
第 18回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和元年 12月４日（水） 15時 30分～16時 20分 

２．場所 黒部市役所 201.202会議室 

３．出席委員 26名 

   農業委員 13名 

１番 高村 茂良 ２番 川原 邦英 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 11番 岩井 竹志 12番 中村 敏幸 13番 山本 隆淑 

14番 湯野 和夫    

農地利用最適化推進委員 13名 

川端 数美 能登 武彦 高野 隆司 松澤 昭久 

寺﨑 俊弘 氷見 康弘 中谷 広秋 松島 進 

前田 優 山本 善啓 山本 秀治  山本 勝 

中 康史    

 

４. 欠席委員 １名 

10番 竹田 登 

５．農業委員会事務局 ５名 

  事務局長 霜野 好真 

  主  幹 山口 真二 

  主  任 岸上 美栄子 

  主 事 中陳 真 

  主 事 中谷 琴乃 

 

６．議事 (1) 議案第 60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 61号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について 

 

     (3) 議案第 62号 令和元年度黒部市農用地利用集積計画の決定について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 18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。岩井竹志委員、中村敏幸委員の

両委員を指名します。それでは、議事に入ります。 

議案第 60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 60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説明いたします。3ページをご覧下

さい。 

〈１番〉笠破○○番 外 8筆 地目：田 の 9筆 5,808㎡について。 

譲渡人 富山市上袋○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市笠破○○番地  ○○さんへ

の所有権移転であります。理由は贈与であります。また現在譲受人の経営面積は 35,529

㎡、約 3町 5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。今回の案件は R1.5月の議案で同様の土地に対して、3条許可を出している。そ

の際は譲受人から○○さんという方へ一括贈与ということだったが、契約が破綻となった

ため今回譲受人を変えて再度申請することになったとのことでございます。それに伴い 5

月に決定した許可の取消願出書も申請に併せて受理しております。 

 

以上、１件 9筆 5,808㎡です。  

 

会 長：それでは、議案第 60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 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、他の委員の意見を求めます。 

各委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 60 号農地法第３条第１項の規定による別紙申請の

件について、当委員会は許可することに決定します。続きまして、議案第 61 号 農地法

第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について審議を行います。事務局より説

明願います。 

 

◎議案第 61号 

事務局：農地法第２条第１項の「農地」に該当しないことの申出について説明いたします。5 ペ

ージをご覧下さい。 

〈1番〉下立庭高○○番 外 2筆 地目：畑または田 現況：山林 の 3筆 329㎡について。申出人

は○○さんです。申請地は昭和 30～50 年代頃までは農地として活用されていた様子でし

たが、それ以降は申請者の先代によって主に杉等が植林されており現在は完全に山林の様

相をしており、農地としての原形は留めておりません。現地を確認したところ、申請地周

囲の土地のほとんどが山林であり、人力（草刈機）や、農業用機械（耕うん機、トラクタ

ー、プラウ、ハロー等）で耕起・整地し、農地に復元することは物理的に困難かつ、鳥獣

被害も考えられることから申出人から「農地」に該当しないことの申出がなされたもので

す。 

 

〈2番〉下立岩野○○番 外 7筆 地目：畑または田 現況：山林 の 8筆 1,426㎡について。申出

人は○○さんです。２番につきましても１番同様申請人の先代の時代に植林等で森林化し、

現状農地としての形を為していないとのことで、申出人から申請がなされたものです。 

なお、申請地１番２番ともに森林として地目変更の後に下立の財産区へ譲渡するというこ

とでお伺いしております。 

 



以上、２件 11筆 1,755㎡であります。 

 

会 長：それでは、事務局から説明があった「農地」に該当するか否かの判断について、現地確

認をされました地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし 

会 長：関係委員が異議なしとのことですが、他の委員の意見を求めます。 

各委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 61 号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか

否かの判断について、当委員会は許可することに決定します。 

    続きまして、議案第 62 号令和元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。それでは事務局から説明願います。 

 

◎議案第 62号 

事務局：農用地利用集積計画について説明させていただきます。8ページ目をご覧下さい。 

今回提出させていただきますのは、令和元年 10月 21日から令和元年 11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。 

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 15,107 ㎡、新規 6 年

以上 19,012 ㎡、再設定 6 年未満が 16,398 ㎡、再設定 6 年以上が 29,501 ㎡でございま

す。9ページ目をご覧下さい。地区別の利用権設定一覧表でございます。 

 

村椿地区     1件    6,119㎡ 

大布施地区     2件    5,244㎡ 

荻生地区      5件   49,130㎡ 

愛本地区     7件      13,260㎡ 

下立地区     1件       6,265㎡  

 

総件数は 16件で、利用権設定面積は 80,018㎡となっております。 

 

10ページ目をご覧ください。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 1,055万 5,235㎡を 2,530万 8,940㎡で割ります

と、40.1％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、 11 ページ以降に記載されておりますので、

ご一読ください。 

    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 62号令和元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、何か他にご意見ございませんでしょうか。特にないようですので、その他の事務 

報告に移ります。 

（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。お疲れ様でした。 

（16時 20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     11番               

12番               

 


