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田辺市農業委員会議事録 

平成２９年５月１０日（水）午後２時 青少年研修センター ３階 会議室 

農業委員数３９名 

出席者３８名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治         

 ５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久            ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司  

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳 

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一            

             

欠席者      ３０番 松窪 俊英                               

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午  主査 一和田 泰弘 

会議録署名委員  ４番 棒引 昭治     ５番 市橋 宗行 

 

議    長   皆さん、こんにちは。やっと清々しい天気が続いています。先月２日間に

かけて、３年に１度の視察研修で福井県に行ってまいりましたが、大変楽

しい視察でございました。それでは早速進めさせていただきます。 

議    長   それでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告と田辺市農業経営

基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の申し出がござ

いますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 田上   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑の１，６０７㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年

３月２８日です。２番、○○○字○○○○、畑の９８２㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成

２９年４月１４日です。３番、○○○字○○○○、田の１，５５７㎡、他

１筆、合計２，８４２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年４月１７日です。４番、

○○○字○○○○、畑の１，２０２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年３月３０日

です。５番、○○○字○○○○、畑の１，０６８㎡、他１筆、合計２，０

３１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の

合意解約をした日は平成２９年４月５日です。６番、○○○字○○○○、

畑の５００㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用

貸借の合意解約をした日は平成２９年３月３０日です。７番、○○○字○

○○○、畑の６３９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年３月３０日です。８番、○
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○○字○○○○、畑の５４１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年３月３０日です。９

番、○○○字○○○○、畑の２２７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年３月３０日

です。１０番、○○○字○○○○、畑の４３９㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年

３月２９日です。１１番、○○○字○○○○、畑の４６８㎡、他１筆、合

計７５１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸

借の合意解約をした日は平成２９年３月３０日です。１２番、○○○字○

○○○、田の４８５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年３月３０日です。追加の１

番、○○○字○○○○、田の１３４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２９年５月１日で

す。引き続き、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想によ

る利用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、

畑、８４１㎡、他１筆、合計１，９０８㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅・みかん、年間１万円・持参払い、

期間は平成２９年６月１日から平成３４年５月３１日の更新です。２番、

○○○字○○○○、田、９２７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年６月１日から平成

３４年５月３１日の更新です。３番、○○○字○○○○、畑、９７２㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、

期間は平成２９年６月１日から平成３２年５月３１日の新規です。４番、

○○○字○○○○、田、９３３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年６月１日から平成

３０年５月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、田、３９９㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２９年６月１日から平成３０年５月３１日の新規です。６番、

○○○字○○○○、畑、１，１３４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年６月１日から

平成３０年５月３１日の新規です。７番、○○○字○○○○、畑、４，９

２４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の梅、期間は平成２９年６月１日から平成３９年５月３１日の新規です。

８番、○○○字○○○○、田、４９２㎡、他３筆、合計１，９９１㎡、貸

し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、全

体で年間米１俵・持参払い、期間は平成２９年６月１日から平成３１年５

月３１日の更新です。９番、○○○字○○○○、田、１，０４４㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期

間は平成２９年６月１日から平成３９年４月３０日の新規です。合計９件、

１３筆、１４，２３２㎡、貸し手８人、借り手９人です。ご審議をよろし

くお願いいたします。 

議    長   はい。ありがとうございます。それでは農用地利用集積計画の合意解約等
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にについて、ご意見ご質問はありませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   それでは、ないようでございますので、報告とさせていただきます。続い

て、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の

設定について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番は更新で、３番については青年就農者です。異議ご

ざいません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番と５番について、異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。若手で地域の中で中心的に活動されている方です。異議

ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番について、異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番について異議ございません。 

議    長   以上、９件異議なしとのことであります。そのように取り計らってよろし

いでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、

３０番松窪俊英委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会議録

署名委員に、４番棒引昭治委員さん、５番市橋宗行委員さんよろしくお願

いをいたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、

議案第２号農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条申請につ

いて、議案第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願につい

て、議案第５号農地等売渡あっせん申出について、報告第１号農地等売渡

あっせん成立について、報告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知につ

いてを上程させていただきます。それでは議案第１号農地法第３条申請に

ついて、事務局の説明をお願い申し上げます。 

一和田 主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に田、面積は５３５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、贈与です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１，９４５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、売買です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は１，３８８㎡、譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。４番、土地の所在は○○○字
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○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３３２㎡、他３筆、合計１，

５９５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与

です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は３，８９２㎡、他１筆、合計４，０４１㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。６番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は５０２㎡、他８筆、合計

２，２６４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

贈与です。以上６件ついて書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、

周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件には該当し

ていませんので、許可の要件を充たしていると判断いたします。ご審議の

程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。それでは

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人は叔父にあたる方です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。隣接ということです。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番について、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番について、異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番について、異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番について、異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請６件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ３ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は４９９

㎡の内９０．８㎡、他２筆、合計１，６７１㎡の内５０４．８㎡、所有者

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設５０４．８㎡、

着工日、工事期間は許可日より７か月以内、農用地の内外は用途外となっ

ています。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この土

地は都市計画用途地域内（第一種住居地域）にありますので、第３種農地

です。以上１件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、

農地法第４条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審

議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。５月８日に事務局から２名、横尾委員と私の合計４名で
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４条申請１件、５条申請７件、２条申請１件について現地調査を行いまし

た。１番、申請場所は○○○○から南へ約４００ｍ、現況は梅畑です。隣

接状況は東側、西側、南側が畑で同意あり、北側が雑種地です。梅の栽培

面積を減らしたいと考えており、太陽光発電施設に転用するものです。雨

水は自然浸透及び北側の側溝へ排水します。問題ないと思います。以上で

す。 

議    長   はい、ありがとうございます。第４条申請の逐条審議をお願いします。そ

れでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。本人は高齢で息子さんも農業を継いでいるが一人のため、

縮小したいということです。隣接地の同意等もあり、異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請１件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ４ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が雑種地、面積は３

２８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は道路等３２８㎡、着工日、工事期間は完成済、農用地の内外

は平成２９年３月７日に除外となっています。隣接同意は不要でございま

す。水利同意はございます。始末書有りです。私は許可が必要であること

を知らずに当該地を舗装し道路にしてしまいました。今後、このようなこ

とがないように厳重に注意致しますので寛大なるご配慮をお願いします。

この土地は周囲を道路と山林に囲まれた農地で、第２種農地です。２番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１９

１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は駐車場１９１㎡、着工日、工事期間は１２か月以内、農用地の

内外は用途外となっています。隣接同意、水利同意は不要でございます。

この土地は都市計画用途地域内（第一種中高層住居専用地域）にあります

ので、第３種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿、現況共に田、面積は７６３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅４棟２３１．０４㎡、

道路・庭園等５３１．９６㎡、合計７６３㎡、着工日、工事期間は許可日

より１２か月以内、農用地の内外は用途外となっています。隣接同意、水

利同意はございます。この土地は都市計画用途地域内（第一種住居地域）

にありますので、第３種農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１３４㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場１３４㎡、

着工日、工事期間は許可日より５か月以内、農用地の内外は平成２９年３

月７日に除外となっています。隣接同意はございます、水利同意は不要で

ございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種

農地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共
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に畑、面積は８７５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設８７５㎡、着工日、工事期間

は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２９年３月７日に除外と

なっています。隣接同意はございます、水利同意は不要でございます。こ

の土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。６番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積

は２９１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は太陽光発電施設２９１㎡、着工日、工事期間は許可日よ

り３か月以内、農用地の内外は平成２５年６月２５日に除外となっていま

す。隣接同意、水利同意は不要でございます。この土地は過疎化の山村地

域にある小集落の農地で、第２種農地です。７番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿が田、現況が雑種地、面積は２２㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は進入路

２２㎡、着工日、工事期間は完成済、農用地の内外は平成２５年６月２５

日に除外となっています。隣接同意、水利同意は不要でございます。始末

書有りです。平成２５年６月頃から当該申請地をコンクリート舗装して、

隣接する土地への進入路として利用し始め現在に至っております。不知と

はいえ、無許可で転用していることは誠に申し訳ないと思っており、不法

行為を深くお詫びします。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農

地で、第２種農地です。以上７件につきまして、申請書、添付書類を審査

しましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当しないと

判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から３番までは私から報告させて頂きます。１番、

申請場所は○○○○から北東へ約７００ｍ、現況は道路となっています。

周囲は山林で雨水は北側の既設水路へ排水します。区長の同意もあり、始

末書もありますので、問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○の

東隣で、現況は畑です。申請地は道路改良工事により残地となり、耕作継

続が困難となるため、駐車場用地として譲渡するものです。雨水は申請地

西側の既設側溝へ排水します。問題ないと思います。３番、申請場所は○

○○○より南へ約６００ｍ、現況は田です。周辺の宅地化に伴い耕作しづ

らくなり、後継者もいないため分譲住宅用地として譲渡するものです。排

水は合併処理後、進入道路北側に設置する側溝を経て既設水路へ排水しま

す。隣接同意、水利同意もあり、問題ないと思います。以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番から私が説明いたします。４番、申請場所は○○○

○より南西へ約１．３キロで現況は休耕田です。駐車場にするということ

です。隣は譲渡人の家で問題なく駐車場にできると思います。５番、申請

場所は○○○○より南東へ約６００ｍ、現況は梅畑です。周辺の同意もあ

り、道路に囲まれた農地で問題ないと思います。６番、申請場所は○○○

○から北東へ約５００ｍ、現況は休耕田です。隣接同意もあり、問題ない

と思います。７番、申請場所は○○○○から北東へ約５００ｍ、現況は道
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路です。隣接宅地への進入路として買いたいとの申出があり、譲渡するも

のです。問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは５番を除いて、逐条審議をお願

い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については、現地調査委員の報告のとおりで、区長

の同意もあり、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。駐車場ということで、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員の説明のとおりです。既に住宅に囲まれた

ところです。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査日に委員さんと現地確認を行いました。異議ご

ざいません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、７番について、異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請６件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは、○○○○さん、

退席願います。 

○○番 委員   （退席） 

議    長   はい、それでは５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地確認をしてまいりましたが、大変高いところで、問

題ないと思います。異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請１件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号

農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について、事務局からの

説明をお願いします。 

岡内  係長   ７ページをお願いします。議案第４号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿

が畑、現況が雑種地、面積は７２１㎡、申請人は○○○、○○○○、昭和

年月日不詳、県営畑地灌がい事業に伴い、残土を搬入させてほしいと和歌

山県より依頼があり、その後、倉庫および駐車場として利用し現在に至っ

ております。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○から北東へ約４００ｍで、現

況は倉庫及び駐車場になっていました。２０年以上が経っているというこ

とで問題ないと思います。以上です。 



8 

 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現状になってから２０年以上経っており、異議ございま

せん。 

議    長   はい、議案第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願１件異

議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょう

か。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号

農地等売渡あっせん申出について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は４，６７９㎡、他１筆、合計５，２６９㎡、作物は梅、希望価格は４０

０万円、所有者は○○○、○○○○です。以上１件、ご審議の程よろしく

お願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、地元委員さんの状況説明をお願

いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。場所は斜面ではありますが、日当たりも良く、１０年生

くらいの梅畑であります。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第５号１件について、あっせんするこ

とに異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、あっせん委員さんを私の方から指名させてもらってよろしいで

しょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、○○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さんの３

名です。よろしくお願いします。続きまして、報告第１号農地等売渡あっ

せん成立について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   ９ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は５，４３９㎡、売渡人は○○○、○○○○、

買受人は○○○、○○○○、成立日は平成２９年４月１９日、価格は４３

０万円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員

です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。あっせんの顛末の報告をお願いします。そ

れでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。昨年の１２月にあっせんの申出を受けました。この畑は

少々広い物件でしたので、交渉に時間がかかりましたが、１９日にあっせ

ん成立させてきました。価格は４３０万円です。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告について、ご意見ご質問はござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。続きまして、報

告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知について、事務局からの説明を
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お願いします。 

一和田 主査   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は４９２㎡、賃人は○○○、○○○○、借人

は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２７年１２月２

５日です。理由は広域廃棄物最終処分場整備事業により廃棄物最終処分場

用地となったためです。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第２号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。それでは他の案

件ですが、４月の県農業会議提出案件の４条申請１件、５条申請１１件に

ついて無事答申されましたことご報告申し上げます。これで予定しており

ました案件は全て終了しましたが、皆さんから何かございませんか。 

         なければ、事務局からご報告がございます。 

岡内  係長   農地の相談についての報告あり。 

平田  局長   農業委員及び推進委員の選任と視察研修の収支についての報告あり。 

議    長   他に何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございましたら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきま

してありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

 

午後３時５分終了 


