
第 10回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和４年４月５日（火） 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 25名 

   農業委員 13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 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 中坂 稔    

農地利用最適化推進委員 12名 

川端 数美 千代 眞次 高野 隆司 稲澤 一彦 

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 ２名 

  ６番 能澤 喬之  寺﨑 俊弘 

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  任 中陳 栄 

  主 任 紙谷 泰史 

 

６．議事 (1) 議案第 34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 35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 36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 37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 

 

(5) 議案第 38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 

 

(6) 議案第 39号 令和４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 

事務局長：皆様、お疲れ様です。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、橋本会長からあいさつがあります。 

会長：（あいさつ） 



事務局長：ありがとうございました。 

会長：本日の総会の議事録署名委員を私の方から指名します。 

岩井竹志委員、舩屋裕子委員の両委員を指名します。本日の総会に欠席する旨、通知を受

けている委員を報告いたします。能澤喬之委員、寺﨑俊弘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いたします。それでは議事に入ります。 

議案第34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34号 

事務局：議案第34号 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。資料

の２ページをご覧下さい。 

〈1番〉宇奈月町愛本新〇〇番 地目：田の3,469㎡についてです。 

譲受人 下新川郡入善町下山○○番 ○○氏へ、譲渡人 富山市豊田町三丁目○番○号 

○○氏からの所有権移転であります。理由は売買であります。 

譲渡人の○○氏は現在富山市に在住しており、愛本新にある該当の農地を平成28年に相続

されましたが、居住地から遠く管理維持していくことは難しいと考えておられました。譲

渡人の○○氏は入善町の大規模農家であり、○○氏の入善地内にある農地も以前から借り

受けている関係でありました。愛本新の該当の農地は入善との境界に位置するなど耕作距

離も問題ないとの理由により、売買に至ったとのことです。また、申請時に添付された○

○氏の耕作証明によりますと、約4.5町あまり（45,119㎡）を耕作していることから、今

後、農業利用していくことが認められる事を申し添えます。計１件 １筆 3,469㎡であり

ます。 

 

会長：それでは、議案第34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：意見なし。 

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34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35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36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37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、以上、３議案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35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。 

５ページをご覧下さい。 

〈1番〉堀切○○番○ 地目：田 現況：田の１筆657㎡について。 

申請者は黒部市生地神区○○番地○ ○○さんで、転用目的は一般住宅敷地です。農振除

外からの案件です。 

申請人は、妻と二人で居住しています。老朽化の為リフォームか建て替えを検討しました

が、敷地が手狭であり、駐車スペースが存在しないので、今後の生活を考慮し、市街地に

近い本申請地にて建築することとなりました。また、申請人は長年にわたり書道をしてい

るので、併せて書道教室を開く予定です。申請地には平屋の木造住宅と車庫を建築する予



定です。また、平成初期頃に車両の駐車目的で盛土し、砕石を敷いていますので、始末書

が提出されております。 

以上、１件 １筆 657㎡です。 

 

◎議案第36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、10件ございます。 

７ページをご覧下さい。 

〈1番〉岡○○番○ 地目：田 現況：田の１筆474㎡について。 

借人・譲受人 黒部市岡○○番地○ ○○さんへ、貸人 黒部市岡○○番地○ ○○さん、

譲渡人 黒部市岡○○番地○ ○○さんからの賃借権設定及び所有権移転であり、転用目

的は住宅建築用地です。農振除外からの案件です。 

借人及び譲受人である○○さんは、申請地の隣接にある父所有の戸建て住宅にて、両親、

妻及び妹と５人で暮らしております。将来子供ができた時、３世代住むには手狭になるこ

とから、新たに戸建て住宅の建築を検討していました。申請地は祖父所有の土地で実家に

隣接しており、共働きの為、将来子供ができた時に両親に面倒を見てもらいたいこと、両

親の世話が必要になった時には近くにいると大変便利であることから申請しました。申請

地には平屋の住宅と車庫を建築する予定です。 

 

〈2番〉岡○○番○ 外１筆 地目：田 現況：畑、雑種地の２筆394㎡について。 

譲受人 魚津市仏田○○番地○ ○○さんへ、譲渡人 埼玉県さいたま市桜区道場２丁目

○番○ ○○さんからの所有権移転であり、転用目的は一般住宅敷地です。 

譲受人は、現在魚津市のアパートに家族４人で居住しています。子供の成長を考えると手

狭であり、今後の子育てを考慮し妻の実家付近に住宅を建築することとなりました。申請

地には２階建ての木造住宅を建築する予定です。なお、昭和初期頃に盛土し砕石を敷いた

とのことで、始末書が提出されております。 

 

〈3番〉石田○○番 地目：田 現況：田の895㎡について。 

譲受人 黒部市石田○○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及び駐車場です。 

譲受人は、管、水道施設、さく井工事業等の建設業を営んでおります。申請地の隣接には

事務所があり、業務を効率的に運営する為に、事務所近辺で資材置場を探していたところ、

当該申請地を譲っていただくこととなりました。既存の資材置場が犬山にありますが、事

業所から離れていること、周辺が住宅団地であることから近隣への配慮として住宅用地と

して処分する予定です。申請地には２トンダンプ２台と、土砂や管材、木くずの保管場所

として利用する予定です。 

 

〈4番〉石田○○番○ 地目：田 現況：田の１筆518㎡について。 

譲受人 黒部市荻生○○番地○ ○○さんへ、譲渡人 黒部市石田○○番地○ ○○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、昨年６月に結婚し、現在アパートに妻と暮らしております。現在のアパートが

手狭になってきたことや、将来的に子供を希望していることも考慮し、住宅を建てること

としました。申請地は譲受人の叔母の土地であり、実家からも遠くなく両親から協力を得

やすい為申請されました。申請地には平屋の住宅を建築する予定です。 

 

〈5番〉立野○○番○ 地目：田 現況：田の１筆451㎡について。 



譲受人 石川県野々市市扇が丘○番○号 ○○さんへ、譲渡人 黒部市堀切○○番地 ○

○さんからの所有権移転であり、転用目的は一般住宅敷地です。農振除外からの案件です。 

譲受人は、金沢市のシステムエンジニアリングの会社に勤務しております。2021年５月以

降、リモートワークにより家庭での仕事が多くなりました。しかし、現在アパートでは専

用に利用できる個室がないため、これを機に住宅を建設することとしました。土地の選定

にあたり、会社へ定期的に出社することを踏まえ、新幹線や車通勤との利便性も考慮し、

実家のある黒部市にて土地を求めることとなりました。申請地には２階建ての木造住宅と、

カーポートを建築する予定です。 

 

〈6番〉立野○○番○ 地目：田 現況：田の１筆969㎡について。 

譲受人 魚津市緑町○番○号 ○○さんへ、譲渡人 黒部市山立野○○番地 ○○さんか

らの所有権移転であり、転用目的は宅地分譲地です。 

譲受人は、不動産業を営んでおります。申請地の近隣には総合公園や商業施設があり、４

月22日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、分譲地４区画を整備する計画です。 

 

〈7番〉牧野○○番 外１筆 地目：田 現況：田の２筆1982㎡について。 

譲受人 黒部市新牧野○○番地 ○○へ、譲渡人 黒部市新牧野○○番地 ○○さんから

の所有権移転であり、転用目的は宅地分譲地です。 

譲受人は、不動産業を営んでおります。申請地の周辺にはスーパーやドラッグストア、市

民病院、桜井小学校も近くにあり、最良の住環境であります。土地購入を予定する若年層

の需要が見込める条件の土地であり、宅地分譲地として申請されました。申請地には分譲

地８区画を整備する計画です。 

 

〈8番〉三日市○○番○ 地目：田 現況：田の１筆663㎡について。 

譲受人 黒部市宇奈月町浦山○○番地○ ○○へ、譲渡人 兵庫県神戸市東灘区御影郡家

一丁目○○番○号 ○○さんからの所有権移転であり、転用目的は介護施設用地です。 

譲受人は、介護事業者です。現在申請地の隣接地において、住宅型有料老人ホームを運営

しておりますが、今般、利用者の増加に伴い共同住宅の増床が必要となったことから申請

しました。共同住宅は、１階に洋室、シャワーとトイレ、キッチンがある部屋を18室、２

階に事務所を建築する予定です。 

 

〈9番〉荻生○○番○ 地目：田 現況：田の１筆194㎡について。 

譲受人 黒部市荻生○○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、転用目的は駐車場用地です。農振除外からの案件です。 

譲受人は、運送業を営んでおります。現在、申請地の隣接地を既存車両の駐車場として使

用しておりますが、トラックの切り替えしスペースがなく、朝夕の入発車の際に、前面道

路に渋滞を生じさせております。また、大雪の際には、駐車場内において、雪捨て場を確

保する必要があります。今後、物流量が回復次第、車両の増車をし、渋滞緩和のための車

両切り替えしスペース及び、雪捨て場、新規車両のスペースを確保したい為、申請されま

した。 

 

〈10番〉若栗○○番○ 地目：田 現況：宅地の１筆28㎡について。 

借人 黒部市若栗○○番地 ○○さんへ、貸人 黒部市若栗○○番地 ○○さんからの賃

借権設定であり、転用目的は農家住宅です。 



借人と貸人は親子であり、申請地の隣接地に自宅がありましたが、平成５年に増築した際

に、宅地と申請地である農地の境界がわからず、宅地からはみ出して建築してしまいまし

た。今回、始末書を添付の上、是正の為、申請されました。申請地には既に平成５年に増

築した建物が建っております。 

以上、10件 13筆 6635㎡です。 

 

◎議案第37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。 

10ページをご覧下さい。 

〈１番〉牧野○○番 外４筆 地目：田、現況：田の５筆4,115㎡について。 

申請者 魚津市吉島二丁目○番○○号 ○○ 外１名で、転用目的を医療用テナント施設

から駐車場用地に変更したい為申請されました。 

申請者の○○は、不動産業を営んでおり、令和元年12月19日に医療用テナント施設として

許可を受けました。当時、ドラッグストアの店舗誘致が決定していましたが、新型コロナ

ウィルスによる社会情勢の悪化により、出店計画が見直しとなりました。近接のドラッグ

ストアは駐車台数51台であり、駐車場が不足している状況です。また、ポイント５倍デー

等は通常より混雑し、大雪の際には駐車場の一角に雪捨て場を確保する必要があり、早急

に駐車場敷地を拡大する必要があることから駐車場用地として変更申請された次第です。 

なお、牧野○○番、○○番○、○○番、○○番については○○に所有権移転済みですが、

牧野○○番については、当時、○○に賃借権設定で許可しており、登記名義人は○○さん

の為、連名にて申請しております。 

以上、１件 ５筆 4,115㎡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：それでは、議案第35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、石田地区の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。 

Ａ委員：一般住宅敷地の転用案件だが、面積が 500㎡を超えているがよいのか。 

事務局：この案件は除外申請からの転用申請の案件であり、以前も一般住宅の場合、原則 500㎡

以内におさめる要件があるのではとのご意見でしたが、県に確認したところ、原則として

500 ㎡以内とのことですが、必要最低限としてこの面積が必要だという説明がついていれ

ば超えていてもよいとの回答でした。今回についてはこの条件に当てはまると考えます。 

会長：この案件では、書道教室の駐車場としての面積が必要とのことで計画が出ており、県とも

協議したところ許可してもよいのではとのことで上げています。よろしいでしょうか。 

他に意見はありませんか。 

各委員：異議なし。 

会長：異議なしとのことですので、議案第 35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 36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番から６番までの案件について、石田地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（６番の案件まで異議なし。） 

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。 



Ｂ委員：４番の案件も 500㎡を超えているがこれも問題はないのか。 

事務局：４番も 500 ㎡を超えていますが１筆全て使う計画であり、こちらも県と協議済みです。

同様に１番の案件についても一般住宅敷地として 541㎡と超えていますが、公道と接続

する通路を設けたいとのことで説明を受けております。 

会長：他に意見ありますか。 

各委員：異議なし。（６番の案件まで異議なし。） 

会長：続きまして７番から８番までの案件について、三日市地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。（７番から８番の案件まで異議なし。） 

会長：続きまして９番の案件について、荻生地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：異議なし。 

会長：続きまして 10番の案件について、若栗地区の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、７番から 10番ま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 36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 37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、三日市地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：意見なし。 

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 37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、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 38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 38号 

事務局：議案第 38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説明いた

します。11ページをご覧下さい。今回、審議していただく非農地案件は１件であります。 

〈１番〉宇奈月町下立○○番○○他２筆 地目：畑 現況：山林 申出人は、○○さんです。 

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

申請人の○○さんは富山市在住であり該当の土地を平成９年に相続しておられます。平成

の前半までは、この下立地区の周辺でも水稲や畑を行う方もおられ、農地として活用して

いたとのことです。現地確認すると、今は杉木が生えており、幹の太さは、太くないもの

の何本も生い茂り、農地として活用することは難しいと考えられます。該当の土地につい

て、傾きはなく水平でありましたことから、かつて畑として活用していた面影を確認でき

ました。現地写真をご参照下さい。このとこから、非農地判断することが妥当と考えられ

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

をされました下立地区の委員の意見を求めます。 

地区委員：意見なし。 

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 39号 令和４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。それでは事務局から説

明願います。 

 

◎議案第 39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。13、14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４年２月 22日から令和４年３月 22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 19,481 ㎡、新規６年

以上 3,607 ㎡、再設定６年未満が 172,826 ㎡、再設定６年以上が 96,421 ㎡でございま

す。16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。 

石田地区    １４件   37,899㎡ 

田家地区    １２件   25,305㎡ 

大布施地区     ７件   59,857㎡ 

三日市地区     １件    1,482㎡ 

前沢地区     ２件    8,438㎡ 

荻生地区    ２１件   77,121㎡ 

若栗地区     ２件   16,391㎡ 

東布施地区    ５件   27,610㎡ 

愛本地区     ５件   10,156㎡ 

下立地区     １件     367㎡ 

浦山地区     ９件   27,709㎡ 

総件数は 79件で、利用権設定面積は 292,335㎡となっております。17 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     322㎡ 

東布施地区     １件     973㎡ 

総件数は９件で、解約面積合計は 1,295㎡となっております。 

18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 1,120万 3,308㎡を

2,514 万 4,627 ㎡で割りますと、44.5％となりました。その内の農地中間管理機構の活

用実績ですが、前回と変わらず合計面積 203万 3,334㎡となり、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、19ページ以降に記載されておりますので、ご

一読ください。 

 

会長：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。 

Ⅽ委員：下立地区１件 367 ㎡について、16 ページ記載の地区別一覧表の氏名等と 33 ページにあ

る下立地区の詳細一覧表の氏名等と異なる。記載誤りではないか。 



事務局：16ページの一覧表が記載誤りです。訂正します。 

会長：他に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 39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。ここで〇〇委員の入室を許可いたします。 

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     ７番               

８番               

 


