
第 16回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和元年 10月７日（月） 15時 00分～16時 30分 

２．場所 黒部市役所第２委員会室 

３．出席委員 27名 

   農業委員 14名 

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   

農地利用最適化推進委員 13名 

川端 数美 能登 武彦 高野 隆司 松澤 昭久 

寺﨑 俊弘 氷見 康弘 中谷 広秋 松島 進 

前田 優 山本 善啓 山本 秀治  山本 勝 

中 康史    

 

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 52号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

(2) 議案第 53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 54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 55号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 16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。橋本喜洋委員、能登吉則委員の

両委員を指名します。 



それでは、議事に入ります。 

議案第 52号  農地利用最適化推進委員の委嘱について、事務局の説明を求めます。 

 

◎議案第 52号 

事務局：農地利用最適化推進委員の委嘱についてです。 

P3をご覧下さい。令和元年７月４日をもって、田家地区の農地利用最適化推進委員であ

りました、宮崎推進委員が退任されたことに伴い、本年８月 16日から９月 13日まで公

募を行いましたところ、田家地区１名の募集に対し、１名の推薦がありました。本日１

４時半より開催した黒部市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会にお

いて、候補者である高野隆司さんが、農地利用最適化推進委員として適任であるという

報告をいただきました。この報告に基づき、高野隆司さんを農地利用最適化推進委員に

選任し委嘱したいと考えております。 

 

会 長：それでは、議案第 52 号農地利用最適化推進委員の委嘱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、農地利用最適化推進委員を選任し、委嘱することを決定し

ます。ここで、農地利用最適化推進委員の委嘱書交付式を行いますので、暫時休会しま

す。 

      

    ～委嘱交付式～ 

会 長：それでは、第 16回農業委員会総会を再開します。 

    議案第 53 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 54 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

議案について事務局から説明願います。 

 

◎議案第 53号 

事務局：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ですが、１件ございま

す。 

 

〈１番〉堀高〇〇番 地目：田、現況：宅地の 1筆 396㎡について。 

申請者は黒部市堀高〇〇番地 〇〇さん で、転用目的は住宅用地です。 

申請者は現在申請地に居住しており、平成 28 年に申請者の父の死去により相続されたも

のです。今回、建物の老朽化及び家族構成も変わったため、新たに戸建て住宅の新築を検

討していたところ、農地であることが判明しました。申請人は今後もこの場所に住み続け

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 396㎡です。  

 

◎議案第 54号 

事務局：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ですが、３件ございま

す。 



〈1番〉犬山 199番 12  地目：田 現況：畑の 1筆 331㎡について。 

譲受人 黒部市犬山〇〇番 〇〇 へ、譲渡人 黒部市荒町〇〇番 〇〇さんからの所

有権移転であり、転用目的は駐車場敷地です。 

申請地横に現在の駐車場がありますが、社用及び従業員用の車両を含め全車両 20 台を収

容するには、縦列駐車するしかなく、縦列駐車することにより乗り入れスペースが狭くな

ることから、事故につながる恐れがあり危険かつ、車の出入りが不便です。また、本社事

務所兼工場前もトラックの出入りが頻繁にあることから、駐車スペースの確保は難しいで

す。よって新たな駐車場敷地を確保したく申請に至りました。 

 

〈2番〉生地神区〇〇番 地目：田 現況：休耕田の 1筆 429㎡について。 

譲受人 黒部市生地〇〇番地 〇〇さんへ、譲渡人 黒部市生地神区〇〇番地 〇〇さん 

からの所有権移転であり、転用目的は住宅敷地です。 

現在申請人は、父親と妻と３人で実家に居住していましたが、子供の誕生により今後は部

屋数も必要となることから、独立して新たに住宅を建築する運びとなりました。申請人の

父は大工業をして生計を立てておりますが、老後の支援のことも考え、実家との距離が近

く、学校等への利便性も重視し、本申請に至ったものです。なお、本申請地は都市計画法

上の用途地域（第一種中高層地域）にあります。 

 

〈3番〉新天〇〇番 地目：田 現況：田の 1筆 676㎡について。 

譲受人 黒部市前沢〇〇番地 〇〇 へ、譲渡人 黒部市前沢〇〇番地 〇〇さんからの

賃借権設定であり、転用目的は車両置場です。農振除外からの案件です。 

申請人は会社の営業上、車両置場が必要であり、本社および自動車展示場から車で 3～4

分で行けるところで 500㎡～1000㎡以内の土地を探していました。車の修理には部品取得

のため、中古車両を駐車しておくところが必要となります。申請地は車を 13 台置くこと

ができ、本社および展示場からも近いため申請に至りました。 

 

以上、３件 ３筆 1,436㎡です。 

 

会 長：それでは、議案第 53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、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 53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。 

引き続き、議案第 54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、担当地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし（３番まで同様の流れ） 

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 54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 55 号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断に

ついて審議を行います。事務局より説明願います。 

 

◎議案第 55号 

事務局：農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について説明いたします。 

 

〈1 番〉宇奈月町内山（一部宇奈月温泉）〇〇番 外 33 筆 地目：34 筆のうち 32 筆が田、2筆が

畑 現況：山林 の 34筆 3,107㎡について。 

申出人は〇〇さんです。 

申請地①、②につきましては航空地図や聞き取りを行った結果、昭和 50～60 年頃までは

耕作されていたようですが、耕作放棄後は元々山林や原野に囲まれていたこともあり、樹

木等が生い茂り現在に至っているものと思われます。申請地③ついては段々畑のような面

影もありましたが樹齢 30～40 年の杉の木が植えられており、現在は現況山林の形をして

おります。申請地④、⑤につきましては、人が行き来することすら極めて困難な状況にあ

り、航空地図等から判断しても樹木が生い茂り、農地として活用することは困難であると

思われます。現地を確認したところ、申請地周囲の土地は山林・原野が入り混じっており、

申請地同様に山林・原野の様相を呈しているため、人力（草刈機）や、農業用機械（耕う

ん機、トラクター、プラウ、ハロー等）で耕起・整地し、農地に復元することは物理的に

困難であることから、申出人から「農地」に該当しないことの申出がなされたものです。 

 

以上、１件 34筆 3,107㎡です。 

 

会 長：それでは、事務局から説明があった「農地」に該当するか否かの判断について、現地確

認をされました地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし 

会 長：関係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。 

Ａ委員：○○地区はイノシシ等の被害もあり荒れている、このような手法があるのであれば。 

会 長：農業委員会は農地を守る立場だが、○○地区山間部は現地を見て、復元できないようで

あればこういった手続きもあるのではないか。 

Ｂ委員：今回申請は１件だが、現実にはたくさんあるのではないか。積極的に呼びかけてやれば

いいのかどうなのか。 

会 長：こういう手法があるということを聞かれれば答えてよいかと思う。 

職務代理：農業委員会が積極的に PR するのはいかがなものか。問い合わせがあれば答えればい

いかと思うが、農業委員会が積極的に非農地へ地目変更の PR をするのは、少し違うの

ではないか。 

Ｃ委員：農業委員会とすれば積極的にはどうかという意見だとは思いますが、土地改良区にもこ

ういう手法もあると声をかけていただいて協議してもらえたらと思う。 

会 長：山間部は切実な悩みなので、聞かれれば答えればよいと思う。他にご意見ございますか。 

各委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 55 号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか

否かの判断について、当委員会は許可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 30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     5番               

6番               

 


