
第 32回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年２月５日（月） 15時 30分～16時 18分 

２．場所 黒部市役所 202、203会議室 

３．出席委員 16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 ７番 中陳 健司 ８番 太田 勇 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 10番 髙本 一惠   

 

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 斎木 槙志 

 

６．議事 (1) 議案第 105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 106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 107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 32 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、髙本委員か

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。山本隆淑委員、湯野和夫委員の

両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 105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 106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 105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、４件ございます。 



〈１番〉出島○○番、地目：田の 1筆 509㎡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 125,554 ㎡、約 12 町５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〉宇奈月町栃屋○○番、地目：田 の 1 筆 53 ㎡について。譲渡人 黒部市宇奈月

町栃屋○○番地 ○○ さんから 譲受人 黒部市宇奈月町栃屋○○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 8,305 ㎡、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。 

 

〈３番〉宇奈月町栃屋○○番、地目：田 の 5筆 10,320㎡について。譲渡人 黒部市宇

奈月町栃屋○○番地 ○○ さんから 譲受人 黒部市宇奈月町栃屋○○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 479,817 ㎡、約４８町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。 

 

〈４番〉宇奈月町栃屋○○番、地目：田 の 1筆 87㎡について。譲渡人 黒部市宇奈月

町栃屋○○番地 ○○ さんから 譲受人 黒部市宇奈月町栃屋○○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 6,159 ㎡、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 4 件  8 筆  10,969 ㎡であります。 

 

◎議案第 106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、6件ございます。 

〈１番〉轟下○○番 地目・現況ともに田 の 1 筆 962 ㎡について。譲受人 黒部市生地

神区○○番地 ○○ さんへ、譲渡人 黒部市生地神区○○番地 ○○さん からの使用貸

借権設定であり、転用目的は共同住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

申請地は、中学校や医療機関から近く生活居住地として利便性が高く、共同住宅の問

い合わせも多くあることから需要があると考え、本申請に至りました。 

２階建ての共同住宅２棟、１２世帯分と、駐車場１４台分を整備する計画となってお

ります。 

 

 〈２番〉植木○○番 地目・現況ともに田 の 9筆 14,150㎡について。譲受人 富山市

新庄本町○○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す。農振除外からの案件です。 

申請地は、中央小学校やさくら幼稚園、大布施保育所から近距離にあるほかスーパ

ーやドラッグストアにも近接しており、住環境がよく若い世代から住宅購入の要望が



多い土地です。その要望に応えるため注文住宅用地４５区画を計画するものです。 

約 200～260 ㎡の敷地を４５区画と、北側と南側にそれぞれ１箇所ずつ調整池を設け

る計画となっております。 

 

 〈３番〉植木○○番 地目・現況ともに田 の 1 筆 866 ㎡について。譲受人 富山市新

庄本町○○番地 株式会社○○へ、譲渡人 下新川郡入善町椚山○○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、近くに中央小学校やさくら幼稚園、スーパーやドラッグストアなどがあ

り生活環境がよく、住宅需要の見込める場所です。その需要に応えるため、866㎡の敷

地に、注文住宅用地２区画を計画するものです。 

  

〈４番〉三日市○○番 地目：田、現況：畑の 1 筆 174 ㎡について。譲受人 黒部市三

日市○○番地 社会福祉法人○○へ、譲渡人 黒部市三日市○○番地 ○○さんからの

所有権移転であり、転用目的は園庭敷地です。 

譲受人は申請地の隣地で保育所を経営していますが、常に定員を下回ることはない状

況です。既存の園庭は 521.5㎡ありますが、行事活動の際には親や祖父母の来園者が入

りきれず、来園者を制限することもあるなど活動に支障を来たしています。また、普段

の活動においても、駆けっこやボール遊びの園児と、滑り台などの遊具で遊ぶ園児との

距離があまり取れていないといった状況があり、園児の安全を確保するためにも園庭の

拡張が必要と考え、本申請に至ったものです。 

 

〈５番〉新牧野○○番 地目・現況ともに田の 2 筆 882 ㎡について。譲受人 下新川郡

入善町入膳○○番地 ○○株式会社へ、譲渡人 黒部市牧野○○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す。 

申請地は、周囲に桜井小学校や三島保育所、医療機関、スーパーなどがあり、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、一

般県道沓掛・魚津線があり、道路条件も良い場所であることから、本申請に至りました。 

約 280～300㎡の土地３区画を分譲する計画です。 

 

〈６番〉前沢○○番 地目・現況ともに田の 7 筆 1,414 ㎡について。譲受人 黒部市宇

奈月町下立○○番地 ○○さんへ、譲渡人 石川県金沢市長坂○○番地 ○○さんから

の所有権移転であり、転用目的は貸事務所及び駐車場用地です。 

譲受人は、建設コンサルタント業を営んでいます。現在の事務所は、黒部市中野にあ

りますが、事業の拡張に伴い業務用機械類等が増え、保管スペースが不足し、手狭とな

っていました。 

従業員用の駐車場も不足しており他から賃貸していますが、この駐車場の賃貸契約が

平成 30 年８月までであることから、これを期に、今後の事業拡大も見越して、新たに

土地を取得し、事務所を新築しようと計画しました。 

申請地は一般県道魚津・入善線に面しておりアクセスがよい場所です。また、資料保



管スペースとして引き続き利用する現在の事務所からも約 500m の距離にあり利便性が

よいため、本申請に至りました。 

申請地には 150 ㎡の事務所を 1 棟、機材保管用に 55 ㎡の物置、営業用、従業員用、

来客用の駐車場を合わせて 25 台分、さらに測量用のドローン訓練場として 150 ㎡を配

置する計画となっております。 

 

以上 計 6件  21筆  18,448㎡ であります。 

 

会 長：それでは、議案第 105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。（同様に 4番まで地区委員異議なし。） 

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 105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 106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 6番まで地区委員異議なし。） 

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 106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。 

 

◎議案第 107号 

会 長：引き続きまして、議案第 107 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 12 月 21 日から平成 30 年 1 月 22 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

新規 6 年以上が 22,003 ㎡、再設定 6 年未満が 32,826 ㎡、再設定 6 年以上が 26,102 ㎡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    ２件    7,652㎡ 

村椿地区    ２件    3,726㎡ 

三日市地区   ３件    5,998㎡ 

前沢地区     ２件    6,071㎡ 

荻生地区    ５件   29,838㎡ 

東布施地区   ３件    7,558㎡ 

愛本地区    １件    5,357㎡ 



浦山地区    ２件    2,229㎡ 

 

 平米総件数は 22件で、利用権設定面積は、80,931平米となっております。 

このうち、中間管理機構を通すものについてですが、前沢の案件につきましては、農

事組合法人○○へ、若栗地区につきましては農事組合法人○○へ貸し付けられることに

なっています。 

 

合意解約地区別一覧表は 

大布施地区   ３件      7,845㎡ 

前沢地区    １件       972㎡ 

浦山地区    ２件     13,591㎡ でした。 

 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 981 万 3990 ㎡を 2547 万 7454 ㎡で割りますと、

38.6％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 107 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 18分で終了） 

 

 

 

 

 

 


