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第 14回大船渡市農業委員会総会会議録 

 

招集者     大船渡市農業委員会会長    藤原 重信 

会議日時    令和３年 11月 26日 午後２時 00分開会 

会議場所    大船渡市役所：地階大会議室 

 

議事日程第１号 

 日程第１         会期の決定 

 日程第２          書記及び議事録署名人の指名 

日程第３  報告第１号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

日程第４  議案第１号   農地転用事業計画の変更申請について 

日程第５  議案第２号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について  

日程第６  議案第３号  農地法の適用外であることの証明願について 

日程第７  議案第４号  農地に該当するか否かの判断について 

本日の会議に付した事件 

  ～議事日程第１号に同じ～ 

 

出席委員（農業委員 ８名） 

     議長  藤原 重信君       １番  細谷 知成君 

  ２番  今野八重子君       ５番  古内 嘉博君 

  ６番  中村 亨 君              ７番  鈴木 力男君 

  ８番    及川 建則君       ９番  熊谷 玲子君 

（農地利用最適化推進委員 10名） 

［大船渡地区］大船渡地域 佐藤 幾子君     末崎地域  村上 優司君 

      末崎地域  尾形キヨシ君     赤崎地域  浅野 幸喜君 

猪川地域  鈴木 一志君     立根地域  金  典夫君 

      日頃市地域 佐藤美智子君 

［三陸町地区］綾里地域  畑中 圭吾君     越喜来地域 鈴木 学 君 

吉浜地域  地 久寿君 

遅刻者（０名）  

早退者（０名）  

欠席者（１名） ４番 金野たか子君 

 

事務局出席者 

     局 長   小松 哲 君     局長補佐   鈴木 康司君 

     主 事  菅野 由夏君 



午後２時 00分開会 

 

○議長（藤原重信君） 本日はご出席いただきましてありがとうございます。定刻になり

ましたので、これより第 14回大船渡市農業委員会総会を開会いたします。 

 それでは開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。去る 11 月 10 日の令和３年度

の岩手県農業委員会大会は、創設 70周年記念大会ということで、コロナ禍で人数の制限が

ありまして、熊谷職務代理者、鈴木一志推進委員、小松事務局長、私の４名で出席してま

いりました。今年の講演は、農業・農村の将来展望と担い手への農地集積・集約化という

演題で講演をいただき、私の頭に残っているのは、平成 28 年に農業委員会法が改正され、

それまでの選挙で選出される制度から中立な立場の方や女性、青年も積極的に登用しよう

と、議会の同意を要件とする市町村長の任命制になったことをお聞きし、これが頭に残っ

ております。そして、農地利用最適化推進委員が誕生し、農地利用の最適化、担い手への

農地利用集積・集約化の推進が農業委員会の大きな役割となったという話も聞いてまいり

ました。このことを強く受け止めて帰ってきたところであります。当地域は中山間地域と

言われるところでありまして、利用集積の推進は特にも難しい面があるなと思っておりま

すが、非農地判断等も含めて取り組みを継続していかなければいけないなというふうに思

っているところであります。どうぞ委員さん、推進委員さんとこれからもご協力をいただ

きながら、農業委員会の役割を果たしてまいりたいと思っております。よろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（藤原重信君） 本日出席の農業委員は８名、推進委員は 10名であります。欠席の

通告のあった農業委員は４番金野たか子農業委員の１名であります。 

次にこれまでの経過と今後の日程について、小松事務局長から報告をお願いします。 

○事務局長（小松哲君） それではお手元の資料によりまして行事等経過報告及び開催予

定を申し上げます。初めに先月開催の第 13回総会以降の経過報告です。11月１日の令和３

年度第２回新任農業委員・農地利用最適化推進委員研修会に鈴木学推進委員がオンライン

で参加しております。11 月２日の令和３年度大船渡市市政功労者表彰式に藤原会長が出席

しております。11 月４日の令和３年度大船渡湾水環境保全計画推進協議会に熊谷職務代理

者が出席しております。11 月９日の令和３年度女性の農業委員会初任者委員のための研修

会に、女性農業委員並びに女性推進委員、事務局の計４名で参加しております。11月 10日

の農業委員会制度創設 70周年記念岩手県農業委員会大会に藤原会長以下４名で参加してお

ります。なお、この大会において藤原会長が永年勤続農業委員・農地利用最適化推進委員

表彰と農業委員会等活動表彰の全国農業新聞部門表彰の二つを受賞しております。また、

古内農業委員が永年勤続農業委員・農地利用最適化推進委員表彰を受賞しております。更

に、畑中推進委員が農業委員会等活動表彰の農地利用最適化推進委員活動部門表彰を受賞

しております。 
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 次に本日の総会以降の行事予定であります。11月 30日の令和３年度第２回大船渡市農業

振興協議会に会長が出席予定です。また、細谷農業委員、及川農業委員も農業者代表とし

て出席予定です。12 月１日の令和３年度気仙地域女性農業委員・推進委員研修会に藤原会

長、女性農業委員並びに推進委員が参加を予定しております。その中で、大船渡市農業委

員会の女性委員活動について、熊谷職務代理者から事例発表を予定しているところです。

12 月１日の令和３年度農業者年金加入促進セミナーが、数週間の間 YouTube 配信されます

ので、皆様もご視聴いただきますようよろしくお願いします。ご視聴につきましては、別

紙のお知らせを参考としていただきたいと思います。12 月２日の令和３年度全国農業委員

会会長代表者集会は変更があり、岩手県から代表者数名の参加と YouTube 配信を検討して

いるとのことです。12月７日の令和３年度北海道･東北ブロック女性農業委員・農地利用最

適化推進委員研修会に女性農業委員並びに推進委員が参加予定です。12月 13日の女性農業

委員会会長･会長職務代理者会議に熊谷職務代理者がオンライン参加予定となっておりま

す。12 月 17 日の令和３年度市町村農業委員会会長職務代理者･部会長等研修会に当委員会

では別紙の研修会の案内のとおり、広く農業委員並びに推進委員に参加を呼びかけ、オン

ラインで参加を予定しております。次回の第 15 回総会は、12 月 27 日に市役所の地階大会

議室で開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。行事等でご不明な点に

つきましては、事務局までお問い合わせ願います。私からは以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは出席委員が定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

本日の議事は、お手元に配付の議事日程第１号により進めることといたします。 

○議長（藤原重信君） 日程第１、会期の決定を行います。お諮りいたします。本総会の

会期は本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第２、書記及び議事録署名人の指名を行います。議事録

署名人は農業委員からの指名となりますが、書記及び議事録署名人を議長から指名してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） ご異議なしと認めます。それでは議長から指名いたします。書記

には事務局の菅野由夏主事、議事録署名人には、５番古内嘉博農業委員、６番中村亨農業

委員を指名します。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第３、報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の２ページをお開きください。報告第１号農地法 
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第３条の３第１項の規定による届出があり、これを受理しましたので、本委員会に報告い

たします。 

 番号１番、登記地目、現況ともに畑、面積は 660 ㎡。相続による権利の取得です。10 月

21 日届出、同日受理です。番号２番、登記地目は畑、現況地目が宅地です。あわせて適用

外証明願が提出されております。面積は 38㎡。相続による権利の取得です。11月８日届出、

同日受理でございます。次に３番、登記地目、現況地目ともに畑、面積は 317 ㎡。相続に

よる権利の取得です。10月 25日届出、同日受理でございます。３ページをお開きください。

番号４番、登記地目、現況地目ともに畑、面積はあわせて 1,212 ㎡。相続による権利の取

得です。11月 10日届出、同日受理です。次に番号５番、登記地目、現況地目ともに畑、面

積 2,565 ㎡。相続による権利の取得です。10 月 28 日届出、同日受理です。次に番号６番、

登記地目は畑、現況地目は雑種地及び山林でして、この山林の分についても適用外証明願

が提出されております。面積はあわせて 3,243㎡。相続による権利の取得です。10月 28日

届出、同日受理でございます。以上です。 

○議長（藤原重信君） 報告第１号について質疑、意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 次に日程第４、議案第１号農地転用事業計画の変更申請について

を議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の４ページをお開きください。議案第１号農地転

用事業計画の変更申請がありましたので、本委員会の会議に付し可否を決定していただき

ます。 

 番号１番、地図の１ページです。登記地目は畑、現況地目は雑種地、面積は 415 ㎡のう

ち 238.25㎡。権利の移動は使用貸借です。転用目的は携帯電話無線基地局建設のための重

機作業スペース、残土･資材置場。重機作業スペースが 191.8㎡。残土・資材置場スペース

が 46.36㎡。転用理由は、携帯電話無線基地局建設のため。令和３年６月 28日付けで許可

を得ておりましたが、その時は許可の日から令和３年 10 月 29 日までの許可でした。計画

どおり事業を遂行できなかった理由についてですが、世界的半導体不足による通信機器の

製造遅れのため物品搬入が遅れたため、許可の日から令和４年３月 31日までの一時転用計

画を変更するというものでございます。これについては第１種住居地域のため第３種農地

です。第３種農地のため一般基準を満たしており、周辺農地に与える影響もないため一般

基準を満たしております。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から申請地の現況について説明をお願い

します。議案第１号１番について、担当は４番金野たか子農業委員ですが、欠席のため９

番熊谷玲子農業委員から説明をお願いいたします。 

○９番（熊谷玲子君） ９番熊谷です。代読いたします。議案第１号１番についてご報告

いたします。地図は１ページにあります。前に申請がありました６月 28日の議案第４号に 
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２番について、22日の午後２時 30分、借受人に電話にて聞き取りをいたしました。世界的

半導体不足による通信機器の生産遅れのため、物品搬入が遅れ、着手できなかったとのこ

とでした。貸付人にも電話をして確認いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第１号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） それでは質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第１号

について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（    賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第１号１番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第５、議案第２号農地法第５条第１項の規定による許可

申請についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の５ページをお開きください。議案第２号農地法

第５条第１項の規定により許可申請がありましたので、本委員会の会議に付し可否を決定

していただきます。 

 番号１番、地図の２ページです。登記地目は田、現況地目は畑、面積はあわせて 34.52

㎡。権利の移動は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建、モデルハウス１棟 63.76

㎡、駐車場６台分です。総面積は 452.52㎡。転用理由ですが、隣接する宅地造成予定地 62

番２、地図にも記載してありますが、雑種地 418 ㎡の土地と一体利用し、モデルハウス１

棟を建築します。ただし、一定期間利用した後は売却し、個人所有の居宅として永久使用

する予定です。第１種低層住居専用地域ですので第３種農地です。第３種農地のため立地

基準を満たしており、残高証明書により資金の確認をし、周辺農地に与える影響もないた

め一般基準を満たしております。次に番号２番、地図は３ページです。登記地目、現況地

目ともに畑、面積は 589 ㎡。売買による権利の移動です。転用目的は一般個人住宅、居宅

２階建１棟 52.17 ㎡、駐車場２台分、そして法面が 125 ㎡あります。転用理由ですが、現

在、借家住まいにつき、当該地を取得して自己所有の居宅を建築したいということです。

こちらは第２種農地ですが、他に適当な土地がないため立地基準を満たしており、住宅ロ

ーン事前審査通知書により資金を確認し、周辺農地に与える影響もないため一般基準を満

たしております。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の農業委員並びに推進委員から申請地の現況につい

て説明をお願いします。議案第２号１番について大船渡地区立根地域金典夫推進委員から

説明をお願いします。 

○大船渡地区立根地域推進委員（金典夫君） 推進委員の金です。議案第２号１番につき 
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まして 11 月の 19 日に譲渡人と譲受人より聞き取り調査を行いましたし、20 日に現地調査

を行いましたので報告をいたします。現況は盛土された休耕畑になっております。所有者

の代理人から話を聞きましたが、隣地の宅地造成工事に伴い、これまでは当該地は法面で

したが、造成工事の盛土で平らな土地になりました。今後、この土地を利用する予定がな

いので、譲受人に売却するとのことでした。一方、譲受人から聞き取りをしましたが、転

用目的、転用理由ともにモデルハウスを建築し、一定期間利用後、売却したいとのことで

した。周辺農地への影響はないと判断いたしました。以上で報告を終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号１

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第２号１番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第２号２番について２番今野八重子農業委員から説明を

お願いいたします。 

○２番（今野八重子君） ２番今野です。議案第２号の２番について調査報告いたします。

11 月 19 日午前 10 時頃に現地の確認をしました。21 日午前 10 時半頃、譲受人宅を訪問し

ました。ご主人は仕事のため不在でしたので、奥さんから話を聞きました。今年の１月頃

から家を建てたいねという話をしていて、不動産会社に相談したところ、現地を紹介され

たということでした。家は現地の北側の少し西寄りに建てるということでした。11月 23日

の午前 11時頃、譲渡人から現地を確認しながら話を聞きました。譲渡人のお婆さんは農業

をしていたが、お父さんの代から現在まで農業はしていない。年に数回、草刈りをしてい

るだけと言っていました。現地は雑草が伸びていました。現地の南側は川が流れています。

東側は宅地、西側は水田、北側は休耕畑です。周辺への影響が余りないものと思います。

以上、報告を終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号２番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号２

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 
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 よって、議案第２号２番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第６、議案第３号農地法の適用外であることの証明願に

ついてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の６ページをお開きください。議案第３号農地法

の適用外であることの証明願を下記のとおり受理しましたので、本委員会の会議に付し可

否を決定していただきます。 

 番号１番、地図の４ページです。登記地目は畑、現況地目は宅地、面積 38㎡。非農地の

事由ですが、隣接する同所 36番７、これはこの地図の右側にあった土地なんですけれども、

そこを平成９年に畑から宅地に地目変更しましたが、その頃から当該地もあわせて宅地と

して使用してきました。農地法の適用を受ける土地であるという認識がなかったため放置

してしまい、現在に至ったということです。次に２番、地図の５ページです。登記地目は

畑ですが、現況地目は雑種地になっております。面積はあわせて 335 ㎡。非農地の事由で

すが、平成 23年以前、１筆は一部畑として耕作され、もう１筆は通路として利用されてい

ました。平成 23 年３月 11 日の津波により被災し、瓦礫を撤去後は更地となり、現在は公

共工事の現場事務所の駐車場として利用されています。津波被災した土地であり、瓦礫の

混入等により農地として利用不可能な土地となり、登記簿地目も農地でないと考えていた

ものですが、今回、適用外証明願いが提出されております。続いて７ページをお開きくだ

さい。地図の６ページですが、こちらは地図の３ページの５条の２番の転用許可をとった

ところの通路です。３番、登記地目は畑ですが、現況地目は公衆用道路、面積はあわせて

99.34 ㎡。非農地の事由ですが、昭和 57 年当時に当該地の外、現況道路として使用してい

る隣接地を含めて道路位置指定の許可を得て一体化した公衆用道路として利用され、現在

に至っています。長年、公衆用道路として利用されてきており、登記簿地目も農地でない

と考えていたということですが、今回、５条転用するに当たり、地目が畑であるというこ

とがわかったために今回の申請になっております。道路指定した時点で地目変更すれば良

かったんですが、それができていなかったということです。次に４番、地図の７ページで

す。登記地目は畑、現況地目は山林です。面積は 789 ㎡。非農地の事由ですが、詳細は不

明ですが、亡き父が植林したと思われます。50 年前には既に山林だったということです。

今年相続して農地であることを知ったということです。以上です。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から申請地の現況について説明をお願い

します。議案第３号１番について大船渡地区赤崎地域浅野幸喜推進委員から説明をお願い

します。 

○大船渡地区赤崎地域推進委員（浅野幸喜君） 推進委員の浅野です。１番について報告

をします。調査は 11 月 20 日、所有者からの聞き取りと現地確認を行いました。現地の状

況ですが、申請地の３分の２程度には庭木が植えてあり、３分の１程度は県道から駐車場

までの通路となっていました。申請に至った経緯ですが、非農地の事由に記載されている 
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とおり、隣地を、４ページの地図では申請地の右下になりますが、父親が平成９年に畑か

ら宅地に地目変更したとのことです。その際に申請地も同様の手続きを行なっていたもの

と思っていましたが、この度、亡くなった父親の遺産相続の手続きをしようとしたところ、

農地であることが確認されたため、現況に沿った地目に変更しようと申請を行なったとの

ことでした。なお、申請地の東側は県道、北側と西側は所有者の住宅、物置など、南側は

所有者の宅地となっており、農地法の適用外となることによって特に周辺に与える影響は

ないものと思われます。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第３号１

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第３号１番は本委員会において願いのとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第３号２番について５番古内嘉博農業委員から説明をお

願いします。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。１筆は、震災前は居宅がありましたが、一部が畑

として利用されておりました。現況は工事事務所、駐車場として使用されており、農地へ

の復旧は難しいと思われます。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号２番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第３号２

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第３号２番について本委員会において願いのとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第３号３番について２番今野八重子農業委員から説明を

お願いします。 

○２番（今野八重子君） ２番今野です。議案第３号３番について調査報告いたします。

地図の３ページ、６ページの二つをあわせて見ていただくとわかりやすいと思います。現

地は５条の２番の申請地に通じる道路の一部と、その上に 10メートルほど進んだ道路です。 
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11 月 23 日午前 10 時頃、現地で申請者から話を聞きました。昔は、近隣住民と自分の家の

間の道路として使っていたそうです。申請者宅の南側に家が建ち始めた頃に、この道路は

できたのではなかったかなと言っていました。５条申請をした時にこの道路の土地が農地

であることがわかったということでした。以上、報告を終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号３番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第３号３ 

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第３号３番は本委員会において願いのとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第３号４番について８番及川建則農業委員から説明をお

願いします。 

○８番（及川建則君） ８番及川です。議案第３号の４番について報告いたします。22 日

午前 11時頃、申請地に行き現状を確認し、25日に申請人は県外在住のため、地元に住んで

いる妹さんに電話で聞き取りいたしました。地図の７ページですが、申請地はほとんど通

い道路はなく、獣道を探しながら現地を登っていく状態で、もう山林になっています。妹

さんも自分の小さい時は畑だったようなと話していました。今度、申請人が相続の手続き

により農地とわかり、申請に至ったところです。ご審議をお願いいたします。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号４番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第３号４

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（    賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第３号４番は本委員会において願いのとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第７、議案第４号農地に該当するか否かの判断について

を議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の８ページをお開きください。議案第４号農地法

の運用について第４（２）に基づき、「農地」に該当しない旨判定された別添土地について、

本会で判断するため審議決定していただきます。 

 ９ページをお開きください。非農地リスト、今月は１筆です。登記地目は畑、現況地目 
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は山林、面積は 2,781 ㎡。所有者は市外在住で、この場所を相続以来、手をつけていない

ということで、写真が地図の９ページにありますけれども、山林の状態となっているとこ

ろであります。以上です。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から申請地の現況について説明をお願い

します。それでは末崎町について大船渡地区末崎地域尾形キヨシ推進委員から説明をお願

いします。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（尾形キヨシ君） 推進委員の尾形です。議案第４号につ

きまして報告いたします。11月 23日、現地に行ってまいりました。申請地は、急傾斜で雑

木が生い茂り、農地としての復元は困難と見てまいりました。11月 20日夜、申請者には電

話にて確認しております。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第４号について質疑、意見を許しますが、何かござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第４号に

ついては本委員会においてすべて農地に該当しないことに決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第４号の農地に該当するか否かの判断については、本委員会において農地

に該当しないことに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 以上をもちまして本総会に付議されたすべての議案審議を終了い

たしました。慎重審議を賜りましてありがとうございました。 

 これをもちまして第 14回総会を閉会といたします。 

 

午後２時 44分閉会 
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