
第 19回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和２年１月８日（水） 14時 00分～15時 00分 

２．場所 黒部市役所 201.202会議室 

３．出席委員 13名 

   農業委員 13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 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 

７番 松倉 秀子 

５．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 霜野 好真 

  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 63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 64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 

 

     (3) 議案第 65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 

 

(4) 議案第 66号 令和元年度黒部市農地利用集積計画の決定について 

 

(5) 議案第 67号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

 

７．会議の内容 

事務局：皆様、お疲れ様です。ただ今から第 19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。松倉秀子委員から事前

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。山本隆淑委員、髙村茂良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 63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 63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説明いたします。3ページをご覧下

さい。 

〈１番〉浦山○○番 外 4筆 地目：田 の 5筆 8,593㎡について。 

譲渡人 黒部市宇奈月町栃屋○○番地 故○○さんから 譲受人 黒部市宇奈月町栃屋○○

番地  ○○さんへの所有権移転であります。理由は贈与（遺贈）であります。 

また現在譲受人の経営面積は 469,800 ㎡、約 47 町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。 

本案件については、譲渡人故○○さん の遺言公正証書に基づき申請がなされたものであ

ります。（譲渡人については遺言執行人の○○さんより代理申請） 

 

以上、１件 5筆 8,593㎡です。  

 

◎議案第 64号 

事務局：農地法第４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 地目：田 現況：宅地の 1筆 3.82㎡について。 

申請者は黒部市牧野○○番地 ○○ さんで、転用目的は宅地の一部です。 

申請地を拡大した図面をつけておりますので、地図の詳細をご覧ください。昭和 56 年頃

に地元地区の都合により市で農道及び水路の付け替えを行いました。詳細地図で言います

と、青色の箇所から紫色の箇所へ付け替えられました。残地となった赤色の申請地○○番

を自宅の一部に取り込み、黄色で囲ってあります全体を宅地として使用しておりましたが、

農地法の許可を得ずに使用していたことが発覚し、この度、始末書を添付のうえ、是正の

申請をされたものであります。なお、申請地は都市計画法の用途地域（第一種住居地域）

にあります。 

 

〈2番〉前沢○○番 地目：畑 現況：宅地の 1筆 264㎡について。 

申請者は黒部市植木○○番地 ○○ さんで、転用目的は車庫用地です。 

申請地は、昭和 40 年代より自宅前の駐車スペースとして利用され、現存する車庫も昭和

50年頃に建築されました。申請者は実家を相続で引き継ぎましたが、申請地が農地のまま

となっている為、始末書を添付のうえ、是正の申請をされたものであります。 

 

   以上、2件 2筆 267.82㎡です。 

 

◎議案第 65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、６件ございます。 

〈1番〉三日市長面○○番 地目：田 現況：畑 の 1筆 300㎡について。 

譲受人 黒部市三日市○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市三日市○○番地 ○○さん

からの所有権移転であり、転用目的は駐車場です。農振除外からの案件です。 

申請者は保育園の経営をしており、来年度に園舎の増改築工事を計画しています。現在園

舎敷地内に 17 台と、保育園の道を挟んで向かい側に職員専用貸駐車場 14 台の計 31 台分

の駐車場を備えておりますが、工事のため、園舎敷地内の駐車場のうち、約８台分が利用

できなくなるため、新たに駐車場が必要となりました。申請地は保育園と約 100ｍの距離



で利便性もよく、９台程度の収容が可能で、職員用に８台と残り１台分は、送迎や来園者

用として利用する予定です。 

 

〈2番〉宇奈月町栃屋沖野割○○番 地目：田 現況：畑の 1筆 113㎡について。 

譲受人 黒部市宇奈月町浦山○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市宇奈月町浦山○○番

地○○さんからの所有権移転であり、転用目的は宅道及び駐車場です。農振除外からの案

件です。 

譲受人の居宅のすぐ南側には市道栃屋下立線があり、居宅から市道へ出入りできるように

と、農地法の許可を得ず、申請地の一部を宅道として利用しておりました。また、今後は

積雪の場合も考えて、市道栃屋下立線に面した土地を駐車場としたく、譲渡人と売買につ

いて合意に至ったものであります。なお、宅道の利用については是正のため始末書が添付

されております。 

 

〈3番〉前沢○○番 地目：田 現況：宅地の 1筆 325㎡について。 

譲受人 黒部市前沢○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市前沢○○番地 ○○さんから

の所有権移転であり、転用目的は資材倉庫敷地です。農振除外からの案件です。 

譲受人は、昭和 39 年頃より建築業を営み、前沢○○番及び○○番にて事務所兼資材置場

を建築し利用していましたが、事業が大きくなるにつれ年々資材が増え、置く場所がなく

なり、当該申請地に資材置場が必要となりました。昭和 58 年頃に農地法の許可を得ずに

資材用倉庫を建築しており、今般、相続登記を機に農地と判明した次第であり、始末書を

添付のうえ是正の申請をされたものであります。 

 

〈4番〉若栗○○番 外 1筆 地目：田 現況：田の 2筆 1,501㎡について。 

譲受人 富山市千歳町二丁目○○番 ○○さんへ、譲渡人 黒部市若栗○○番地 ○○さ

ん外 1名からの所有権移転であり、転用目的は駐車場用地です。農振除外からの案件です。 

   譲受人は、既存敷地において、事業用車両、個人用車両合わせて計 40 台の車両駐車場を

確保し運用しております。しかしながら、北陸新幹線開業後、予想を大きく超えた来客需

要があり、年間を通じて車両が不足しており、観光シーズン等の繁忙期も見込み、さらに

70台程の駐車スペースが必要となります。既存敷地の隣に駐車場敷地を確保する為、申請

されたものであります。 

 

〈5番〉宇奈月町栃屋○○番 外 1筆 地目：田 現況：田の 2筆 473㎡について。 

譲受人 黒部市宇奈月町栃屋○○番地 ○○さんへ、譲渡人 黒部市宇奈月町栃屋○○番

地 ○○さん外 1名からの所有権移転であり、転用目的は駐車場用地です。農振除外から

の案件です。 

   譲受人は自動車修理工場を営んでおります。修理に伴い車両の一時的な駐車スペースを確

保したく、申請されました。本申請地は、現在の修理工場の隣の土地であり、作業がしや

すく利便性もよく、30台弱の車両を置くことができます。 

 

〈6番〉三日市椚山○○番 地目：田 現況：田の 1筆 355㎡について。 

借人 黒部市生地神区○○番地 ○○さん 外 1名 へ、貸人 黒部市荻生○○番地 ○

○さんからの賃借権設定であり、転用目的は一般住宅用地です。 



   貸人の次男である借人は、現在、妻と子供とともに、アパートに居住しております。今般、

実家近くの父の土地を利用させてもらい、木造２階建ての住居に加え、自家用車２台分の

カーポートを建築する計画です。なお、申請地は都市計画法上の用途地域、第一種中高層

地域にあり、また、土地区画整理事業区域内の農地転用ですので仮地番を議案に併記して

おります。 

   以上、６件 ８筆 3,067㎡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：それでは、議案第 63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、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 63 号農地法第３条第１項の規定による別紙申請の

件について、当委員会は許可することに決定します。続きまして、議案第 64 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番の案件について担当地

区委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし 

Ａ委員：元の青い箇所は登記上どうなっているのか。 

会 長：機能交換し、処理は終わっている。 

会 長：２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、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 64 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。議案第 65 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（６番まで同様の流れ） 

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 65 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 66 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 67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。10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、令和元年 11月 21日から令和元年 12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 3,287㎡、新規 6年以

上 12,512㎡、再設定 6年未満が 86,951㎡、再設定 6年以上が 99,624㎡でございます。 

11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。 

 

大布施地区     8件   28,349㎡ 

前沢地区     2件   30,083㎡ 

荻生地区      2件     982㎡ 

若栗地区     3件       9,944㎡ 

愛本地区     2件   11,738㎡ 

下立地区     41件     115,904㎡ 

浦山地区      2件     5,374㎡ 

総件数は 60件で、利用権設定面積は 202,374㎡となっております。 

12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  前沢地区    1件           325㎡ 

荻生地区    1件     13,617㎡ 

若栗地区   1件     1,095㎡ 

下立地区   3件     6,815㎡  です。 

13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 1,012万 1,994㎡を 2,530万 8,940㎡で割ります

と、40.0％となりました。 

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 66 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：続きまして、議案第 67 号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について、事務局

より説明願います。 

 

◎議案第 67号 

事務局：P29 をご覧ください。こちらは 11 月 28 日に全国農業委員会会長代表者集会において決

議されたものであります。昨年 10 月２市町において、農業委員会の会長が農地法違反

と収賄の疑いにより逮捕されました。一連の不祥事は、農業委員会及び農地制度に対す

る国民の信頼を大きく傷つけるものであり、その影響の大きさは計り知れません。全て

の農業委員、農地利用最適化推進委員はこのことを改めて自覚し農業委員会業務にあた



り、再発防止に取り組み、国民の信頼回復に努めなければなりません。よって、P28（案）

にありますとおり、農業委員会の法令順守の申し合わせを決議し、改めて農業委員会組

織として綱紀粛正の徹底を図っていくことを確認したいと思います。 

会 長：各委員会でも綱紀粛正の決議を行ってほしいとのことでした。ご意見等ございましたら

お願いします。 

各委員：異議なし 

会 長：異議なしとのことですので、議案第 67号農業委員会の法令遵守の申し合わせについて、

当委員会は決議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。 

Ｂ委員：祖母が亡くなり、親も頼れないと、今後が心配だ。とお孫さんから土地を引き取っても 

    らえないかとの相談があった。 

会 長：３条の案件では、生前より土地を受け取ってもらえるように遺言書を書いていた。 

すぐ受け取ってほしいとなれば、売買か贈与となる。遺贈は相続権のない人に渡すとい 

うこと。 

Ⅽ委員：受け取ってもらうところがなかったらどうなるのか。 

会 長：その場合は遺言書自体が成立しない。もらうという意思を表示しているので遺言書が成

立する。他に何かありますか。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。 

（15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     13番               

1 番               

 


