
第 14回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和４年８月８日（月） 14時 30分～16時 00分 

２．場所 黒部市役所２階 201，202，203会議室 

３．出席委員 25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 10番 宮﨑 誠一 11番 松岡 高生 12番 中島 淨 

14番 中坂 稔    

農地利用最適化推進委員 12名 

川端 数美 千代 眞次 高野 隆司 稲澤 一彦 

寺﨑 俊弘 氷見 康弘 臼田 清嗣 松島 進 

前田 優 米陀 助一 山本 秀治 山本 勝 

４. 欠席委員 ２名 

  13番 佐々木 智、中 康史 

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  任 中陳 栄 

  主 任 紙谷 泰史 

 

６．議事 (1) 議案第 49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 50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 51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 

      

(4) 議案第 52号 令和４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 14回黒部市農業委員会総会を開催します。 

最初に、橋本会長から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。中野貴代美委員、山本隆委員

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。佐々木智委員、中康史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。それでは議事に入ります。 

議案第49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。事

務局より説明願います。 

 

◎議案第49号 

事 務 局：議案第49号 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２ページをご覧下さい。 

〈1番〉 山田新○番○、○○番○の計２筆 地目：田の2,416㎡についてです。 

譲受人：黒部市宮野 ○○氏へ、譲渡人：京都市南区 ○○氏からの所有権移転であ

ります。理由は贈与であります。 

譲渡人は、譲受人の伯父にあたります。譲渡人は現在京都市に在住しておられ、前沢

地区山田新の該当の農地は、昭和53年～54年のほ場整備にかかる換地処分により取得

したとのことです。遠方に居住され、該当農地を管理・維持していくことは難しく、

自身も80代半ばに差し掛かり、今後の所有については、今年も含めこれまで耕作して

もらっていた譲受人に任せたいとの思いがありました。譲受人はこれまで山田新や宮

野を中心に５haあまり（568a）を耕作され、米をメインに野菜を作っており、トラク

ターやコンバイン等も保有されていることから、通作距離や耕作面積、農機具面で今

後も農業を継続できることが認められます。このことから、３条による贈与という形

で申請が行われました。 

 

〈2番〉 枕野○○番、○○番、○○番の計３筆 地目：田の4,885㎡についてです。 

賃借人：黒部市出島 ○○氏へ、賃貸人：黒部市古御堂 ○○氏からの賃借権設定で

あります。理由は賃借権設定による経営規模拡大であります。 

先月の農業委員会で取り扱った賃借人に関連する案件です。先月は、賃借人と○○氏

との賃借権設定でしたが、今回は賃借人と○○氏との賃借権設定です。理由は、賃借

人は、普段会社員であり、枕野の父親の手伝いでの農業従事者であるため、利用権を

設定できないためこの３条による賃借権の申請に至りました。３条による申請には、

提出書類が多いのですが、書類を揃え要件を満たしていることを確認しております。 

賃貸経緯の説明について、先月と内容が被るところがありますが、賃貸人は古御堂に

居住されており、所有する枕野地区の田んぼは、遠くこのままでは耕作放棄田になる

おそれがあり、管理・耕作してもらえる方を探しておられました。賃借人の父親は、

枕野に居住し近隣の自己所有農地のみをこれまで耕作してこられました。賃借人は景

観保全や耕作放棄地の防止になればとの思いがあり今回この枕野３筆の賃借権による

契約に至ったとのことです。 

 

以上、計２件 ５筆 7,301㎡であります。 

 

会  長：それでは、議案第49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、２番の案件について、前沢地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：意見なし。 

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49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50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51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、以上の２議案に

ついて事務局から説明願います。 

 

◎議案第50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、２件ございます。 

５ページをご覧下さい。 

 

〈1番〉 三日市地区 三日市字御蔵○○番○ 地目：田 現況：田の１筆329㎡について。 

借人 黒部市田家新 ○○さんへ、貸人 黒部市三日市 ○○さんからの使用貸借権

設定であり、転用目的は一般住宅用地です。 

借人は、妻と昨年生まれた子供と３人でアパートに暮らしており、今後の子育て環境

や、実家に住む貸人である祖母と両親の面倒を見ていくことなども考え、実家の隣接

地で戸建て住宅を建築するため今回申請されました。 

申請地は、都市計画区域の第一種住居地域であり、生活圏内には幼稚園や保育所、小

学校などの教育施設、市役所、市民病院などの公共施設や医療機関、メルシーなどの

商業地が近く、子育て世代にとって安心した環境となっています。申請地には２階建

ての木造住宅を建築する予定です。 

 

〈2番〉 下立地区 宇奈月町下立○○番 外６筆 地目：田 現況：田の７筆18,141㎡について。 

借人 黒部市若栗 ○○へ、貸人 黒部市宇奈月町下立 ○○さん外６名との賃借権

設定であり、転用目的は陸砂利採取のための一時転用であります。 

借人は、砂利製造販売を行っている会社です。本案件につきましては、議案第51号の

案件と関連いたしますので、後ほど詳細を説明させていただきます。 

 

以上、計２件 ８筆 18,470㎡です。 

 

◎議案第51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。 

７ページをご覧下さい。 

 

〈1番〉 下立地区 宇奈月町下立、変更前は○○番外10筆 地目：田、現況：雑種地の11筆19,540

㎡、変更後が○○番外３筆 地目：田、現況：雑種地 の４筆11,505㎡について。 

借人 黒部市沓掛 ○○へ、貸人 変更前：黒部市宇奈月町下立 ○○さん外８名、 

変更後：黒部市宇奈月町下立 ○○さん外２名からの賃借権設定であり、転用目的は変

更前・変更後ともに陸砂利採取です。 

位置図をご覧ください。当初、緑色の箇所にて借人が令和３年３月31日に一時転用許可

を受けて令和５年３月30日までの期間で砂利採取を行っており、今回の事業計画変更に

て19,540㎡から変更後の11,505㎡となる青色の箇所は、既に土砂採掘が終わり、埋戻し

や整地などの田の復元を残すのみとなっております。そして、事業計画変更により減少

となった表土置場・洗い場・通路などの仮設区域及び残存土砂がある○○番も含めた赤

色の箇所18,141㎡について、今回、○○が議案第50号の農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請を行い、引き続き陸砂利採取を行う計画としております。 

本来であれば、表土置場や洗い場、通路などの仮設区域についても表土を散布し、田に

復元するなど事業完了を行ってから新たな計画申請しなければなりませんが、工期や経

費などできるだけ効率よく土砂を採取し、田に早く復元することも考慮し、県にも事前



協議も行って引き続き仮設区域を使用することにしております。 

なお、今回総会を欠席された地区委員より、この申請については、意見なしと伺ってお

りますのでご報告いたします。 

 

以上、計１件 ４筆 11,505㎡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50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番の案件について三日市地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。 

会  長：事務局の説明のとおり、下立地区の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 50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 51 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つい

て審議を行います。 

１番の案件について、事務局の説明のとおり、下立地区の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 51 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 52号 令和４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 52号 

事 務 局：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４年６月 21 日か

ら令和４年７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年以上 6,686 ㎡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   1,200㎡ 

荻生地区   １件   5,486㎡ 

総件数は２件で、利用権設定面積は 6,686㎡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 

浦山地区    ２件   16,068㎡ 

総件数は２件で、解約面積合計は 16,068㎡となっております。 

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 1,084 万 5,556

㎡を 2,517万 1,022㎡で割りますと、43.1％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、合計面積 206万 0,137㎡を 2,517万 1,022㎡で割りますと、設

定率 8.2％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：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 52号 令和４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 55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     １番               

３番               

 


