
第２回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年８月６日（月） 15時 08分～16時 30分 

２．場所 黒部市役所第２委員会室 

３．出席委員 25名 

   農業委員 

１番 髙村 茂良 ２番 川原 英 ３番 山本 隆 ４番 佐々木 智 

５番 橋本 喜洋 ６番 能登 吉則  ７番 松倉 秀子 ８番 中野 貴代美 

９番 岡田 幸満 10 番竹田 登 11番 岩井 竹志 12番 中村 敏幸 

13番 山本 隆淑 14 番 湯野 和夫   

  農地利用最適化推進委員 

川端 数美 宮﨑 明 松澤 昭久 寺﨑 俊弘 

氷見 康弘 中谷 広秋 松島 進 前田 優 

山本 善啓 山本 秀治 山本 勝  

 

４. 欠席委員（農地利用最適化推進委員）２名 

能登 武彦 中 康史 

 

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１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２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３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２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。髙村委員、川原委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第１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２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１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〉三日市字桜○○番 外 11筆 地目 現況ともに田の 12筆 2,524㎡について。

譲受人 黒部市植木○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市新堂○○番地 

○○さん 外１名 からの所有権移転であり、転用目的は宅地分譲地です。 

申請地は都市計画上の用途地域の区域内にあり、専ら宅地化を推進すべき地域です。

本市は新幹線新駅の設置効果や YKK の本社機能移転等から住宅地の要望が増え 

ており、今後の需要も見込めることから、本申請に至りました。１区画あたり約 210～ 

330 ㎡の宅地分譲地 10 区画を設ける計画です。 

なお、申請地のほか、雑種地２筆 216 ㎡も計画地に含め、全体で 2,641 ㎡の開発

計画となっております。 

 

〈２番〉前沢字堂田西○○番 外２筆、地目、現況ともに田の３筆 1,961 ㎡につい

て。譲受人 黒部市三日市○○番地 ○○株式会社 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、転用目的は注文住宅敷地です。 

譲受人は不動産業を営んでおります。申請地周辺は、県道沓掛魚津線と県道石田

前沢線が交わる黒瀬交差点から近く、他へのアクセスがよい場所であり、需要が見

込めることから、今回の申請に至りました。 

なお、申請地には、１区画あたり約 200～240 ㎡の注文住宅分譲地７区画を設け

る計画です。 

 

〈３番〉宇奈月町浦山○○番 外 6 筆 地目、現況ともに田 の 7 筆 15,007 ㎡につい  

て。借人 入善町上飯野○○番地 株式会社○○と、貸人 魚津市大字大海寺新村

○○番地 ○○さん 外 3 名 との賃借権設定であり、転用目的は陸砂利採取のため

の一時転用です。 

借人は砂利製造販売を行っている会社です。 

位置図に青色で囲んだ部分は、現在、別の事業者の○○株式会社が陸砂利採取を行っ

ている土地および通路で、平成 29 年３月に、一時転用の許可を受けております。○○

株式会社の工期は平成 31 年３月までを予定しておりますが、今般、地図に赤色で囲ん

だ隣接の農地についても陸砂利採取を行うため、本申請が行われたものです。なお、青

色の既存採取地に設置している土砂の計量器やトラックの洗車場および通路は、当面の

間共用することとしております。 

地権者をはじめ耕作者、地元関係者の同意や、市道・水路管理者など、関係機関の同

意も得ており、砂利採取の認可申請も県に申請済みです。 

一時転用期間は転用の許可日より２年間であり、土砂を約 90,800 ㎥（約 20万トン）

採取し、砂利採取事業終了後には、市内外の山土砂や公共用土砂仮置場などから埋め戻

し用の土砂を確保し、直ちに農地として復元する計画です。 

 



計３件 22筆 19,492 ㎡です。 

 

◎議案第２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に対する意見についてですが、

１件ございます。 

〈１番〉三日市字桜○○番 地目 田、現況 雑種地 の１筆 334 ㎡について。  

       申請者は黒部市三日市○○番地 ○○さんで、変更前の転用目的は一般住宅敷地、

変更後の転用目的は貸駐車場用地です。 

この案件が事業計画変更申請に至った経緯をご説明いたします。 

申請者の○○さんは、昭和 42 年６月３日付で、当時県外の大学に通っていた弟の帰

郷後の住宅用地として農地法第５条の転用許可を受けました。しかし、弟は大学卒業後、

都内に就職したため、黒部には戻ってこず、住宅の建築は中止となりました。 

申請地は所有権移転により申請者の所有となり、しばらくは農地として管理していま

したが夫婦共働きのため農作業が負担となり、加えて、近所の方から駐車場として貸し

てほしいという要望があったことから、平成７年に、現在のアスファルト舗装の状態に

工事し、貸駐車場を開始しました。駐車場は 11 区画分のスペースがあり、一時は６台

分の契約がありましたが、現在契約中なのは２区画となっています。この場所で車庫証

明を取得している利用者もいるため、引き続き貸し駐車場を運営したいと考えています 

     本来であれば、転用許可を受けた内容と異なる目的で土地を利用する場合は先に事業

計画変更申請を行わなければいけませんが、農地法の知識に疎く、変更申請を行わない

まま駐車場として使用していたことを反省し、始末書を添付のうえ是正の申請が行われ

たものです。 

 

   計１件 １筆 334 ㎡です。 

 

会 長：それでは議案第１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。 

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。 

Ａ委員：この計画で、転用許可申請された土地以外で開発に含まれる土地はありますか。また、

農地以外の土地も含めると、全体の開発面積は何㎡になりますか。 

事務局：申請地北側の○○番と○○番の雑種地２筆 216 ㎡が含まれますので、全体では約 2,760

㎡となります。 

Ａ委員：わかりました。 

会 長：２番の案件についてご意見はありませんか。 

Ｂ委員：申請地を転用することで、東側に狭小農地が残るのではないかと思いますが、営農に支

障はないのでしょうか。 

事務局：東側の隣接農地は本申請地とは地権者が異なる土地です。現在ネギを作付けしており、

今後も園芸作物を耕作していくとお聞きしています。 

Ｃ委員：隣接同意は取れていますか。 



事務局：隣接耕作者の同意は取れています。 

会 長：この隣接地については面積が約 600㎡で、幅員も 10ｍほどあるようです。また耕作者の

同意も得ているということなので、営農に支障があるとまでは認められないと思われま

す。 

    続いて３番の案件についてご意見はありませんか。 

各委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第１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２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：特に異議はありませんが、宅地で転用許可を得たところ無断で駐車場にしていたとい

うことで、このようなことを防ぐための対策が必要ではないかと思いますがいかがでしょ

うか。 

事務局：農地転用許可を得た後には進捗状況報告や完了届を提出する必要がありますが、提出さ

れないケースもあるため、県と連携しながら取り組む必要があると考えます。 

会 長：無断転用については農業委員の皆様にも目を光らせていただき、気になるようなことが

あれば事務局まで報告いただきたいと思います。この案件について他にご意見はございま

すか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第２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、当委員会は承認に同意することに決定いたします。 

 

会 長：引き続き、議案第３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、当委員会の○○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。 

関係委員：（退席） 

会  長：それで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 6月 21日から平成 30年 7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。 

地区別の利用権設定一覧表でございますが、 

田家地区     1件       981㎡ 

下立地区     16件   33,542㎡  となっております。 

期間別、利用権設定面積でございますが、今回は、再設定 6年未満が 12,778㎡、再設定 6

年以上が 21,745 ㎡でございます。総件数は 17 筆で、利用権設定面積は 34,523 ㎡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、 

大布施地区   2件   1,235㎡ 

前沢地区    1件    333㎡  です。 



今回の利用権設定率ですが、現在利用権設定のされております面積 984 万 3513 ㎡を黒部

市の全耕地面積 2539 万 8368㎡で割りますと、38.8％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３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。 

   ここで、○○委員の入室を許可します。 

関係委員：（入室） 

会 長：次にその他の事務連絡に移ります。 

（会長、事務局より説明） 

 

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） 

 

 

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               

２番               


