ大渕地区21番　朗読）

　（11番長尾委員退席）

　それでは大渕地区21番について事務局から説明願います。



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） 　場所は富士グリーン工業団地から北に400ｍくらいのところで、譲受人の自宅の
すぐ隣にあります。現在既に譲受人がブルーベリーを栽培しています。譲渡人が
高齢のため耕作管理ができないことから正式な売買を希望し、譲受人が借りてい
ることからそれを承諾したため申請に至ったとのことです。一部山林もありました
が、伐採して畑地への復元が完了しており、耕作に支障はありません。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 　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）

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。
　審議が終わりましたので、長尾委員には着席していただきます。

会長 　次に、須津地区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5ページ須津地区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。

　（11番長尾委員着席）

委員（報告者） 　場所は国道1号線を東に進み、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ中里店の南側の信
号を南に行くと、ＪＲ東海道線と国道1号線の間を通る道があるのですが、そこを西
に進み、昭和放水路から300ｍくらい進んだ右側にあります。申請地が平成10年
に競売になった際、譲受人の父が購入を希望したのですが、農地法第3条の受人
の資格が無かったため、親戚である譲渡人の名義としたとのことです。その後譲渡
人が高齢になったことと、譲受人が農地法第3条の受人の資格を得たことから、今
回の申請に至ったとのことです。現地を確認したところ、そこそこきれいに管理され
て野菜などが作られている状態でした。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 　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。

会長 　次に、議案7ページの議第34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。
　鷹岡地区5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5番　朗読）

会長 　須津地区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。
　須津地区22番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　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23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ページ須津地区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。

委員（報告者） 　場所は須津川の東側で、新東名高速道路の北約200ｍのところにあります。譲渡
人は相続で農地を取得しましたが、管理が難しくなったことから売却を検討したと
ころ、専業農家である譲受人との間で話がまとまったとのことです。申請地は50年
位前に譲受人の父が購入したのですが、名義変更がされずにいたので、今回正
式に申請を行うとのことです。現地を確認したところ茶畑で、周辺の譲受人の茶畑
と同様にきれいに管理されていました。譲受人は前農業委員であり、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 　須津地区23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。
　須津地区23番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）



事務局 　（事務局議案8ページ大渕地区27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 　鷹岡地区5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5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（質問者） 　植林ということは、地目を山林に変更するということでしょうか。

事務局

委員（報告者） 　場所は天間にある鷹岡病院を北に行き、西富士道路の側道の南側にあります。
申請地の周辺ですが、西側は天間沢という川があり、川の法面に生えている雑木
がかかる状態で、南側はここ数年放置されている耕作放棄地、東側と北側は西富
士道路の法面で、10ｍ以上高いところを道路が通っています。以前は茶畑だった
のですが、霜にあうなどして収穫ができず、管理もできないことから草刈り機で刈り
込んで草が出ないようにしているのですが、川から雑草が入ってきてしまうため草
は生えていますがそこまで大きくはなっていない状態です。植林しても周辺の農
地への影響はほとんど無く、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、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、植
林転用につきましては、県より植林転用基準が示されており、その中で、周辺農地
に影響が無く、農業委員が止むを得ないと認めれば許可することができるとされて
います。

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

　植林による地目変更につきましては、植林開始後5年以上経過し、現地が山林
の様相を呈すれば可能ということになっています。それまでの間は、木が植えられ
ている畑という扱いになりますが、最終的には山林への地目変更を予定しての申
請となります。

会長 　その他にご質問等はございませんか。

　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。

会長 　次に、議案8ページの議第35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27番について事務局から説明願います。



事務局（報告者） 　場所は大淵の穴原という地区になります。凡夫川にかかる釈迦堂橋から南東に
200ｍくらいの場所です。結構狭い道を進み、さらに奥に入ったところでした。現地
を確認したところ、直径70～80ｃｍくらいの栗の木が生えていたようですが、既に
切って処理されており、根っこの部分が1ｍくらい残っている状況でした。草などは
刈られており、きれいになっていました。譲受人は申請地の隣地の人であり、その
住宅敷地の拡張ということですので、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 　次に、大渕地区28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28番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

　（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 　大渕地区27番についてご質問ございませんか。

会長 　その他にご質問等はございませんか。

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。

事務局 　おっしゃる通りです。そのため一体の申請となっています。

　（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27番についてご異議ございませんか。

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

委員（報告者） 　場所は特別養護老人ホーム「月のあかり｣の南西約400ｍくらいのところにありま
す。今回の譲受人は3回目の申請となります。譲受人は新環境クリーンセンターの
建設工事を行っており、その工事用車両の駐車場と資材置場が不足したため、申
請地を賃借したいとのことです。譲渡人は高齢であり、後継者もいないことから耕
作管理ができず、ひとに頼んでお茶刈りをしてもらっていたそうです。そのような状
況のため、借りてくれる人がいれば貸したいという希望を持っており、今回の申請
となったそうです。現地を確認したところ茶畑でしたが、ここ数年手入れがされてい
ないようで少し荒れかかっていました。周辺はお茶畑などですが、期限付きの一
時転用であり、譲受人に期間終了後に農地へ復元すること、周辺農地へ影響が
無いよう配慮することは伝えてあり、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。

委員（質問者） 　地目が山林のものが3つありますが、これは現況が農地ということでしょうか。



会長 　次に、吉永地区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9ページ吉永地区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。

　（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16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。

委員（報告者） 　場所は富士本中町という地区になります。不動沢にかかる富士本栄橋から北に
50ｍくらい行ったところの左側にあります。申請地は申請人の自宅の入口にあり、
現在通路と一部駐車場になっています。今回離れの増築を行おうとしたところ、敷
地の一部に農地が残っていることが判明したため、今回の申請に至ったとのことで
す。議案にある通り、昭和44年以前から宅地として使用しているということですの
で、なん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 　大渕地区16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9ページの議第36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。
　大渕地区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9ページ大渕地区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。

　（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28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 　大渕地区28番についてご質問ございませんか。

会長 　次に、事務局から補足説明願います。

事務局 　本案件は、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。

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ページから21ページをご覧ください。
　報第45号　農地法第18条第6項の規定による通知書の受理についてですが、こ
れは双方同意の上、届出を行えば賃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48件。中間管理事業への切り替えに伴う利用権の解約に
より件数が増えております。
　次に議案22ページから23ページをご覧ください。
　報第46号　農地返還通知書の受理についてですが、これは双方同意の上、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6件。
　次に議案24ページをご覧ください。
　報第47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25ページをご覧ください。
　報第48号　農地法第5条第1項第6号の届出にかか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処理し、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。

　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）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　吉永地区17番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

委員（報告者） 　場所は吉永第二小学校から北に進み、1ｋｍは行かないくらいのところにある陽
光台という地区の入口の近くです。現地を確認したところ、南側は住宅地に隣接し
ており、東側も道路を一本隔ててやはり住宅地がありました。近隣に迷惑をかけな
いためか、境界から5ｍくらいまでのところは植林されていませんでした。見たところ
植えてから5年以上は経過しているようで、木の高さが3ｍくらいはありました。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 　吉永地区17番についてご質問ございませんか。



令和元年10月11日　

農業委員会会長

同委員

同委員

　以上で議事はすべて終了しました。


