
第 34回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年４月５日（木） 15時 30分～16時 34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 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 １名  

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 山口 真二 

  主  査 北崎 あす香 

  主 事 中陳 真 

 

６．議事 (1) 議案第 112 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 113 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 114 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 115号 平成 30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 34 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。森家委員、朝倉委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 112号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」 

本議案については、当委員会のＡ委員とＢ委員に関することが含まれていますので、農

業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき委員の退席を命じます。 

（Ａ委員、Ｂ委員退席） 

事務局より説明を求めます。 

 

◎議案第 112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、6件ございます。 



〈１番〉六天○○番 地目 畑 の 1 筆 868 ㎡について。譲渡人 新潟県柏崎市豊町○番  

○○さんから 譲受人 黒部市六天○○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 281,862 ㎡、約 28 町１

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〉宇奈月町下立○○番 地目 田 の 1 筆 722 ㎡について。譲渡人 黒部市宇奈月町

下立○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町下立○○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 8,218 ㎡、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〉宇奈月町下立○○番 外 1 筆  地目 田 の２筆 907 ㎡について。譲渡人 黒部市

宇奈月町下立○○番地 ○○ さんから 譲受人 黒部市宇奈月町下立○○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 8,218 ㎡、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。 

 

〈４番〉宇奈月町浦山字大橋割○○番 地目 田 の 1 筆 201 ㎡について。譲渡人 神奈川

県座間市南栗橋○丁目○番 ○○ さんから 譲受人 黒部市宇奈月町浦山○○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 75,782 ㎡、約 7 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。 

 

〈５番〉宇奈月町浦山字大橋割○○番  地目 田 の 1 筆 454 ㎡について。譲渡人 黒部

市宇奈月町浦山○○番地 ○○ さんから 譲受人 黒部市宇奈月町浦山○○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 75,782 ㎡、約 7 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。 

 

〈６番〉宇奈月町栃屋○○番 地目 の 1 筆 1,370 ㎡について。譲渡人 東京都文京区千石

○丁目○番 ○○ さんから 譲受人 黒部市若栗○○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 57,867

㎡、約 5 町 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。 

 

計 6 件 7 筆 4,522 ㎡であります 

 

 

会 長：それでは、議案第 112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：異議なし。（同様に６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 112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。 

ここで、Ａ委員とＢ委員の入室を許可します。 

（Ａ委員、Ｂ委員 入室） 

引き続き、 

議案第 113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 114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 113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〉新牧野○○番  地目：田、現況：畑 の 1 筆 250 ㎡について。申請者は黒

部市新牧野○○番地 ○○さん で、転用目的は一般住宅敷地です。 

申請者は、現在申請地の西側に自宅を所有し、次女と住まいしていますが、本年５

月に長男夫婦と二人の子どもが帰ってくることになりました。長男家族と同居するに

は手狭であり、また、敷地内には増築するスペースもないため、本申請地に自身と次

女との住宅を新築することを計画したものです。 

なお、申請地は平成 20 年～26 年にかけて公害防除特別土地改良事業が施工された

復元田ではありますが、県に相談し、転用についての事前同意を得ているところです。 

以上、計 1 件  1 筆  250 ㎡です。 

 

◎議案第 114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、２件ございます。 

〈１番〉山田新字浄明○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 19 ㎡について。譲受人 

黒部市山田新○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さん 

からの所有権移転であり、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件で

す。譲受人は、平成 28 年に農地転用の許可を得て、申請地の西側で自宅を建設いた

しました。当初はその敷地内で駐車スペースを確保する予定でしたが、方針変更によ

りその土地を物置にすることとしました。そのため別に駐車スペースを確保する必要

がでてきたため、住居に隣接する本申請地に駐車場用地を計画するものです。 

 

〈２番〉荻生○○番 地目、現況ともに田 の 2 筆 281 ㎡について。譲受人 黒部  

市荻生○○番地 ○○町内会へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地  ○○さん から

の所有権移転であり、転用目的は公民館用地です。農振除外からの案件です。 

○○町内会では、転入などにより住民が増加したことから現在の公民館では会員が 

入りきれず、駐車場も不足しています。そこで公民館に隣接している土地を購入し建

物の増築を行うほか、12台分の駐車スペースを計画するものです。 



以上 計 ２件  ３筆  300㎡ です。 

 

会 長：それでは、議案第 113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：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 113号農地法第４条第 1項の規定による申請に対す

る意見について、当委員会は許可に同意することに決定いたします。 

 

会 長：それでは、議案第 114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２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 114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、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 115 号平成 30 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 2月 21日から平成 30年 3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 13,432 ㎡、新規 6 年以上が 16,831 ㎡、再設定 6 年未満が 12,346 ㎡、再

設定 6年以上が 116,385㎡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    5,253㎡ 

村椿地区    ９件   44,404㎡ 

大布施地区   ８件   28,679㎡ 

三日市地区   １件    8,995㎡ 

前沢地区     ３件    6,040㎡ 

荻生地区     １件    1,277㎡ 

若栗地区    ６件   36,030㎡ 

東布施地区   １件    1,736㎡ 

愛本地区    １件    5,864㎡ 

下立地区    ５件   20,716㎡ 

 

    総件数は 37件で、利用権設定面積は 158,994 ㎡となっております。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 987 万 428 ㎡を 2539 万 8368 ㎡で割りますと、

38.9％となりました。また、〇ページには、農地中間管理機構の活用実績を載せておりま



して、現時点で 98万 311㎡となっております。 

合意解約地区別一覧表でございます。 

前沢地区    ２件      4,502㎡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 115 号平成 30 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 34分で終了） 

 

 

 

本議事録が正確であることを証するため、ここに署名する。 

 

議長                          

議事録署名委員    12番               

15番               


