
第 37回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和３年７月５日（月） 15時 45分～17時 30分 

２．場所 黒部市役所２階 201.202.203会議室 

３．出席委員 23名 

   農業委員 11名 

１番 高村 茂良 ２番 川原 邦英 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  

農地利用最適化推進委員 12名 

川端 数美 能登 武彦 高野 隆司 松澤 昭久 

寺﨑 俊弘 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 

  ３番 山本 隆 中谷 広秋 

５．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 平野 孝英 

  係  長 辻 真美 

  主  査 岸上 美栄子 

  主 事 紙谷 泰史 

 

６．議事 (1) 議案第 124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 125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 126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 127号 令和３年度黒部市農地利用集積計画の決定について 

 

(5) 議案第 128号 黒部市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 37 回黒部市農業委員会総会を開催します。去る６

月 30 日、竹田委員が急逝され、７月４日に葬儀がしめやかに執り行われました。竹田

委員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。山本隆委員、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。佐々木智委員、橋本喜洋委員の

両委員を指名します。それでは、議事に入ります。 

議案第 124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 125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124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、１件ございます。 

３ページをご覧下さい。 

〈1番〉荻生○○番 外2筆 地目：田 現況：田の3筆2,756㎡について。 

譲受人 富山市高園町○○番○○号 ○○へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さん

からの所有権移転で、転用目的は注文住宅建築です。農振除外からの案件です。 

譲受人は、不動産業を営んでおります。黒部市では、若年層で安価で小さな土地（50～

60坪で500万円以下）の土地を希望する人が多くなってきており、申請地は、荻生小学校

から約500ｍの距離にあり、住宅需要が多い土地であります。宅地や雑種地を含む、位置

図の黄色で囲んだ箇所にて、約60坪から65坪の大きさ21区画を造成する予定であります。 

 以上、１件１筆2,756㎡です。 

 

◎議案第125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。 

５ページをご覧下さい。 

〈1番〉前沢字北○○番 地目：田 現況：雑種地の1筆800㎡について。 

申請者は、富山市水橋市田袋○○番地 ○○です。位置図をご覧ください。令和２年７

月31日及び令和３年４月30日に転用目的が注文住宅建築用地として農地転用の許可を受

けましたが、土地区画整理事業区域のうち南西側を商業施設へ変更することとなりました。

変更前、変更後と書いてある地図をご覧ください。当初122区画の住宅地を造成する予定

のところ、住宅地は59区画となり、ホームセンターと食品スーパー及び駐車場を整備する

予定です。申請地が注文住宅建築用地から商業施設へ用途が変わることから、ここの１筆

のみについて事業計画変更が提出された次第です。その他転用許可した場所については、

注文住宅建築用地のまま用途が変わらないので、申請の必要ありません。 

以上、１件１筆800㎡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：議案第124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いたします。１番の

案件は荻生地区ですが、異議ありません。他の地区の意見を求めます。 

Ａ委員：譲受人の会社はどこにあるか。 

事務局：富山市です。 

Ａ委員：ここは耕作していたのか。 

会長：平成 30年に除外申請が出されてからは、休耕田である。他に意見はありますか。 

各委員：異議なし。 

会長：異議なしとのことですので、議案第 124 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 125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。 

議案第 125号の１番の案件について、前沢地区の山本委員が欠席ですが、本人からは異議

なしと事前に報告を受けております。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 125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、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、続きまして、議案第 126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 126号 

事務局：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説明いたします。7 ペ

ージをご覧下さい。 

黒部市吾妻野字北大平○○番 外 1筆 地目：畑 現況：山林 の ２筆 1,645㎡です。

申出人は○○さんです。位置図並びに現地写真、航空写真を添付資料７―１としてあり

ますので併せてご確認ください。 

該当の東布施の吾妻野、柳沢の２筆につきましては、本年６月に○○氏より相続およ

び登記を進めるために非農地申請があったものです。○○氏が現地確認したところ既に

山林の体をなしているとの報告がありました。該当の２筆については祖父が戦前サツマ

イモを耕作していたが、戦後は耕作していないとのことです。農業委員会として、当該

地を調査したところ現在は藪や低木に覆われており立ち入ることさえ困難な状況であ

り、山林であることを確認しております。また、現地確認の際は、川原委員と現地に赴

き、申請人のとおり非農地であることを確認しております。 

 

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

をされました川原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：申請地は山の中だが、場所を特定できるのか。 

事務局：現地まで到達できない時は、公図と現在の地図にある鉄塔や道を目印に、特定している。 

Ａ委員：なぜ非農地判断をして山林にしないといけないのか。 

事務局：今回の申請者の場合は、相続の際に現況通りにしておきたいとのことで申請された。 

Ｂ委員：農地であれば土地改良区から付加金を徴収される場合がある。 

Ｃ委員：以前非農地判断したところは、下立財産区に譲りたいが、農地で所有権移転できないの

で非農地判断した。 

Ｄ委員：電気柵があるが、この管理はどこがするのか。 

地区委員：地元の人が管理することとなっている。 

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 126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



127 号令和３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。事務局から説明願

います。 

 

◎議案第 127号 

事務局：今回提出させていただきますのは、令和３年５月 21日から令和３年６月 21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 10,479 ㎡、新規６年以上 12,121 ㎡、再設定６年未満が 49,880

㎡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      １件   3,837㎡ 

田家地区     30件   56,522㎡ 

三日市地区    １件   3,037㎡ 

前沢地区     ２件   9,084㎡ 

総件数は 34件で、利用権設定面積は 72,480㎡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  大布施地区    １件         3,668㎡ 

荻生地区     １件     2,756㎡ 

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 1,090万 5,066㎡を

2,514万 4,627㎡で割りますと、43.4％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、14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：財産管理人の権利がなくなった時はどうなるのか。 

事務局：権利がなくなった時までは調べておりませんが、現在は弁護士が管理しています。 

Ｂ委員：利用権設定しないと法律上だめなのか。 

事務局：法律に違反するとかではないが、昔からの口約束、所謂ヤミ小作だと、今後相続した時

に場所がとこか、どこと契約しているかもわからなくなるので、利用権設定を結び書面

として残しておくことが必要。 

会長：他に意見有りますか。 

各委員：異議なし。 

会長：異議がないようですので、議案第 127号令和３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。続きまして、議案第 128号 農地利用最適化推進 

委員の委嘱についてですが、本議案については、９名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。 

（9名の推進委員退室） 

それでは事務局より説明願います。 

 

◎議案第 128号 

事務局：黒部市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 



22 ページをご覧ください。令和３年７月 20 日から黒部市農業委員会は新体制へ移るこ

ととなっております。農地利用最適化推進委員については、農業委員会が委嘱すること

となっております。令和３年１月 20 日～２月 16 日の 28 日間を期間として公募を行っ

たところ、定員 13 名に対し、同数の 13 名の推薦がありました。この 13 名に対し、７

月１日の黒部市農業委員会農地利用最適化推進委員評価委員会にて評価を行ったとこ

ろ、13 名全員が候補者として適任と報告を受けました。この報告に基づき、13 名全員

を農地利用最適化推進委員に選任し令和３年７月 20日に委嘱したいと考えております。 

 

会長：それでは、評価委員会での審議の結果を山本職務代理より報告願います。 

職務代理：このことについて、黒部市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会にお

いて審査した結果、すべての者が農地利用最適化推進委員候補者として適任と判断しま

したので、報告します。 

会長：それでは、議案第 128号 農地利用最適化推進委員の委嘱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：異議なしとのことですので、農地利用最適化推進委員を選任し、委嘱することを決定しま

す。ここで、９名の推進委員の入室を認めます。 

    （９名の推進委員入室） 

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     ４番               

５番               

 


