
第８回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和４年２月７日（月） 15時 00分～17時 00分 

２．場所 黒部市役所２階 201.202.203会議室 

３．出席委員 27名 

   農業委員 14名 

１番 中野 貴代美 ２番 山本 隆淑 ３番 山本 隆 ４番 髙村 茂良 

５番 橋本 喜洋 ６番 能澤 喬之 ７番 岩井 竹志 ８番 舩屋 裕子 

９番 大坪 敏郎 10番 宮﨑 誠一 11番 松岡 高生 12番 中島 淨 

13番 佐々木 智 14番 中阪 稔   

農地利用最適化推進委員 13名 

川端 数美 千代 眞次 高野 隆司 稲澤 一彦 

寺﨑 俊弘 氷見 康弘 臼田 清嗣 松島 進 

前田 優 米陀 助一 山本 秀治 山本 勝 

中 康史    

４. 欠席委員 0名 

５．農業委員会事務局 ４名 

  事務局長 平野 孝英 

  係  長 辻 真美 

  主  査 岸上 美栄子 

  主 事 紙谷 泰史 

 

６．議事 (1) 議案第 22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 23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 24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 25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 

(3) 議案第 26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 27号 令和３年度黒部市農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８回黒部市農業委員会総会を開催します。 

    それでは、橋本会長より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。中野貴代美委員、山本隆委員の



両委員を指名します。 

議案第 22 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いたします。事

務局より説明願います。 

◎議案第22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、７件ございます。 

３ページをご覧下さい。 

〈1番〉宇奈月町愛本新〇〇番１ 外2筆 地目：田 の３筆4,335㎡についてです。 

譲渡人 砺波市宮沢町〇〇 亡〇〇相続財産管理人 〇〇氏から、譲受人 黒部市宇奈月

町愛本新〇〇番 〇〇さんへの所有権移転であります。理由は贈与であります。 

平成27年５月に〇〇氏が逝去し、その相続財産を清算するため平成29年４月に家庭裁判所

より弁護士の〇〇氏が選任されました。弁護士が農地を今後管理してゆくことより、地元

の農家に贈与したほうが現実的であるため、令和３年12月家庭裁判所より３条による贈与

の許可が下りたものです。 

譲受人の経営面積は10,677㎡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〉宇奈月町愛本新〇〇番１ 外2筆 地目：田 の３筆6,368㎡についてです。 

譲渡人 黒部市宇奈月町明日〇〇番地 〇〇さんから、譲受人 黒部市宇奈月町愛本新〇

〇番 〇〇さんへの所有権移転であります。理由は贈与であります。 

譲渡人の〇〇氏は、明日地区にお住まいであり、耕作のため毎回隣の地区である愛本新へ

赴くことは、少し遠いと感じておられました。また、ご自身が90歳を超えているため、今

後農業をするため体力面で心配もあったとのことです。今後は、愛本新地区の農家である

〇〇さんへ贈与し農業を継続していくと聞いております。 

譲受人の経営面積は12,056㎡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。 

 

〈3番〉〈4番〉〈5番〉３件目、４件目、５件目は関連する案件ですので一括して審議いたします。 

堀切〇〇番 外3筆 地目：田の４筆561㎡についてです。 

譲渡人は〇〇氏、〇〇氏、〇〇です。譲受人はいずれも〇〇氏への所有権移転であります。

理由は売買であります。 

該当の土地については、新たに県道前沢大布施線が延伸される予定のため、土木事業によ

る土地収用にともなう売買の一環として申請されたものです。事業主の県や調整役の黒部

市街路公園課によりますと、県道新設による農地買収により、周辺に狭小田や不整形田が

発生するおそれがあり、それを防ぐため事前に隣接耕作者である〇〇氏に売買するもので

す。また、〇〇氏は県道新設後も農業を行い、江ざらいや、畔と用水の管理などの意思が

確認できたため、譲受人として適当だと考えられます。 

譲受人の経営面積は5,165㎡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。 

 

〈6番〉尾山〇〇番 外4筆 地目：田 の5筆7,299㎡についてです。 

譲渡人 黒部市山田〇〇番地 亡〇〇さんの遺言執行者〇〇さんから、譲受人 黒部市田

家野〇〇番 〇〇さんへの所有権移転であります。理由は贈与であります。 

亡〇〇氏の遺言に基づき、所有していた田は、甥にあたる〇〇氏に遺贈するとされた遺言

に基づき申請があったものです。なお申請には遺言公正証書の写しが添付され、〇〇氏の

了解を得ていることを申し添えます。 



〇〇氏は会社に勤めており農地経営面積は０㎡ですが、遺贈する面積は7,299㎡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。 

 

〈7番〉前沢字北〇〇番 外1筆 地目：田の２筆131㎡についてです。 

譲渡人 黒部市前沢〇〇番地 〇〇さんから、譲受人 黒部市前沢〇〇番地 〇〇さんへ

の所有権移転であります。理由は売買であります。 

譲受人の〇〇氏は、これまで該当の農地を〇〇氏と利用権契約を結び、借受けて耕作をし

ておりました。今後は、自宅のはす向かいである、この農地を買い取り、長期的に畑作を

行いたいという意向があり申請があったものです。 

譲受人の経営面積は12,031㎡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。堀切〇〇番 地目：田、現況：田の１筆72㎡についてです。 

以上、計７件 17筆 19,177㎡であります。 

 

会長：それでは、議案第22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、愛本地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（７番の案件まで同様に異議なし） 

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22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23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、議案第24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25号 農地法第５条第１項の許可に係

る事業計画変更許可申請に対する意見について、以上３議案を審議いたします。事務局よ

り説明願います。 

 

◎議案第23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、１件ございます。6ページ

をご覧ください。 

〈1番〉植木〇〇番 地目：田 現況：田の1筆499㎡について。 

申請者は魚津市本江〇〇番地 〇〇さんで、転用目的は一般住宅用地です。農振除外から

の案件です。 

   申請人の家族は、現在、申請地の西の宅地に、申請人の妻と子供２人、子の妻の４人で住

まいしております。この度、自宅の老朽化に伴い、その建て替えが必要となったことから

隣接の水田を売却しその資金に充てることとしました。既存地で建て替えができない理由

としては、取り壊しから新築までに期間がかかることや仮住まいへの精神的負担や肉体的

負担、経済的な負担が大きいことから、所有農地での建築することとなりました。申請地

には木造の２階建て住宅を建築する予定です。 

   以上、１件 １筆499㎡です。 

 

◎議案第24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、７件ございます。8ページ

をご覧ください。 

〈1番〉植木〇〇番 地目：田 現況：田 の１筆 599㎡について。 

譲受人 黒部市植木〇〇番地 〇〇さんへ、譲渡人 魚津市本江〇〇番地 〇〇さんから

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



  譲受人は不動産業を営んでおります。申請地は黒部市街地近郊部に位置しており、学校等

の教育施設やスーパーからも近く、利便性がよいことから、若者からの需要も多いです。

申請地と譲渡人の自宅跡地を利用し、４区画の注文住宅建築用地を整備する予定です。 

 

〈2番〉植木〇〇番 外３筆 地目：田 現況：田 の４筆 6,229㎡について。 

譲受人 魚津市住吉〇〇番地 〇〇へ、譲渡人 黒部市植木〇〇番地 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建築用地です。農振除外からの案件です。 

   譲受人は不動産業を営んでおります。１番の案件と同じ理由にはなりますが、申請地は学

校等の教育施設やスーパーからも近く、利便性がよいことから、若者からの需要も多い為、

申請されました。申請地には１区画約200㎡から380㎡の20区画を造成する予定です。 

 

〈3番〉沓掛〇〇番 外2筆 地目：田 現況：田 の3筆 2,985㎡について。 

借人 魚津市住吉〇〇番地 〇〇へ、貸人 黒部市植木〇〇番地 故〇〇さんの相続人代

表者〇〇さん外1名からの賃借権設定であり、転用目的は貸事務所及び駐車場です。農振

除外からの案件です。 

   借人である〇〇は、申請地を貸事務所及び駐車場として〇〇へ賃貸したく申請されました。

〇〇の魚津支店が老朽化しており、耐震基準も満たしていないことから、魚津支店を閉鎖

し、現在の黒部支店の隣接地に拠点を移すことで物流業務の拡張と円滑化を図るとのこと

です。申請地には大型トラック等が止めれる駐車場50区画と事務所を建築する予定です。 

 

〈4番〉立野〇〇番 地目：田 現況：田 の１筆 930㎡について。 

譲受人 魚津市住吉〇〇番地 〇〇へ、譲渡人 黒部市堀切〇〇番地 〇〇さんからの所

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。 

   申請地は国道８号バイパスとの接続も良好で、アクセスがよく、近隣には総合公園や商業

施設があり、春には道の駅が開業されるなど、生活の利便性も良く戸建て住宅や住宅団地

の開発が増えています。今後も需要が見込まれていることから、注文住宅敷地４区画を整

備する計画です。 

 

〈5番〉前沢字堂田西〇〇番 外３筆 地目：田 現況：田 の４筆 2,758㎡について。 

譲受人 魚津市住吉〇〇番地 〇〇へ、譲渡人 黒部市前沢〇〇番地 〇〇さん外３名 

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

   譲受人は不動産業を営んでおります。申請地は桜井小学校校下として需要が高く、またア

ピタ跡地に造成される予定のアルビスやナフコ等の商業施設からも近く利便性がいい土

地であります。１区画約200㎡から230㎡の10区画を造成する予定です。 

 

〈6番〉枕野〇〇番 外2筆 地目：田 現況：田 の3筆 6,376㎡について。 

借人 下新川郡朝日町月山〇〇番地 〇〇へ、貸人 黒部市北新〇〇番地 〇〇さんから

の賃借権設定であり、転用目的は養鯉場新設用地です。一時転用です。 

借人は朝日町月山の養鯉場において錦鯉を育成し、展示や卸、販売を行っております。現

在、世界的に錦鯉の人気が拡大し、売り上げが伸びてきており、申請地の隣接地にて令和

２年７月に転用許可を受けましたが、年２回・合計10万匹を放流しても400匹の生育にと

どまり、目標の年間1500匹の育成・出荷に届かない為、新たに養鯉場を造成することとな

りました。錦鯉の養殖には、赤土の土壌で一日の寒暖の差が激しいところが適している為、

申請地が選定された次第であります。 

また、昨年度の転用申請は、永久転用で従来の申請でしたが、その後、令和３年３月４日



付けで、農地を養殖地に一時転用する場合における農地転用許可の取り扱いについてとの

通知がでました。通知内容としては一時転用が認められる期間は本来３年以内ですが、市

町村と協定書を結ぶ等、要件を満たせば10年以内の一時転用が可能となります。また、期

間満了後も引き続き養殖地として利用する場合は再度転用許可を行うことができるとい

うことで、今回10年間の一時転用で申請されております。 

 

〈7番〉山田〇〇番 地目：田 現況：田 の１筆 255㎡について。 

譲受人 黒部市山田新〇〇番地 〇〇さんへ、譲渡人 黒部市山田〇〇番地 〇〇さんか

らの所有権移転であり、転用目的は一般住宅用地です。 

   譲受人は現在、アパートに居住しておりますが、今後家族が増えることを想定し、住宅を

建築することとなりました。申請地は実家にも比較的近く、また、旧８号線の幹線道路も

車で１分で出られることで通勤の利便性が向上することから選定しました。申請地には２

階建ての木造住宅を建築する予定です。 

   以上、計７件 17筆 20,132㎡です。 

 

◎議案第25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の別紙申請の件についてですが、１件ご

ざいます。11ページをご覧ください。 

 

〈1番〉若栗〇〇番 地目：田 現況：雑種地の1筆462㎡について。 

申請人 黒部市若栗〇〇番地 〇〇さんで、転用目的を貸資材倉庫から貸駐車場用地に変

更したい為申請されました。 

申請人の〇〇さんは、〇〇の代表取締役であり、当初の計画では、黒部市より発注を受け

ている新幹線関係施設の除雪業務を行うための除雪車、除雪機械の資材倉庫として平成29

年９月29日に転用許可を受けましたが、除雪車の稼働状況及び従業員車両の駐車スペース

を再考した結果、資材倉庫ではなく駐車場として使用することとしました。駐車場用地と

して、重機駐車スペース６区画、従業員駐車スペース９区画としたく申請されました。 

   以上、計１件 １筆 462㎡です。 

議案の詳細につきましては、A３の右上に「参考」と書いてある資料をあわせてご確認く

ださい。 

 

会長続：それでは、議案第 23 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しま

す。１番の案件について、大布施地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（２番の案件まで同様に異議なし） 

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 23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。続きまして、議案第 24 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します。 

１番の案件について、大布施地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（７番の案件まで同様に異議なし） 

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。 

Ａ委員：２番の案件ですが、山側に用水があるのですが、擁壁はどうなりますか。今まで江ざら

いをしていたので、出来なくなることはないですか。 



事務局：図面では既存擁壁 50cmとなっています。江ざらいが出来なくならないよう指導します。 

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 24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 25 号 農

地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更許可申請に対する意見について審議します。 

１番の案件について、若栗地区ですが、意義ありません。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 25 号 農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変

更許可申請に対する意見について、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 26 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 26号 

事務局：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ですが、１件ございま

す。13ページをご覧下さい。 

〈1 番〉尾山字南別所〇〇番地 外７筆 地目：畑 現況：山林の８筆 1,221 ㎡です。申出人

は、〇〇さんです。 

位置図並びに現地写真、航空写真を添付資料７―１としてありますので併せてご確認くだ

さい。申請人は、亡〇〇氏の遺言執行人であり、弟の〇〇氏であります。 

該当の土地は、昭和の前半まで畑として利用されており、当時は日本の食糧事情が悪く生

地地区などの遠方からわざわざサツマイモを作りに来ていたとのことです。時代が変わり、

サツマイモの需要が低下したことによって次第に耕作されなくなり、山林化が進んだとの

ことです。亡〇〇氏の遺言に基づき、この非農地化したのちに、甥にあたる〇〇氏に遺贈

される予定です。なお、申請には遺言公正証書の写しが添付されていたことを申し添えま

す。 

以上１件、８筆 1,221㎡です。 

 

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

された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 26 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、当委員会は該当しないとの判断をいたします。 

続きまして、議案第 27号 令和３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、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。それでは事

務局から説明願います。 

 

 



◎議案第 27号 

事務局：今回提出させていただきますのは、令和 3 年 12 月 21 日から令和４年１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。14ページ目をご覧ください。 

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 2,626㎡、新規 6年以

上 12,304㎡、再設定 6年未満が 46,631㎡、再設定 6年以上が 20,677㎡でございます。 

 17 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。 

田家地区       ７件    30,034㎡ 

村椿地区       ３件    12,394㎡ 

大布施地区     ４件    14,461㎡ 

三日市地区     １件     6,222㎡ 

荻生地区     １件    1,256㎡ 

下立地区     ３件   10,802㎡ 

浦山地区     １件    7,069㎡ 

総件数は 20件で、利用権設定面積は 82,238㎡となっております。 

18 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 

     大布施地区  ２件       2,926㎡ 

前沢地区    ３件       7,904㎡ 

東布施地区   １件       2,159㎡ 

愛本地区    １件       6,368㎡ 

下立地区    １件       4,346㎡ 

浦山地区    １件       7,069㎡ 

総件数は９件で、解約面積合計は 30,772㎡となっております。 

19 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 1,101 万 952 ㎡を

2,514 万 4,627 ㎡で割りますと、43.8％となりました。今回から、農地中間管理機構の

申請有無に関わらず、その活用実績も併せて掲載しております。現時点では機構分合計

203 万 3,334 ㎡となっており、設定率 8.1％です。今回の利用権設定の詳細につきまし

ては、20 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：異議なしとのことですので、議案第 27号 令和３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、〇〇委員の入室を許可いたしま

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。 

（17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     １番               

３番               

 


