
第 12回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和元年６月５日（水） 15時 25分～16時 55分 

２．場所 黒部市役所 301会議室 

３．出席委員 13名 

   農業委員 

１番 高村 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 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 

８番 中野 貴代美  

 

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 36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 37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 38号 農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請に対する意見 

             について 

     (4) 議案第 39号 農地法第３条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明書の 

             交付について 

     (5) 議案第 40号 令和元年度黒部市農用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 12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。中野貴代美委員から事

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。竹田登委員、岩井竹志委員の両

委員を指名します。 



それでは、議事に入ります。 

議案第 36号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、案第 37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議案第 38 号農地法第５条第１項の

許可に係る事業計画変更申請に対する意見について事務局の説明を求めます。 

◎議案第 36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、１件ございます。 

〈１番〉宇奈月町愛本新〇〇番 他 1筆 地目：田 の 2筆 2,263㎡について。 

譲渡人 東京都町田市根岸一丁目○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町

舟見○○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 5,258 ㎡、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。 

 

以上、計 1件 2筆 2,263㎡であります。 

 

◎議案第 37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、５件ございます。 

〈1番〉荻生〇〇番 地目：田 現況：田、の 1筆 2,935㎡について。 

譲受人 黒部市三日市○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地  ○○さん

からの所有権移転であり、転用目的は注文住宅分譲地です。農振除外からの案件です。 

譲受人は、黒部市荻生地区にて注文住宅分譲地として、2,500 ㎡程の土地を探していまし

た。申請地より南側約 300ｍの距離に荻生小学校、西側約 600ｍの距離にはコンビニ、ド

ラックストア、更に西側へ約 200ｍ行きますと、ショッピングセンターやホームセンター

が存在しており、分譲住宅地として良い環境のところであります。現在 10 件ほどの問い

合わせがあり、本申請地に注文住宅用地１２区画を計画するものです。 

 

〈2番〉沓掛〇〇番 外 2筆、 地目、畑と田、現況、休耕田の 3筆 98.72㎡について。 

譲受人 黒部市沓掛○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市沓掛○○番地  ○○さん 

からの所有権移転であり、転用目的は農家住宅敷地の拡張です。農振除外からの案件で

す。 

      譲受人は、既存地に住み、農機具保管のための物置を設け農業を営んでおりますが、既

存地は東西に長く、南北に狭く農作業をするにも大変不都合であります。現在の居宅に

は家族６人が居住しており、車も４台保有しておるため、今般、申請地に駐車場敷地、

農作業敷地を確保するため、本申請に至ったものです。また、申請地には平成 5 年より

農地法の許可を得ずにカーポートが建てられており、是正のため始末書が提出されてお

ります。 

 

〈3番〉尾山〇〇番 地目 田、現況 休耕田の 3 筆 244 ㎡について。 

譲受人 黒部市尾山○○番地 ○○さん へ、譲渡人 富山市星井町一丁目○○番

○○さん からの所有権移転であり、転用目的は住宅敷地です。 

 譲受人は、申請地近くにて、父親所有の住宅に家族とともに同居しておりますが、９人



で生活しているため、大変狭いです。そこで申請地を購入し、自己ならびに妻子の居住

する２階建ての木造住宅と、駐車場を設けたく本申請に至りました。 

 

〈4番〉立野〇〇番 外 3 筆 、地目、現況、田の 4 筆 2,616 ㎡について。 

譲受人 魚津市住吉○○番地 ○○さん へ、譲渡人 黒部市堀切○○番地  ○○

さん 外 3 名からの所有権移転であり、転用目的は従業員駐車場用地です。農振除外

からの案件です。 

      申請地隣には、テナント店舗であるプラントが入店することとなっており、プラントは、

食料品スーパーやドラッグストア、軽食店舗の総合店舗であり、その従業員及び出入り

業者等を含めると、約 60～70人ほどの駐車場が必要となります。幅員６ｍの通路を３本

入れて、普通乗用車６３台分の駐車スペースを確保するものです。 

 

〈5番〉天神新〇〇番 、地目：田、現況：休耕田の 1,460 ㎡について。 

譲受人 黒部市堀高○○番地 ○○さん へ、譲渡人 横浜市港南区芹が谷一丁目

○○番 ○○さんからの所有権移転であり、転用目的は共同住宅敷地です。 

      申請地の黒部駅周辺においては、商業施設を含めて活性化しており、都市計画上の用途

地域（第１種住居地域）の区域内にあり、住みよい環境へと変わりつつあります。譲

受人は、申請地近くの共同住宅も平成 29 年３月 31 日に農地転用許可を受けており、現

在満室であります。また、申請地の譲渡人から「高齢となり今後の土地管理も困難と

なったことから、共同住宅敷地として有効活用してもらいたい」旨の申し出があり

ました。よって、２棟１４室の共同住宅を計画するものです。 

 

◎議案第 38号 

事務局：農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請ですが、１件ございます。 

〈１番〉三日市〇〇番 地目 田 現況 雑種地の 174 ㎡についてです。A3 の別紙にあり

ますとおり、転用目的の事業計画変更です。 

    当初の計画では、グラウンドの位置は現状のまま、園庭を拡張するということで、転用

目的を園庭敷地拡張で平成 30 年２月 28 日に許可を得ておりましたが、現在の園舎は、

昭和 49 年建築で耐震基準を満たしていないことから、園舎全体を増改築することにな

り、園庭の位置も変更する計画になりました。計画変更により、グラウンドの位置や建

物の配置も大きく変わり、申請地の一部にも園舎がかかることから、園庭敷地拡張では

なく、園舎敷地拡張に変更するものです。 

 

会 長：それでは、議案第 36 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。 

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 36 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 37 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 5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：4 番について質問します。プラントの中にある道路はどうなるのか。また、申請地とプ

ラントの間にある道路、道の駅ゾーンの道路はどうなるか。 

Ｂ委員：民間開発地プラント内にある道路は払い下げによりプラントの敷地になり、プラントと

申請地の間の道路、誘致ゾーン、道の駅ゾーンの道路はそのまま残ります。 

事務局：民間開発地プラントにつきましては既に農地転用の許可が下りていますが、道の駅ゾー

ンについては土地収用法により除外申請、農地転用は不要で、公告すれば足りるという

ことで、農業委員会にはかけません。誘致ゾーンにつきましては、除外申請、農地転用

申請が必要です。 

会 長：他に意見ございますか。 

各委員：異議なし。 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 37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。 

 

会 長：続きまして、議案第 38 号農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請について

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 38 号農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変

更申請の件について、当委員会は承認に同意することに決定します。 

 

会 長：続きまして、議案第 39 号農地法第３条第１項の規定による許可に準ずる買受適格証明

書の交付について審議を行います。 

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。 

（〇〇委員退席） 

それでは事務局から説明願います。 

 

◎議案第 39号 

事務局：農地法第３条第１項の許可に準ずる買受適格証明書の交付についてですが、1 件ござい

ます。 

〈１番〉若栗〇〇番 地目：田 の 1 筆 3,583 ㎡について。 

申請人 黒部市若栗○○番地 有限会社○○、理由は経営規模の拡大であります。また

申請人の経営面積は 840,890 ㎡、約 84 町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。 

買受適格証明の説明をさせていただきます。 

農地が競売などに付され、売却により所有権が移転する場合には、農地として利用する

のであれば農地法３条の、農地以外として利用するのであれば農地法５条の規定による

許可が必要です。 

通常の不動産競売では、買受申出人のうち最高価格買受申出人が落札することになりま

すが、農地の場合、その人が農地法の規定による許可を受けなければ所有権を移転する

ことができません。なので、落札後に農地法の許可を得られず、所有権移転できなくな

った場合には、もう一度競売をやり直さなければならなくなり、関係者や関係機関にと

って時間的、経済的に過度の負担になります。 

このことから、競売の場合は、執行裁判所は、（民事執行法による）農地の売却の処理

を円滑にするために、民事執行規則 33 条の規定により、買受の申出ができる者を、農

地法の許可の権限を有する行政庁の交付した「買受適格証明書」を有している者に限る

としております。（平成 24.3.30 23 経営 3475、23 農振 2697（民事執行法による農地等

の売却の処理方法について））。 

 なお、買受適格証明書を添付して入札に参加し、落札した場合でも、本来はその後、

速やかに農地法第３条の規定による許可申請を提出し、改めて農業委員会にかけて許可

を受けなければいけません。 

 しかし、落札後に通常の手続で農地法第３条の規定による許可申請をした場合には、

許可が出るまで相当の事務処理期間を有するため、関係機関の事務処理にも支障をきた

す恐れがあることから、特例として、買受適格証明の審議の際には、併せて農地法３条

の規定による許可申請についても事前に審議しておくことができるようになっており、

落札後改めて農業委員会の審議に付すことを省略して、事務的な処理だけで手続きを済

ませることができることとなっております。本総会では、通常の３条と同様の観点で申

請人が要件を満たしているかを判断していただければと思います。 

 

会 長：１番は若栗地区の案件ですが地区委員の〇〇委員が退席されていますので、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 39 号農地法第３条第１項の規定による許可に準ず

る買受適格証明書の交付について、当委員会は交付することを決定します。ここで、〇

〇委員の入室を許可します。 

    （〇〇委員入室） 

    続きまして、議案第 40 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。事務局から説明願います。 

 

◎議案第 40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。 

今回提出させていただきますのは、平成 31 年 4 月 23 日から令和元年 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、再設定 6 年未満が 23,543 ㎡、再設

定 6年以上が 9,077㎡でございます。 

13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。 

 

三日市地区   1件     3,212㎡ 

前沢地区    1件    17,358㎡ 

若栗地区     1件      2,973㎡ 

下立地区    1件     9,077㎡ 

 

総件数は 4件で、利用権設定面積は 32,620㎡となっております。 

 

14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  三日市地区   1件         433㎡      です。 

 

15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 1,028万 6,620㎡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は、 16 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 40 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。 

 

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 55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    10番               

11番               

 


