
第 17回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和元年 11月５日（火） 15時 30分～16時 10分 

２．場所 黒部市役所 201会議室 

３．出席委員 14名 

   農業委員 

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 

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 ０名 

  

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 56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 57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 58号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につい

て 

(4) 議案第 59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 17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 56 号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について、議案第 57 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議案を提案いたし

ます。事務局から説明願います。 

 



◎議案第 56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〉前沢○○番 地目：田 の 1筆 204㎡について。 

譲渡人 黒部市三日市○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市前沢○○番地 ○○さんへ

の所有権移転であります。理由は売買であります。また現在譲受人の経営面積は 16,737

㎡、約 1町 6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〉若栗○○番 外 2筆 地目：田 の 3筆 3,215㎡について。 

譲渡人 東京都西東京市下保谷○○番地 ○○さんから 譲受人 黒部市若栗○○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 17,059 ㎡、約 1 町 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。若栗〇〇番 地目：田 の 1筆 1,480㎡について。 

 

以上、２件 ４筆 3,419㎡であります。 

 

◎議案第 57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○○番 外 4 筆、地目、現況ともに田 の 5 筆 4,155㎡について。本申請は所有権

を移転する土地と、所有権は移転せず、賃借権設定を行う土地とが混在しておりますので、

議案書に分けて記載しております。 

 所有権を移転するのは、議案書で１－１と枝番を付けているもので、 

譲受人 魚津市吉島二丁目○○番地 ○○ へ、譲渡人 黒部市牧野○○番地  ○○さ

ん 外 2名からの 4筆 3,164㎡ です。 

また、１－２と枝番を付けましたのは、借 人 魚津市吉島二丁目○○番地 ○○ と、 

貸 人 黒部市新牧野○○番地 ○○ さんとの賃借権設定、1 筆 991 ㎡です。転用目的

は医療用テナント施設です 

申請者は不動産業を営んでおり、申請地には 192.7㎡の皮膚科と、284.58㎡の内科と 260.4

㎡の調剤薬局併設の医薬品販売店を建築し、賃貸する計画で、約 3,170㎡の来客用駐車場

65 台と従業員駐車場を 13 台設ける計画です。申請地は新川地区の基幹医療施設である黒

部市民病院に近接した土地であり、地域住民の利便性がよく、医療施設及び薬局ができれ

ば利用者にとっては最大のメリットとなることから、申請されたものであります。 

なお、申請地は都市計画法上の用途地域（近商地域、第一種住居地域、第一種中高層地域）

にあります。 

 

〈2番〉三日市○○番 外 1筆 地目：田 現況：田の 2筆 1,010㎡について。 

譲受人 黒部市植木○○番地 ○○へ、譲渡人 黒部市荻生○○番地 ○○さんからの所

有権移転であり、転用目的は資材置場です。 

譲受人は、黒部市を中心に一戸建て住宅を年間約 25～35棟建設している建設会社であり、

資材置場を探しておりました。申請地は社長の自宅に近く、管理及び営業上の利点があり、

本申請にいたりました。また、申請地北側には、譲受人により昨年宅地分譲地を造成して



おり、現在 10 区画中４区画建設されております。なお、本申請地は都市計画法上の用途

地域（第一種住居地域）にあります。 

   以上、２件 ７筆 5,165㎡であります。 

 

会 長：それでは、議案第 56 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。（２番まで同様の流れ） 

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 56 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 57 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。（２番まで同様の流れ） 

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 57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 58 号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断に

ついて審議を行います。事務局より説明願います。 

 

◎議案第 58号 

事務局：農地法第２条第１項の「農地」に該当しないことの申出について説明いたします。 

〈1番〉下立○○番 外 11筆 地目：田または畑 現況：山林 の 12筆 3,156㎡について。 

申出人は○○さんです。 

申請地につきましては昭和 40～50 年代頃までは農地として活用されていたとのことでし

たが、それ以降は申請者の父（先代）によって主に杉が植林されており現在は完全に山林

として一部原野を除いては農地としての原型は留めておりません。 

現地を確認したところ、申請地周囲の土地のほとんどが山林であり、林道沿いとはいえ人

力（草刈機）や、農業用機械（耕うん機、トラクター、プラウ、ハロー等）で耕起・整地

し、農地に復元することは物理的に困難であります。また山間部深い場所にもありますの

で、イノシシ等の鳥獣被害も考えられることより、申出人から「農地」に該当しないこと

の申出がなされたものです。 

計 1件 12筆 3,156㎡であります。 

 

会 長：それでは、事務局から説明があった「農地」に該当するか否かの判断について、現地確

認をされました地区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし 



会 長：関係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 58 号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか

否かの判断について、当委員会は許可することに決定します。 

    続きまして、議案第 59 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、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 59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、令和元年 9 月 21 日から令和元年 10 月 21 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 2,854㎡、新規 6年以

上 56,774㎡、再設定 6年以上が 23,418㎡でございます。 

地区別の利用権設定一覧表でございます。 

 

大布施地区    3件    20,031㎡ 

三日市地区     2件    10,729㎡ 

前沢地区      3件    21,682㎡ 

荻生地区     1件     2,854㎡ 

下立地区     7件    27,750㎡  

 

総件数は 16件で、利用権設定面積は 83,046㎡となっております。 

 

合意解約地区別一覧表でございます。 

今回は  石田地区    1件          3,820㎡ 

三日市地区   1件        676㎡  です。 

 

今回の利用権設定率ですが、合計面積 1,107万 0,700㎡を 2,530万 8,940㎡で割りますと、

40.2％となりました。また、農地中間管理機構の活用実績を載せておりまして、現時点で

112万 2,393㎡となっております。今回の利用権設定の詳細につきましては、14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 59 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。 

会 長：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 10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               

 


