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第 23回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 29年５月２日（火） 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 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．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 78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 

     (2) 議案第 79号 農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請に対する意見 

       について 

(3) 議案第 80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 23 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。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 78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 79号 農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請に対する意見 

       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 78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、4件ございます。 
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〈１番〉中新○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 945 ㎡について。譲受人 富山市本郷

町○○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、転用目的は共同住宅敷地であります。 

申請地は、中学校や医療機関などから近く生活居住地として利便性が高いこと、

また、譲受人は本申請の隣接地にアパートを経営していますが、ほぼ満室の状態であ

り、問い合わせも多いことから、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、12 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〉中新○○番 地目田、現況田（一部雑種地） の 1 筆 365 ㎡について。借人 黒

部市中新○○番地 株式会社○○ へ、貸人 黒部市中新○○番地 ○○さん からの使用

貸借権設定であり、転用目的は事務所兼作業所であります。 

借人は自宅敷地内で板金業を営んでおりますが、事業を拡大し従業員も増やしたいと

考えており、現在地では手狭であるため新築を計画しました。申請地は自宅敷地の隣接

地であり、作業効率がよいことから、本申請に至りました。 

なお、申請地は昭和 48 年にほ場整備事業により田として換地されておりますが、

自宅で事業を営んでいた借人の父である先代が、駐車場敷地が無く不便であったた

め、昭和 50 年代に北側一部を埋め立て、駐車場として利用してきました。借人が

知らなかったこととはいえ、無断で転用していたことに反省しており、今後このよ

うなことがないよう始末書を添付のうえ、申請をするものであります。 

     申請地には事務所兼作業所に加え、コンテナ倉庫を配置するほか、従業員の増員

も見据えて４区画分の駐車スペースを確保する計画です。 

 

    〈3 番〉堀切新○○番 地目田、現況雑種地 の 1 筆 229 ㎡について。譲受人 魚津市木

下新○○番地 ○○ さんへ、譲渡人 黒部市堀切新○○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、共同住宅に居住していますが、今後子供が出来、家族が増えることを

見越して、自己所有の家を建築することを計画し、本申請に至りました。 

なお、申請地はすでに造成され、雑種地となっているため、始末書を添付しての申請

となっております。 

 

    〈4番〉前沢○○番 地目田、現況 田 5筆、雑種地 2筆の 7筆 2,835㎡について。譲受

人 黒部市前沢○○番地 ○○ 有限会社へ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さん外 2

名からの所有権移転であり、転用目的は工場用地兼駐車場用地であります。 

譲受人は自動車の整備・修理・販売・リース業を営んでいますが、整備・修理を行っ
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ていた田家新店舗敷地の地主への返却を契機に、本社に販売修理部門を集約して事業を

合理化するとともに、需要もあることから事業拡大をはかることとしました。 

事業の効率を考え、本社隣接地である申請地に、普通自動車および大型トラック等の整

備・修理工場２棟と駐車場を計画するものです。 

なお、申請地のうち前沢 2214 番 333㎡ および 2220 番 317 ㎡ はすでに造成され、

車両置場として利用されているため、始末書を添付しての申請となっております。 

   

以上 計４件 11筆  4,610 ㎡ であります。 

 

◎議案第 79号 

事務局：農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請が 1件ございます。 

    〈1番〉三日市○○番 地目田、現況雑種地 の 4筆 2,408㎡について。申請者は富山

市堤町通り○○番地 株式会社○○ で、転用目的は、変更前・変更後共に店舗用地の

ままでありますが、駐車場および建物の配置を変更するものです。 

申請者の黒部支店は、戦前より三日市市街地内にありますが、土地が手狭で駐車場台

数も十分に確保出来ないことから、市街地から遠くなく、幹線道路に沿った申請地への

移転を行うこととし、平成 28年 5月 31日付けで、転用許可を受けました。 

当初計画では、店舗は南側に配置し、北側を正面に向いておりまして、その前面に駐

車場を整備する計画としておりました。 

しかし、その後の社内協議により、「メインの進入路である東側県道側に駐車場を広

く設け、店舗も県道側に正面を向けた方が駐車場の見通しが良くなり、混雑時にも利用

者の安全が図られる」との意見にまとまり、計画を見直すこととしたため、今回の事業

計画変更をするものです。 

 

以上 計 1件 ４筆  2,408㎡ であります。 

 

 

会 長：それでは、議案第 78 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 4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 78 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 79 号農地法第 5 条第 1 項の許可に係る事業計画変更申請について審

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。 
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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 79 号農地法第 5 条第 1 項の許可に係る事業計画変

更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 80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 3月 22日から平成 29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 8,694 平米、新規 6 年以上が 4,073 平米、再設定 6 年未満が 8,382 平米、

再設定 6年以上が 68,010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        981平米 

村椿地区   6件   27,029平米 

大布施地区   2件     25,080平米 

荻生地区   3件    14,736平米 

若栗地区     4件    16,956 平米 

下立地区   1件    4,073平米 

浦山地区   1件      304平米 

 平米総件数は 18件で、利用権設定面積は、89,159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 945万 906平米を 2,547万 7,454平米で割ります

と、37.1％となりました。 

合意解約地区別一覧表は 

浦山地区  1件   233 ㎡ 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 80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。） 
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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） 

 

 

 


