
第 31回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和３年１月７日（木） 15時 00分～16時 00分 

２．場所 黒部市役所 201.202会議室 

３．出席委員 12名 

   農業委員 12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 

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 １名 

  10番 竹田 登 

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 107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 108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 

               

(3) 議案第 109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 

 

７．会議の内容 

事務局長：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 31回黒部市農業委員会総会を開催します。 

 それでは、湯野会長より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。竹田登委員から事前

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。川原邦英委員、山本隆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 107号 農地法第３条第１項のきていによる許可申

請について、議案第 108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 107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〉宇奈月町下立字前田○○番 外 4筆 地目：田 の 5筆 970㎡について。 

譲渡人 埼玉県久喜市野久喜○○番地 ○○さんから、 譲受人 黒部市宇奈月町下立○



○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 265,058 ㎡、約 26 町歩の面積が

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〉宇奈月町栃屋○○番 地目：田 外 1筆の 2筆 1,151㎡について。 

譲渡人 黒部市宇奈月町栃屋○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町栃屋○

○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 5,554㎡、約 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。 

 

〈3番〉宇奈月町栃屋○○番 地目：田 1筆 1,179㎡について。 

譲渡人 黒部市若栗○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町栃屋○○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 5,853㎡、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。 

計 3件 8筆 3,300㎡であります。 

 

◎議案第 108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。5ページをご覧下さい。 

〈1番〉犬山○○番 地目：田 現況：雑種地 の 1筆 457㎡について。 

借人 黒部市犬山○○番地 ○○さん 外１名へ、貸人 黒部市犬山○○番地 ○○さ

んからの賃借権設定であり、転用目的は住宅敷地です。 

    申請者の○○さんと○○さんは親子関係であり、現在同居しております。借人の○○さ

んは昨年 10 月に入籍しましたが、それぞれの実家にまだ暮らしております。夫婦での生

活を始めるため、新しく住宅を建てることとなりました。 

申請地は実家にも近く将来的な家事協力や介護等のことを考えると最適な土地であり、

木造２階建ての住宅と、カーポートを建築する予定です。また申請地は砂利等で固められ、

雑種地となっていることから、始末書が提出されております。 

 

〈2番〉若栗○○番 地目：田 現況：田 の 1筆 2100㎡について。 

借人 黒部市若栗○○番地 ○○へ、貸人 黒部市若栗○○番地 ○○さん 外 1 名 

からの賃借権設定であり、転用目的は農作業場及び農機具庫です。農振除外からの案件で

す。 

    借人である○○は、事業の拡大に伴って、農業用の車輌置場が不足しております。農機

具庫 150㎡と農作業場 150㎡を設けるとともに、農耕者及び車両の一時駐車場及び作業ス

ペースとして合わせて 2100 ㎡を計画しております。申請地の市道を挟んだ向かいには、

借人の本社があり、作業の効率化、また利便性もよいため申請されました。 

   以上、計２件 ２筆 2,557㎡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 107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、下立地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（同様に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：２番と３番の案件で、譲受人がそれぞれ農事組合法人の構成員で農事組合法人にあずけ

ているが、大丈夫なのか。 

事務局：利用権を設定していたり、出資金だけ等の組合員ではだめだが、該当の譲受人は利用権

を設定しておらず、構成員として出役もしているので、制度的には大丈夫です。 

会 長：他に異議ございますか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 107 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 108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、石田地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（同様に２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 108 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 109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。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２年 11月 21日から令和２年 12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 11,936 ㎡、新規 6 年

以上 81,490㎡、再設定 6年未満が 6,974㎡、再設定 6年以上が 201,874㎡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。 

生地地区     2件    3,130㎡ 

石田地区     1件    7,067㎡ 

村椿地区     12件   89,913㎡ 

大布施地区     1件   13,641㎡ 

三日市地区    1件    8,995㎡ 

前沢地区     2件    6,040㎡ 

荻生地区      3件   23,913㎡ 

若栗地区     4件      19,889㎡ 

浦山地区     33件   129,686㎡ 

総件数は 59件で、利用権設定面積は 302,274㎡となっております。 

10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  石田地区    1件          4,067㎡ 

村椿地区   11件     52,874㎡ 

三日市地区  1件     8,995㎡ 



前沢地区   2件     6,040㎡  です。 

11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 1,077万 6,393㎡を 2,517万 7,878㎡で割りますと、

42.8％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、12ページ以降に記載されておりますので、ご一

読ください。 

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。 

Ｂ委員：出島地区は基盤整備しているが、換地すると利用権設定などはどうなるのか。 

事務局：地番や面積が変わってくるので、変更契約をする必要があります。 

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 109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 00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     ２番               

３番               


