
第 30回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年 12月４日（金） 15時 30分～17時 30分 

２．場所 黒部市役所 201.202.203会議室 

３．出席委員 24名 

   農業委員 12名 

１番 高村 茂良 ２番 川原 邦英 ３番 山本 隆 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 12名 

能登 武彦 高野 隆司 松澤 昭久 寺﨑 俊弘 

中谷 広秋 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 ２名 

４番 佐々木 智  川端 数美   

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 103号 土地区画整理事業の事業計画に係る意見について 

 

     (2) 議案第 104号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 

(3) 議案第 105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 106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 30回黒部市農業委員会総会を開催します。最初に、

湯野会長からあいさつがあります。 

会長：（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。佐々木智農業委員、川

端数美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。中村敏幸委員、髙村茂良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 103号 土地区画整理事業の事業計画に係る意見について事務局の説明を求めま

す。 



◎議案第 103号 

事務局：土地区画整理事業の事業計画に係る意見についてです。３ページをご覧ください。 

黒部市前沢地内において行われる黒部市前沢北土地区画整理事業の事業計画の審

査にあたり、土地区画整理法第 136 条の規定に基づき、富山県知事から意見を求めら

れております。 

 土地区画整理事業の実施においては、県が事業計画の審査を行い事業施工者に認可

されるのですが、土地区画整理法では県の審査にあたり市町村農業委員会に意見を聞

かなければならないことになっております。 

組合設立認可までの流れという資料 1 をご覧ください。本案件は令和２年７月の農

業委員会総会にて、組合設立の認可申請について同意いたしました。そこから現在、

認可申請が県へ進達されましたが、市町村農業委員会への諮問とありますので、県か

ら農業委員会へ諮問され、再度皆様に意見を伺うこととなった次第であります。 

 ７月総会の際には、残っている農地についても農地転用の審査をし、許可が下りま

した。ただ、地目がまだ農地のままであり、また農地のまま残す土地もあり、施行面

積 52,668.64 ㎡のうち 6,391.24 ㎡の地目が農地です。農地の面積が 3,000 ㎡を超え

ることから、県の農業会議へ意見聴取が必要であり、また、本日の総会の前に現地調

査も必要なことから、12 月１日に県農業会議と現地調査を行いました。現地調査及

び書類審査を行ったところ特段意見はなく、本日の総会で皆様にお諮りし、問題がな

ければ別紙のとおり「特に意見なし」として県に答申したいと考えております。 

 また、本日は区画整理事業の事務担当課である富山県都市計画課の本田さんと、株

式会社ビルトの新村さん、島田登記測量事務所の島田さん、株式会社都市造景研究所

の筏井さん、黒部市街路公園課の能澤さん、中山さんにお越しいただいております。

県都市計画課の本田さんに計画の説明をしていただき、その後皆様から意見をお受け

したいと考えております。それでは、計画の説明をお願いいたします。 

県都市計画課：富山県都市計画課の本田と申します。よろしくお願いいたします。 

    黒部市におきまして、この度、新規に土地区画整理事業を施行する計画が立ち上がり、

施行主体側から県に対して、事業計画の認可申請書が提出されました。 

    土地区画整理法第136条では、県が事業計画を審査する場合において、事業が農地の廃

止を伴うものであるときは、地元の農業委員会の意見を聴かなければならないこととされ

ています。 

    また、その農地の面積が3000㎡を超える場合は、農業委員会は、さらに、県農業会議の

意見を聴かなければならないこととなっております。 

そのため、市農業委員会と県農業会議の皆様から事業計画に対するご意見をいただくた

め、本日、ご説明の場を設けさせて頂きました。では、まず、配布資料の１ページをご覧

いただきたいと思います。 

    土地区画整理事業の名称は「黒部市前沢北土地区画整理事業」、施行者の名称は「黒部

市前沢北土地区画整理組合」であります。 

    施行区域の位置につきましては、７ページをご覧いただきたいと思います。こちらは、

黒部市の中心市街地の地図になりますが、市街地であるため、都市計画法上の用途区域の

指定がされており、用途区域ごとに色分けされています。 

 今回の土地区画整理事業の施行区域は、着色された用地地域の、すぐ右横に位置し、黒

い■で囲まれた、旧アピタの跡地を含む範囲になります。黒部市役所は、当該施行区域の

北側に位置しています。吹き出しに記載がありますが、土地区画整理事業の施行区域の面

積は、約５haです。また、施行期間は、令和２年度から令和４年度までの３年間です。 

    次に、９ページをご覧いただきたいと思います。横長の図面です。こちらは土地区画整



理事業の設計図になりますが、整備予定の道路、水路、公園などの公共施設を色付けして、

図面に示したものです。図面の右側が北になります。施行区域の東側に一般県道魚津入善

線（都市計画道路名：国道８号線）、南北に市道があり、交通アクセスに恵まれ、西側に

は二級河川黒瀬川が流れる地区になります。 

    この土地区画整理事業では、面的整備を行うことで、東側の県道沿いには、沿道サービ

ス型の商業施設を誘致し、後背地は閑静な住宅地になるよう、住みやすい市街地を形成す

るよう計画されています。また、図面下側では、緑色に着色されていますが、県道沿いに

約2,000㎡の公園を設けます。 

    次に10ページをご覧いただきたいと思います。「現況用排水路系統図（施行前）」と書か

れている、横長の図面です。こちらは、現状の用水路・排水路の流れを示した図面です。 

 青、橙、黄色に着色されている土地が、農地として登記されている箇所になり、合計面積

は6,391.24㎡であります。 

なお、宅地や農地の換地計画は、事業計画の認可後に、策定していくことになります。

したがって、現時点では、現況の農地が、どこに、どのような形状で配置されるかは、ま

だ決まっておりません。現在の農地は、若干の減歩を経て、原則、農地として再整備され

ますが、土地所有者が、この際農地を宅地にしたいと考える場合は、個別に転用許可申請

を行う必要があります。なお、減歩で道路等の公共施設に転用される部分については、農

地法令上、転用許可は不要とされています。 

最後に、11ページの「用排水路系統図（施行後）」をご覧いただきたいと思います。用

水路・排水路は、施行区域内に複数あり、それらの改修を行いますが、地元や土改と協議

した結果、水系を変えずに再整備することとしております。私からの説明は、以上です。

よろしくお願いいたします。 

会長：それでは、土地区画整理事業の事業計画に係る意見について、何か意見ありますか。 

Ａ委員：何区画できるのですか。 

事業者：約130区画で、200㎡～220㎡を平均値として整備したいと考えております。 

Ａ委員：商業施設は決まっているのか。 

事業者：まだ決まっておりません。認可後に募集をかける予定です。 

Ｂ委員：販売価格は決まっているのか。 

事業者：思いとしては、12万から上限13万円を考えております。 

Ｃ委員：11ページの青色の箇所が田として残るということですか。 

事業者：その予定です。 

Ｃ委員：保留地はどこを表しているのか。27％ほどあるが。 

事業者：どこを保留地、どこを売買していくかは現段階ではまだ決まっていない。130区画の中

に保留地も入っております。 

Ｃ委員：保留地はどこが管理するのか。 

事業者：組合です。保留地が残ると組合が解散できない。固定資産税等のコストがかかるので、

２年以内には売却したい。 

Ｄ委員：現況の用排水路を踏襲されるとのことですが、上流側からの排水や、最近のゲリラ豪雨

も検討したうえで計画されているのか。 

事業者：旧８号線から上流の排水も区画内の５本の排水路で受ける。側溝の改修はする予定だが、

今は基本設計の段階であり、今後入善土木と協議しながら実施設計をしていく予定です。 

Ｄ委員：調整池は検討するのか。 

事業者：以前は大型施設があり、水の流れは急だったが、宅地化すれば当初より緩和される資産

なので、調整池は考えておりません。必要であれば今後協議します。 

Ｅ委員：除雪の計画はどうなっているのか。 



事業者：井戸からの消雪で対応予定です。実施設計で、しっかりと協議します。 

会長：他に意見ありますか。ないようでしたら、意見をまとめます。 

雨水排水処理について対応を考えてほしいとのことで、意見を付したいと思います。 

   以上で、議案第103号土地区画整理事業の事業計画に係る意見についての審議を終了しま

す。ここで事業者の皆様には退席いただきます。ありがとうございました。 

会長：続きまして、議案第104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

105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、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104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〉出島字村中島○○番 外4筆 地目 田 の5筆3,680㎡について。 

譲渡人 黒部市出島○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市出島○○番地 ○○さん

への所有権移転であります。 

理由は贈与（生前贈与）であります。また現在譲受人の経営面積は6,399㎡、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。 

譲渡人と譲受人は親子関係にあり、申請地を含む7筆5,243㎡を所有権移転（贈与）され

ることを採択要件に新規就農・経営継承総合支援事業（国10/10）の補助対象となってい

るため（残りの2筆1,563㎡は平成29年にすでに3条移転済）、今般申請に至ったものです。 

 

〈2番〉前沢○○番 地目田 外1筆の2筆2,604㎡について。 

譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市前沢○○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7,240㎡、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。 

 

〈3番〉釈迦堂○○番 地目 田 の1筆1,023㎡について。 

譲渡人 魚津市中央通り二丁目○○番 ○○さんから 譲受人 黒部市釈迦堂○○番地 

○○さんへの所有権移転であります。 

理由は中間田の解消であります。また現在譲受人の経営面積は8,509㎡、約9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。 

申請地はいわゆる中間田であり、譲受人の所有農地2筆に挟まれた形であるため、これ

を解消することを目的として今般申請がなされたものです。 

   以上、計3件 8筆 7,307㎡であります。 

 

◎議案第105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、5件ございます。 

７ページをご覧下さい。 

〈1番〉吉田○○番 地目 畑 現況 畑 の1筆 15㎡について。 

譲受人 黒部市吉田○○番地 ○○さん 法定代理人 ○○さんへ、譲渡人 黒部市吉

田○○番地 ○○さんからの所有権移転であり、転用目的は駐車場敷地です。 

    譲受人は申請地近くに居住しておりますが、○○さんが自動車を取得したことにより、

実家の駐車スペースが手狭となりました。現在は実家敷地内の空きスペースに３台縦列駐

車しておりますが、来客用駐車スペースもない状態です。本申請地は居住地から近く利便



性もよいので、駐車場としたく申請されました。また、譲受人である○○さんは未成年の

ため、譲受人の父親が法定代理人とし申請されております。 

 

〈2番〉山田○○番 地目 田 現況 田 の1筆 257㎡について。 

譲受人 黒部市神谷○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市山田○○番地 ○○さんか

らの所有権移転であり、転用目的は一般住宅用地です。 

 譲受人は現在アパートに住んでおりますが、今回家族が増え、アパートが手狭になり、

持ち家を持ちたいとの希望から、新築住宅を建てることとなりました。申請地には木造２

階建ての住宅と車２台分のカーポートを建築する予定です。 

 

〈3番〉金屋○○番 地目 田 現況 田 の1筆 1,905㎡について。 

借人 黒部市飯沢○○番地 ○○へ、貸人 黒部市古御堂○○番地 ○○さんからの一

時転用であり、転用目的は仮設事務所です。 

    借人は大布施保育所の改築工事に携わっております。その改築工事に関して、現場事務

所、駐車スペース及び資材置場が必要になりました。一時転用期間は令和３年１月10日か

ら令和４年10月31日までで、申請地は農地に復旧し貸人に返却する予定です。 

 

〈4番〉岡○○番 外4筆 地目 田 現況 田 の5筆 5,047㎡について。 

譲受人 黒部市三日市○○番地 ○○へ、譲渡人 黒部市岡○○番地 ○○さん 外6

名からの所有権移転であり、転用目的は保育施設用地です。農振除外からの案件です。 

 現石田こども園は老朽化が著しく、改修維持は困難であり、施設・敷地ともに狭く、保

育施設としても問題があることから、移転・新築することとなりました。申請地は現石田

こども園及び石田小学校からも近く、石田公民館にも近接している為、適切なエリアだと

考えられるため申請されました。 

 

〈5番〉立野○○番 外2筆 地目 田 現況 雑種地 の3筆 1,458㎡について。 

借人 黒部市岡○○番地 ○○へ、貸人 神奈川県戸塚区平戸一丁目○番○○号 ○○

さんからの賃借権設定であり、転用目的は資材置場です。 

    借人は、本社用地の一部を資材置場として利用してきましたが、今般事業拡大の為 

新たに資材置場が必要となりました。管工事及び給排水工事に伴って埋め戻し用の土砂が

必要となったり、掘削工事により土砂が生じたりして一時的に保管しておく必要がありま

す。譲受人は黒部市の海岸に沿った地域を主に営業を行っており、申請地はその幹線道路

がクロスする交差点の近くであり、資材を保管するのに最良の条件であるので申請地を選

定しました。なお、申請地は既に着工されている為、始末書が添付されております。 

 

 以上、計５件 11筆 8,682㎡です。 

 議案の詳細につきましては、A３の右上に「参考」と書いてある資料をあわせてご確認く

ださい。 

 

会長：それでは、議案第104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（３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。 

Ａ委員：仲間田の解消については売買ですか。 



事務局：贈与です。 

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104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 105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（５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。 

Ｂ委員：一時転用とは現状に復旧するということですか。 

地区委員：そうです。 

会長：一時転用はどれだけの期間か。 

事務局：３年以内です。 

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 105 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 106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○○推進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 106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。10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 10月 21日から令和 2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 14,976㎡、 

新規 6 年以上 23,485 ㎡、再設定 6 年未満 25,493 ㎡、再設定 6 年以上 82,490 ㎡でござ

います。11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       5件        13,471㎡ 

村椿地区       4件        6,912㎡ 

大布施地区     8件      38,808㎡ 

三日市地区     1件      1,307㎡ 

前沢地区      1件      14,454㎡ 

荻生地区      4件      25,696㎡ 

若栗地区      6件      45,796㎡ 

総件数は 29件で、利用権設定面積は 146,444㎡となっております。 

12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    1件          3,680㎡  

    13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 1,059万 8,784㎡を 2,517万 7,878㎡で割ります

と、42.1％となりました。また、 14,15 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 195万 5,949㎡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、16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：出島地区はこれで何％くらいでてきたのか。 

事務局：出島エリアの８割ほどは機構に預けており、これで一旦終了のはずです。 

会長：他に意見ありますか。 

各委員：異議なし。 

会長：異議がないようですので、議案第 106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○○推進委員の入室を許可します。 

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。 

（17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     12番               

１番               

 


