
第 34 回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 27 年 4月 3 日（金） 16 時 00 分～16 時 50 分 

２．場所 黒部市民会館 201 会議室 

３．出席委員 18 名 

１番 此川 昇 ２番 神保 與志美 ３番 長田 和男 ４番 小森 米二 

５番 山本 隆淑 ８番 中陳 健司 ９番 森丘 芳郎 11 番 得能 初雄 

12 番 長田 久夫 13 番 飛彈 一秋 14 番 松島 徹雄 15 番 岡田 幸満 

16 番 朝倉  17 番 金田 友海 18 番 寺島 修三 19 番 森家 和哉 

20 番 橘 勇伸 21 番 瀧澤 清志   

 

４．欠席委員 ２名 

６番 田中 幸夫 10 番 髙本 一惠 

 

５．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 飯澤 宗晴 

  係 長 寺田 慎一 

  主 事 斎木 槙志 

  主 事 高倉 拓也 

 

６．議事 (1) 議案第 114 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 115 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 116 号 平成 27 年度黒部市農用地利用集積計画に対する意見について 

 

７．会議の内容 

事務局：それでは、ただ今から第 34 回黒部市農業委員会総会を開催します。最初に、長田会長

から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。田中委員、髙本委員か

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。得能初雄委員、長田久夫委員の

両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第１１４号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」 

議案第１１５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議案を提案いたします。事務局、説明願います。 

 

 

 



◎議案第 114 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ですが、３件ございます。 

〈１番〉荻生○○番、地目：田の 1筆 676 ㎡について。譲受人 黒部市荻生○○番地 有

限会社○○へ、譲渡人 アメリカ合衆国ジョージア州○○さんからの所有権移転であり

ます。理由は経営規模の拡大であります。 

 

〈２番〉荻生○○番 他 1筆 地目：田の 2 筆 532 ㎡について。譲受人 黒部市荻生○○

番地 有限会社○○へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さんからの所有権移転であり

ます。理由は経営規模の拡大であります 

 

〈３番〉愛本○○番 他 1筆 地目：田の 2 筆 2220 ㎡について。譲受人 入善町舟見○○

番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市愛本新○○番地 ○○さんからの所有権移転でありま

す。理由は経営規模の拡大であります。 

 

以上、計 3件  5筆  3,428㎡であります 

 

◎議案第 115 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、12件ございます。 

〈１番〉生地○○番 地目：田、現況：雑種地 の 1 筆 548 ㎡について。譲受人 神奈川

県横浜市○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市生地○○番地 ○○さんからの所有権移

転であり、転用目的は武道場用地であります。 

申請地は都市計画上の用途地域に位置することから、３種農地となります。 

譲受人は、現在は神奈川県に住まいしておりますが、黒部の出身であり、子供の頃か

ら空手を修行しており師範となっております。北陸新幹線も開通し、交通の便も良くな

ることから、これを機に空手師範の技能を生かし、故郷で青少年に武道を教え、育成に

役立てたいとの思いから、道場の建築に適した土地を探していたところ、申請地を譲り

受けることができることとなったことから、今回の申請に至りました。 

なお、申請地は既に土盛されていることから、始末書を添付しての申請となっており

ます。 

 

〈２番〉石田○○番 外 1筆 地目：田、現況：雑種地の 2筆 1,806 ㎡について。譲受人 

黒部市田家新○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市石田○○番地○○さんからの所有権

移転であり、転用目的は共同住宅建築用地であります。 

申請地は都市計画上の用途地域に位置することから、３種農地となります。 

譲受人はゴルフ練習場や共同住宅を経営しております。石田駅の周辺には、1 キロ圏

内に JX 金属日鉱三日市リサイクルや北星ゴム工業などの企業があり、また生活するに

あたって駅や、小学校、こども園などの教育施設や、国道 8 号バイパスにも近く、利便

性が高い地域であるため住宅敷地として需要が見込まれることから、共同住宅を建築す

ることを計画し、申請地が適地と見込み、今回の申請に至りました。 

なお、申請地は既に土盛されていることから、始末書を添付しての申請となっており



ます。 

 

 

〈３番〉大布施○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 320 ㎡について。借人 黒部市宇奈月

温泉○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市植木○○番地 ○○さんとの使用貸借であり、

転用目的は一般住宅敷地であります。 

申請地はおおむね 10ha 以上の集団的な農地の区域内に位置することから、１種農地

となります。 

借人は現在夫婦で社宅に居住していますが、今後子も誕生するため、住宅を建築する

ことを計画しました。妻の実家の近くに建築したいと考えていたところ、近くには適地

はなく、妻の母より実家の隣接地を借受けることができることとなったことから今回の

申請に至りました。 

 

〈４番〉大布施○○番 外 2 筆 地目、現況ともに田の 3 筆 5,584 ㎡について。譲受人 魚

津市○○番地 有限会社○○へ、譲渡人 黒部市植木○○番地 ○○さん外 1 名からの所

有権移転であり、転用目的は注文住宅建築用地であります。 

申請地は水管・下水管が埋設されている道路に隣接し、半径 500 ㍍以内に２つ以上の

公益的施設、医療施設が存在する場所に位置することから３種農地となります。 

     譲受人は、黒部市内で○○小学校下での住宅地の需要が多く、小学校や幼稚園、保育

所や公民館などの公共施設や、○○などの商業施設が近くにあり、住環境が良いところ

では、さらなる需要が見込めることから注文住宅建築用地を計画しました。公園の整備

された住宅団地で 6,000 ㎡程度の面積で適地を探したところ、申請地を譲り受けること

が出来ることとなったことから、今回の申請に至りました。 

 

〈５番〉大布施○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 504 ㎡について。借人 黒部市北野○

○番地 ○○株式会社と、貸人 黒部市北野○○番地 ○○さんとの賃借権の設定であり、

転用目的は従業員駐車場用地であります。 

申請地は住宅等が連たんしている地域に近接する 10ha 未満の集団農地に位置するこ

とから、２種農地となります。 

     借人は、事業の拡大により社員数が増えたこと、また、今後もまだ社員が増える予定

であり、従業員駐車場が不足するため、確保する必要が生じました。500 ㎡程度が必要

であり、会社の近くを検討したところ、申請地は県道および宅地に囲まれていて、他に

影響を及ぼすことがないことから、適地と判断し、今回の申請に至りました。 

 

〈６番〉三日市○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 428 ㎡について。借人 黒部市新牧野

○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市新牧野○○番地 ○○さんとの使用貸借であり、転

用目的は一般住宅敷地であります。 

申請地は都市計画上の用途地域に位置することから、3種農地となります。 

借人は義理の父である貸人の家に同居していますが、子も誕生し、今後部屋数が不足

し、またプライバシーが保たれなくなることが懸念されることから、独立して住宅を建



築することを希望しました。現在住んでいる場所は周辺に市役所や学校、病院、商業施

設などが徒歩圏内にあり子育て世代にとっては好条件なことや、実家との行き交いしや

すいことを条件に土地を探しましたが、周辺の宅地分譲地は完売となっており、義父か

ら申請地を借受けることができることとなったことから、今回の申請に至りました。 

なお、先月新牧野○○番で同様の申請をされていましたが、希望の住宅を建築すると

隣地との間が非常に狭くなり管理上不都合があることから、計画地の変更のため申請を

取り下げされました。 

 

〈７番〉前沢○○番 外 1 筆 地目、現況ともに田の 2 筆 907 ㎡について。譲受人 富山

市○○番地 株式会社○○へ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さんからの所有権移転

であり、転用目的は事務所及びエクステリア展示場用地であります。 

申請地は、○○番は住宅等が連たんしている地域に近接する 10ha 未満の集団農地に

位置することから、２種農地となります。○○番は水管・下水管が埋設されている道路

に隣接し、半径 500 ㍍以内に２つ以上の医療施設・教育施設が存在する場所に位置する

ことから、３種農地となります。 

譲受人は、木製の床材やフェンス等の製作・販売、施工や、タイル・レンガ・ブロッ

クの工事や板金工事、ガラス工事、防水工事、造園工事などを行っている会社で、現在

富山市に店舗を構えておりますが、事業を拡大して県東部にも展示場兼事務所を構える

ことを希望しました。東部地区の中心地であり、営業拠点として利便性が高いことや、

北陸新幹線開業により駅のある黒部市は人口増加も見込まれることから、黒部市内で通

行量の多い道路沿いにあり近隣に商業施設や住宅地が形成されているという条件で適

地を探したところ、申請地を譲り受けることができることとなったことから、今回の申

請に至りました。 

この案件については、隣接農地の耕作者の同意がありません。申請者側と隣接耕作者

の交渉の経緯が記載された経緯書が添付されておりますので、お配りしています。この

案件は農振除外申請もされたものであり、昨年８月上旬には農振除外申請にあたり、隣

接農地の耕作者であり所有者の○○さんの同意は得られております。ところが、今般農

地転用申請をするにあたり、再度同意書記載の依頼をしたところ、転用は迷惑であると

言って同意してもらえなかったということであります。理由は、川沿いの道路と田との

高低差が 80cm ほどあり、申請地と反対側には、既に住宅が建築されており擁壁がある

状態なので、この上申請地にも擁壁をすると３方向が囲まれるため、圧迫感があるので

同意しないということです。また、擁壁から雨がしたたると迷惑なので、境界から下が

って擁壁を設置してほしいということです。 

後日、再度隣接耕作者から連絡があり、境界からは３ｍ下がってもらわないと、交渉

自体しない、ということや、倉庫の位置について変更してほしいという要求があり、こ

れに対し、申請者は境界より３ｍの緑地緩衝帯をつくり、倉庫も西側の市道沿いへ位置

を変更することとしています。 

他に、隣接耕作者は排気ガスが来るおそれがあることから、その対応をすることや、

雨水、生活排水の放流先がわからないということで同意をしていなかったということで

す。これについても、申請者側は、雨水や生活排水の放流先を示した図面を提示したり、



境界からは３ｍ離れて駐車場をつくるうえ、排気ガス流出防止のためにアルミ板をフェ

ンスに設置することにしたり、隣接耕作者の要求に極力応じているものの、同意はもら

えていない状況であります。 

隣接農地は現在は保全管理で作物は作付けされていませんし、農業上の支障を主張さ

れているものではありません。また、作付けを再開されても、３ｍの緑地緩衝帯があり、

防除作業に支障があるとも思えませんし、汚水や土砂の流出が心配される計画でもあり

ません。また農地の取水排水口は確保されています。 

これらのことから、営農上の支障はないものの、隣接農地の所有者の要求に対して対

策を尽くされていると考えられることから、地区の委員さんとも確認のうえ、議案とし

ているものであります。 

 

〈８番〉前沢○○番 外 1 筆 地目、現況ともに田の 2 筆 1,163 ㎡について。譲受人 黒

部市前沢○○番地 ○○有限会社へ、譲渡人 黒部市宇奈月町○○番地 ○○さんからの

所有権移転であり、転用目的は駐車場用地であります。 

申請地は住宅等が連たんしている地域に近接する 10ha 未満の集団農地に位置するこ

とから、２種農地となります。 

譲受人は、自動車修理工場と、新車中古車の販売業を営んでおります。今般事業を拡

大することに加え、現在借りて駐車スペースとしている土地の返却を求められているこ

とから、その代替スペースを確保し、また、田家地内にある借地の駐車場についても集

約して利便性を高めたいと考えたところ、本社工場の隣接地である申請地を譲り受ける

ことができることとなったことから、今回の申請に至りました。 

 

〈９番〉前沢○○番 外 1 筆 地目、現況ともに田の 2 筆 484 ㎡について。譲受人 黒部

市前沢○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さんからの所有権移転

であり、転用目的は一般住宅敷地であります。 

申請地は住宅等が連たんしている地域に近接する 10ha 未満の集団農地に位置するこ

とから、２種農地となります。 

譲受人は、現在実家で親と同居しておりましたが、今般諸事情により実家を出て生活

するにあたり住宅を建築することを希望しました。勤務地から近く、利便性が良い場所

を探していたところ、近くには分譲地などは見当たりませんでしたが、申請地を譲り受

けることができることとなったことから、今回の申請に至りました。 

 

〈10 番〉前沢○○番 地目：田、現況：畑の 1 筆 530 ㎡について。借人 黒部市前沢○

○番地 有限会社○○と、貸人 黒部市前沢○○番地 ○○さんとの借地権設定であり、

転用目的は資材倉庫及び駐車場用地であります。 

申請地は住宅等が連たんしている地域に近接する 10ha 未満の集団農地に位置するこ

とから、２種農地となります。 

借人は、設備機械の設計・組み立て、機械部品加工、修繕、各種設備総合点検等を行

う会社であります。２年ほど前から業績が上がり、資材倉庫が足りなくなってきたので、

新設したいと希望しました。会社からも近く、倉庫から資材を出し入れするため道路沿



いの土地を探していたところ、申請地を借受けることができることとなったことから、

今回の申請に至りました。 

 

〈11 番〉若栗○○番 地目、現況ともに畑の 1 筆 414 ㎡について。借人 黒部市山田新

○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市若栗○○番地 ○○さんとの使用貸借であり、転用

目的は一般住宅敷地であります。 

申請地はおおむね 10ha 以上の集団的な農地の区域内に位置することから、１種農地

となります。 

借人は、現在共同住宅に居住していますが、部屋が手狭となってきたことから、一戸

建て住宅を建築することを希望しました。今後、子の成長により、共働きとなることや、

農業の後継者とならなければならないことから、実家の近くでお互いに援助しやすい環

境で土地を探すこととしました。実家周辺には、住宅団地はあるものの、既に売却済み

であり、現状では新たに開発される住宅団地の予定もないところ、親から申請地を借受

けることができることとなったことから、今回の申請に至りました。 

 

〈12 番〉宇奈月町栃屋○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 800 ㎡について。借人 黒部

市宇奈月町○○番地 農事組合法人○○と、貸人 黒部市宇奈月町栃屋○○番地 ○○さ

んとの賃貸借であり、転用目的は農業用施設用地であります。 

申請地は農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定め

られた土地であります。農業振興地域整備計画における農用地利用計画の軽微な変更で、

農地から農業用施設用地への用途区域の変更をしております。５月の農業振興地域整備

促進協議会で報告事項として報告されます。 

借人は、現在独自の乾燥調整施設を持っておらず、組合員の個人の乾燥機を使用して

いる状況ですが、営農の利便性と農業生産性の向上をはかるため申請地に乾燥調整施設

を建設することを計画し、今回の申請に至りました。 

 

以上 計 12 件  18 筆  13,488 ㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 114 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番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議ありません。 

会 長：３番の案件について担当地区委員の意見を求めます。  

地区委員：異議ありませんが、営農組合へ事前の相談が無かったので、今後は事前に報告を頂き

たい。 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、その他の委員さん異議ありませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 114 号農地法第 3 条第 1項の規定による申請につい

て、当委員会は許可することに決定いたします。 

 

会 長：引き続き、議案第 115 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番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

事務局：１番の案件については地区委員より、転用計画に問題がないと思われ、異議がない旨、

事前に連絡を受けております。 

会 長：２番の案件について担当地区委員の意見を求めます。  

地区委員：異議ありません。 

会 長：３番から５番の案件について担当地区委員の意見を求めます。  

地区委員：異議ありません。 

会 長：６番の案件について担当地区委員の意見を求めます。  

地区委員：異議ありません。 

会 長：７番から 10 番の案件について担当地区委員の意見を求めます。  

地区委員：7 番の案件について、申請者から何度も相談を受けており、常識で考えられる範囲の

対応はされているため、隣接工作者の同意書なしでの申請の運びとなっています。当然、

生産組合、町内会等でも同意は得られておりますので申し添えます。8 番から 10番の案

件については異議ありません。 

会 長：11 番の案件について担当地区委員の意見を求めます。  

地区委員：異議ありません。 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、その他の委員さん異議ありませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 115 号農地法第 5 条第 1項の規定による 1 番から 11

番の申請について、当委員会は許可に同意することに決定いたします。 

 

会 長：引き続き、12 番の案件について審議を行います。本議案については、当委員会のＡ委員

に関することが含まれていますので、農業委員会に関する法律第 24 条の規定に基づき委

員の退席を命じます。 

（Ａ委員退席） 

 

会 長：12 番の案件について担当地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議ありません。 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、その他の委員さん異議ありませんか。 

各委員：（異議なし。） 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 115 号農地法第 5 条第 1 項の規定による 12 番の申

請について、当委員会は許可に同意することに決定いたします。 

 

会 長：ここで、Ａ委員の入室を許可します。 

（Ａ委員入室） 

 

会 長：引き続きまして、議案第 116 号平成 27 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。この件について、事務局説明をお願いいたします。 

 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 27 年 2月 21 日から平成 27 年 3月 20 日までに



受付しました利用権設定についてです。期間別、利用権設定面積でございますが、今回は、 

新規 6 年未満が 2171 平米、新規 6 年以上が 25938 平米、再設定 6 年未満が 16393 平米、

再設定 6 年以上が 47388 平米でございます。 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

石田地区    2 件   利用権設定面積     4111 平米 

村椿地区    4 件  利用権設定面積    11177 平米 

大布施地区   11 件  利用権設定面積   26687 平米 

荻生地区     3 件   利用権設定面積    14850 平米 

若栗地区    4 件   利用権設定面積    12710 平米 

東布施地区   3 件  利用権設定面積    9049 平米 

浦山地区     6 件   利用権設定面積    13306 平米 

総件数は 33 件で、利用権設定面積は、91890 平米となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 856 万 8824 平米を 2,552 万 0604 平米で割ります

と、33.6％となりました。 

合意解約地区別一覧表でございますが、 

大布施地区   3 件  1903 平米 

愛本地区     1 件   3006 平米 でした。 

 

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：異議がないようですので、議案第 116 号平成 27 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、何か他に意見、質問等ございませんでしょ

うか。 

各委員：（特になし。） 

会 長：特にないようですので、その他の事務報告に移ります。 

      

（委員・事務局より事務報告） 

 

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。お疲れさまでした。 

（16 時 50 分で終了） 


