
第４回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和３年 10月５日（火） 15時 00分～15時 50分 

２．場所 黒部市役所２階 201.202会議室 

３．出席委員 13名 

   農業委員 13名 

１番 中野 貴代美 ２番 山本 隆淑 ３番 山本 隆 ５番 橋本 喜洋 

６番 能澤 喬之 ７番 岩井 竹志 ８番 舩屋 裕子 ９番 大坪 敏郎 

10番 宮﨑 誠一 11番 松岡 高生 12番 中島 淨 13番 佐々木 智 

14番 中坂 稔    

４. 欠席委員 １名 

  ４番 髙村 茂良 

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８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９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 

 

(3) 議案第 10号 令和３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 

事務局長：皆様、お疲れ様です。ただ今から第４回黒部市農業委員会総会を開催します。 

    それでは、橋本会長よりあいさつがあります。 

会長：（あいさつ） 

事務局長：ありがとうございました。それでは、９月 27 日付けで農業委員に任命されました中

坂委員より、ご挨拶をお願いいたします。 

中坂委員：（あいさつ） 

事務局長：ありがとうございました。 

会長：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。髙村茂良委員から事前に 

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。 

岩井竹志委員、舩屋裕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８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審議いた

します。事務局より説明願います。 

 

 



◎議案第８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。 

３ページをご覧下さい。 

〈1番〉荻生〇〇番 地目：田 現況：田及び雑種地 の1筆 2,986㎡について。 

借人 黒部市荻生〇〇番地 〇〇へ、貸人 黒部市荻生〇〇番地 〇〇さんからの賃借権

設定であり、転用目的は資材置場です。農振除外からの案件です。 

借人は砂利等の骨材プラントを運営しています。現在プラントの敷地内には商品の他に、

残土土砂が約16,000㎥あり、スペースに余裕がなく骨材の運搬搬出に支障をきたしており、

残土土砂を移動したいと考えております。申請地は幹線道路沿いにあり、西方向へ行けば

国道８号線・旧８号線に接続しており、東方向は宇奈月へ行く幹線道路もあり利便性もよ

く、また、申請地は会社の代表取締役の自宅前にあり、管理上目が届きやすい為、申請さ

れました。なお、昭和53年頃に一部を盛土し、駐車場として利用していたため、始末書が

添付されております。 

 

〈2番〉堀切〇〇番 地目：田 現況：田 の1筆868㎡について。 

借人 黒部市三日市〇〇番地 〇〇へ、貸人 茨城県常総市三坂町〇〇番地 〇〇さん 

からの賃借権設定であり、転用目的は資材置場及び駐車場です。農振除外からの案件です。 

借人は電気通信工事業を営んでおり、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、事業の拡大の為、資材置場と駐車場が必要となりました。申請地は、新川地

域の幹線道路である８号線から50ｍと近く、事業を行うにあたり大変利便性が良いです。

申請地には電設資材や配線材料、作業車両を停める駐車スペースを整備する予定です。 

 

〈3番〉田家野〇〇番 地目：田 現況：畑 の1筆453㎡について。 

借人 富山市奥井町〇番〇〇号 〇〇さん 外１名へ、貸人 黒部市田家〇〇番地 〇〇

さんからの賃借権設定であり、転用目的は住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

    借人は、現在妻と子供と富山市のアパートに居住しておりますが、子の成長に伴い、部

屋数が不足していることから、戸建て住宅を建設することとなりました。申請地は実家に

近く、子供の面倒を見てもらうことや、両親の老後のことを考えると利便性が良い土地で

あります。申請地には平屋の住宅とガレージを建築する予定です。 

   以上、計３件 ３筆 4,307㎡です。 

 

会長：それでは、議案第８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、荻生地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（３番の案件まで同様に異議なし） 

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８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、続きまして、議案

第９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９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。 4,5 

ページをご覧下さい。今回、審議していただく非農地案件は下立地区と内山地区の２件で



ございます。 

 

〈1番〉下立字谷平〇〇番 外 1筆 地目：田 現況：山林 の ２筆 719㎡です。申出人は〇

〇さんです。 

位置図並びに現地写真、航空写真を添付資料６―１としてありますので併せてご確認く

ださい。 

該当の２筆につきましては、50年ほど前までは先代が田として水稲を行っていたとのこ

とです。その後、代が変わり現在に至るまで耕作していないとのことです。実際に、現地

を確認したところ雑草が生い茂る杉林となっており、中に立ち入ることさえ容易でないほ

ど荒れている様子でした。非農地とした後は、下立財産区に譲ることを検討なされている

とのことです。 

 

〈2 番〉内山字長畠〇〇番 外 6 筆 地目：田 現況：雑種地 の 17 筆 3617 ㎡です。申出人

は〇〇さんです。 

位置図並びに現地写真、航空写真を添付資料６―２としてありますので併せてご確認く

ださい。 

該当の内山地区長畠につきましては、昭和の後半頃から水稲を行うものが減り、現在、

長畠周辺で水稲を行うものはいなくなったと聞いております。現場では、優に人の丈ほど

あるススキが繁茂し、既に自然と樹木が生えてきている状態でした。樹木が根を下ろして

いることから、耕作し農地として利用することは難しく、非農地の様相であると言えます。

非農地とした後は、黒部市宇奈月町にある土木会社の〇〇に売買し、資材置き場や駐車場

として活用するとのことです。資材置き場や駐車場の地目は雑種地に該当することから、

非農地判断したのちに、雑種地へ変更する予定とのことです。 

   以上、計２件 19筆 4,336㎡です。 

 

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

をされました下立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：山林と雑種地の違いは。 

事務局：山林は樹木が生えている山、雑種地は田や宅地等に当てはまらない土地。農業委員会は

農地ではないとの判断をし、実際の地目の登記については法務局が判断することとなりま

す。 

Ｂ委員：下立の２筆については植林された形跡があった。今から 30～40 年前に植えたような感

じであった。 

会長：地目の一覧表を来月配布します。 

Ｃ委員：人工的に田や畑に植林をし、山林として地目変更できるのか。 

職務代理：山では田を放棄されて植林された方もいるが、平場で放棄田になっているような所に

木を植えて計画的に山林にしてはダメなのでは。 

事務局：許可を得ずに農地に植林をするということは、違反転用になってしまう。昔から山林か

してしまっているような所は非農地判断するが、今から植林するというのはダメですとお

伝えしている。 



Ｂ委員：内山地区は自然発生的な木だったが、下立地区は植林したような形跡だった。そういう

場合は始末書がいるのか。 

事務局：非農地判断で始末書まで求めたことはない。 

会長：今から田に戻すことは難しい。農地ではないと判断するのが的確と思われる。他に意見ご

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９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 10

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。それでは事務局から説

明願います。 

 

◎議案第 10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。7,8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３年８月 21日から令和３年９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、６年以上はございま

せんでした。再設定６年未満 7,285㎡、再設定６年以上が 19,163㎡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。 

石田地区       １件   2,129㎡ 

大布施地区     ３件   18,019㎡ 

東布施地区     １件   6,300㎡ 

総件数は５件で、利用権設定面積は 26,448㎡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。 

荻生地区      １件   2,986㎡ 

解約の理由は、農地転用のためです。 

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 1,092万 3,926㎡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、 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。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。 

各委員：異議なし。 

会長：異議なしとのことですので、議案第 10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。 

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。 

（15時 50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     ７番               

８番               

 


