
1.開催日時　　令和元年12月12日(木)　午前 9時30分から　10時20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12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3番町田玉江君、4番荻田丈仁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。



　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40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57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

委員（報告者） 　場所はJR富士川駅から北西方向に直線距離で約１ｋｍ、道路で走ると約2kmのと
ころにあります。委員と農地利用最適化推進委員と現地を確認しました。申請地の
西側に譲受人の農地があり、水路をはさんだ反対側に譲渡人の農地があります。
この場所は80年くらい前にトンネル工事の土砂の処分地となり、申請地の近くを流
れていた川が埋め立てられることになったため、まっすぐな水路がつくられました。
その後40年くらい前に水路に沿って農道が整備されています。埋め立て等を行っ
たことで公図から変わっているということで、平成19年に測量を行い新しい公図が
作られました。そのようなことから、譲渡人の農地が水路で分断される形となってし
まい、そこを何十年も前から譲受人が使用しています。この地域は主にミカンの栽
培を行っており、譲受人も繁忙期は親戚5、6人に来てもらって収穫をしているそう
です。譲受人はまじめな方で、一日の大半を畑で過ごしており、その休憩小屋兼
倉庫が今回の申請地にあります。他人名義の土地の上にいるのが嫌だということ
で今回の申請となったそうです。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。

　（事務局議案3ページ｢議題｣朗読）

事務局 　（事務局議案5ページ富士川地区24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 　富士川地区24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。
　富士川地区24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 　最初に、議案5ページの議第40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。
　富士川地区24番について事務局から説明願います。

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、原田地区25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ページ原田地区25番　朗読）

　場所は三ツ沢公会堂からの200ｍくらい西側です。議案にあるとおり譲渡人は高
齢のため耕作が難しい状況であり、10年ほど前から利用権の設定により譲受人が
耕作を行っています。譲受人は茶工場を経営しており、5町歩以上を耕作する専
業農家であります。今後規模拡大を図っていきたいということで申請地を購入した
いということです。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。

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）

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 　原田地区25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。

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

　（異議なしの声あり）

　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、吉永地区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5ページ吉永地区26番　朗読）

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。

委員（報告者） 　場所は桑崎公会堂から200ｍくらい西に行ったところにあります。推進委員と現地
を確認したのですが、譲渡人は千葉に引っ越しており、直接話を聞くことはできま
せんでした。譲受人の娘さんが富士に引っ越してきてポポーという果物を育てると
のことです。苗は200本位用意できているとのことで、今回の申請地のうち北側は
地面に直接苗を定植し、南側は道路に近いところではポットで苗を育て、奥では
北側と同じように地面に苗を定植する予定だそうです。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。



会長 　吉永地区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。
　吉永地区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41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。
　大淵地区7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7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） 　場所は大淵まちづくりセンターから北に100ｍくらいのところにあります。現地を確
認したところ、すでに砂利が敷かれて平らになっており、すぐに駐車場になる状態
でした。代理人に確認したところ、申請人は数年前から草刈り等の作業をすること
が難しくなっており、そのため近隣の方に管理をお願いしたところ、いつの間にか
現在のような状況になってしまっていたとのことです。一人に貸すことはしたくない
とのことで、何人かで共同で借りるそうです。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。

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 　大淵地区7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7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。

会長 　次に、議案7ページの議第42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。
　大淵地区29番、30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 　（事務局議案7ページ大淵地区29番、30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） 　場所は新環境クリーンセンターの建設場所の近くにある特別養護老人ホーム
「月のあかり」の北西約300ｍのところで、仲村製茶の工場のすぐ北側にあります。
大淵地区29番の方は元々茶畑だったそうですが、現在は茶の木はこいでありまし
た。ここに通じる道はあるのですが、狭くてダンプの通行が難しいことから大淵地
区30番を進入路として使いたいとのことです。こちらは現在手入れのされていない
茶畑の状態です。譲受人に確認したところ、茶価が安く辞める農家が多いことか
ら、荒れてしまった畑に対して、譲受人の方から土採取をさせてもらえれば、戻す
際にきちんとした黒土をいれ、段差の解消も行うという話をしたところ、支障はない
ということから今回の話となったそうです。今回の申請地の北の方でも同じ譲受人
が同様の土採取を行っており、そちらではきちんと許可を受けていることや工期に
ついての看板を設置しています。真面目にやっている業者さんんですので、採取
後にきちんとした農地に戻すことを約束いただいて話が終わりました。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、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、3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。

会長 　大淵地区29番、30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29番、30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） 　譲受人は土を採取して、それを販売して利益を得ているということでしょうか。

委員（報告者） 　先代の頃からこのような事業をされているそうです。お茶の景気の良いときは、改
植や天地返しを主にやっていたそうですが、今は改植などが無くなってきたため、
山砂利やザルボを採取して販売することを専門にやっているそうです。

　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。

委員（質問者） 　土地がきれいで平らになるというのが譲渡人のメリットということでしょうか。

委員（報告者） 　その通りです。採取するのは砂利ですので、表層の土を一旦よせておいて、そ
の下の砂利を採取した後、戻す際にきれいにならしています。ほかのところでも丁
寧な仕事をしていて、きれいになっています。

会長 　他にご質問等ございませんか。



委員（質問者） 　中間管理事業にだんだん移行していくということのなかで、この利用権というのは
それとは別のものとして維持していくということでしょうか。

事務局 　利用権更新の際、中間管理事業の資料などを同封していますが、中間管理事
業が基本的に10年ですので、それよりも短い期間を希望する場合や、長年当人同
士でのやりとりを続けており、第三者を入れる必要性が無い場合などは利用権を
希望することがあり、根拠となる法令についても特に改正等はないことから、当面
別のものとして維持していくことになります。

会長 　次に、須津地区31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ページ須津地区31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）

委員（報告者） 　場所は主要地方道三島富士線とJR東海道新幹線が交差するあたりから北に200
ｍくらい行った、東名高速道路の北側の側道沿いにあります。譲受人は中里で建
設業を営む法人です。事業拡大に伴い、資材置場として転用したいとのことで
す。現地を確認したところ、すでに耕作を行っていない状況でした。周辺は南側が
東名の側道で、それ以外も住宅等のため農地への影響は無く、内容としても事業
として必要な資材置場ということですので、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。

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。

　次に、議案9ページの議第43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。

会長 　須津地区31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31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。
　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



令和元年12月12日　

農業委員会会長

同委員

同委員

　（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ページをご覧ください。
　報第56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3件。
　次に議案11ページをご覧ください。
　報第57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。
　今月の報告案件については以上です。

　以上で議事はすべて終了しました。

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

　（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 　他にご質問等ございませんか。


