
第 24回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年６月５日（金） 15時 30分～16時 30分 

２．場所 黒部市役所 201.202会議室 

３．出席委員 14名 

   農業委員 14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 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. 欠席委員 ０名 

５．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 霜野 好真 

  係  長 辻 真美 

  主  査 岸上 美栄子 

  主 事 中陳 真 

 

６．議事 (1)議案第 84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 

 

(2)議案第 85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 

(3)議案第 86号 令和２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 24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 84 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 85 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２議案について事務局の説明を求めます。 

◎議案第 84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、9件ございます。 

P3をご覧下さい。 

〈1番〉金屋 41番 5 地目：田 現況：畑の 1筆 160㎡について。 

借人 黒部市金屋○○番地 ○○さんへ、貸人 黒部市金屋○○番地 ○○さんからの賃

借権設定であり、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

借人は、実家近くの祖父名義のアパートに住んでおりますが、子供の誕生を機に住宅を建



設することとなりました。アパートは、祖父から父、父から借人へと経営を引き継ぐ予定

で、後継者として情報を共有しあえる環境を希望し、実家の空きスペース敷地 100㎡と申

請地 160㎡に木造２階建ての住宅と車２台が置けるカーポートを建設する予定です。 

 

〈2番〉若栗○○番 地目：田、現況：田 の 1筆 500㎡について。 

借人 中新川郡立山町利田○○番地 ○○さんへ、貸人 黒部市若栗○○番地 ○○さん 

からの賃借権設定であり、転用目的は農家分家住宅です。農振除外からの案件です。 

借人は現在立山町のアパートに住んでおります。妻の実家では現在両親が中心となり農業

を担っておりますが、今後後継者として営農を学ぶこととなり、実家近くに生活拠点を移

し、農業に携わっていくこととなりました。今後は両親や祖父母の老後、子育ての協力な

ど、相互的に生活の支えが必要となるため、実家近くに申請地にて木造２階建ての建物と、

車２台が置けるカーポートを建設する予定です。 

 

〈3番〉若栗○○番 外 1筆 地目：田 現況：田 の 2筆 497㎡について。 

借人 黒部市若栗○○番地 ○○さんへ、貸人 黒部市若栗○○番地 ○○さんからの賃

借権設定であり、転用目的は農業倉庫です。農振除外からの案件です。 

借人は営農組合○○の代表であり、地域の農業の担い手として申請地周辺にて営農を行っ

ています。今まで各組合員の自宅で乾燥や籾摺りを行っていましたが、近年、粉塵等の問

題があり、各家で保管していた機械を１か所に集約するため、今回、農業用倉庫が必要と

なりました。また、申請地は籾殻貯留タンクや資材置場及び通路として使用する予定です。 

また、搬入については、譲渡人が経営する隣接地の○○から行う予定で借地契約を結ぶと

のことです。 

 

〈4番〉枕野○○番 地目：田 現況：田 の 1筆 2,530㎡について。 

借人 下新川郡朝日町月山○○番地 ○○ へ、貸人 黒部市北新○○番地 ○○さん 

からの賃借権設定であり、転用目的は養鯉場新設用地です。農振除外からの案件です。 

借人は朝日町月山の養鯉場において錦鯉を育成し、展示や卸、販売を行っております。現

在、世界的に錦鯉の人気が拡大し、売り上げが伸びてきているところ、現在の養鯉場では

非常に手狭となってきており、養鯉場の拡大が必要となりました。錦鯉の養殖には、赤土

の土壌で一日の寒暖の差が激しいところが適しており、これまでもふさわしい土地を探し

ておりましたが、朝日町や入善町では適した土地がありませんでした。今回申請地を選定

したところ、話がまとまった為、申請されました。 

 

〈5番〉轟下 4番 1 地目：田 現況：休耕田 の 1筆 261㎡について。 

譲受人 黒部市轟下○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市生地神区○○番地 3 ○○ 

さん外 1名からの所有権移転であり、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件

です。 

   譲受人は現在申請地の隣接地に両親と居住しておりますが、子供の成長とともに現在の住

宅では手狭になっている為、新しく住宅を建築することとなりました。申請地は実家の隣

接地なので、子供の面倒を見てもらうことや良好な親子関係を築ける最適な土地となって



おります。また、申請地は分筆されており、隣には次の６番の案件にありますが、譲受人

の妹家族も住宅を建てる予定となっております。 

 

〈6番〉轟下○○番 地目：田 現況：休耕田 の 1筆 468㎡について。 

譲受人 黒部市立野○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市生地神区○○番地 ○○さん 

外 1名からの所有権移転であり、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

   譲受人は現在家族とともにアパートに居住しておりますが、子供の将来の生活等を考え住

宅を建築することとなりました。申請地は妻の実家の隣接地なので、子供の面倒を見ても

らうことができ、申請地の隣には、５番の案件でありました、譲受人の妻の兄家族も住宅

を建てる予定となっており、最良な土地とのことで申請されました。 

 

〈7番〉宇奈月町浦山○○番 外 1筆 地目：田 現況：休耕田 の 2筆 1,194㎡について。 

譲受人 黒部市宇奈月町音澤○○番地 ○○ へ、譲渡人 下新川郡入善町上飯野新○○

番地 ○○さん 外 1名 からの所有権移転であり、転用目的は車両等資材置場です。農

振除外からの案件です。 

   譲受人は建設業を営んでおり、会社所在地が黒部市宇奈月町音沢地内でありますが、山間

部にあるため、市内で業務を行う場合に移動の手間が負担となっておりました。また、業

務拡大につきさらなる車両等資材置場が必要となり、今回、本申請地の売り渡しの話があ

ったことから申請することとなりました。 

 

〈8番〉宇奈月町浦山○○番 地目：田 現況：休耕田 の 1筆 471㎡について。 

譲受人 黒部市宇奈月町浦山○○番地 ○○さんへ、譲渡人 下新川郡入善町上飯野新○

○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す。農振除外から

の案件です。 

   譲受人は、現在近くの特公賃住宅に居住しておりますが、子供達の成長に伴い、近隣地区

において、住宅を建築することとなりました。申請地隣には７番の案件であったとおり、

○○の車両等資材置場の計画があり、譲受人本人も会社の代表取締役であることから、本

申請地に建築することにより業務上利便性が高いことから計画するものであります。 

 

〈9番〉宇奈月町下立○○番の一部 外 6筆 地目：田、現況：雑種地 の 7筆 5,165㎡について。 

借人 黒部市荒俣○○番地 ○○と、貸人 黒部市宇奈月町下立○○番地 ○○さん 外 5

名 との賃借権設定であり、転用目的は陸砂利採取のための一時転用であります。 

借人は、砂利製造販売を行っている会社です。本案件につきましては、議案第 85 号の案

件と関連いたしますので、後ほど詳細を説明させていただきます。 

 

以上 計９件 17筆 11,246㎡です 

 

◎議案第 85号 

事務局：農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請ですが、１件ございます。 

6ページをご覧下さい。 



〈1番〉宇奈月町下立 地番が、変更前は○○番 外 6筆 地目：田、現況：雑種地の 7筆 14,921

㎡、変更後が○○番 外 13筆 地目：田 現況：雑種地 の 14筆 20,086㎡について。 

譲受人 黒部市荒俣○○番地 ○○へ、 譲渡人 黒部市宇奈月町下立○○番地 ○○さ

ん、変更前は外 12名、変更後は外 18名からの賃借権設定であり転用目的は、変更前・変

更後ともに陸砂利採取です。 

位置図をご覧ください。当初、青色の箇所にて○○が令和２年３月 31 日までの期間で砂

利採取を行っており、黄色の箇所にて○○が引き続き行っております。○○が令和２年３

月 31 日で終了した時点で、○○が赤色の斜線を引き続き使用したいとのことで黄色の箇

所 14,921㎡から赤色斜線の箇所の 5,165㎡を追加し、計 20,086㎡へ事業計画区域の拡張

をしたく変更申請を提出されました。本来は３月の時点で計画変更の届け出が必要なとこ

ろ失念していたとのことで、始末書が添付されております。 

 

なお、議案の詳細につきましては、右上に参考と書いてあるＡ３の別紙をお配りしており

ます。以上です。 

 

会長：それでは、議案第 84 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：異議なし（同様に９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、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 81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。 

   続きまして、議案第 85 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

意見について審議を行います。１案の案件について、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 85 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、当委員会は許可に同意することに決定します。 

続きまして、議案第 86 号 令和２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 86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。 

    9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 2年 4月 21日から令和 2年 5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 842㎡、新規 6年以上

19,627㎡でございます。 

    10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       842㎡ 



浦山地区      2件     19,627㎡ 

総件数は 3件で、利用権設定面積は 20,469㎡となっております。 

11ページ目をご覧下さい。合意解約地区別一覧表でございます。 

今回は  村椿地区    8件           15,252㎡ です。 

12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 1,023万 1,619㎡を 2,517万 7,878㎡で割ります

と、40.6％となりました。また、13ページには、農地中間管理機構の活用実績を載せて

おりまして、現時点で 123万 1,806㎡となっております。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、15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 86 号令和２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 30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               

 


