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令和４年 第２回 安中市農業委員会議事録【部分開示】 

 

１ 開催日時 令和４年２月２５日（金） 午後１時３０分～午後３時２６分 

２ 開催場所 安中市役所第３０５会議室 

３ 出席委員 （１７人） 

  出席者  １番 上原 正孝   ２番 丸山 征二   ３番 山田  茂 

   ４番 宮口 太郎   ５番 森泉壽義雄   ６番 白石  隆 

   ７番 内田 忠雄   ８番 磯貝 俊夫   ９番 大沢 秀夫 

   10番 上原恵美子   11番 橋本 一男   12番 武井 洋一 

   13番 佐藤 恒雄   14番 飯野  優   15番 宇佐美幸雄 

16番 上原 見徳   17番 竹内 佳重 

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       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５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 農用地利用集積計画の承認について 

６ 農業委員会事務局職員 

       事務局長   山田 幸則    庶務兼農業振興係長  新井 雅彦 

       農地係長   茂木 浩之    農地係        真下 貴光 

       農業振興係  五十貝 遼 

 

会議の概要 

 議 長  ただいまから令和４年第２回安中市農業委員会総会を開会します。 

      出席委員は１７名中１７名で、定足数に達しておりますので、総会は成立いた

しました。 

      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条第２項に規定する議事録署名人ですが、

議長から指名することにご異議ありませんか。 

 委 員  異議なし。 

 議 長  それでは、５番森泉壽義雄委員・１２番武井洋一委員、両氏を指名します。 
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      なお、書記に事務局職員を任命します。 

      次に、日程第２、会務の報告について事務局の説明を求めます。 

 事務局  令和４年１月２５日開催の第１回総会で許可相当の議決案件、農地法第４条関

係１件、５条関係７件につきましては、令和４年２月１６日付で許可書を交付

いたしました。 

      現況証明の１月分の取扱いについてですが、６件、９筆の申請があり、転用許

可の目的どおり利用されていることを確認し、証明書を交付いたしました。 

      群馬県農業会議の第１１回常設審議委員会が２月１６日に前橋市のＪＡビルで

開催され、竹内会長が出席しました。 

      報告は以上となります。 

 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、農地法第３条の規定による許可申請書を下記のとおり受理したか

ら審議のうえ議決願いたい。 

      令和４年２月２５日提出、安中市農業委員会会長竹内佳重。 

      議案第１号、農地法第３条の申請は、議案書１ページから２ページ記載の１２

件です。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。よろしくお願いいたします。 

 議 長  説明が終わりました。 

      本案について意見のある方はお願いします。 

      ４番。 

 ４番委員 ４番です。議案第１号、農地法第３条関係の１番と３番でございます。 

      この両方の案件が、受け人が会社を退職し、一生懸命農業に励んでおります。

畑もきれいに起きております。私が見たところ、何の問題もないと思いますの

で、よろしくご審議をお願いいたします。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １０番。 

１０番委員 １０番です。３条の４番、５番、６番、７番になります。 

      営農型の太陽光の申請になります。なかなか生産性が思うようには上がってい
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ない部分もあると思いますが、ぜひ農作物の生産に力を注ぎ、営農を継続して

いただきたいと思っております。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １１番。 

１１番委員 １１番です。１号、３条関係の２番ですが、この土地は、申請地は○○の東方

手前２００ｍぐらいのところを南に１５０ｍぐらい入った場所であります。申

請者の方は造園業を営んでおるということで、申請地の隣でサツキ、それから

ツツジの苗木を植えております。それで、申請地については長年借り受けまし

て、申請地も苗木が、サツキ、ツツジの苗木が植わっている。きれいに整然と

して作付されております。その関係で、特に問題はないのですが、非常にきれ

いに整地されておるということで、よろしくお願いいたします。  

 議 長  ほかにございますか。ないですか。 

      １５番。 

１５番委員 １５番です。３条関係の８番、９番になります。 

      営農型太陽光発電の申請に係る賃貸契約と地上権設定の契約になります。場所

は、○○の街道沿いにありまして、隣がほぼ耕作放棄をしているような田んぼ

の隣になります。耕作上の中断というか、耕作上の邪魔になるようなことはな

いと思われますので、特に問題はないかと思います。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。ないですか。 

      ６番。 

 ６番委員 ６番です。第３条関係の１１番と１２番でありますが、これは５条関係の１６

番に関連いたしますが、今この○○地区におきましては、○○の関係の土地改

良を準備進めておりますので、それでまたこの土地が土地改良の予定地域内と

いうことで入っておりますので、ちょっと私のほうとすれば取下げなりという

ことでお願いしたいと考えております。 

      また、土地改良の予定地に入っておりますので、今後このような申請が出てく

ることが懸念されますので、その辺も考えまして、取下げなりという事でお願

いしたいというふうに考えております。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 
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      １４番。 

１４番委員 １４番です。今の議案第１号、農地法第３条の関係の１１番、１２番で○○の

関係と一緒になるわけなのですけれども、同一議案掲上になっているので、○

○の２件、これが５条の１６番と同一の案件なのですが、営農型の太陽光発電

ということで、借受人のほうが○○の西側の信号のところで２年前かな、やは

り青地に太陽光発電ということで営農型で、その下にサカキを作っている本人

でございます。それと、１２番の同じく２段目、３段目の件と同じなのですが、

場所としては宅地の北側並びに東側で、チョウチョウが舞うような羽形になっ

ている農地ですけれども、所有者は違うのですが、営農型の太陽光発電という

ことで、東側については全て、一部を除いてほとんど荒れ地になっております。

農用地の農振地域内ですけれども、営農型ということで、この辺については問

題ないとは思います。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。ないですか。 

 委 員  なし。 

 議 長  ただいま委員から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は、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４番から７番の４件、２班に１番、２番及び８番、９

番の４件、３班に３番と１０番から１２番の４件、以上合計１２件を付託しま

す。 

      次に、日程第４、議案第２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、事前調査の概要についても

説明願います。 

 事務局  議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請書を下記のとおり受理したか

ら審議のうえ議決願いたい。 

      令和４年２月２５日提出、安中市農業委員会会長竹内佳重。 

      なお、２月２１日に実施されました申請地面積１，０００平米以上の案件の現
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地調査結果につきましては、特段問題とされるような事項は見当たりませんで

したので、その旨ご報告させていただきます。 

      議案第２号、農地法第５条の申請は、議案書３ページから４ページ記載の１６

件です。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。よろしくお願いいたします。 

 議 長  説明が終わりました。 

      本案について意見のある方はお願いします。ないですか。 

      １番。 

 １番委員 １番です。議案第２号、農地法第５条の５番と６番です。 

      まず、５番なのですけれども、この場所はもう場所が広過ぎて目標になる物が

あまりないんですよ。目標になるのは、南側に九十九の上野の集落が五、六百

ｍ直線上見えるところなのです。上毛三山一望、浅間山も一望、本当に景色の

いいところで、日の出から日没まで日陰になるところが全くありません。太陽

光にはもううってつけの場所だと思います。設定人のほうも、体調を崩しまし

て何年か全く農業ができない状況になっています。そういうことで、太陽光発

電の、ソーラー発電の話があったところ、太陽光発電を設置することで決めた

ようです。 

      それから、６番につきましても○○さんが１人で、農地はいっぱい持っている

のですけれども、○○さんが今○○亡くなって１人だけなのです。○○してい

た方なのですけれども、農業が全くできないということで、そこへソーラー発

電を設置してもらうということで決まったようです。特に周りに対する日陰に

なるとか、そういうやつは全くありませんので、太陽光にはうってつけのとこ

ろで、いいのではないかと思います。 

      ３０年ぐらい前、バブルのとき○○ができるということで、１回○○が入った

のです。でも、周りが全部桑畑です、当時は。今、桑畑も大分減ってきていま

すけれども、それもほぼ大体７割ぐらいがもう遊休農地になっていますかね。

そんな関係で、○○も桑畑だけで、植栽にかかってしまうので、それでやめて

しまったのですね、植栽にかかり過ぎてしまうということで。それで、○○は

いい○○ができたのだと思いますけれども、そういうことでご検討していただ

きまして、お願いいたします。 

 議 長  ほかにございますか。 
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      ３番。 

 ３番委員 ３番です。農地法第５条の２番、３番、４番、８番、９番、１０番の件です。 

      まず、２番ですが、○○の下の住宅地の一角で、これも問題ないと思います。 

      ３番です。これは国道１８号の○○のすぐ東の○○のある場所です。その東で、

昔○○があった場所に○○を造っていまして、その駐車場に行く道路というこ

とで、これも問題ないです。 

      ４番です。４番は、○○の、先ほどのと同じ住宅地の一角で、これは３種農地

なので、これ問題ないと思います。 

      ８番です。８番は、○○の跡地の○○と国道１８号の中間のところでありまし

て、これ３種農地で、これ問題ないと思います。 

      続きまして、９番です。９番と１０番、これ同じような場所で、同じ使い方な

のですけれども、９番の国道１８号の○○の１つ手前の手押しの信号の西のと

ころなのです。北側なのですけれども、そこで太陽光ということで、国道から

入るのに１段下がるのですよね。それで、直接入るいい道がないので、その１

０番の土地を使って工事するということで、これも国道端なので、これしよう

がないかなという感じで問題ないと思います。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

      ２番。 

 ２番委員 ２番です。議案第２号、農地法５条の１１番、１２番、１３番について説明さ

せていただきます。 

      まず、１１番ですが、こちらは周辺が宅地化が進んでおり、周りに若干農地は

残っているのですけれども、周辺農地への影響は少ないと考えられます。  

      続きまして、１２番ですが、こちらは図面を見ていただければ分かりますよう

に、もう完全に周りは全て宅地になっております。周辺農地への影響はないと

考えられます。 

      続きまして、１３番になります。こちらは、○○さんの反対側の通り端なので

すけれども、北側に田んぼがつながっていまして、そちらでは現在も耕作がさ

れています。南側にこの建物ができると、若干日陰になる可能性もあるのです

が、図面を見る限り、北側に進入道路を造る予定になっているようなので、そ

の辺少し可能な限り、北側で活用されている農家の方への影響がないような構

成をしていただきたいと思います。 
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      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １３番。 

１３番委員 １３番です。議案第２号の農地法５条の１番ですが、申請地は受け人が渡し人

より以前から管理を委託されていたものでありまして、現状も見てまいりまし

たが、一部は駐車場として、ほかは耕作されておりまして、譲渡人から受け人

に移るということで、問題ないと思います。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １０番。 

１０番委員 １０番です。ちょっと補足になるのですけれども、５条の５番、６番、営農型

の形成なのですけれども、なかなか生産性が上がってこないということで、前

年度２割、３割、今年度は４割、５割を目標として生産性を高めるという努力

はしているようですけれども、このまた申請によって一時転用期間を１０年と

いうのは、もう少し考えたほうがよいかなと思いますので、その辺をまた審議

の参考にしていただきたいと思います。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １４番。 

１４番委員 １４番です。議案第２号の農地法５条の１４番並びに１６番の下２つについて

でございます。 

      まず、１４番につきましては、○○の西側に当たります。事業所がありまして、

その東側の耕作放棄地でございます。資材置場ということで、賃貸借権という

関係でございますので、特に問題はなかろうかと思いますので、審議の参考に

お願いいたします。 

      また、先ほど１号議案で出ました営農型太陽光発電の一時転用の関係の○○の

関係２枚につきましては、特に問題はなかろうかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １５番。 

１５番委員 １５番です。議案第２号、農地法５条関係の７番、１５番になります。  

      ７番は、農用地の区域内でありますけれども、営農型太陽光発電ということで

申請がありました。作業というか、農作業に支障は出ないと思われますので、
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あとは許可相当だと思います。 

      それと、１５番です。１５番が、面積はちょっと広いですけれども、ほかに耕

作しているところが周りにないので、特に問題はないと思いますが、○○とい

う一番下の住所に、実は○○で、今ハウスを使って調整作業をしております。

これが、まだ作業中なものですから、あと一、二か月はちょっと寒さで作業が

遅れていまして、遅れると思いますが、それが終わり次第、ハウスを撤去して、

太陽光のほうの作業に移るという話が行政書士、施主、それと申請人ですか、

には話ができておりますので、ちょっと一、二か月遅れますけれども、そのよ

うな状態になっております。場所的には２種農地で、特に問題はないと思われ

ます。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

      ６番。 

 ６番委員 ６番です。先ほど１号議案の３条関係で関連があるということで、５条関係の

１６番でございます。 

      ○○のところなのですけれども、ここは○○の西側の南に位置するところであ

りまして、これ昨年ですかね、大分荒れていたのですけれども、きれいにして

あります。それで、ここ先ほど申しましたが、土地改良の予定地区内というこ

とで入っておりますので、その辺も含んでご審議のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

 委 員  なし。 

 議 長  ただいま委員から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は、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番から１１番の５件、

３班に１２番から１６番の５件、以上合計１６件を付託します。 

      これより書類審査のため、暫時休憩とします。 
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なお、審査が終わりしだい再開とします。 

                              （休憩午後 ２：０７） 

      （書類審査） 

                              （再開午後 ２：３２） 

 議 長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

      それでは、運営内規に基づき、議案第２号、農地法第５条関係の５番から７番

及び１６番の案件申請者から説明を求めたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

 委 員  異議なし。 

 議 長  異議なしと認め、議案第２号５番から７番の案件申請者から説明を求めます。 

      （議案第２号５番から７番申請者入場・着席） 

 事務局  それでは、最初に自己紹介をしてから申請内容の説明をお願いします。  

５番～７番申請者 本日はお世話になります。○○株式会社太陽熱業務マネジャーの○○と

申します。本日はお忙しいところ、私たちの申請案件のほうをご審議していた

だきまして、誠にありがとうございます。この後、担当のほうで説明申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

      それと、こちらが○○株式会社担当の○○でございます。 

      こちらが、農業法人の○○の○○マネジャーでございます。 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

５番～７番申請者 では、私のほうから説明に入らせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

      今回申請させていただきました案件が、合計で５つありまして、一つ一つ説明

させていただきます。 

      １つ目が、○○という○○から西に行ったほうにある○○の方の土地になりま

す。ここの所有者の方が、○○住んでいらっしゃる○○様で、転用面積に関し

ましては、合計で８５７平米あるところの転用面積が２．８平米ということに

なっております。現在の耕作状況が、耕作という形になっております。 

      ２つ目です。こちらが、営農型の露地栽培となっております。２つ目も、先ほ

どの地主様と同じ○○様の○○という所になっております。こちらも１，３０

２平米のうち、転用面積が３．２平米となっております。転用に関しましては、

太陽光営農型の転用になりますので、脚の部分だけの転用の面積になっており

ます。こちらの○○の土地は、ハウス型の営農型栽培施設になっております。 
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      ３つ目です。３つ目も同じ○○様の土地でございまして、上野原の○○の土地

になっております。こちらも１，０２１平米のうち、一時転用で３．２平米の

ほうになっております。こちらもハウス型の営農型発電所になっております。 

      次が、４つ目の説明になります。４つ目の土地に関しましては、地主様が○○

様で、○○に住んでいらっしゃる方で、こちらが○○になっております。現在

の状況に関しましては、こちら耕作地になっておりまして、１，１７１平米の

うち２．７２平米のほうを一時転用させていただきます。こちらの施設につき

ましては、ムカデ型の露地でする営農型発電所になっております。 

      次が、最後になります。最後が、○○地区のところで営農型の露地栽培のほう

をやるのですけれども、地主様が○○様と○○様になっております。地番が、

○○と○○になっております。現在、どちらとも耕作となっておりまして、合

計しまして１，２９２平米のうち３．４４平米のほうを一時転用させていただ

きたいと思っております。事業のほう、こちらで報告を終わります。 

      以上になります。 

 議 長  申請者の説明が終わりました。 

      質問のある方はお願いします。ございますか。 

      １番。 

 １番委員 ご苦労さまです。○○さん、大規模にソーラー発電をおやりになっていますけ

れども、○○地区は本当に日当たりがいいところで、ソーラー発電にはもって

こいの場所だと思うのです。日の出から日没まで、一日中もう陽が当たってま

すからね。でも、ここにカボチャを作るということですよね。近くでカボチャ

は、もう既に作っていますよね、そのちょっと東のところで。見ますと、カボ

チャもあまり生産性がよくない。私、散歩をしながら、私もあの場所で、よく

あそこを通るのですけれども、あまり今年、去年かな、１年目ですよね、カボ

チャ作ったのはね。見ると、生産性はあまり上がっていないような気がするの

です。 

      それで、場所的にはカボチャの味がいいのができると、カボチャはどっちかと

いうとあまり地のいいところへ、砂地でもいいのができるのはサツマイモなの

だけれども、しているのですね。いいものは、味がいいのができるのですけれ

ども、ただ栽培するのには難しいと思うのですよね。どっちかというと砂地で

すから乾きますし、そういう面はあるのですけれども、一時転用、これは１０

年間許可が出るのですけれども、生産性ですねその辺を見ますと、１０年間と
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いうより３年間ぐらいで様子を見させていただいて、その後１０年間になるか

どうかはあれですけれども、そういうことで３年間ぐらいで、３年間で一応生

産性を見させていただきまして、それで許可をしたいと思うのです。初めから

１０年間ではなくて、３年間ですね。そういうことで、ちょっと承知をしてい

ただきたいと思うのですけれども。 

      カボチャも乾きとかあるのでちょっと大変ですから、水も結局下から持ってこ

なくては、水も全くありませんから、あそこ乾き場ですから、高い丘陵地で。

私もあの辺近くにあるのですけれども、なかなかいい作物ができなくて、昔は

あの辺全部もう１００％桑畑だったのですよ。今、桑畑もだんだん少なくなっ

て、養蚕はもうほとんどしてませんから、ああやって畑になっているのですけ

れども、そういうことで３年間ということでお願いしたいと思うのですけれど

も、３年後ちょっと生産性を見させてもらってということでお願いをしたいと

思うのですけれども。 

５番～７番申請者 よろしいですか。 

 議 長  はい。 

５番～７番申請者 すみません。今、農業委員さんからいろいろとアドバイスをいただきま

して、弊社の実績で８割要件というところがまだ満たされていないというとこ

ろで、今のご意見を頂戴したのかなというふうに思っております。  

      弊社といたしまして、今まで○○というところで農業のほうをやっておりまし

て、弊社の考え方としましては地元雇用というのを、今実際ここは松井田・安

中・富岡エリアというところに含まれておりまして、弊社のですね、そこでシ

ルバーの方、６０歳以上の方を１０年ほど雇用のほうをさせていただいており

ます。それで、今ちょっと人手のほうも足らないので、そこら辺手入れがよく

できていなかったという部分もあります。そういうところにつきましては、地

域雇用のほうで地元の方のシルバーさん等を増やして、いい作物ができて、弊

社の場合は○○にもございますけれども、「○○」という形で販路のほうがご

ざいますので、そこでしっかりした野菜のほうを販売していきたいというふう

に考えております。 

      また、８割要件に達するような努力といたしましては、外部から種苗会社の方

を、指導のほうをいただくというところで、８割収穫をパネル下でもできるよ

うなところで取組のほうをしていくという所存でございますので、また安中市

の農業委員会の皆様には日頃から監視、また巡回のほうをしていただきまして、
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ご指導のほうを賜れればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １０番。 

１０番委員 今日はご苦労さまです。営農型の太陽光の外周をビニール幕で覆い、外観はビ

ニールハウスに似た形状になりますとあるのですけれども、現在そのような設

置をして営農している場所とかありますか。 

      あと１つ、もう少し詳しく教えていただけたらありがたいと思うのですけれど

も、説明をお願いします。 

５番～７番申請者 ○○生産部、○○がお答えさせていただきます。 

      今、現状ですと、○○にイチゴと水耕栽培に主にハウス型として建てられてい

るところがございまして、こちらは地域の栽培反収に近い数字が出るような実

績はございます。 

 議 長  １０番。 

１０番委員 今、現にフェンスの周りとかにビニールを覆ってイチゴを栽培しているという

ことですか。 

５番～７番申請者 そうですね、ソーラーパネルの架台にビニールをつけて、ハウスに寄せ

て栽培をしているということです。 

１０番委員 それは、その目的とはどんな形を考えているのですか。寒さよけとか。 

５番～７番申請者 そうですね、保温をして、あとはハウス型にすることによって、やっぱ

り作業性というものが上げられるかなというふうに考えます。 

１０番委員 それは、割と厚いビニールのもので覆うのですか。 

５番～７番申請者 そうですね、厚いもの。今ですとエフクリーンというものを使って、耐

用年数確か２０年位でフッ素加工のものです。 

１０番委員 もし、割と風が強かったりする場所とかには、そのビニールが外れて周辺に飛

んでいくとか、そういう対策は取っているのですか。飛ばないように。  

５番～７番申請者 ○○も、風はやっぱり当たってしまうことがありまして、外周にネット、

害虫ネットだったりを設置しまして、そちらで道路だったり、ほかの方のご迷

惑にならないように努めてはいます。 

１０番委員 分かりました。ありがとうございます。 

５番～７番申請者 すみません。補足説明させていただきます。 

１０番委員 はい。 

５番～７番申請者 エフクリーンというちょっと２０年の耐久性のもので、一般のビニール
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シートとは違うハウス用のしっかりしたビニールの素材になります。それで、

外部から強風で物とか飛んでくると、さすがに穴が空いてしまうのですけれど

も、通常の風ですと、○○地区というのは吹きおろしがすごくあるのですけれ

ども、そんなに破れたことはないというところで、外周はネットがありますの

で、ビニールがあったとしても引っかかるような状態になると思われます。よ

ろしくお願いいたします。 

 議 長  ほかにございますか。大丈夫ですか。 

 委 員  なし。 

 議 長  では、ご苦労さまでした。どうもありがとうございました。 

５番～７番申請者 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

      （議案第２号５番から７番申請者退出） 

 議 長  次に、議案第２号１６番の案件申請者から説明を求めます。 

      ちょっとお待ちください。 

  暫時休憩。 

                              （休憩午後 ２：４８） 

  

                              （再開午後 ２：５３） 

 議 長  では、会議を再開します。 

      議案第２号１６番の案件申請者から説明を求めたいと思いますが、異議ありま

せんか。 

 委 員  異議なし。 

      （議案第２号１６番申請者入場・着席） 

 事務局  それでは、最初に自己紹介をしてから申請内容の説明をお願いいたします。 

１６番申請者 こんにちは。株式会社○○の、私○○と申します。 

      今回、安中市の○○と、あと○○のほうで営農型の太陽光事業のほうを担当さ

せていただきますが、よろしくお願いいたします。 

１６番申請者 私は、サカキ農家をやっております。まだまだ年数は、今サカキ農業を始め

て１３年目になります。山取りから始めまして、今は畑栽培、露地栽培とパネ

ルの下での栽培をしております。パネルの下での実績は、まだ７年しかござい

ませんが、徐々にこれを確立していきたいと考えております。今日、商品なん

かも、こういった商品などを持ってきましたので、後でご説明できればと思い

ます。今日一緒にやっていくチームとして参加させていただきます。よろしく
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お願いします。 

１６番申請者 それでは、農業従事者の○○様のほうのご紹介をお願いします。 

１６番申請者 ○○というところで、一応認定農家という形でもってやっております。主に

原木シイタケの生産のほうをしています。○○です、よろしくお願いします。 

１６番申請者 以上で自己紹介を終わります。 

 議 長  では、申請者の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。ご苦労様です。ちょっと話しづらいのですが、申請が３か所から出

て、３か所申請が出ているのですけれども、この○○地区に関してちょっと確

認させてもらいたいのですが、こちらの地元委員さんのお話を伺うと、測量が

始まっていまして、土地改良の予定がこの地域全体としてあるという話は聞い

ていますでしょうか。 

１６番申請者 先ほど農業委員会事務局の真下様ほうからそういう話を聞きまして、地主、

地権者の○○様という方なのですが、電話で確認したところ、そのような話は

知らないということでした。 

 ２番委員 知らない。 

１６番申請者 はい。 

 ２番委員 そうですか。一応現実として、もう外周の測量が始まっているらしいので。 

１６番申請者 外周の測量ですか。 

 ２番委員 まだ正式に事業化されているわけではないのですが、事業化するための準備段

階という事になるんですね。そこで、１つ確認したいのですが、そういう予定

がある土地にサカキを植えて、これ根が張るものですから、ソーラーパネルは

移設もできますけれども、数年後に土地改良した場合、区割りが変わるわけで

すよね。土地改良分かりますか。 

１６番申請者 はい。 

１６番申請者 土壌改良ではなくて。 

 ２番委員 土壌改良ではなくて、土地改良。 

１６番申請者 ああ、改良、区割りされてしまうということですか。 

 ２番委員 大きく、平らな大きなものにしたり、中身を入れ替える、区画を変えるわけで

す。今、小さい区画なのです。 

１６番申請者 大がかりに。 
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 ２番委員 そうです。そうすると、元の面積に応じて新たな面積に配分されるのですけれ

ども、同じところではないのですよね。換地でもないのですけど、要はその中

で役員さんがいろいろ考えて区割りをしていくわけなのですけれども、これが

単年度の作物であれば撤去した後に対応できるのですけど、サカキという事に

なると植えてしまうと移設ができないわけですよね。 

１６番申請者 そこでなのですけれども、基本的に樹木で、これが５ｍ、６ｍになってしま

う、通常の露地のサイズでいうとそれは難しいのですけれども、例えば来年移

設したいとなった場合は、通常ですと２月から３月の中旬ぐらいまでの間に、

しっかり冬の寒い間に根切りといって６０センチぐらい根っこを切っておいて、

それから根巻きで移動するということはできます。 

 ２番委員 ああ、そうですか。 

１６番申請者 はい。 

 ２番委員 仮に、この土地改良が正式に決定して事業化が進んだときに、皆さんはサカキ

の移設とソーラーパネルの移設ができますか。それが、今ちょっと具体的に農

林課といって、こことは違うところがやっていることなので、どこまで進んで

いるのかちょっと確認が取れないので。 

１６番申請者 同じぐらいのね。 

 ２番委員 面積はほぼ同じ面積、もしくは事業によって違ってくるのですけれども。 

１６番申請者 大体場所的には。 

 ２番委員 場所は分からないです。全体の中で、どこに区割りをされるかというのは、私

たちが分かることではない。 

１６番申請者 多分二、三百枚あると思うのですけれども、それであれば対応したいと思い

ます。 

 ２番委員 ああ、そうですか。それが終わってからやるのではなくて、土地

改良終わってからやるのではなくて、もうやってしまう。着工して、それが土

地改良が具体化したら、そこで移設。移設していただけるということでよろし

いですか。 

１６番申請者 はい、分かりました。大丈夫です。 

 議 長  ほかにございますか。大丈夫ですか。 

      １４番。 

１４番委員 １４番です。○○さんにお伺いしたいと思います。 

      ○○の西側のシイタケ栽培している裏に、昨年かその前、営農型の太陽光発電
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始めましたよね。 

１６番申請者 はい。 

１４番委員 サカキを植えたのが去年の春ですか。今年が２年目ですよね。この資料を見ま

すと、６年間は養成期間ということで、７年目から初めて販売になりますよね。

今、こちらのサカキのほうの会社の人が…… 

１６番申請者 ○○の○○と申します。 

１４番委員 それがパネルの下にサカキを作り始めて７年目という話を先ほどいたしました

けれども、初めてパネルの下で栽培したサカキを販売したのが去年ですか、今

年。 

１６番申請者 簡単に説明しますと、パネル下において安定の収穫を見込めるのは５年目か

らなのですね。 

１４番委員 ああ、５年目からね。 

１６番申請者 実際に、山の杉、ヒノキの下の遮光率を再現できます、パネルの下ですと。

人工的に肥料と肥培管理をすることによって、実績としては３年目から収穫が

始まっています。これは○○でも実績が出ているのですが、寒い寒冷地ですと

○○というところでも早い収穫が、山よりも早い収穫は見込んでいて、今回の

○○さんもそれに合わせた、非常にソーラーパネルのスリット、隙間とパネル

の高さ、それからその下の土壌改良、畝と明渠の深さとか、そういうものをし

っかりやってあげることによって、私は３年目からしっかり収穫が始まると。 

１４番委員 ３年目から収穫ができて販売もできるということで、一番聞きたいのは、その

露地栽培とパネルの下で栽培したサカキの品質、どちらが単価的に市場で、市

場に出すのだと思うのですけれども、市場の値段はどちらがよろしいですか。

それちょっとお聞きしたいと思います。 

１６番申請者 これは、露地栽培、九州と静岡では完全な露地で育てています。完全な露地

で育てていると、どういうことが起きるかというと、節間、葉っぱから葉っぱ

までの節間が短くなって、要は葉っぱが詰まってくるのです。葉っぱが詰まっ

てきた上に、小葉、小さい葉っぱになります。ところが、これが日陰の山の中

とか遮光率が高いところですと、もう私が木だとしたら、木軸に対して少しで

も日を取ろう取ろうとして真横に伸びるのですね。葉っぱ一枚一枚が大きくな

る。 

      神棚に供えたとき、どうでしょう。これは、とりあえず葉っぱは正面を向いて

いてほしいですね。そうすると、葉っぱが真横に行って垂直に真っ平らなもの
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がいいと。ところが、露地で生えているサカキ、皆さん思い出していただきた

いのですけれども、全部葉っぱが閉じているのですね。日をよけよう、よけよ

うと。 

１４番委員 ああ、そうですね。小さいですものね。 

１６番申請者 そうすると、葉っぱが裏を向いていたり、例えばこの中で言うと、これちょ

っと日の当たるところで南側で少し取れた、こういうふうに葉っぱが閉じてき

てしまうのですね、日当たりのいいところは。 

１４番委員 ああ、全然見た目が違いますね。 

１６番申請者 はい。これのほうがきれいに、私はきれいだと思っています。 

１４番委員 市場での評価というのは、そのパネル下のほうが。 

１６番申請者 もちろんです。 

１４番委員 どのぐらい。 

１６番申請者 価格差ですか。 

１４番委員 ええ。 

１６番申請者 価格差は、これは正直申し上げますと、日本で一番高いのは八丈島の露地で

作っているものです。でも、一般的に考えると葬儀だったり結婚式だったり、

あとは神社さんで、あと靖国神社にも納品はしているのですけれども、そうす

ると必ず葉っぱが平らなものという指定がございますので、山に神様がいて畑

にはいないという考え方もあって、なので日陰で育っている真っ平らなものが

いいというお客様が非常に多いです。 

１４番委員 分かりました。ありがとうございます。 

      それと、あと○○さんにお聞きしたいのですが、裏は自宅というか、お兄さん

のシイタケ小屋から近いところで管理が行き届くと思うのですが、あと○○の

２か所は自宅のすぐそばですので、割合栽培が、管理楽かと思うのですが、今

度は○○、ちょっと距離がありますので、そんなに野菜ではないから毎日見に

行く必要はないと思うのですが、労力的にはあれですか。面積が結構２反６畝

今度増えますよね。全部の栽培面積ではないですけれども、一応２反６畝の畑

を管理するのに労力的には大丈夫ですか。 

１６番申請者 大丈夫です。といいますのは、○○というか、自分もあまりちょっと地名は

分からないのですが、〇〇に○○のある畑が１町歩ちょっとありまして、そち

らのほうに時折行くようにはなっていますから。 

１４番委員 ああ、そうですか。はい、分かりました。では、頑張ってください。  
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      以上です。 

 議 長  ほかにございますか。 

      １番。 

 １番委員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、サカキ山取りすると言っていましたよ

ね。これ山取りって、どの辺の山があるのですか。 

１６番申請者 群馬県は、私もいろんな山へ入っていますけれども、群馬県は個体数が少な

かったです。 

 １番委員 ああ、そうですか。サカキはいっぱい種類があるのですけれども、ヒサカキと

かホンサカキとか、もちろんホンサカキなのでしょう。 

１６番申請者 ホンサカキは関ヶ原より西で使います。ヒサカキは関東から北海道まで。ヒ

サカキは、ヒサカキだけで、このヒサカキは２４０種類ありまして、マサカキ、

ホンサカキは１７０種あります。この中でも、それぞれ使えるのはホンサカキ

で栽培用に使える、成育がよくて葉っぱの色がよくて枝数が多くて病害虫に強

い、耐寒性も強いというのは、両方合わせても１０種類もないぐらいです。そ

れを一応選抜品種で、うちで毎年毎年選抜の苗を作っています。 

 １番委員 私の同級生が、○○に嫁いでまして、やっぱりサカキ、神社ですから、それで

同級生が、私が伊勢神宮に行ったとき、伊勢神宮で買ってくるのが一番いいの

だということを言われて、サカキを買ってきたのです。このくらいのね。 

１６番申請者 苗木ですか。 

 １番委員 苗木です。ほぼ何年たちますか、４年ぐらいたちますけれども、まだこのくら

いにしかならないですね。 

１６番申請者 伊勢神宮の苗木は、恐らく御荘ですね。御荘で育てていて、実際にお伊勢様

の苗木というだけで、これは力があって、ありがたいという苗でしょうけれど

も、恐らく私からすると、その品種を何年ぐらい前ですかね、それはもう例え

ば１０年前だったとしましょう。１０年前にサカキの品種改良が行われていた

という実績はないのです。なので、そういうことは文献にも出ていないので、

私が日本で育つ、東北でも群馬県でも関東でも西日本でも、この苗だったらこ

の土地に合うというのは、私が一番、日本人の中で一番知っているという自信

はあります。 

      今日、見本としてお持ちしたのですけれども、この苗、これはヒサカキの苗に

なります。このヒサカキの苗は、まず地面から真っすぐ、木軸が真っすぐ出て

くるのです。通常の苗というのは、ぐにゃぐにゃ曲がっていたり、ホームセン
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ターとかでも売っているのですけれども、あとそれから露地で植えていると花

が多くて実がいっぱいついてしまって、あまりきれいに見えない。でも、実が

少なくて花も少なくて葉っぱの色が濃くて木軸が真っすぐで、真上から見ると

３６０度四方から収穫ができるという品種をしっかり育てていけば、これは営

農として成り立つというふうに考えております。 

      でも、やはり今おっしゃったようにホンサカキを、これからは若い人もかなり

スピリチュアルブームというか、精神的な社会になってきて、若い人が特にこ

のサカキの需要が増えてきています。そこで、ホンサカキの需要というのも上

がってきているので、今、今年植え付けたのは、挿し木で増やしたのは７万株

中５万株がホンサカキを増やしました。２番株がヒサカキでした。なので、ホ

ンサカキ需要というのを、この地域でも植えていきたいなと考えております。 

 １番委員 私も軽井沢のツルヤさん、和歌山から今入ってきている。 

１６番申請者 ああ、はい。 

 １番委員 毎月１５日、神社で１日に月２回替えているけれど替えてしまうのはもったい

ないぐらいなのです。全然傷みませんからね。 

１６番申請者 きれいですね。 

 １番委員 もったいないのです。 

１６番申請者 私も和歌山の田辺市で２年間住んでいて、龍神村というところでサカキの産

地なのですけれども、今度ぜひ苗木をお持ちしますので、よく見てください。 

 １番委員 私のは茶色くなってしまったのですよ。日焼けするのですね、日に当たると。 

１６番申請者 やはり日陰のほうがいいですね。 

 １番委員 そうですね。 

１６番申請者 はい。日陰のほうが。 

 １番委員 いずれにしましても、頑張ってください。 

１６番申請者 ありがとうございます。一緒にやっていきますので、よろしくお願いします。  

 議 長  ほかにございますか。 

 委 員  なし。 

 議 長  なければ質疑を打ち切ります。ご苦労さまでございました。 

１６番申請者 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

      （議案第２号１６番申請者退出） 

 議 長  ここで、審査班の意見取りまとめのため、暫時休憩とします。 

                              （休憩午後 ３：１７） 
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      （意見取りまとめ） 

                              （再開午後 ３：１７） 

 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の結果について、審査班から報告を求

めます。 

      １班。 

１班班長  １５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、４番か

ら７番までの４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  ２班。 

２班班長  １１番です。２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２番、８番から９番の４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、審査表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おりますので、許可相当であります。 

 議 長  ３班。 

３班班長  １６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、３番と１０

番から１２番の４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おりますので、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。ありませんか。 

 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。 

 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いたしました。 

      次に、議案第２号に対する書類審査の結果について、審査班から報告を求めま

す。 
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      １班。 

１班班長  １５番です。１班に付託されました議案第２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

を全て満たしておりますので、許可相当であります。 

 議 長  ２班。 

２班班長  １１番です。２班に付託されました議案第２号、農地法第５条関係は、７番か

ら１１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項各号に該当しないため、許可要

件を全て満たしておりますので、許可相当であります。 

 議 長  ３班。 

３班班長  １６番です。３班に付託された議案第２号、農地法第５条関係は、１２番から

１６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。ないですか。 

 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いたしました。 

      次に、日程第５、議案第３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３号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地

利用集積計画が安中市長より下記のとおり提出されたので、審議のうえ議決願

いたい。 

      令和４年２月２５日提出、安中市農業委員会会長竹内佳重。 
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      農用地利用集積計画は、議案書５ページ記載の１９件です。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りましたらお願いします。ないですか。 

 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３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いたしました。 

      以上で議案審議は全て終了いたしました。 

      これをもちまして令和４年第２回安中市農業委員会総会を閉会します。 

      慎重審議ありがとうございました。 

                               時に午後 ３時２６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。 

 

            令和４年２月２５日 

               安中市農業委員会会長 

 

                     ５番委員 

 

                    １２番委員 

 

 


