
第 10 回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 28 年４月４日（月） 15 時 00 分～17 時 00 分 

２．場所 黒部市役所 301 会議室 

３．出席委員 19 名 

１番 湯野 和夫 ２番 中村 敏幸 ３番 平野 正義 ４番 瀧澤 清志 

５番 岡田 幸満 ６番 稲澤 義之 ７番 中陳 健司 ８番 太田 勇 

９番 林 茂 10 番 髙本 一惠 12 番 森家 和哉 13 番 德道 千津子 

14 番 湯野 一郎 15 番 朝倉 茂 16 番 此川 昇 17 番 岩井 竹志 

18 番 神保 與志美 19 番 田中 幸夫 20 番 山本 隆淑  

 

４．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 高野  晋 

  係 長 寺田 慎一 

  主 事 斎木 槙志 

  主 事 高倉 拓也 

 

６．議事 (1) 議案第 32号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

(2) 議案第 33号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

(3) 議案第 34号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

(4) 議案第 35号農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請に対する意見に

ついて 

(5) 議案第 36号 平成 28 年度黒部市農用地利用集積計画に対する意見について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。総会の開催に先立ちまして、４月１日付けの人事異動により、事

務局にも異動がありましたので、ご挨拶させていただきます。（事務局長挨拶） 

それでは、ただ今から第 10 回黒部市農業委員会総会を開催します。最初に、岡田会長

からあいさつがあります。 

会 長：（あいさつ） 

本日の総会の議事録署名委員を私の方から指名します。朝倉委員、此川昇委員の両委

員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 32号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」 

議案第 33号「農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について」 

議案第 34号「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について」 

議案第 35 号「農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請に対する意見につい

て」 

以上、4 議案を提案いたします。まずは、議案第 32号農地法第３条第１項の規定による



許可申請案件について、事務局から説明願います。 

 

◎議案第 32 号 

事務局：農地法第 3条第 1 項の規定による許可申請についてですが、3 件ございます。 

〈１番〉前沢○○番、地目：田の 1 筆、1,014 ㎡について。譲渡人 黒部市前沢○○番地 

○○さんから 譲受人 黒部市前沢○○番地 ○○さんへの所有権移転であります。理由

は経営規模の拡大であります。また現在譲受人の経営面積は 13,690 ㎡約 1町 4 反の面

積があり農地法３条第２項第５号のいわゆる５反歩要件も満たしております。 

 

〈２番〉若栗○○番、地目：田の 1 筆、1,285 ㎡について。譲渡人 黒部市若栗○○番地 

○○さんから、譲受人 黒部市荻生○○番地 ○○さんへの所有権移転であります。理

由は経営規模の拡大であります。また現在譲受人の経営面積は 20,441 ㎡約 2 町の面積

があり５反歩要件も満たしております。 

 

〈３番〉若栗○○番 外 1 筆、地目：田の 2 筆、5,369 ㎡について。譲渡人 黒部市三日

市○○番地 ○○さんから、譲受人 黒部市若栗○○番地 ○○さん への所有権移転で

あります。理由は経営規模の拡大であります。また現在譲受人の経営面積は 12,957 ㎡

約 1町 3 反の面積があり５反歩要件も満たしております。 

 

以上、計 3件  4 筆  7,668 ㎡であります。 

 

会 長：それでは、議案第 32 号農地法第 3 条第 1 項の規定による許可申請について審議を行い

ます。１番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

地区委員：特に異議ありません。 

会 長：２番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議ありません。 

会 長：３番の案件ですが、当委員会のＡ委員に関することが含まれていますので、農業委員会

に関する法律第２４条の規定に基づき林委員の退席を命じます。 

   （Ａ委員 退席） 

会 長：この案件についてはＡ委員に関係するものでありましたので、私があらかじめ内容を確

認しておりますが、特に異議ございません。その他の委員さん異議ありませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 32 号農地法第 3 条第 1 項の規定による申請につい

て、当委員会は許可することに決定いたします。ここで、Ａ委員の入室を認めます。 

（Ａ委員 入室） 

会 長：続きまして、議案第 33 号農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務局

から説明願います。 

 

◎議案第 33 号 

事務局：農地法第４条第１項の規定による許可申請についてですが、4 件ございます。 



〈１番〉田家新○○番 地目、現況ともに田 の 1筆 935 ㎡について。申請者は黒部市田

家新○○番地 ○○さんであり、転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地の周辺には保育所、小学校、スーパーやコンビニ、飲食店があり、また、国道

８号線からも近く、他へのアクセスも良いことから、住宅需要があると考え、本申請に

至りました。なお、本計画は２階建て１棟８世帯分と駐車スペース 15 台分を計画する

ものです。 

 

〈２番〉北野○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 879 ㎡について。申請者は黒部市古御

堂○○番地 ○○さんであり、転用目的は駐車場及び貸駐車場であります。 

申請者は申請地近くの新８号バイパス沿いで飲食店を経営しておりますが、既存の駐

車場は小さく、観光バスや長距離トラックなど大型車が駐車できるスペースがありませ

ん。新８号バイパスや北陸新幹線の開通等により来客数の増加も見込まれるため、大型

車用の駐車場を整備すること、また、近隣の事業者からも事業用の車を駐車させて欲し

いとの申し出もあるため、その需要に答えるために本申請に至りました。なお、本計画

は飲食店用の駐車スペースと、事業者に貸す駐車スペースを合わせて大型車５台分を整

備する計画です。 

 

〈３番〉中野○○番 地目、現況ともに田の 1筆 572 ㎡について。申請者は 黒部市中野

○○番地 ○○さんで、転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地周辺 1.2 キロ圏内には、北星ゴム工業㈱やＹＫＫ牧野工場があり、また、国道

８号バイパスからも近いため、他へのアクセスもよく、近くにはコンビニやドラッグス

トア等もあり、住宅需要があると考え本申請に至りました。なお、本計画は、２階建て

１棟８世帯分と駐車スペース９台分を計画するものであります。 

 

〈４番〉若栗○○番 地目：田、現況：宅地の 1 筆 79 ㎡について。申請者は 黒部市若

栗○○番地 ○○さん 外 2 名 であり、転用目的は宅地進入路であります。 

申請地は、申請人の住宅から前面の県道へ出るための進入路として使われています。

当時、車庫や農作業用倉庫、農作業場が必要となり既存の敷地内にそれらを建築するの

と併せて、進入路確保のため申請地の一部を無断で転用しておりました。今後、県外に

住んでいる息子が帰ってくることもあり、既存の敷地内に住宅を増築する予定があるこ

とから、今後も進入路として活用するべく、是正の申請をするものであります。 

 

以上 計 4 件  4 筆  2,465 ㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 33 号農地法第４条第１項の規定による許可申請について審議を行い

ます。１番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

地区委員：特に異議ありません。 

会 長：２番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議ありません。 

会 長：３番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 



地区委員：異議ありません。 

会 長：４番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議ありません。 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、その他の委員さん異議ありませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 33 号農地法第４条第１項の規定による別紙申請の

件について、当委員会は許可に同意することに決定します。 

会 長：続きまして、議案第 34 号農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番から 11 番ま

での案件について、事務局から説明願います。 

 

◎議案第 34 号 

事務局：農地法第５条第１項の規定による許可申請についてですが、19件ございます。 

〈１番〉生地神区○○番 地目：田、現況：雑種地 の 1 筆 454 ㎡について。借人 黒部

市生地○○番地 ○○さん と、貸人 黒部市生地○○番地 ○○さん との使用貸借権設

定であり、転用目的は一般住宅敷地であります。 

借人は現在実家にて両親と同居しております。昨年結婚され、実家付近にて住宅を新

築することを検討したところ、実家近くの父の所有地を借り受けて住宅を新築すること

となったため、本申請に至りました。 

なお、申請地の隣接の土地に借人の妹家族が住宅を建築した際、申請地の出入り口部

分を造成し砂利敷きにしてしまったため、始末書を添付しての申請となっております。 

 

〈２番〉犬山○○番 地目、現況ともに田の 1筆 830 ㎡について。譲受人 黒部市石田○

○番地 有限会社○○ へ、譲渡人 滑川市○○番地 ○○さん からの所有権移転であり、

転用目的は資材置場であります。 

譲受人は管工事業を営んでおりますが、本社の事業用地（約 907 ㎡）は、事務所、駐

車場、倉庫等により余裕無く利用されています。土砂や砂利等の資材やダンプ等の重機

を置くスペースが不足しているため、本申請に至りました。 

 

〈３番〉立野○○番 地目、現況ともに田の 1筆 981 ㎡について。譲受人 黒部市石田○

○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市堀切○○番地 ○○さん からの所有権移転であり、

転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地周辺２キロ圏内には JX金属ガルバ（株）、北星ゴム工業（株）があり、さらに

YKK の本社機能の分散化により黒部への転入者の増加が見込まれています。国道８号バ

イパスからも近いため、他へのアクセスもよく、共同住宅としての需要が見込まれるた

め、本申請に至りました。なお、本計画は、2 階建て１棟 10 世帯分、駐車スペース 17

台分を確保する計画です。 

 

〈４番〉立野○○番 地目：田、現況：雑種地の 1筆 965 ㎡について。譲受人 富山市○

○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市山立野○○番地 ○○さん からの所有権移転であ

り、転用目的は共同住宅敷地であります。 



申請地周辺２キロ圏内には JX金属ガルバ（株）、北星ゴム工業（株）があり、さらに

YKK の本社機能の分散化により黒部への転入者の増加が見込まれています。国道８号バ

イパスからも近いため、他へのアクセスもよく、共同住宅としての需要が見込まれるた

め、本申請に至りました。本計画は、２階建て１棟 10世帯分、駐車スペース 17台分を

確保する計画です。なお、申請地は過去に資材置場等として使用していたこともあり、

大部分が砂利敷きとなっているため、始末書を添付しての申請となっております。 

 

〈５番〉立野○○番 地目、現況ともに田の 1筆 958 ㎡について。譲受人 富山市○○番

地 ○○さん へ、譲渡人 富山市○○番地 ○○さん からの所有権移転であり、転用目

的は共同住宅敷地であります。 

申請地周辺２キロ圏内には JX金属ガルバ（株）、北星ゴム工業（株）があり、さらに

YKK の本社機能の分散化により黒部への転入者の増加が見込まれています。国道８号バ

イパスからも近いため、他へのアクセスもよく、共同住宅としての需要が見込まれるた

め、本申請に至りました。なお、本計画は、2 階建て１棟 10 世帯分、駐車スペース 17

台分を確保する計画です。 

 

〈６番〉田家新○○番 外 1 筆 地目、現況ともに田の 2 筆 859 ㎡について。譲受人 滑

川市○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市田家新○○番地 ○○さん からの所有権移

転であり、転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地の周辺には保育所、小学校やスーパーやコンビニ、飲食店があり、また、国道

８号線からも近く、他へのアクセスも良いことから、住宅需要があると考え、本申請に

至りました。なお、本計画は２階建て１棟８世帯分と駐車スペース 14 台分を計画する

ものです。 

 

〈７番〉沓掛○○番 地目、現況ともに田の 1筆 901 ㎡について。譲受人 黒部市沓掛○

○番地 有限会社○○へ、譲渡人 黒部市立野○○番地 ○○さん からの所有権移転であ

り、転用目的は工場及び駐車場敷地であります。 

譲受人は金属缶の製造販売業を営んでおりますが、既存の工場用地（約 2600 ㎡）が、

年々の業務拡大により手狭となっています。工作機械やクレーンの増設を繰り返してい

たところ、作業が煩雑となり、また安全面にも不安があることから、新たな工場を建築

し、完成品の塗装・検査仕上げを行うスペースやクレーンの一部を移設するためのスペ

ースを新たに確保するため、本申請に至りました。 

 

〈８番〉植木○○番 地目、現況ともに田の 1筆 1,117 ㎡について。譲受人 黒部市植木

○○番地 有限会社○○へ、譲渡人 黒部市植木○○番地 ○○さん からの所有権移転で

あり、転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地の周辺は、北側以外は住居等に囲まれており、比較的、営農に支障の少ない土

地であり、また、大型スーパーや小学校と近接し、幼稚園、保育所からも近いため、共

同住宅用地としては最適と考え、本申請に至りました。なお、本計画は、２階建ての共

同住宅を３棟で、合計１２世帯、駐車場は１８台分を計画するものです。 



 

〈９番〉植木○○番 地目、現況ともに田の 1筆 1,117 ㎡について。譲受人 富山市○○

番地 ○○株式会社へ、譲渡人 黒部市植木○○番地 ○○さん からの所有権移転であり、

転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地の周辺は、北側以外は住居等に囲まれており、比較的、営農に支障の少ない土

地であり、また、大型スーパーや小学校と近接し、幼稚園、保育所からも近いため、共

同住宅用地としては最適と考え、本申請に至りました。なお、本計画は、２階建ての共

同住宅を２棟で、合計１２世帯、駐車場は１６台分を計画するものです。 

 

〈10 番〉植木○○番 外 1 筆 地目、現況ともに田の 2 筆 1,994 ㎡について。譲受人 富

山市○○番地 ○○株式会社へ、譲渡人 黒部市植木○○番地 ○○さん からの所有権移

転であり、転用目的は注文住宅敷地であります。 

申請地から約 400m に○○小学校と○○幼稚園があり、またその隣接には○○ショッ

プ、800m には○○保育所があり、住環境のよい住宅団地を要望する声が多いため、本申

請に至りました。なお、本計画は約 200 ㎡の８区画を計画しています。 

 

〈11 番〉植木○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 2,743 ㎡について。譲受人 滑川市○

○番地 有限会社○○へ、譲渡人 神奈川県横浜市○○番地 ○○さん からの所有権移転

であり、転用目的は注文住宅敷地であります。 

近年黒部市内では○○小学校下での住宅需要が多く、住環境のよい住宅団地を要望す

る声が多いため、本申請に至りました。なお、本計画は約 250～300 ㎡の８区画を計画

しています。 

 

会 長：それでは、議案第 34 号農地法第５条第１項の規定による許可申請のうち、１番～11 番

の案件について審議を行います。１番の案件について地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議ありません。 

（同様に 11 番まで関係地区委員 異議なし） 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、その他の委員さん異議ありませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：引き続きまして、議案第 34号農地法第５条第１項の規定による許可申請の 12番から 19

番までの案件について、事務局から説明願います。 

 

〈12 番〉牧野○○番 外 2 筆 地目、現況ともに田の 3 筆 2,675 ㎡について。譲受人 黒

部市新牧野○○番地 株式会社○○へ、譲渡人 黒部市新牧野○○番地 ○○さん からの

所有権移転であり、転用目的は注文住宅敷地であります。 

申請地の周辺には○○小学校、○○保育所等があり、土地購入を予定する若年層の需

要が見込める条件の土地です。申請地の南側に接して、幅員16mの歩道付き県道があり、

他のアクセスも良いため、本申請に至りました。なお、本計画は約 200～270 ㎡の９区

画を計画しています。 

 



〈13番〉前沢○○番 外 4 筆 地目、現況ともに田の 5 筆 3,861 ㎡について。譲受人 富

山市○○番地 株式会社○○へ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さん 外 3 名 からの

所有権移転であり、転用目的は注文住宅敷地であります。 

申請地が８号線から近く交通の利便性が高いことや、周囲には○○小学校や○○高校

等の教育施設や大型商業施設等も充実しており、宅地とするに最適地であると見込まれ

ることから、本申請に至りました。なお、本計画は約 200～260 ㎡を 12 区画と、公園兼

調整池 246 ㎡を計画しています。 

     

〈14 番〉山田新○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 383 ㎡について。譲受人 黒部市山

田新○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市山田新○○番地 ○○さん からの所有権移転

であり、転用目的は一般住宅敷地であります。 

譲受人は現在申請地の隣接地にて両親と同居しております。子供が増えることにより

住居が手狭となり、今後両親に子供の面倒を見てもらうこと、また両親が高齢になった

ときにはその面倒を見るため、実家の隣接地に住宅を新築することとし、本申請に至り

ました。 

 

〈15 番〉山田新○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 2,867 ㎡について。借人 黒部市宮

野○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市宮野○○番地 ○○さん との使用貸借権設定であ

り、転用目的は事務所及び車庫用地であります。 

借人は、現在約 7ha の営農規模であり、今後も地域農業の担い手として経営規模の拡

大を計画しています。現在の自宅敷地にある農作業場（80㎡）や共同作業場（600 ㎡）

のスペースでは手狭であり、申請地は耕作地の中央当たりに位置することから、事務所

及び車庫を新築し、作業効率を向上させるため本申請に至りました。 

 

〈16 番〉荻生○○番 地目：田、現況：畑 の 1筆 1,616 ㎡について。借人 富山市○○

番地 ○○さんと、貸人 黒部市荻生○○番地 ○○さん との賃借権設定であり、転用目

的は太陽光発電施設用地であります。 

申請地は 5年程前までは利用権者に耕作をお願いしていましたが、五角形の不整形田

であり今後耕作は出来ない、として返戻されてしまいました。以来、雑草対策としてシ

ソや三つ葉を栽培していましたが、畑としての取水も十分でない土地で、除草対策に追

われており、負担となっています。そこで、借人が太陽光発電設備を導入し、除草作業

減や土地の有効活用を図るため、申請するものであります。 

 

〈17 番〉荻生○○番 外 2 筆 地目、現況ともに田 の 3 筆 619 ㎡について。譲受人 魚

津市○○番地 有限会社○○へ、譲渡人 埼玉県所沢市○○番地 ○○さん 外１名 から

の所有権移転であり、転用目的は貸店舗用地であります。 

譲受人は水産物の流し網漁業や不動産賃貸業を営んでおります。申請地は８号線に沿

って交通の利便性があり、飲食店が多く点在する地域にあります。本計画では 120～130

人を収容できる規模の焼肉店が出店することとなっており、申請地を含めた合計約

2,000 ㎡で店舗及び約 40台分の駐車スペースを確保するため、本申請に至りました。 



 

〈18 番〉新堂○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 1,603 ㎡について。譲受人 中新川郡

上市町○○番地 ○○さんへ、譲渡人 埼玉県所沢市○○番地 ○○さん からの所有権移

転であり、転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地は新幹線駅に通じる幹線道路に近く、また、周辺には大型の商業施設も多く、

住環境も良いため、住宅の需要が見込まれるため本申請に至りました。なお、本計画は

2 階建て１棟 16 世帯、駐車スペースは来客用含め 21 台分を確保する計画です。 

 

〈19 番〉若栗○○番 外 1 筆 地目：田、現況：畑 の 2 筆 721 ㎡について。譲受人 黒

部市若栗○○番地 ○○株式会社へ、譲渡人 黒部市若栗○○番地 ○○さん からの所有

権移転であり、転用目的は貸駐車場敷地であります。 

譲受人は不動産賃貸業を経営しており、○○に農産物直売所、観光会社及びリサイク

ルショップがテナントとして入居しています。現在駐車場が無く不便であり、路上駐車

して来店する人もおり、新幹線の駅から近く交通量も増えてきているので危険でありま

す。そこで、申請地を駐車場として各テナントに貸すこととしたため、本申請に至りま

した。なお、本計画はテナント従業員用が８台分、来客用駐車場を 16 台分確保する計

画です。 

 

以上 計 19 件  30 筆  27,264 ㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 34号農地法第５条第１項の規定による許可申請のうち、12番～19 番

の案件について審議を行います。12 番の案件について地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議ありません。 

（同様に 19 番まで関係地区委員 異議なし） 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、その他の委員さん異議ありませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 34 号農地法第５条第１項の規定による別紙申請の

件について、当委員会は許可に同意することに決定します。 

会 長：引き続きまして、議案第 35 号農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請につ

いて、事務局から説明願います。 

 

◎議案第 35 号 

事務局：農地法第５条第１項の許可にかかる事業計画変更申請についてですが、1件ございます。 

〈１番〉植木○○番 地目：田、現況：宅地 の 1筆 2,076 ㎡について。 

申請者は、滑川市○○番地 有限会社○○であり、転用目的は、変更前・変更後共に

注文住宅敷地ですが、事業面積が 2,076 ㎡から 4,819 ㎡に変更となります。 

この事業計画変更は先の議案第 34号の 11 番と関連しております。 

富山県の運用では、転用事業者が注文住宅への転用許可を既に受けており、計画した

住宅の棟上げが９割未満の時点で、新たな注文住宅の転用申請をする場合であって、か

つ、新たな申請地が前回の許可地の半径 500m 以内にあるときは、前回許可を受けた転



用事業と新たな転用事業は同一事業であると見なすこととしており、手続き上、５条の

申請と併せて事業計画の変更申請も行うこととなっております。 

申請者は植木○○番について平成 25 年 7 月 30 日に従前の転用許可を受け、６棟のう

ち５棟は棟上げを終えておりますが、割合としては９割未満であります。さらに、前回

の許可地は、今回の申請地から半径 500m 以内に位置しているため、同一の注文住宅分

譲事業と見なされることから、事業面積が５条の申請分増加して、合計 4,819 ㎡になる

という事業計画変更の申請をするものであります 

 

以上 計 1 件  1 筆  2,076 ㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 35 号農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請について審

議を行います。１番の案件は先の議案と一体の内容でありますので、同様の意見内容とし

て進達することにいたします。したがいまして、議案第 35 号農地法第５条第１項の許可

に係る事業計画変更申請の件について、当委員会は承認に同意することに決定します。 

 

会 長：引き続きまして、議案第 36号平成 28年度黒部市農用地利用集積計画について審議いた

します。本議案について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 28 年２月 23 日から平成 28 年３月 22 日までに

受付しました利用権設定についてです。期間別、利用権設定面積でございますが、今回は、

新規 6年未満が 7,945 ㎡、新規 6 年以上が 27,107 ㎡、再設定 6 年未満が 24,767 ㎡、再設

定 6 年以上が 83,537 ㎡でございます。 

 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

石田地区    2 件   11,286 ㎡ 

村椿地区    7 件   32,197 ㎡ 

大布施地区  5 件   23,492 ㎡              

三日市地区  1 件    1,185 ㎡ 

前沢地区    1 件    1,581 ㎡ 

荻生地区   4 件      16,208 ㎡  

若栗地区    1 件     1,051 ㎡ 

東布施地区   6 件    8,709 ㎡ 

下立地区   5 件      21,414 ㎡  

浦山地区    4 件    26,242 ㎡ 

 

総件数は 36 件で、利用権設定面積は、143,365 ㎡となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 920 万 865 ㎡を 2,550 万 3,796 ㎡で割りますと、

36.1％となりました。 

合意解約地区別一覧表ですが、 

前沢地区  1 件   1,581 ㎡ でした。 

下立地区  1 件   10,712 ㎡ でした。 



農用地利用集積計画につきまして、事務局からは以上でございます。 

 

会 長：それでは、事務局から説明があった農用地利用集積計画について各委員の意見を求め 

ます。何かご意見ございませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 36 号平成 28年度黒部市農用地利用集積計画について

当委員会は同意することに決定します。 

 

会 長：これで予定していた議事が終了しましたが、何か他に意見、質問等ございませんでしょ

うか。 

各委員：（特になし。） 

会 長：特にないようですので、その他の事務報告に移ります。 

      

（委員・事務局より事務報告） 

 

会 長：それでは、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

（17 時 00 分で終了） 


