
第 29回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年 11月６日（金） 15時 30分～16時 55分 

２．場所 黒部市役所 201.202会議室 

３．出席委員 13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    

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．協議事項 (1)黒部市農業委員会会長等の選出について 

 

７．議事 (1)議案第 99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 100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 101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 

 

(4) 議案第 102号 令和２年度黒部市農地利用集積計画の決定について 

 

８．会議の内容 

事務局長：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 29回黒部市農業委員会総会を開催します。 

去る 10月 21日、岡田会長が急逝され、24日に葬儀がしめやかに執り行われました。岡

田会長のこれまでのご功績を称え、ご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、黙祷

を捧げたいと思います。それでは皆様ご起立願います  

～黙祷～ ご着席ください。 

 それでは、湯野職務代理よりあいさつがあります。 

職務代理：（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。竹田登委員、岩井竹志委員の

両委員を指名します。それでは、協議事項の（１）黒部市農業委員会会長等の選出につ

いてです。事務局より説明願います。 

 



事務局：黒部市農業委員会規程により会長が欠けるに至ったときは、新たに会長の選挙を行わな

ければなりません。 

選挙は、候補者を指名し採決する「指名推薦」と「投票」による方法があります。前回

は２期以上続けておられた方に代表して協議していただき候補者を指名し、それから全委

員の皆さんに諮って当選人を決定する指名推薦により選出しておられました。なお、場合

によっては会長職務代理者も併せて選出する必要となるケースが考えられますが、会長職

務代理者の選挙についても前回は指名推薦により選出しておりました。 

また、浦山地区の農業委員に欠員が生じることとなりますが、黒部市農業委員会の委員

の選任に関する要綱、第 15 条により、欠員が定数の６分の１を超えたときは、速やかに

農業委員を補充しなければならないとありますので、今回は、任期も１年を切っておりま

すし、来期の選考も進めているところですので、補充はしないことといたします。 

職務代理：それでは、会長等の選挙について、「指名推薦」と「投票」の方法があるということ

ですが、事務局からの説明や前回の選出方法に倣い、提案をさせていただきます。 

農業委員会制度をよくわかっておられるという意味で、農業委員を２期以上経験して

おられる方々に会長等の候補者を選考いただき、その上で、選考した候補者がよろしい

か、どうか、皆さんに採決いただくという指名推薦の方法をとりたいと考えます。この

方法にご異議ありませんか。 

各委員：異議なし 

職務代理：それでは、２期目以上の方について、確認の為事務局より報告願います。 

事務局：２期以上の委員は岩井委員、中村委員、山本委員、湯野委員です。 

職務代理：それでは、ただ今名前を呼ばれた委員で、少しご協議願うこととし、暫時休憩します。 

     （休憩） 

職務代理：休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

それでは選考者を代表して中村委員から協議の内容について報告をお願いいたしま

す。 

中村委員：会長に湯野委員を指名することとし、また、湯野現職務代理者が会長となり会長職務

代理者を失効しますので、あわせて新たに山本隆淑委員を会長職務代理者に指名するこ

とを協議しましたので報告します。 

職務代理：ただいまの協議報告にご異議ありませんか。 

各委員：異議なし 

職務代理：ご異議なしと認め、会長に湯野和夫委員、会長職務代理者に山本隆淑委員を選出する

ことといたします。ご協力ありがとうございました。 

事務局長：ありがとうございました。それでは、ただいま選出されました会長並びに会長職務代

理者からご挨拶を賜りたいと思います。前の方へお願いします。それでは湯野会長より

ご挨拶をお願いいたします。 

会 長：（あいさつ） 

事務局長：ありがとうございました。続きまして、山本会長職務代理者から、ご挨拶をお願いい

たします。 

職務代理：（あいさつ） 

事務局長：ありがとうございました。それでは、新会長に議長をお願いしたいと思います。 



会 長：それでは、黒部農業振興地域整備促進協議会委員の選出についてです。事務局より説明

願います。 

事務局：黒部農業地域整備促進協議会規程により、その委員として、農業委員会から代表を選出

することとなっております。農業委員会からの代表者は５名となっており、会長、会長

職務代理者、委員３名となっております。 

山本委員が会長職務代理者となられたことにより、今まで山本委員が務めておられまし

た東部地区において欠員が生じます。よって新たに委員を選出したいと思います。 

東部地区は、若栗、内山、愛本、下立、浦山ですので、若栗地区の橋本委員と、下立地

区の佐々木委員のどちらかを選出いただきたいと思います。 

会 長：ただいま、事務局より説明がありましたが、ここで暫時休憩をいたしまして、東部地区

にて、１名を選出いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

    （休憩） 

会 長：それでは結果をお諮りいたします。東部地区は橋本委員を選出したいと思いますが、何

かご意見はございますか。 

各委員：異議なし 

会 長：それでは、黒部農業振興地域整備促進協議会における東部地区の委員は、橋本委員を選

出させていただきます。ありがとうございました。 

    続きまして、議事に入ります。議案第 99 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 100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議案について審議いたします。事務局より説明願います。 

 

◎議案第 99号 

事務局：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ですが、1 件ございま

す。3ページをご覧下さい。 

〈1番〉新牧野〇〇番 地目：田 現況：田 の 1筆 336㎡について。 

譲受人 黒部市三日市〇〇番地 〇〇 さん外 1名 へ、譲渡人 黒部市新牧野〇〇番地 

〇〇 さんからの所有権移転であり、転用目的は店舗併用住宅敷地です。 

   譲受人は、三日市の賃貸物件において自営業で洋服店を経営しております。当該賃貸物件

は店舗兼住宅であり、生活の場も兼ねております。近年、賃貸物件の家賃負担が大きく、

店舗の移転を検討しておりました。申請地は現在の店舗兼住宅と約 500ｍの距離にあり、

店舗の移転先として営業上支障がなく、生活の拠点として子供の通学等にも影響しない為、

適しており申請しました。申請地には木造２階建ての店舗兼住宅、夫婦の車２台と来客用

の駐車スペース３台を計画しております。 

 以上、計 1件 １筆 336㎡です。 

 

◎議案第 100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対する意見についてですが、１件

ございます。5ページをご覧下さい。 

〈1番〉植木字中長〇〇番 外 1筆 地目：田 現況：宅地の 2筆 1,395㎡について。 



当初計画者は、黒部市沓掛〇〇番地 〇〇、承継者は、黒部市沓掛〇〇番地 〇〇、当初

転用目的は駐車場用地で、今回の転用目的は共同住宅です。 

当初計画では、〇〇グループの〇〇が、〇〇グループが管理する「タカムラハイツ」及び

「クレスト植木」の駐車場として、平成 31年１月 31日に転用許可を受けました。しかし、

〇〇が平成 31 年２月１日に〇〇グループの〇〇に吸収合併されました。〇〇グループの

事業の合理化計画により、税理士の指導から空室が多い既存アパートを若年者向きの最新

設備が整ったアパートにすることが求められ、当初、駐車場用地とする計画だった申請地

に新築アパートを建てることとなった為、事業計画変更が提出されました。 

   また、申請地はすでに新築アパートが建っており、始末書が添付されております。 

   以上、計 1件 ２筆 1,395㎡です。 

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 99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します。 

１番の案件について、三日市地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 99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 100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番の案件について大布施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。 

Ａ委員：当時駐車場で許可を得たとのことだが、地目は雑種地になっているのか。 

事務局：田のままです。 

Ｂ委員：アパートはいつ建てられたのですか。 

事務局：今年に入ってからです。 

Ｂ委員：確認申請は通っているのか。 

事務局：アパートが建っているので通っているはずです。 

Ｂ委員：確認申請を農業委員会では確認しないのか。 

事務局：農業委員会では確認しておりません。 

Ｃ委員：事前に農業委員会で確認すればいいのではないか。 

事務局：担当課と調整させて下さい。 

Ｄ委員：申請書に押印してくれと行政書士が説明に来られるが、農業委員会の提出締切日ギリギ

リに来られるので、きちんと内容がわからず、後で事務局に聞くことがある。 

Ｂ委員：現地を確認し、内容も理解した上でないとすぐに押印できないと断ることも必要。 

Ｅ委員：許可後は現地確認等はしていないのか。 

事務局：一年以内に完了届を出していただくこととなっており、出ていないようであれば県より

督促されます。 

Ｆ委員：駐車場で許可をとっていたのに、現在はアパートが建っている。始末書をつけたからと

言ってまかり通ってよいのか。駐車場になったことを市が確認するべき。 

Ｇ委員：市や県だけでなく、農業委員も半年後とかに現地確認すればよいのでは。 

Ｃ委員：やはり農業委員も申請時には現地をしっかり確認してから押印しなければいけない。 



会 長：他に意見ありますか。 

各委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 100 号 農農地法第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

101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 101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。7 ペ

ージをご覧下さい。 

申請につきましては 18 件ございますが、すべて関連しておりますので一括して説明さ

せていただきます。 

〈1番〉釈迦堂字中ノ口〇〇番 外 51筆  地目：畑 現況：山林 の 52筆 6,802.91㎡について。

申出人は 〇〇さん 外 17名です。位置図並びに現地の航空写真を併せてご確認ください。 

申請地・釈迦堂につきましては、本年５月総会において釈迦堂地区里山再生事業（市農

林整備課主体の事業、県へ申請を行うことで『水と緑の森づくり税』を財源として行う事

業）による森林整備を行うため、計 9 件 22 筆 6,807 ㎡の非農地判断を行ったところであ

りますが、今般事業範囲の拡大に伴い追加で非農地判断の申出があったものです。地図青

色部分が５月案件で非農地判断を行った場所、赤色部分が今般申請の為された場所です。

申請地につきましても５月案件同様、昭和 50～60 年代にかけて山林化が進んでおり、現

在は完全に山林・原野化している状況にあります。 

以上 計 18件 52筆 6,802.91㎡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：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 101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、当委員会は該当しないとの判断をいたします。 

続きまして、議案第 102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。 

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。12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 9 月 21 日から令和 2 年 10 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年以上 703,403㎡、 

再設定 6年以上 143,405㎡でございます。 

   13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      102件       518,914㎡ 

大布施地区     68件     288,804㎡ 

三日市地区     2件      7,357㎡ 

前沢地区      7件     25,261㎡ 



荻生地区      3件      6,472㎡  

総件数は 182件で、利用権設定面積は 846,808㎡となっております。 

14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    51件          193,359㎡  

        大布施地区  16件      43,701㎡ 

        三日市地区  1件      4,581㎡ 

        前沢地区   4件      20,900㎡ 

        荻生地区   3件      6,472㎡ 

 15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 1,058万 5,020㎡を 2,517万 7,878㎡で割りますと、

42.0％となりました。また、16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 193万 2,401㎡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、18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。 

Ａ委員：中間管理機構と合わせて集積率はどれくらいになるのか。 

事務局：15ページの 42％に機構を含んで記載してあります。中間管理機構のみですと、7.7％で

す。 

Ｂ委員：出島はどのくらいあずけるのか。 

事務局：約 70haです。 

Ｂ委員：農家数の分母は小さくなりますよね。 

事務局：農家数でいくと少なくなります。 

会 長：他に異議ございますか。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 102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 55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     10番               

11番               


