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第 30回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 29年 12月６日（火） 16時 00分～17時 18分 

２．場所 黒部市役所 201・202会議室 

３．出席委員 17名 

１番 湯野 和夫 ２番 中村 敏幸 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 99号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

     (2) 議案第 100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 101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 

     (4) 議案第 102号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につい

て 

 

６．会議の内容 

事務局：それでは、ただ今から第 30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。岩井委員、神保委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 99号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

       議案第 100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 99号 
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事務局：農地法第４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〉田家○○番  地目、現況ともに田 の 1 筆 245 ㎡について。申請者は 黒部市鏡野○

○番地 ○○さんです。 

この案件は、議案第 101 号の５番と関連するものですが、ここで２つを併せて説明させていた

だきます。 

譲受人は平成２年頃、当地に農作業用倉庫を建築しました。建築に先立ち、平成元年に農

振農用地の軽微な変更により農業上の用途区分の変更を行いましたが、面積２アール未満の

農業用倉庫であり、農地転用許可は不要ですので、転用申請は行っていませんでした。 

最近になって倉庫の擁壁が傾いてきたことがわかり、その改修を行うために用地が必要と

なったこと、あわせて、手狭だった農作業スペースの拡幅を図ることを目的として、位置図

の右側部分を取得することで所有者と話がまとまり、今回の５条申請に至りました。この部

分についてはすでに農振農用地の軽微な変更の公告を行っております。 

   本４条案件である位置図の左側部分には、修復予定の倉庫に加えて、約 60㎡のビニール 

ハウスを作る予定です。先ほども申し上げました通り、農作業用倉庫は許可不要であり、ビ 

ニールハウスも許可の必要はありませんが、空きスペース部分を５条申請による取得部分と 

併せて一体的に農作業用スペースとして活用することとなり、その面積が２アールを超える 

こと、また、本人の希望もあることから、あわせて転用申請を行うものです。 

 

     以上、計１件  １筆   245 ㎡です。 

 

◎議案第 100号 

事務局：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ですが、11件ございま

す。 

 

〈１番〉生地中区○○番 地目:田、現況：雑種地の１筆 568 ㎡について。借人 黒部

市生地○○番地 ○○さん と、貸人 黒部市生地○○番地 ○○さん との使用貸借

権 設定であり、転用目的は一般住宅敷地です。 

貸人と借人は親子であり現在同居しておりますが、このたび息子である借人 が結婚する

こととなりました。これを機に父所有の農地を借り、住宅の新築を計画したことから本申請

をするものです。 

   申請地は登記面積が 568㎡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たとしても、農業上利用 

しがたい過小残地が生じることとなりますので、転用面積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。  

なお、申請地は排水が悪く、田としての耕作が困難であったため、昭和 40年代には所有

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。 
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〈２番〉岡○○番 地目:田、現況：雑種地 の１筆 849 ㎡について。譲受人 黒部市石

田○○番地 株式会社○○ へ、譲渡人 黒部市石田○○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。 

   譲受人は不動産業、土建業を営んでおります。申請地は石田小学校や電鉄石田駅、国道８ 

号バイパスから近く住宅地としては最適な場所にあることから、申請地 849㎡と譲受人所有 

の隣接地とをあわせた計 1,787㎡の敷地に、６区画の注文住宅敷地を造成するため本申請に

至りました。 

なお、申請地は亡くなった譲渡人の夫が所有者の頃、住宅の建築計画があり、その前提と

して無許可のまま盛土をしてしまったことから、始末書を添付のうえ申請されています。 

 

〈３番〉立野○○番 外 18筆、 地目、現況ともに田 の 19筆 15,707㎡について。譲受人 魚

津市住吉○○番地 ○○さん へ、譲渡人 兵庫県川西市萩原台○○番地 ○○さん外７

名からの所有権移転 および、借人 魚津市住吉○○番地 ○○さん と、貸人 黒部

市立野○○番地 ○○さん外３名との賃借権設定であり、転用目的は貸店舗用地です。

農振除外からの案件です。 

申請者は不動産業を営んでおり、申請地のうち 14筆 11,177㎡を所有権移転により取得し、

残りの５筆 4,530㎡を賃借権設定のうえ、食品小売業者である○○株式会社へ賃貸する計画

です。 

申請地は一般県道石田・前沢線に面しており、市内で最も交通量の多い国道８号への乗入

口から至近距離にあります。 

これまで、市北西部には大規模スーパーがなく、商業地の空白地である土地への参入によ

り、食品および日用品の買い物及び飲食の利便性向上を図るため、また地域住民へ生活の拠

点及び日常の憩いの場を提供することを目指し、本申請に至りました。 

申請地 15,707㎡のうち、店舗面積は平屋建て 3,647㎡、来客および従業員用駐車場とし

て 399台分を設ける計画です。 

 

〈４番〉立野○○番 地目:田、現況：畑 の１筆 452 ㎡について。譲受人 魚津市緑町

○○ 番地 ○○ さん へ、譲渡人 黒部市山立野○○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。 

   譲受人は不動産業を営んでおります。国道８号バイパスが完成したことで当地区の住宅地

としての利便性が向上したこと等により住宅用地の需要が高まっているため、申請地 452㎡

と譲受人所有の隣接地とをあわせた計 488㎡の敷地に、２区画の注文住宅敷地を造成するた

め本申請に至りました。 

 

〈５番〉鏡野○○番  地目、現況ともに田 の 1 筆 107 ㎡について。申請者は 黒部市鏡野 

○○番地 ○○さんです。この案件は議案第 100号の１番と関連して説明いたしましたので、

ここでの説明は割愛させていただきます。 
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〈６番〉吉田 ○○番 地目:畑、現況：雑種地 の１筆 330 ㎡について。借人 黒部市吉

田○○番地 ○○ さん と、貸人 黒部市吉田○○番地 ○○ さん との使用貸借権

設定であり、転用目的は一般住宅敷地です。 

借人と貸人は夫婦であり、現在申請地の隣接地にある妻の実家に住まいしております。

近年、同居している母親が高齢で病気がちになり、申請者夫婦は共働きで帰りが遅く、

面倒をみることができないため、今後は姉夫婦が実家に入居して母の面倒をみることに

なりました。このため、妻所有の申請地に申請者夫婦の家を新築することとなったこと

から本申請をするものです。 

なお、申請地は貸人の亡くなった父がかつて耕作しておりましたが、休耕してから放置さ

れ現況は雑種地の状態となっておりますので、始末書を添付のうえ申請されています。 

 

〈７番〉牧野○○番  地目、現況ともに田 の 1 筆 472 ㎡について。借人 黒部市牧野○○

番地 ○○さん と、貸人 黒部市牧野○○番地  ○○さん との使用貸借権設定であ

り、転用目的は一般住宅敷地です。 

   借人は貸人の息子で、現在は実家において、両親、妻、２人の子供の計６名で居住してい

ます。近々３人目の子どもが誕生する予定があり、これを機に手狭な実家からの独立を考え

ました。 

   申請地は実家に近く、子育ての協力を得やすいこと、および、今後も父の営む農業を手伝

い、いずれは兄とともに後を継ぐことを考え、本申請地での建築を計画するものです。 

 

〈８番〉牧野○○番  地目、現況ともに田 の 1 筆 1,790 ㎡について。譲受人 黒部市新牧

野○○番地  株式会社○○ へ、譲渡人 黒部市新牧野○○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、周囲に桜井小学校、三島保育所があり、土地購入を予定する若年層の需要が見

込める条件の土地です。また申請地の南側に接して歩道つき県道があり、道路条件も良い場

所です。隣接の宅地造成地はすでに完売しており、需要があることから本申請に至りました。 

注文住宅用地約 200～280 ㎡の土地 ４区画を分譲する計画です。 

 

〈９番〉前沢○○番  地目：田、現況：宅地 の 1 筆 353 ㎡について。譲受人 黒部市前沢

○○番地  株式会社○○ へ、譲渡人 黒部市新牧野○○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す。農振除外からの案件です。 

申請地は、譲受人の事務所が建っている土地の一部であり、すでに昭和５３年８月から宅

地化されていて、今回転用申請が未提出であることが判明しましたので始末書を添付し、是

正の申請をするものです。 

 

〈10番〉前沢○○番  地目、現況ともに田 の 1 筆 977 ㎡について。譲受人 魚津市青島○

○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市宇奈月町熊野○○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。 
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申請地は８号線から近く交通の利便性が高いことや、周囲には桜井小学校や桜井高校等の

教育施設があること、また、近接の宅地造成地もすでに完売しており、需要があることから本

申請に至りました。 

注文住宅用地約 160～190 ㎡４区画を分譲する計画です。 

 

〈11番〉宇奈月町浦山○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 430 ㎡について。借人 黒部市

宇奈月町浦山○○番地  ○○さん と、貸人 黒部市宇奈月町浦山○○番地 ○○さん 

と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。 

借人は現在実家で同居しておりますが、子供２人が大きくなり手狭となったことから自宅

を新築する事にしました。今後親が高齢になりその面倒をみることも考え、なるべく実家近

くで立てたいと考え、申請地に平屋建て住宅とカーポート２台分を計画するものです。 

 

以上、計 11 件 29 筆 22,035㎡です。 

 

会 長：それでは、議案第 99号農地法第４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。 

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 99号第農地法第４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：引き続き、議案第 100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：異議ありません（同様に 11番まで地区担当委員異議なし）。 

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 100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：引き続きまして、議案第 101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 10月 21日から平成 29年 11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 405㎡、新規 6年以上が 15,232㎡、再設定 6年未満が 220,516㎡、

再設定 6年以上が 15,358㎡でございます。 

 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 
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石田地区    １件     3,360㎡ 

村椿地区    １件     9,743㎡ 

大布施地区   ３件     9,699㎡ 

荻生地区    ６件    15,232㎡ 

愛本地区    35件   213,072㎡ 

 

総件数は 46件で、利用権設定面積は、251,106㎡となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 972万 7,505㎡を 2,547万 7,454㎡で割りますと、

38.2％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。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 101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：続きまして、議案第 102号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断に

ついて、事務局からの説明を求めます。 

 

事務局：農地法第２条第１項の「農地」に該当しないことの申出について説明いたます。 

 非農地判断は農業委員会が、自然荒廃により森林原野化した農地について、農地法の

「農地」に該当するか否かを総会の議決により判断し関係機関に通知するものです。本通

知書を地目変更登記申請書に添付すれば地目変更が可能となります。 

 

〈１番〉中山○○番 外 6筆 地目：7筆のうち 6筆が田、1筆が畑 、現況：原野 の 7筆 1,372

㎡について。申出人は 黒部市中山○○番地 ○○ さんです。 

申請地は、前所有者が昭和 50年代までは耕作しておりましたが、元々山林や原野に囲

まれており、谷のように段差もある農地であるため通作が困難なことから、それ以降は耕

作されず放置されておりました。 

その後、平成 15年に申請地は競売にかかり、申出人である○○さんは近所に住んでい

る農家であるため購入するようにお願いされ、申請地を取得しましたが、20年以上放置さ

れた申請地は購入当時から立ち木が生え、原野のような状態であったことから耕作するこ

とができず、木を伐採するなどの管理をして現在に至ります。 

    現地を確認したところ、申請地周囲の土地は山林・原野が入り混じっており、申請地も

原野の様相を呈しているため、人力や、農業用機械で耕起・整地し、農地に復元すること

は物理的に困難であることから、申出人から「農地」に該当しないことの申出がなされた

ものです。 
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〈２番〉宮沢○○番 外 1筆 地目：田 現況：１筆が原野、１筆が山林 の 2筆 3,870㎡に

ついて。申出人は 黒部市前沢○○番地 ○○ さんです。 

申請地は、聞き取りや航空写真を確認したところ、宮沢○○番は昭和 20年代には既に

山林の状態となっており、一方○○番は昭和 40年代までは一部田の形をしていますが、

それ以降は周囲の山林などの影響を受け原野のような状態となっております。 

    現地を確認したところ、申請地は木が生い茂り山林又は原野の状態となっており、人力

や、農業用機械で耕起・整地し、農地に復元することは物理的に困難であることから、申

出人から「農地」に該当しないことの申出がなされたものです。 

 

計２件 ９筆 5,242㎡であります。 

 

会 長：それでは、議案第 102号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につ

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２番まで地区担当委員異議なし）。 

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：それでは、議案第 102号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につ

いて、当委員会は許可することに決定いたします。 

 

会 長：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。 

（17時 18分で終了） 

 

 


