
平成２７年 第５回七尾市農業委員会総会議事録 

 

１． 開催日時 平成２７年５月２５日（月）午後２時から午後３時３０分まで 

２．開催場所 七尾市役所２０１会議室 

３．委員数 

委員数２９名中、出席委員数２７名 

議 席 役  職 氏   名 出 席 欠 席 備考 

１ 会  長 福田 浩  ○   

２ 職務代理者 山田 重隆 ○   

３ 委  員 須﨑 昭夫 ○    

４ 委  員 田治 裕敏 ○    

５ 委  員 小賀 眞知子 ○    

６ 委  員 和田 修 ○   

７ 委  員 鷹合 恵美子 ○   

８ 委  員 坂尻 順子 ○   

９ 委  員 松中 功 ○   

１０ 委  員 川上 伸 ○     

１１ 委  員 寺井 文昭  ○  

１２ 委  員 島本 正光 ○   

１３ 委  員 村瀨 峰行 ○   

１４ 委  員 久保 百合子 ○   

１５ 委  員 宮本 精一 ○   

１６ 委  員 萩原 俊彦 ○   

１７ 委  員 圓山 賢一 〇   

１８ 委  員 堀岡 啓三 ○   

１９ 委  員 田浦 勇吉 ○   

２０ 委  員 網谷 廣子 ○   

２１ 委  員 酒井 稔 ○   

２２ 委  員 丸山 勝 ○   

２３ 委  員 中村 重信  ○  

２４ 委  員 髙森 正博 ○   

２５ 委  員 松本 米治 ○   

２６ 委  員 加地 俊隆 ○   

２７ 委  員 橋下 一博 ○   

２８ 委  員 辻 茂典 ○   

２９ 委  員 坂井 助光 ○   

４．議事日程 

  第１ 参与及び書記の任命、議事録署名委員の指名 

  第２ 第１号議案 農地法第３条の規定による許可の決定について 

     第２号議案 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利用集積 



計画の市長に対する要請について 

     第３号議案 農地法第４条の規定による意見の決定について 

第４号議案 農地法第５条の規定による意見の決定について 

 

事 務 局 定刻になりましたので、農業委員会等に関する法律第２１条に基づきまして平成２７ 

年第５回農業委員会総会を開催いたします。 

はじめに福田会長のごあいさつをお願いいたします。引き続いての議事進行も合わせ 

てお願いたします。 

会  長 こんにちは、春作業である田植えもある程度目途がつき、あとは大口の農家の方が少

し残っていると聞いております。 

     第５回の総会のご案内をいたしましたところ、ご多忙にもかかわらず出席いただき有

難うございます。 

     ５月２２日には第４１６回常任会議員会議が開催され４条９件、５条５６件、計６５

件が審議、許可されました。七尾市では４条１件、５条７件が許可されました。会議で

気づいたことですが、住宅建築が多くありました。 

     ５月１９日の現地確認ですが、こちらも住宅建築が多く、９時からお昼を挟んで４時

までかかりました。私も農業委員を２０年ちかくやっておりますが初めての経験でした。 

     今回も皆様に審議いただく農地中間管理権の設定でございますが、石川県では５月１

９日現在で６４５ｈａとなり、全国で１３位となっております。色々と推進に努めたよ

うです。全国農業新聞のみならず、地方新聞においても、農地集積によって県の予算が

決まる時代になったと載っておりました。いろんな事業をしたかったら農地中間管理事

業に入って下さいよという国の方針が地方新聞にも載る時代になったものだと感じて

おります。皆様も担当地区で中間管理事業に入れる方にはお話していただきたいと考え

ております。 

     ５月１７日には小松の木場潟で全国植樹祭がありました。天皇、皇后両陛下による御

手植え、御手蒔きがありました。大画面で天皇陛下の健やかなお姿を拝見し感激いたし

ました。当農業委員会から４名の委員が参加いたしました。私と山田職務代理、里山里

海再生委員会の宮本委員と高森副委員長です。山を大事にすると里もよくなるというこ

とで、山を大事にし、里も大事にしなければいけないなとつくづく感じた 1日でありま

した。 

     ４月には七尾市担い手育成総合支援協議会の総会がありました。平成１８年に設立し

た協議会ですが、廃止し七尾市農業活性化協議会に１本化されました。やっていること

が重複しており、又、他の市町においても１本化進んでいるそうです。報告いたします。 

     本日の議案は事前に皆様にお届けしてございます。適正な判断を下していただきます 

様よろしくお願いいたします。 

     本日欠席と届出のあった委員は１１番寺井委員、２３番中村委員でございます。出席

委員は過半数ですので総会は成立しております。 

本日の参与に杉藤局長、書記に山本参事を任命します。議事録署名委員に２０番網谷 

委員、２１番酒井委員を指名いたします。 

本日の議題でございますが 

     第１号議案 農地法第３条の規定による許可の決定について 



第２号議案 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利用集積 

計画の市長に対する要請について 

     第３号議案 農地法第４条の規定による意見の決定について 

第４号議案 農地法第５条の規定による意見の決定について 

です。第２号議案は私が議事参与の制限を受けますので退席し、山田職務代理に審議 

をお願いすることになります。 

それでは、第 1号議案「農地法第３条の規定による許可の決定について」を議題とい 

たします。事務局より説明をお願いします。       

事 務 局 それでは農地法第３条の規定による許可の決定についてを説明いたします。 

申請番号１番、所在地番 能登島閨町 ニ ６、現況地目は畑、面積１６５㎡、併せ 

て４筆、面積合計４，２５７㎡で、所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○ 

○です。○○氏の現在の経営面積は１４４．０２ａで今回４２．５７ａを加え、合計１ 

８６．５９ａとなり、下限面積要件５０ａは達成しております。 

申請番号２番、所在地番 深見町 ８ ３５、現況地目は田、面積２６７㎡、併せて 

２筆、面積合計７８２㎡で、所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○です。 

○○氏の経営面積は１４４．４９ａで今回７．８２ａを加え、合計１５２．３１ａとな 

り、下限面積４０ａは達成しております。 

申請番号３番、所在地番 深見町 ７ ３６－２、現況地目は田、面積は２６７㎡、

併せて２筆、面積合計７８２㎡で所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○

です。○○氏の経営面積は２６１．２３ａで今回７．８２ａを加え、合計２６９．０５

ａとなり、下限面積４０ａは達成しております。 

第１号議案については以上です。 

会  長 事務局からの説明が終わりました。申請番号 1 番を審議いたします。地区担当委員 

の説明をお願いします。 

８番 この案件は譲渡人の○○さんから譲受人の○○さんに買ってくれないかと話を持っ 

て行ったものです。これまで母親が作っておりましたが、昨年亡くなり作る人がいな 

くなったということです。譲受人の○○君の住所が金沢市になっておりますが、話を 

したのが○○君の祖父であり名義を孫の名にしたものです。畑やワラビ栽培等農業を 

しており問題はございません。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号 1 番について、これより質疑に 

入ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号 1 番について、原案のとお 

り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号１番については原案通り決定いたしました。 

 続きまして、申請番号２番、申請番号３番は関連しておりますので一括して審議いた 

します。地区担当委員は私です。この案件は白浜・深見ほ場整備に係るものです。○○ 

さんの豆腐工場の近くに○○さんの田んぼがあります。○○さんはほ場整備をしたくな 

いということで、土改連や県に相談し、面積をまったく同じにして交換するものです。 

問題ございませんのでよろしくお願いします。 



地区担当委員の説明が終わりました。申請番号２番、申請番号３番について、これよ 

り質疑に入ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号２番、申請番号３番について、 

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号２番、３番については原案通り決定いたしまし 

た。 

 次に第２号議案 「農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利用 

   集積計画の市長に対する要請について」を議題といたします。事務局より説明をお願い 

します。 

事 務 局 第２号議案は６５件ありますが、すべて借受人が公益財団法人いしかわ農業総合支援 

機構でありますので、借受人を省略して説明させていただきます。 

申請番号１番 所在地番 白浜町 ３４―１、現況地目は田、面積１，０５５㎡で 

す。併せまして田３筆、畑１筆、計４筆、合計面積４，４０１㎡です。賃貸借権設定の 

申請です。貸付人は○○です。 

申請番号２番 所在地番 白浜町 ２５５、現況地目は田、面積７９４㎡です。併せ 

まして田３筆、合計面積２，４１８㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○で 

す。 

申請番号３番 所在地番 白浜町 ３９、現況地目は田、面積１，４３３㎡です。併 

    せまして田３筆、合計面積２，６９８㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

です。 

申請番号４番 所在地番 白浜町 １４８―1、現況地目は田、面積８３㎡です。併 

    せまして田１２筆、合計面積９，０３５㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号５番 所在地番 白浜町 2―１、現況地目は田、面積３４１㎡です。併せ 

    まして田５筆、合計面積２，６０２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○で 

す。 

申請番号６番 所在地番 白浜町 ２７９、現況地目は田、面積８０２㎡です。併せ 

    まして田２筆、合計面積１，６１６㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○で 

す。 

申請番号７番 所在地番 白浜町 ２５、現況地目は田、面積２，０３８㎡です。賃 

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号８番 所在地番 白浜町 １４０、現況地目は田、面積２，１８７㎡です。 

併せまして田２筆、合計面積２，６１７㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号９番 所在地番 白浜町 ３７、現況地目は田、面積２，０２９㎡です。併 

せまして田５筆、合計面積６，５１３㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

です。 

申請番号１０番 所在地番 白浜町 １３８、現況地目は田、面積１，３０１㎡です。 

    併せまして田４筆、合計面積３，３３２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 



○です。 

申請番号１１番 所在地番 白浜町 ２８４、現況地目は田、面積８０１㎡です。併 

    せまして田６筆、合計面積２，４３６㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

です。 

申請番号１２番 所在地番 白浜町 １２―１、現況地目は田、面積２，０８４㎡で 

す。併せまして田６筆、合計面積８，６６２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人 

は○○です。 

申請番号１３番 所在地番 白浜町 ２３６、現況地目は田、面積１，７２５㎡です。 

併せまして田３筆、合計面積３，０４２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号１４番 所在地番 白浜町 ２６１、現況地目は田、面積１，６２２㎡です。 

併せまして田４筆、合計面積４，８１６㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号１５番 所在地番 深見町 ６ ８、現況地目は田、面積７５３㎡です。賃 

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号１６番 所在地番 白浜町 １２０、現況地目は田、面積１，２９３㎡です。 

    賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号１７番 所在地番 白浜町 ２９６、現況地目は田、面積８１０㎡です。併 

    せまして田４筆、合計面積１，６７１㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

です。 

申請番号１８番 所在地番 白浜町 １４２、現況地目は田、面積２，２５１㎡です。 

    併せまして田７筆、合計面積５，８６２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号１９番 所在地番 白浜町 ２６８、現況地目は田、面積８０５㎡です。賃 

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号２０番 所在地番 白浜町 １９―１、現況地目は田、面積７６０㎡です。       

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号２１番 所在地番 白浜町 １０８―１、現況地目は田、面積５３４㎡です。 

    併せまして田１９筆、合計面積１３，０５５㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人 

は○○です。 

申請番号２２番 所在地番 白浜町 １６８―１、現況地目は田、面積６５９㎡です。 

    併せまして田２筆、合計面積１，１７９㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号２３番 所在地番 白浜町 ３３４―１、現況地目は田、面積６７８㎡です。 

    併せまして田５筆、合計面積４，４７５㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号２４番 所在地番 白浜町 １３―１、現況地目は田、面積２，０８０㎡で 

す。併せまして田４筆、合計面積５，９４５㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人 

は○○です。 

申請番号２５番 所在地番 白浜町 １５６―１、現況地目は田、面積１，２２６㎡ 

    です。併せまして田３筆、合計面積２，５８４㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付 



    人は○○です。 

申請番号２６番 所在地番 白浜町 ２２８―１、現況地目は田、面積７７０㎡です。       

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号２７番 所在地番 白浜町 １１―１、現況地目は田、面積１，８５２㎡で 

す。貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号２８番 所在地番 白浜町 ５―１、現況地目は田、面積７８１㎡です。併 

せまして田５筆、合計面積３，６６５㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

です。 

申請番号２９番 所在地番 白浜町 １７１―１、現況地目は田、面積１，１２４㎡ 

です。併せまして田２筆、合計面積１，６１１㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付 

人は○○です。 

申請番号３０番 所在地番 白浜町 １０６―１、現況地目は田、面積１６９㎡です。 

併せまして田４筆、合計面積２，８７０㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号３１番 所在地番 白浜町 ２６７、現況地目は田、面積８０５㎡です。併 

せまして田５筆、合計面積３，８２０㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

です。 

申請番号３２番 所在地番 深見町 ７ ４２、現況地目は田、面積８１６㎡です。 

    併せまして田５筆、畑１筆、計６筆、合計面積３，７３８㎡です。賃貸借権設定の申請 

です。貸付人は○○です。 

申請番号３３番 所在地番 白浜町 ２２４―１、現況地目は田、面積６８６㎡です。 

    併せまして田２筆、合計面積１，４０４㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号３４番 所在地番 深見町 ８ ５９、現況地目は田、面積５２５㎡です。 

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号３５番 所在地番 白浜町 １０５―１、現況地目は田、面積３２７㎡です。 

    併せまして田６筆、合計面積４，１６２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号３６番 所在地番 白浜町 １１１、現況地目は田、面積２，０１１㎡です。 

    併せまして田７筆、合計面積７，４１１㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号３７番 所在地番 白浜町 ２９５―１、現況地目は田、面積８１１㎡です。 

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号３８番 所在地番 白浜町 ５７ １０３、現況地目は田、面積１１５㎡で 

す。併せまして田３筆、合計面積４０８㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号３９番 所在地番 深見町 ４ ３６、現況地目は田、面積１，０５４㎡で 

す。併せまして田１２筆、畑３筆、計１５筆、合計面積７，７６１㎡です。賃貸借権設 

定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号４０番 所在地番 白浜町 ２４７、現況地目は田、面積３７７㎡です。併 

せまして田１０筆、合計面積６，８８８㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 



○です。 

申請番号４１番 所在地番 白浜町 ２６２、現況地目は田、面積１，６３１㎡です。 

    併せまして田５筆、合計面積３，９９６㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号４２番 所在地番 深見町 １ ４０、現況地目は田、面積１５５㎡です。 

    併せまして田１３筆、合計面積８，６８１㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は 

    ○○です。 

申請番号４３番 所在地番 白浜町 ６、現況地目は田、面積７２９㎡です。併せま 

して田７筆、合計面積１１，４２１㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○で 

す。 

申請番号４４番 所在地番 深見町 ６ １、現況地目は畑、面積５０９㎡です。貸 

借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号４５番 所在地番 深見町 ６ ４―１、現況地目は田、面積３２５㎡です。 

併せまして田５筆、合計面積３，０６７㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号４６番 所在地番 深見町 ６ ７、現況地目は田、面積７９３㎡です。併 

    せまして田５筆、合計面積３，３２０㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

    です。 

申請番号４７番 所在地番 深見町 ４ ２３―１、現況地目は田、面積６４６㎡で 

す。併せまして田７筆、畑１筆、他１筆、計９筆、合計面積５，８８７㎡です。賃貸借 

権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号４８番 所在地番 深見町 ２ ４７、現況地目は田、面積５９８㎡です。 

併せまして田６筆、合計面積１,５１７．９１㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付 

人は○○です。 

申請番号４９番 所在地番 深見町 ２ ５、現況地目は田、面積５４２㎡です。併 

    せまして田２筆、合計面積９２２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号５０番 所在地番 白浜町 ２３７―２、現況地目は田、面積２３１㎡です。 

    併せまして田７筆、合計面積４，８８７㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号５１番 所在地番 深見町 ６ ３９、現況地目は田、面積８１６㎡です。 

    併せまして田３筆、合計面積２，４９４㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号５２番 所在地番 白浜町 ２２７―１、現況地目は田、面積７７２㎡です。 

    併せまして田９筆、合計面積４，９６９㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 

申請番号５３番 所在地番 深見町 ２ ４３、現況地目は田、面積６２４㎡です。 

    併せまして田３筆、畑１筆、計４筆、合計面積１，９２８㎡です。賃貸借権設定の申請 

です。貸付人は○○です。 

申請番号５４番 所在地番 深見町 ４ ３２、現況地目は田、面積７２０㎡です。 

    併せまして田３筆、合計面積２，５２８㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人は○ 

○です。 



申請番号５５番 所在地番 深見町 ４ ３５、現況地目は田、面積１，０５４㎡で 

す。併せまして田１筆、畑１筆、計２筆、合計面積１，３０９㎡です。賃貸借権設定の 

申請です。貸付人は○○です。 

申請番号５６番 所在地番 深見町 ４ ４―１、現況地目は田、面積７３２㎡で 

す。併せまして田８筆、合計面積６，１６５㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人 

は○○です。 

申請番号５７番 所在地番 深見町 ７ １３、現況地目は田、面積８１６㎡です。 

併せまして田１８筆、合計面積１３，３７２㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人 

は○○です。 

申請番号５８番 所在地番 深見町 ４ ３３、現況地目は田、面積１，０５４㎡で 

す。併せまして田５筆、畑１筆、計６筆、合計面積４，０７０㎡です。賃貸借権設定の 

申請です。貸付人は○○です。 

申請番号５９番 所在地番 深見町 ４ ２５―１、現況地目は田、面積５６１㎡で 

す。併せまして田８筆、合計面積５，００３㎡です。賃貸借権設定の申請です。貸付人 

は○○です。 

申請番号６０番 所在地番 深見町 ２ ７０―１、現況地目は田、面積１，０９２ 

㎡です。貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号６１番 所在地番 深見町 ２ ６８、現況地目は田、面積９８１㎡です。 

併せまして田８筆、畑２筆、計１０筆、合計面積５，２９２㎡です。貸借権設定の申請 

です。貸付人は○○です。 

申請番号６２番 所在地番 深見町 ９ １５、現況地目は田、面積６７４㎡です。 

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

申請番号６３番 所在地番 白浜町 １２６、現況地目は田、面積２，２２１㎡です。 

併せまして田４筆、合計面積５，２３２㎡です。貸借権設定の申請です。貸付人は○○ 

です。 

申請番号６４番 所在地番 白浜町 ３２８、現況地目は田、面積８０８㎡です。併 

    せまして田３筆、畑１筆、計４筆、合計面積１，６３１㎡です。貸借権設定の申請です。 

貸付人は○○です。 

申請番号６５番 所在地番 白浜町 １５１、現況地目は田、面積２，３６７㎡です。 

貸借権設定の申請です。貸付人は○○です。 

以上です。 

職務代理 事務局の説明が終りました。ここで、福田会長が関係者で議事参与の制限を受けます 

ので退室いたします。 

     （福田会長 退室） 

議事進行は職務代理の私が勧めます。申請番号１番から申請番号６５番までは地域が 

白浜・深見地域のほ場整備地域内で借受人が公益財団法人いしかわ農業総合支援機構と 

同一人であるため、一括して審議いたします。これより質疑に入ります。ご質問ご意見 

ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号１番から申請番号６５番につ 

いて、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 



（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号１番から申請番号６５番については原案通り決 

定いたしました。 

 それでは、議事進行を福田会長と代わります。ご協力有難うございました。 

     （福田会長 入室） 

会  長 次に第３号議案「農地法第４条の規定による意見の決定について」を議題と致します。 

事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 農地法第４条の規定による許可の決定についてを申請番号１番から説明いたします。

申請番号１番 所在地番 本府中町 チ ２９－１、現況地目は田、面積は７３５㎡ 

です。申請事由は共同住宅建築用地で、申請者は○○です。農地区分ですが、則第４４ 

条第３号には、都市計画法の用途地域が定められている地域であることから第３種農地 

と考えます。 

申請番号２番 所在地番 大泊町 崎谷 １５７－１ 外１筆 現況地目は宅地で、 

面積合計は８７９㎡です。申請事由は自己住宅用地で、申請者は○○です。農地区分で 

すが、則第４３条第２号には、申請地の３００ｍ以内に自動車専用道路の出入り口があ 

ることから第３種農地と考えます。 

以上です 

会  長 事務局からの説明が終りました。本件につきましては現地調査を実施してございます。 

村瀨委員より現地調査の報告をお願いいたします。 

１１番 ５月１９日に会長、和田委員、事務局から西次長、山田さんの５人で現地調査を行 

ってきました。 

 申請番号１番ですが、住宅が密集しており、境界もしっかりしており、排水関係にも

問題ございません。 

会  長 ありがとうございました。報告が終りました。申請番号１番を議題と致します。地区 

担当委員の説明をお願いします。 

２番 住宅の密集地の中に農地がある状況で、本府中の生産組合長にも話を聞いてきました。 

測量の立会にも出ており問題ないと聞いておりますのでよろしくお願いいたします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号１番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

         （質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号１番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号１番については原案通り決定いたしました。 

続きまして、申請番号２番を議題といたします。地区担当委員の説明をお願いいたし 

ます。 

 １６番 ２２日に金曜日に本人に会って話を聞いてきました。本人が言うには平成１５年に農 

林課に書類を出したが、書類が足りないと言われ、近隣所有者の同意書等も付けたがそ 

の後音沙汰がなかったとのことで、県の農地課にも聞いたが農業委員会から書類が上が 

ってきていないとの返事だったそうです。そこで、今回、○○司法書士に依頼したとの 

ことでした。 



会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号２番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

２９番 今も説明ではわからない。永い期間かかっておりますが。 

１６番 農業委員会ではなく、農林課に書類を出したとのことで、その都度、書類が足りない

といわれ、一向に農業委員会にはあがったこなかったそうです。今は家が建っており、

横をインターの取り付け道路があります。 

会  長 インターの取り付けで立ち退き対象になったと聞いておりますが。インターが出来た 

のでこの際しっかりしておきたいとして申請を出したと聞いております。 

 ２９番 立ち退きにはかかっていないのでないのか。 

 １６番 当初の計画では立ち退き対象であったが、最終的には対象から外れました。 

 ２９番 当時は、農振農用地のど真ん中で、家を建てられる場所でなかったと記憶しておりま 

す。農業委員会からそこは農地転用できないと言ってあるはずですが。用材も永い間積 

んでありました。許可が出ないので勝手に家を建てたのではないか。 

事 務 局 当時の経緯はわかりかねますが、この３月の農振計画の見直しで、この土地は農振農 

用地から外れました。 

会  長 当時は青地で家が建てられなかったが、インターが出来て青地から抜け、農地区分も 

３種農地と見れるようになり、書類上しっかりしたいということです。 

    他にありませんか 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号２番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号２番については原案通り決定いたしました。 

 次に第４号議案「農地法第５条の規定による意見の決定について」を議題と致します。 

事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 農地法第５条の規定による許可の決定についてを説明します。 

申請番号１番、従前地番 万行町１７ ８９－１、仮換地 万行町１５街区９－２、面 

積１２２㎡、現況地目は田です。申請事由は住宅敷地拡張で所有権移転の申請です。譲 

渡人は○○、譲受人は○○です。農地区分ですが令第１３条第３号には、土地区画整理 

事業の施行地であることから第３種農地だと考えます。 

申請番号２番、所在地番、能登島八ヶ崎町 こ ９ 現況地目は畑で、面積は５０５ 

    ㎡です。申請事由は自己住宅用地で所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○ 

    ○です。農地区分ですが、令第１１条第１号には、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団 

の農地の区域内にある農地であることから第１種農地と考えます。不許可の例外として    

則第３３条第４号によると、住宅その他申請に係る土地周辺の地域において居住する者

の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるものであるということから例外

規定が適用されると考えます。 

申請番号３番、所在地番、舟尾町 く ６７、現況地目は畑で、面積は４２㎡です。 

    申請事由は駐車場用地で所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○です。農 

地区分ですが、則第４６条には、住宅等が連たんしている区域に近接する農地で農地の 

広がりが１０ｈａ未満であることから第２種農地と考えます。不許可の例外として則第 

３３条第４号によると、住宅その他申請に係る土地周辺の地域において居住する者の日 



常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるものであるということから例外規定 

が適用されると考えます。 

申請番号４番、所在地番、八田町 キ ２４ 現況地目は田で面積は２７１㎡です。 

    申請事由は農道、水路の移設で所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○町    

会[地縁団体]です。農地区分ですが法第４条第２項第２号には、中山間地域等に存在す   

る農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であることから第２  

種農地と考えます。法第５条第２項第４号には農業用用排水施設の有する機能に支障を    

及ぼす恐れがあると認められることから適用されると考えます。 

申請番号５番、所在地番、矢田町 ２号 ４３－１、現況地目は宅地で面積は５．１ 

４㎡、併せて２筆、面積合計は４７．１４㎡です。申請事由は住宅敷地拡張などで所有 

権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○です。農地区分ですが則第４６条には、 

住宅等が連たんしている区域に近接する農地で農地の広がりが１０ｈａ未満であるこ 

とから第２種農地と考えます。不許可の例外として則第３３条第４号によると、住宅そ 

の他申請に係る土地周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に 

接続して設置されるものであるということから例外規定が適用されると考えます。 

申請番号６、所在地番、古府町 り ５－３ 現況地目は畑で面積は２８２㎡です。 

    申請事由は販売用建売住宅用地で所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○ 

です。農地区分ですが、則第４４条第１号には市街地の程度まで宅地化が進行している 

ということから第３種農地と考えます。 

申請番号７番、従前地番 万行町 七 １２０外５筆 仮換地 万行町６１街区６－ 

２ 現況地目は宅地で面積は２８２㎡です。申請事由は自己住宅用地で、所有権移転の 

申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○です。農地区分ですが令第１３条第３号には、 

土地区画整理事業の施行地であることから第３種農地だと考えます。 

申請番号８番、所在地番、国下町 ろ ５、現況地目は田で、面積は３４０㎡です。 

    申請事由は駐車場敷地の拡張で、所有権移転の申請です。譲渡人は○○、譲受人は○○ 

    です。農地区分ですが、令第１１条第１号には、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の 

農地の区域内にある農地であることから第１種農地と考えます。不許可の例外として則 

第３５条第５号によると、既存施設の拡張とあることから適用されると考えます。 

申請番号９番、所在地番 能登島祖母ケ浦町元字向田 壱 １－１、現況地目は田で、 

    面積は４１８㎡です。申請事由は店舗建設用地で所有権移転の申請です。譲渡人は○○、 

    譲受人は○○です。農地区分ですが、法第４条第２項第２号には、農地区域内農地、甲 

種、１種、３種のいずれにも該当しない農地であることから第２種農地だと考えます。 

不許可の例外は該当するのもがなかったため、県に確認したところ、申請地しかできな 

い理由を付してくださいということでした。今回は申請地のそばにイルカの生息地があ 

る。また、近くにイルカウォッチングパークがあり最適の場所であるとの理由です。 

申請番号１０、所在地番、古府町 よ ３－１、現況地目は畑で面積は４．６７㎡、 

    併せて５筆、面積合計は２，６７２．６７㎡です。申請事由は住宅展示場用地で使用賃 

    貸借の申請です。貸付人は○○、○○、○○、借受人は○○です。農地区分ですが、則 

第４４条第１号には市街地の程度まで宅地化が進行しているということから第３種農 

地と考えます。 

申請番号１１番、所在地番、中島町横田 一 １１４－１、現況地目は畑で、面積は 



８９８㎡です。申請事由は自己住宅用地及び農業用格納庫用地で使用賃借権の申請です。 

貸付人は○○、借受人は○○です。農地区分ですが、令第１１条第１号には、おおむね 

１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であることから第１種農地と考 

えます。不許可の例外として、則第３３条第４号によると、住宅その他申請に係る土地 

周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置される 

ものであるということから例外規定が適用されると考えます。 

申請番号１２番 所在地番 本府中町 ル ２５－２、現況地目は田で面積は４８４ 

㎡、併せて２筆、面積合計は５１４㎡です。申請事由は駐車場用地で使用賃借権の申請 

です。貸付人は○○、借受人は○○です。農地区分ですが、則第４４条第３号には、都 

市計画法の用途地域が定められている地域であることから第３種農地と考えます。 

申請番号１３番、所在地番、後畠町 ロ １０、現況地目は畑で、面積は４４６㎡、 

併せて４筆、面積合計は２，３５６㎡です。申請事由は資材置場用地で使用賃借権の申 

請です。貸付人は○○、○○、○○、借受人は○○です。農地区分ですが、則第４６条 

には、住宅等が連たんしている区域に近接する農地で農地の広がりが１０ｈａ未満であ 

ることから第２種農地と考えます。不許可の例外として則第３３条第４号によると、住 

宅その他申請に係る土地周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で集 

落に接続して設置されるものであるということから例外規定が適用されると考えます。 

議案第４号については以上です。 

会  長 事務局からの説明が終りました。本件につきましては現地調査を実施してございます。 

村瀨委員より現地調査の報告をお願いいたします。 

 １３番 申請番号１番ですが、横の田んぼに屋根の雨だれが落ちておりそこを宅地として拡張

するもので問題ないと見てきました。 

申請番号２番ですが、隣接水路も整備されており管理等もされておりまして問題ない 

と見てきました。 

申請番号３番ですが、部分的に擁壁を建てて整備するということで問題ないと見てき

ました。 

申請番号４番ですが、イノシシで既存の水路や農道が機能しないということで、代替

の水路と道を整備するもので問題ないと見てきました。 

申請番号５番ですが、家庭菜園もきれいに作っており、問題ないと見てきました。 

申請番号６番ですが、境界もはっきりしており、きれいに整備されており問題ないと

見てきました。 

申請番号７番ですが、右隣に家が建っており、１枚挟んで左隣にも家が建っており、

問題ないと見てきました。 

申請番号８番ですが、田植えが終わっており、１０月になってから駐車場整備に係る

ということで、問題ないと見てきました。 

申請番号９番ですが、イルカウォチング公園のすぐ横の田んぼで現在荒れております。 

こういうことをすることで環境整備にもいいことと見てきました。 

申請番号１０番ですが、境界もはっきりしており、道路に側溝も整備されており問題

はありません。 

申請番号１１番ですが、現在畑をしており、排水工事も行われる予定で問題ないと見

てきました。 



申請番号１２番ですが、現在耕作されブロック塀で仕切られており問題ないと見てき

ました。 

申請番号１３番ですが、何年も前から埋められており、資材置き場として使われてい

る状況です。 

会  長 ありがとうございました。報告が終りました。申請番号１番を議題と致します。地区

担当委員の説明をお願いします。 

  ３番 参考資料Ｐ６３をご覧ください。以前も○○さんから買ったもので、今回も敷地拡幅

のために売ってもらうことになったものです。場所は万行土地区画整備区域内であり、

上下水道も整備されており、周りを買っただけであり問題ありませんのでよろしくお願

いいたします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号１番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

         （質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号１番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（多数挙手） 

賛成多数でございますので、申請番号１番については原案通り決定いたしました。 

     続きまして、申請番号２番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

 ２６番 譲受人の○○さんは分家するとのこと、Ｕターンで帰ってきて家を建てるということ

です。排水路等についても生産組合長の同意を得ているということで問題ありません。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号２番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号２番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号２番については原案通り決定いたしました。 

続きまして、申請番号３番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

２８番 ○○さんと○○さんは６０㎝の水路を挟んで隣どうしです。○○さんの家があり、車 

庫があり、その横が該当の土地です。○○さんには後ろに水路があり、土止めをお願い 

して来ました。○○さんに話を聞くと、草を刈るのも大変で、隣人のお願いだから了承 

したと言っておりました。問題ありませんのでよろしく願います。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号３番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号３番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号３番については原案通り決定いたしました。 



続きまして、申請番号４番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

  ６番 Ｐ２７をご覧ください。湾曲した道が載っておりその横に波のような線が山側にあり 

ます。道が農道で、波が水路です。数年前から山側からイノシシが来て、泥で水路を塞 

ぐ被害が続いておりました。被害は水路ばかりでなく申請番号の○○さんの水田にも入 

っております。○○さんはイノシシ被害で耕作をやめるということで、○○町会がその 

農地を譲受け、水路を道の反対側に設置するというものです。この水路は棚田１０町あ 

まりの水源となります。よろしくお願いします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号４番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号４番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号４番については原案通り決定いたしました。 

続きまして、申請番号５番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

 １５番 先ほどの報告にもありましたが、周囲に及ぼす影響は全くございませんのでよろしく 

お願いいたします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号５番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号５番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号５番については原案通り決定いたしました。 

続きまして、申請番号６番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

  ２番 周りは住宅地でございます。申請地の両側には家が建っており申請地だけが残ってお 

ります。住宅を建てても影響ございませんのでよろしくお願いいたします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号６番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号６番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号６番については原案通り決定いたしました。 

続きまして、申請番号７番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

  ３番 この地域は万行土地区画整備区域内で境界ブロック、上下水道、宅地造成がされてお 

りまして問題ございませんのでよろしくお願いいたします。 



会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号７番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号７番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号７番については原案通り決定いたしました。 

続きまして、申請番号８番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

  ６番 Ｐ７６をご覧ください。非常に細長く車１台がやっとの土地です。その上に○○とあ 

りますが、契約が破棄されて空き地となっており、○○さんが使えない状況です。申請 

地の上の土地は従来から買って持っていた土地です。駐車場として使っていたが車１台 

分にしかならず、その下の土地を購入して車２台分が駐車できるようにしたいというこ 

とです。埋め立てするため水路等もきっちりなっておりまして、埋め立てしても問題あ 

りませんのでよろしくお願いします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号８番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号８番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号８番については原案通り決定いたしました 

続きまして、申請番号９番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

 ２６番 現状は荒廃しております。県道祖母ケ浦線のすぐ横です。誰にも迷惑が掛からない場 

所です。きれいになっていいことだと思いますのでよろしくお願いします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号９番について、これより質疑に入 

ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号９番について、原案のとおり 

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号９番については原案通り決定いたしました 

続きまして、申請番号１０番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたし

ます。 

  ２番 場所は藤橋バイパス沿いです。農振農用地との関係がありましたが、今回、青地から 

抜けて申請が出てきたものです。生産組合長にも確認しましたが、特段問題がないとの 

話でしたのでよろしくお願いします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号１０番について、これより質疑に 

    入ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 



ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号１０番について、原案のとお 

    り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号１０番については原案通り決定いたしました 

申請番号１１番は○○委員が関係者で議事参与の制限を受けますので退席をお願い

いたします。 

    （○○委員退室） 

それでは申請番号１１番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたします。 

 ２４番 申請地は３月の農振計画の見直しで農振農用地から外れております。場所は主要地方 

    道富来中島線のすぐ横で、転用に対しては問題ありませんのでよろしくお願いいたしま 

す。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号１１番について、これより質疑に 

    入ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号１１番について、原案のとお 

    り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号１１番については原案通り決定いたしました。 

    （○○委員入室） 

次に申請番号１２番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたします。 

  ２番 場所は旧の東往来といわれている所でございまして、○○があります。その奥に駐車 

場があります。手狭なため借りて駐車場にするというものです。境界もしっかりしてお 

り、地区の生産組合も特に問題はないと話をしておりますのでよろしくお願いいたしま 

す。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号１２番について、これより質疑に 

    入ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号１２番について、原案のとお 

    り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号１２番については原案通り決定いたしました。 

次に申請番号１３番を審議いたします。地区担当委員の説明をお願いいたします。 

 １５番 昨年の農地パトロールの現地調査ですでに埋め立てられ資材置き場になっておりま 

したのでお三方に会って、そういう事情だったら早く申請しなさいと指導したものです。

周りの農地に汚水等がどう影響があるかと調査しましたが、農地には汚水が流れ込む状

況ではありませんでした。指導したこともあり皆様の審議をよろしくお願いいたします。 

会  長 地区担当委員の説明が終わりましたので、申請番号１３番について、これより質疑に 

    入ります。ご質問ご意見ございませんか。 

（質問、意見なし） 

ないようなので、採決に入りたいと思います。申請番号１３番について、原案のとお 

    り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 



（全員挙手） 

全員賛成でございますので、申請番号１３番については原案通り決定いたしました 

これで議題はすべて終了いたしました。それでは、各専門委員会から報告をお願いい 

たします。 

加地運営委員長           

特にございません。 

会  長 次に経営対策委員会からお願いいたします。 

和田経営対策委員長 

     特にございません。 

会  長 次に編集委員会お願いいたします。 

島本編集委員長 

     今月はございません。 

会  長 それでは、里山里海再生委員会お願いします。 

宮本里山里海再生委員長  

     ５月２２日に里山里海協議会が開催されメンバーとして出席して来ました。１６の団 

体で構成しております。以前、里山会議が平成２４年７月に設立されておりましたが、 

団体の代表者が寄って協議しておりましたが、実務のところで新しく協議会を設立した 

ものです。農業委員会もその趣旨に協力していきたいと考えております。 

会  長 事務局からの報告をお願いします。 

事 務 局 活動報告及び予定（４月総会）をご覧ください。 

 

１．５月中の活動報告 

 
○５月１日 農業委員会だより春号発行 

   

 
○５月１７日 全国植樹祭（福田会長、山田職務代理、宮本委員長、高森副委員長） 

 
○５月１８日 女性農業委員食育活動（保育園児３５名にイチゴ狩り(能登島閨町） 

 
○５月１９日 現地調査（福田会長、和田委員長、村瀨委員） 

 

 
○５月２２日 七尾市里山里海協議会（宮本委員長） 

  

 
○５月２５日 総会、互助会幹事会 

   

 
○５月２８日 全国農業委員会会長大会（日比谷公会堂 福田会長） 

 
○５月２９日 献穀田御田植式（福田会長、島本委員）  

  

２．６月の予定 

 
○６月上旬 運営委員会（視察研修における質問事項等） 

 

 
○６月１９日 現地調査 

    

 
○６月２５日 総会 

 

３．いしかわ農業委員活動１・１・１運動 ３月分報告 

 
 主な活動として３月１９日現地調査、３月１９日第１回運営委員会。３月２５日 

 第１回編集委員会、３月２５日総会を開催しました。相談農家数２９件、延べ相談 

 
件数６２件と取りまとめてございます。 



        

４．平成２７年度「田畑売買価格等に関する調査」の依頼について 

 

該当委員さんに調査表を配布してございます。これまでこの調査を実施した委員 

さんもおいでますし初めての委員さんもおいでますので簡単に説明いたします。 

提出期限は６月総会時に持参ください。封筒の中に平成２７年度調査表と参考用

に平成２６年度調査表と平成２３年から平成２６年までの農業委員会に申請され

た農地法３条の申請書に記載されていた売買価格を記載した資料を入れてござい

ます。調査していただく価格欄を緑色の蛍光ペンで囲ってありますので金額を記載

下さい。 

基本的な考え方ですが対象とする農地は農振農用地（青地）とし、上田、中田、

下田とした場合の中田、中畑でございます。平成２６年度価格を基礎として下落し

ているか、横ばいか、上昇しているかで判断下さい。３％を超える増減については

具体的な要因を記載いただくことになります。 

又、価格のとらえ方ですが、農地として売買されるであろう妥当な価格というこ

とでございますのでよろしくお願いします。不明な点がございましたら事務局まで

お問合せ下さい。事務局からの報告、お願は以上でございます。 

 

会  長 事務局からの報告が終りました。それではその他として何かございませんか。無いよ 

うなのでこれで第５回農業委員会総会を閉会させていただきます。ご苦労さまでござい 

ました。 

 

この議事録の内容を正しく記録したものであることを確認した。 
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