
1.開催日時　　令和2年3月10日(火)　午前 9時30分から　10時35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
（２）非農地通知の審議について
（３）令和2年度富士市農作業臨時雇賃金標準額（案）及び農機具による受託作業標準額（案）

について

6.農業委員会事務局職員 　
統括主幹 栗田　宗明
主幹 野村　昌寛
主査 太田　久

令和2年3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9番池野保君、10番新舟進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。



委員（質問者） 　譲受人の方は市内の色々なところで農地を買い入れていますが、その農地を他
人に貸すなどして自分たちで管理していなかったようで、周辺の人たちから苦情
が出たことがあります。また、この方の農地が私の農地の隣に2か所あるのですが、
そこを見ると心配になります。

会長 　田子浦地区7番についてご質問ございませんか。

委員（質問者） 　譲受人の方は大渕にも茶畑があるとのことですが、今回、この場所を買い受けた
とすると、譲受人の方が直接管理するということなのでしょうか。

委員（報告者） 　作業については、代表者とその妻、雇用従事者2人の計4人で管理するとのこと
です。また、繁忙期は、代表者が代表をしている別の法人の従業員に応援に来て
もらう予定とのことです。

委員（報告者） 　場所は岩松から岩本山を登り、富士宮市黒田に抜ける道の途中にある岩本山公
園入口から400ｍくらい北に行き、そこから西に200ｍくらいのところにあります。今
回の譲渡人の方は、高齢で病院に通っており、手不足のため茶畑を管理すること
ができないことから売却を希望したとのことです。譲受人は大渕に茶畑を所有して
いる農地所有適格法人で、今回、規模拡大のため農地を購入したいとのことで
す。現地を確認したところ、申請地は茶畑としてきちんと管理されており、今年の
収穫も十分できる状態でした。周辺も茶畑の地区であり、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7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5ページ大淵地区5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7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12号　取消願いの報告についてまでの、計10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。
　松野地区8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、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 　松野地区8番についてご質問ございませんか。

事務局 　（事務局議案5ページ松野地区8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） 　場所は松野まちづくりセンターから南に1.5ｋｍくらい山の方に入っていったところ
で、新東名高速道路のすぐ脇にあります。申請地周辺は元々田んぼもあったので
すが、現在はほぼ平らな畑地となっています。譲渡人の方は富士宮市で歯科医を
されており、今回の申請地の存在をよく知らなかったようです。譲受人は兼業農家
で、新東名高速道路ができるにあたり、富士宮市に移住しています。今回の2つの
申請地の間に農地を所有しており、父親が申請地も含めて管理していたため自分
の土地だと思っていたところ、ネクスコ東日本の出した地図を見て譲渡人名義の
土地であることが判明したそうです。譲渡人は家業が忙しく、耕作管理ができない
ことから売却を希望し、譲受人は今回を機に周辺の譲渡人名義の山林地目の土
地もあわせて譲り受けて農業経営の拡大を図りたいとのことです。現地を確認した
ところきれいに耕作されており、今後は柑橘類を中心に果樹を植えていきたいとの
ことです。周辺も畑の地域で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。

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　田子浦地区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。

会長 　次に、松野地区8番について、事務局から説明願います。

事務局 　今回の申請の許可証を渡す際、そのような意見が委員会で出たことを伝え、今
後はきちんと管理するように伝えるようにしたいと思います。

会長 　他にご質問等ございませんか。

　（質問なし）



事務局 　（事務局議案8ページ伝法地区8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。
　松野地区5番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　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9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。
　伝法地区8番について、事務局から説明願います。

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 　松野地区5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） 　場所は松野まちづくりセンターから南西方向に500ｍくらいのところで、八坂神社
の北側にあります。申請者は針灸・マッサージを自宅または出張で行っている方
で、自宅前の土地を道路敷地として転用したいとのことです。申請地は48年前に
家を建てたときから進入路として使用しており、今回道路が傷んだため補修をした
ところ、いまだに農地であることが判明したとのことです。当時、申請地の手前まで
は転用の許可がされており、今回の申請地だけが手続き漏れとなっていたとのこと
です。現地を確認したところ、現況のとおり使用されており、周辺農地への影響は
無く、やむをえないかと思います。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。

会長 　次に、須津地区9番についてですが、先ほど事務局から報告がありました通り、
取り下げとなっておりますので、審議から除外いたします。
　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8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ページ松野地区5番　朗読）



会長 　大渕地区9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9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） 　場所は中野の交差点から1ｋｍくらい北に行くと八王子の交差点があるのです
が、そこから北東に200ｍくらいのところにあります。現地を確認したところ、キャベ
ツやブロッコリーなどが栽培されている畑でした。申請地の北側は譲渡人の茶畑
やしきみ畑となっています。譲渡人と譲受人は親子であり、分家住宅敷地として使
用したいということです。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、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、大渕地区9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9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。
　伝法地区8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、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 　伝法地区8番についてご質問ございませんか。

委員（報告者） 　場所は東名高速道路富士I.C.の北側で、ニュートランスポート株式会社のすぐ
北にあります。譲渡人の一人は夫婦で農業をされていましたが、高齢のため耕作
管理が難しくなったことから、売却を希望していました。譲受人は事業拡大に伴い
駐車場用地が不足したことから購入を決めたとのことです。測量の結果、申請地
周辺は境界が入り組んでいることから、隣地の所有者であるもう一人の譲渡人の
方と協議して境界を定め、今回の申請地を売却するとのことです。現地を確認した
ところ、周辺はほとんどが駐車場などの事業用地であり、農地への影響はありませ
ん。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。



委員（報告者） 　場所は水戸島上の交差点を西に250ｍほど進み、コンビニを過ぎて次の交差点
を南に少し行った場所にあります。小林製作所の本社工場の西側に位置します。
相続人は大学卒業から被相続人とともにハウス栽培のイチゴ、水稲、露地野菜の
営農を行っており、今回相続した農地で引き続き農業を行うので納税猶予を受け
たいとのことです。現地を確認したところ、北側の部分にはイチゴのハウスがあり、
その隣に、以前堆肥場として使っていたコンクリートが敷かれた部分があります
が、この分は今回の申請からは除外されています。南側は田んぼと裏作のキャベ
ツ畑としてきちんと耕作されていました。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 　富士地区1番についてご質問ございませんか。

会長 　次に、議案10ページの議第11号　租税特別措置法第70条の6第1項適格者証
明、相続税猶予について、審議をお願いします。
　富士地区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10ページ富士地区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。
　大渕地区1番についてご異議ございませんか。

　（異議なしの声あり）

　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。

委員（報告者） 　場所は法蔵寺から西に300ｍくらいのところにあります。自宅の建て直しを検討し
たところ、現在使用している進入路が農地のままであり、接道要件が満たせないこ
とから非農地証明の申請を行いたいとのことです。申請者は植木屋を営んでお
り、昭和17年頃、申請者の父親が現在の場所に家を建てたときから通路として使
用しているとのことです。現地を確認したところ、植木や庭石が置かれていました
が、ほかに住宅に入る道もありませんので、致し方無いと思われます。ご審議のほ
どよろしくお願いします。

会長 　大渕地区1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10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9ページ大渕地区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。



　ご異議がないようですので、ご承認願った事に致します。
　以上で租税特別措置法第70条の6第1項適格者証明、相続税猶予の審議を終
わります。

　次に、議案11ページの議第12号　農地法第５条第１項の許可に係る買受適格者
証明について、審議をお願いします。
　大渕地区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11ページ大渕地区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。

会長 　他にご質問等ございませんか。

　（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1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 　納税猶予の決定は税務署が行うものであり、農業委員会はそのお手伝いとして
農地の現況の判定を行っています。税務署の指示のもと行っており、こちらに決定
権がないため、税務署の方針が変わらない限り今の状態のままだと思われます。

委員（質問者） 　税務署で判断ができない部分などについて、農業委員会などから何らかの意見
を言えるようなシステムがあればいいのではないでしょうか。

事務局 　先月の会議でお伝えしましたが、コンクリートが敷かれていても農地として認めら
れるものもありますので、今後税務署の方針も変わってくるのではないかと思われ
ます。現在は納税猶予の適用を受ける時点では倉庫等は除外することとなってい
ますが、適用後に必要があって作ることについては特に問題は無いことになって
います。

事務局 　相続税猶予を受けることができるのは耕作土の状態にあるものに限られるため、
除外された部分については、相続税を納付する必要があります。

会長 　他にご質問等ございませんか。

委員（質問者） 　私の家族も以前納税猶予を受けたことがあり、そのときに畑の進入路にスリップし
ないよう敷いていたコンクリートを取り除いたという経緯があるのですが、そのように
しなければならないのでしょうか。

委員（質問者） 　コンクリート部分は適用面積から除外しますとありますが、除外された部分はどの
ような扱いになるのでしょうか。



事務局 　（事務局議案4ページ｢専決報告｣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 　次に議案12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12ページをご覧ください。
　報第9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5件。
　次に議案14ページをご覧ください。
　報第10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16ページをご覧ください。
　報第11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17ページをご覧ください。
　報第12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2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 　大渕地区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。
　富士地区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） 　場所は新東名高速道路の新富士I.Cの入口から主要地方道一色久沢線を東に
500ｍくらい行った、かたくら明和園の北西200ｍくらいのところです。申請地の南
側2アールくらいはきれいに管理された畑でしたが、北側は放棄茶園となっていま
した。登記は山林ですが、裁判所の判断で入札の際に農業委員会の許可が必要
なため、今回の申請となっています。私からは現地確認の報告までとさせていただ
き、詳細については事務局からお願いしたいと思います。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、地目が農地であったとすると、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。
　地目が山林ですので、資材置場として使用することについてはやむを得ないか
と思われます。また、一部耕作されているということですが、この耕作者が誰なのか
については、裁判所も元の所有者も把握していないとのことです。裁判終了後に
も耕作がされているようであれば、裁判所の執行官が強制執行という形で立ち退
いていただくということです。農業委員会で許可をとって耕作しているというわけで
もありませんので、農業委員会として特段の対応をとることは予定しておりません。



　（質問なし）

　質疑ございませんので、裁決に移ります。
　非農地通知の審議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。
　以上で議事(2)「非農地通知の審議について」審議を終わりとします。
　続きまして議事(3)「令和2年度富士市農作業臨時雇賃金標準額(案)及び農機具
による受託作業標準額(案)について」事務局より説明願います。

会長 　他にご質問等ございませんか。

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。

委員（質問者） 　この通知を受けた方が、山林等への地目変更を行わずに農地としての利用を再
開した場合、なにか届出が必要になるのでしょうか。

事務局 　特に届出等は必要ありません。農地台帳からは除外されていますが、登記地目
は農地のままです。ただ、課税は山林に変更されますので、農地課税に戻したい
場合は資産税課に相談する必要があります。

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。
　続きまして議事（2）「非農地通知の審議について」審議をお願いします。事務局
より説明願います。

事務局 　お手元の非農地通知一覧をご覧ください。内容としては対象の地番と面積、そ
れと現在事務局で把握している所有者の氏名・住所が記載されています。これは8
月から10月にかけて農業委員や農地利用最適化推進委員の皆様に現地調査の
ご協力をいただいている場所のうち、山林となっていて普通の農家さんが再生す
ることが困難だったり、木の生えている傾斜地だったりするような、非農地の判定を
していただいた場所や、事務局で航空写真などから道がなくてそこに行けないと
判断した場所です。今年度は176筆、約10.8ヘクタール、89人に発送する予定と
なっております。参考までに昨年度は87筆、約11.2ヘクタールの発送を行っており
ます。航空写真については相当の枚数となりますので、確認されたい場合は事務
局までお越しいただくようお願いします。また、自分の土地に対してこの処理をし
てほしいと希望される方がいらっしゃいますが、この非農地通知は農地パトロール
の結果として行うものですので、自分の農地を非農地にしたいという場合は、非農
地証明の申請をおこなっていただく必要があります。そのような通知を行うことにつ
いてご審議のほどよろしくお願いします。
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　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）

　ご異議ございませんので、原案のとおりとします。

　以上で議事はすべて終了しました。

事務局 　入っておりません。JA富士市からいただいているものにはいわゆる隅刈りについ
ては別となっています。

会長 　他にご質問等ございませんか。

　（質問なし）

事務局 　お手元の「令和2年度富士市農作業臨時雇賃金標準額（案）」と書かれたA4両
面刷りの資料をご覧ください。表面に令和2年度の農作業臨時雇賃金標準額と農
機具による受託作業標準額の案を記載してあり、裏面にJA富士市から提供してい
ただいた参考となる金額を記載してあります。ここ数年JA富士市の金額に変更が
無いため前年同様としてきましたが、今年度は金額の変更がありましたので、それ
にあわせてあります。また、臨時雇賃金標準額のうち水田作業と畑作業の軽作業
の金額は静岡県最低賃金のほか富士市賃金実態調査結果などを参考としていま
す。委員の皆様の中で臨時雇用を行っている方がいらっしゃれば、参考にさせて
いただきたいと思いますので、ご意見をお願いいたします。農機具による受託作
業標準額の案についてですが、JA富士市の金額に合わせています。また、昨年
の委員会の際、お茶についての金額もあった方がいいのではないかというご意見
がありましたので、JA富士市にお茶の作業金額について確認したところ、茶苗の
機械植付と乗用機械による中刈についての金額を定めているとのことでしたので、
それをもとに計算したものを今年度から追加しています。

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。

委員（質問者） 　コンバインの金額ですが、これには機械では収穫しきれない分を手で刈る金額
は入っているのでしょうか。


