
第４回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年 10月 5日（金） 15時 30分～16時 50分 

２．場所 黒部市役所３０１会議室 

３．出席委員 13名 

   農業委員 

１番 髙村 茂良 ２番 川原 英 ３番 山本 隆 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     

 

４. 欠席委員１名 

４番 佐々木 智 

 

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７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８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９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 

     (4) 議案第 10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４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。佐々木智委員から事前

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。松倉委員、中野委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第７号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 提案いたします。 

本議案については、当委員会のＡ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 退室） 

 

会 長：それでは事務局からの説明を求めます。 

◎議案第７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説明いたします。 

〈１番〉吉城寺字大門○○番外 1 筆  地目 田 の２筆 484 ㎡について。 

譲渡人 黒部市若栗○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市吉城寺○○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 8,954 ㎡、約 9 反歩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〉宇奈月町愛本新 ○○番外 3 筆  地目 田 の 4 筆 10,975 ㎡について。 

譲渡人 下新川郡入善町舟見○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町愛本新

○○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 12,332 ㎡、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。 

   〈３番〉宇奈月町下立○○番  地目 田 の１筆 259 ㎡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 58,890 ㎡、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。 

   〈４番〉宇奈月町浦山○○番 外１筆  地目 田 の 2 筆 5,402 ㎡について。譲渡人 埼玉県児

玉郡美里町○○  ○○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 13,925

㎡、約 1 町 3 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○○番 外 2 筆  地目：田 の 3 筆 1,943 ㎡について。譲渡人 東京

都足立区中川４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 26,922,㎡、約 2 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。 

    

計５件 12筆 19,063㎡であります。 

 

会 長：それでは、議案第７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５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７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委員の入室を許可します。 

（Ａ委員 入室） 

 

会 長：つづいて議案第８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９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。 

本議案については、当委員会の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。 

（Ｂ委員 退室） 

 

会 長 ：事務局、説明願います。 

 

◎議案第８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、９件ございます。 

〈１番〉石田○○番 地目 現況ともに田の１筆３３０㎡について。 借人 黒部市

岡○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市石田新○○番地 ○○ さんとの使用貸借権

設定であり、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

借人は現在アパートで生活していますが、子供が生まれて手狭になったことから戸建て

住宅の新築を計画しました。今後、子どもの面倒を両親に見てもらい、また将来的には両

親の介護ができるように、妻の実家から車で５分圏内である本申請地での建築を申請する

ものです。分筆後の残地 571㎡は、畑として引き続き利用することとし、搬入口等を確保

されています。 

   〈２番〉立野○○番外 28 筆、地目、現況ともに田 の 29 筆 23,652 ㎡について。本

申請は所有権を移転する土地と、所有権は移転せず、賃借権設定を行う土地とが混在

しておりますので、議案書に分けて記載しております。 

    所有権を移転するのは、議案書で２－１と枝番を付けているもので、譲受人 魚津

市住吉○○番地 有限会社○○へ、譲渡人 奈良市富雄元町１丁目○○番 ○○さん 

外 15 名からの 24 筆 19,122 ㎡です。 

また、２－２と枝番を付けましたのは、借人 魚津市住吉○○番地 有限会社○○

と、貸人 黒部市立野○○番地 ○○さん外３名との賃借権設定、５筆 4,530 ㎡で

す。転用目的は貸店舗用地で、農振除外からの案件です。 

申請者は不動産業を営んでおり、申請地に約 10,000 ㎡の鉄骨造、平屋建て店舗を建築

のうえ、株式会社○○へ賃貸する計画です。 

申請地は一般県道石田・前沢線に面しており、市内で最も交通量の多い国道８号への乗

入口から至近距離にあります。東側は平成 33年度開業を目指す「道の駅（仮称）くろべ」

および、道の駅と一体的に整備される誘致ゾーンに近接しており、将来さらに交通量が増

えると予想される場所です。 

これまで、市北西部には大規模スーパーがなく、商業上の空白地である土地への参入に 



より、食品および日用品の買い物及び飲食の利便性向上を図るため、また、地域住民へ生活

の拠点及び日常の憩いの場を提供することを目指し、本申請に至りました。 

敷地内の雨水排水については、店舗用地を東西の２系統に分けて、東側は駐車場用地に勾

配を持たせて洪水調整機能をもつ構造として、申請地西側の既存水路に排水することとして

おります。また西側は、建物西側にプール形式のコンクリート製調整池を１箇所設置し、流

量を調整のうえ、西側の既存水路に排水する計画です。 

申請地には店舗に加え、来客用駐車場として 413台分を設ける計画です。 

  〈３番〉立野○○番、地目、現況ともに田 の１筆 679 ㎡について。譲受人 魚津市住

吉○○番地 有限会社○○ へ、譲渡人 黒部市立野○○番地 ○○さん からの所有権

移転で、転用目的は駐車場用地です。農振除外からの案件です。 

本案件は２番の案件と関連しておりまして、今ほどご説明した株式会社○○が出店を予定

している大型店舗のオープンに伴い、敷地内では不足する従業員用の駐車場として、24台分

の造成を計画するものです。 

  〈４番〉山田○○番外 1 筆、地目、現況ともに田 の２筆 1,247 ㎡について。譲受人 黒

部市山田○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市山田 429 番地 ○○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。 

  譲受人は工務店を経営しています。工務店では、近年、住宅の建築に加えて、リフォ

ームの受注増により内装材の仕入れが増えており、作業所内の保管スペースが不足する

ようになりました。また、作業所前スペースは、従業員の自家用車や作業車両が常時満

車の状態であり、さらに事務所建物の１階で妻が経営している洋菓子店の客が、作業所

への進入通路を塞ぐ形で駐車するなど、作業所への出入りに支障が生じています。 

   そこで、申請地に、新たに来客用駐車場を完備させた事務所兼資材置場を設け、顧客

へのサービス向上を図るとともに増加する足場材等の保管場所を確保しようと本申請

に至ったものです。 

   申請地には１階建て 67.9 ㎡の事務所１棟と、約 100 ㎡の資材置場、これに加えて来

客・従業員･社用車置場として 13 台分の駐車スペースを確保する計画です。 

  〈５番〉飯沢○○番外 1 筆 地目 田、現況 雑種地および宅地 の 2 筆 498 ㎡について。 

借人 黒部市飯沢○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市飯沢○○番地 ○○さんとの使

用貸借権設定であり、転用目的は一般住宅敷地です。 

借人は、結婚を機に戸建て住宅の新築を計画しましたが、将来的な介護や子どもが生まれ

た時に両親から家事協力を得るため、実家そばで住宅を建てようと本申請に至りました。 

  〈６番〉出島字東島○番外２筆、 地目現況ともに田 の 3 筆 1,800 ㎡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

の所有権移転であり、転用目的は工場兼駐車場用地です。農振除外からの案件です。 

譲受人は、地図の青色で囲んだ約 3,600の土地で、金属罐の製造販売および金属加工や管

工事の設計・施工を行っています。近年、需要発注が増大していることから、これに対応す

るため既存地に隣接する申請地において、新たな製缶加工や配管加工のための工場を建築し



ようと計画しました。また、業務用のトラックや営業車両などが増加したことにより、既存

地では従業員用の駐車スペースが不足していること、さらに工場増設後は従業員を５名程度

新規雇用する計画があることから、従業員駐車場として 10台分の区画を確保しようと考え、

本申請に至ったものです。 

  〈７番〉中新○○番 地目現況ともに田 の 1 筆 492 ㎡について。借人 黒部市栃沢○

○番地 ○○さんと、貸人 黒部市栃沢○○番地 ○○さんとの使用貸借権設定であり、

転用目的は駐車場敷地です。 

借人は申請地から約 50ｍ南東側で、リハビリ型デイサービスを経営しておりますが、敷地内

には車両６台を停めることができるばかりであるため、平成 28 年５月に、中新○○番の農地転

用許可を得て、デイサービスの送迎車両及び従業員用の駐車場として利用してきました。 

今般、この 18 番 1 の敷地内に、新たに障害者用のデイサービス施設を建築することとしたた

め、既存の駐車スペースの大部分が使えなくなることから、休耕している申請地を駐車場敷地と

するべく、本申請に至ったものです。 

  〈８番〉前沢○○番外 2 筆、 地目 田、現況 田（一部宅地） の 3 筆 57 ㎡について。 

譲受人 滑川市辰野○○番地 有限会社○○さん へ、譲渡人 黒部市宇奈月町熊野○

○番地 ○○さん外１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。農

振除外からの案件です。この案件は、議案第９号の案件とも関連いたしますので、後ほど詳細

を説明させていただきます。 

  〈９番〉前沢字阿原○○番外 1 筆、 地目・現況ともに田の 2 筆 485.91 ㎡について。

本申請は所有権を移転する土地と、所有権は移転せず、賃借権設定を行う土地とが混在

しております。所有権を移転するのは、議案書で９－１と枝番を付けておりますが、 

譲受人 黒部市新牧野○○番地 有限会社○○へ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○

さんからの １筆 9.91 ㎡ です。 

また、９－２と枝番を付けましたのは、借人 黒部市新牧野○○番地 有限会社○○ 

と、貸人 黒部市新牧野○○番地 ○○さんとの賃借権設定、１筆 476 ㎡です。 

転用目的は共同住宅敷地です。 

譲受人は○○グループの不動産会社です。○○グループでは、来年度 10～15 名程度

の新規雇用を予定していますが、福利厚生を整え、採用を優位に進めようと単身従業員

用のアパートの建築を計画しました。申請地は○○グループの３社それぞれから 500ｍ

圏内にあり通勤に便利であることに加え、県道に面して他へのアクセスも良いことから

本申請に至ったものです。申請地には２階建て、177.65 ㎡の 12 名用の単身寮と、入居

者用の駐車スペースとして８区画を設ける予定です。 

 

  以上 計９件  44 筆  29,240.91 ㎡です。 

 

◎議案第９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ついてですが、１件ございます。 

〈１番〉前沢字北 変更前の地番は○○番外 10 筆 地目・現況ともに田の 11 筆 

1,736.91 ㎡、変更後が○○番外 13 筆 地目：田、現況：田（一部宅地）の 14 筆 1,793.91



㎡です。譲受人 滑川市辰野○○番地 有限会社○○さんへ、譲渡人 黒部市宇奈月町

熊野○○番地 ○○さん外１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。

変更の内容は、事業計画区域の拡張です。 

申請地一体は段差もあり耕作条件も悪く、長い期間休耕地となっており、譲渡人は管理に

苦慮しておりました。譲受人は不動産業を営んでおりますが、市街地近郊の高台で住宅を新

築したい人の需要もあり、その要望に答えるため、平成 29 年４月に、地図の青色で囲んだ

農地 1,737㎡において注文住宅８区画を整備する計画により、農地転用許可を得ました。 

今回、この計画に追加するのは、農業振興地域内の農用地区域（農振青字）であった部分、

57㎡で、当初の転用申請のタイミングで計画地に含めることができなかった部分です。 

本来、青字部分が計画地に含まれる場合、まずは青字の部分を除外して、その後全体を、

農地転用申請することになります。しかしながら、本計画においては、青字の部分が事業敷

地全体からみて非常にわずかであり、農振除外の手続きを待って事業を開始するのは申請者

の時間的、経済的負担なとなることから、まずは白地部分だけで注文住宅の事業をするもの

として申請・許可されたものです。 

 

   以上計１件 １筆 866㎡です。 

 

会 長：それでは議案第８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９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。 

Ｃ委員：２番の案件について、今後申請地の上側も開発されることになるが、雨水排水は大丈夫

なのでしょうか。 

事務局：事前に流量計算のうえ、県等の関係機関と協議をされていますので、問題ないと考えま

す。 

会 長：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８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。 

ここで、Ｂ委員の入室を許可します。 

（Ｂ委員 入室） 

 

会 長：引き続き、議案第５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

見についてですが、これに同意することにご異議ありませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第９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10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。 

事務局の説明をお願いします。 



事務局：今回提出させていただきますのは、平成 30 年 8月 21日から平成 30年 9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、 

石田地区    1件    2,192㎡ 

大布施地区   4件    8,410㎡ 

浦山地区    6件    12,798㎡ 

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 10,539㎡、再設定 6

年以上が 12,798 ㎡でございます。総件数は 11 筆で、利用権設定面積は 23,337 ㎡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、 

石田地区   1 件    968㎡ 

村椿地区    1 件        383㎡ 

前沢地区    2 件        486㎡ 

下立地区   1 件    259㎡ 

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 981 万 3674 ㎡を黒部

市の全耕地面積 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 10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：次にその他の事務連絡に移ります。 

（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 45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    ７番               

８番               


