
第 36回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年６月４日（月） 15時 30分～16時 33分 

２．場所 黒部市役所 301 会議室 

３．出席委員 18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 

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 山口 真二 

  主  査 北崎 あす香 

  主 事 中陳 真 

 

５．議事 (1) 議案第 120 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 121 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 122 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 

 

６．会議の内容 

事務局：それでは、ただ今から第 36 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。神保委員、田中委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 120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 121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 120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〉植木○○番  地目 田 の１筆 2,027 ㎡について。 

譲渡人 黒部市三日市○○番地 ○○さん外１名から 譲受人 黒部市植木○○番 

○○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 12,210 ㎡、約１町２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〉荻生○○番  地目 田の１筆 250㎡について。 

譲渡人 愛知県知多郡阿久比町大字福住字申田○○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 5,382 ㎡、約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。 

 

計２件 ２筆 2,277㎡であります。 

 

◎議案第 121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、３件ございます。 

〈１番〉岡○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 940 ㎡について。譲受人 黒部市岡○

○番地 ○○さん と、貸人 東京都練馬区高松一丁目○○番 ○○さんからの

所有権移転で、転用目的は事務所兼資材置場です。農振除外からの案件です。 

申請者は、現在申請地の南側で上下水道工事業を営んでおります。景気回復とＹＫＫ

本社機能の一部が黒部市に移転された影響などにより黒部市内での住宅建築が年々

増加し、譲受人の仕事も毎年２割程増加している状況です。 

この状況に対応するため従業員を１名増やし、それに伴う車両、重機類も増やすた

め格納スペースが必要となりました。現在使用している既存の土地や建物では対応が

難しくなっていることから、本申請地において、事務所兼車両・資材置場を計画する

ものです。 

申請地には、鉄骨造平屋建ての事務所兼車両・資材置場と従業員及び来客用駐車場

８台分を計画しております。 

 

〈２番〉出島字村中島○○番 1 外 1 筆  地目、現況ともに畑 の２筆 915 ㎡について。 

譲受人 黒部市沓掛○○番地 株式会社○○ へ、譲渡人 黒部市出島○○番地 

○○さん からの所有権移転で、転用目的は資材置場です。 

申請者は、建設機械の修理・販売と土建業を営んでおります。現在、資材置場とし

て、申請地東側隣接地および沓掛地内に約 4,600㎡の資材置場を有し、修理・販売用

の重機や車両、また、土建業に用いる車両と資材を置いています。今後業務の拡張に

より、土木工事用の土砂および砂利置場が必要となりますが、既存敷地にはそのスペ

ースが無いため、新たな用地確保を検討していました。   

申請地は現在利用している資材置場の隣接地であることや、県道に面しており、利

便性も良いことから、事業の規模拡大と利便性向上のため本申請に至りました。 

なお、今回の申請地には土砂・砂利・土木機材に加え、土建業の車両と４台分の従

業員駐車場を配置する計画です。 

 

〈３番〉前沢○○番 地目、現況ともに田 の 1 筆 499 ㎡について。借人 射水市本開

発○○番地 ○○さん と、貸人 黒部市前沢○○番地 ○○さんとの使用貸借

権設定で、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件です。 



      借人は貸人の孫で、現在射水市に夫婦で生活しています。実家は農家で、借人の父

親が農業をしていますが、その父も高齢となり、借人が手助けをするため、実家近く

に住宅を建てることを計画したものです。申請地には木造２階建て住宅と駐車スペー

スを計画しております。 

 

計３件 ４筆 2,354㎡です。 

 

会 長：それでは、議案第 120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 11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 120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 121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３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 121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、議案第 122 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。 

 

◎議案第 122号 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 30年 4月 21日から平成 30 年 5月 20日まで

に受付しました利用権設定についてであります。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 ㎡、新規 6 年以上が 4,764 ㎡、再設定 6 年未満が 0 ㎡、

再設定 6年以上が 19,332㎡でございます。 

地区別の利用権設定一覧表ですが、 

若栗地区    ８件   10,373㎡、 

東布施地区   26件   13,723㎡ 

    総件数は 34件で、利用権設定面積は 24,096 ㎡となっております。 

 

合意解約地区別一覧表でございますが、 

村椿地区    １件     915㎡、 

    総件数は１件で、915㎡でした。 

 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 978 万 3858 ㎡を 2539 万 8368 ㎡で割りますと、

38.5％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 122 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 33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    18番               

19番               


