
第 37回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年７月６日（金） 15時 00分～16時 40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 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. 欠席委員 １名 

４番 瀧澤 清志 

 

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 123 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 124 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 125 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 

     (4) 議案第 126 号 黒部市農業委員会総会会議規則及び黒部市農業委員会規程の一部 

              改正について 

 

７．会議の内容 

事務局：それでは、ただ今から第 37 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。山本委員、湯野委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 123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 124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 123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〉宇奈月町栃屋○○番 地目 田の１筆 104㎡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 6,305 ㎡、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。 

 

計 1件 1筆 104㎡であります。 

 

◎議案第 124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〉生地神区○○番 地目 田、現況 畑の 1 筆 453 ㎡について。譲受人：黒部市

生地神区○○番地○○号 ○○さん 外 1 名へ、譲渡人：黒部市生地中区○○番地 

○○さんからの所有権移転で、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件で

す。 

申請者は、現在、市内の賃貸アパートに夫婦で住んでいますが、将来子供が生まれ家

族が増えることを考慮し、住宅用地を探していました。夫婦共働きのため、両親に子供

の世話をしてもらうことや、将来両親の世話が必要になった場合を考え、妻の実家近く

の本申請地での建築を計画したものです。敷地内には、木造２階建て住宅と自家用車２

台分が駐車できる車庫の建築を予定しています。 

 

〈２番〉生地神区 ○○番 地目 田、現況 畑の 1 筆 487 ㎡について。譲受人：黒部

市飯沢○○番地 ○○号○○さん へ、譲渡人：黒部市生地中区○○番地 ○○さ

んからの所有権移転で、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

申請者は現在、市内の賃貸アパートに妻と子の３人で暮らしています。 

子供ができたことで現在のアパートでは手狭となり、将来、子供の部屋が必要になるこ

となどから住宅建築を計画しました。将来的に両親の世話が必要になったときのことを

考え、実家に近い本申請地での建築を計画しました。木造２階建て住宅と自家用車２台

を駐車するための車庫の建築を予定しています。 

 

〈３番〉山田○○番 外 1 筆、 地目、現況ともに田 の 2 筆 431 ㎡について。譲受  

人：富山市水橋市田袋○○番地 株式会社○○ へ、譲渡人：滋賀県彦根市地蔵町

○○番地 ○○さん外１名からの所有権移転で、転用目的は太陽光発電施設用地です。 

本案件については今年３月の総会でも議案としてあげさせていただき、県へ進達して

おりましたが、申請面積が当初よりも小さくなったため、先に提出された申請書を取下

げ、再度提出がなされたものです。 

位置図のうち青色で囲んだのが太陽光発電施設の全体用地です。計画地のほとんどが

○○さん所有の土地で、許可後は株式会社○○との賃借権設定を予定しております。こ

の部分については当初の計画と変わっておりません。 



今回再申請が行われたのは、赤色の実線で囲んだ２筆で、株式会社○○に対して、所

有権移転が行われる部分です。 

当初の申請では赤色の点線で囲んだ１筆 150㎡も計画地に含めておりましたが、地権

者である○○さんが、申請の直前に亡くなっていたことが今般判明しました。相続人は

県外におり、相続の手続きにかなりの時間を要することが予想されることから、この１

筆を計画地から外すことで、話がまとまったものです。 

変更後の全体面積は 12,158㎡となり、1m×1.6ｍのパネル 3,712枚を設置する計画で

す。 

 

〈４番〉植木○○番 外 1 筆  地目、現況ともに田の２筆 1,235 ㎡について。譲受 

人：黒部市植木○○番地  ○○さん へ、譲渡人：黒部市植木○○番地 ○○ さ

ん外 1 名 からの所有権移転で、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、中央小学校やスーパーに近く住環境が良いため、若い世代からの需要

がある土地です。 

申請地には鉄筋コンクリート造４階建ての１６戸の建物に加え、駐車場３１台分、自

転車置き場、トランクルーム、ごみ置き場等を設置する計画です。 

 

〈５番〉三日市字庚申○○番の一部 地目、現況ともに田の 1 筆 552 ㎡について。 

借人：黒部市三日市○○番地 ○○さん と貸人：黒部市三日市○○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。申請地は土地区画整理

事業の区域内にあり、専ら宅地化を推進すべき、住環境の良好な地域です。借人は、三

日市地内の実家にて、貸人である父、母、妻、長女、長男の６人で居住していますが、子

どもの成長に伴い部屋数が不足し、手狭になってきました。既存宅地には増築のスペース

がないため、やむなく本申請に至ったものです。 

 

〈６番〉前沢字北○○番 外 14 筆  地目、現況ともに田の 15 筆 1,420.61 ㎡につい

て。譲受人：黒部市沓掛○○番地 有限会社○○ へ、譲渡人：黒部市前沢○○番

地 ○○さん からの所有権移転で、転用目的は貸店舗及び共同住宅敷地です。 

申請者は不動産賃貸業を営んでいますが、今般、○○株式会社より市内での営業所開

設の希望を受け、適地を探していました。申請地は旧国道８号に面し、交通アクセスの

良い場所です。また、桜井小学校や医療機関からも近く、近隣のアパートはほぼ満室の

状態であり需要も見込めることから、営業所用店舗と併せて、共同住宅の建築を行うこ

ととし、本申請に至ったものです。 

申請地には１階部分を駐車場とした地上３階建て１６戸の共同住宅、及び、約 92 ㎡

の店舗、さらに、駐車場としてアパート住人用と営業所用合わせて 20 台分の区画を設

ける計画です。 



 

〈７番〉宇奈月町栃屋○○番 地目：田、現況：畑の 1 筆 386 ㎡について。借人 黒

部市宇奈月町栃屋○○番地 農事組合法人○○ と 、貸人 黒部市宇奈月町栃屋○

○番地 ○○さんとの賃貸借設定であり、転用目的は農業用施設用地です。 

申請地は農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定め

られた土地ですが、農業振興地域整備計画における農用地利用計画の軽微な変更で、農

地から農業用施設用地への用途区域の変更をしております。軽微な変更については、関

係機関の意見聴取や県の同意は必要なく、市が公告するだけでよいことになっておりま

すので、６月４日付けでその旨公告されました。８月の農業振興地域整備促進協議会で

報告事項として報告される予定です。 

借人は、現在、水稲、大豆、ネギなどの複合経営を行っていますが、作業効率向上の

ために機械化を進めており、それらの格納庫が慢性的に不足している状態が続いていま

す。 

申請地は既存作業場や乾燥調整施設に隣接しており、ここに機械格納庫を設けること

で効率的な作業の実施が見込めることから、約 80 ㎡の格納庫に加え、育苗箱やパレッ

トなどの資材置場として利用することを計画し、本申請に至りました。 

 

計７件 23筆 4,964.61㎡です。 

 

会 長：それでは、議案第 123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、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 123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 124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 124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 125 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 125号 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 30年 5月 21日から平成 30 年 6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 14,073㎡、新規 6年以上が 0㎡、再設定 6年未満が 27,074

㎡、再設定 6年以上が 0㎡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    20件   37,874㎡、 

大布施地区   １件    2,698㎡ 

若栗地区    １件     575㎡ 

    総件数は 22件で、利用権設定面積は 41,147 ㎡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、 

浦山地区    ２件     6,354㎡、 

    総件数は２件で、6,354㎡でした。 

 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 981 万 558 ㎡を 2539 万 8368 ㎡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 125 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：引き続き、議案第 126号黒部市農業委員会総会会議規則及び黒部市農業委員会規程の一

部改正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 126号 

事務局：今回提出させていただきます例規の改正についてご説明いたします。 

まず、黒部市農業委員会総会会議規則については、７月より農地利用最適化推進委員が

委嘱されることから、これまでの会議規則のうち、第２条「招集」、第３条「参集」、第４

条「欠席届出」、それから第 10 条「発言」、これらの項目にそれぞれ、農業委員会委員に

加えて農地利用最適化推進委員という文言を付け加えたものです。  

    続いて黒部市農業委員会規程については、委員の身分を示す証明書の様式に関して、農

業委員会委員に加えて推進委員という文言を付け加えたものです。 

会 長：それでは、事務局から説明があった規則及び規程の改正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 126号黒部市農業委員会総会会議規則及び黒部市農業

委員会規程の一部改正について原案のとおり承認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、協議事項（１）黒部市農業委員会の農地利用最適化推進委員の 



選任方法について、事務局より説明を求めます。 

（事務局より説明） 

会 長：いまほど事務局から説明があったとおり、この後、農地利用最適化推進委員候補者の評

価委員会を開催したいと思います。資料にあるとおり、評価委員会の組織は、会長、職務

代理、農業委員２名、事務局長の５名体制となっております。会長の責で互選させていた

だいてよろしいですか。 

各委員：異議なし。 

会 長：それでは本日職務代理が欠席しておりますので、会長、事務局長に加え、農業委員３名

を互選させていただきます。地区選出委員の○○委員、○○委員、○○委員にお願いした

いと思いますが、委員各位の拍手をもってご承認願います。 

各委員：（拍手） 

事務局長：それではこの後別室で評価委員会を開催いたしますので、委員の皆様はお集まりくだ

さい。 

 

～暫時休憩～ 

 

会 長：それでは農地利用最適化推進委員候補者評価委員会の審議の結果を報告願います。 

○○委員：黒部市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会において審査した結果、

別紙一覧のとおり 13 名すべての者が農地利用最適化推進委員候補者として適任と判断

しましたので、報告します。 

会 長：ありがとうございました。別紙のとおり１3名全員が候補者として適任であるとのこと

です。この意見に基づき、新しい農業委員会において、農地利用最適化推進委員の承認

が行われることとなります。 

会 長：次にその他の事務連絡に移ります。 

 

（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 40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    １番               

20番               


