
第 25回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年７月６日（月） 15時 25分～16時 30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 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   

４. 欠席委員 ０名 

５．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 霜野 好真 

  係  長 辻 真美 

  主  査 岸上 美栄子 

  主 事 中陳 真 

 

６．議事 (1)議案第 87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 88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 89号 令和２年度黒部市農用地利用集積計画の決定について 

 

(3)議案第 90号 土地区画整理組合設立認可申請に係る同意について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 25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。山本隆淑委員、髙村茂良委員の

両委員を指名します。それでは、議事に入ります。 

議案第 87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 88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。本２議案については、当委員会の○○委員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、委員の退席を命じます。 

 

◎議案第 87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、2件ございます。 

3ページをご覧下さい。 



〈1番〉飯沢○○番  地目：田 の 1筆 198㎡について。 

譲渡人 黒部市飯沢○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市飯沢○○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 5,015㎡、

約 5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。 

 

〈2番〉宇奈月町下立○○番  地目：田 の 1筆 1,028㎡について。 

譲渡人 黒部市宇奈月町下立○○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 417,739 ㎡、約 41 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 2件 2筆 1,226㎡であります。 

 

◎議案第 88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、6 件ございま

す。5ページをご覧下さい。 

〈1番〉三日市字栄町○○番 外 2筆 地目：田 現況：田 の 3筆 840㎡について。 

譲受人 東京都千代田区九段北一丁目○○番 ○○ へ、譲渡人 黒部市生地神区○○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。 

譲受人は、講習会や講演会、機関紙の刊行等を行う一般社団法人で、早朝に行われる朝起

会を主催しています。申請地の隣接地にはその集会場がありますが、現在は自家用車で来

る人が多いため、他の公民館等を利用していました。今般、申請地横の（家）となってお

ります建物を取り壊して駐車場とし、また、本申請地も含めて駐車場とすれば、再度集会

場を利用することができるため、申請されました。申請地と申請地横にて計 29 台の駐車

場を確保する予定です。 

 

〈2番〉前沢字北○○番 外 13筆 地目：田、現況：田及び雑種地 の 14筆 1183.6 ㎡について。 

譲受人 富山市水橋市田袋○○番地 ○○ へ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○ さ

ん外３名 からの所有権移転であり、転用目的は注文住宅建築用地です。位置図の青色の

箇所、○○番のみ農振除外からの案件です。 

譲受人は不動産業を営んでおり、旧アピタ跡地にて住宅団地を造成する計画を立てました。

しかしながら、農地のままになっている土地が残っており、今回申請された次第です。計

画地には 121区画造成される予定で、前沢北土地区画整理組合による土地区画整理事業が

行われる予定です。現在前沢北土地区画整理組合設立の認可申請を行う準備段階であり、

議案第 90 号にて農業委員会に意見を求められておりますので、それにつきましては後程

ご説明いたします。 

 

〈3番〉山田新○○番 地目：田 現況：田 の 1筆 321㎡について。 

借人 石川県七尾市万行町○○街区○○番地 ○○ さんへ、貸人 黒部市山田新○○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、石川県七尾市のアパートに居住していますが、妻の実家の祖父が高齢の為、

実家の隣接地で新居を建設し、祖父と両親の面倒をみることと、農作業を手伝うこととな

りました。申請地は木造２階建ての住宅と、車２台分の駐車スペース、庭地にする計画で

す。 

 

〈4番〉前沢○○番 地目：田 現況：田 の 1筆 1,298㎡について。 

譲受人 黒部市前沢○○番地 ○○ へ、譲渡人 黒部市植木○○番地 ○○ さんから

の所有権移転であり、転用目的は資材置場です。農振除外からの案件です。 

   譲受人は建設業を営んでおりますが、事業拡大に伴い、重機の置場を確保する必要が出て

きました。申請地は本社に近く、利便性が良いため申請されたものであります。申請地は

重機３台及び建設資材置場として利用する予定です。 

 

〈5番〉荻生○○番 地目：畑 現況：畑 の 1筆 108㎡について。 

譲受人 黒部市若栗○○番○ ○○ へ、譲渡人 富山市窪新町○○番○○号 ○○ さ

んからの所有権移転であり、転用目的は資材置場です。 

   申請地の横には譲渡人の旧住宅があり、申請地は宅地の一部の菜園用地として利用されて

きました。現在は富山市に居住しており、本人も高齢化し年金暮らしで、建物も老朽化し

ている為、取り壊すこととなりました。譲受人が建物を取り壊し、その後資材置場として

使用したいとのことで申請されました。 

 

〈6番〉宇奈月町下立○○番 地目：田 現況：雑種地 の 1筆 432㎡について。 

譲受人 黒部市宇奈月町下立○○番地 ○○ へ、譲渡人 黒部市宇奈月町下立○○番地

○○ さんからの所有権移転であり、転用目的は車両等資材置場です。 

   譲渡人は平成 21 年に○○の代表者として、当時の破産物件である土地と建物を取得しま

したが、申請地が田と知らず駐車場として利用してきました。譲受人は申請地の隣接地で

営農しており、○○が今月で解散することから、引き続き利用したいとのことで申請され

ました。申請地には積載車やトラクターの車両及び農業用資材を置く予定です。 

 

以上、計 6件 21筆 4,182.6㎡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 87 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（同様に２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、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 87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 88 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、三日市地

区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし（同様に６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、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 88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。ここで○○委員の入室を許可い

たします。続きまして、議案第 89 号 令和２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 89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。 

    9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 5月 21日から令和 2年 6月 22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 12,341 ㎡、再設定 6

年未満 38,687㎡でございます。 

10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。 

田家地区      25件       51,028㎡ 

総件数は 25件で、利用権設定面積は 51,028㎡となっております。 

11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  東布施地区    1件           1,237㎡ です。 

12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 1,025万 5,418㎡を 2,517万 7,878㎡で割ります

と、40.7％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、13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。 

Ａ委員：会社名で利用権設定しないのはなぜか。 

事務局：農業部分は個人名で、加工部分は会社と分けておられます。 

会長：他に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 89 号令和２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。続きまして、議案第 90 号土地区画整理組合設立

認可申請に係る同意ついて審議を行います。事務局より説明願います。 

 

◎議案第 90号  

事務局：土地区画整理組合設立認可申請に係る同意について、黒部市前沢北土地区画整理組合設

立認可申請者代表 ○○さんより、農業委員会へ意見を求められております。22ページ



をご覧ください。議案第 88 号であった、旧アピタ跡地にて、住宅団地の建設を予定し

ており、先ほど残っていた農地について審議をいただいたところでありますが、住宅団

地を整備するにあたり、民間において、土地区画整理組合を設立し、事業を行う予定で

あります。施工地区は、前沢字北及び前沢字堂田西、施工面積は宅地、道路公園等を含

め 52，895.78 ㎡、事業名は黒部市前沢北土地区画整理事業、事業期間は令和２年９月

１日～令和４年３月 31日です。 

資料２の組合設立認可までの流れをご覧ください。現在は、黄色の箇所の組合設立の認

可申請のところでして、申請者が提出書類の準備をしておるところですが、4 ページに

あります富山県土地区画整理組合事務処理要領の第６条第２項（４）に認可申請の添付

書類として、市町村農業委員会及び関係土地改良区の意見書の写しとありますので、今

回、農業委員会へ意見を求められた次第であります。左岸土地改良区からは既に意見を

いただいたとのことで、5.6 ページにその意見書を載せてありますので参考にご覧くだ

さい。今後事業の施工にあたり、黒部市農業委員会としては、議案書 23ページの（案）

のとおり意見を付して回答してよいか伺います。回答内容を読み上げます。 

１ 近隣農地の耕作に支障がないよう、地元関係者と十分協議すること。 

２ 用排水路等農業施設の機能保持について土地改良区の指導の下、万全を期すこと。 

資料２の 1ページ組合設立認可までの流れをご覧ください。今回農業委員会からこの意

見書を出し、組合設立の認可申請が県に進達されましたら、黄色の箇所、市町村農業委

員会への諮問とありまして、次は県から農業委員会へ諮問されることとなります。再度

皆様に意見を伺うこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

また、今回の計画は、○○番○は現在除外縦覧中の為、含まれておりません。計画に農

用地を含めてはいけないので、除外が下り次第、○○番○を含めた上で計画変更を出さ

れるとのことです。 

 

会長：それでは、事務局から説明があった土地区画整理組合設立認可申請に係る同意について各

委員の意見を求めます。何かご意見ございませんか。 

Ｂ委員：ここはもともと地主から土地を借りていたのか。 

事務局：当時より賃借されており、今回住宅団地を造成するにあたり、○○が購入することとな

った。ただ、田のまま利用したい方もおられ、転用せず田として残す土地もあります。 

会長：他に意見ございますか。 

各委員：異議なし。 

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     13番               

１番               

 


