
第５回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年 11月 12日（月） 14時 15分～15時 00分 

２．場所 黒部市役所２０２・２０３会議室 

３．出席委員 14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   

 

４．農業委員会事務局 ３名 

  事務局長 高野  晋 

  主  査 北崎 あす香 

  主 事 中陳 真 

 

５．議事 (1) 議案第 11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 12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 13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） 

本日の総会の議事録署名委員を私の方から指名します。佐々木委員、能登委員の両委員

を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 11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 12 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、事務局から一括して説明を求めます。 

 

◎議案第 11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〉生地芦区○○番  地目 田 の１筆 423㎡について。 

譲渡人 東京都西東京市谷 2丁目○○番 ○○さんから 譲受人 黒部市生地吉田○○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 6,797㎡、約 6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〉生地芦区○○番  地目 田 の 1筆 416㎡について。譲渡人 岐阜県可児郡御嵩○



○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市生地吉田○○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 6,797㎡、約 6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。 

 

   〈３番〉宮沢○○番  地目 田 の１筆 1,437㎡について。譲渡人 黒部市前沢○○番地  ○

○さんから 譲受人 黒部市前沢○○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 5,660㎡、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。 

 

   〈４番〉宮沢○○番  地目 田 の１筆 893㎡について。譲渡人 黒部市植木○○番地  ○

○さんから 譲受人 黒部市前沢○○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 5,660㎡、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。 

 

   〈５番〉宇奈月町浦山字中村割○○番 外 1 筆  地目 田 の 2 筆 1,471 ㎡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○○ 

○○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 21,400㎡、約 2町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 ６筆 4,640㎡であります。 

 

 

◎議案第 12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〉飯沢○○番 地目 田、現況 雑種地の１筆５９㎡について。 譲受人 黒部

市生地中区○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市六天○○番地 ○○ さん外 1 名

からの所有権移転で、転用目的は駐車場用地です。 

譲受人は夫と子ども２人、計４人で住まいしておりますが、自宅敷地には車の駐車スペ

ースが１台分しかなく、以前より申請地を借りて、自己及び成人した子の駐車場として利

用しておりました。今般、当事者間の合意により申請地を売買することとなり、農地法の

許可を得ずに使用してきたことが発覚したため、始末書を添付のうえ是正の申請をするも

のです。 

 

   〈２番〉荻生○○番 地目・現況ともに田の 1 筆 500 ㎡について。借人 東京都港区白金６

丁目○○番  ○○ さん と、貸人 黒部市荻生○○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。 

 譲受人は、現在都内に在住していますが、実家に隣接する本申請地に住宅を新築し、母

の介護を行いたいと考え、本申請に至ったものです。転用後は、申請地西側に約 200㎡の



残地が残ることとなりますが、家族で畑として利用していきたい意向を確認しております。 

 

〈３番〉内生谷○○番 外３筆 地目 田（一部 畑）、現況 雑種地（一部 田）の４筆 981 ㎡

について。本申請は賃借権を設定する土地と、所有権を移転する土地とが混在してお

ります。賃借権を設定するのは、位置図で青色に示した部分で、借人 黒部市神谷○

○番地 有限会社○○と、貸人 黒部市内生谷 1158 番地 ○○さん との ２筆 

605 ㎡ です。 

また、所有権を移転するのは、位置図で赤色に示した部分で、譲受人 黒部市神谷

○○番地 有限会社○○ へ、譲渡人 京都府舞鶴市字森○○番地 ○○さんからの

所有権移転分、２筆 376 ㎡です。転用目的は資材置場兼駐車場用地です。 

有限会社○○は新川地区一円で造園業を営んでいます。青色で示した部分は社長の

土地ですが、昭和 50 年頃から将来の独立開業を目指して、申請地に苗木を植え始め

ました。今回の申請によって農地法上の是正を行いたいと、始末書を添付のうえ申請

がなされております。 

また地図に赤色で示した土地のうち、道路を挟んで北側の土地は、譲渡人である○

○さんの住居が建っていましたが、平成 10 年頃から空き家となり、昨年解体されて

現在は更地になっております。この土地についても、庭木移設用資材の運搬車両やバ

ックホウの駐車場として利用したいとの計画です。 

 

 以上、計３件 ６筆  １,５４０㎡です。 

 

会 長：それでは、議案第 11 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 12 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13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 9 月 21 日から平成 30 年 10 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    3件    3,841㎡ 

大布施地区   1件    10,568㎡ 

前沢地区    6件    18,899㎡ 

若栗地区    13件    52,414㎡ 



下立地区     1件     4,180㎡ 

浦山地区    2件    8,306㎡ 

   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 年以上が 30,475 ㎡、再設定 6

年未満が 28,425 ㎡、再設定 6 年以上が 39,308 ㎡でございます。総件数は 73 筆で、利用権

設定面積は 98,208㎡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、 

田家地区   2 件   2,864㎡ 

前沢地区    1 件        405㎡ 

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 978万 4,728㎡を黒部

市の全耕地面積 2539 万 8,368 ㎡で割りますと、38.5％となりました。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 99万 2,486㎡となっております。 

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 13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。 

（15時 00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    ４番               

６番               


