
第９回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和４年３月３日（木） 15時 00分～16時 30分 

２．場所 黒部市役所３階 301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 ４番 髙村 茂良 

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 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 

  10番 宮﨑 誠一 

５．農業委員会事務局 ３名 

  事務局長 平野 孝英 

  主  査 岸上 美栄子 

  主 事 紙谷 泰史 

 

６．議事 (1) 議案第 28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 29号 農地法第４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 30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 31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 32号 黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の 

        改正について 

 

(6) 議案第 33号 黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金について 

 

７．会議の内容 

事務局長：皆様、お疲れ様です。ただ今から第９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。 

会長：本日の総会の議事録署名委員を私の方から指名します。 

髙村茂良委員、能澤喬之委員の両委員を指名します。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。宮﨑誠一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。それでは議事に入ります。 



議案第28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いたします。 

本議案については、当委員会の〇〇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、退席いたします。以後の進行は山本職務代理にお

願いします。 

職務代理：それでは事務局より説明願います。 

 

◎議案第28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。資料の3ページを

ご覧下さい。 

〈1番〉若栗〇〇番 外6筆 計７筆 地目：田の16,249㎡についてです。 

譲受人 黒部市若栗〇〇番 〇〇へ、譲渡人 黒部市若栗〇〇番地 〇〇さんからの所有

権移転であります。理由は売買であります。 

   譲渡人の〇〇氏は、これまで農業に携わってこられましたが、今後、自分の所有する農地

の後継者が見つからず、自身に万が一あった場合、管理者が不在となるおそれがありまし

た。そのため適切に管理・耕作してもらえる方を探していたところであります。 

譲受人の〇〇は、若栗を中心に約84haほどを主に水稲経営を行っており、他にも大豆やに

んじんやイチゴを栽培するなど、農業を積極的に展開する農業法人であります。添付され

た農地所有適格法人報告書でも、法人の役員や従業員は農業に携わる方で構成されており、

売買後も農地として適切に利用することが見込まれます。 

譲受人の経営面積は5,971㎡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１件 ７筆 16,249㎡であります。 

 

職務代理：それでは、議案第28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、若栗地区の案件ですが、若栗地区の委員が退席しており

ますので、代わりに確認された浦山地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。 

職務代理：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。 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第28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。ここで〇〇委員の入室を許可し、

進行の任を解かせていただきます。 

会長：議案第29号 農地法第４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30 

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議案を審議い 

たします。事務局より説明願います。 

 

◎議案第29号 

事務局：農地法第４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。 

５ページをご覧下さい。 

〈1番〉音澤字峯畑〇〇番 外3筆 地目：田、畑 現況：雑種地の4筆1019.98㎡について。 

申請者は黒部市宇奈月町音沢〇〇番地 〇〇さんで、転用目的は貸残土置場です。 

   申請人は、今般、〇〇から、申請地を新弥太蔵発電所建設工事で発生する残土置場として

土地を使用したい旨の打診を受けました。次の５条申請に〇〇の案件があるので、発電所

の説明は５条申請でいたします。申請地は昭和60年頃までは農地として耕作していました

が、その後休止し現在に至っており放棄地となっております。今後も耕作を再開する予定



はありません。〇〇から、他に適当な土地が見当たらないとして、土地の提供を希望され

ている為、残土置場として土地を賃貸するため転用するものです。 

   以上 １件４筆1019.98㎡です。 

 

◎議案第30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。７ページ

をご覧ください。 

〈1番〉音澤字中ノ島〇〇番 外2筆 地目：畑 現況：原野 の3筆 707㎡について。 

借人 富山市東田地方町一丁目〇番〇号 〇〇へ、貸人 黒部市宇奈月町音澤〇〇番地 

〇〇さんからの賃借権設定であり、転用目的は資材置場、駐車場です。１年９か月の一時

転用です。 

   借人は、申請地の隣接地にあった富山地方鉄道株式会社の廃止済みである旧弥太蔵発電所

のうち、残存する道水路トンネル等を利用し、取水設備、水圧管路、発電所、放水路を新

設し、新弥太蔵発電所として再開発を行う計画をしています。発電所建設のための資材置

場、駐車場を建設地点付近に設ける必要があり、申請地を含め約6500㎡を資材置場、駐車

場として利用する予定です。 

 

〈2番〉中野〇〇番 外4筆 地目：田 現況：田 の5筆 5,226㎡について。 

借人 福岡県福岡市博多区博多駅二丁目〇番〇号 〇〇へ、貸人 黒部市前沢〇〇番地 

〇〇さん外６名からの賃借権設定であり、転用目的は店舗敷地です。農振除外からの案件

です。 

   借人は医薬品・食料品などの販売を行っており、黒部市の商業集積地にディスカウントド

ラックストアをオープンする予定です。現在近隣の市では滑川市と入善町に店舗を展開し、

リピート客からシェアを得ています。また、多店舗展開にて複数出店することで、物流コ

ストを抑え、低価格な商品を消費者に提供し、地域に根付いた経営基盤を確立させるため

申請されました。 

 

〈3番〉三日市字御蔵〇〇番 地目：田 現況：田 の1筆 285㎡について。 

譲受人 黒部市轟下〇〇番地 〇〇さんへ、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、転用目的は一般住宅です。 

   譲受人は、現在アパートに妻と子供の３人で暮らしております。かねてより居宅を建築し

たいと思っており、今般妻の祖母である譲渡人の土地に居宅を建築することとなりました。

申請地には二階建ての木造住宅を建築する予定です。 

以上、３件 ９筆 6,218㎡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29号 農地法第４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、音澤地区の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 29 号 農地法第４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 30 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、音澤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番の案件だが、ドラックストア等の大きな店舗が複数建設される中で、地域の商店街

が疲弊していく。農地法とは関係ないが、黒部市としてはどうなのか。 

事務局：農地法としては法律に基づき運用しているので、申請され基準を満たしていれば許可せ

ざるを得ない。 

Ｂ委員：４～５年前、都市計画について三日市地区へ説明があった。都市部を賑やかに、人を集

めようという計画なので、黒部市として規制はないのでは。 

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 30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 31 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。本議案については、当委員会

の〇〇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 31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。9.10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４年１月 21日から令和４年２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 12,572 ㎡、新規 6 年

以上 30,961 ㎡、再設定 6 年未満が 62,002 ㎡、再設定 6 年以上が 35,007 ㎡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。 

大布施地区     １件     3,919㎡ 

前沢地区       ８件    64,099㎡ 

荻生地区     ２件   20,935㎡ 

若栗地区     ４件   19,693㎡ 

東布施地区    ３件   17,014㎡ 

愛本地区     １件    4,368㎡ 

下立地区     ２件    7,240㎡ 

浦山地区     ２件    3,274㎡ 

総件数は 23 件で、利用権設定面積は 140,542 ㎡となっております。12 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 1,108万 6,688㎡を 2,514万 4,627㎡

で割りますと、44.1％となりました。その内の農地中間管理機構の活用実績ですが、前

回と変わらず合計面積 203万 3,334㎡となり、設定率 8.1％です。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、13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 31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。ここで〇〇委員の入室を許可いたします。 

続きまして、議案第 32号 黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指 

針」の制定について事務局から説明願います。 

 

◎議案第 32号 

事務局：（資料に基づき説明） 

会長：それでは、事務局から説明があった黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関

する指針」の制定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。 

Ｃ委員：三次産業となっているが、一次産業では？ 

事務局：修正します。 

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 32 号 黒部市農業委員会「農地等の利用の最適化の

推進に関する指針」の制定について、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 33 号 黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金について事務局から説明願いま

す。 

 

◎議案 33号 

事務局：（資料に基づき説明） 

会長：それでは、事務局から説明があった黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金について各

委員の意見を求めます。何かご意見ございませんか。 

Ｄ委員：去年より乾燥調製料金が下がりすぎかと思う。計算方法が違っていて修正したというこ

とであれば、前回の料金を返してほしいとならないか。説明が必要になる。 

会長：乾燥調製と色彩選別の利用面積を他の機械の利用面積と合わせた。最近、燃料費が高騰し

いるが、燃料費は１年間の平均で計算しているので、来年再度計算すると作業料金が上が

る可能性がある。賃借料と作業料金は３年に１回の見直しということだが、来年も改訂が

必要になるかもしれない。 

職務代理：前回、色彩選別を入れないとカメムシを排除できないということで初めて料金に加え

た。この金額にすれば元が取れるのではないかとのことで決められたのだと思う。今回、

農家が農業離れしないような料金の設定にしたいという思いもあり、料金の計算方法につ

いて再度確認したところ、トラクターやコンバイン等の利用面積と色彩選別の利用面積は

違う値で試算していたため、これを統一しようとなった。また、今米価が下落しているこ

ともあり、再試算した結果が妥当な金額ではないかと判断し、検討委員会へかけることと

なった。ただこれは標準であり、最終的には相対で決めることとなる。 

事務局：それぞれの立場や色んな意見があると思うので、今後も意見を出していただき、来年再

度改訂するかの検討材料としたい。 

Ｅ委員：３年に１回と決めておくのではなく、柔軟に改訂できる仕組みを作っていかないといけ

ない。 

会長：ただし書きに見直しを行う場合があると書いてあるので、出来ないことはない。 



Ｅ委員：標準とあるので、３年に１回が妥当かとも思うが、農業委員会で決めていいのかとも思

う。 

会長：数年前に料金を示さなくてもよくなったが、それだと困るとのことで、賃借料と３作業だ

け農業会議を通じて示すこととなった。それに基づいて各農業委員会が示すこととなった。

標準料金を示していない市町村もある。ドローンの料金を示してほしいと農業会議にお願

いはしている。検討するとのこと。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 33 号 黒部市農地標準賃借料及び農作業標準料金に

ついて、当委員会は同意することに決定します。 

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 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               

６番               

 


