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第 27回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 29年９月５日（火） 15時 30分～16時 58分 

２．場所 黒部市役所 301会議室 

３．出席委員 17名 

１番 湯野 和夫 ２番 中村 敏幸 ３番 平野 正義 ４番 瀧澤 清志 

５番 岡田 幸満 ６番 稲澤 義之 ８番 太田 勇 10番 髙本 一惠 

12番 森家 和哉 13番 德道 千津子 14番 湯野 一郎 15番 朝倉 茂 

16番 此川 昇 17番 岩井 竹志 18番 神保 與志美 19番 田中 幸夫 

20番 山本 隆淑    

 

４．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 高野  晋 

  課長補佐 森田 剛史 

  主  任 北崎 あす香 

  主 事 斉木 槙志 

 

５．議事 (1) 議案第 90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 91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 92号 平成 29年度黒部市農用地利用集積計画に対する意見について 

 

６．会議の内容 

事務局：それでは、ただ今から第 27回黒部市農業委員会総会を開催します。最初に、岡田会長

からあいさつがあります。 

会 長：（あいさつ） 

本日の総会の議事録署名委員を私の方から指名します。山本隆淑委員、湯野和夫委員の

両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 90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 91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 90号 

事務局：農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意見についてですが、1件ございま

す。 

〈１番〉前沢○○番 地目 田の 2筆 1,374㎡について。 譲渡人 黒部市前沢○○番地 

○○さん から、譲受人 黒部市新牧野○○番地 ○○さんへの所有権移転であ
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ります。理由は経営規模の拡大であります。また現在譲受人の経営面積は 6,641

㎡、約６反の面積があり農地法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。 

以上 1件 2筆  1,374 ㎡ であります。 

 

◎議案第 91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、10件ございます。 

〈１番〉吉田○○番  地目 畑、現況 雑種地の 1 筆 125 ㎡について。借人 黒部

市吉田○○番地 ○○さん へ、貸人 黒部市吉田○○番地 ○○さん か

らの使用貸借権設定であり、転用目的は一般住宅敷地であります。農振除外

からの案件です。 

        借人は貸人の息子で、現在は実家において、両親、祖母、妹、および妻と２

人の子供の４世帯８名で居住しています。今後子どもたちの個室を作ろうと考

えましたが、実家は昭和１０年に建築され、リフォームも難しいほどに老朽化

しています。また、両親・祖母は実家に愛着があることから、譲受人夫婦と子

供２人の４名が居住する住宅を実家隣に新築しようと計画するものです。 

新築住宅の敷地は、申請地に加え、既存宅地の内 66㎡を取り込み、全体で 191

㎡の計画です。 

なお、申請地の一部について、平成 15年頃から自宅の庭として無断転用して

いた経緯があることから、始末書を添付のうえ申請されています。 

〈２番〉堀切新○○番  地目 田、現況 田の 8 筆 4,863 ㎡について。譲受人 富

山市二口町○○番地 株式会社○○へ、 貸人 黒部市堀切新○○番地 ○

○さん からの所有権移転であり、転用目的は注文住宅敷地です。農振除外

からの案件です。 

申請地は富山地方鉄道黒部駅及びあいの風富山鉄道黒部駅より 800～900m 

の近距離にあり通勤・通学の利便性があることや、国道８号バイパスの交差点から

も近く、他へのアクセスも良いことから、宅地とするに最適地であると見込み、本

申請に至りました。約 170～260 ㎡を 22 区画と、公園 176 ㎡を計画しています。 

〈３番〉新天○○番  地目・現況ともに田の 1 筆 500 ㎡について。借人 黒部市

前沢○○番地 ○○さん へ、貸人 黒部市前沢○○番地 ○○さんからの

使用貸借権設定であり、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件

です。 

借人は、父が営む自動車販売修理業の跡を継ぐため、現在会社の 2階で妻と両

親と同居していますが、今後子供が生まれることから手狭な実家から独立し、申

請地で住宅建築を計画するものです。 

        住宅及び車 2台分のカーポート、家庭菜園、庭等を設置するため申請面積を 500

㎡としています。 
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    〈４番〉山田新○○番 、地目 畑、現況 宅地の 1 筆 262 ㎡について。借人 黒部

市山田新○○番地 ○○ さん へ、貸人 黒部市山田新○○番地 ○○さ

ん からの使用貸借権設定であり、転用目的は貸事業用駐車場及び倉庫です。 

農振除外からの案件です。 

借人は実家敷地内で電気店を営んでいます。このたび事業拡張に伴い、新た

な物品保管スペースが必要になりましたが、実家敷地内にはこれ以上保管場所を

設けることができないことから、隣接地に倉庫及び事業用 3台、来客用 1台、計

4台分の駐車区画を整備する計画です。 

なお、申請地は平成 13年頃から、コンクリート打ちの上事業用駐車場として

利用しており、無断転用であるため始末書を添付しての申請となっております。        

〈５番〉 山田新○○番、地目・現況ともに田の 1 筆 2,977 ㎡について。譲受人 黒

部市宇奈月町浦山○○番地 有限会社○○ へ、譲渡人 黒部市前沢○○番

地  ○○さん からの所有権移転であり、転用目的は老人介護施設です。

農振除外からの案件です。 

譲受人は介護サービス業を営んでおりますが、現在三日市の借家で運営してい

る有料老人ホームについて、老朽化などにより安全面の不安が増していることか

ら、新築移転を考えました。 

有料老人ホームは市内全般で需要が高まっておりますが、前沢地区ではこれま

でこのような介護施設が無かったこと、また、提携している桜井病院とも 1キロ

以内の距離にある本申請地が最適と考え、30人を収容する高齢者介護施設を新築

する計画するものです。併せて、駐車場として、事業者用・従業員用・来客用を

含め 26台分の区画を整備する計画となっております。 

       〈６番〉山田新○○番  地目 田、現況 雑種地の 1 筆 511 ㎡について。譲受人 黒

部市前沢○○番地 有限会社 ○○ へ、譲渡人 黒部市前沢○○番地  

○○さん からの所有権移転であり、転用目的は車両置場です。農振除外か

らの案件です。 

       譲受人は自動車販売・修理業を営んでおり、既存敷地を店舗・事務所・作業

所として使用していますが、駐車スペースが手狭なため店舗裏手の駐車場を借り

ています。さらに引き取った廃車車両の置き場がないため業務に支障をきたして

おり、車両置き場を計画するものです。 

譲受人は、平成 15年頃からすでに車両置き場として申請地を利用しており、

無断転用であるため始末書を添付しての申請となっております。 

〈７番〉荻生○○番 外 1 筆  地目 田、現況 畑の 2 筆 2,141 ㎡について。譲

受人 黒部市古御堂○○番地  ○○さん へ、譲渡人 愛知県名古屋市

南区○○番  ○○ さん からの所有権移転であり、転用目的は注文住宅

敷地です。農振除外からの案件です。 
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申請地は、半径３００ｍ以内に桜井中学校や銀行、外食店などがあり、旧８

号線や市街地にも近く交通の便が良いことから需要も見込めるため、本申請に

至りました。約 230～250 ㎡の土地 ８区画を分譲する計画です。 

〈８番〉若栗○○番  地目・現況ともに田の 1 筆 462 ㎡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、転用目的は貸資材倉庫です。農振除外か

らの案件です。 

申請地は北陸新幹線の高架下の土地であり、新幹線により分断されて三角形

の田となっていて、日照及び耕作上の不都合がありました。また譲受人は、解

体業を営んでおり、浦山の本社敷地に約 2,900㎡、若栗のスーパー農道沿いに

約 6,300㎡、合計約 9,200㎡の資材置場を保有していますが、空家対策などに

より解体工事の受注が増え、重機類及びそれに関連する資材の倉庫が必要とな

り適地を探しておりました。 

さらに、譲受人は、新幹線駐車場や駅周辺の除雪業務を請け負っており、申

請地は立地上、除雪車の倉庫として最適であることから、資材倉庫および除雪

用車両の車庫として約 170㎡の建物を建築し、作業員用に３台分の駐車スペー

スと車両置場を設置する計画です。 

     〈９番〉宇奈月町栃屋○○番  地目・現況ともに畑の 1 筆 187 ㎡について。譲

受人 黒部市荻生○○番地  ○○さん へ、譲渡人 黒部市宇奈月町栃

屋○○番地  ○○ さん からの所有権移転であり、転用目的は資材置場

です。農振除外からの案件です。 

         譲受人は、宇奈月町浦山地内の建物の一部約 174㎡を借りて家具製作をし

ております。借りている建物は、天井が 8 メートルと高いため冬期には寒く、

またトイレもありません。借家のため建物の改修はできず使い勝手の悪さが解

消できないことから、自分の作業場を持ちたいと思い立ちました。 

申請地は現在の作業場から 300ｍ離れたところにあり、家具用木材の置き 

場として利用する予定です。また、隣接する 805番地には鉄骨の納屋が建って

おりますが、そ の土地と建物を合わせて購入し、納屋に増築して事務所・作

業所とすることを計画しています。 

         〈10番〉宇奈月町浦山○○番 地目・現況ともに田の 1筆 395㎡について。譲受人  

        魚津市経田西町○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市宇奈月町浦山○○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す。 

         譲受人は、現在魚津市のアパートで夫とその母、および二人の子ども 計 5

人で暮らしていますが、子どもの成長に伴い手狭になってきたため、新たに土

地を取得して自己住宅を新築しようと考えました。 申請地は譲受人の実家に

近く、子育ての協力を得やすいこと、また浦山保育所や宇奈月小学校から 600
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ｍほどの距離にあり、環境がよいことから、本申請地での建築を計画するもの

です。 

以上 計 10件 18筆  12,423㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 90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 90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：引き続きまして、議案第 91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

について審議いたします。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：特に異議ありません。〔同様に 10番まで異議なし。〕 

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 91号第農地法第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、当委員会は許可に同意することに決定します。 

 

会 長：続きまして、議案第 92号平成 29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、事務局の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 29年７月 21日から平成 29年８月 21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 0㎡、新規 6年以上が 1,170㎡、再設定 6年未満が 10,469㎡、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、 

村椿地区   ２件      8,858㎡ 

大布施地区  １件    2,781㎡ 

総件数は３件で、利用権設定面積は、11,639㎡となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 9,366,777㎡を 254,774,554㎡で割りますと、

36.8％となりました。 

  

 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。 
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各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 92号平成 29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 58分で終了） 

 

 


