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平成２６年 第６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６月２５日（水） 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 議案第５号 安中市農業委員会運営に関する内規の一部改正につ

いて

日程第８ 農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する別段

の面積の設定について

日程第９ 平成２７年度群馬県農政施策に関する建議検討会

日程第10 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
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農業振興係 小川隆康

会議の概要

議 長 只今から、平成２６年第６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、１番高林一郎委員・２８番金井和夫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全国農業委員会会長大会について

③市議会関係について

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。

２５番。

２５番委員 ２５番○○です。この受け人の人は、３条の１番、２番なのですが、受け人の

○○さん、そして渡し人の○○していまして、留守の状態です。それで、○○

さんは親子○○代で生活していまして、全然問題ないと思いますけれども。よ

ろしくお願いします。



-3-

それで、２番のほうなのですが、受け人の○○さんは、○○を経営していて、

渡し人の○○さんは今現在東京に住んでいて、耕作放棄地になっています。そ

れで、○○の皆さんときれいに少し畑を耕作したいということで、一向に支障

がないと思いますので、よろしくご審議のほどお願いします。

議 長 ほかにございませんか。

２７番。

２７番委員 ３条の３番の件なのですが、先日譲受人と話ができまして、いろいろ聞いたの

ですけれども、今現在勤めをしておりまして、退職をしたら一生懸命耕作をし

たいということと、あと自宅のすぐ裏の地続きでありまして、耕作をするのに

も都合がいいということですので、審議のほどよろしくお願いします。

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番の１件、２班に２番の１件、３班に３番の１件、

以上合計３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。

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。

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。

１３番。

１３番委員 １３番です。本件は始末書添付ということで、始末書の件につきましては今事

務局より説明があったとおりでございます。周辺農地に対する影響はないと思

われますので、審議のほうよろしくお願いします。

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。
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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番の１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。

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。

１０番。

１０番委員 １番と３番の報告をいたします。１番につきましては、先ほど事務局からも説

明ありましたとおり、太陽光発電の賃貸借という理由でありますけれども、本

申請地は○○小学校のすぐ裏手と、それからもう１つ、○○については○○郵

便局の地続きということで、周辺農地につきましては２種農地ということであ

りますけれども、影響はないと思われますので、よろしくご審議のほどお願い

いたします。

３番につきましては、昨年○○小学校の耐震工事のための一時転用が済んで、

その土地でありますので、今回娘の夫婦に家を建てさせたい。使用貸借でござ

いますので、これもまた周辺農地に影響はありませんと思いますので、よろし

くお願いいたします。

議 長 ほかに。

２番。

２番委員 議案第３号の２番です。こちらの土地は、先ほど事務局から説明がありました

ように、介在畑となっておりまして、現在○○と○○に挟まれた土地でありま

して、こちらの○○で使う意外に全く使う道がない土地になっております。周



-5-

辺に農地もありませんので、周辺農地への影響はないと思われますので、よろ

しくご審議お願いします。

議 長 ほかにはございませんか。

１５番。

１５番委員 議案第３号の７番の案件ですが、賃貸借による太陽光発電システム用地という

ことですが、周辺の農地に影響はないと思いますので、よろしく審査のほどお

願いします。

議 長 ほかにはございませんか。

２４番。

２４番委員 ２４番です。６番案件なのですけれども、これは住宅地の間の農地ということ

で、なおかつ屋敷の一角の農地でありまして、この近辺の農地は全部申請人の

農地でありまして、他の影響はないと思いますので、ひとつよろしくお願いい

たします。

議 長 ほかにはないですか。

２７番。

２７番委員 ２７番です。５条関係の１１番なのですけれども、始末書が添付をされており

まして、以前に住宅を建てたわけなのですけれども、それを取り壊して、新た

に子供が住宅をつくるということになっております。同じ敷地内に地域の集会

所もありまして、周辺の農地には影響はないと思いますので、よろしくお願い

いたします。

議 長 ほかに。

１６番。

１６番委員 １６番です。４番の関係でありますけれども、この土地は私も現場へ何回か行

ってみたのですけれども、家から約○○キロ、私も山の中に住んでいるのです

が、○○キロ。人家があって、約○○キロぐらいは全然道があるだけで両方が

全部山という感じ。そういう土地なのですけれども、よくこんなところへ農地

があったなという感じがします。そこで昔は開拓でやっていた土地だと思いま

すけれども、周りが全部山林の中の農地というふうな形で、耕作している土地

はなくて、○○件だけ少し、○○平米ぐらい何か黒い土が見えた、そういう程

度の土地であります。周辺農地には影響はないと思いますけれども、○○年後

はちょっと心配されます。

議 長 ほかにはないですか。
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２１番。

２１番委員 ２１番です。５条関係の案件１０番です。この譲受人の○○という会社は、○

○をつくる会社であります。譲渡人の○○さんは○○人兄弟の○○でありまし

て、今高崎のほうへ出ておりまして、家には住んでおりません。その周りは○

○さんの農地があるのですが、周辺への農地への影響はないと思います。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 ほかにはございませんか。

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１番から４番の４件、２班に５番から７番の３件、あ

わせて計画変更１番の１件、計４件、３班に８番から１１番の４件、以上合計

１２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１１：３５）

（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。

運営内規に基づき、議案第３号４番、７番及び８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。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４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。

４番申請者 ○○の代表の○○といいます。いつもお世話になっております。今回○○に太

陽光パネルの設置を予定していて、○○キロワットを○○個です。

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。
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１６番。

１６番委員 １６番です。ご苦労さまです。現地は、今度太陽光がかなり広大な面積に設置

されるというふうなことで見てきたのですけれども、そうなってくるとやはり

雨水関係がかなり１カ所に集中すると。その下に人家が○○軒あるのですけれ

ども、その人家があの場合だというとかなりあちらのほうへ集中するのではな

いかなと考えられるのですけれども、その辺のところで雨水対策はどのような

ことを考えているのか、お伺いしたいと思います。

４番申請者 雨水計算いたしておりまして、側溝とあと浸透貯水計画しております。全体の

雨水を全部計算して、ほぼ浸透池と、一部は側溝に流せるような対策をして、

鉄砲水とかそういうのが出ないようにしております。あとは、法面、その他緑

地に緑化、クローバーを植えまして、鉄砲水が出ないように、土砂が流れない

ように、そういう対策を今しております。

議 長 ほかにございませんか。

１４番。

１４番委員 １４番です。かなり大きくて、また場所的にかなり人里離れたといいましょう

か、そういうところの立地ですので、この設備の保安管理をどうされるのか。

例えば災害なんかで異常があった場合、どうに検知するかとか、要するに常駐

員がいるのかとか、そういうような保安管理についてどう考えていらっしゃる

のか、お聞かせいただきたいと思います。

４番申請者 保安管理は、我が社のメンテナンスが定期的に回るのと、あと地元の施工会社

が大体○○週間に○○回ぐらい見回りをしていただいております。最低○○週

間から○○回。大水とか大雪とか、そういうときはすぐ対応するようにしてい

ます。

１４番委員 特別アラームとかなんかのあれはないのですか。

４番申請者 何かあったときは、大雨とかそういうときは見回るようにしておりますので、

大雨、台風、大雪とか。そういう支障がないようにしております。

議 長 ほかにございませんか。

８番。

８番委員 ８番です。お世話になります。１９日の日に現地を見させていただきまして、

傾斜地がかなりありまして、当日も結構水が流れた跡が見受けられたのですけ

れども、防砂対策というか、ただいま浸透式と言っておられましたけれども、

浸透式だとちょっと集中豪雨だとかああいうときにはちょっと危険を感じるよ
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うな気がします。

４番申請者 ある程度側溝も入れるようにしまして、あと法面は急勾配には法面シート、全

部網をかけて、草が生えるような対策もしておりますので、土砂が崩れないよ

うな。

８番委員 砂が流れ出さないような対策をひとつよろしくお願いします。

議 長 ほかにございませんか。

２２番。

２２番委員 ２２番です。ご苦労さまです。パネルの下は何か砕石でも敷くのですか。あの

まま現状のままやるのですか。

４番申請者 そうですね。土砂の下に砕石は入れるように。

２２番委員 全体に入れるのですか。

４番申請者 はい。

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。

４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 長 次に、議案第３号７番案件申請者から説明を求めます。

暫時休憩します。

（休憩午後 １：０８）

（暫時休憩）

（再開午後 １：０９）

議 長 それでは、会議を再開いたします。

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 ○○と申します。よろしくお願いします。弊社のほうで自社で安中市○○のほ

うに太陽光発電システム、○○ｋｗ未満の低圧そちらを○○区画基導入する予

定で現地の転用のほうの申請をさせていただきました。

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。

１５番。

１５番委員 失礼ですけれども、太陽光を設置する会社なのですか、おたく。

７番申請者 設置と購入の両方です。弊社のほうでパネルの販売、それから工事のほうをさ

せていただいています。
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１５番委員 参考までにお聞きしたいのですけれども、太陽光発電、最近、あちこちででき

ているのですけれども、今回の場合太陽光を設置することに対しては問題ない

と思うのだけれども、人家がそばで、最近人家がそばの太陽光は反射、光の反

射とか熱の反射とか、そういうことが人家のそばの場合、このごろささやかれ

始めているので、例えば技術的に、私は素人だからわからないけれども、例え

ば技術的にパネルの角度を変えるとか、そういうことでそういう光に対する処

置というのはできるのかどうか、ちょっとお聞きしたい。

７番申請者 そちらに関しては、一般的に問題が起こっている事例というのが、北向きに設

置された場合です。特に屋根の場合、そういったので、例えば北向きだったら

反射光がちょうど向かいの家の２階の窓等に入ってしまうという事例があるの

ですけれども、本件に関しましては南向きの角度が仰角と言われる角度が１０

度から高くて２０度になりますので、そういった影響はほぼないというふうに

考えています。

１５番委員 いずれにしても、そういう問題が起きないように、極力対処してもらいたいと

思います。

それから、もう一点、これはあくまで参考までにお聞きしたいのですけれども、

今回の場合は○○年間の賃貸契約ですか。

７番申請者 そうです。

１５番委員 そうすると、例えば契約書までどうこうの問題ではないのだけれども、参考ま

でにお聞きしたいので、○○年後には更地にして返すというようなことなのか

どうか。

７番申請者 基本的には、○○年後には原状復帰をさせていただいて返却させていただくと

いうふうに考えています。更地にして返します。

１５番委員 更地で返す。はい、わかりました。

議 長 ほかにございませんか。

８番。

８番委員 ８番です。どうもお世話になります。私のうちの近所でやっぱり太陽光の計画

が進んでいまして、隣接する方にちょっと質問されました。太陽光の要するに

パネル、あとは足だとか柱自体が熱を、要するに暑くなるわけですね、それ自

体が。そうすると、周囲の気温が２度から３度、私もちょっとインターネット

で調べてみたら、やっぱり２度前後気温が上昇するという可能性があるという

ことでして、その辺のデータどりとか対策のほうはどういうふうな感じでしょ
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うか。

７番申請者 現状、熱に関してのデータというのがいろいろなものを調べてはいるのですけ

れども、具体的には出ていないのですが、熱を帯びにくいような塗装色を選ぶ

ように弊社のほうでは配慮しています。具体的には、架台等では黒い色を選択

しない。白系の塗装にするとか、そういった工夫はしておるつもりです。ただ、

パネル部分に関しては、ご存じのようにパネルのほうは黒い色しかないので、

そのあたりというのは正直防ぎようがないというのが現実です。

８番委員 私もちょっと初めてそういう話を聞きまして、そういうこともあると。例えば

木だとか植物は熱を吸収するわけですね。太陽光パネルとか架台とか、それ自

体熱は吸収しないわけですね。やっぱり気温が多少なりとも上昇するのかなと

いう考えに至ったわけなのですけれども、そういうことでひとつ。まだいろい

ろ安中市で太陽光は随分進んでいますけれども、初めて聞いたのがその１件だ

けなのですね、私は。今後そういう苦情とか、そういうのが出てくる可能性は

あると思うので、ひとつその辺の出た場所の対処をひとつよろしくお願いしま

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。先ほど○○年経過後、更地にして返すというわ

けなのですけれども、方々であるようなのですけれども、○○さんなんかでも

そういう契約でやっても、もう逃げられてしまって、会社がどこへいってしま

ったかわからない。○○さんなんかの出ていますと、結構残っているところが

ありますね。それで、困っているという話を聞くのですけれども、そういうあ

れには大丈夫ですか、それは。ちゃんとした契約を結んで、最後は○○年後に

は更地にして返すことに、ちゃんときちっとした契約書を入れてやるのでしょ

うか。

７番申請者 その辺に関しては、契約書をきっちり書かせていただきます。それから、借地

に当たって補償費で、ある程度補償金のほうも入れさせていただくような形に

なりますので、万が一弊社が潰れたとしても、そちらの費用を充てていただく

とか、配慮するように契約のほうはきっちりさせていただきます。

１９番委員 最後、処分する費用というのは、売電の価格の中に入っているのですね。○○、

入っているのですね、取り壊すときのあれがね。そういうことで、その辺も個

人の場合でもしておかないと、最後これ大変なことになるという話を聞くので
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すけれども、しっかり最後までやっていただきたいと思いますけれども。

議 長 １４番。

１４番委員 １４番です。この太陽光の施設の雑草対策についてはどのようになされるつも

りなのでしょうか。

７番申請者 雑草に関しては、石のほうを敷かせていただくので、プラス弊社の拠点が横浜

というか、東京なので、ある程度メンテ、自分たちで草むしり等ができればと

いうふうに考えています。規模的に小さいものですから。

１４番委員 草むしり。

７番申請者 はい。

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。

次に、議案第３号８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。

８番申請者 安中市の○○と申します。今回、場所は安中市○○、こちらにおきまして○○

区画の造成分譲を予定しております。道路につきましては○○軒分の持ち分と

いうかたちにさせていただきまして、本下水が入っておりまして、○○区画分

を道路の所の管にいれまして、東側の側溝に……

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。図面を見ますと、道路が幅が○○メーター

になっているのですけれども、これは何か理由があって○○メーターなのです

か。

８番申請者 道路がやはり出入りが狭いとしづらいということで、当初、建売分譲……でき

れば○○メーターぐらいのほうがいいのではないかなと思いまして。広い道路

の○○メーターにしました。

議 長 ほかにございませんか。

１４番。

１４番委員 １４番です。北側でしょうか、道路とこの土地との段差が○○センチあると思

うのですが、そこの段差というか、その差については自然傾斜なのですか、そ

れとも何か。
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８番申請者 ちゃんと勾配を計算して、そちらのほうに流れるような形で、それは設計のほ

うでそういう予定でやっています。

１４番委員 道路と同じ高さにするということですか。

８番申請者 要するに勾配をとって。

１４番委員 少し傾斜になる。

８番申請者 そうです。

議 長 ほかにございませんか。

３０番委員 では、３０番から申し上げます。現場を見ると、北側のところに、道路にＵ字

溝が伏せてあるのですけれども、これは図面を見ると載っていないのですけれ

ども、市のほうの道路分のほうに入っているのですか、それとも○○、あるい

は申請のある○○、こっちのほうに入っているのですか。

８番申請者 これは市のほうに。

３０番委員 そうですか。それで、そのＵ字溝を利用して、その○○の水路に放水するとい

うことでよろしいですか。

８番申請者 そうです。

３０番委員 わかりました。

議 長 ほかにないですか。

委 員 なし。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。ご苦労さまでした。

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 １：２２）

意見の取りまとめ

（再開午後 １：２３）

議 長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。

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番の１

件であります。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１号、農地法第３条関係は、２番の１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
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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 次、３班。

３班班長 １５番です。３班に付託されました３条関係は、３番の１件であります。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。

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番の１件で

あります。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。
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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、各班の報告を求めます。

２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、１番から４番

の４件であります。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 次、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、５番から７

番の３件と計画変更の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班に付託されました議案第３号、農地法５条関係は、８番から

１１番までの４件であります。審査班で審査した結果、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 挙手全員。

議 長 挙手全員であります。

よって、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請及び計画変更につい

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。
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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りまし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。

次に、日程第７、議案第５号、安中市農業委員会運営に関する内規の一部改正

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 （事務局説明）

１４番委員 土曜日は休日ですか。

事務局 土曜、日曜、祝日は申請の受け付けはしておりませんので、明けた開庁日とい

うことになります。

１４番委員 日曜日またはというのは、土曜、日曜またはその他の休日、どういう意味。

議 長 休憩します。

（休憩午後 １：３７）

（暫時休憩）

（再開午後 １：４２）

議 長 再開いたします。

事務局 今のたしかご指摘のとおり、土曜というのはなく日曜となっていますので、「１

０日が」の後、「日曜日またはその他の休日」、ここまでを削除し、「閉庁日」

としまして、「の場合は、その日の翌日」、「その日の翌日」を削除しまして、

「翌開庁日」という案で修正をしたいと思います。

１６番委員 いいですか。閉庁日の例えば定義が何もないではないですか。定義が。閉庁日

というのは何だと。

事務局 役所の閉庁日のことなので。
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２０番委員 冠婚葬祭もあるではないですか。冠婚葬祭は全部、３６５日受け付けているで

しょう。そうすると、そこを定義しろということでもありますね。要するに、

それはもう含まないよと、閉庁にはというふうにすれば。

１３番委員 それは、農業委員会の事務局の関係だから、別ではないの。

事務局 今のおっしゃっているのは何。

２０番委員 閉庁ということを定義しろということですから、どういうことだというところ

にそこを入れておけば。明確ならそのままでいいし。閉庁の定義……

議 長 休憩します。

（休憩午後 １：４４）

（暫時休憩）

（再開午後 １：４９）

議 長 では、再開いたします。

事務局 そうすれば、再度今の修正案を説明させていただきます。

改正のほうの部分で、この下線が終わった「１０日が」の後です。「日曜日ま

たはその他の休日」を削除し、ここの部分を「閉庁日」とします。その次が、

「の場合」の後です。「その日の翌日」とあるものを削除し、「翌開庁日まで

とする」ということで修正案を提案したいと思います。

議 長 なければ質疑を打ち切ります。

お諮りします。修正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５号、安中市農業委員会運営に関する内規の一部改正について

は、修正案のとおり承認されました。

以上で提出議案の審議を終了しました。

次に、日程第８、農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する別段の面積の

設定についてを議題といたします。

本案については、事務局より説明をいたさせます。

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。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
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お諮りいたします。本案について原案のとおり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、農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する別段の面積の設定につ

いては、原案のとおり決定いたしました。

次に、日程第９、平成２７年度群馬県農政施策に関する建議検討会を行います。

事務局から説明をいたさせます。

事務局 （事務局説明）

議 長 県の農政施策に対するご意見がありましたらお願いいたします。

５番。

５番委員 ５番です。２番の鳥獣害対策なのですけれども、イノシシが水田に出没してい

るという話があって、実際に県の補助金をもらって電柵を設置するということ

がここのところあったのですけれども、農林課に行くとちょっと規模が大きく

なると、県単でやってくださいというふうに進められるわけですね。そうする

と、現実に水田に田植えをした後にイノシシが入っているという状況を見ると、

市役所のほうが時間的には短時間で申請ができるのでしょうけれども、規模が

大きくなって電柵の本体を４台とか５台とかという規模になると、必ず農林課

のほうは県のほうの事業に行ってやってくださいと。もちろん窓口はやってく

れるのですけれども。そうすると、県の担当が来たときに聞いたのですけれど

も、二、三カ月かかると。事業認可がおりるまでに二、三カ月かかるというこ

となので、鳥獣害対策のことなので、できるだけ早くはしますよという、そう

いう言い方はしてくれたのですけれども、現実に水田の場合はメーンは穂が出

てから収穫前ということなのでしょうけれども、耕作している人にとってみる

と、田植えをしたばかりの水田にイノシシが入ってということが現実にある中

で、この２番の鳥獣害対策の文言はおおむねこれでいいと思うのですけれども、

県の事業をスピーディーにというか、迅速化というか、そんなこともつけ加え

ていただきたいと思いますけれども。

議 長 次、２６番。

２６番委員 ２６番です。２つあるのですけれども、まず１つが、１番で畜産農家支援なの

ですけれども、ここの中で３行目ですか、またＢＳＥ問題に関して云々とあり

ますけれども、このＢＳＥ、これは牛の関係だと思うのですけれども、つい最
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近ですか、豚ウイルスですか、この問題がやっぱり西部地区もあると思います

ので、このＢＳＥの後に豚ウイルスという文言を入れていただきたいなと私は

希望しております。

２番目です。２番目なのですけれども、この６つの項目の中にないのですけれ

ども、ことしの２月の大雪の関係で、特にハウスの関係の被害が甚大でござい

ました。現在のところ、復旧の関係が特にここ碓氷安中地区ではなかなか進ん

でいないような状況です。そんなことがありまして、この６項目の中にどこか

に入れ込むのか、ちょっとわかりませんけれども、そういった大雪被害対策の

復興支援あるいはその後のフォローというふうな文言をこの２６年度の中だけ

で、１年間だけでもいいですから、入れてほしいなという希望を持っておりま

す。

以上です。

議 長 この６項目は去年出したやつだよ。参考だから。これを出すというのではない

からね。これは去年の資料、参考だから。

ほかにございませんか。

１６番。

１６番委員 現在農業共済の関係ですけれども、いろいろな果樹あるいは畜産、その他いろ

いろ農業共済のもので加入ができるわけですけれども、梅の場合は農業共済に

加入しておりません。ことしは梅の生産量が昨年の多分３分の１ぐらいしかな

いと思うのですけれども、そういった中にあって、ほとんど全然収穫できなく

ても共済の対象にならないというふうなことであるので、できたらこの果樹で

梅をその中に、農業共済の中に組み込んでもらって、農業共済の充実強化をし

ていただきたいと思うのですけれども、いかがですか。

議 長 ほかにはないですか。

１４番。

１４番委員 この６番なのですが、この文章の一番下から２番目で、農業への影響や水源の

確保についてというところを、人の健康や農業への影響ということで、人の健

康をちょっと入れていただきたいなと思います。

議 長 ほかにございませんか。

１３番。

１３番委員 ５番の土地改良事業の中の下段の野殿地区の公害防除特別改良事業なのですけ

れども、先般入れかえように使う砂まで見に行ってきたような、大分進んでき
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ている状況にありますので、引き続きお願いしたいと思います。

議 長 ほかにはないですか、ほかには。

９番。

９番委員 今ことしの農業規制改革の問題の中でも大分取り上げられております。そうい

った中で、これから５年間にわたっていろいろな制度が変わってくるというと

ころで、いわゆる担い手、この人を中心とした形としての農業、政策が動いて

いくというようになりますので、この３番のところ、少し小中高生や一般の方

対象としたというところがありますけれども、さらに担い手ですか、次の世代

を担っていただけるような担い手をもう少し強化する方針をしっかり立ててい

ただきたいということを要望しておきたいと思います。

議 長 ほかにはないですか。余り新しいのが出ないような気がするのだけれども、み

んなこれ。

１６番。

１６番委員 １６番です。担い手の関係なのですけれども、これ実は就農するので、今国か

らの補助金が出ますね、１５０万だったか、そういう基準があるかと思うので

すけれども、それが何か規制がかなりあって、そういったところでやりたいの

だけれどもというので、断られてしまったというふうな形で、条件がかなりあ

るような気がするのですけれども、その条件の緩和をしてもらいたいような気

がするのです。やはり就農したいけれども、何かこういう条件であったので、

だめだという形で断られたというのがあるのですけれども、そこら辺の条件を

もう少し緩和されれば、またそのところへ入ってくる人もいるのではないかな

と思うのです。そのようなところで、ちょっと条件の見直しをしてもらいたい

と思うのですけれども、いかがですか。

議 長 人・農地プランの４５歳以下でなくてはだめだとか、いろいろあるのだけれど

も。そういう要件の見直しですか。要件の緩和ですか。

ほかにはないですか。では、いいですか、もう打ち切りしますよ。

１４番議員 ちょっと１つだけお聞きしたいのですけれども、鳥獣害対策のところで、カラ

スやカモの水稲に対する被害が拡大しているとなっていますが、このカラスや

カモというのは、許可があれば捕獲して構わないとか、どういうことになって

いるのでしょうか。

２番委員 カラスは、今磯部田んぼで猟友会のわなを一時やっていましたね。市の委託を

受けて。個人ではできないですよ。
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１４番委員 例えば今度９月松井田支所でやる、例えばわなでしたか、とかああいう講習会

のあるところですが、そういうところで講習を受けて試験を受ければとれると

いうことなのですか。それを何か変える。

２番委員 私が知っている範囲で答えますので、猟友会の人間ではないので。今禁猟期間

なので、狩猟はできないのですよ、わなを含めて。この期間というのは、市町

村の依頼を受けて猟友会がわなを設置して、そこでイノシシでもいろんなもの

を駆除してくれているのですけれども、ちょっと今市長ともめているらしくて、

猟友会が松井田と安中と分かれていて、松井田は活動しているのですけれども、

安中の猟友会がちょっと。

５番委員 分裂しているのだ。

２番委員 らしいですね。新市長とどうも意見がそぐわなくて、活動を休止していると聞

いています。どちらにしても市町村の依頼を受けて、猟友会というような公の

機関がわなを仕掛ける意外には、一般の人がやれば、それは禁猟期間ですから

だめですから、免許を持っていても。猟期でなければ。１１月ぐらいから２月。

猟期はわなの資格を持っていればとっていいですけれども、そうでなければ一

般の人はとってはだめなのです。

１４番委員 猟友会以外は。

２番委員 だから、市町村の依頼を受けてと。

委 員 市町村の依頼を受けた猟友会。

事務局 さっき、松井田でわなの講習会みたいのがあって、試験を受けるととれるのか

わからないのですけれども、それをとっても猟期で。今言っている猟期以外に

かけるときは、今は猟友会に入って、猟友会の人がということ。

１４番委員 主にこの捕獲制度の見直しというのは、猟期を外すとか、そういうようなこと

なのですか。

１３番委員 ここに書いてあるのは、猟期を拡大してくれとか、猟期以外でもとれるように

してほしいとか、そういうやりとりがあってこういう表現になっていると思い

ます。

議 長 雑談だけれども、田んぼに網をかけて鳥がひっかかったら、警察に呼ばれたら

行ってみたら、何で鳥を逃がしてやらなかったのだというので。それこそ怒ら

れて、始末書を書いて出てきたという人もいるのだね。だから、今いろいろ言

っている禁猟期間というのだけれども、難しいところもあるのではないかね。

１９番委員 ５月の１０日ころからですか、うちの田んぼのところへハクビシンとアライグ
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マが出まして、４頭とってもらったのです、猟友会の人に。農政係へ連絡した

ら、案内してくれたのですよ。それで、アライグマ１頭とハクビシンを３頭と

ったのですよ、わなではなくておりですね。おりを仕掛けて。

議 長 ほかにないですか。なければ、まとめますけれども。

委 員 なし。

議 長 そして、４番も原発のやつは、もうこれ削除していいね。ないから。出なかっ

たからね。

それでは、まとめますけれども、鳥獣害対策についてがありました。それから、

それに伴いＢＳＥ、そして今度は新たに豚のウイルスの件、それから災害の復

興支援、これはほかの市町村からも多く出てくると思います。災害の復興支援

を早目にやってくれ。それと、梅の果樹に対して梅は共済からは抜けていると

いうので、梅も共済に加えていただきたいということ。それから、農業用水で

人に対しての問題。それから、土地改良に対して、一層の早期着工に向けて示

していただきたい。それから、今問題になっている担い手の強化をより一層強

めていただきたいということ、強めていただきたいということではなくて、事

務局にまとめていただきたいのですけれども。それから、いろいろの要件の緩

和。あとは、今言った鳥対策ですか。これ鳥も鳥獣害だから、鳥獣害対策に入

れておきます。そういう意見がありましたので、あとはまた事務局のほうでよ

くまとめて、次回のときに報告します。

次に、日程第１０、その他について事務局から説明をいたさせます。

事務局 （事務局説明）

①全国農業新聞普及拡大運動について

②研修会について

③農地パトロールについて

④視察研修について

⑤その他

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６回総会を閉会いたします。

時に午後 ２時４０分
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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６月２５日

安中市農業委員会会長

１番委員

２８番委員


