
第 36回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 27年 6月 5日（金） 15時 00分～16時 00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 ８番 中陳 健司 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 20番 橘 勇伸 21番 瀧澤 清志  

 

４．欠席委員 ２名 

７番 湯野 一郎 ９番 森丘 芳郎 

 

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 121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 122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 123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 124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 36 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。湯野委員、森丘委員か

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。寺島修三委員、森家和哉委員の

両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第１２１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１２２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１２３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 121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、１件ございます。 

〈１番〉宇奈月町浦山○○番、地目：畑の 1筆 43㎡について。譲受人 黒部市宇奈月町

栃屋○○番地 ○○さんへ、譲渡人 新潟県長岡市○○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 1 件  1 筆  43 ㎡であります 

 

◎議案第 122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、５件ございます。 

〈１番〉生地○○番 地目、現況ともに田 の 1筆 66㎡について。譲受人 魚津市○○番

地 ○○さんへ、譲渡人 三重県津市○○番地 ○○さんからの所有権移転であり、転用

目的は介護施設敷地拡張であります。 

譲受人は介護事業を営んでおり、平成 20 年に申請地の隣接地においてデイサービス

施設を開設し事業を開始しました。平成 23 年には設備の不足から同敷地内にデイサー

ビス施設を増設、さらに平成 25 年にはグループホームを増設し、現在に至っておりま

す。 

申請地は既存介護施設敷地から高低差が１m ほど有り、付近を通過する職員や利用者

が転落するおそれなどがあるため、埋め戻しをした後、樹木などを植え、施設の庭園と

して利用したいと考えたことから、今回の申請に至りました。 

 

〈２番〉田家○○番地目：田、現況：雑種地 の 1筆 398㎡について。譲受人 黒部市山

田○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市中野○○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。 

譲受人は住宅設備工事・販売業を営んでおりますが、既存の従業員用の駐車スペース

が市道拡幅に伴い、約 3分の 1の広さとなったこと、また、かねてより来客用の駐車ス

ペースが無かったことから、代替の土地にこれらの駐車スペースを確保するため、今回

の申請に至りました。 

また、申請地は既に砂利敷きをし、駐車場として利用してしまっているため、始末書

を添付しての申請となっております。 

 

〈３番〉荻生○○番 地目：田、現況：雑種地 の 1 筆 351 ㎡について。譲受人 黒部市

荻生○○番地 ○○さんと、譲渡人 黒部市古御堂○○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。 

この案件は、議案第 123号の１番と関連することから、後ほど詳細を説明いたします。 

 

〈４番〉東布施○○番 地目：田、現況：畑 1筆 25㎡について。譲受人 黒部市笠破○

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

転用目的は居宅敷地拡張であります。 

 現在、譲受人の住宅の道路側には納屋・車庫が建っており、進入路にかろうじて自動



車１台が駐車できるスペースがありますが、玄関前まで乗り入れることはできず、出入

りが窮屈となっています。 

譲受人は、高齢の親の自動車の乗り降りや荷物の出し入れなどの時のために、居宅の

玄関前まで自動車の乗り入れができるようになることを望んでおり、また、来客のため

の一時駐車のための土地を求めていました。申請地を求めることでこれらのことが可能

となり、さらに敷地内でかろうじて自動車のＵターンが可能になることから、道路に出

る際の危険も少なくなるので、今回の申請に至りました。 

 

〈５番〉宇奈月町音澤○○番地 地目、現況ともに田 及び 宇奈月町中ノ口○○番 地目、

現況ともに田 の 2 筆 778 ㎡について。譲受人 黒部市宇奈月町音澤○○番地 ○○自治

会へ、 魚津市○○番地 ○○さんからの所有権移転であり、転用目的は公民館用地拡張

であります。 

 当公民館は平成元年に新築され、３台分の駐車スペースが確保されていましたが、近

年事業の多様化により公民館を利用する会合が多くなったため、駐車スペースが足りず、

混雑することが日常茶飯事となっています。また、当地区は山間部に位置し道路勾配が

強く他に適地がないために、公民館前にごみ収集所を設けていますが、収集日にはゴミ

出しの住人で混雑し危険なため、用地の拡幅改善などが望まれています。現在、不足分

の駐車スペースとして前面道路の片側に車を寄せて駐車しているため、道路利用者や周

辺住人からの苦情が絶えません。 

さらに、地域住民の防災意識の高まりや当地における災害発生も想定し、安全な集合

場所の確保、防災備品の格納庫の必要性が認識され、地区からは改善が望まれています。 

これらのことから、申請地に駐車場、ごみ収集施設、災害対策のための用具・防災資材

置場及び住民が安全かつ気軽に利用できる公園施設を設置することで、今後のコミュニ

ティの維持・活性化を図ることができると考えたことから、今回の申請に至りました。 

 

以上 計 5件  6筆  1,618㎡ であります。 

 

◎議案第 123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、１件ございます。 

 

〈１番〉荻生○○番 地目：田、現況：雑種地 の 1筆 351㎡について。当初計画者は黒

部市古御堂○○番地 ○○さん、承継者は黒部市荻生○○番地 ○○さんで、転用目的は

当初、変更後ともに一般住宅用地であります。 

当初計画者の父○○さんは、昭和 59 年 5 月 4 日付で一般住宅用地のための転用許可

を受けましたが、当時経営していた会社の業績が悪化したことなどにより、住宅を建築

することを断念せざるを得ず、申請地は盛土をした状態のまま遊休地となっていました。  

その後、平成○年○月○日に○○さんがお亡くなりになり、遺産分割により娘である

申請人○○さんが申請地の相続を受けました。その後も土地を利用する計画もなく遊休

地のまま経過しましたが、今般、申請地付近のアパートに住まいしている承継人から、

申請地に住宅を建築したい旨の申し出があり、それに答えるべく本申請を致しました。 



 

以上 計 1件 1筆  351㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 121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 121号農地法第 3条第 1項の規定による申請につい

て、当委員会は許可に同意することに決定いたします。 

 

会 長：引き続き、議案第 122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：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：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 122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 123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：したがいまして、議案第 123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 124 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 4月 21日から平成 27年 5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 23,303㎡、新規６年以上が 4,503㎡、再設定６年未満が 26,000㎡、再設

定６年以上が 2,431㎡でございます。 



地区別の利用権設定一覧表ですが、 

村椿地区    3件   利用権設定面積     25,151㎡ 

大布施地区   2件  利用権設定面積    24,152㎡ 

下立地区     1件   利用権設定面積      2,431㎡ 

浦山地区    1件  利用権設定面積    4,503㎡ 

 

総件数は 7件で、利用権設定面積は、56,237㎡となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 864 万 9,565 ㎡を 2,552 万 604 ㎡で割りますと、

33.9％となりました。 

 

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 124 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 00分で終了） 


