
第 35 回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 27 年 5月 1 日（金） 15 時 30 分～16 時 10 分 

２．場所 黒部市役所宇奈月庁舎委員会室 

３．出席委員 19 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 ６番 田中 幸夫 ７番 湯野 一郎 ９番 森丘 芳郎 

10 番 髙本 一惠 11 番 得能 初雄 12 番 長田 久夫 13 番 飛彈 一秋 

14 番 平野 正義 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 21 番 瀧澤 清志  

 

４．欠席委員 ２名 

８番 中陳 健司 20 番 橘 勇伸 

 

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 117 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 118 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 119 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 120 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 35 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。中陳委員、橘委員から

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。朝倉委員、金田友海委員の両

委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 117 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 118 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 119 号「農地法第５条第１項の許可にかかる事業計画変更申請に対する意見につ

いて」 

以上、３議案を提案いたします。事務局、説明願います。 



◎議案第 117 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、６件ございます。 

〈１番〉前沢○○番 地目：田の１筆 88 ㎡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ます。理由は相

互交換であります。 

 

〈２番〉前沢○○番 地目：田の１筆 89 ㎡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ます。理由は相

互交換であります。 

 

〈３番〉若栗○○番 他 1 筆 地目：田の２筆 3,441 ㎡について。譲受人 黒部市若栗○

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

す。理由は贈与であります。 

 

〈４番〉若栗○○番 地目：田の１筆 2,986 ㎡について。譲受人 黒部市若栗○○番地 ○

○さんへ、譲渡人 茨城県鹿嶋市○○番地 ○○さん 外 1 名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。 

 

〈５番〉若栗○○番 地目：田の１筆 780 ㎡について。譲受人 黒部市若栗○○番地 ○

○さんへ、譲渡人 黒部市若栗○○番地 ○○さん からの所有権移転であります。理由

は贈与であります。 

 

〈６番〉内生谷○○番 外 12 筆 地目：田の 13筆 18,100 ㎡について。譲受人 黒部市内

生谷○○番地 ○○さんへ、譲渡人 魚津市北鬼江○○番地 ○○さん からの所有権移転

であります。理由は贈与であります。 

 

以上、計６件  19筆  25,484㎡であります。 

 

◎議案第 118 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、８件ございます。 

〈１番〉犬山○○番 地目、現況ともに田 の１筆 1,339 ㎡について。譲受人 富山市○

○番地 学校法人○○へ、譲渡人 黒部市犬山○○番地 ○○さんからの所有権移転であ

り、転用目的は駐車場及び駐輪場用地であります。 

申請地は○○駅からおおむね 500m 以内に位置することから、２種農地となります。 

譲受人である学校法人○○は、この度老朽化により校舎及び車庫を建て替えることと

なりました。現在、来客用の駐車場が存在しないなど、慢性的に駐車場が不足しており、

この機会に近隣の申請地に駐車場及び駐輪場を設けることを計画し、今回の申請に至り

ました。 

 

〈２番〉大開○○番 地目、現況ともに田の１筆 451 ㎡について。借人 黒部市生地中区



○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市荒俣○○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○○駅から 300m 以内に位置することから、３種農地となります。 

借人は現在共同住宅に住まいしていますが、子の誕生により共働きとなることを踏ま

えて、勤務先の近くで、かつ、奥さんの実家近くに生活拠点を置くことを計画しました。

実家周辺は土地改良された優良農地が多く、売りに出されている土地や、今後開発予定

の土地も無い状況であること、将来子供の通学にとっても、駅に近く便宜が良い環境で

あることから、父の所有する申請地を住宅敷地に充てるため、今回の申請に至りました。 

 

〈３番〉山田新○○番 地目、現況ともに田の１筆 1,300 ㎡について。借人 黒部市山田

新○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市山田新○○番地 ○○さんとの使用貸借であり、

転用目的は太陽光パネル設置用地であります。 

申請地は○○駅から 300m 以内に位置することから、３種農地となります。 

借人は、現在会社員をしており、休日には両親の農業を手伝って生活していますが、

両親が高齢となり数年で農業を続けていくことが難しくなることから、後継者として就

農し、農業を学んでいく予定です。 

一方で、減反政策廃止に伴う補助金の引き下げや、ＴＰＰ参加による米の価格競争の

激化など、収入の減少は免れない状況であることから、借人は小作農家自体を継続でき

なくなることを危惧し、農業収入の減少を緩和すること、今後予想される農業の自由競

争化に向けた資金力・競争力を増強することを目的に、太陽光発電事業を実施すること

が必要であると考えたことから、今回の申請に至りました。 

 

〈４番〉荻生○○番 外１筆 地目、現況ともに田の２筆 231 ㎡について。借人 黒部市

生地神区○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市荻生○○番地 ○○さんとの使用貸借であ

り、転用目的は分家住宅敷地であります。 

申請地は○○駅からおおむね 500m 以内に位置することから、２種農地となります。 

借人は、現在アパートに住まいしておりますが、高齢の祖父と父の耕作の手助けをす

る必要が生じ、この度、祖父の自宅の隣接地に住宅を建築することを計画しました。耕

作を手伝うこと及び今後祖父母及び父母の面倒を合わせてみる必要があることから、祖

父の自宅に近接した必要最小限の土地を選定し、今回の申請に至りました。 

 

〈５番〉荻生○○番 外２筆 地目：田、現況：畑の３筆 190 ㎡について。譲受人 黒部

市荻生○○番地 ○○さんへ、貸人 埼玉県所沢市○○番地 ○○さんとの所有権移転で

あり、転用目的は農機具置場であります。 

借人は農機具の販売修理業を営んでおりますが、今般、事業用敷地が○○駅アクセス

道路の買収にかかり、建物を移築することとなりました。また、かねてより業務拡張に

伴い、農機具を置く場所が必要であったため、近くの土地を検討したところ、申請地は

細長く小さな耕地であり畑ぐらいしか出来ない土地であること、周りは水路道路に囲ま

れており、農機具置場として利用しても周辺の農地等に対し迷惑がかからないと考えた

ことから、この申請に至りました。 



 

〈６番〉荻生○○番 外８筆 地目、現況ともに田の９筆 1,172 ㎡について。借人 黒部

市若栗○○番地 ○○株式会社と、貸人 黒部市長屋○○番地 ○○さんとの賃借権設定

であり、転用目的は太陽光パネル設置用地であります。 

この案件は、次の７番と一体的に実施すること、議案第 119 号の１番と関連すること

から、後ほどまとめて説明いたします。 

 

〈７番〉荻生○○番 外６筆 地目、現況ともに田の７筆 1,103 ㎡について。譲受人 黒

部市若栗○○番地 ○○株式会社へ、譲渡人 黒部市三日市○○番地 ○○さんからの所

有権移転であり、転用目的は太陽光パネル設置用地であります。 

この案件も先ほど申しましたとおり、議案第 119 号の１番と関連するため、先の６番

と併せて議案第 119 号でまとめて説明いたします。 

 

〈８番〉宇奈月町下立○○番 地目：田、現況：雑種地 の１筆 926 ㎡について。譲受人 

黒部市宇奈月町下立○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市宇奈月町下立○○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○○駅からおおむね 500m 以内に位置することから、２種農地となります。 

借人は、バス用部品製造業等を営んでおりますが、従業員及び取引先用車両の駐車場

が不足しております。また、現在従業員が 22 名で今後 30 名程度まで増加する予定であ

り、さらに駐車スペースが必要となる見込みです。現在駐車場として借りている既存宅

地は、民家に停めるためお互いの車の出し入れの際に不便であり、車の間隔も狭く危険

な面もあります。また、この申請に当たり、周辺に駐車場となる場所を検討しましたが、

近隣は殆どが民家であり、自家用車や農作業機械の出し入れに不都合が生じること、空

き地についても維持管理の面や賃貸料との問題等で折り合いがつかず、事業所の隣接地

が最適であると判断しました。 

なお、転用申請しないまま申請地の一部を駐車場として使用を開始しており、今回は

その是正のために申請されました。従いまして、始末書を添付しての申請となっており

ます。 

 

以上 計 ８件  25 筆  6,712 ㎡ であります。 

 

◎議案第 119 号 

事務局：農地法第５条第１項の許可にかかる事業計画変更申請についてですが、２件ございます。 

 

〈１番〉荻生○○番 外６筆 地目、現況ともに田の７筆 1,103 ㎡について。当初計画者

は黒部市三日市○○番地 ○○さん、承継者は黒部市若栗○○番地 ○○株式会社で、当

初目的は資材置場及び倉庫用敷地で、変更後の目的は太陽光パネル設置用地であります。 

この太陽光パネル設置は議案第 118 号６番の申請地と一体的に実施します。 

議案第 118 号６番及び７番の申請地は○○駅から 300m 以内に位置することから、３

種農地となります。 



当初計画者は、昭和○年○月○日付で当初目的であった資材置場及び倉庫のための転

用許可を受け、その土地の一部を資材置場及び倉庫として目的どおり利用していました

が、一部は転用目的のとおりに利用せず、農地の状態のままとなっています。 

申請地が①学校、新幹線の駅、地鉄などのすぐ側に位置するので今度住宅や工場が増

加し、電力需要が見込まれること、②県道沿いに面しているため、太陽光発電設備の維

持管理がしやすく、また設備の販促やＰＲに最適地であることなどから、承継人が太陽

光パネル設置用地として議案第118号６番と７番の申請地を一体的に利用することを計

画しました。６番の案件については賃借権設定の５条申請、７番の案件については事業

実施者、事業目的などの事業計画の変更の申請及び所有権移転の５条の申請をするもの

であります。 

 

 

〈２番〉若栗○○番 外２筆 ○○番地については地目：田、現況：畑、外２筆について

は地目、現況ともに田の３筆 2,876 ㎡について。転用事業者は東京都港区○○番地 ○

○株式会社で、当初予定していた転用期間は平成○年○月○日～平成○年○月○日で、

変更後の転用期間は平成○年○月○日～平成○年○月○日であります。 

申請地は農業振興地域の農用地区域に位置しています。 

申請者は、平成○年○月○日に一時転用の許可を受けておりまして、○○県○○市に

建設中の基地から○○市にある大口需要家等へ天然ガスを供給することを計画してお

り、今回は、○○市から○○市までの間にガスを輸送するためのパイプラインを建設す

る工事に伴う一時転用であります。 

パイプラインにつきましては、大半は新幹線の高架下や道路下などを通る計画となっ

ておりますが、黒部川を渡る際に、通常よりも地下深く通す必要があり、その関係から、

今回の申請地を利用する必要性が出たものでありますが、この度、岩盤が当初の想定よ

りも強固であったため、掘削等に時間を要し、シールド掘削、配管工の進捗率が低下、

工事期間の延長をせざるを得なくなり、申請するものであります。４月中には配管・エ

アモルタル中詰工を終え、５月～９月にかけて原形復旧を行うこととしています。 

 

以上 計 ２件  10 筆  3,979 ㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 117 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：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 117 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 118 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。 

地区委員：異議ありません。 

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：４番から７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：８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 118 号農地法第５条第１項の規定による許可申請に

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、議案第 119 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番の案件は先の議案と一体の内容でありますので、同様の意見内容とし

て進達することにいたします。 

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：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 119 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、当委員会は承認に同意することに決定いたします。 

 

会 長：引き続きまして、議案第 120 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 3月 21 日から平成 27 年 4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 14,245 ㎡、新規６年以上が 11,686 ㎡、再設定６年未満が 12,692 ㎡、再

設定６年以上が 0 ㎡でございます。 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

田家地区    １件   利用権設定面積     1,420 ㎡ 

大布施地区   ３件  利用権設定面積    23,927 ㎡ 

若栗地区    ４件   利用権設定面積     8,023 ㎡ 

東布施地区   ３件  利用権設定面積    3,096 ㎡ 



下立地区     １件   利用権設定面積      4,184 ㎡ 

総件数は８件で、利用権設定面積は、40,650 ㎡となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 860 万 6170 ㎡を 2,552 万 604 ㎡で割りますと、

33.7％となりました。 

合意解約地区別一覧表でございますが、 

村椿地区    1 件  873 ㎡ 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 120 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 10 分で終了） 


