
第 20回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年２月５日（水） 15時 20分～15時 40分 

２．場所 黒部市役所 203会議室 

３．出席委員 13名 

   農業委員 13名 

１番 高村 茂良 ２番 川原 邦英 ３番 山本 隆 ４番 佐々木 智 

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 １名 

５番 橋本 喜洋 

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 68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 

 

(2) 議案第 69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 

 

     (3) 議案第 70号 令和元年度黒部市農地利用集積計画の決定について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 20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） 

本日の総会に欠席する旨、通知を受けている委員を報告します。橋本喜洋委員から事前

に欠席通知を受けておりますので報告します。本日の総会の議事録署名委員を私の方から

指名します。川原邦英委員、山本 隆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 68 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

69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２議

案について事務局の説明を求めます。 

◎議案第 68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、２件ございます。 



〈1番〉立野○○番 地目：田 現況：雑種地の 1筆 130㎡について。 

譲受人 黒部市立野○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市立野○○番地 ○○さんから

の所有権移転であり、転用目的は一般住宅です。 

申請者は現在、妻と子供と共にアパートに住んでおります。以前より居宅を建築したいと

考えておりました。子供の面倒を見てもらうことと、将来親の面倒を見ることを考え、実

家の土地を利用させてもらい、実家の南側に２階建ての木造住宅を建築する予定です。住

宅は申請地と実家の敷地一部の宅地にまたがって建てる計画です。なお、申請地は農地法

の許可を得ず、実家の庭として以前より使用しており、始末書が添付されております。 

 

〈2番〉生地芦区○○番 地目：田 現況：雑種地の 1筆 204㎡について。 

譲受人 黒部市生地芦区○○番地 ○○さんへ、譲渡人 石川県野々市市稲荷二丁目○○

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。 

   この案件は、議案第 69号の案件とも関連いたしますので、議案第 69号にて詳細を説明さ

せていただきます。 

   以上、２件 ２筆 334㎡です。 

 

◎議案第 69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に対する意見についてですが、１件

ございます。５ページをご覧ください。 

〈1番〉生地芦区○○番 地目：田 現況：雑種地の１筆 204㎡について。 

当初計画者は 石川県野々市市稲荷二丁目○○番地 ○○さんで、承継者は黒部市生地芦

区○○番地 ○○さんで、当初転用目的は一般住宅で、今回の転用目的は駐車場用地です。 

位置図をご覧下さい。青色の部分を平成４年２月３日付けで住宅を建築する目的で○○さ

んが農地転用の許可を受けておりました。転用許可後、○○さんの職場が石川県となり、

転居された為、住宅を建てることなく現在に至ります。今後家を建てるとしても高齢とな

り規模を縮小せざるを得ません。今回、隣接者の○○さんより、駐車場用地としたいので、

土地の一部を分けてもらいたいとの要望があり、承継者の変更及び転用目的を変更するた

め、事業計画変更が提出されました。 

   また、申請地はすでにアスファルト舗装されており、始末書が添付されております。 

   なお、都市計画法上の用途地域第一種中高層地域にあります。 

    

   以上 １件１筆 204㎡です。 

なお、議案の詳細につきましては、右上に参考と書いてあるＡ３の別紙をお配りしており

ます。以上です。 

 

会 長：それでは、議案第 68 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（２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、他の委員の意見を求めます。 

Ａ委員：１番の案件について、始末書は何でいるのか。 

事務局：農地法の許可を得ず、申請地を庭として使用していたからです。 



会 長：他に意見はありますか。 

各委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 68 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。続きまして、議案第 69 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審議いたします。

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 69 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同意することに決定します。 

続きまして議案第 70 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 70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。 

8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 12 月 21 日から令和 2 年 1 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 15,673 ㎡、新規 6 年

以上 16,433 ㎡、再設定 6 年未満が 57,871 ㎡、再設定 6 年以上が 92,792 ㎡でございま

す。 

9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。 

石田地区     1件     863㎡ 

大布施地区     3件   15,128㎡ 

三日市地区    6件   13,788㎡ 

荻生地区      9件   41,591㎡ 

若栗地区     6件      40,190㎡ 

東布施地区    1件    2,077㎡ 

下立地区     20件      58,657㎡ 

浦山地区      4件    10,475㎡ 

総件数は 50件で、利用権設定面積は 182,769㎡となっております。 

10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。 

今回は石田地区   3件        6,845㎡ 

浦山地区  4件    27,123㎡  です。 

11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 1,010万 3,973㎡を 2,530万 8,940㎡で割ります

と、39.9％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、 12 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 70 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：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。 

（15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     ２番               

３番               

 


