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第 28回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 29年 10月４日（水） 15時 30分～16時 12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 ７番 中陳 健司 ８番 太田 勇 

10番 髙本 一惠 12番 森家 和哉 13番 德道 千津子 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 93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 94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 95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 28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。中村敏幸委員、太田勇委員の両

委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 93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 94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 93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〉沓掛○○番 地目田 の 1筆 668㎡について。譲渡人 石川県金沢市○○番 ○

○さんから、譲受人 黒部市沓掛○○番地 ○○さん への所有権移転であります。
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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 5,766㎡、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 1筆  668 ㎡ であります。 

 

◎議案第 94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、６件ございます。 

〈１番〉岡○○番外１筆 地目 田、現況 雑種地の２筆 697 ㎡について。譲受人 黒

部市石田○○番地 株式会社○○へ、譲渡人 黒部市生地神区○○番地 ○

○さん外２名 からの所有権移転であり、転用目的は資材置場です。 

        譲受人は土木・建築請負業を営んでいます。近年、市内では住宅地の開発や

住宅の建築数が伸びており、株式会社○○も受注が増えている状況です。これ

に応えるため、バイパスの乗入口に近く、交通アクセスが良い申請地に、足場

などの資材や砕石、土砂などの置場として 702㎡を整備しようと計画するもの

です。 

なお、申請地では長く耕作がされておらず、所有者によってすでに土砂埋め

されていることから、始末書を添付のうえ申請されています。 

〈２番〉岡○○番外１筆 地目 田、現況 雑種地の２筆 263 ㎡について。譲受人 黒

部市岡○○番地 ○○さんへ、譲渡人  黒部市生地神区○○番地 ○○さん

外２名 からの所有権移転であり、転用目的は一般住宅敷地です。 

       譲受人は申請地から 300mほどの距離にあるアパートに妻と子どもの３人で暮ら

していますが、子どもの成長とともに手狭になったことから、近くで一戸建ての

住宅を建てようと適地を探していました。申請地は石田小学校から近く、まだバ

イパスの乗入口からも４～500ｍの距離にあり、他へのアクセスがよいことから

本申請に至りました。 

なお、１番の案件と同じく、申請地では長く耕作がされておらず、所有者によ

ってすでに土砂埋めされていることから、始末書を添付のうえ申請されています。 

〈３番〉飯沢○○番 地目・現況ともに田の 1 筆 366 ㎡について。借人 黒部市生

地中区○○番地 ○○さんへ、貸人 黒部市飯沢○○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。 

借人は、市内のアパートに妻と子どもの３人で住んでいますが、子どもの成長

や今後家族が増えることを見越すと手狭であることから、一戸建ての住宅を新築

しようと考えました。その際、子どもの面倒を両親に見てもらいたいことや、将

来的には両親の面倒を見たいとの希望があったこと、また農家である父を手伝う

ためにも、実家から 150mほどの距離にある本申請地が最適と考え、今回の申請

に至りました。 
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    〈４番〉出島字西島○○番 地目・現況ともに田の 1筆 1,321㎡について。譲受人 黒

部市出島○○番地 ○○町内会へ、譲渡人 黒部市出島○○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です。 

        ○○町内会では、現在の公民館が手狭で駐車スペースも少なく各種活動に支障

をきたしていることや、昭和 23年の建築以来 70年を経過し、耐震性もなく老

朽化していることから、公民館の建替を計画し、今回の申請に至りました。既

存地では必要なスペースを確保できないことから、市道に面して間口が広くと

れる本申請地に、平屋建て公民館、ゴミステーション、防災倉庫、および駐車

スペースとして 24台分の区画を整備する計画です。 

       

〈５番〉宮沢○○番 地目・現況ともに田の 1 筆 893 ㎡のうち 198 ㎡について。 

借人 魚津市袋○○番地 ○○株式会社 へ、貸人 魚津市本江○○番地 ○○

さん からの賃借権設定であり、転用目的は駐車場および資材置場です。 

申請地は、農業振興地域の農用地区域に位置しています。 

借人である○○株式会社は、建設業を行っている会社ですが、今般、宮沢清掃セ

ンターの建物増設工事を請負い、現在その工事を行っている最中です。工事に当

たって、借人は清掃センター内に現場事務所を設置し、社員 13名にて業務に従事

していますが、現在同センター内に設けている社員の自家用車や工事用車両、及

び工事に使用する足場・型枠等の資材を置くスペースが、今後の工事の進行ととも

に無くなることから、現場に隣接する申請地を工事完了まで借りることとしたもので

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が、一時転用についての市の同意を取得済みです。 

一時転用期間は平成 2９年 11 月 10 日～平成 30 年９月 30 日までであり、事業

終了後には、直ちに復旧作業を行い、農地として復元する計画です。 

 

〈６番〉荻生○○番 地目 畑、現況 雑種地の 1 筆 236 ㎡について。譲受人 黒

部市荻生○○番地 株式会社○○へ、譲渡人 大阪府東大阪市南上小坂○

○番 ○○さん からの所有権移転であり、転用目的は資材置場です。 

         譲受人はコンクリート製品 製造販売および土建業を営んでおり、資材置場と

して、本社用地に約 800㎡、本社近くに約 680㎡の土地を所有していますが、

土建業の仕事が増え、手狭になったことから、今回申請地の北側に位置する荻

生○○番 931㎡を除外申請し、本年 1月に転用許可を得て、利用を開始しまし

た。 

        ところが、以前から賃借していた荻生地内の雑種地、2,500㎡について地主か

ら返還を求められたため、代替地として、今回申請地に隣接する宅地：荻生○○
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番 2,466.81㎡を取得することとしました。この土地は○○番を除外・転用した

際は、別の買い手に決まっていた場所ですが、最近になって購入を取りやめられ

たところです。 

              この宅地部分を取得することにより、除外申請時に予定していたよりも多量の

土砂や土木工事用資材を搬出入することとなり、○○番から通じる北側通路だけ

では間口が狭く大型車両が通ることができないことから、南側の本申請地につい

ても転用し、通路として利用する計画です。 

              本申請地はすでに盛土し、整地されていますので、始末書を添付しての申請と 

以上 計 6件 8筆  3,086㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 93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 93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 94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 6番まで関係地区委員 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 94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 95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８月 22日から平成 29年９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 0㎡、新規 6年以上が 1,170㎡、再設定 6年未満が 4,691㎡、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   １件      4,691㎡ 

総件数は１件で、利用権設定面積は、4,691㎡となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 9,368,034㎡を 254,774,554㎡で割りますと、

36.8％となりました。 
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 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。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 95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 12分で終了） 

 

 


