
第 11回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和元年５月 13日（月） 15時 25分～16時 00分 

２．場所 黒部市役所 203会議室 

３．出席委員 13名 

   農業委員 

２番 川原 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 １名 

１番 高村 茂良  

 

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 33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 34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 35号 令和元年度黒部市農用地利用集積計画に対する意見について 

 

 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 11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。高村茂良委員から事前

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。松倉秀子委員、中野貴代美委員

の両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 33号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について、事務局の説明を求



めます。 

◎議案第 33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。 

〈１番〉笠破〇〇番 他 8筆 地目 田及び畑 の 9筆 5,808㎡について。 

譲渡人 富山市上袋○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市笠破○○番地 ○○さん

への所有権移転であります。理由は贈与であります。また現在譲受人の経営面積は 19,030

㎡、約 1町 9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〉浦山〇〇番地  地目 田の 1筆 522㎡について。 

譲渡人 富山市東中野町三丁目○番○号 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町浦山

○○番地 ○○さんへの所有権移転であります。理由は贈与であります。また現在譲受人

の経営面積は 7,071㎡、約 7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。 

 

以上、計 2件 10筆 6,330㎡であります。 

 

会 長：それでは、議案第 33 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、その他の委員さん異議ありませんか。 

Ａ委員：２件の譲受人と譲渡人の関係性を教えてほしい。 

事務局：１番については親戚ではないが、譲渡人が相続されて以来、譲受人に預けて小作、保全

管理していただいていたということです。２番については、同級生同士であり、親交が

あったと聞いております。 

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 33 号農地法第３条第 1 項の規定による許可申請に

について、当委員会は許可することに決定いたします。 

 

会 長：引き続き、議案第 34 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

て事務局より説明願います。 

 

◎議案第 34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〉牧野〇〇番地 地目 田 現況 田、一部宅地 の 1筆 500㎡について。 

譲受人 滑川市荒俣○○番地 ○○さん 外１名 へ、譲渡人 黒部市新牧野○○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敷地です。 

譲受人は、現在滑川市のアパートに妻と居住していますが、譲渡人であり共有者の祖母の

高齢化とその他の経済的な事情により、実家の近接地である申請地で住宅の建設をする

ことを計画し、本申請に至ったものです。 



敷地内には、木造２階建て住宅と自家用車３台が駐車できる車庫の建築を予定していま

す。本申請地の 500 ㎡のうち、約 350 ㎡は農業用倉庫が昭和 34 年に新築されて現存して

あり、農地法の許可を得ずに使用してきたことが発覚したため、始末書を添付のうえ是正

の申請をするものです。 

なお、本申請地は、都市計画上の用途地域（第１種住居地域）の区域内にあり、300ｍ

以内に黒部市民病院やスーパーマーケット、ドラッグストアがあり、住環境のよい土地で

あります。 

 

〈２番〉新牧野 265番 外 2筆、 地目、現況ともに田 の 3筆 2,116㎡について。 

譲受人 魚津市吉島○○番地 ○○へ、譲渡人 黒部市中野○○番地  〇〇さん 外

2名 からの所有権移転であり、転用目的は注文住宅敷地です。 

申請地は都市計画上の用途地域（第２種住居地域）の区域内にあり、東側約 500ｍの

距離に桜井小学校が存在するほか、スーパーマーケットやドラッグストア等の商業施設、

黒部市民病院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。１区画あたり約 180㎡～220㎡の宅地分譲地 10区画を設ける予定です。 

 

以上 計 ２件  ４筆  2,616㎡ 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：議案第 34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番と２番の案件について、三日市地区の委員の意見を求めます。 

各委員：異議ありません。（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。 

Ｂ委員：県営公害防除特別土地改良事業の完了年度が平成 26年度で経過年数が足りないのでは？ 

Ｃ委員：平成 26 年度は最終の年度であって、その前に工事は終わっており、順次作付けしてい

る。特別土地改良事業なので、許可がでる。原則は８年。 

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34号 農地法第５条第１項の規定による申請の件に

ついて、当委員会は許可に同意することに決定します。 

 

会 長：引き続き、議案第35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。 

本議案については、〇〇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、退席いたします。 

以後の進行は湯野職務代理にお願いします。 

（ 〇〇委員退室 ） 

職務代理：それでは事務局から説明願います。 

 

◎議案第 35号 



事務局：今回提出させていただきますのは、平成 31年 3月 21日から平成 31年 4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年未満が 2,270㎡、新規 6年

以上が 11,902 ㎡、再設定 6 年未満が 16,884 ㎡、再設定 6 年以上が 11,115 ㎡でござい

ます。 

地区別の利用権設定一覧表でございます。 

 

前沢地区    1件     1,126㎡ 

荻生地区    1件     6,865㎡ 

若栗地区     4件     10,019㎡ 

下立地区    2件    14,056㎡ 

浦山地区     4件    10,105㎡ 

 

総件数は 11件で、利用権設定面積は 42,171㎡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  浦山地区   3件         10,394㎡      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 1,025万 8,358㎡を 2,530万 8,940㎡で割ります

と、40.5％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましては、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。 

 

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。何かご意見はございませんか。 

Ａ委員：１年の利用権設定とあるが、手続きが大変だと思うが、今後もあり得るものか。 

事務局：長いスパンでお願いはしたいが、２者間の契約で、個々の事情もあるので中々難しい。 

職務代理：他に意見はございますが。 

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 35 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。 

    ここで〇〇委員の入室を許可いたし、進行の任を解かせていただきます。 

（ 〇〇委員入室 ） 

 

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 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    ７番               

８番               

 


