
第 10回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 平成 31年４月 10日（水） 15時 30分～16時 50分 

２．場所 黒部市役所第２委員会室 

３．出席委員 13名 

   農業委員 

１番 髙村 茂良 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 13番 山本 隆淑 

14番 湯野 和夫   

 

 

農地利用最適化推進委員 12名 

川端 数美 能登 武彦 宮﨑 明 松澤 昭久 

寺﨑 俊弘 氷見 康弘 中谷 広秋 松島 進 

前田 優 山本 善啓 山本 秀治  山本 勝 

 

４. 欠席委員 ２名 

12番 中村 敏幸（農業委員） 中 康史（農地利用最適化推進委員） 

 

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 31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 

     (2) 議案第 32号 平成 30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。総会の開催に先立ちまして、４月１日付けの人事異動により、事

務局にも異動がありましたので、ご挨拶させていただきます。 

    （事務局あいさつ） 

事務局：それでは、ただ今から第 10 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。中村敏幸委員と中康史

推進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。橋本喜洋委員、能登吉則委員の

両委員を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第 31号  農地法第５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 31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。 

〈１番〉中新○○番地 4 地目 田 の 1 筆 50 ㎡について。譲受人 黒部市中新○○番地 ○

○さんから 譲受人 黒部市中新○○番地  ○○さん からの所有権移転であり、転用

目的は車両置場です。譲受人は、位置図の黄色の部分に居住していますが、敷地は約

55㎡ほどの面積しかなく、車庫を建てるスペースが無いことから、これまで自家用車

は自宅前の用水に架かる橋の上に停めていました。 

    今般家族が新たに車を購入することになったことから、自宅そばの本申請地を購入

し、２台分の駐車スペースとして利用することを計画し、本申請に至ったものです。 

 

〈２番〉植木○○番地  外 4 筆 地目 田 の 5筆 9,047 ㎡について。譲渡人 魚津市住吉○

○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市植木○○番地 ○○さんへの所有権移転であ

り、転用目的は注文住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

申請地は西側約 500ｍの距離に中央小学校、さくら幼稚園が存在するほか、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。今後ＹＫＫの社員、またその家族の転入

増加が見込まれ、中央小学校下での宅地需要が多くあるため、本申請地に注文住宅用

地２８区画を計画するものです。 

 

〈３番〉宇奈月町下立○○番地 外 6 筆 地目 田の 7 筆 14,921 ㎡について。借人 黒部市荒

俣○○番地 ○○株式会社と 貸人 黒部市宇奈月町下立○○番地 ○○さん外 12 名と

の賃借権設定であり、転用目的は陸砂利採取のための一時転用です。 

借人は砂利製造販売を行っている会社です。 

位置図に黄色で囲んだ部分は、現在、有限会社高野土石が陸砂利採取を行っている土地

で、平成 30年３月に一時転用の許可を受けております。第１期の工期は平成 32年３月ま

でを予定しておりますが、今般、地図に赤色で囲んだ隣接の農地についても陸砂利採取を

行うため、本申請が行われたものです。なお、第１期採取地に設置している土砂の計量器

やトラックの洗車場および通路は、当面の間共用することとしております。 

地権者をはじめ耕作者、地元関係者の同意や、市道・水路管理者など、関係機関の同意

も得ており、砂利採取の認可申請も県に申請済みです。 

一時転用期間は転用の許可日より２年間であり、土砂を約 83,900㎥（約 18万トン）採

取し、砂利採取事業終了後には、市内外の山土砂や公共用土砂仮置場などから埋め戻し用

の土砂を確保し、直ちに農地として復元する計画です。 

 

以上、計 3件 13筆 24,018㎡であります。 

 

 



会 長：それでは、議案第 31 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。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 31 号農地法第５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28号平成30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、当委員会の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、委員の退席を命じます。 

（ 〇〇委員退室 ） 

それでは事務局から説明願います。 

 

◎議案第 32号 

事務局：今回提出させていただきますのは、平成 31年 2月 21日から平成 31年 3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 年未満が 35,159 ㎡、新規 6 年

以上が 4,633 ㎡、再設定 6 年未満が 61,636 ㎡、再設定 6 年以上が 160,509 ㎡でございま

す。 

地区別の利用権設定としては、 

 

石田地区    3件     6,845㎡ 

村椿地区     1件     9,635㎡ 

大布施地区   12件    52,997㎡ 

前沢地区    7件    45,513㎡ 

荻生地区    2件    25,606㎡ 

若栗地区    12件     44,549㎡ 

東布施地区   6件    23,339㎡ 

下立地区    9件    35,067㎡ 

浦山地区     7件    18,386㎡ 

 

総件数は 59件で、利用権設定面積は 261,937㎡となっております。 

合意解約地区別一覧表でございますが、 

大布施地区   4件         5,864㎡      です。  

今回の利用権設定率ですが、合計面積 1,028万 7,812㎡を 2,530万 8,940㎡で割りますと、

40.6％となりました。 

今回の利用権設定の詳細につきましても、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。何かご意見はございませんか。 



各委員：異議なし。 

会 長：異議がないようですので、議案第 32号平成 31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ます。 

（ 〇〇委員入室 ） 

 

会 長：次にその他の事務連絡に移ります。 

（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。お疲れさまでした。 

（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    ５番               

６番               

 


