
第 21回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年３月３日（火） 15時 30分～16時 50分 

２．場所 黒部市役所 301会議室 

３．出席委員 11名 

   農業委員 11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 ７番 松倉 秀子 ８番 中野 貴代美 10番 竹田 登 

11番 岩井 竹志 12番 中村 敏幸 14番 湯野 和夫  

４. 欠席委員 ３名 

６番 能登 吉則  ９番 岡田 幸満  13番 山本 隆淑 

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 71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 72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 73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 74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 

 

(5)議案第 75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 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 21回黒部市農業委員会総会を開催します。最初に、

湯野職務代理からあいさつがあります。 

職務代理：（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。岡田幸満会長、能登吉

則委員、山本隆淑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。佐々木智委員、橋本喜洋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 71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 72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 73 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の説明を求め



ます。 

◎議案第 71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説明いたします。 

3ページをご覧下さい。 

〈1番〉宇奈月町下立○○番  地目：田 の 1筆 2,631㎡について。 

譲渡人 埼玉県久喜市野久喜○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町下立○○

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 160,975 ㎡、約 16 町歩

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。 

計 1件 1筆 2,631㎡であります。 

 

◎議案第 72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。 

P5をご覧下さい。 

〈1番〉前沢字北○○番 地目：田 現況：宅地の 1筆 95㎡について。 

申請者は黒部市前沢○○番地 ○○さん で、転用目的は宅地です。 

   申請人は、申請地の隣に居住しておりますが、家族も７人と多く既存敷地は狭いです。そ

こで、平成 20 年に住宅を増築しましたが、申請地を相続した際に、農地法の許可を得ず

に増築していたことが判明しました。今後も現在の住宅に居住したく、始末書を添付の上、

申請されたものであります。 

以上 １件 95㎡です。 

 

◎議案第 73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、9件ございます。 

P7をご覧下さい。 

〈1番〉田家新○○番 地目：田 現況：宅地 の 1筆 209㎡について。 

譲受人 黒部市田家新○○番地 ○○さんへ 譲渡人 石川県小松市八里台○○番地 、

○○さん 外１名からの所有権移転であり、転用目的は作業場敷地です。農振除外からの

案件です。 

譲受人は、譲渡人の父が経営する○○工務店で働いておりました。○○さんが亡くなり、

譲受人が工務店を引き継ぐこととなりましたが、申請地が農地であることが判明しました。

作業場は、先代より使用しており、いつ建築されたかは不明です。今後も作業場として使

用したく、始末書を添付の上、是正の申請をされたものであります。 

 

〈2番〉生地中区○○番 地目：田 現況：田の 1筆 219㎡について。 

譲受人 黒部市生地神区○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市生地○○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。 

   譲受人は現在、生地神区に住んでおりますが、現在の住居は子供に譲り、新たに住宅を建

てる敷地を探しておりました。ただ、将来のことを考えて、現住居から近い場所を考えて

いたところ、妹である譲受人所有の土地について売買の合意に至りました。申請地には平



屋住宅とカーポートを建築する予定です。なお、申請地は都市計画法上の用途地域、第一

種住居地域にあります。 

 

〈3番〉出島字東島○○番 外 1筆 地目：田 現況：田の 2筆 360㎡について。 

譲受人 黒部市沓掛○○番地 株式会社○○ へ、譲渡人 黒部市出島○○番地 ○○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。農振除外からの案件です。 

譲受人は既存の工場にて、はん用機械器具製造、各種機械、同部分品製造修理業を営んで

おりますが、新たに工場を新設したため、従業員も増やすこととなりました。現在、20

人従業員が勤務しておりますが、既存の駐車場では狭い為、新規で雇用する従業員分も含

め、新たに 12台の駐車場を確保するため申請されたものであります。 

 

〈4番〉中陣○○番 地目：田 現況：田の 1筆 991㎡について。 

借人 黒部市若栗○○番地 ○○株式会社へ、貸人 黒部市中陣○○番地 ○○さんから

の賃借権設定であり、転用目的は資材置場・展示場・駐車場です。農振除外からの案件で

す。 

   借人は石材業を営んでおり、若栗地内には、本社の事務所、工場、資材置場等があり、申

請地と同じ中陣地内では製品の加工スペースや製品を保管しております。近年、墓石の販

売のみでは売り上げが伸びないこともあり、新規事業として、石庭の施工、販売を手掛け

ることにしました。石庭や灯(とう)篭(ろう)、敷石等の展示もする予定で、１日 1 組～5

組の来場者が予想でき、同時に見学会等を開催すれば最低 5台の駐車場が必要です。申請

地の隣には借人と貸人の自宅があり、利便性もよい為申請されました。 

 

〈5番〉堀切○○番 外 21筆 地目：田 現況：田の 22筆 13169.93㎡について。 

譲受人 黒部市三日市○○番地 ○○へ、譲渡人 黒部市堀切○○番地 ○○さん 外 11

名からの所有権移転であり、転用目的は商業施設です。農振除外からの案件です。 

   黒部市は、国土交通省と協働で整備する道の駅に隣接して、道の駅の機能を補完するとと

もに賑わいの創出を図ることを目的とし、商業施設の整備及び管理運営行う、民間事業者

を誘致する予定です。隣接地には、黒部市総合体育館や総合公園があり、また、食料品及

び DIY・ドラッグ等の総合小売業者であるプラントも開業する予定で、地域住民の拠点、

日常の憩いの場となることが期待され、令和４年春の開業を目指しております。 

 

〈6番〉田家新○○番 外 1筆 地目：田 現況：田の 2筆 802㎡について。 

譲受人 黒部市前沢○○番地 有限会社○○へ、譲渡人 黒部市田家新○○番地 ○○さ

んからの所有権移転であり、転用目的は倉庫・駐車場です。農振除外からの案件です。 

   譲受人は、電気工事、電化製品販売を行っております。今般、事業拡大により、田家新の

事業所近辺において、1000㎡ほどの土地を探しておりました。代表取締役の居宅兼事業所

の隣の土地の所有者にお願いしたところ、高齢で耕作もできないということで売買の合意

に至りました。また、申請地には 220㎡の倉庫と来客用及び資材搬入用の駐車場を整備す

る予定です。 

 



〈7番〉荻生○○番 外 1筆 地目：田 現況：田と宅地の 2筆 314㎡について。 

譲受人 黒部市立野○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さん 外

1名からの所有権移転であり、転用目的は一般住宅です。農振除外からの案件です。 

 譲受人は現在アパートに家族と暮らしておりますが、以前より居宅を建築したいと考えて

おりました。また、将来両親の面倒を見ることや、子供の面倒を見てもらうことを考えて

実家近くで探していたところ、実家隣の父所有の土地と、伯父所有の土地を譲ってもらう

ことで合意しました。なお、4029番 3の土地については、平成 4年頃農地法の許可を得ず

に車庫と納屋を建築しており、始末書が提出されております。 

 

〈8番〉田家野○○番 地目：田 現況：田の 1筆 165㎡について。 

借人 富山市新庄北町○○番 ○○さんへ、貸人 黒部市田家野○○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。 

   借人は現在富山市のアパートに妻と居住しておりますが、実家の祖父母が高齢となり、農

作業の手助けをする必要が生じました。これに答えるため、実家の隣接地に木造２階建て

の住宅と２台分の駐車スペースを確保したく申請にいたりました。 

 

〈9番〉前沢○○番 地目：田 現況：田の 1筆 1,126㎡について。 

借人 黒部市前沢○○番地 農事組合法人 ○○ へ、貸人 黒部市前沢○○番地 ○○

さんからの賃借権設定であり、転用目的は米乾燥調製施設です。農振除外からの案件です。 

   借人は乾燥調製の既存の施設はなく、施設を賃借して行っております。本年度 35ha の水

稲作付が、来年度より 45ha と大幅に増加予定であり、賃貸借施設では対応ができないた

め、乾燥機 5台を設置し、もみ殻貯蔵スペース等乾燥調製に必要なスペースを設けた、自

己施設を新設する計画です。申請地の隣接には、借人の育苗ハウスなどの設備があり、そ

れらと連携した作業ができ経営効率が向上するため申請地を選定されました。 

 

以上、９件 33筆 17,355.93㎡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。 

 

職務代理：それでは、議案第 71 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 

職務代理：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 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第 71 号農地法第３条第１項の規定による別紙申請

の件について、当委員会は許可することに決定します。続きまして、議案第 72 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 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第 72 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。続きまして、議案第 73 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９番まで異議なし） 

職務代理：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：３番について、今までに何回も申請したのは何故か。 

事務局：転居の許可基準に既存地拡張という許可があるが、既存地の２分の１の大きさしか転用

できないという規制がある。そのために、分けて申請されている。 

Ｂ委員：５番について、申請地の下の箇所は何になるのか。誰の持ち物か。 

事務局：道の駅の駐車場になります。国土交通省の土地となります。 

Ｂ委員：道の駅の建物はどこの所有になるのか。 

事務局：国が持つ部分と市が持つ部分とですみ分けされています。 

Ｃ委員：申請地は黒部市のものになるか。 

事務局：市へまず所有権移転するが、市から民間へは賃借か売買するかはまだ決まっていない。 

Ｄ委員：８番について、圃場整備はいつしてあるか。 

事務局：昭和 61年です。 

職務代理：全体を通して何か意見はありますか。 

Ｅ委員：違反転用が多いようだが、昔は許可なしでよかったのか。 

事務局：農地法は昔からあるが、昭和 48 年より以前に建てられたものについては、航空写真等

で以前より建物が立っていることが証明できれば、農業委員会を通さずに、法務局からの

照会で地目変更が可能である。 

Ｆ委員：地目は田でも課税は現況主義なので宅地で課税されている。 

職務代理：他に意見ありますか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 73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 74 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 74号 

事務局：農地法第２条第１項の「農地」に該当しないことの申出について説明いたします。 

〈1番〉宇奈月町内山字中黒○○番 外 33筆 地目：田 現況：山林 の 34筆 2,502㎡について。 

申出人は ○○さんです。 非農地通知申出位置図並びに現地の航空写真併せてご確認くだ

さい。 

昨年取り扱いました案件と場所・経緯共に似通っておりますが、申請地は昭和 50 年頃ま

で農地の様相をしていますが、H19 年時点の航空写真では周辺農地の山林化・原野化に伴

い現在は完全に山林・原野化しております。(申請人が相続時から原野化していたとのこ

となので少なくとも H14 年には非農地化していた模様) 現地までの道路等整備されてお

らず、申請地までの移動が著しく困難な点、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か

つ、鳥獣被害も考えられ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、計 1件 34筆 2,502㎡です。 



 

職務代理：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、担当

地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし 

職務代理：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。 

Ｇ委員：以前にも下立地区で申請があったが、その都度申請ではなく、一括して山林に変えれな

いものか。 

事務局：非農地の取り扱いについては、必ずしも農業委員会で議決の必要でなく、農業委員会の

判断に変わったので、今後どうしていくかは、協議が必要。 

職務代理：他に意見有りますか。 

各委員：意見なし 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第 74 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。 

続きまして議案第 75 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 75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。 

    16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 2年 1月 21日から令和 3年 2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 11,791 ㎡、新規 6 年

以上 54,297 ㎡、再設定 6 年未満が 140,584 ㎡、再設定 6 年以上が 286,938 ㎡でござい

ます。 

    17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     7,099㎡ 

村椿地区     18件    137,224㎡ 

大布施地区    3件     4,279㎡ 

三日市地区    3件    12,534㎡ 

前沢地区      4件    32,465㎡ 

荻生地区     1件     3,825㎡ 

若栗地区     5件       17,668㎡  

下立地区     79件      262,820㎡ 

浦山地区      4件     15,696㎡ 

総件数は 118件で、利用権設定面積は 493,610㎡となっております。 

18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    1件            657㎡ 

若栗地区   2件      3,284㎡ 

浦山地区   12件         36,015㎡  です。 

19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 1,000万 3,270㎡を 2,530万 8,940㎡で割ります



と、39.5％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、20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。 

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 75 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。 

職務代理：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） 

職務代理：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 50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     ４番               

５番               

 


