
第 21回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 29年３月６日（火） 15時 30分～15時 12分 

２．場所 黒部市役所 301会議室 

３．出席委員 18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 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 

  係 長 寺田 慎一 

  主 事 斎木 槙志 

  主 事 高倉 拓也 

 

５．議事 (1) 議案第 71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 72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 73号 平成 28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 21 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。神保委員、田中委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 71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 72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 71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〉中新○○番 外 2筆  1447㎡について。譲渡人 黒部市宇奈月町浦山○○番

地 ○○さんから 譲受人 黒部市栃沢○○番地 ○○さんへの所有権移転であり

ます。理由は贈与であります。また現在譲受人の経営面積は 5290 ㎡、約 5 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、計 1 件  3 筆  1,447 ㎡であります。 

 

 

◎議案第 72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〉生地神区○○番 外 1 筆 地目、現況ともに田 の 2 筆 1,919 ㎡について。譲

受人 高岡市関町○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市生地吉田○○番

地 ○○さん からの所有権移転であり、転用目的はグループホーム敷地でありま

す。 

譲受人は、現在黒部市において、認知症対応型共同生活介護施設を開設してお

ります。申請地周辺地区においては、高齢世帯や独居世帯がまだまだ多いと推測

されることから、申請地において小規模多機能型居宅を設けたグループホームを

新たに開設するため、本申請に至りました。 

 なお、本計画はグループホーム１棟と駐車場 22 台分を整備する予定です。施

設の定員は 21 名となっております。 

 

〈２番〉生地中区○○番 外 1 筆 地目：田、現況：畑 の 2 筆 468 ㎡について。 

譲受人 魚津市吉島○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市吉田○○番  ○

○さん からの所有権移転であり、転用目的は貸駐車場敷地であります。 

譲受人の父は介護事業を営んでおり、申請地から見て市道をはさんで反対側でデイ

サービス及びグループホーム施設を経営しています。 

      現在、既存の介護施設の敷地内には 25 台分の駐車スペースがありますが、事

業用車が８台あり、職員も１日平均 20 人程度出勤することから、施設を利用す

る来訪者には、駐車場が狭く迷惑をかけています。今回、申請地において、足り

なかった職員用や施設利用者用の駐車スペースを確保するため、本申請に至りま

した。 

      なお、申請地には 18 台分の駐車場を整備し、父が介護事業を行う株式会社○

○に賃貸する予定です。 

 

〈３番〉天神新○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 314 ㎡について。譲受人 黒

部市堀高○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 滑川市有金○○番地 ○○さ

ん からの所有権移転であり、転用目的は共同住宅敷地であります。 

譲受人は不動産賃貸業・不動産管理業を営んでおり、市内にて共同住宅を経営 



しております。昨年３月には、申請地の隣接地である○○番、○○番、○○番の３筆

について、共同住宅の転用許可を受けており、こちらについても事業完了し、既に入

居も開始しております。 

譲受人は、この隣接地の許可申請をする際に、今回の申請地を含めた計４筆

で、共同住宅２棟を建設することを考えておりましたが、当時は地権者から了

承を得られなかったため、３筆で許可を受け、共同住宅１棟を建築しました。 

このたび、当初は了承を得られなかった申請地の地権者から「高齢となり今

後の土地管理も困難となったことから、共同住宅敷地として有効活用してもら

いたい」旨の申し出がありました。隣接の共同住宅も３月には満室となり、駅

から徒歩３分という好立地で需要も見込まれるため、もう１棟共同住宅を建設

するため、本申請に至りました。 

本計画は、共同住宅１棟 3 世帯分（２ＬＤＫ）と、駐車場６台分を新たに確

保するもので、２階建ての共同住宅１棟で６戸分と、駐車場１２台分を整備する

計画であります。 

 

     〈４番〉宇奈月町浦山○○番外 1 筆 地目、現況ともに田 の 2 筆 770 ㎡について。 

借人 黒部市沓掛○○番地 ○○株式会社 と、貸人 黒部市宇奈月町浦山

○○番地 ○○さん 外 1 名 との賃借権設定であり、転用目的は陸砂利採取の

退避路で、一時転用の案件であります。 

借人は砂利製造販売や土木建築業などを行っている会社です。次の５番の案件の

申請地にて陸砂利採取を実施しますが、土砂運搬路である市道において、運搬トラ

ックがすれ違いをするための退避路として一時的に使用する計画であります。南側

の○○番は約 5.5m の退避場を確保し、田んぼ側を表土置場とし、北側の○○番は

約 4.5mの退避場を確保し、こちらも同様に田んぼ側を表土置場とします。 

一時転用期間は転用の許可日より２年間であり、砂利採取事業終了後には、直ち

に埋め戻し作業を行い、農地として復元する計画であります。 

 

〈５番〉宇奈月町浦山○○番 外 7 筆 地目、現況ともに田 の 8 筆 15,098 ㎡につ

いて。借人 黒部市沓掛○○番地 ○○株式会社 と、貸人 東京都東大和市

清水町○○番地の ○○さん 外 6 名 との賃借権設定であり、転用目的は陸砂

利採取のための一時転用であります。 

借人は砂利製造販売や土木建築業などを行っている会社です。申請地のうち、出

入りする市道側は土砂の計量器やトラックの洗車場とし、それ以外を砂利採取用地

として使用する計画です。 

４番の案件と同様に、地権者をはじめ耕作者、地元関係者の同意や、市道・水路

管理者など、関係機関の同意も得ており、砂利採取の認可申請も県に申請済みであ

ります。 



一時転用期間は転用の許可日より２年間であり、土砂を約 92,000㎥（20万トン）

採取し、砂利採取事業終了後には、市内外の山土砂や公共用土砂仮置場などから

埋め戻し用の土砂を確保し、直ちに農地として復元する計画であります。 

 

 

以上 計 5件  15筆  18,569㎡ であります。 

 

 

会 長：それでは、議案第 71 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 71 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：それでは、議案第 72 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。 

各委員：異議なし（同様に 5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。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 72 号農地法第 5 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：引き続きまして、議案第 73号平成 28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。本議案については、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 1月 21日から平成 29年 2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平米、新規 6年以上が 43,212 平米、再設定 6 年未満が 83,714平米、再設定 6

年以上が 59,263平米でございます。 
 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

村椿地区    1件   3,832平米 

大布施地区     1件    1,299平米 

前沢地区    8件  61,227平米 

荻生地区    5件  29,138平米 

若栗地区       2件    13,057平米 

東布施地区     9件    37,964平米 

下立地区     3件     7,169平米 

浦山地区    14件   32,503平米  

 総件数は 43件で、利用権設定面積は、186,189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 956万 2,862平米を 2,550万 3796平米で割ります

と、37.5％となりました。 

合意解約地区別一覧表は 

大布施地区  1件   5,576 ㎡ 

前沢地区   1件   3,387㎡ 

荻生地区   4件  20,004㎡ 

浦山地区   1件    180㎡ 

でした。 

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。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 73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。 

（15時 12分で終了） 


