
第 32回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和３年２月５日（金） 15時 00分～17時 00分 

２．場所 黒部市役所 201.202.203会議室 

３．出席委員 26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 

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 

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 中谷 広秋 氷見 康弘 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 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 110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 

 

(2) 議案第 111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 112号 令和２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 32回黒部市農業委員会総会を開催します。最初に、

湯野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。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。 

それでは、議事に入ります。議案第 110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 111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議案について審議いたします。事務局より説明願います 

 

◎議案第110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。 



３ページをご覧下さい。 

〈1番〉堀切 ○○番 地目 田 現況 畑の1筆300㎡について。 

申請者は黒部市荒町○○番地 ○○さんで、転用目的は休憩所及び駐車場です。農振除

外からの案件です。 

    申請人は、代行業をしております。代行業の現代表者が当事業から退くこととなり、代

わって代表者として引き継ぐこととなりました。現在利用している駐車場は現代表者との

契約を以って解消したいという地権者の意向により、返還することになった為、新たに休

憩所と通勤車両を止めておくための駐車場敷地が必要となりました。申請地は実家から近

く、黒部市街地や魚津市・入善町へのアクセスが良い国道バイパス８号線に近い為、申請

されました。申請地には、従業員駐車スペースを４台分および営業車を２台、また従業員

の休憩や備品置場としてコンテナを設置する予定です。 

 

以上、計５件 11筆 8,682㎡です。 

 

◎議案第111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、３件ございます。 

５ページをご覧下さい。 

〈1番〉新牧野○○番 地目 田 現況 田 の1筆 1,549㎡について。 

譲受人 黒部市三日市○○番地 ○○へ、譲渡人 神奈川県秦野市鶴巻南二丁目○○番

○○さんからの所有権移転であり、転用目的は宅地分譲地です。 

    申請地は桜井小学校から150ｍの距離にあり、黒部市民病院やショッピングセンター等

の商業施設からも近く、住環境がよいことから、若い世代からの住宅購入の要望が多い土

地です。桜井小学校下での宅地需要が多くあるため、本申請地に230㎡～300㎡までの７区

画を計画するものです。 

 

〈2番〉前沢○○番 地目 田 現況 田 の1筆 2918㎡について。 

譲受人 黒部市三日市○○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、転用目的は注文住宅建築用地です。農振除外からの案件です。 

    黒部市の住宅地の造成は中央小学校の周辺に多くありますが、近年住環境の良い高台を

希望する人も出てきました。本申請地は高台で、前沢保育所に近接しており、子育て世代

の問い合わせも多いことから、申請地を選定しました。申請地2918㎡の中央部に6ｍの道

路を新設して、約200㎡前後11区画を造成する予定です。 

 

〈3番〉宇奈月町下立字沖○○番 地目 田 現況 畑 の1筆 236㎡について。 

借人 黒部市宇奈月町下立○○番地 ○○さんへ、貸人 黒部市宇奈月町下立○○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。 

    借人は、申請地の隣の実家に妻と子供と居住しておりますが、子供の成長と共に手狭に

なった為、新居を建築し、別居することとなりました。申請地には木造２階建ての住宅を

建築する予定です。 

 

 以上、計３件 ３筆 4,703㎡です。 

 議案の詳細につきましては、A３の右上に「参考」と書いてある資料をあわせてご確認く

ださい。 

 

会長：議案第110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110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 111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（３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 111 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 112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 112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。７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 12 月 22 日から令和 3 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 14,960 ㎡、再設定 6

年未満が 52,063㎡、再設定 6年以上が 52,109㎡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。 

村椿地区      3件   26,264㎡ 

大布施地区     4件   22,583㎡ 

三日市地区    3件    6,090㎡ 

前沢地区     1件    7,311㎡ 

荻生地区      4件   48,638㎡ 

若栗地区     2件       3,284㎡ 

下立地区      2件     4,962㎡ 

総件数は 19件で、利用権設定面積は 119,132㎡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 0件です。 

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 1,082万 1,656㎡を 2,517万 7,878㎡で割ります

と、43.0％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。 

Ａ委員：利用権設定は今やっておかないと今年の耕作できないのか。了解を得ないと作業を始め

られないのか。 

事務局：毎月受付しておりますので、随時提出いただければと思います。昔からの口約束でやっ

ておられる場合もあるので、必ずしも提出しないと耕作できないわけではありませんが、

権利関係ははっきりさせておいた方がよいです。 

会長：他に意見ありますか。 

各委員：異議なし。 

会長：異議がないようですので、議案第 112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。 

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。 

（17時 00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               

 


