
第９回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 31年３月４日（月） 15時 30分～17時 28分 

２．場所 黒部市役所 301 会議室 

３．出席委員 14名 

   農業委員 

１番 髙村 茂良 ２番 川原 英 ３番 山本 隆 ４番 佐々木 智 

５番 橋本 喜洋 ６番 能登 吉則  ７番 松倉 秀子 ８番 中野 貴代美 

９番 岡田 幸満 10 番 竹田 登 11番 岩井 竹志 12番 中村 敏幸 

13番 山本 隆淑 14 番 湯野 和夫  

 

 

４．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 高野  晋 

  課長補佐 山口 真二 

  主  査 北崎 あす香 

  主 事 中陳 真 

 

５．議事 (1) 議案第 26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 27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 

     (3) 議案第 28号 平成 30年度黒部市農用地利用集積計画に対する意見について 

     (4) 議案第 29号 黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の

制定について 

     (5) 議案第 30号 黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金について 

 

６．会議の内容 

 

事務局：それでは、ただ今から第９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。山本隆委員、佐々木委員の両委

員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 26号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について。事務局の説明を求

めます。 

◎議案第 26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、２件ございます。 

〈１番〉浦山○○番 1 外 1 筆 地目 田 の 2 筆 5,995 ㎡について。譲受人 千葉県市原市白

金町 4 丁目○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町浦山○○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 5,995 ㎡、約 6反歩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〉浦山九右ヱ門割○○番  地目 畑 の１筆 112 ㎡について。譲渡人 滑川市東福寺○

○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町浦山○○番地 ○○さんへの所有権

移転であります。理由は売買であります。また現在譲受人の経営面積は 6,605 ㎡、約

7 反歩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。 

 

以上、計 2件 3筆 6,107㎡であります。 

 

◎議案第 27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、６件ございます。 

〈１番〉立野○○番 地目現況ともに田 の 1 筆 500 ㎡について。譲受人 黒部市新町○○番地 

○○さん へ、譲渡人 黒部市生地神区○○番地 ○○さんからの所有権移転で、転

用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

譲受人は現在妻と子どもの４人で、実家近くのアパートに居住していますが、子どもの

成長に伴い手狭になってきたことから戸建て住宅の新築を検討しました。当初は実家周辺

で土地を探しましたが適地がなく、さらに範囲を拡大して検討したところ、妻の勤務先か

ら近い本申請地について地主との合意に至ったものです。敷地内には、木造平屋建て住宅

と自家用車２台が駐車できる車庫の建築を予定しています。 

〈２番〉中新○○番 地目現況ともに田 の 1 筆 646 ㎡について。譲受人：黒部市三日市○○番地

○○さん へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さんからの所有権移転で、転用目

的は注文住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

申請地は東側約 400ｍの距離に中央小学校があるほか、中央幼稚園、大阪屋ショップ黒

部店など商業施設からも近く、宅地の需要が多くあることから、１区画あたり約 320㎡の

注文住宅用地２区画の造成を計画したものです。 

〈３番〉沓掛○○番外 7 筆  地目 現況ともに田の８筆１,５９９㎡について。譲受人 黒部市沓掛

○○番地  株式会社○○へ、譲渡人 黒部市沓掛○○番地 ○○さんからの所有権移

転で、転用目的は資材置場です。農振除外からの案件です。 

譲受人の株式会社○○は土木建設機械の賃貸業を営んでおります。地図上に黄色で囲ん

だ部分および古御堂地内に約 11,000 ㎡の既存地を有し、リース品目である車両や重機、

コンテナハウス等の置場として利用していますが、繁忙期以外は返却された各種リース品

の置場に苦慮している状況にあります。今般、業務拡大により新たに資機材を購入するこ

ととなり、スペースが更に不足することが明らかであるため、隣接する本申請地を転用し、

資材置場として利用することを計画したものです。 

〈４番〉北新○○番  地目、現況ともに田 の 1 筆 736 ㎡について。譲受人 魚津市上村木

１丁目○○番 ○○さん へ、譲渡人 黒部市三日市○○番地 ○○さんからの所有

権移転であり、転用目的は宅地分譲地です。 

申請地は都市計画上の用途地域の区域内にあり、専ら宅地化を推進すべき地域です。



生活環境が良く、土地購入者の需要が見込まれる場所であることから、１区画あたり

約 200～330 ㎡の宅地分譲地 3 区画を設ける計画です。 

 

〈５番〉新牧野○○番外 5 筆  地目、現況ともに田 の 1 筆 330 ㎡について。譲受人 下新

川郡入善町入膳○○番地 ○○さん 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、転用目的は一般住宅敷地です。 

譲受人は入善町の実家にて父とともに開業医を営んでいますが、築 60 年近くが経

ち、老朽化が目立ってきたことから、新たに土地を求め自宅を新築する運びとなりま

した。 

申請地は都市計画上の用途地域の区域内にあり、宅地化を推進すべき地域です。小

学校や医療機関から近く住環境にも優れていることから、本申請地において木造 2 階

建て住宅と自家用車２台の駐車スペースの設置を計画するものです。 

 

〈６番〉田籾○○番  地目、現況ともに田 の 1 筆 1,424 ㎡について。借人 富山市東田地

方町○○番 ○○株式会社 と、貸人 黒部市堀切○○番地 ○○さんとの賃借権設

定であり、転用目的はヘリポート用地のための一時転用です。 

    今回の申請は新愛本変電所を起点に関西方面へ送電している鉄塔の建替工事に係る資

材運搬に伴い、ヘリポート用地が必要となったため、一時的に転用を願い出たものです。 

 本申請地は工事箇所に比較的近く、資材搬入のための道路も確保されていること、また

集落から離れており騒音等の問題が無いことなどから、ヘリポート用地として選定された

ものです。 

    今回の一時転用期間は本年４月１日から 2021 年 12 月 31 日までの２年９ヶ月間の計画

で、期間終了後は農地として、貸人に返還される予定です。 

 

 以上、計６件 13 筆 5,235 ㎡です。 

 

会 長：それでは、議案第 26 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：異議なし。（同様に２番まで異議なし。） 

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 26 号農地法第３条第 1 項の規定による許可申請に

について、当委員会は許可することに決定いたします。 

会 長：引き続き、議案第 27 号農地法第５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：異議ありません。（同様に６番まで異議なし。） 

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 27 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、当委員会は許可に同意することに決定いたします。 



会 長：引き続き、議案第28号平成30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。 

事務局の説明をお願いします。 

 

◎議案第 28号 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 31 年 1月 21日から平成 31年 2月 20日までに

受付しました利用権設定についてであります。 

今回は、新規 6 年未満が 7,739 ㎡、新規 6 年以上が 12,107 ㎡、再設定 6年未満が 11,178

㎡、再設定 6年以上が 57,039㎡でございます。 

地区別の利用権設定としては、 

 

石田地区    5件    6,866㎡ 

村椿地区    3件    18,576㎡ 

前沢地区    2件     1,079㎡ 

若栗地区     4件    22,432㎡ 

下立地区    3件    18,196㎡ 

浦山地区     3件    20,914㎡ 

総件数は 20件で、利用権設定面積は 88,063㎡となっております。 

 

合意解約地区別一覧表でございますが、 

前沢地区    5件    6,866㎡ 

田家地区     1件       3,519㎡ 

大布施地区    1件      646㎡   

下立地区    10件   46,598㎡ 

浦山地区    2件   12,126㎡ です。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 1026 万 6468 ㎡を 2539 万 8368 ㎡で割りますと、

40.4％となりました。 

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。何かご意見はございませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 28号平成 30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：引き続き、議案第29号 黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針

について」審議いたします。事務局からの説明を求めます。 

 

◎議案第29号 

事務局：（資料に基づき説明）  

会 長：それでは、事務局から説明があった農地等の利用の最適化の推進に関する指針について



各委員の意見を求めます。何かご意見はございませんか。 

Ａ委員：遊休農地は今後さらに増えていくのではないか。何か対策はあるか。 

Ｂ委員：集落営農も若い人が入らず高齢化が進み、崩壊寸前となっている地区もある。 

Ｃ委員：狭小田を大きい農地にするような施策はないのか。 

事務局：狭小田や中山間地での将来的な営農のあり方としては、法人化し、従業員を雇用して自

立できる経営体が必要になると考えます。また、圃場の整備にあたっては、中間管理事業

を用いることによって地権者の負担無く基盤整備を行う手法が考えられます。このために

は地域での話し合い、合意が必要になります。また、農作業の省力化のために農業ロボッ

ト等の導入についても積極的に検討すべきではないかと考えております。 

会 長：他に意見が無いようですので、議案第29号 黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化

の推進に関する指針について」原案どおり決定してよろしいでしょうか。 

委 員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第29号 黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化の推

進に関する指針について」は原案どおり決定いたします。 

会 長：引き続き、議案第30号黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金について審議を行いま

す。事務局からの説明を求めます。 

 

◎議案第 30号 

事務局：（資料に基づき説明） 

会 長：それでは、事務局から説明があった農地標準賃借料及び農作業標準料金について、各委

員からの意見を求めます。 

Ｄ委員：例えばコンバインの作業料金が減額になっているのはなぜか。 

事務局：現状に合わせて機械の規格を大型化したため、人件費が下がったことなどが要因です。 

Ｅ委員：４月から広報することを考えれば、もう少し前倒しで委員会にはかっていただきたい。 

会 長：他に意見が無ければ、議案第30号 黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金について

原案どおり決定してよろしいでしょうか。 

委 員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第30号 黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金は原

案どおり決定することといたします。 

 

会 長：次にその他の事務連絡に移ります。 

（事務局より説明） 

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 28分で終了） 

 

 

 

 

 



本議事録が正確であることを証するため、ここに署名する。 

議長                          

議事録署名委員    ３番               

４番               

 


