
1.開催日時　　令和2年1月9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5階　第2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
 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　
 3番　 町田　玉江

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2年1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5番時田修治君、6番佐野孝則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、今泉地区2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2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1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1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） 　場所は富士市農協田子浦支店西へ100ｍくらい行きますと、ポリプラスチックス株
式会社のグラウンドがありますが、その北側にあります。今回、小作権と所有権の
交換ということで、一部を分筆して離作料の代わりとして所有権を移転させるという
ことで申請がありました。譲受人は農業を行っている方で、現在所有している農地
はきちんと耕作管理されており、また、今回の申請地も自宅からも近く、息子さんも
一緒に農業をしているとのことです。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。

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1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。
　田子浦地区1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1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1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、議第3号　農地法第5条第1項の規定による許可決定についてまで
の、計3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 　北部地区3番についてご質問ございませんか。

　（質問なし）

委員（報告者） 　場所は主要地方道富士裾野線をずっと北に上がっていってもらって、今宮共同
墓地があるところから200ｍくらい東に行ったところにあります。譲受人は石材屋を
しながら、兼業で農業をやっている方です。譲渡人は高齢のため耕作管理ができ
ないことから、今回の話になったとのことです。現地を確認したところ、お茶の木を
抜いてある状態でした。この後、破砕して耕運し、春にお茶を植えるとのことでし
た。申請地の西側にも譲受人の茶畑があり、乗用の機械が入れるようにきれいに
管理されていました。今年から防除機も導入するため規模を拡大したいとのことで
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、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、北部地区3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ページ北部地区3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 　今泉地区2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2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） 　場所は東名高速道路の近くにある東京電力の駿河変電所から500ｍくらい北に
行った市街化区域のなかにあります。現地を確認したところ、ダイコンやトウガラシ
などが栽培されているきれいな畑でした。譲受人は申請地のすぐ北側の方です。
申請者に確認したところ、以前から売買についての話は進んでおり、実際の耕作
については、すでに譲受人が行っているとのことでした。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、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。



　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2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1番と農地法第5条許可鷹岡地区1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。

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　北部地区3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。

事務局 　（事務局議案6ページ浮島地区4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 　次の浮島地区4番につきましては、13番佐藤委員が利害関係人となりますので、
一旦退席となります。

　（13番佐藤委員退席）

　それでは浮島地区4番について事務局から説明願います。

委員（報告者） 　場所は市立東小学校から南に300ｍくらいのところにあります。譲受人はこの土
地を30年以上前から借りて耕作しており、南側にある自分の田んぼとあわせて作
業を行っていたとのことです。譲渡人は会社員で農業経験が無く、耕作管理がで
きないことから売却を希望し、隣接地で効率的に耕作できることから譲受人が購入
を決めたとのことです。現地を確認したところ、周辺は田んぼで、現地も田んぼとし
て利用されていました。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、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。
　審議が終わりましたので、佐藤委員には着席していただきます。

　（13番佐藤委員着席）

会長 　浮島地区4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。
　浮島地区4番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）



　（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、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7ページ大淵地区2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） 　場所は大淵にある中野の交差点から北に2ｋｍくらい行った主要地方道富士白
糸滝公園線沿いにある代通寺というお寺です。このお寺の息子さんである副住職
さんが結婚したのですが、手狭なため庫裡を拡張したいということで、墓地と今あ
る庫裡の間の部分に増設したいとのことです。その場所は、作業スペースとして
使っていた場所で、作物は植わっていません。境内地の中であり、周辺農地への
影響はないことから、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 　農地法第4条及び第5条、鷹岡地区1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。
　農地法第4条及び第5条、鷹岡地区１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。

会長 　次に、大淵地区2番について、事務局から説明願います。

委員（報告者） 　場所は鷹岡病院から西に向かってもらって、富士宮市との境の近くに信号機が
あるのですが、そこを北に100ｍくらい行ったところにあります。現地を確認したとこ
ろ、嫁に出した娘の家を建てるために色々確認したところ、以前に親が住んでいた
離れの四分の一くらいが農地にかかっていることが判明したそうです。そのため、
農地法第4条の許可で是正を行い、あわせて農地法第5条で、家の南側にある畑
に分家住宅を建てたいとのことです。現地は作物は作られておらず、きれいになっ
ていました。住宅予定地の一部に官地があるようですが、これについても取得の手
続きを行っているそうです。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。

事務局 　（事務局議案7ページ鷹岡地区１番、議案8ページ鷹岡地区1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。
　大淵地区2番についてご異議ございませんか。

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2番についてご質問ございませんか。

事務局 　（事務局議案8ページ大淵地区3番　朗読）

会長 　それでは、担当委員より説明をお願いします。

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　大淵地区2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3番について、事務局から説明願います。

会長 　大淵地区2番についてご質問ございませんか。

　（質問なし）

委員（報告者） 　場所は大淵にある大富士病院の北西100ｍくらいのところです。現地を確認した
ところ、木が数本植えられている草地で、畑としては利用されていませんでした。
代理人に確認したところ、貸駐車場として整備して、近くの大富士病院に貸し出す
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。

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。
　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3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2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ページ大淵地区2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）



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 　須津地区4番についてご質問ございませんか。

委員（質問者）

　（事務局議案8ページ須津地区4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） 　場所は中里スポーツ公園の南側の沼川沿いにあります。東部浄化センターの南
東に位置します。この場所は元々は財産区ということで伺っています。中里スポー
ツ公園を含む周辺も同様とのことでした。現地を確認したところ、少し荒れている
状態でした。須津地区には複数の財産区があり、貸すなど利用されています。周
辺農地への影響は無く、名義を戻す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。

　（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3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4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、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3番についてご質問ございませんか。

委員（報告者） 　場所は県立富士特別支援学校から南に200ｍくらいのところです。譲渡人は農
業と自動車工場を長男と一緒にやられている方で、譲受人はその方の次男になり
ます。現在は同居しているのですが、子供もいて手狭なことから、現在の家の北側
に分家住宅を建てたいということで申請となったとのことです。現地を確認したとこ
ろ、タラやクルミの木が植えられており、きれいに管理されていました。話を聞いた
ところ、昔はこの場所に住宅が建っていたそうです。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。

　今回の名義は団体名になっていますが、代表者名などは出ないのでしょうか。代
表者が変更になることがあると思いますので、どういうような名義で所有することに
なるのでしょうか。

事務局 　今回の譲受人は、地縁団体と言われる組織で、いわゆる町内会とは別のもので
す。その土地の昔からの経緯により管理権を持っているような組織となります。法



令和2年1月9日　

農業委員会会長

同委員

同委員

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　須津地区4番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　（質問なし）

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。

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 　他にご質問等ございませんか。

す。その土地の昔からの経緯により管理権を持っているような組織となります。法
律の改正により地縁団体でも土地を所有できることになったことから、今回その団
体名、事務所住所での申請がでております。登記原因が代物弁済となっているの
は、以前は地縁団体名義での所有ができなかったことから富士市名義となってお
り、この所有権を移転させる場合には贈与ではなく、元の名義に戻すということに
なるため、登記用語としては代物弁済になるためです。

委員（質問者） 　団体名だけで代表者氏名などは出てこないのでしょうか。

事務局 　登記簿には団体名のみとなりますが、今回の申請者としては代表者の氏名と
なっています。


