
第 36回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和３年６月７日（月） 15時 00分～16時 30分 

２．場所 黒部市民会館 102会議室 

３．出席委員 12名 

   農業委員 12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 

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 

  10番 竹田 登 

５．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 平野 孝英 

  係  長 辻 真美 

  主  査 岸上 美栄子 

  主 事 紙谷 泰史 

 

６．議事 (1) 議案第 121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 122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 123号 令和３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 

事務局長：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 36回黒部市農業委員会総会を開催します。 

 それでは、湯野会長より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。竹田登委員から事前

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 121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 122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 121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説明いたします。3 ペ

ージをご覧下さい。 

〈1番〉荒町○○番 地目：田 現況：畑の 1筆 501㎡について。 

申請者は黒部市荒町○○番地 ○○さんで、転用目的は農家住宅敷地です。 



   平成 2年に、申請人の父が申請地に農家住宅を建設するため、除外申請をしました。しか

し父が体調を崩し、計画が中断し、平成 27 年に他界しました。現在、母と農地管理をして

おりますが、母も高齢となり労力不足となっており、農業に本腰を入れるため、既存倉庫の

隣接となる申請地に住宅を建築し農作業の利便性を図りたく申請されました。現住宅は、築

58年が経過し、老朽化が著しく、耐震基準も満たしていない為、取り壊し、売却する予定と

しております。 

   以上、１件１筆 501㎡です。 

 

◎議案第 122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。5ページをご覧下さい。 

〈1番〉前沢字堂田西○○番 地目 田 現況 田 の１筆 2589㎡について。 

譲受人 魚津市住吉○○番地 ○○へ、譲渡人 黒部市中野○○番地 ○○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 500ｍ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、本申請地に約 210 ㎡～320 ㎡までの

10区画を計画するものです。 

 

〈2番〉堀切○○番 外 1筆 地目 田 現況 雑種地 の 2筆 429㎡について。 

借人 滑川市加島町○○番地 ○○さんへ、貸人 黒部市石田○○番地 ○○さんからの

賃借権設定であり、転用目的は住宅敷地です。 

    借人は、現在、妻と子供とアパートに住んでおりますが、子供の成長に伴い手狭となっ

てきたため、住宅を建築することとなりました。共働きとなる為、妻の実家近くに生活拠

点を置き、両親に子育て支援の協力を得たく、妻の父の所有地である休耕田の一部を提供

してもらうこととなりました。申請地は平成 13年に残土置き場として貸した経緯があり、

その後整地された後は畑として管理しておりましたが、土壌も固くなり雑種地の用を呈し

ておりますので、始末書が添付されております。 

 

〈3番〉吉田○○番 外 17筆 地目 田 現況 田 の 18筆 17129㎡について。 

譲受人 東京都千代田区神田和泉町○○番地 ○○へ、譲渡人 黒部市吉田○○番地 吉

○○さん 外８名 からの所有権移転であり、転用目的は社員寮です。地図をご覧くださ

い。青色で囲んである箇所 12筆 12058㎡が農振除外からの案件で、その他の箇所 6筆 5071

㎡は当初から除外地となっております。 

譲受人の○○では、本社機能の一部移転を図り、世界の中核工場として基盤整備を進め

ています。近年、黒部事業所で勤務する社員数増加に加え、国内社員の長期研修や海外社

員の就労や研修滞在が増え、既存社員寮の老朽化も進んでおり、社員の住まい不足が深刻

な課題となっております。 

本計画は、新たな工場基幹道路整備と併せて、社員寮を整備するもので、全体で約 300

戸の住戸を整備する予定であり、今回 1期計画として、詳細地図のとおり、西側に住居棟



11 棟 96 戸、共有施設として共同浴場やランドリー、東側には駐車場を併せて整備する予

定としております。 

   以上、計３件 21筆 計 20,147㎡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：それでは、議案第 121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、田家地区の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 121 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 122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します。 

１番の案件について、前沢地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（同様に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。 

Ａ委員：３番の案件について、駅の移設の話はどうなっているのか。 

Ｂ委員：地元への説明では、○○からの要望はあるが、移設するとは確実に言えない。 

Ｂ委員：社員寮として申請しているが、社員寮でなくアパートになった場合は変更申請はいるの

か。 

事務局：確実には県に聞いてみないと判断しかねるが、同じ宅地であり、用途が大きく変わるも

のではないため、必要ないのでは。 

会 長：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 122 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 123号令和３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。 

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３年４月 21日から令和３年５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 0㎡、再設定６年未満

が 6,248㎡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      ２件   3,271㎡ 

若栗地区     １件   2,977㎡ 

総件数は３件で、利用権設定面積は 6,248㎡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     ２件          3,271㎡ 

浦山地区     １件      2,248㎡ 

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 1,087万 7,300㎡を

2,514万 4,627㎡で割りますと、43.3％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：異議なしとのことですので、議案第 123号令和３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。 

（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     ２番               

３番               


