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平成２６年 第５回 安中市農業委員会議事録【部分開示】

１ 開催日時 平成２６年５月２６日（月） 午前１１時００分～午後２時４０分

２ 開催場所 安中市役所第２０１会議室

３ 出席委員 （３０人）

出席者 １番 高林 一郎 ２番 丸山 征二 ３番 土屋 智則

４番 山田 茂 ５番 清水 尚幸 ６番 小板橋新平

７番 須藤 幸男 ８番 田村 準一 ９番 須藤 房二

10番 田村 佳孝 11番 佐藤 重義 12番 志村 正巳

13番 白石 力 14番 平栁 要 15番 内田 忠雄

16番 原 俊幸 17番 大川原陽子 18番 大澤 良秀

19番 上原 正孝 20番 鍋島 義明 21番 武井 正夫

22番 佐藤 功 23番 小井土政世 24番 大貫 薫

25番 小板橋 博 26番 栁澤今朝孝 27番 上原 一夫

28番 金井 和夫 29番 黛 行男 30番 中島 武司

４ 欠席委員 （なし）

５ 議事日程

日程第１ 議事録署名人の指名について

日程第２ 専決処分及び会務の報告について

日程第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請審議について

日程第４ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請審議について

日程第５ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請審議について

日程第６ 議案第４号 農用地利用集積計画の承認について

日程第７ 平成２５年度の点検評価及び平成２６年度の活動計

画について

日程第８ その他

６ 農業委員会事務局職員

事務局長 佐藤正二 庶務兼農業振興係長 池田和好

農地係長 田中秀人 農地係 猿谷宗樹

農業振興係 小川隆康

会議の概要
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議 長 只今から、平成２６年第５回農業委員会総会を開会します。

出席委員は、３０名中３０名で定足数に達していますので、総会は成立しまし

た。

それでは、日程第１、議事録署名人の指名についてを議題とします。

安中市農業委員会総会会議規則第２３条に規定する議事録署名委員ですが、議

長から指名することに異議ありませんか。

委 員 異議なし。

議 長 それでは、１５番内田忠雄委員・２９番黛行男委員の両君を指名します。

なお、書記に事務局職員を任命します。

次に、日程第２、専決処分及び会務の報告について事務局の説明を求めます。

事務局 （専決処分の報告）

（会務の報告）

①現況証明書の交付について

②市議会臨時会について

③農地転用届出書について

議 長 次に、日程第３、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請審議につい

てを議題とします。

本案について事務局の説明を求めます。

事務局 （議案第１号説明）

以上、受理した申請書は、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要

件全てを満たすと考えます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

議 長 説明が終わりました。

本案について、地元委員で意見のある方はお願いします。ございませんか。

２６番。

２６番委員 ２６番です。番号８番の案件です。申請地は、現在耕作放棄の状態にあります。

なお、一部は捨てづくりがされているというふうな状態です。受け人につきま

しては、会社勤務、定年になりまして、所有権が移転された後はネギとかナス

だとか露地の野菜をつくるというふうな予定だということです。

申請地は、この受け人の宅地に隣接した土地でございます。問題はないと思い

ますので、よろしく審議をお願いします。

議 長 ほかにございませんか。
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５番。

５番委員 ５番です。議案第１号の１番から６番ですか、全員で現地を見ていただきまし

た件ですが、事務局ともちょっと話をしたのですけれども、現状では問題はな

いというふうに現地では思うのですけれども、その手続上の問題だけ少し時間

的なことがずれてしまったのがちょっと気になるので、きょう本人呼び出しも

あるみたいなので、ぜひ皆さんも質問をして、その辺を確認していただきたい

と思います。

以上です。

議 長 ほかにございませんか。

１番。

１番委員 １番です。３条関係の９番案件です。申請地は○○のセブンイレブンから北へ

○○キロほど入った県道の○○線から西へ○○メートルほど入った畑なのです

けれども、受け人の○○さん、それから渡し人の○○さん、隣同士でありまし

て、○○さん一生懸命農業に励んでおりますので、問題がないと思います。審

議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 ほかにございませんか。

委 員 なし。

議 長 ただいま地元委員からの意見がありましたので、お含みおきください。

それでは、お諮りします。議案第１号については、審査班に審査を付託したい

と思います。

なお、審査班に付託した議案について、他の審査班との審査の必要が生じた場

合は、連合審査にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。

委 員 異議なし。

議 長 異議なしと認め、１班に１番から６番の６件、２班に７番及び８番の２件、３

班に９番及び１０番の２件、以上合計１０件を付託します。

次に、日程第４、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請審議につい

てを議題とします。

本案について事務局の説明を求めます。あわせて事前現地調査の概要について

も説明願います。

事務局 （議案第２号説明）

以上、受理した申請書は、農地法第４条第２項各号に該当しないため、許可要

件全てを満たすと考えます。
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以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

議 長 説明が終わりました。

本案について、地元委員で意見のある方はお願いします。

２３番。

２３番委員 ２３番です。２号の第２番、これはこの前、今説明ありましたけれども、現地

調査をしたところで、これも事前調査を先日いたしました。隣接農地への影響、

特にある場所ではありませんので、問題ないと思いますので、よろしくご審議

お願いいたします。

議 長 ほかにございませんか。

１５番。

１５番委員 議案第２号の１番です。申請の理由にあるように、○○さんが取得するときに

は既にもう山林だったのですけれども、この山林を開拓して梅をつくる予定だ

ったのですが、この申請の理由にあるように、できなくなったということで、

山林として保持したいという申請であります。この辺一帯はもう○○のあそこ

は山林と農地が混在している場所なのですけれども、農地のほとんどはもう全

て山林になっているというような現状でありますので、これも山林ということ

で利用しているということでやむを得ないのではないかと思います。周りの農

地に受ける影響はないと思われますので、よろしく審議お願いします。

議 長 ほかにございませんか。

委 員 なし。

議 長 それでは、打ち切ります。

ただいま地元委員からの意見がありましたので、お含みおきください。

それでは、お諮りします。議案第２号については、審査班に審査を付託したい

と思います。

なお、審査班に付託した議案について、他の審査班との審査の必要が生じた場

合は、連合審査にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。

委 員 異議なし。

議 長 異議なしと認め、１班に１番及び２番の２件を付託します。

次に、日程第５、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請審議につい

てを議題とします。

本案について事務局の説明を求めます。あわせて事前現地調査の概要について

も説明を願います。
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事務局 （議案第３号説明）

以上、受理した申請書は、農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要

件全てを満たすと考えます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

議 長 説明が終わりました。

本案について、地元委員で意見のある方はお願いします。ございませんか。

２４番。

２４番委員 １５番案件なのですけれども、５月２３日に碓氷川森林組合の組合長の○○さ

んが見えまして、補助金事業の補助金がついたので、現在の置き場、○○株式

会社さんから借りていまして、そこを先月ですか、行った場所なのですけれど

も、丸太の選別機、そして現在の砂利道ですが、砕石敷いたところを舗装しま

して、現在の丸太を一時転用ということで○○さんの土地を借りたいというこ

とです。現在の農地はちょっと遊休地になっていまして、アカシヤとかの雑草

が生い茂っていまして、それを伐採しまして現地盤でタイヤローラーで締め固

めて一時転用の置き場とするということです。周辺農地については問題はない

と思いますので、審議のほうよろしくお願いいたします。

議 長 ほかにございませんか。

８番。

８番委員 ８番です。５条の４番案件ですけれども、申請理由にあるように、高齢のため

に耕作できなくなったということで、この関係の義理の関係になります。場所

的には傾斜地でありまして、事前の現地調査も特に異常ないということで、審

議よろしくお願いします。

議 長 ほかにはないですか。

１２番。

１２番委員 １２番です。５条関係の１３番をお願いします。太陽光発電の申請ですけれど

も、私現地へ行ってみて大変感心したのですけれども、バスの中で説明があり

ましたが、安中で初めてということで、○○の利用ですね、太陽光発電、下は

○○とか、○○をするということで、太陽光発電をしますと下が日陰になりま

すので、日陰になったその半日陰の利用でその○○が育つのですね。日当たり

のいい場所とかはかえってだめで、それと今言う○○も日陰が原木を育てるの

には大変いいと思いますので、その話を聞いて大変これからほかの人もそうい

う○○構えの太陽発電もあるかなというふうにも感じていた。周りのずっと隣
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接の土地を見たのですけれども、すぐ近くに川、山林も支障もございませんの

で、私から見れば許可相当と思いますので、ひとつご審議のほうよろしくお願

いします。

議 長 ほかに。

２３番。

２３番委員 ２３番です。５条の１２番案件になりますが、きょう現地視察をしていただき

ましたうちの一つです。先日○○のグループ長に会いまして、いろいろお話を

したのですけれども、いずれにしましても隣接住宅、隣接農地に迷惑をかけな

いように万全を期すということと、それから排水についてはきょう説明ありま

したけれども、雨に備えてため池をつくって対処するということですので、問

題ないと思いますので、よろしくご審議をお願いいたします。

議 長 ほかにはないですか。

２０番。

２０番委員 ２０番です。１６番案件です。この場所なんですが、○○より近くの○○の北

側の場所なのです。これ一時転用で○○解体あるいは太陽光発電の施工に伴う

道路用地として出てきているのですけれども、行ってみましたら既存にある公

道ではないのだと思うのですけれども、そこに砂利が○○センチぐらい盛って

ありまして、そして土手も大きいところは○○メートルぐらいもうかいてある

のですね。出ているのですけれども、一時転用ですからそれを戻すということ

には、やはりうまく後で災害が起きたときあるいは被害があった場合に、その

補償とかそういう契約になっているのかどうなのかというのもちょっと非常に

問題を持っている場所なのですね。これ、後から出ている農振地域を外す、除

外するほうでも申請が出ているのですね。同時に申請が行われているわけです

よ。一時転用の場合は戻すのが目的ですから、農振を外してそっちがあるので

あれば、我々が判断してもとに戻すのにどうするかを一生懸命考える、そうい

うことは必要はないのではないかというふうに思うのですね。ですから、同時

申請というのは可能なのかどうか。もしそうであれば、その必要性は何なのか。

この道も多分市道を勝手に道路としてつくってしまった道路なのですね。です

から、その後農地の上に砂利が○○センチぐらい敷かれてしまっているので、

そういうことで例えばその地権者とか、まちの都市計画とかいろいろあって、

そういうこともあるでしょうから、私たちにはちょっと判断が難しいので、皆

さんで審議していただきたいというふうに思います。
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議 長 ほかにございませんか。

２６番。

２６番委員 ２６番です。番号の３番です。申請の理由にありますように、お互いの土地を

交換するというふうな内容です。周辺農地、その他問題はないと思いますので、

よろしく審議をお願いします。

議 長 ほかにはございませんか。

委 員 なし。

議 長 なければ打ち切ります。

ただいま地元委員からの意見がありましたので、お含みおきください。

それでは、お諮りします。議案第３号については、審査班に審査を付託したい

と思います。

なお、審査班に付託した議案について、他の審査班との審査の必要が生じた場

合は、連合審査にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。

委 員 異議なし。

議 長 異議なしと認め、１班には３条との関連を考慮し、７番から１１番の５件、あ

わせて計画変更１番の１件、計６件、２班に１番から６番の６件、３班に１２

番から１６番の５件、以上合計１７件を付託します。

ここで、書類審査のため暫時休憩とします。

なお、再開は午後１時です。

（休憩午前１１：５０）

（議案審査）

（再開午後 １：００）

議 長 休憩前に引き続き会議を再開します。

初めに、事務局より発言を求められているので、これを許可します。

事務局 そうすれば、５条の１６番について補足の説明をさせていただきます。図面の

ほうが全体でとじてあるやつの一番最後が５条１６番の図面になります。

２つに分けて説明をさせていただきますと、まず最初に始末書がついていると

いうことで、地元から道路が広がっているよという話が事務局のほうにありま

して、現地を確認に行ったところ、既に○○メーターぐらいに広げて砕石が全

部敷き込んであったというような状況で、事務局のほうからその施工者を呼ん

で許可をとっていないところだから、復元をしてくださいということで指導を

しています。
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この図面でいきますと、申請地と書いて矢印があります。この黒く塗ってある

道路が、上へ上がって、その左手に○○なのですけれども、そこの前に行くま

での道路、この道路を今回申請をされているということで、この道路が許可を

とらずに４メーターの幅に広げて砕石が敷かれてしまったということです。事

務局のほうは、申請地の矢印のところから上の道路に上がるまでの間は、ここ

には道路敷がありません。ここは原野になっています、地目上が。便宜上もと

もとの耕作者が原野と思われるところを広げて、道路で２メーター程度に広げ

て使っていたと、それをさらに広げて今回の利用してといいますか、広げてし

まってあったものですから、事務局のほうの指導は、この上がり切ったところ

から○○に向かってＬの字になっている部分については、道路を勝手に広げて

いるので、原状回復してくださいということで、砕石を剥がして農地に戻させ

ています。

それから、今の言っているその申請地という矢印のほうにおりてくる道路につ

いては、原野が３メーターから５メーター、位置が定かではありませんし、そ

れで左も右ものりをしょっている細い道路だったものですから、それを高い側

ののりを削って広げたと。そこの広げた部分の砕石は除いてもらいました。た

だ、そののり面は急だったものですから、なかなか張りつけても雨等で崩れて

流れてしまうので、そうすると道路全体で利用できなくなりますから、そこは

やむを得ないでしょうということで、すぐに原状に戻して申請をしてください

ということで、今回の始末書つきの申請となっています。それが１点です。

それからもう一つ、先ほどの２０番委員さんのほうから農振申請してあって、

農転の一時転用っていかがなものかみたいな話もあったと思うのですけれど

も、先ほどの審査班の３班のほうのお願いだったものですから、３班に説明を

させていただいたのですけれども、今回の申請はこの○○が潰れ、大雪のせい

もあるのですけれども、古いこともあって、もう相当傷んで潰れています。そ

れを解体して撤去したいということなのですね。大型車を入れて運び出したい。

それから、もう一つの目的は、２月に申請されたこの図面でいきますと、○○

と書いてあるところに、別の会社が太陽光の申請があって許可になっています。

太陽光を設置するのに、やはりせっかく道が広がるのだとすれば利用させてく

ださいということで、費用を一部負担して利用をしたいというのが、今回の農

地転用の一時転用の申請だと、農振はこれから審議会が開かれるのだとは思い

ますけれども、農振と農地法のとは別の判断ということに、法律も違いますし、
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なります。

それから、今回農振農用地のままで申請されていますので、一時転用以外はま

ず許可はできない場所ですから、一時転用のみに限って許可の見込みがあると

いうことで、○○をまず壊して転用許可済の太陽光を設置したい。それは農振

除外は今度の審議会で仮にその除外が通ったとしても、来年ですかね、大体今

までのペースでいきますと。そうすると、それまでは農振のままですから、そ

の前に既にもう作業をしなければならないということから、今回一時転用をさ

れています。

ですから、農振は通るか通らないかこれからのことです。ですから、別のこと

というふうなことでご判断をいただきたいというふうに思います。そんなので

ご審議をいただければと思いますが、よろしくお願いいたします。

議 長 それでは、運営内規に基づき、議案第３号５番、７番から１１番、１２番及び

１３番のそれぞれの案件申請者から説明を求めたいと思いますが、これに異議

ありませんか。

委 員 異議なし。

議 長 異議なしと認め、議案第３号５番案件申請者から説明を求めます。

事務局 それでは、自己紹介と申請内容の説明をお願いします。

５番申請者 こんにちは。株式会社○○と申します。会社は高崎の○○にございます。こと

しで創業は○○年の会社になりまして、事業としては電子部品の商社をやる予

定でしたけれども、その電子部品の商社という流れの中で、太陽光の接続箱で

すとか、そういった関係のお仕事もやらさせていただく中で、産業再生事業に

弊社のほうも取り組もうということで太陽光事業を、○○年前からいろいろ計

画に着手しておりました。

今回我々のパートナー会社のほうから、安中市の今回の土地のご紹介をいただ

きまして、ぜひここに弊社の発電事業をやりたいということで今回申請に至っ

た経緯でございます。

議 長 説明が終わりました。

質問等のある方はお願いします。ございませんか。

１３番。

１３番委員 １３番です。ご苦労さまです。今○○年ぐらいもうやっていらっしゃるという

ことですけれども、どの程度の実績をお持ちですか。

５番申請者 実績はまだ、今回初めての物件でして、○○年前から計画して、土地の算定で
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すとか、いろいろのモジュールですとか、いろんな設備関係のものをいろいろ

やってきまして、今回初めてです。

議 長 ほかにございませんか。

１０番。

１０番委員 １０番。この図面に○○さんの公衆用道路○○があります。その脇に所有者が

違う細長い○○平米ほどの土地があるのですが、これはどういうことなのです

か。わかったら。

５番申請者 済みません。ちょっと存じ上げていません。

議 長 １０番。

１０番委員 この公衆用道路は、将来は市に寄附行為だとかそういう形にする予定はあるの

ですか。

５番申請者 ちょっとそれは聞いていないです。

議 長 ほかにございませんか。

委 員 なし。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。ご苦労さまでした。

５番申請者 よろしくお願いします。

議 長 次に、関連のある議案第３号７番から１１番までの案件申請者から説明を求め

ます。

事務局 それでは、自己紹介と申請内容の説明をお願いします。

７番申請者 いつもお世話になっております○○と申します。このたびは当社の申請につき

まして、こういった審議の場を設けていただきましてありがとうございます。

私が総務課の○○と申します。よろしくお願いいたします。隣におりますのが、

同じく総務課の○○と申します。

７番申請者 ○○でございます。よろしくお願いいたします。

７番申請者 もう一人、行政書士の○○ですけれども、今回の申請につきまして基本的な事

務をお願いしておりますので、説明のほうは行政書士の○○のほうからさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

７番申請者 代理人の○○です。よろしくお願いします。農業委員の皆様には大変いつもお

世話になっております。きょうはよろしくお願いします。

それでは、事業計画の説明をさせていただきます。申請地は、平成９年から１

９年にかけて○○をした場所でございます。埋め戻し等をしまして今の形にな

っているのですが、平成１５年ごろ地権者からばらばらの農地を使い勝手がい
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いように集約して使いたいので、どうにかならないかねということをお話があ

りまして、それでいろいろ諸問題があったのですが、今回ようやく所有権の移

転の仕方ですとか、土地の分割、それから税金関係、その辺が全部整理できま

して、今回３条と５条の申請をお願いさせていただいたわけでございます。

５条の目的が、のり面の保安用地とそれから資材置き場用地になっているので

すが、資材置き場は○○の包装用の塩ビのバッグを置く場所に使う予定でおり

ます。それから、保安用地ののり面は、のり勾配が１対２で、表面には種子の

吹きつけの処理をしてありまして、崩壊の危険等は防ぐような処理をしており

ます。

以上、簡単なのですが、事業の説明でございます。

議 長 説明が終わりました。

質問等のある方はお願いします。

５番。

５番委員 ５番です。ご苦労さまです。本日全員で現地を確認させてもらったのですけれ

ども、農地も集約されているし、道路も整備されているしということで、立派

に復元はなされていると思うのですけれども、その農地が復元されてからこの

申請に当たるまでにちょっと時間が経過しているというふうに思うのですけれ

ども、何かその原因といいますか、理由といいますか、があれば説明をお願い

します。

７番申請者 時間のほうが大分かかってしまって、農業委員の方にいろいろご迷惑かけて申

しわけないと思っています。実は筆数がかなりありまして、それから土地の所

有者も地権者も人数がかなりおりまして、その地権者がそれぞれに集約して使

うということになりますと、土地の分割ですとか、それから所有権の移転のや

りとりですね、売買でするか交換にするか、この辺のやりとりがございまして、

ちょっと時間のほうがかかってしまったわけなのでございますが、今回ようや

く面積等のやりとりの問題も解決しまして、申請に至った次第でございます。

議 長 ほかにございませんか。

では、私から申し上げます。○○さんにおかれましては、安中では大変大きな

企業でございます。安中に対しましても大変大でございます。この中で今回の

申請に当たりまして、大変時間がかかっております。今後は、速やかに登記等

の書類に早く手をつけていただきたいと思います。

なければ質疑を打ち切ります。ご苦労さまでした。
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７番申請者 お世話になりました。よろしくお願いします。

議 長 次に、議案第３号１２番案件申請者から説明を求めます。

事務局 それでは、自己紹介と申請内容の説明をお願いいたします。

１２番申請者 お世話になります。私は○○と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

日ごろより皆様にはお世話になっています。本日は５月１２日付で申請させて

いただきました農地につきまして、○○の命を受けて私のほうで説明させてい

ただきます。

最初に、まず概況のことを少し報告させていただきますけれども、私どもは○

○以来景気が落ちていましたが、ここへ来て若干の持ち直しをしております。

そんな中、やっぱり稼ぎ頭はアメリカなのですが、今海外の比率が約○○割ぐ

らいになっております。そんな中で、ぜひ群馬に事業を残したいという、その

拠点となる○○をぜひ拡充したいということで、今回○○に伴う従業員駐車場

ということで提案させていただきました。申請させていただきました。

それでは、内容について概略を説明させていただきます。申請地は○○ほか○

○筆で、合計で○○平方メートル、所有者が合計で○○名でございます。転用

の目的は、従業員の駐車場です。申請の理由は、先ほど申し上げましたが、新

しい○○の拠点にするために○○をここで建設しまして、ここを拠点にしまし

て海外への進出等あるいは国内への高品質、あるいは高付加価値の○○の製品

をつくるための拠点にする、要するに○○の建設予定に伴う従業員駐車場の設

置です。

施設の概要としては、現在約○○台ぐらいが場内に駐車していますが、そこが

潰れますので、そこを予定していますので、○○台ぐらいをまず外に出して、

今回申請地に出させていただきまして、ほかに○○ができますとおおむね数年

で、まだ人数までは確定をしておりませんが、数年で約○○名ほどの増員にな

る予定でございます。その駐車場とあわせて製造設備も拡充が当然といいます

か、計画もありますから、約○○台の増設が見込まれますので、合計で○○台

ということを申請させていただきます。

利用計画ですが、今回申請する土地は周辺は住宅地で、一部に農地がございま

す。土地の形状は変形でございますけれども、東西に変形の長方形という形で

す。土地の高低差でございますけれども、わずか、ほぼ平地で、西から東側に

自然勾配でそこは下っております。接道に関しましては、安中市道○○号線、

ここが隣接していまして、そこを出入り口にする予定でございます。南側につ
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きましては、ＪＲ信越線と隣接、接続しております。鉄道のすぐそばでござい

ます。駐車場のベースは、入り口とか通路は基本的にはアスファルトとさせて

いただきますけれども、砕石の駐車場にさせていただきます。おおむね○○ぐ

らいの砕石敷きです。雨水対策ですが、それは先ほど申し上げましたように、

砕石敷き、こうではないと末端の流末に水路がありませんので、砕石敷きでほ

ぼ浸透、それでものみ込めませんので、下流東側に約○○平方メートルほどの

調整池、水たまりですね、そこに設けまして、外に出ないようにする計画でご

ざいます。また、ＪＲのほうにも出ないように、傾斜をＪＲ線から逆勾配で駐

車場に水がたまる予定になってございます。周辺設備は、基本的にはネットフ

ェンスでございます。ただ、民家もありまして、そこにはブラインドフェンス、

いわゆる目隠しフェンスあるいはＪＲ側にはガードレールというような要求も

ありますので、その辺を施工いたします。

最後ですけれども、施工に当たっては周囲に迷惑かけないよう、また関係省庁、

関係部門とは協議して道路占用承認工事などの申請を行いまして、厳格に行い

たいと思います。

以上でございます。

議 長 説明が終わりました。

質問等のある方はお願いします。ございませんか。

１６番。

１６番委員 １６番です。ご苦労さまです。この駐車場はかなりの面積だと思うのですけれ

ども、その中でかなり水が対流するようなそういう地形であるというふうな中

にあって、今回そこのところに約○○平方メーターのそういった場所につくる

という感じでありますけれども、最近異常気象でかなりの雨が降ったりして溜

まったりそういうふうな異常気象になっているわけでありますけれども、そう

いう降雨量がかなり集中するような場合があるかと思うのですけれども、この

○○平方メーターというのはそれだけで足り得るのか。そしてまた、そこの面

積についてはどのような、ただ砕石を敷いて少し何センチぐらい低いそういう

場所をつくるのか、その辺のところはどうなのでしょうか。

１２番申請者 このほかに通常の開発行為と言っているのですが、安中市ですと協議計画書

というのがございまして、基本構造１時間当たり６４．８ミリというのが、こ

の計画の規格でございます。それに安全率を増して土手をゆったり、そこから

は出ないようにしてございます。さらに、もしそこではけ切れない場合は、西
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側へ西側へと、要するに駐車場が使えなくなるような方向で勾配をとっていま

すので、外に出るということは、今私どもで想定した限りではないというふう

に考えています。駐車場が場合によったら、先ほど申された雨量が１００ミリ

とか、１００ミリを超えるようになるというのはちょっと想定しにくいのです

けれども、もしなるとすれば駐車場が使えなくなる状況になるほど土手を上げ

ていく予定です。そこから外に出るということはないと思います。

議 長 ほかにはございませんか。

１５番。

１５番委員 関連の質問なのですけれども、この調整池に駐車場から２％で調整池に入るよ

うになっているよね。調整池の深さはどのくらい。

１２番申請者 深さは６４．８ミリ降ったときに、おおむね３０センチ程度ということにな

っています。

１５番委員 ということは３０センチぐらい。

１２番申請者 はい。近くに民家もありますから、そこに小さい子とかそういうこともおる

ので、池というよりは低いところの水たまりというふうに考えています。深く

掘るにはそのほかに文化財の関係もありまして、土をいじることは我々許可を

得ていませんので、基本的にはそれぐらいの高さと。

１５番委員 今駐車場内に子供が入ることもないとは思うけれども、そういった設備もひと

つご用意いただきたいと思います。

１２番申請者 それが最初おっしゃったとおりに、計画したのですけれども、文化財の関係

があって、これはあそこ文化財の保存地になっていまして、掘れないことにな

っていますので、そういうふうな市からの指導を受けました。

議 長 １９番。

１９番委員 ご苦労さまです。２つほどちょっと聞きたいのですけれども、場内の駐車場は

ここから外に出すということだよね。これ西地区へ○○が、東地区へできるの

ですか、どっち。

１２番申請者 ご存じだと思うのですけれども、西地区に○○棟入ったところに建っていま

して、その横○○になります。○○つそろって建っています。

１９番委員 ああ、そうですか。

それと、あと前に宅地があるということで、目隠しのフェンスとかつくると言

っていましたね。これは結局照明を遮るための目隠しのあれなのですか。

１２番申請者 いや、それよりもプライベートの空間を遮るという方が多いのです。皆さん
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の意見を聞いて、市とも協議しているのですが、基本的にネットフェンスなの

ですが、おおむねネットフェンスの場合１．５メートル程度を考えているので

すけれども、目隠しフェンスの場合は１．８から２メートルぐらいで、ちょう

ど人が見たときに生活空間が見えなくなるというようなことを希望されている

方が多いので、そういうので、照明というよりはどちらかというとプライベー

ト空間を保護すると。

１９番委員 ああ、そうですか、わかりました。

議 長 １４番。

１４番委員 今のと関連するのですが、夜間、真夜中での出入りというのはございますでし

ょうか。

１２番申請者 今回私どものこれ基本設計なのですけれども、夜勤者の中には前夜勤と後夜

勤がありますけれども、その辺については場内というような場内で、６時から

夕方の７時ごろまでは出入りの時間だと思うのですが、ほかにもやっぱり一部

残業して９時、１０時になると思うのですが、照明に関しては基本的に９時ぐ

らいで半分ぐらい減らすと。通常真っ暗になるとやっぱり危ないので、常夜灯

と９時ごろになったら照明を消すというような二段構えで考えています。

１４番委員 やっぱり真夜中になりますと、今度照明問題と、あとたしか出入り口のところ

に民家があったような感じがあるので、そこからの苦情が出ると思いますので、

極力この真夜中の使用というか出入りは控え目にしたほうがいいかなと思いま

した。

議 長 ほかにございませんか。

委 員 なし。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。ご苦労さまでした。

１２番申請者 どうもありがとうございました。

議 長 次に、議案第３号１３番案件者から説明を求めます。

事務局 それでは、自己紹介と申請内容の説明をお願いします。

１３番申請者 高崎市○○です。今回は、農地の上にソーラーパネルを置いて、そしてその

下に○○をつくるという申請をさせていただきました。よろしくお願いします。

議 長 説明が終わりました。

質問等のある方はお願いします。

２番。

２番委員 ２番です。どうもご苦労さまです。２点質問させてください。
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○○ということで、ちょっとこの辺では珍しいのですけれども、苗の購入計画

というか、具体的に○○反歩ということになるとかなりの本数が必要になると

思うのですけれども、そちらの計画。

それともう一つが作業計画、○○反歩これ多分手で植えると思うのですけれど

も、どのくらいの人数でどのくらいの期間をかけてやるような計画を立ててい

るのか、ちょっと具体的に教えていただければと思います。

１３番申請者 それでは、購入計画のほうから。これ○○というのは、山間部にまして寒い

方にここら辺では利根村・吾妻それと秩父、おかげさまで私があちこち飛び回

っている中で、ほとんどの人が知り合いです。そして、一番多いのが今単価が

安いのが利根村です。利根村というのは吹割の滝の上なのですけれども、あそ

こに……そこの公園の○○さんという人が昵懇なのです。そして、○○さんが

産直をやって、○○軒の農家のものを集めている。それが全部うちのほうの手

に入っています。

それと吾妻はちょっと向こうから見ると高いです、苗が。そして、今言う○○

購入計画というのは１粒について今まで私が試験した中で、○○年前から試験

しています。当時は吾妻から買いました。安くしてもらって、○○でした。○

○払って、それで今試験栽培しています。そして、去年は○○坪別なところで

まきました。それはまだ生えないですね。そして、あとはその植えつけについ

ては、植えつけは今盛んに幾日か前にもラウンドアップドラム缶で２７万４，

０００円ですか、買って草退治し、次の入るのを草を出るのを待っていて、そ

れで２回し、次は今度は肥料をまいて、肥料ももうつくってあります。牛ふん

とそれとボカシ肥料、これは鶏ふんでＥＭ菌のボカシ肥料を数百袋つくってい

ます。それを厚くして開墾して、そしてまた草の生えるのを待って１回草退治

して、今度は棚づくりから自分のうちで今度はやります。そして、植えつけは

ここにすると、大体平米に○○株からです。平米に○○株です。○○株ですね。

そして、１つの株に○○粒ずつ植えます。それは、申しわけない言い方なので

すけれども、植えるのはもう植えるところは遊んでいるようなものです。その

前の土づくりから見ると、そういう感じで、植えるのはラッキョウと同じです

から、深く植えればだめ、浅く、そしてぽつぽつ植える、そんなようなぐあい

です。

議 長 ほかにございませんか。

１４番。
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１４番委員 １４番です。ご苦労さまです。２つばかりお聞きしたいのですが、１つはこの

パネルの下で農作業をする場合において、その農作業者の安全確保という問題

なのですが、例えばそういう電気を扱うところに、単純に簡単に入っていいも

のかどうか。何か作業者に対して安全、どのような安全対策を講じているのか

ということと、もう一つは、例えば○○をつくる場合に、その地域での収穫の

○○割以上減ってしまうようなおそれがあるのではないかということで、その

営農の適切な継続ができない可能性はないのかと、そこの２点をお聞きしたい

ですが。

１３番申請者 まず、安全対策に対して、その作業性からいって最低○○メートル、高さが

○○メーターあったら、今度において傾斜地ですから○○と、そんなような下

にするため……

１４番委員 そこのところで、例えばですよ、○○とかそういうものを持ってきて転がって

しまったとか何かで、配管パイプの支柱が曲がってしまうとか何か、または冠

水する場合にその水をまくか何かで、何かそういう漏電みたいなおそれがない

のか。下のほうにまくのに裏のほうにまいてしまったりして、そういうような

要するにある意味のヒューマンエラーみたいなのがないかとかということなの

ですが。

１３番申請者 今の散水とかなんとかというのは、○○には散水はしないです。一部原野の

ところに○○をするのに、今○○さんという人に、もう太いやつばかり○○本、

もう植え込み済んで、もうしまってあります。それはやっぱりやり方だと思う

のですよ。何をするにもそうですけれども、自分が経験し、安全を第一にしな

ければ、それは何したって、事故でも国道あるいは高速道路等通っていても、

それを安全を見逃してしまえば、どこにも事故はある。それは不虞によってだ

と思います。

１４番委員 あとは、いい木の平均的な生産高の○○割以上減ってしまうと営農に適さない

ということで、継続が確保されなくなるのですが。

１３番申請者 これは今もそうなのですけれども、遮光率というのはそのパネルの下だった

ら一般的には遮光率、遮光率と言っていますが、ここは○○％というようなこ

とで計画していますけれども、それより何よりは、空気の流通ということを考

えます。やっぱり草でも一番いいのは、空気の流通あるいはイコール遮光率だ

と思って、そこら辺は工夫して考えています。

１４番委員 ちょっと済みません。要するに収量が○○割以上確保できるのかどうか。
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１３番申請者 それは今現在、試験をしています。そして、事実、これならいけるというも

とで計画をしています。

１４番委員 今試験している段階なのですか。

１３番申請者 はい、そうです。今まではこういう例がなかったと思います。

１４番委員 これ、もし○○割確保できなかった場合は、事務局どうなるのでしょうか。

議 長 事務局。

事務局 そうすると、適切な営農するような指導をするところから始めて、確保ができ

ない場合は施設の撤去をしてもらうということになりますし、申請の時点でそ

ういった確約書が添付をされてあります。

議 長 ほかにございませんか。

１９番。

１９番委員 １９番です。ご苦労さまです。○○さん、いろいろ○○等、いろいろ経営して

いるよう、私同郷ですので、生まれが、いろいろ聞いているのですけれども、

この施設をつくるのは今現在空き地になっているのですか。例えば○○をちょ

っと一部片づけて場所をつくるとか、そういうあれではなくて、空き地になっ

ているところなのでしょうか。

議 長 はい、どうぞ。

１３番申請者 今までのいるところは、主に○○を植えていました。宮崎産の○○という種

なし○○を植えました。そのとき買ったときがえらい高価な金を出し、○○株

して、だんだん、だんだん減ってきて、ここら辺はまして新しい品種、それは

合わないです。合わないです。なったとしても、秋はなっていて、そしてこの

冬の北風が当たるとみんな白くなって、そしてさらに木もだんだん、だんだん

１年に相当数だんだん、だんだん枯れてきて、今はだからこの許可がおり次第、

○○抜きから始まります。そして、現には今草退治をしていくと、そういう感

じです。

１９番委員 ああ、そうですか。○○も、北風が当たると葉っぱが白くなってきてしまうの

ですね。

１３番申請者 葉っぱも実も白くなります。

１９番委員 そうですね。枯れてしまうのですね。そうですか。

１３番申請者 まして新しい種類というのは、やっぱり無理してつくったのでしょう。合わ

ないですね。

１９番委員 そうですか。
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１３番申請者 はい。

１９番委員 はい、わかりました。

議 長 ほかにございませんか。

２０番。

２０番委員 ２０番です。きょうはご苦労さまです。関連する質問なのですけれども、○○

というのは連作ってできるのでしょうか。

１３番申請者 はい、連作できます。

２０番委員 それはずっと続けて、毎年大丈夫なのですか。

１３番申請者 大丈夫です。

２０番委員 そうなのですか。

１３番申請者 株です。はい。そして、それがつくるのに、上の葉っぱを切って使ったり、

混んでくればうる抜いて、今度は下のラッキョウみたいな部分もする、それに

は使い道が違います。葉っぱの部分は春出始まって１５日間です。葉っぱを利

用する、あとはこわくなって、今ことしはもう利根村ももうこの間が最後。そ

して、いっぱい仕入れてうちで今食べる工夫をしています。塩漬けにして、塩

漬けを塩出しをして、今度は冷凍にして、そして今度はキムチにするとか、あ

るいは５つぐらいの今試験しています。

２０番委員 時間とともに落ちてくるということはないわけですね。

１３番申請者 ないと思います。ただ、さっき言うように、空気の流通が悪いとアブラムシ

もたかります。アブラムシがたかったままにしておけば、全ての作物が絶えて

しまうのではないですか。

２０番委員 なるべくその新しいことですから、いろいろな問題あると思うのですけれども、

やっぱりその○○割以上というのを確保するようなことを常に考えておいてほ

しいなというふうに思いますね。

１３番申請者 相当高価な金かかるわけです。今、今回○○について○○キロ予定していま

すけれども、最終的には○○キロ、そうすると○○はかかる、これあえてそこ

に飛び込む。私は、申しわけない言い方だけれども、百姓専業といえば百姓専

業の人の何倍やっています。ところが、ほかの仕事といえば、会社の代表を４

つやっています。

２０番委員 その辺を考えておいていただければと思いますが。

議 長 ほかにございませんか。

委 員 なし。
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議 長 なければ質疑を打ち切ります。ご苦労さまでした。

１３番申請者 どうもお世話になりました。よろしくお願いします。

議 長 ここで、審査班の意見を取りまとめるため、暫時休憩とします。

（休憩午後 １：４０）

意見の取りまとめ

（再開午後 ２：０８）

議 長 休憩前に引き続き会議を再開します。

それでは、議案第１号に対する書類審査結果について、各班の報告を求めます。

１班。

１班班長 ８番です。１班に付託されました議案第１号、農地法第３条関係は、１番から

６番の６件です。審査班で農地法第３条許可基準により審査した結果、調査書

に示したとおりであり、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件

を全て満たしていますので、許可相当であります。

以上です。

議 長 ２班。

２班班長 ２３番です。２班に付託された議案第１号、農地法第３条関係は、７番から８

番の２件です。審査班で農地法第３条の許可基準により審査した結果、調査書

に示したとおりであり、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件

を全て満たしていますので、許可相当であります。

議 長 ３班。

３班班長 １５番です。３班に付託された議案第１号、農地法第３条関係は、９番から１

０番の２件です。審査班で農地法第３条の許可基準により審査した結果、調査

書に示したとおりであり、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要

件を全て満たしていますので、許可相当であります。

議 長 報告が終わりました。

これより議案第１号に対する質疑を行います。

委 員 なし。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。

これより議案第１号に対する採決を行います。

本案に対する審査班の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。

委 員 挙手全員。
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議 長 挙手全員であります。

よって、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については、審査班

の報告のとおり決定しました。

次に、議案第２号に対する書類審査結果について、１班の報告を求めます。

１班班長 ８番です。１班に付託された議案第２号、農地法第４条関係は、１番から２番

の２件です。審査班で農地転用許可基準により審査した結果、審査表に示した

とおりであり、農地法第４条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て満

たしていますので、許可相当であります。

議 長 報告が終わりました。

これより議案第２号に対する質疑を行います。

委 員 なし。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。

これより議案第２号に対する採決を行います。

本案に対する審査班の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。

委 員 挙手全員。

議 長 挙手全員であります。

よって、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請については、審査班

の報告のとおり決定しました。

次に、議案第３号に対する書類審査結果について、各班から報告を求めます。

１班は計画変更についても報告願います。

１班班長 ８番です。１班に付託された議案第３号、農地法第５条関係は、７番から１１

番の５件であります。計画変更が１番の１件です。審査班で農地転用の許可基

準により審査した結果、審査表に示したとおりであり、農地法第５条第２項に

該当しないため、許可要件を全て満たしていますので、許可相当であります。

議 長 ２班。

２班班長 ２３番です。２班に付託された議案第３号、農地法第５条関係は、１番から６

番の６件です。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に示

したとおりであり、農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件を全

て満たしていますので、許可相当であります。

議 長 ３班。

３班班長 １５番です。３班に付託された議案第３号、農地法５条関係は、１２番から１
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６番の５件です。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に

示したとおりであり、農地法第５条第２項に該当しないため、許可要件を全て

満たしていますので、許可相当であります。

議 長 報告が終わりました。

これより議案第３号に対する質疑を行います。

委 員 なし。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。

これより議案第３号に対する採決を行います。

本案に対する審査班の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。

委 員 挙手多数。

議 長 挙手多数であります。

よって、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請については、審査班

の報告のとおり決定しました。

次に、日程第６、議案第４号、農用地利用集積計画の承認についてを議題とし

ます。

本案について事務局の説明を求めます。

事務局 （議案第４号朗読）

以上の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしていると考えます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 説明が終わりました。

本案について質問等があったらお願いいたします。ございませんか。

委 員 なし。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。

お諮りします。本案について承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。

委 員 挙手全員。

議 長 挙手全員であります。

よって、議案第４号、農用地利用集積計画の承認については、原案のとおり承

認し、市長へ送付することに決定しました。

以上で提出議案の審議を終了しました。

次に、日程第７、平成２５年度の点検評価及び平成２６年度の活動計画につい

てを議題とします。
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事務局より説明をさせます。

事務局 （事務局説明）

議 長 説明が終わりました。

質問等がありましたらお願いします。ないですか。

委 員 なし。

議 長 お諮りします。

本案について承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。

委 員 挙手全員。

議 長 挙手全員であります。

よって、平成２５年度の点検評価及び平成２６年度の活動計画については、原

案のとおり承認することに決定いたしました。

次に、日程第８、その他についてですが、初めに平成２６年度安中市農業委員

会農業振興研究会の総会を行います。

（農業振興研究会総会）

議 長 平成２６年度安中市農業委員会農業振興研究会総会を閉会いたします。

それでは、日程第８、その他の続きを事務局から説明願います。

事務局 （その他事務局の説明）

①平成２７年度群馬県農政施策に関する建議について

②農業者年金加入促進について

③群馬県農業委員大会提出議案に関する要望について

④農業振興船津賞候補者の推薦について

⑤その他（配布物:のうねん、耕作放棄地発生防止表彰など）

議 長 以上で本日の審議は全て終了しました。

議決された議案に対し、審議された意見等を尊重し、許可並びに群馬県農業会

議へ諮問いたします。

本日はご苦労さまでした。これにて第５回総会を閉会いたします。

時に午後 ２時４０分

以上、会議の顛末を記載しその内容に相違ないことを証するため、ここに

署名捺印する。

平成２６年５月２６日
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安中市農業委員会会長

１５番委員

２９番委員


