
第 33回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年３月２日（金） 15時 30分～16時 42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．欠席委員 １名 

７番 中陳 健司    

 

５．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 

 

６．議事 (1) 議案第 108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 109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 

     (3) 議案第 110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 

(4) 議案第 111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 

 

７．会議の内容 

事務局：それでは、ただ今から第 33 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） 

本日の総会に欠席する旨、通知を受けている委員を報告します。中陳委員から事前に欠

席通知を受けておりますので報告します。 

本日の総会の議事録署名委員を私の方から指名します。中村委員、太田委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 108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 109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」 

議案第 110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、３議案を提案いたします。事務局、説明願います。 

 

 



◎議案第 108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〉朴谷○○番、地目：田 の 1 筆 221㎡について。譲渡人 黒部市若栗○○番地  

○○ さんから 譲受人 黒部市朴谷○○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 8,335㎡、約８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  １筆  221 ㎡であります。 

 

◎議案第 109号 

事務局：農地法第４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〉宇奈月町下立○○番 外 1 筆 地目：田、現況：畑の１筆と、地目：畑、現

況：雑種地の 1 筆、計２筆 500 ㎡について。 

申請者は 黒部市宇奈月町下立○○番地○○さんで、転用目的は一般住宅敷地です。 

申請者は、現在申請地の隣に居住していますが、現在の住宅が築 60 年を超えて老朽

化が甚だしく、耐震性もないため、新築を考えました。 

元の住宅を壊し、その跡地に新築することを検討しましたが、住宅の敷地内には妻が

経営する美容室があり、今後事業の拡張を計画しているため、そのためのスペースが必

要です。 

そこで、自宅を取り壊したスペースを美容室拡張及び来店者用駐車場５台分として利

用することし、隣接する本申請地に、新居を建築しようと考えたものです。 

なお、申請地２筆のうち、道路側に面する１筆については、すでに造成され、美容室

来客用の駐車場として利用しておりましたので、始末書を添付のうえ申請がなされてお

ります。 

 

以上、計 1 件  2 筆  500 ㎡であります。 

 

◎議案第 110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〉田家新○○番 外 1 筆  地目、現況ともに田 の２筆 251 ㎡について。譲受

人 魚津市大字大海寺野村○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市山田○○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に住まいしておりますが、子どもの成長に伴い、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。実家が田家にあることか

ら、田家地内で候補地を検討したところ、申請地は県道 150号線の乗入口から近く、他

へのアクセスが良いこと、また小学校から約 200ｍと近距離にあり、教育環境が良いこ

とから本申請に至ったものです。 

 

〈２番>山田○○番 外 28 筆 地目：田（一部畑）、現況：田（一部畑）の 29 筆 12,308 ㎡



について。借人 富山市水橋市田袋○○番地 株式会社○○と、貸人 黒部市山田○

○番地 ○○さん との賃借権設定分 11,727 ㎡および、譲受人 富山市水橋市田

袋○○番地 株式会社○○ へ、譲渡人 黒部市天神新○○番地 ○○さん外２名

からの所有権移転分 581 ㎡の合計で、転用目的は太陽光発電施設用地です。 

申請地は中山間地域に位置しており、傾斜も急であり耕作が難しく、10 年ほど前ま

では地権者が耕作していましたが、高齢となりそれも不可能となりました。耕作して

くれる担い手もおらず、現在は遊休農地化しており、草刈り等の保全のみが行われて

いる状況です。 

申請者である株式会社○○は富山市に本社がありますが、黒部市内ですでに２箇所

の太陽光発電施設を稼動させており、経営効率の観点から、呉東地域の他の場所でも

太陽光発電を実施できないか検討していました。 

太陽光発電による売電事業は、買取価格の下落などから、設備の大規模化を図るこ

とにより収益性を担保する必要があります。このため 1,000kw 規模の発電量を確保す

るため、10,000 ㎡以上のまとまった土地を探したところ、本申請地であれば、市内の

発電設備から比較的近くメンテナンスなどに効率がよいこと、また、南側からの日光

も十分確保できる立地で採算が合うことから、本申請に至ったものです。 

 

〈３番〉神谷○○番 外 9 筆  地目、現況ともに田 の 10 筆 8,622 ㎡について。 

譲受人 魚津市本江○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市神谷○○番地     

○○ さん外４名 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、たかせ小学校や田家保育所、一般県道魚津入善線

といった幹線道路に近く、周辺は宅地化が進んでおります。生活環境が整っており、

今後も当地区への居住希望者は多いと見込まれることから、注文住宅用地３２区画を

計画したものです。１区画あたりの面積は約 180～250 ㎡で、区域内には幅員６ｍの

道路、公園、および、北側の角地には調整池を設置する計画となっています。 

 

〈４番〉田家野○○番 地目、現況ともに田の 1 筆 951 ㎡について。譲受人 魚津市吉

島○○番 ○○さん へ、譲渡人 黒部市田家野○○番地  ○○さん からの所

有権移転であり、転用目的は一般住宅及び店舗敷地です。農振除外からの案件で

す。 

譲受人はくろべ牧場でヤギのチーズを製造していますが、このヤギチーズの販売場

所としてカフェを兼ねた店舗を計画しました。本申請地は幹線道路沿いで眺めがよい

ため、店舗及び譲受人自身の住宅、また来客及び従業員用として７台分の駐車スペー

スを計画するものです。 

 

      〈５番〉沓掛字道上割○○番  地目、現況ともに田 の１筆 9.91 ㎡について。譲受人 

黒部市沓掛○○番地  株式会社○○ へ、譲渡人 黒部市沓掛○○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。 



申請地は、現在、建設資材リース業を営む株式会社○○の資材置場となっています。 

申請地周辺の 2,437㎡の土地は、平成 11年 12月に農地法第５条の賃借による転用許

可を受けました。転用目的は資材置場です。この際、何らかの理由により、本申請地

が転用許可申請からもれていましたが、これに気がつかないまま、株式会社○○と○

○さんとで土地賃貸借契約を締結し、現在まで使用してきました。 

今般、当事者間の合意により敷地全体を売買することとなり、申請地に対する転用

許可申請がもれていたことが発覚したため、始末書を添えて是正の申請をするもので

す。 

 

〈６番〉三日市字寺町○○番  地目、現況ともに田 の１筆 664 ㎡について。譲受人 黒

部市牧野○○番地 ○○ さん へ、譲渡人 黒部市新牧野○○番地  ○○さん 外２

名 からの所有権移転であり、転用目的は宅地分譲地です。譲受人は、不動産業を営ん

でいます。申請地は都市計画法上の用途地域内にあり、専ら宅地化を推進すべき地域

です。今後の需要も見込め、宅地分譲地とするに最適であることから、宅地分譲地２区

画を計画するものです。 

 

〈７番〉牧野○○番 地目：田、現況：畑 の１筆 165 ㎡について。借人 黒部市牧

野○○番地 ○○ さんと、貸人 黒部市新牧野○○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。 

借人の住宅は、一般県道石田・前沢線の拡幅工事により取り壊すこととなりました。

土地収用により現在の敷地が小さくなること、また将来介護が必要になったときのこ

とを考えると、この際、息子である貸人と同居するのがよいのではないかと検討しま

した。 

しかし貸人の家は家族５人暮らしで新たな居住スペースを確保することは困難で

あるため、隣接する本申請地での新築を計画したものです。新築住宅の敷地は、申請

地に加え、既存宅地の内約 55㎡を取り込み、全体で約 220㎡の計画です。 

 

     〈８番〉荻生字大本○○番 外 1 筆、 地目：田、現況：宅地 の２筆 86.46 ㎡について。 

譲受人 黒部市荻生○○番地 ○○さん へ、譲渡人 愛知県名古屋市南区明治○○

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。農振除外

からの案件です。 

       申請地は、譲受人の住宅、車庫が建っている土地の一部であり、すでに昭和５１年

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。 

 

〈９番〉宇奈月町下立○○番 外 6 筆、 地目、現況ともに田 の７筆 15,258 ㎡に

ついて。借人 黒部市沓掛○○番地 有限会社○○と、貸人 三重県四日市市あ



かつき台○○番 ○○さん 外 5 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す。 

借人は土石採取並びに販売業を行っている会社です。申請地のうち、出入りする西

端の土地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。 

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 67,200㎥（約 14万 8千

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す。 

 

    〈10番〉宇奈月町浦山○○番  地目：田、現況：畑 の１筆 255 ㎡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、申請地の隣地の実家にて、祖母・母親・自身と家

族、妹家族と計８名で暮らしています。子供たちの成長に伴い、現在の家屋では手狭

になってきましたが、実家敷地に新たな建物を建築するスペースがないことから、本

申請地での建築を計画したものです。申請地には木造２階建て住宅とカーポートを計

画するものです。 

 

以上 計 10件  56筆  38,570.37 ㎡であります。 

 

会 長：それでは、議案第 108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 108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：続いて、議案第 109号農地法第 4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。 

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 109号農地法第 4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：次に、議案第 110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：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 110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、議案第 111 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 30年 1月 23日から平成 30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 年以上が 39,792 平米、再設定 6 年未満が 55,725 平米、再設定 6 年以上が 79,577

平米でございます。 

 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

田家地区    １件   19,950㎡ 

村椿地区    １件    8,470㎡ 

大布施地区   ３件   13,367㎡ 

荻生地区     ５件   36,797㎡ 

若栗地区    ９件   43,160㎡ 

東布施地区   １件    1,477㎡ 

下立地区    ３件    8,765㎡ 

浦山地区    15件   43,108㎡ 

 平米総件数は 38件で、利用権設定面積は 175,094㎡となっております。 

合意解約地区別一覧表は 

前沢地区    １件       4,303㎡でした。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 985 万 7793 ㎡を 2547 万 7454 ㎡で割りますと、

38.7％となりました。また、農地中間管理機構の活用実績は、現時点で 96 万 3480 ㎡と

なっております。 

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 111 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 42分で終了） 

 

 

 

 


