
第６回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 30年 12月６日（木） 15時 00分～15時 55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 能登 武彦 松澤 昭久 寺﨑 俊弘 

氷見 康弘 中谷 広秋 松島 進 前田 優 

山本 秀治 山本 勝 中 康史  

 

４. 欠席委員（農地利用最適化推進委員）２名 

宮﨑 明 山本 善啓 

 

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 14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 15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 16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６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。竹田委員、岩井委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 14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 15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 14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、３件ございます。 

〈１番〉沓掛字道下ノ外○○番 外 3筆 地目 田 の 4筆 435㎡について。譲渡人 黒部市

沓掛○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市沓掛○○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 15,610 ㎡、約 1 町 5

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〉荻生○○番  地目 田 の 1 筆 871 ㎡について。譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○

○さんから 譲受人 黒部市飯沢○○番地 有限会社○○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 422,149 ㎡、約 40 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。 

 

〈３番〉荻生○○番  地目 田 の１筆 1,383㎡について。譲渡人 黒部市荻生○○番地  亡

○○相続財産管理人 ○○さんから 譲受人 黒部市荻生○○番地 ○○さんへの所有権

移転であります。理由は遊休農地の保全であります。また現在譲受人の経営面積は 5,018

㎡、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。 

以上、計 3件 6筆 2,689㎡であります。 

 

◎議案第 15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〉田家新○○番 地目現況ともに田 の 1 筆 31 ㎡について。譲受人 黒部市田家新○○

番○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市田家新○○番地 ○○さんからの所有権移転で、

転用目的は通路です。農振除外からの案件です。 

申請者は土木機械及び各種車輌のリース業を営んでおります。本申請地の隣地であ

る地図上青色で囲んだ部分は、神谷川の改修工事後に廃河川となった部分の土地で、

昨年行われた県有地売払いの一般競争入札の結果、すでに○○株式会社が落札し、

資材置場及び通路として使用されております。また、同じく青色で塗りつぶした部

分は、資材運搬用の大型車輌が容易にすれ違えるよう、さらに通路を拡張すること

を目的とし、Ｈ30 年 5 月に転用許可を得ております。今回の申請地についても、当

初から、同様の目的で転用を検討しておりましたが、農用地区域であったことから、農

振除外の手続きが終わるのを待って、今般の申請に至ったものです。 

 

〈２番〉栃沢字東長○○番  地目現況ともに田 の 1 筆 1,407 ㎡について。譲受人 黒部市

古御堂○○番地  ○○さん へ、譲渡人：黒部市三日市○○番地 ○○からの所有

権移転で、転用目的は注文住宅敷地です。 

申請者は不動産業を営んでおりますが、需要があることから、黒部市栃沢地区にお

いて 2,000 ㎡程度の注文住宅用地を探しておりました。 



申請地周辺は、中央小学校まで約 1.3km、高志野中学校まで約 600ｍ、大布施保育

所まで約 900ｍに位置し、住環境がよいほか、県道六天天神新線から近く、他への

アクセスがよいことから、今回の申請に至りました。1区画あたり約 470㎡の注文住

宅用地３区画を計画するものです。 

 

<3 番> 中野○○番 外 1 筆  地目 田、現況 畑の 2 筆 1,815 ㎡について。譲受人 黒

部市牧野○○番地  ○○さんへ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さんからの

所有権移転で、転用目的は注文住宅敷地です。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ます。申請地周辺の中野・及び牧野地区は、近隣に黒部市民

病院やコンビニエンスストア、ショッピングセンター等が存在し、大きな需要が見込

まれることから、1区画あたり約 220㎡程度の注文分譲住宅７区画を計画するもので

す。 

 

<４番>  宮沢○○番 外 4 筆  地目 現況ともに田の 5 筆 1,124.96 ㎡について。譲受

人 東京都千代田区神田和泉町○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市前沢○

○番地 ○○さんからの所有権移転で、転用目的は駐車場用地です。農振除外から

の案件です。 

譲受人の○○株式会社は、隣接地に社の迎賓館および社員研修施設を所有しており

ますが、広く市民を対象とした催事がある場合には、既存の駐車場 12 台分に来場者

の車が収まりきらず、周辺の農道等への違法駐車が常態化しております。この対策と

して、本申請地に 60台分の駐車場用地を計画するものです。 

 

<5 番>  荻生○○番  地目 現況ともに田の 1 筆 347 ㎡について。借人 黒部市神谷○

○番地   ○○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、現在ア

パートに居住していますが、実家近くの本申請地に戸建て住宅を新築し、両親の面倒

をみたいとして本申請に至ったものです。申請地には住宅および夫婦２台分の駐車ス

ペースとしてカーポートの設置を計画しております。また、809㎡の残地が残ります

が、搬入路及び取水排水口を確保のうえ、引き続き農地として経営するものとして申

請がなされております。 

 

<６番>  若栗○○番 地目 現況ともに田の 1 筆 434 ㎡について。借人 黒部市植木○○

番地 ○○さん と、貸人 黒部市若栗○○番地 ○○さん外 1 名 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、現在アパートで生活していますが、子どもが生まれて手狭になってきたた



め、戸建て住宅の建築を計画しました。子どもの面倒をみてもらう際や、将来的に両

親の介護を行う際に都合がよいことから、実家近くの本申請地にて住宅の建設を計画

したものです。申請地には住居に加えて、夫婦２台分の駐車スペースの設置を予定し

ております。 

 

<７番>  宇奈月町浦山字大橋割○○番 外３筆 地目 現況ともに田の４筆 1,732 ㎡につ

いて。譲受人 黒部市若栗○○番地 有限会社○○へ、譲渡人 黒部市宇奈月町

浦山○○番地 ○○さんからの所有権移転で、転用目的は資材置場です。農振除

外からの案件です。譲受人は建設業、解体業及び廃棄コンクリートの再生処理業

を営んでいますが、事業の拡大により、足場等の資材や大型重機の保管場所が慢

性的に不足しており、新たな用地を探しておりました。申請地は、地図に青色で

囲みました、資材倉庫や再生砕石置場として利用している既存地に隣接しており、

ここを大型重機等の置場として利用することで作業効率が上がることから、本申

請に至ったものです。 

計７件 15 筆 6,890.96 ㎡です。 

 

会 長：それでは、議案第 14 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 14 号農地法第３条第 1 項の規定による許可申請に

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 15 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 15 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16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いたします。 

 

◎議案第 16号 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 30 年 10月 21日から平成 30 年 11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。 



今回は、新規 6年未満が 963㎡、新規 6年以上が 112,190㎡、再設定 6年未満が 5,584㎡、

再設定 6年以上が 81,220㎡でございます。 

地区別の利用権設定としては、 

 

石田地区    2件    6,455㎡ 

村椿地区    3件    24,322㎡ 

大布施地区   9件    37,863㎡ 

三日市地区   2件     3,409㎡ 

若栗地区     1件    12,976㎡ 

東布施地区   1件     3,060㎡ 

浦山地区    29件   111,872㎡ 

総件数は 47件で、利用権設定面積は 199,957㎡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、 

前沢地区   1 件     934㎡ 

荻生地区    1 件       1,383㎡ 

浦山地区   17 件   64,915㎡  です。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 981万 7569㎡を 2539万 8368㎡で割りますと、38.7％

となりました。また、農地中間管理機構の活用実績は、現時点で 109万 6,947㎡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 16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 55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    10番               

11番               


