
第 22回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年４月６日（月） 15時 30分～16時 45分 

２．場所 黒部市役所第２委員会室 

３．出席委員 24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 

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    

農地利用最適化推進委員 11名 

川端 数美 能登 武彦 高野 隆司 松澤 昭久 

氷見 康弘 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 ３名 

９番 岡田 幸満  寺崎 俊弘  中谷 広秋 

５．農業委員会事務局 ５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 

  主 事 中谷 琴乃 

 

６．議事 (1) 議案第 76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 77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 78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 79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 80号 令和２年度黒部市農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 22回黒部市農業委員会総会を開催します。最初に、

湯野職務代理からあいさつがあります。 

職務代理：（あいさつ） 

本日の総会に欠席する旨、通知を受けている委員を報告します。岡田幸満会長、寺崎俊

弘推進委員と中谷広秋推進委員から事前に欠席通知を受けておりますので報告します。 

本日の総会の議事録署名委員を私の方から指名します。能登吉則委員、松倉秀子委員の



両委員を指名します。それでは、議事に入ります。 

議案第 76 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 77 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 78 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 79 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、事務局の説明を求めます。 

◎議案第 76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〉宇奈月町中ノ口○○番  地目：田 の 1筆 207㎡について。 

譲渡人 黒部市宇奈月町中ノ口○○番地 ○○ さんから 譲受人 黒部市宇奈月町舟見○

○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 6,608㎡、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。 

 

〈2番〉宇奈月町浦山○○番  地目：田 の 1筆 445㎡について。 

譲渡人 富山市東中野町三丁目○○番 ○○ 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。 

理由は贈与であります。また現在譲受人の経営面積は 7,350㎡、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。 

なお、申請地は（H30.8.31付けで）R2.8.30まで陸砂利採取のための一時転用申請許可が

下りておりますので、この申請期間が終了し、農地として原型復帰した後に所有権移転す

ることを条件として付した上で申請を受け付けております。 

   計 2件 2筆 652㎡であります。 

 

◎議案第 77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、1 件ございます。5 ページ

をご覧下さい。 

〈1番〉栃沢字東長○○番 外 1筆 地目：田 現況：畑の 2筆 316㎡について。 

申請者は黒部市生地神区○○番地 ○○さんで、転用目的は一般住宅用地です。農振除外

からの案件です。 

   申請人は、現在妻とアパートに居住しておりますが、親の老後の面倒をみるのと、農作業

の補助を行うため、実家近くに住宅を新築する運びとなりました。申請地には木造２階建

ての住宅と車２台が止めれるカーポートを建築する予定です。 

 

◎議案第 78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、３件ございます。7 ページ

をご覧ください。 

〈1番〉鏡野○○番 外 12筆 地目：田 現況：田 の 13筆 4,978㎡について。 

借人 黒部市荒俣○○番地 ○○へ 貸人 黒部市荒俣○○番地 ○○さんからの 

賃借権設定であり、転用目的は土砂置場です。農振除外からの案件です。 

譲受人は、申請地近くで、土石採取場、リサイクル工場、チップ工場、流木の保管等の複

合施設を展開しています。土木工事から発生する農地の表土は、再利用が可能であります



が、それが発生するまでは保管しておく必要があります。また、赤土についても、山土砂

採取地から採取した土砂を一時的に保管しておく場所が必要となり、本申請に至りました。 

 

〈2 番〉宇奈月町浦山○○番 外 9筆 地目：田と一部雑種地、現況：田 の 10 筆 18,944 ㎡につ

いて。 

借人 黒部市沓掛○○番地 ○○と、貸人 黒部市宇奈月町浦山○○番地 ○○さん 

外 7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、土石採取、販売業を営んでおり、位置図の赤色の斜線の場所にて砂利採取を行う 

為、申請されました。本案件につきましては、議案第 79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。 

 

〈3番〉宇奈月町浦山○○番 の一部 外 1筆 地目、現況ともに田 の 2筆 770㎡について。 

借人 黒部市沓掛○○番地 ○○ と、貸人 黒部市宇奈月町浦山○○番地 ○○さん 外

1名 との賃借権設定であり、転用目的は陸砂利採取用の運搬路で、一時転用の案件です。 

この案件も、議案第 79 号の案件とも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３件 25筆 24,692㎡です。 

 

◎議案第 79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についてですが、２件ございます。

11ページをご覧下さい。 

〈1 番〉宇奈月町浦山○○番の一部  地目、現況ともに田 の 1 筆 224 ㎡について。地図の 5-2、

6-1をご覧ください。 

当初計画者は、下新川郡入善町上飯野○○番地 ○○ で、承継者は、黒部市沓掛○○番

地 ○○ で、転用目的は、変更前・変更後ともに陸砂利採取です。 

右上に詳細とある地図も一緒にご覧ください。まず、詳細の地図をご覧いただくと、○○

がオレンジ色の場所で砂利採取を行うため、令和２年８月 30 日までの期間で一時転用の

許可を受けています。また、Ｌ字型の緑色の箇所についても、砂利採取の為の表土置場や

トラックの洗車場として同じく令和２年８月 30 日までの期間で一時転用の許可を受けて

おります。今回、議案第 78 号で説明した通り、赤色の斜線申請地にて新たに承継者が砂

利採取を行うため、現在当初計画者が使用している○○番の一部（緑色と赤色の斜線が重

なっている個所 224㎡）について、承継するため、事業計画変更が提出されました。使用

期間は令和４年４月 30日までです。 

 

〈2番〉宇奈月町浦山○○番の一部 外１筆 地目、現況ともに田の２筆 770㎡について。位置

図の 5-3、6-2をご覧ください。 

当初計画者は、下新川郡入善町上飯野○○番地 ○○で、承継者は、黒部市沓掛○○番地  

○○で、転用目的は、変更前・変更後ともに陸砂利採取用の運搬路です。 

こちらも、右上に詳細とある地図も一緒にご覧ください。まず、詳細の地図をご覧いただ

くと、○○が位置図の上のオレンジ色で囲んだ部分で陸砂利採取を実施するにあたり、運

搬トラックがすれ違いをするための運搬路として、令和２年８月 30 日までの期間で本申

請地２筆の一時転用許可を受けました。今回、承継者が新たに陸砂利採取を実施するため



の運搬路として、令和４年４月まで引き続き使用したいとして、こちらも承継するため、

事業計画変更が提出されたものです。 

以上、計２件 ３筆 994㎡です。 

議案の詳細につきましては、A３の右上に「参考」と書いてある両面の資料をあわせてご

確認ください。 

 

職務代理：それでは、議案第 76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 

職務代理：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 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第 76 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 77 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：異議なし 

職務代理：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 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第 77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。続きまして、議案第 78 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 

職務代理：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 

職務代理：２番、３番の案件については、議案第 79 号農地法第５条第１項の許可に係る事業計

画変更申請とも関連しますので、一緒に審議します。２番、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：異議なし 

職務代理：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。 

Ａ委員：承継者と当初計画者の関係性は。 

事務局：２社とも黒部川水系土石業協同組合に加入しており、持ち回りで申請している。 

職務代理：他に意見はありますか。 

各委員：異議なし 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第 78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、議案第 79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 80 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。 

本議案については、当委員会の○○委員に関することが含まれていますので、農業委員会

等に関する法律第 31 条の規定に基づき、委員の退席を命じます。それでは事務局から説

明願います。 

 



◎議案第 80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。14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 2月 21日から令和 2年 3月 23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 27,930 ㎡、新規 6 年

以上 74,457㎡、再設定 6年未満が 49,470㎡、再設定 6年以上が 100,948㎡でございま

す。 

15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。 

石田地区     3件    11,698㎡ 

田家地区     1件    1,930㎡ 

村椿地区      1件      2,926㎡ 

大布施地区    5件    33,293㎡ 

三日市地区    2件     3,204㎡ 

前沢地区      3件    13,150㎡ 

荻生地区     11件    62,328㎡ 

若栗地区     8件       32,094㎡  

下立地区      1件        2,051㎡ 

愛本地区     1件     4,726㎡ 

下立地区     1件    4,036㎡ 

浦山地区     22件     81,369㎡ 

総件数は 59件で、利用権設定面積は 252,805㎡となっております。 

16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、前沢地区 2件 2,395㎡ です。17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 1,010万 8,288㎡を 2,530万 8,940㎡で割ります

と、39.9％となりました。 

また、18,19 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

117万 9,097㎡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、20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。 

 

職務代理：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。 

Ｂ委員：中間管理機構を通した場合、どれくらいのメリットがあるのか。 

事務局：黒部市で機構と 10 年間契約した場合の交付金の実績ですと、経営転換協力金があり、

これは今まで自作されていた方が、機構を通じてすべての農地を 10 年間、新規で担い

手に集約されると交付される補助金があります。既に預けておられた方は対象になりま

せん。 

Ｂ委員：議案に新規と書いてあるのはそういう意味か。 

事務局：これは、今まで利用権設定がされていなかったという意味で記載しています。 



職務代理：現在の経営転換協力金はいくらなのか。 

事務局：10aで 15000円です。 

職務代理：他に意見はありますか。 

各委員：異議なし。 

職務代理：異議がないようですので、議案第 80 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。ここで○○委員の入室を許可します。 

職務代理：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） 

職務代理：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 45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     ６番               

７番               

 


