
第 13回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和元年７月４日（木） 15時 25分～16時 40分 

２．場所 黒部市役所 301会議室 

３．出席委員 14名 

   農業委員 

１番 高村 茂良 ２番 川原 邦英 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. 欠席委員 ０名 

  

５．農業委員会事務局 ５名 

  事務局長 霜野 好真 

  主  幹 山口 真二 

  主  任 岸上 美栄子 

  主 事 中陳 真 

  主  事 中谷 琴乃 

 

６．議事 (1) 議案第 41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 42号 農地法第４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 43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 

     (4) 議案第 44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 

     (5) 議案第 45号 令和元年度黒部市農用地利用集積計画の決定について 

 

     (6) 議案第 46号 農地利用最適化推進委員の辞任について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 13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。中村敏幸委員、山本隆淑委員の

両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 



議案第 41 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 42 号農地

法第４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 43 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 44 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、４議案を提案いたします。事

務局から説明願います。 

◎議案第 41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〉尾山〇〇番  地目：田 の 1筆 99㎡について。 

譲渡人 黒部市尾山○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市尾山○○番地 ○○さんへの

所有権移転であります。理由は売買であります。また現在譲受人の経営面積は 6,721、約

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、1件 1筆 99㎡であります。 

 

◎議案第 42号 

事務局：農地法第４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〉荻生〇〇番 地目 田 現況 宅地の 1筆 541㎡について。 

申請者は黒部市荻生○○番地 ○○ さん で、転用目的は農家住宅用地です。 

申請者は、現在居住しております 842 番 2 にて昭和 57 年農地転用許可を受けて建物を新

築しましたが、その後、農地転用許可を受けずに平成元年に申請地 842番 3にて農作業場

を新築し、平成 10 年頃に住宅を増築しました。今回申請者本人も高齢となり、子孫に迷

惑がかかることを自分で解決したく、始末書を添付のうえ、是正の申請をされたものであ

ります。 

   以上、１件 １筆 541㎡であります。 

 

◎議案第 43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、４件ございます。 

〈1番〉尾山〇〇番 外 3筆 地目：田と畑 現況：畑と宅地、の 4筆 481.㎡について。 

譲受人 黒部市田家新○○番地 ○○さん へ、 

譲渡人 黒部市堀切新○○番地  ○○さんからの所有権移転であり、転用目的は駐車場

用地です。 

譲受人である○○は、尾山工場の現在の敷地に従業員の車を止めておりますが、スペー

スが大変狭く、近隣 100ｍ以内で駐車場を探しておりました。申請地は道を挟んで隣であ

り、従業員が工場へ行くのにも近く大変便利なため申請に至ったものです。 

 

〈2番〉中新〇〇番 地目 畑、現況 宅地の 1筆 97㎡について。 

譲受人 黒部市中新○○番地 ○○さん へ、 

譲渡人 黒部市中新○○番地  ○○さん からの所有権移転であり、転用目的は車庫用地

です。 

      譲受人は、申請地のそば、中新 200 番地に居住しており、申請地は譲渡人から賃借し農



地法の許可を得ずに平成 10年に車庫を建築し利用しておりました。今般、譲渡人より売

却したい旨の申し出があり、購入に至りました。また、無断転用に関しては始末書が添

付されております。 

 

〈3番〉大開〇〇番  地目 田、現況 田の 1筆 281㎡について。 

借人 黒部市植木○○番地 ○○さん へ、 

貸人 黒部市荒俣○○番地 ○○さん からの賃借権設定であり、転用目的は一般住宅

用地です。農振除外からの案件です。 

    借人は、現在アパートに住んでおりますが、家族が増え手狭になったため、自宅を新築

する運びとなりました。借人の母親である貸人の○○さんが実家近くの申請地に土地を

所有していたため、今後の実家の手伝いや両親の老後のこと、両親に子供を見てもらう

都合上、実家より車で２～３分の申請地を選定しました。申請地には、木造２階建ての

住宅と車２台分の車庫を新築する計画です。 

 

〈4番〉田籾〇〇番  地目 田、現況 休耕田 の 1筆 845㎡について。 

借人 富山市東田地方町○○番 ○○さん と、 

貸人 黒部市田籾○○番地 ○○さんとの賃借権設定であり、転用目的は車両待避所の

ための一時転用です。 

    今回の申請は新愛本変電所を起点に関西方面へ送電している「柳河原線」の鉄塔の建替

工事に係る資材運搬に伴い、車両待避所が必要となったため、一時的に転用を願い出た

ものです。 

   「柳河原線」は、大正 12年に建設されてから 95年を経ており、部材の錆や鉄塔基礎の傷

みが顕著になってきたほか、近接樹木の生育に伴いこれまでより高い鉄塔が必要になる

など、設備改修が急務となっております。 

    本申請地は鉄塔基礎工事の際の車両待避所として、主に大型ミキサー車を退避させ、小

型ミキサー車に生コンクリートを乗せかえ、工事箇所に向かうこととなります。 

    今回の一時転用期間は本年８月１日から令和 3 年 8 月 31 日までの２年 1 ヶ月間の計画

で、期間終了後は農地として、貸人に返還される予定です。 

 

◎議案第 44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〉立野の地番が変更前は〇〇番 外 28筆 地目・現況ともに田の 29筆 23,652㎡、変更後

が〇〇番外 32筆 地目・現況ともに田の 33筆 26,268㎡ です。 

譲受人 魚津市住吉○番地 ○○ さんへ 、 

譲渡人 奈良市富雄元町○○番  ○○ さん 変更前は外 19 名変更後は外 23 名から

の所有権移転であり、転用目的は駐車場用地です。変更の内容は、事業計画区域の拡張



です。 

    プラントの従業員駐車場用地として先月の農業委員会総会で図り、県へ進達中ですが、

県より、昨年平成 30年 11月許可のプラント敷地と一体事業となる為、事業計画変更の

提出が必要とのことで、申請されたものであります。 

 

会 長：それでは、議案第 41 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 41 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：引き続き、議案第 42 号農地法第４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 42号 農地法第４条第１項の規定による別紙申請の

件について、当委員会は許可に同意することに決定します。 

 

会 長：引き続き、議案第 43 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：異議なし。（同様に 4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 43号 農地法第５条第１項の規定による別紙申請の

件について、当委員会は許可に同意することに決定します。 

 

会 長：続きまして、議案第 44 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：異議なし。 

会 長：地区委員が異議なしとのことですが、他の委員の意見を求めます。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 44 号農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変

更申請の件について、当委員会は承認に同意することに決定します。 

引き続き、議案第 45号令和元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。 

    それでは事務局から説明願います。 

 



◎議案第 45号 

事務局：農用地利用集積計画について説明させていただきます。 

12ページ目をご覧下さい。 

今回提出させていただきますのは、令和元年 5月 21日から令和元年 6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。 

期間別、利用権設定面積でございますが、今回は、新規 6年未満 0㎡、新規 6年以上 7,314

㎡、再設定 6年未満が 4,463㎡、再設定 6年以上が 8,518㎡でございます。 

13ページ目をご覧下さい。地区別の利用権設定一覧表でございます。 

 

大布施地区   2件    15,832㎡ 

愛本地区    1件     4,363㎡ 

 

総件数は 3件で、利用権設定面積は 20,195㎡となっております。 

 

14ページ目をご覧下さい。合意解約地区別一覧表でございます。 

今回は  村椿地区   1件         281㎡      です。 

 

15ページ目をご覧ください。 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 1,024万 8,437㎡を 2,530万 8,940㎡で割ります

と、40.5％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、 16 ページ以降に記載されておりますので、

ご一読ください。 

 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。何かご意見はございませんか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 45 号令和元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：続きまして、議案第 46号農地利用最適化推進委員の辞任について審議いたします。 

事務局から説明願います。 

 

◎議案第 46号 

事務局：農地利用最適化推進委員の辞任について説明させていただきます。黒部市農地利用最適

化推進委員である○○推進委員より、令和元年６月 20 日辞任の届出がありました。農

業委員会等に関する法律、法第 23 条により推進委員は、正当な事由があるときは、農

業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができます。当委員会で同意を得ますと、

当該決議をした日をもちまして辞任日となります。 

会 長：それでは、事務局から説明があった農地利用最適化推進委員の辞任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：異議なしとのことですので、議案第 46 号農地利用最適化推進委員の辞任について、当

委員会は同意することに決定します。 

 

会 長：これで予定していた議事が終了しましたが、何か他にご意見ございませんでしょうか。 

特にないようですので、その他の事務報告に移ります。 

（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。お疲れ様でした。 

（16時 40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               

 


