
第 22回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 29年４月６日（木） 15時 30分～16時 40分 

２．場所 黒部市役所 202、203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 

  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 74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 75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 76号 農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明書の交

付に対する意見について 

(4) 議案第 77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 22 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。山本委員、湯野委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 74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 75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 76号「農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明書の交付 

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 74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、2件ございます。 



〈１番〉出島○○番、地目：田 外 1 筆の 2 筆 1,563 ㎡について。譲渡人 黒部市出島

○○番地 ○○さん から 譲受人 黒部市出島○○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 6,399 ㎡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。 

 

〈２番〉前沢○○番、地目：田 の 1 筆 1,543 ㎡について。譲渡人 黒部市宇奈月町熊

野○○番地 ○○さん から 譲受人 黒部市前沢○○番地 ○○さん への所有権移転

であります。理由は経営規模の拡大であります。また現在譲受人の経営面積は 6,910

㎡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、計 2 件  3 筆  3,106 ㎡であります。 

 

 

◎議案第 75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、12件ございます。 

〈１番〉堀切○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 843 ㎡について。譲受人 黒部市荻生

○○番地 ○○ さんへ、譲渡人 神奈川県横浜市○○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。 

申請地は、小学校やこども園などの教育機関、コンビニエンスストア、鉄道の駅など

からも近く、生活居住地として利便性が高いことから共同住宅の問い合わせが多くある

ため、その需要に応えるため本申請をするものです。 

なお、本計画は、２階建ての共同住宅１棟、10 世帯分と、駐車場 16 台分を整備する

計画となっております。 

 

〈２番〉阿古屋野○○番 地目、現況ともに畑 他 4筆 の 5筆 817㎡について。譲受人 黒

部市阿古屋野○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市山田○○番地 ○○さん 外 1

名 からの所有権移転であり、転用目的は資材置場であります。 

譲受人は、潤滑油設備管理業などを経営しておりますが、業務拡大に伴い業務用資材

が増え、会社敷地が大変手狭となっております。申請地は休耕しており、会社の隣接地

にあり利便性も高いため、本申請に至りました。 

 なお、申請地はアスファルト舗装し、工場や倉庫に入っている作業機材や油清浄機、

ギヤーポンプ、台車などを格納するコンテナや、仮設油水分離層、仮置バケットなどを

配置する予定です。 

 

〈３番〉中新○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 419 ㎡について。譲受人 黒部市堀切

新○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市中新○○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。 

譲受人は、現在市内のアパートにて家族３人で住まいしておりますが、２人目の子も

生まれ、今後アパートが手狭になってくる事から住宅新築を考えました。申請地は、第



１子の通う○○小学校の学校区内であり、○○中学校からも近く便利であることから、

本申請をするものです。 

 

〈４番〉植木○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 2,116 ㎡について。譲受人 黒部市植

木○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市植木○○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あります。 

譲受人は不動産業や土木建築業を営んでおります。申請地は小学校や幼稚園、ショッ

ピングセンターなどから近く、住環境が良いことから、住宅の購入を希望される方が多

い地域です。注文住宅用地としては最適地であり、需要も見込めることから、本申請を

するものです。なお本計画は、200～300㎡の注文住宅７区画を整備する計画です。 

 

〈５番〉植木○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 524 ㎡について。譲受人 魚津市○○

番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市植木○○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あります。 

譲受人は不動産業を営んでおります。申請地周辺には小学校や幼稚園、スーパーマー

ケット等があり、住環境も良く、特に○○小学校下での一戸建て住宅の要望が強いこと

から、申請地を注文住宅用地とするため、本申請をするものです。なお本計画は、245

㎡と 281㎡の注文住宅２区画を計画しています。 

 

〈６番〉三日市○○番 地目、現況ともに田 外 1筆 の 2筆 529㎡について。譲受人 黒

部市立野○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市植木○○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。 

譲受人は現在市内のアパートに居住しておりますが、子供の成長とともに手狭となり、

住宅の新築を計画しました。申請地は、将来の事を考え、親の居住地から近い場所を探

しており、申請地が最適地であると考え申請するものであります。 

申請地は登記面積が 529㎡と一般住宅の面積要件 500㎡を超えておりますが、周囲は

住宅や道路に囲まれており仮に面積要件を超えた分を農地として残しても、農業上利用

しがたい過小残地が生じることとなり、転用面積の許可基準の例外規定に該当すると認

められることから、今回、面積要件を越えた申請となっております。 

 

〈７番〉中野○○番 地目、現況ともに田 外 1筆 の 2筆 1,751㎡について。譲受人 黒

部市三日市○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市若栗○○番地 ○○さん 外 1名 

からの所有権移転であり、転用目的は注文住宅敷地であります。 

譲受人は不動産業を営んでおります。申請地は病院やコンビニエンスストア、ショッ

ピングセンターからも近く、主要道路にも面していることから、住宅建築するためには

適地であり、需要も見込めることから、本申請をするものです。なお本計画は、約 180

㎡の注文住宅８区画を整備する計画です。 

 

〈８番〉前沢○○番 地目、現況ともに田 外 10筆 の 11筆 1,736.91㎡について。譲受

人 滑川市○○番地 有限会社○○ へ、譲渡人 黒部市宇奈月町熊野○○番地 ○○さん 



外 1名 からの所有権移転であり、転用目的は注文住宅敷地であります。 

申請地は段差もあり耕作条件も悪く、長い期間休耕地となっており、譲渡人は管理に

苦慮しておりました。譲受人は不動産業を営んでおりますが、市街地近郊の高台で住宅

を新築したい人の需要もあり、その要望に答えるため、本申請をするものです。 

なお、本計画は、地図の緑色で囲んである宅地部分 300 ㎡と併せまして、全体で約

2,000㎡の事業面積となり、約 200～約 260㎡の注文住宅８区画を整備する計画です。 

なお、地図上で青色で塗りつぶしている部分は農業振興地域内の農用地区域となって

おりまして、今回はその青字の部分を除いた面積で農地転用の申請がされております。 

事業敷地の一部が農業新興地域の農用地区域が含まれている場合の基本的な取り扱

いにつきましては、青字部分を含んだ全体計画を作成し、まずは青字の部分を除外して

から、その後全体を、農地転用申請することになります。しかし、今回のように、青字

の部分が事業敷地からみて非常にわずかであり、この青字の部分を含めなくとも、転用

事業がしっかりと完了できる、ということであれば、先に白地の部分だけで農地転用の

申請をし、あとから追加で農振除外の手続きをすることは、可能となっております。 

今回、青字は全部で 60 ㎡にすぎず、仮にこの部分が無くても注文住宅の事業は完了

できますし、農振除外の手続きを待って事業を開始するのは申請者の時間的、経済的負

担なとなることから、まずは白地部分だけで注文住宅の事業をするものとして申請する

ものです。このため、５月の除外申請で、青字の残地部分が注文住宅敷地の一部として

申請が上がってくる予定となっております。 

 

〈９番〉荻生○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 2,504 ㎡について。譲受人 黒部市岡

○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さん からの所有権移転

であり、転用目的は工場用地であります。 

譲受人は岡地内と申請地に隣接する場所に工場を持ち、機械器具部品の製造販売を行

っていますが、岡工場周辺は軟弱地盤であり、対策設備は施工しておりますが、精密部

品の製造では影響があるため、工作機械の調整・修理が頻繁に行われています。 

これを解消する工事には膨大な費用が掛かること、また、事業拡大を考えていること

から、荻生工場に隣接した申請地に、新しく工場を建て、精密部品の製造ラインを移行

させる事が最適と考え、本申請をするものであります。工場は、本社工場の機械を移転

し、その前面には、大型トラックヤードを設置する計画です。 

 

〈10番〉荻生○○番 地目、現況ともに田 外 1筆 の 2筆 1,935㎡について。譲受人 黒

部市荻生○○番地 有限会社○○ へ、譲渡人 黒部市荻生○○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あります。 

申請地は荻生小学校や主要道路へも近く、黒部宇奈月温泉駅へのアクセスもよいこと

から、住宅建築するためには適地であり、需要も見込めることから、本申請に至りまし

た。なお、本計画は、約 200㎡の注文住宅７区画を整備する計画となっております。 

 

〈11番〉荻生○○番 地目：田、現況：雑種地 外 3筆 の 4筆 1,440㎡について。譲受

人 黒部市荻生○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さん か



らの所有権移転であり、転用目的はケース置場及び駐車場であります。 

譲受人は、譲渡人である○○さんが長年にわたって社長を務めてきました。好景気の

頃、事業拡大に伴い業務が忙しくなり、社長の土地ならばと思い、平成５年頃ですが、

申請地に盛土をし、プラスチック瓶ケース置場や駐車場として使用しておりました。 

しかし、近年事業の売上も伸びず、また、社長自身高齢となり、後継者もいなかった

ため、債務を整理して事業譲渡する道を模索しておりました。今般、○○家などが保有

する全ての株式を○○に事業譲渡しましたが、この際、会社と個人の資産を線引きして

いなかったことが農地法に抵触していることがわかったため、始末書を添付のうえ是正

の申請をするものであります。 

 

〈12番〉荻生○○番 地目：田、現況：宅地 外 3筆 の 4筆 2,538㎡について。譲受人 

黒部市荻生○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さん からの

所有権移転であり、転用目的は工場用地であります。 

こちらも 11 番に引き続き○○の案件であります好景気の事業拡大のおり、社長個人

の土地も会社に提供していた関係で、申請地は昭和 53 年頃に事業拡大を目的に、申請

地とその南側の宅地との一画地に、貯蔵タンクや運搬用の貨車置場などとして工場整備

をしておりました。その後、敷地内にて改築、増築等を行い現在に至っております。 

11番の案件と同様に、工場を建てる際に農地転用の手続きを行っていませんでしたが、

債務整理や、これからの再生のためには引き続き申請地を利用することがどうして必要

であることのことから、始末書を添付し是正の申請をするものであります。 

なお、11 番と 12 番で案件を２件に分けておりますのは、場所がそれぞれ離れている

こと、利用目的や整備した時期も異なるので、別々の案件として取り扱うのが適当との

県からの指導により、同じ事業者でありますが、案件を分けて申請が出てきております。 

 

以上 計 12件  35筆  17,152.91㎡ であります。 

 

 

◎議案第 76号 

事務局：農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明書願についてですが、１件

ございます。 

〈１番〉田家新○○番 地目：田、現況：雑種地 の 1筆 29㎡について。願出人は 黒部

市田家新○○番地 ○○株式会社 で、転用目的は資材置場及び通路であります。 

願出者は土木機械及び各種車輌のリース業を営んでおります。４月中旬から下旬にか

けて行われる予定の、富山県有地売払いの一般競争入札に参加するため申請するもので

あります。申請地は、○○川の改修工事の残地でありまして、今回入札になるのは、申

請地と、地図上で緑色で囲んであります改修後に廃河川となった部分の土地です。申請

地以外の部分は雑種地となっており、そこを含めて購入し、既存の資材置場と通路を拡

大する計画となっております。 

 

以上 計 １件  １筆  29㎡ であります。 



 

会 長：それでは、議案第 74 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。（同様に 2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 74 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 75 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：特に異議ありません。（同様に 10番まで関係地区委員異議なし。） 

Ａ委員：11 番と 12 番の案件ですが、どちらも○○の案件です。譲受人の専務や従業員からも直

接話をききましたが、これからの経営再建のために違反状態を是正する必要があるとのこ

とでの申請です。 

～経緯や事業内容の補足説明～ 

会 長：様々な意見があると思いますが、仮にまだ他に違反を隠していた場合には、今後是正申

請が上がってきても、当委員会は同意しないということを条件として、今回は同意するこ

とにしてよろしいでしょうか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 75 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：それでは、議案第 76 号農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明書

願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：特に異議ありません。 

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。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 76 号農地法第５条第１項の規定による許可に準ず

る買受適格証明書願について、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 77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 2月 21日から平成 29年 3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 3,323平米、新規 6年以上が 6,846平米、再設定 6年未満が 56,071平米、

再設定 6年以上が 47,956平米でございます。 

 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

石田施地区   9件     33,225平米 

大布施地区   1件     11,384平米 



前沢地区   1件      136平米 

荻生地区   7件    26,578平米 

若栗地区     5件    16,326 平米 

浦山地区   4件    26,547平米 

 平米総件数は 27件で、利用権設定面積は、114,196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 950万 7,776平米を 2,547万 7,454平米で割りま

すと、37.3％となりました。 

合意解約地区別一覧表は 

浦山地区  1件   1,045 ㎡ 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 77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 40分で終了） 

 

 

 


