
第 11 回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 28 年５月２日（月） 15 時 30 分～16 時 30 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 ８番 太田 勇 ９番 林 茂 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 ２名 

６番 稲澤 義之 ７番 中陳 健司 

 

５．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 

 

６．議事 (1) 議案第 37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 38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 39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 40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 

 

７．会議の内容 

事務局：それでは、ただ今から第 11 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。稲澤委員、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。岩井竹志委員、神保與志美委員

の両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 37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 38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 39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 37 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〉生地中区○○番、地目：田の 1 筆、92 ㎡について。譲渡人 黒部市飯沢○○番

地 ○○さんから 譲受人 黒部市飯沢○○番地 農事組合法人○○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 296,245

㎡約 29町 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〉植木○○番、地目：田の 7 筆、11,630 ㎡について。譲渡人 黒部市植木○○番

地 ○○さんから 譲受人 黒部市植木○○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 22,413 ㎡約 2町 2反の面積があ

り５反歩要件も満たしております。 

 

以上、計２件  ８筆  11,722㎡であります。 

 

◎議案第 38 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〉三日市○○番 地目：田、現況：雑種地 の 1 筆 155 ㎡について。申請者 黒部

市三日市○○番地 ○○さん で、転用目的は駐車場及び宅地進入路であります。 

申請者は現在アパートに住まいしておりますが、新たに住宅を建築することを計画し

ました。申請地の隣接地である、父との共有の宅地に住宅を新築することとし、併せて

申請地を、所有している車や来客用の駐車スペース及び住宅への侵入路として活用する

こととしたため、本申請に至りました。 

なお、申請地は 20 年ほど前、申請地隣に申請者の親族が商売をしておられた関係で、

その頃から造成され、その進入路として活用されておりましたので、始末書を添付して

の申請となっております。 

 

以上 計 1 件  1 筆  155 ㎡ であります。 

 

 

◎議案第 39 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、7 件ございます。 

〈１番〉石田○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 991 ㎡について。譲受人 黒部市植木

○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 神奈川県愛甲郡○○番地 ○○さん からの所有権

移転であり、転用目的は宅地分譲地であります。 

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。住環

境の良い宅地分譲地とするに最適であることから、本申請に至りました。 

なお、本計画は約 210 ㎡の３区画を計画しています。 

 

〈２番〉中新○○番 地目、現況ともに田の 1筆 644 ㎡について。借人 黒部市栃沢○○



番地 ○○さん と、貸人 黒部市栃沢○○番地 ○○さん との使用貸借権設定であり、

転用目的は駐車場敷地であります。 

申請地は周囲を住宅と学校に囲まれており水を引くことも出来ないため、譲渡人はこ

の農地の管理に苦慮しており、長い間休耕田となっています。譲受人は申請地から約 80m

東にあるリハビリ型デイサービスを経営しております。既存の事業敷地に６台分、申請

地隣の中新 18 番 2 には 15 台分の駐車スペースがあり、事業用（５台）、従業員用（13

台）及び来客用の駐車スペースとして活用していますが、利用者や来客用の駐車スペー

スが少なく不便な状態であります。また、18番 2に診療所を新たに建築することとした

ため、既存の駐車スペースの大部分が使えなくなることから、休耕している申請地を駐

車場敷地とするべく、本申請に至りました。 

なお、本計画は事業用、従業員用及び今まで不足していた利用者・来客用の駐車スペ

ースあわせて計 28台分の駐車スペースを確保する計画となっております。 

 

〈３番〉沓掛○○番 地目：田、現況：宅地の 2 筆 95 ㎡について。譲受人 黒部市沓掛

○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市沓掛○○番地 ○○さん からの所有権移転であ

り、転用目的は一般住宅敷地であります。 

申請地は譲受人の住んでいる住宅の底地の一部です。住宅を建てるための大部分の底

地については、昭和 50 年に転用許可を受けておりますが、申請地については許可が無

いにもかかわらず、そこも含めて住宅を建築したため、今回は始末書を添付して是正の

申請をするものであります。 

 

〈４番〉三日市○○番 地目、現況ともに田の 2 筆 815 ㎡について。譲受人 黒部市荒俣

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

であり、転用目的はモデルハウス兼住宅建築用地であります。 

譲受人は不動産業・建設業を営んでおります。申請地は都市計画法上の用途地域にあ

り、土地区画整理事業が実施されている区域内にあります。保育所や小学校からも近く、

住宅用地として最適な地域であるため、本申請に至りました。 

 なお、本計画は約 180 ㎡～200 ㎡の住宅３区画を計画しています。 

 

〈５番〉新牧野○○番 地目、現況ともに田の 4 筆 2,408 ㎡について。譲受人 富山市堤

町通り○○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、転用目的は店舗用地であります。 

譲受人の支店は、戦前より三日市市街地内にあり、土地が手狭で駐車場台数も十分に

確保出来きておりません。そこで、市街地から遠くなく、幹線道路に沿った地域への移

転を行うこととしました。これにより来客が集中する際の違法駐車などの交通の障害解

消と、将来的な事業の発展を見込んで本申請を行います。 

 

〈６番〉荻生○○番 地目、現況ともに田の 5筆 2,667 ㎡について。譲受人 宮城県名取

市○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さん 外 3名 からの所

有権移転であり、転用目的は営業所用地であります。 



譲受人は、全国で２９カ所の営業所を持つ車両や重機のリース業をしており、本申請

の一角にある「荻生○○番地」を営業所としておりますが、現在の約 1,100 ㎡の敷地で

は手狭であり、事業の拡大を図るため適当な用地を確保したいと考えました。車両等の

移送の利便性を考え、高速道路のインターから近く、さらに既存の敷地の隣であること

から、本申請地で申請することとなりました。 

 

〈７番〉宇奈月町音澤○○番 地目：田、現況：畑の 1 筆 59 ㎡について。譲受人 黒部

市宇奈月町音澤○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市宇奈月町浦山○○番地 ○○さん 

からの所有権移転であり、転用目的は駐車場敷地であります。 

譲受人は現在、申請地の隣接地にて、７人家族で住まいしております。家族それぞれ

が車を１台ずつ所有しており、既存の車庫に４台、残り３台は住宅の前に縦列駐車して

います。自宅の前は狭く車の出入りに危険で、来客用の駐車スペースもなく、また、防

火用の水槽があり自宅前を空けておく必要もあることから、現在自宅前に縦列駐車して

いる車の駐車スペースを申請地に確保するべく、本申請に至りました。 

 

 

以上 計 7 件  16 筆  7,679 ㎡ であります。 

 

 

会 長：それでは、議案第 37 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：特に異議ありません。 

会 長：２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 37 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、議案第 38 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。 

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 38 号農地法第４条第１項の規定による別紙申請の

件について、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 39 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 7 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 39 号農地法第５条第１項の規定による別紙申請の

件について、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 40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 28 年 3月 23 日から平成 28 年 4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 0 平米、再設定 6 年未満が 25,552 平米、再設定 6

年以上が 152,387 平米でございます。 

 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

石田地区   2 件    9,684 平米 

村椿地区   13 件   63,659 平米 

大布施地区   4 件   22,837 平米 

三日市地区  2 件    2,948 平米 

前沢地区   5 件     48,992 平米 

荻生地区   4 件     24,229 平米              

若栗地区   1 件      2,977 平米 

東布施地区   1 件       2,613 平米 

総件数は 32 件で、利用権設定面積は、177,939 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 915 万 6,481 平米を 2,550 万 3,796 平米で割りま

すと、35.9％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 40 号平成 28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 30 分で終了） 


