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令和３年５月高原町農業委員会定例総会会議録 

 
１．開催日時    令和３年５月２８日（金）午前９時３０分から午前１０時２０分まで 

２．開催場所    高原町役場２階第４会議室 

３．出席委員    １５名     

          農業委員７名   

          会長   １番 山元啓嗣  会長代理 ２番 石崎正彦 

               ３番 入木真一       ４番 岡元良農夫 

               ５番 加藤正博       ６番 郡山信敏 

７番 邊木園浩子 

農地利用最適化推進委員８名 

１１番 石山浩文  １２番 大迫恒作 １３番 坂元朋子 

１４番 酒匂清治  １５番 佐藤哲夫 １６番 西村正人 

１７番 真方実喜男 １８番 鳥集公則 

 

４．日程 

  第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名 

       議事録署名委員   ５番 加藤正博 ６番 郡山信敏 

       会議書記      係長 小久保洋平 

  第２ 議案第 ６号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を求める。 

     議案第 ７号 農地法第３条の規定による賃貸借権及び使用貸借権設定の許可につ

いて意見を求める。 

議案第 ８号 農地法第４条の規定による許可・進達について意見を求める。 

議案第 ９号 農地法第５条の規定による許可・進達について意見を求める。 

議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集 

積計画の所有権移転について意見を求める。 

議案第１１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集 

積計画の利用権設定について意見を求める。 

 

５．農業委員会事務局職員 

      事務局長 上村洋二   係長 小久保洋平 

６．会議の概要 

（小久保係長）皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、只今より総会を始めさせ

ていただきます。一同ご起立下さい。「一同、礼」。お座り下さい。 

（事務局長）おはようございます。今月の定例総会案件は、お手元に配布の議案書のとおり、議

案第６号から議案第１１号までの議案２５件です。ご審議方よろしくお願い致します。

６月の定例総会は２８日（月）です。議案審議、及び転用議案に係る現地調査は、２１
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日（月）にお願いする予定です。６月の４条・５条に係る調査委員会は、第２調査委員

会です。どうぞよろしくお願い致します。先程も少しお話が出ましたが、６月になった

ら田植えとかそういった農作業が出てまいります。農作業安全についてですね、またお

願いしたいと思います。農業委員としてもですね、農業委員会通信で呼びかけの記事を

書いて６月１５日に配布する予定でございます。よろしくお願い致します。会長がご挨

拶を申し上げます。 

（会長あいさつ） 

（会長代理）ただいまの出席委員は、農業委員７名中７名、推進委員８名中８名であります。高

原町農業委員会規則第５条の規定の定足数に達しておりますので、本総会は成立して

いることを報告します。これより、５月の定例総会を開催致します。本日の議事日程

はお手元に配布のとおりであります。 

（議長）それではこれより議事に入ります。まず日程第１、本日の議事録署名委員、及び会議書

記の指名を行います。高原町農業委員会規則第１９条第２項に規定する議事録署名委

員ですが、議長から指名を致します。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

（議長）それでは議事録署名委員に、５番加藤委員と６番郡山委員を指名致します。尚、本日の

書記は事務局の小久保係長にお願いを致します。 

（議長）次に日程第２、議案審議に入ります。議案第６号「農地法第３条の規定による所有権移

転の許可について意見を求める。」を議題とし、事務局長に議案の説明をお願い致しま

す。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書の４ページをご覧ください。今回の農地法第

３条による所有権移転申請件数は４件です。ご説明致します。第１項、譲受人 ○○○

氏 譲渡人 ○○○○氏による姉弟間の贈与で、田１筆、２２７㎡です。調査委員は大

迫委員です。第２項、譲受人 ○○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏による親戚間の贈与

で、畑１筆、９１２㎡です。調査委員は、真方委員です。第３項、譲受人 ○○○○○

氏 譲渡人 ○○○○○氏による親子間の贈与で、畑１筆、樹園地８筆、計２０，６３

９㎡、調査委員は、邊木園委員です。第４項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○

○氏による売買で、田１筆、１，０１８㎡、売買金額は１５万円です。調査委員は、入

木委員です。以上、受付審査の結果、譲受人の効率利用要件、常時従事要件など、許可

要件の全てを満たしていると考えております。以上です。 

（議長）本件につきましては、地元委員に現地調査を付託しておりますので、その報告を求めま

す。第１項については、大迫委員に調査をお願いしておりますので、調査内容の報告を

お願い致します。 

（大迫委員）はい。１２番大迫が報告します。５月２２日土曜日の午前９時半頃、現地調査を実

施しました。現地にて譲受人の○○○さんとお会いし、譲渡人の○○○○さんとは電話

にて意思の確認を行いました。申請地は議案書８ページの航空写真をご覧下さい。場所

は蒲牟田狭野渡○○○○番○の田んぼ２２７㎡１筆です。蒲牟田橋の上流４００ｍくら

いの所でした。○○さん自宅の隣接地で、譲受人の耕作する田んぼの一部分でした。父
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親の土地を姉弟で相続し、その時に姉の○○さん名義にしていた部分を今回耕作、管理

している弟に移すという事で申請したそうです。譲受人は農業用機械をトラクター２台

や田植機、コンバイン等を所有されていました。農作業はお一人で基本行っていて、従

事日数も満たされています。地域経営体との取り組みについても連携しており、特に問

題無いと判断致しました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。続きまして、第２項については、真方委員に調査をお願いし

ておりますので、調査内容の報告をお願い致します。 

（真方委員）はい、真方です。２項の案件につきまして、５月２２日１１時半より現地調査を実

施しました。１２時半に譲渡人、譲受人の双方に電話をして確認を致しました。申請地

は議案書９ページの航空写真をご覧下さい。場所は蒲牟田の畑１筆です。譲受人は農業

用機械としてトラクター、田植機等を所有され農作業は家族２名で経営され、従事日数

も満たされています。特に問題無いと判断致しました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。続きまして、第３項については邊木園委員に調査をお願いし

ておりますので調査内容の報告をお願い致します。 

（邊木園委員）はい。７番邊木園、調査報告を致します。５月２６日水曜日の１７時３０分から

○○○さん宅に行って話を聞いてきました。親子間の贈与でありまして、同じところに

住んでいらっしゃってお二方に同時にお話を聞きました。申請地は、航空写真１０、１

１ページを見てください。場所は西麓の農地９筆です。譲受人は農業用機械として防除

機、摘採機等を所有されて、農作業は家族２名、摘採はパートさん５名を雇われて従事

日数も３００日と満たされておられて、地域経営体への集積等の取組にも連携を取られ

て、特に問題無いと判断致しました。報告致します。 

（議長）第４項については入木委員に調査をお願いしておりますので報告をお願い致します。 

（入木委員）３番、入木が報告致します。第６号第４項の現地調査を行いました。７ページの○

○さんの肉用牛が０頭となってるんですけど５頭いましたので訂正をお願いします。５

月２４日月曜日９時から１０時の間に聞き取りと現地調査を実施しました。９時から譲

受人宅に訪問し、確認をし、譲渡人には電話で聞き取りを致しました。申請地は議案書

の１２ページの航空写真をご覧下さい。後川内にある飼料基地の前を通って下って行っ

た所を右に行ったところです。田んぼの現状は、今はロータリーで耕耘されていたんで

すけど、２年くらいは放置されていました。今は綺麗にロータリーでかかじっている状

態でした。譲受人は農業用機械としてトラクター、コンバイン、田植機等を所有されて

おりました。農作業は１名で経営され従事日数も満たされております。地域の話し合い

にも積極的に参加して協力するなど、特に問題無いと判断致しました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。以上で報告が終わりましたのでこれより審議に入りたいと思

います。ご意見を賜りたいと思います。ご意見はございませんか。 

（議長）ございませんか。よろしいですか。それではこれを以て審議を終わります。これより採

決致します。議案第６号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を

求める。」の第１項から第４項に賛成の方の挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 
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（議長）全員賛成ですので、議案第６号第１項から第４項については、申請どおり許可すること

に決定を致しました。 

（議長）次に、議案第７号「農地法第３条の規定による賃貸借権及び使用貸借権設定の許可につ

いて意見を求める。」を議題とし、事務局長に議案の説明をお願い致します。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書の１４ページをご覧ください。今回の農地法

第３条による賃貸借権及び使用貸借権設定の申請件数は１件です。ご説明致します。第

１項、借受人 ○○○○氏と貸渡人 ○○○氏による使用貸借です。田１筆、２，００

３㎡です。使用貸借期間は令和３年６月１日から令和１３年５月３１日までの１０年間

です。調査委員は、鳥集委員です。以上、受付審査の結果、許可要件のすべてを満たし

ていると考えております。以上でございます。 

（議長）議案第７号第１項につきましては、鳥集委員に調査をお願いしておりますので調査内容

の報告をお願い致します。 

（鳥集委員）はい。１８番、鳥集です。議案５月分１４ページ第７号第１項の調査報告を行いま

す。５月２４日月曜日、現地調査を実施しました。譲渡人、譲受人には５月２４日月曜

日１６時頃、電話にて双方に聞き取り確認を行いました。申請地は議案書の１５ページ

の航空写真をご覧下さい。場所は蒲牟田区の農地１筆です。譲受人は農業用機械として

トラクター、コンバイン等を所有されています。農作業は家族２名で経営され従事日数

も満たされています。地域経営体への集積等の取組にも連携を取り、地域の活動にも積

極的に参加し、協力されています。以上の事を考慮し、特に問題は無いと判断致しまし

た。以上です。 

（議長）ありがとうございました。以上で報告が終わりましたのでこれより審議に入ります。ご

意見を賜りたいと思います。ご意見はございませんか。 

（議長）それではこれを以て審議を終わります。これより採決をしたいと思います。議案第７号

「農地法第３条の規定による賃貸借権及び使用貸借権設定の許可について意見を求め

る。」の第１項に賛成の方の挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので議案第７号第１項については、申請どおり許可することに決定を致し

ました。 

（議長）続きまして、議案第８号「農地法第４条の規定による許可・進達について意見を求める。」

を議題と致します。事務局長、説明をお願い致します。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書の１７ページをご覧ください。今回の農地法

第４条に関連する申請件数は１件です。ご説明申し上げます。第１項、○○○○氏の申

請案件で、田１筆、１，７４８㎡、農産物加工作業所、農作業用車庫、プレハブ倉庫の

設置を目的とした転用申請です。都市計画区域外、農用地区域外、第２種農地です。当

該地は、平成２３年頃から農産物加工所として使用されておりましたが、令和元年から

２年度にかけて実施しました農業振興地域整備計画の全体見直しの現地調査で当該地

が農用地区域であり転用許可がされていないことが判明し、農用地区域除外し、今般追

認での申請がなされたものです。なお、申請にあたって事実申立書が添付されておりま
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す。以上は、農地法第４条第６項各号の不許可の要件に該当しないと思われることから、

許可相当と考えております。以上です。 

（議長）本件につきましては、第１調査委員会に調査をお願いしておりますので、調査内容の報

告を入木委員長にお願い致します。 

（入木委員）はい。３番入木が報告致します。議案第８号第１項の調査を５月２１日１４時より

西村委員、真方委員、役場の小久保主査と行いました。転用目的は農産物加工作業所、

農業用車庫、プレハブ倉庫です。平成２３年頃から利用されている追認案件となってお

ります。申請地は議案書の１８ページをご覧ください。施設の配置図については議案書

の１９ページをご覧ください。申請地は農用地区域外で、第２種農地となっております。

地域住民、周辺農地にも影響が無いことから問題無いと判断致しました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。随行された他の委員の方のご意見はございませんか。 

（西村委員）はい。(西村委員)１６番西村です。５月２１日入木農業委員と同席しまして自分も

特に問題は無いと。以上です。 

（真方委員）はい。(真方委員)１７番真方です。私も随行致しましたが特に問題無いと判断致し

ました。 

（議長）以上で報告が終わりましたので、これより審議に入ります。ご意見を賜りたいと思いま

す。何かご意見はございませんか。 

（議長）よろしいですか。それではこれを以て審議を終わります。これより採決を致します。議

案第８号「農地法第４条の規定による許可・進達について意見を求める。」の第１項に

賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第８号第１項については、申請どおり許可することに決定を致

しました。 

（議長）続きまして、議案第９号「農地法第５条の規定による許可・進達について意見を求める。」

を議題と致します。事務局長、説明をお願い致します。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）議案第９号「農地法第５条の規定による許可・

進達について意見を求める。」についてご説明致します。今回の農地法第５条に関連す

る申請件数は２件です。議案書の２１ページをご覧ください。第１項、譲受人 ○○○

○氏と譲渡人 ○○○○氏による住宅・資材置場建設を目的とした売買で、畑１筆、１，

０２３㎡、都市計画区域内、農業進行地域内、第２種農地で、売買代金は５０万円です。

第２項、借受人 ○○○○氏、○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏による一般個人住宅建

設を目的とした使用貸借で、畑１筆、４９０㎡、都市計画区域外、農用地区域外、第２

種農地で使用貸借期間は令和３年７月１日から令和２３年６月３０日までの２０年間

です。以上の案件については、農地法第５条第２項各号の不許可要件に該当しないと思

われることから、許可相当と考えております。以上でございます。 

（議長）本件につきましては、第１調査委員会に調査をお願いしておりますので、調査内容の報

告を入木委員長にお願い致します。 

（入木委員）はい。３番入木が報告致します。議案第９号第１項の調査を先程と同じく５月２１



6 

 

日１３時半より西村委員、真方委員、役場の小久保主査と行いました。転用目的は住宅

資材置き場です。申請地は議案書の２２ページをご覧ください。施設の配置図について

は議案書の２３ページをご覧ください。現状は、草野暮だったんですが住宅を作ってど

んどんああいう所は綺麗になれば良いなと自分は思いました。申請地は農用地区域外で

第２種農地となっております。地域住民、周辺農地にも影響が無いと判断しました。問

題は無いと思います。以上です。続きまして第２項ですが、転用目的は一般個人住宅で

す。申請地は議案書の２５ページをご覧ください。施設の配置図については議案書の２

６ページをご覧ください。申請地は農用地区域外で第２種農地となっております。地域

住民、周辺農地にも影響が無いことから問題無いと判断致しましたが、航空写真を見て

も分かる通り畑にロールが全体に置いてある状況でして、自分も置いてるんですけど片

隅の方にやっていて、ちょっとこれはいかんのじゃないかという事で、小久保君に本人

にロールを横の方にやって畑のようにした方が良いと言ってくれと一応頼んだんです

けど。自分はそう思いました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。随行された委員の方のご意見はございませんか。 

（西村委員）はい。１６番西村。(西村委員)今の入木委員の報告通り特に問題は無いと思います

が、自分もロールの話を○○さんにしてみました。航空写真にあるように○○○○さん

のちょうど住宅の後ろですから。特に害は無いと思いますけど、畑全体にロールが置い

てありました。周辺の雑草も自分はよくここを通るんですがあまり草払いも全然したこ

とが無いような感じで、畑の段差があるから分かるっちゃ分かるんですけど周りはボー

ボーで草藪で、手入れをしたらどげんやと○○君に話をしたとこでした。以上です。 

（真方委員）はい。(真方委員)１７番真方です。私も随行致しましたけれども各委員の仰るよう

な感じでしたので、特に問題は無いと判断致しました。 

（議長）ありがとうございました。ロールが置いてあるという事は畑として使っていないわけだ

から転用の申請をあげてもらうというような形で文書か何かでやっぱり農業委員会と

して送る必要があるというふうに思ったところです。何か補足は。 

（事務局長）はい。議長、事務局長。（事務局長）ロールの設置についてはあちこちの水田とか

畑に置いてありますと。畦の方に並べて置くくらいはそこまで目くじらを立てるのはど

うかなあという気はするんですけど、航空写真で見るとだいぶ畑一体をしめているとい

う事で。また現地を見まして本人さんとも事務局の方で会って話をしたいと思います。

又この道路も２段くらいまでならいいんですけど３段とかなるとですね、学校も近いし

子どもなんかに遊んじょってという話も無いとは言い切れませんのでその辺も含めて

相談をしていきたいと思います。以上でございます。 

（議長）以上で報告が終わりましたのでこれより審議に入りたいと思います。ご意見を賜りたい

と思います。ご意見はございませんか。 

（加藤委員）はい。５番加藤です。（加藤委員）整理番号２番の○○さんの使用貸借の案件なん

ですけども、借受人の○○○○外１名とあるんですけど。連名で借りたんですか。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）それについては説明の方ではお話ししたんですが○

○○○さん、○○○○さんご夫婦です。○○さんが３２歳、○○さんが３１歳のご夫婦
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でご主人の実家の近くに家を作りましょうという事のようでございます。以上でござい

ます。 

（議長）ちょっと補足をさせて頂きたいんですけど、第１項の方の地積が１，０２３㎡あります。

５条の場合５００㎡っていうのが基準としてあるんですけど、２３ページを見ますと相

当高いところにあって住宅として使える面積的には少ないというような理由もあって

この面積で今回あげているというところでございます。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれを以て審議を終わります。これより採決を致します。議案第９号「農地法

第５条の規定による許可・進達について意見を求める。」の第１項及び第２項に賛成の

方の挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第９号「農地法第５条の規定による許可・進達について意見を

求める。」の第１項及び第２項については、申請どおり許可することに決定を致しまし

た。 

（議長）次に、議案第１０号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積計画の所有権移転について意見を求める。」を議題と致します。事務局長、説明を

お願い致します。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書は２９ページをご覧ください。今回の申請件

数は３件です。ご説明致します。第１項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏の

申請案件で、畑２筆、計２，３８８㎡、対価総額２４万円です。岡元委員、酒匂委員の

あっせんを受けております。第２項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏の申請

案件で、田１筆、１，９９８㎡、対価総額５０万円です。岡元委員、酒匂委員のあっせ

んを受けております。第３項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏の申請案件で、

田１筆、３９０㎡、対価総額８万５千円です。山元会長、坂元委員のあっせんを受けて

おります。以上については、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしている

と考えております。以上でございます。 

（議長）事務局長の説明が終わりましたので、これより審議に入ります。ご意見はございません

か。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれを以て、審議を終わります。これより採決を致します。議案第１０号「農

業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の所有権移転

について意見を求める。」の第１項から第３項に賛成の方の挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第１０号の第１項から第３項は、申請どおり許可することに決

定を致しました。 

（議長）議案第１１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計
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画の利用権設定について意見を求める。」を議題と致します。事務局長に説明をお願い

します。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）議案書は３５ページをご覧ください。今回の

申請件数は、１４件です。第１項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○○氏の申請

案件で、田１筆、１，９９５㎡、賃借料は年総額３万円、賃貸借期間は令和３年７月１

日から令和６年６月３０日までの３年間の再設定です。第２項、借受人 ○○○○氏 

貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田４筆、計７，８８０㎡、賃借料は年総額１４万円、

賃貸借期間は令和３年６月１日から令和８年５月３１日までの５年間の再設定です。第

３項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田１筆、５９７㎡の使

用貸借です。使用貸借期間は、令和３年６月１日から令和８年５月３１日までの５年間

の再設定です。第４項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○○氏の申請案件で、田

２筆、計３，５３４㎡、賃借料は年総額２万円、賃貸借期間は令和３年６月１日から令

和８年５月３１日までの５年間の新規設定です。第５項、借受人 〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で田１筆、１，１８５㎡

の賃貸借で賃料は年総額１万円、賃貸借期間は、令和３年６月１日から令和８年５月３

１日までの５年間の新規設定です。第６項、借受人 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 ○○

○○氏 貸渡人 ○○○○の申請案件で、田１筆、２，２４８㎡の賃貸借で賃料は玄米

３０㎏３袋、賃貸借期間は令和３年６月１日から令和８年５月３１日までの５年間の新

規設定です。相続人過半同意を得ています。第７項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○

○○○○氏の申請案件で、田１筆１，２９３㎡の賃貸借で賃料は年総額１万２千円、賃

貸借期間は令和３年６月１日から令和８年５月３１日までの５年間の新規設定です。第

８項、借受人 ○○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田１筆、１，００６

㎡の使用貸借で使用貸借期間は令和３年６月１日から令和８年５月３１日までの５年

間の新規設定です。第９項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、

田５筆、計５，６５３㎡の使用貸借で使用貸借期間は令和３年６月１日から令和８年５

月３１日までの５年間の新規設定です。第１０項以降は、借受人は公益社団法人 宮崎

県農業振興公社 理事長 亀澤保彦氏 賃貸借期間は令和３年７月１日から令和１３

年６月３０日までの１０年間の新規設定です。第１０項、貸渡人 ○○○○氏の申請案

件で、田２筆、計１，２６５㎡の賃貸借で、賃料は年総額２万５千３００円です。第１

１項、貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田３筆、計４，１０５㎡の賃貸借で賃料は年

総額８万円です。相続人過半の同意を得ています。第１２項、貸渡人 ○○○氏 田２

筆、１，９９８㎡、賃料は年総額４万７６５円です。第１３項、貸渡人 ○○○氏 田

１筆、９４３㎡、賃料は年総額１万９千２３５円の新規設定です。第１４項、貸渡人 ○

○○○氏 畑１筆、１，４９４㎡、賃料は年総額３千円の新規設定です。以上、説明致

しました全ての案件は、農業経営基盤強化促新法第１８条の各要件を満たしていると考

えております。以上でございます。 

（議長）ありがとうございました。それでは、議案第１１号「農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農用地利用集積計画の利用権設定について意見を求める。」第１項
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から第１４項までの審議に入ります。何かご意見はございませんか。 

（岡元委員）はい。（岡元委員）こういうふうに促進法で途中で作業が出来なくなった場合どう

なるのかと思いまして。 

（事務局長）はい。（事務局長）お答え致します。様々なご事情があって例えば借りている人が

倒れちゃったとか。そういう場合、双方同意の場合解約するという事も勿論できますよ。

そういう事は分からないことですし、特に向こう十年賃貸借しますとかそういう場合も

かいてはございますが分からないことなのでその辺は双方合意で解約と。そういう話が

あればですね事務局の方に相談をしていただきたいと思います。以上でございます。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それでは、無いようですのでこれを以て審議を終わります。これより採決を致します。

議案第１１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画の利用権設定について意見を求める。」第１項から第１４項までについて、賛成の方

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第１１号については承認をされました。 

（会長代理）以上で、本日提案致しました議案の審議は、全て終了致しました。これをもちまし

て、５月の農業委員会定例総会を閉会致します。 

（小久保係長）ご起立をお願い致します。「一同、礼。」お座りください。 


