
第７回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 31年１月９日（火） 14時 30分～15時 36分 

２．場所 黒部市役所 201・202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 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 

 

５．議事 (1) 議案第 17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 18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 19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 20号 農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明書

の交付に対する意見について 

     (5) 議案第 21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７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。中村委員、山本委員の両委員を

指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 17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 18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 19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 

議案第 20号  農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明書の交 

付に対する意見について 



以上、４議案を提案いたします。事務局、説明願います。 

 

◎議案第 17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〉宇奈月町浦山○○番 地目 田 の 1 筆 741㎡について。譲渡人 下新川郡入善

町上飯野新○○番地 ○○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 7,428 ㎡、7 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。 

 

以上、計 1件 1筆 741㎡であります。 

 

◎議案第 18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、５件ございます。 

〈１番〉生地中区○○番  地目 現況ともに田 の 1 筆 453 ㎡について。借人 下新川郡入

善町東狐○○番地 ○○さんと、貸人 黒部市生地吉田○○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。 

貸人は現在一人で住まいしていますが、高齢になってきたことから、入善町に住んでい

る娘夫婦と同居することとし、住宅の新築を計画しました。娘夫婦はともに黒部市内に勤

務しており通勤に便利であること、病院などからも近く生活環境が良いことから、２階建

て木造住宅および車庫の建築を計画するものです。残地については、取排水口および進入

路を確保のうえ、農地として引き続き利用していく予定です。 

 

〈２番〉生地中区○○番  地目 田、現況 畑 の 1 筆 196 ㎡について。譲受人 黒部市

生地中区○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市生地○○番地 ○○さん外１名か

らの所有権移転で、転用目的は一般住宅敷地です。 

この案件は、議案第 19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。 

 

〈３番〉岡○○番  地目 田、現況 雑種地の 1 筆 330 ㎡について。譲受人 黒部市正光

寺新○○番地 ○○さんへ、譲渡人 中華人民共和国 ○○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。譲受人は事業を営んでいます

が、敷地内にスペースがないことから従業員の車を停めることができず、路上駐車が

常態化していました。これを解消するため、従兄弟の土地である本申請地に、従業員

および営業用車輌 10台分の駐車場用地を計画するものです。 

なお申請地は、昭和 50年頃に、先代が住宅の建築を計画したものの、急死により建

築に至らなかった経緯があり、現地はすでに埋め立てられております。この事実を反

省し、今後は農地法を遵守する旨の始末書を添付のうえ申請がなされております。 

 

〈４番〉飯沢○○番  地目 現況ともに田の 1 筆 300 ㎡について。借人 黒部市飯沢○○



番地  有限会社○○と、貸人 黒部市飯沢○○番地 ○○さんとの 賃借権設定で、

転用目的は駐車場用地です。 

借人はアルミ建具の製作・加工・販売業を営んでいます。既存の工場敷地いっぱいま

で増築を重ねた結果、敷地内に駐車が可能なのは業務用トラック及び営業車両の計２台

のみであり、従業員 10 名の自家用車は農道や空きスペースに駐車せざるを得ない状況

にあります。そこで、工場に近い、会社役員所有の本申請地を造成し、10台分の従業員

駐車場として整備することを計画するものです。 

 

〈５番〉植木 字中長 ○○番 外１筆 地目 現況ともに田の２筆 1,395 ㎡について。譲受

人 黒部市沓掛○○番地 ○○株式会社 へ、譲渡人 黒部市植木○○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。譲受人は不動産賃貸業を

営んでおり、有限会社○○が所有する２棟のアパートを管理しています。これまで両ア

パートの駐車場として利用していた土地の一部について、地主に返却することとなりま

した。そこで、不足する駐車区画を確保するため、本申請地を 21 台分の駐車場として

整備することを計画するものです。 

 

計５件 ６筆 2,674 ㎡です。 

 

◎議案第 19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ですが、１件ございます。 

   〈１番〉 生地中区○○番 地目 田、現況 畑の１筆 １９６㎡について。当初計画

者は 黒部市生地○○番地 ○○さん外 1 名で、承継者は 黒部市生地中区○○番地 

○○さんで、転用目的は、変更前・変更後ともに一般住宅敷地です。 

地図上、青色、赤色、黄色に色分けしておりますが、これらは全て平成 10 年に農地法

第５条の許可を受けた土地です。転用の目的としましては、青色の部分は、今回の承継者

である○○さんの父が自宅を建てる目的で申請を行い、赤色および黄色の部分は、承継

者の祖父とおじが、自宅を建てる目的で農地転用申請を行ったものです。 

許可後、青色の部分については目的どおり事業が完了しましたが、赤色及び黄色の部

分については、承継者のおじの転勤の関係で、自宅を建てることなく現在に至っております。

現在は、承継者の祖父が自家用の畑として利用しているところです。 

一方、承継者は、地図の青色部分の実家で、父・母・妹・弟および自身の 7 人家族で暮

らしていますが、子どもの成長に伴い実家が手狭になってきたことから、独立して戸建て住

宅を建築することを計画しました。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、実家横の申請地に新居を建築したいと考え、本申請に

至りました。残地については、おじの退職後の住居用地として残しておく考えです。 

 

    計１件 １筆 196 ㎡です。 

 

 



◎議案第 20号 

事務局：農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明願についてですが、１

件ございます。 

   〈１番〉植木○○番  地目 田、現況 雑種地 の 1 筆 444 ㎡について。願出者は 黒

部市犬山○○番地 有限会社○○で、転用目的は駐車場用地です。 

願出者は、印刷およびアルミ建材部品やファスナーの加工業を営んでおります。

２月初旬から中旬にかけて金沢国税局が実施する農地の公売に参加するために申

請するものす。 

申請地は、平成 23 年に国税滞納のため魚津税務署に差押さえられた土地です。

願出者は申請地に隣接して工場を所有していますが、従業員のための駐車スペース

が慢性的に不足しています。工場敷地内に縦列で車を並べたり、路上駐車するなど

して対応しておりますが、日中の出入りの際に不便であるほか、近隣の住民からも

苦情が出る状況にありました。今後、業務拡大のため、さらに５名程度の従業員を

雇用する予定があることから、本申請地に従業員用駐車場を集約し、18 台分の区

画を確保する計画です。 

 ここで、買受適格証明について簡単に説明させていただきます。 

農地が競売などに付され、売却により所有権が移転する場合であっても、農地として

利用するのであれば農地法３条の、農地以外として利用するのであれば農地法５条の規

定による許可が必要です。 

通常の不動産競売では、買受申出人のうち最高価格買受申出人が落札することになり

ますが、農地の場合、その人が農地法の規定による許可を受けなければ所有権を移転す

ることができません。ですので、落札後に農地法の許可を得られず、所有権移転できな

くなった場合には、もう一度競売をやり直さなければならなくなり、関係者や関係機関

にとって時間的、経済的に過度の負担になります。 

このことから、公売の場合、国税局は、「農業委員会等から交付を受けた『買受適格

証明』を有する者に限りその買受けに参加させること。」と定めております。 

 流れとしては、今回のような農地法第５条による買受適格証明書については、通常の

転用許可申請と同様に、願出人に証明書を交付してよいかどうか、農業委員会の意見を

付して県に進達することとなり、県知事の名前で買受適格証明が交付されることになり

ます。 

     なお、買受適格証明書を添付して入札に参加し、落札した場合でも、本来はその後、

速やかに農地法第５条の規定による許可申請を提出し、改めて農業委員会にかけて、県

知事の転用許可を受けなければいけません。 

     しかし、落札後に通常の手続で農地法第５条の規定による許可申請をした場合には、

許可が出るまで相当の事務処理期間を有するため、関係機関の事務処理にも支障をきた

す恐れがあることから、特例として、落札後改めて農業委員会の審議に付すことを省略

して、事務的な処理だけで手続きを済ませることができることとなっております。 

  

    以上 計１件 １筆 444 ㎡です。 

 



会 長：それでは、議案第 17 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。 

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 17 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 18 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 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 18 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 19 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。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 19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 20 号農地法第５条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明

願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：５条の買受適格証明願とのことだが、３条でも申請は可能なのか。 

事務局：金沢国税局で５条に限ると定めているわけではない。 

Ｂ委員：農用地が公売にかけられた場合はどのように対応するのか。農振除外の手続きを経

ずとも、落札されてしまうのか。 

事務局：確認し、後日回答させていただきたい。 

会 長：それではおはかりいたします。議案第 20号農地法第５条第１項の規定による許可に

準ずる買受適格証明願について、当委員会は許可に同意することにご異議ございま

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 20 号農地法第５条第１項の規定による許可に準

ずる買受適格証明願について、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 21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。 

本案件には、当委員会の○○委員及び私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、退席いたします。 

（ ○○委員、会長退室 ） 

 

職務代理：それでは事務局の説明をお願いいたします。 

 

◎議案第 21号 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 30 年 11月 21日から平成 30 年 12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 1,160㎡、新規 6年以上が 259,566㎡、再設定 6年未満が 35,647

㎡、再設定 6年以上が 30,801㎡でございます。 

地区別の利用権設定としては、 

 

村椿地区    1件      962㎡ 

大布施地区   6件    18,193㎡ 

前沢地区    1件    27,174㎡ 

若栗地区     3件     5,541㎡ 

愛本地区    3件    10,706㎡ 

下立地区    3件     8,977㎡ 

浦山地区    67件   255,621㎡ 

総件数は 84件で、利用権設定面積は 327,174㎡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    51件   193,531㎡  です。 

 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 1038 万 8947 ㎡を 2539 万 8368 ㎡で割りますと、

40.9％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。 

 

職務代理：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。 

職務代理：異議がないようですので、議案第 21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、○○委員及び会長の入室を許可し、進行の任を解かせていただきます。 

 

（ ○○委員・会長入室 ） 

 



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 36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    12番               

13番               


