
第 11回黒部市農業委員会議事録 
 

１．日時 令和４年５月 10日（火） 13時 30分～15時 15分 

２．場所 黒部市役所２階 201.202.203会議室 

３．出席委員 19名 

   農業委員 10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 ９番 大坪 敏郎 10番 宮﨑 誠一 11番 松岡 高生 

12番 中島 淨 14番 中坂 稔   

農地利用最適化推進委員 9名 

川端 数美 千代 眞次 高野 隆司 稲澤 一彦 

氷見 康弘 松島 進 米陀 助一 山本 秀治 

山本 勝    

４. 欠席委員 ８名 

  ６番 能澤 喬之  ７番 岩井 竹志  ８番 舩屋 裕子  13番 佐々木 智   

寺﨑 俊弘  臼田 清嗣  前田 優  中 康史 

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 40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 41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 42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 43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 11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。大坪敏郎委員、宮﨑誠一委員の両

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、岩井竹志委員、舩屋裕子委員、佐々木智委員、寺﨑俊弘推進委員、

臼田清嗣推進委員、前田優推進委員、中康史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 40 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40号 

事務局：議案第40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〉地区名：荻生 大字：荻生 地番：○○番○ 地目：田の1,320㎡についてです。 

譲受人：黒部市荻生○○番 ○○氏へ、譲渡人：黒部市荻生○○番 ○○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○○氏は高齢になり、所有する農地について維持管理が難しくなっており、今

後耕作する後継者も見つかっていない状況でありました。 

 譲受人の○○氏は、これまで本業の傍ら農業を行う“兼業農家”でありましたが、本業

は息子に事業継承を予定しており、自身と妻とで今後、農業の方に力を入れたいとのこと

です。そのために、自宅付近で畑ができる土地を探しておられました。今回、申請にあた

って自宅と農地との通作距離は約300ｍと適切であり、トラクター等を用いてジャガイモ

を作付けする予定と伺っております。 

 

会長：それでは、議案第40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、荻生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。 

Ａ委員：五反歩要件について、譲受人は所有する農地の大部分を営農組合に利用権設定を交わし

て預けており、今回の申請での譲受を含めて５ａとなるそうだが、この営農組合の構成員

にも属していないため、営農組合の構成員として入っていれば農家としてみなすという認

識だが、今回の場合は農家として基準を満たしていない。このことについてはどうか。 

事務局：今回の件について、営農組合との利用権設定を解約しこの要件についてはクリアしてお

ります。 

会長：その他について意見ありますでしょうか。 

各委員：異議なし。 

会長：異議なしとのことですので、議案第40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41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42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41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〉宇奈月町内山○○番○ 地目：畑 現況：宅地の1筆406㎡について。 

申請者は黒部市宇奈月町内山○○番地○ ○○さんで、転用目的は工場用地です。 

申請人は、妻と子２人の４人で居住しています。現在、自宅敷地内で自動車整備業を営

んでおり、現在の修理工場を建築する際に、申請者の亡くなった父が申請地を○○番○と

誤認して建築を行い、今般申請者の母が亡くなったことによる不動産相続手続きの中で、

工場とその附帯敷地が申請地を含んでいることが判明し、今回、始末書を添付の上、是正



の為、申請されました。 

 なお、今回総会を欠席された地区委員より、今回の是正による申請については、意見な

しと伺っておりますのでご報告いたします。 

 

◎議案第42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。 

７ページをご覧下さい。 

〈1番〉新牧野○○番○ 地目：畑 現況：畑の1筆227㎡について。 

譲受人 黒部市牧野○○番地 ○○さんへ 

譲渡人 黒部市中野○○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。 

 譲受人である○○さんは、現在、黒部市牧野のマンションで妻と子２人の４人で暮らし

ております。下の長男が来春に小学校へ入学することを機に、新たに戸建て住宅の建築を

検討していました。現在の住環境は、商業施設や市役所、病院など市の中心部に近いこと

もあり、利便性がよく、通学や通勤のアクセスも考え、申請地に建築することを決めまし

た。申請地には２階建て住宅とカーポートを建築する予定です。 

なお、今回総会を欠席された地区委員より、この申請については、意見なしと伺ってお

りますのでご報告いたします。 

 

〈2番〉堀切○○番○ 地目：田 現況：田の1筆386㎡について。 

譲受人 魚津市吉島二丁目○番○号 ○○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、現在魚津市のアパートに家族３人で居住しています。昨年子供が出産した

こともあり、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階建て住宅とカーポートを建築する予定です。 

 なお、平成13年に残土置場として土地を貸出したとのことで、始末書が提出されてお

ります。 

 

〈3番〉中新○○番○外1筆 地目：田 現況：畑 の2筆760㎡について。 

借人 黒部市中新○○番地○ ○○へ 

貸人 黒部市栃沢○○番地○ ○○さんからの使用賃借権設定であり、転用目的はデー

サービスセンター敷地です。 

 借人は、介護サービス、障害福祉サービス、接骨院などを営んでおります。申請地の

隣接には機能訓練特化型デイサービス施設がありますが、団塊の世代の高齢化など利用

者の増加に伴い、駐車場の用地確保と機能訓練等の増床が必要となったことから今回申

請しました。申請地にはデイサービス利用者駐車場と平屋の機能訓練室といった施設の

増築を予定しています。 

 

〈4番〉生地神区○○番○外1筆 地目：田 現況：田 の2筆 1920㎡について。 

譲受人 黒部市古御堂○○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、転用目的は注文

住宅敷地です。 

 譲受人は、不動産業を営んでおりますが、需要があることから、黒部市生地・石田地

区近辺において2,000㎡程度の注文住宅用地を探しておりました。 



申請地は、生地小学校まで約1.3km、清明中学校まで約200ｍに位置し、プラントや総

合体育センターまで500ｍ圏内など住環境がよいほか、国道8号線バイパスから近く、他

へのアクセスがよいことから、今回の申請に至りました。1区画あたり約266㎡の注文住

宅用地６区画を計画するものです。 

なお、今回総会を欠席された地区委員より、この申請については、意見なしと伺って

おりますのでご報告いたします。 

 

〈5番〉吉田○○番 外1筆 地目：田 現況：田 の2筆 4022㎡について。 

譲受人 東京都千代田区神田和泉町○番地 ○○へ 

譲渡人 黒部市吉田○○番地 ○○さん からの所有権移転であり、転用目的は社員寮

です。地図をご覧ください。青色で囲んである箇所18筆17,129㎡が令和3年8月に転用許

可をうけた部分で、赤色が今回の申請地になります。除外からの案件です。 

譲受人の○○では、グループとして本社機能の一部移転を図り、世界の中核工場とし

て基盤整備を進めています。近年、黒部事業所で勤務する社員数増加に加え、国内社員

の長期研修や海外社員の就労や研修滞在が増え、既存社員寮の老朽化も進んでおり、社

員の住まい不足が深刻な課題となっております。報道等でもご承知のとおり、黒部事業

所に近接する生地駅周辺を整備する計画は、新たな工場基幹道路整備と併せて、社員寮

を整備するもので、全体で約300戸の住戸を整備する予定であり、現在は1期計画として

住居94戸と共有施設の建設を進めています。今回申請の2期計画では、1期西側に隣接す

る申請地にて、住居56戸を整備する予定としております。 

なお、今回総会を欠席された地区委員より、この申請については、意見なしと伺って

おりますのでご報告いたします。 

 

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41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、事務局の説明により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 41 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 42 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、４番及び５番の案件については、先ほどの事務局の説明のとおり、地区の委員

から異議なしとのことでありました。 

次に、２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。（２番、３番の案件について異議なし。） 

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 42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。 

次に、議案第 43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、当委員会の私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、退席いたします。以後の進行は職務代理にお願いします。 



職務代理：それでは事務局から説明願います。 

 

◎議案第 43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。９、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４年３月 23日から令和４年４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 27,779 ㎡、新規６年

以上 19,332㎡、再設定６年未満が 8,209㎡、再設定６年以上が 7,946㎡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     ３件    3,222㎡ 

三日市地区     ４件    5,443㎡ 

荻生地区     ３件   24,630㎡ 

若栗地区     ３件   23,955㎡ 

下立地区     １件    2,177㎡ 

浦山地区     ４件    3,839㎡ 

総件数は 41 件で、利用権設定面積は 63,266 ㎡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 

村椿地区     １件    4,022㎡ 

大布施地区     １件     480㎡ 

荻生地区      １件    4,654㎡ 

総件数は３件で、解約面積合計は 9,156㎡となっております。 

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 1,109万 5,371㎡を

2,517 万 1,022 ㎡で割りますと、44.1％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、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。 

 

職務代理：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。 

職務代理：異議なしとのことですので、議案第 43 号令和４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。 

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。 

（15時 15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     ９番               

10番               

 


