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開会

会

それでは、ただいまより、第５回熊本市農業委員会総会を開催いた

長

します。
皆さん、１１日、１２日の北九州の研修、本当にお疲れさまでござ
いました。台風も少しそれたようなので、雨もたいしたことはなかろ
うと思います。風もなかろうと思いますので、一安心したところでご
ざいます。
本日は、農地法が第１条から第６条議案まででございます。今日
の議案がスムーズにいきますよう、皆さんよろしくお願いいたします。
事務局

総会は、熊本市農業委員会総会会議規則第４条に基づき、会長が議
長になり、議事の進行を行うことになっております。
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それでは、会長、よろしくお願いをいたします。
議

長

それでは、議事に入りますが、会議に入るに当たり、総会３の議事
録署名者及び総会書記の指名をします。
本日の議事録署名者には１４番の網田稔委員と１５番の村中英次委
員を、書記に南区分室の桑原瑛佑主事を指名いたします。よろしくお
願いします。
本日の議事は、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請
（会許可分）から、第６号議案、引き続き農業経営を行っている旨の
証明願まで６件でございます。
議事に入ります前に、議案の訂正、取り下げなどあるようですので、
事務局より説明をお願いします。

事務局

それでは、訂正と取り下げについてご説明いたします。
議案別冊をお願いいたします。１枚めくっていただきまして、目次
をごらんいただきたいと思います。目次の第４号議案、農地法第５条
の規定に基づく許可申請、これの、３８件を１件取り下げがございま
して３７件に訂正をお願いいたします。合計１１２件を１１１件に訂
正をお願いいたします。取り下げの番号につきましては、別途説明を
申し上げます。
次に、第１号議案第３条の許可申請、３ページをお願いいたします。
３ページの１４番、この申請理由の欄、
「経営拡張」とあります。これ
を「経営安定」に訂正をお願いいたします。
続けて、５ページをお願いいたします。５ページの２３番、これも
申請理由ですが、
「（贈与のやり直し）」と記載しております。これを削
除お願いいたします。
続けて、７ページお願いいたします。７ページの３４番と３５番、
これも同じく、申請理由欄、
「経営拡張」といずれもなっておりますけ
れども、これをそれぞれ「贈与」に訂正をお願いいたします。
続きまして、第４号議案の第５条許可申請、１７ページをお願いい
たします。１７ページの３２番、この土地の表示の欄で、富合町田尻
字大袋の次、地番が漏れております。
「６７７－３」と記入をお願いい
たします。よろしくお願いいたします。
最後に、取り下げです。４号議案の５条許可申請、１４ページをお
願いいたします。１４ページ、１７番ですが、これが取り下げとなっ
ております。
以上です。よろしくお願いを申し上げます。

議

長

初めに、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請、３７
件でございます。地元委員の報告に当たりましては、農地法第３条の
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２項の判断基準により、地区委員会での協議状況の報告をお願いいた
します。
それでは、１番、お願いします。
３６番

北口和皇委員
３６番委員。
１番から３番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いた
します。
１番の譲受人は専業農家で、譲渡人が高齢で耕作ができなくなった
ため、隣接農地を耕作している譲受人が、耕作の便宜上、農地を取得
する申請です。譲受人は申請地周辺を耕作しておりますが、今回取得
する農地を合計しても下限面積に達してはおりません。しかし、農地
の位置等から見て、隣接農地と一体的に利用しなければ利用すること
ができない場合で、隣接農地を耕作している者が権利を取得する場合
であることから、不許可の例外に該当するものと判断いたしました。
申請地につきましては、許可後は露地野菜を作付されるとのことです。
続きまして、２番と３番は関連で、譲受人は専業農家で、経営拡張
のため農地を取得する申請です。申請地につきましては、許可後は大
豆を作付されるとのことです。
以上、１番から３番まで、先日の地区委員会で協議をいたしました
ところ、農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申
請は妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお
願いいたします。

議

長

ただいま、１番から３番まで地元委員より報告がございましたが、
この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、４番。

３２番

橋本春利委員
３２番委員、橋本です。
４番から６番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたし
ます。
４番は、おじへの贈与による所有権移転の申請です。譲受人は菊陽
町で水稲、露地野菜を栽培されている専業農家で、申請地にはホウレ
ンソウを栽培される計画です。
５番は、独立就農による使用賃借権の設定です。譲受人はミカンを
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栽培される計画で、河内地区の案件１２番でも申請されており、合わ
せれば下限面積の要件を満たされます。
６番は、独立就農による賃借権の設定です。申請地にはミカンを栽
培される計画です。
以上、３件について協議検討した結果、いずれも農地法第３条第２
項の各号には該当しておらず、申請は妥当と判断しました。ご審議方、
よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、４番から６番について地元委員より報告がございました
が、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、７番。

３９番

桝永築委員
３９番委員、桝永です。
７番から１２番につきまして、さきの地区委員会での協議状況をご
報告いたします。
７番、８番は関連で、独立就農のための申請です。７番は父からの
使用貸借、８番は賃貸借によるものです。申請は、温州ミカンのほか、
デコポンやブラッドオレンジなど、数種類のかんきつ類を栽培される
計画です。北部地区の案件、３条の２８番、２９番でも申請されてお
り、合計耕作面積９，２４７平方メートルで独立開始予定です。
９番は、経営拡張のため所有権移転の申請です。申請者はミカンを
つくられる専業農家で、申請地にもミカンをつくられる予定です。
１０番、１１番は関連で、独立就農のための申請です。１０番は父
からの使用貸借、１１番は賃貸借によるものです。申請者は現在親元
で農業に従事されていますが、今後は成年就農給付金制度を活用され、
独立した農業経営を目指されます。申請地にはミカンをつくられる予
定です。
１２番は、ご夫婦での独立就農のための申請で、所有権移転される
ものです。申請地にはイチジクを栽培され、乾燥イチジクに加工し、
都市部の商店やインターネットなどで販売される計画です。今回、西
部地区の案件、３条６番でも申請されており、農地の下限要件は満た
されています。
以上６件、このうち独立就農予定者には地区委員会へ出席を願い、
聞き取り調査を行った上で協議、検討した結果、６件いずれの申請も
農地法第３条第２項各号の不許可要件には該当しておらず、申請は妥
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当と判断しました。ご審議方、よろしくお願いします。
議

長

ただいま、７番から１２番について地元委員より報告がございまし
たが、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、１３番。

４番

米村昌昭委員
４番委員、米村です。
１３番から２０番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い
たします。
１３番は、経営拡張のための売買による所有権移転をされる申請で
す。申請人は農家で主に米を作付されており、許可後も申請地に米を
つくられる予定です。
１４番は、経営安定のための使用貸借していた農地を売買により所
有権移転をされる申請です。申請人は農家で主に米と露地野菜を作付
されており、許可後も申請地に米をつくられる予定です。
１５番は、農業者年金受給の再設定に伴い、後継者へ経営委譲のた
め使用貸借権設定をされる申請です。申請人は農家で主に米を作付さ
れており、許可後も申請地に米をつくられる予定です。
１６番は、経営拡張のための売買による所有権移転をされる申請で
す。申請人は農家で主に米と露地野菜を作付されており、許可後も申
請地に露地野菜をつくられる予定です。
１７番は競売案件です。前々回審議済みです。
１８番は、経営拡張のための売買による所有権移転をされる申請で
す。申請人は農家で主に米を作付されており、許可後も申請地に米を
つくられる予定です。
１９番は、おいへの贈与による所有権移転の申請です。申請人は兼
農で主に米を作付されており、許可後も申請地に米をつくられる予定
です。
２０番は競売案件です。前回審議済みです。
以上８件については、先日の地区委員会で検討した結果、これらの
案件は農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しないことを協議
しました。ご審議方、よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、１３番から２０番について地元委員より報告がございま
したが、この件について何かご意見ございませんか。
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一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２１番。

８番

林田智博委員
８番委員。
２１番につきまして、地区委員会での協議状況を報告します。
２１番は、親子間の贈与による所有権移転の申請です。譲受人の世
帯は米をつくられており、許可後も米をつくられる予定です。
先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項各号の不許
可要件に該当しないことを協議いたしました。ご審議方、よろしくお
願いいたします。

議

長

ただいま、２１番について地元委員より報告がございましたが、こ
の件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２２番。

２０番

田中求委員
２０番委員。
２２番から２６番までにつきまして、地区委員会での協議状況を報
告いたします。
２２番は、経営拡張のため農地を取得する申請です。譲受人は米、
麦、大豆を作付されており、許可後は米をつくられる予定です。
２３番は、母へ贈与する申請です。譲受人は米を作付されており、
許可後は米をつくられる予定です。
２４番から２６番は関連で、経営拡張のため農地を取得する申請で
す。譲受人は米と野菜などを作付されており、許可後は柿とウリをつ
くられる予定です。
先日の地区委員会で検討した結果、取得後における効率的利用、農
作業への常時従事、地域との調和など、農地法第３条第２項各号の不
許可要件に該当しないことを協議いたしました。ご審議方、よろしく
お願いいたします。

議

長

ただいま、地元委員より２２番から２６番まで報告がございました
が、この件について何かご意見ございませんか。
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一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、２７番。

３１番

村上正春委員
３１番委員。
２７番から３１番について、地区委員会での協議状況を報告します。
２７番は、譲受人が自宅に隣接している農地をおいから贈与を受け
る申請です。許可後は露地野菜の作付をされるそうです。
２８番、２９番は、河内地区にて審議された７番、８番との関連案
件で、借り人が独立就農のために農地を、２８番は使用貸借、２９番
は賃貸される申請です。借り人は、今回、申請地に営農を開始される
ために申請されたものです。
３０番、３１番も関連です。譲受人の所有する農地が西環状道路に
収用されたがため、代替地として取得される申請です。許可後はスイ
カ、トマト、水稲を作付されます。
以上５件について検討した結果、いずれも農地法第３条第２項各号
の不許可要件に該当しないと確認しました。ご審議の方、よろしくお
願いします。

議

長

ただいま、地元委員より２７番から３１番まで報告がございました
が、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
続きまして、３２番。

２３番

梅田義弘委員
２３番委員。
３２番から３７番について、地区委員会での協議状況を報告します。
３２番と３３番は関連で、農業生産法人設立のための使用貸借の申
請です。先日の地区委員会にご出席をいただき、事業計画等を聞き取
りいたしました。申請人は露地野菜の栽培を行っていますが、今回、
農業生産法人を設立し、販売店と提携し直接販売される計画です。農
業生産法人の各要件も満たされており、また、周囲への影響や営農計
画等について何ら問題がないことを確認いたしました。許可後はカボ
チャ等の露地野菜を作付される予定です。
３４番と３５番も関連で、親戚とおいからの贈与申請です。申請人
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は水稲をつくっている兼業農家で、許可後は水稲、スイカ、ナスを作
付される予定です。
３６番は、農業生産法人が経営拡張のため農地を取得する申請です。
譲受人はハウス施設でミニトマトをつくっておられる農業生産法人で、
許可後はニンジンを作付される予定です。
３７番は、経営拡張のため農地を使用貸借する申請です。申請人は
兼業農家で、許可後、カライモを作付し加工販売される予定です。
以上６件、地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項各号の
不許可要件に該当しないことを協議しました。ご審議方、よろしくお
願いいたします。
議

長

ただいま、３２番から３７番まで地元委員より報告がございました
が、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
第２号議案、競売買受適格証明願（耕作目的：会許可分）でござい
ます。４件でございます。
地元委員の報告、協議に当たりましては、農地法第３条の許可基準
に基づき、地区委員会での協議状況の報告をお願いいたします。

４６番

前田道弘委員
４６番委員です。
１番から４番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いた
します。
申請人には地区委員会へ出席願い、営農計画等について説明を受け
ました。先日の地区委員会で検討した結果、１番から４番まで適格者
であると判断いたしました。ご審議方、よろしくお願いします。

議

長

ただいま、地元委員より報告がございましたが、この件について何
かご意見ございませんか。

２１番

山口謙藏委員
２１番。
競売適格者という、ちょっと１番、これ、農業されているのかな。

４６番

前田道弘委員
阿蘇のほうにも農地持っているし、荒尾のほうにも農地持っている
というようなことで、１町８反か。
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２１番

山口謙藏委員
面積はわかっています。

４６番

前田道弘委員
兼業農家ということで、しかしながら、じゃ、農地持っているから
適格者を外すことができるかということになれば、恐らくそれは無理
な話じゃないでしょうか。

２１番

山口謙藏委員
ちょっとこれ、もう、ちょうど１年前に出たわけですよ。これは、
作物は何をと言っていましたか。

４６番

前田道弘委員
営農計画は出ておりませんでした。

２１番

山口謙藏委員
出ていなかったんですか。

４６番

前田道弘委員
はい。

２１番

山口謙藏委員
今、城南は、１年前を押し通しているわけですよ。それがもう荒れ
地で、隣に迷惑かけているんですよ。もう、計画と全然違うことをし
ているんですよ。

４６番

前田道弘委員
ああ、そうですか。

２１番

山口謙藏委員
適格の面積があるけれども、ちょっとあれはおかしいですよ。

４６番

前田道弘委員
それは、適格者選びに何の問題もなかったということですか。

２１番

山口謙藏委員
適格者はやったけれども、耕作はそのとき、事情聴取したとき、ア
ラタさんがつくってくれということは確約書を取ったんですよ。それ
をもう全然、それから通ったらもうそのままです。これはどこのチー
ムでも一緒と思います。城南だけで、これは、やっぱり地区、甲佐に
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も落としている、御船にも落として、いろいろして、全部荒れ地にし
てしまっているそうです。
４６番

前田道弘委員
恐らく、阿蘇もあると思われると思います。
この隣接地に宅地が５００平米あっても、５月頃の競売で落札して
あるわけです。その隣接地というようなことでございます。

２１番

山口謙藏委員
この面積であれすれば、外すというわけにはいかないわけですね。

４６番

前田道弘委員
そういうことです。

２１番

山口謙藏委員
けれども、一応、このようにして、やっぱり隣接の農地のあったこ
とにして落として、そのままもうつくらない荒れ地、山になってしま
っているわけですよ。計画じゃカライモをと言っていたんです。これ
は、城南２件ともです。

４６番

前田道弘委員
山口氏が言われることは重々わかっておりますけれども。

２１番

山口謙藏委員
ここも見に行ったんです、私。

４６番

前田道弘委員
適格者であるというようなことで、それを外すことができるかとい
うようことも地区委員会で検討しましたけれども、恐らく、裁判でも
うたれれば、何で私は適格者でないんですかという、その理由は私た
ちには見当たらないということで。

２１番

山口謙藏委員
ですけれども、城南でも確約をとって、カライモをつくるという。
あのとき、事情聴取しました。これはもう、農振も外れているところ
です。いずれあれは宅地にすることはわかっているけれども、その分、
荒かしている。近くの人達も言ってくる。私たちも、言ってこられて
も、もう損得が通っているものだから、相手に言ったって、ご本人に
言ったって。反対に怒られるわけですよ。このようなことは、ちょっ
と考えてくれないだろうか。今後は。
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４６番

前田道弘委員
この競売の土地というものは後背地で、言うならば、杉の木が２０
年、３０年生が植わっているような土地でございまして、その中にお
いても、農振がかぶっているというよう土地でございますので、恐ら
くほかに転用はだめですよということは釘を刺しておきました。

２１番

山口謙藏委員
農振。

４６番

前田道弘委員
農振に入っております。

２１番

山口謙藏委員
城南の土地は農振が外れているんですよ。
わかりました。

議

長

適格者には間違いないもんですから。
この４号議案につきましては、願出人が最高価格で落札された場合
は異議なしということでございますので、願い出による適格というこ
とでございます。
なお、願出人が最高価格申出人となれた場合に、農業委員会へ農地
法第３条の許可申請が提出されますが、この内容が競売買受適格証明
書の交付時と異なっていないと会長が認めたときは、許可証を交付し
てよろしいかお諮りいたします。ご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、そのようにいたします。
今後、皆様方にも、ただいまいろいろ意見がありましたが、そのと
きは一遍呼び出して、そして十分、以前の分は荒れているなど話さな
いとわからないと思いますよ。もう次から次じゃないです。大分、出
ています、この人は。これは、ほかの人も全部知っています。

議

長

今後、このような人は一遍呼び出して、落札したらどうするかとい
うことも、一応、そういう時はお願いしたらどうですか。それでいい
ですかね。

一

同

異議なし。

議

長

それでは、よろしくお願いしておきます。
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続きまして、第３号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請、
４件でございます。地元委員の報告に当たりましては、転用許可基準
に照らし、地区委員会での協議状況の報告をお願いいたします。
それでは、１番、お願いいたします。
１９番

春口豊德委員
１９番委員、春口です。
１番につきまして、先日の地区委員会での協議状況を報告いたしま
す。
１番は、敷地拡張のための転用申請です。農地区分は１０ｈａ以上
の広がりのある１種農地と判断されますが、集落に接続して設置され
るものであることから、不許可の例外に該当するものと判断されます。
土地利用計画は、申請人の自宅横に息子さんの住宅を新築されたとこ
ろ、申請人の既存自宅の建蔽率が違法となってしまったために、適法
化を図るため敷地拡張されるもので、転用面積については適正と判断
しました。資金計画、給排水計画、被害防除についても問題はありま
せん。工事完了は、平成２６年１２月３１日の予定で、許可後は速や
かに目的どおり転用されることを確認しております。
以上、さきの地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般基
準の面を検討したところ、いずれも転用許可基準を満たしているとの
協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、１番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、２番。

４３番

杉浦照雄委員
４３番委員です。
２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。
２番は、農家住宅のための転用許可申請です。申請地は、農地区分
は１０ｈａ以上の一団の農地で１種農地と判断されます。１種農地は
原則不許可ですが、集落に接続して設置されるもので不許可の例外に
該当するものと判断しました。土地利用計画は、農家住宅１棟、建築
面積１２７平米と、農業用倉庫１棟で、妥当な面積と思われます。た
だ、昭和５７年に既に建築されており、転用許可の手続をしていなか
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ったことを深く反省され、始末書の添付もされております。工事等の
費用はありません。排水計画、隣接同意、被害防除とも問題ありませ
ん。先日の地区委員会で現地調査、確認を行い、立地基準の面、並び
に立地条件、転用の確実性、周辺農地への影響などの一般基準の面か
ら検討しましたところ、転用許可基準を満たすものと協議しました。
ご審議方、よろしくお願いします。
議

長

ただいま、２番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３番。

３１番

村上正春委員
３１番委員です。
３番について、地区委員会での協議状況を報告します。
３番は、申請人が所有する農地に太陽光発電設備を設置される転用
許可申請です。申請地は、先日の地区委員会で確認しましたが、１０
ｈａ未満の農地であるため第２種農地と判断されます。農地を分断す
る転用ではありません。申請地が平坦で、太陽光発電に適しているた
め計画されたものです。転用面積については、計画される太陽光発電
設備設置、保守管理に必要な面積で、工事期間も妥当ではないかと判
断されます。また、利用について、融資で賄われますが、金融機関発
行の資金証明が添付されております。隣接する農地所有者とは協議も
済み、同意も得られております。雨水の処理は敷地内で地下浸透処理
され、汚水、雑排水は発生しません。
以上、先日の地区委員会での現地調査、協議の結果、転用許可基準
は満たされると判断されております。ご審議の方、よろしくお願いし
ます。

議

長

ただいま、３番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
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続きまして、４番。
４６番

前田道弘委員
４６番委員です。
４番につきまして、地区委員会での協議状況を報告します。
４番は、個人住宅の申請です。農地区分は１０ｈａ以上の広がりの
ある１種農地と判断されますが、集落に接続するため不許可の例外に
該当するものと思われます。申請地の周囲は、西と東側は宅地、南側
は申請者の農地、北側は道路に接しています。転用面積については、
個人住宅１棟で、必要な面積と判断されます。事業を賄う残高証明や
排水同意も添付されています。
以上、先日の地区委員会において現地調査、確認を行い、立地基準、
一般基準の面から検討したところ、転用許可基準を満たすものと協議
しました。ご審議方、よろしくお願いします。

議

長

ただいま、４番について地元委員より報告がございましたが、この
件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
次に、第４号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請、１７番
が取り下げとなりましたので３７件でございます。地元委員の報告に
当たりましては、転用許可基準に照らし、地区委員会での協議状況の
報告をお願いいたします。
それでは、１番、お願いいたします。

３６番

北口和皇委員
１番から１２番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご
報告いたします。
１番から１２番までは関連で、不動産の売買を営む法人が、農地を
取得して、地区計画による宅地分譲地へ転用する申請です。農地区分
は、上下水道管が埋設する道路の沿道で、かつ、５００メートル以内
に２つ以上の教育施設、医療施設がある第３種農地と、市街地隣接で
１０ｈａ未満の第２種農地と判断されます。土地利用計画は、宅地分
譲６０区画と、道路、公園、調整池等、公共施設用地として整備し利
用する計画で、転用面積としては適正な面積と判断されます。資金計
画、給排水計画、隣接同意、被害防除についても問題はありません。
開発許可が必要となりますが、同時に手続中であることを確認いたし
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ております。工事完了は平成２７年１２月３０日の予定で、許可後は
速やかに目的どおり転用されることを確認しております。
以上、さきの地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般基
準の面を検討したところ、いずれも転用許可基準を満たしているとの
協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、１番から１２番まで地元委員よりご報告がございました
が、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、１３番。

１９番

春口豊德委員
１９番委員、春口です。
１３番と１４番につきまして、先日の地区委員会での協議状況を報
告いたします。
１３番の申請人は食料品の製造、加工、販売を営む法人で、農地を
取得し、申請地近隣で営業している事業所の駐車場へ転用する申請で
す。農地区分は、１０ｈａ未満の生産性の低い第２種農地と判断され
ます。土地利用計画は、従業員及び来客用駐車場９台として利用する
計画で、転用面積としては適正な面積と判断されます。資金計画、給
排水計画、被害防除についても問題はありません。工事完了は平成２
６年９月３０日の予定で、許可後は速やかに目的どおり転用されるこ
とを確認しております。
続きまして、１４番は黒髪７丁目にお住いのご夫婦で、個人住宅へ
の所有権移転の転用申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の生産性の
低い第２種農地と判断されます。土地利用計画は、個人住宅１棟を建
築する計画で、転用面積としては適正な面積と判断されます。資金計
画、給排水計画、隣接同意、被害防除についても問題はありません。
開発許可が必要となりますが、同時に手続中であることを確認してお
ります。工事完了は平成２７年８月３１日の予定で、許可後は速やか
に目的どおり転用されることを確認しております。
以上、さきの地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般基
準の面を検討したところ、いずれも転用許可基準を満たしているとの
協議結果でした。ご審議方、よろしくお願いいたします。

議

長

ただいま、地元委員より１３番から１４番までご報告がございまし
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たが、この件について何かご意見ございませんか。
一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、１５番。

３２番

橋本春利委員
３２番委員、橋本です。
１５番から２４番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い
たします。
１５番、１６番は関連で、駐車場への賃貸借権設定の申請です。申
請人は新規出店舗にて使用するレンタル車両の保管場所を早急に必要
とされ、申請地は店舗より５分ほどの場所にあり、広さも十分あり最
適であるため設定されました。土地利用計画は、転用面積２，０８７
平米に砂利敷きで車両１０２台駐車される計画です。農地区分は、１
０ｈａ未満の小集団の農地で２種農地と判断されます。資金計画、排
水計画、隣接同意、被害防除とも問題ありません。
１７番は取り下げられました。
１８番は、太陽光発電設備への使用賃借権設定の申請です。申請人
は以前より太陽光発電設備を計画されておりましたが、申請地以外に
土地がなく、自宅横の母の土地を選定されました。土地利用計画は、
転用面積４３４平米で、太陽光パネル５０枚が設置され、１０キロワ
ットの出力が得られるものです。農地区分は、１０ｈａ未満の小集団
の農地で２種農地と判断されます。資金計画、排水同意、隣接同意、
被害防除とも問題ありません。また、申請地は無断転用されており、
今後このようなことがないようにする旨の始末書が提出されておりま
す。
１９番は、個人住宅建築のための所有権移転の申請です。申請人は
借家住まいですが、子供の成長に伴い手狭となったため住宅の新築を
計画されました。土地利用計画は、転用面積２２５平米で、個人住宅
１棟、２階建て１０２．６７平米の建築です。農地区分は、１０ｈａ
以上の広がりと営農条件から甲種農地と判断されます。甲種農地は原
則不許可ですが、今回の申請は集落内開発制度指定区域で、また、不
許可の例外規定の集落に接続して建設される５００平米以下の個人住
宅に該当するものと判断いたしました。資金計画、排水計画、隣接同
意、被害防除とも問題ありません。また、開発許可が必要となります
が、同時に申請中とのことです。
２０番は、個人住宅建築のための所有権移転の申請です。申請人は、
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個人住宅建築のため宅地の購入を計画されましたが、現況宅地の一部
に農地があり、今回申請されました。土地利用計画は、２２１．７３
平米に個人住宅１棟、２階建てを建築するもので、今回の申請地８．
３１平米は敷地の一部として使用される計画です。農地区分は、１０
ｈａ未満の小集団の農地で２種農地と判断されます。資金計画、排水
計画、隣接同意、被害防除とも問題ありません。また、申請人より、
無断転用について陳謝し、今後は農地法も守る旨の始末書が提出され
ております。計画許可については、２年以上宅地課税されているため、
開発許可にはならないということです。
２１番は、駐車場建設のための所有権移転の申請です。申請人は、
特別老人ホームを拠点に社会福祉事業を営んでおられ、関連施設を併
設されておられる関係から従業員や訪問者が増加し、駐車場を探して
おられたところ、申請地を購入する話がまとまったとのことです。農
地区分は、１０ｈａ以上の広がりと営農条件から甲種農地と判断され
ます。甲種農地は原則不許可ですが、今回の申請は不許可の例外規定
の既存施設の拡張、既存施設２分の１以下に該当するものと判断いた
しました。土地利用計画は、砂利敷きの駐車場として１５台分を確保
される計画です。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも問題
ありません。
２２番は、一時転用による賃借権設定の申請です。申請人は申請地
の近くで下水道工事を受注され、その資材置き場及び現場事務所とし
て利用される計画です。期間は平成２６年９月１日から平成２７年２
月２８日までと予定されております。土地利用計画は、転用面積１，
６９３平米に仮設の現場事務所、仮設トイレを設置し、工事資材、山
砂、砕石などを予定されております。農地区分は、農用地区域内の農
地でありますが、一時的な利用であり、目的を達成する上で必要であ
ることから例外規定に該当するものと判断されます。資金計画、排水
計画、隣接同意、被害防除とも問題ありません。
２３番は、宅地拡張及び所有権移転の申請です。申請人は、父が昭
和６３年に農家住宅建設のため許可を受け、隣地の地番２５０番の２
に住宅及び農業用倉庫を建築されましたが、誤って申請地の一部にも
建物がかかってしまい、また、申請地全体を宅地の一部として無断転
用されたとのことです。申請地は、農家住宅の一部としての利用で、
申請部分３７０平米、既存宅地も含め合計７００平米であります。農
地区分は、集落内開発制度指定区域に位置し、周囲の宅地の状況から
２種農地と判断されます。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除
とも問題ありません。また、申請人より無断転用について、今後はこ
のようなことがないようにするとの始末書が提出されており、今回の
申請はやむを得ないものと判断いたしました。
２４番は、太陽光発電設備への使用賃借権設定の申請です。申請人
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は太陽光発電設備を計画されており、父の農地である土地を選定され
ました。土地利用計画は、転用面積５９１平米で、１３８枚の太陽光
パネルを設置され、２７．６キロワットの出力が得られるものです。
農地区分は、農業公共投資の対象となっていない集落内の生産性の低
い農地であるため２種農地と判断されます。資金計画、排水計画、隣
接同意、被害防除とも問題ありません。
以上９件、さきの地区委員会で現地調査を行い、検討した結果、い
ずれも許可基準を満たしており、今回の申請は妥当なものと判断いた
しました。ご審議方、よろしくお願いいたします。
議

長

ただいま、１５番から２４番まで地元委員よりご報告がございまし
たが、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、２５番。

４番

米村昌昭委員
４番委員、米村です。
２５番から２９番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い
たします。
２５番は、申請人が駐車場設置のため使用貸借権設定をされるもの
で、農地区分は市街地の区域などに近接する１０ｈａ未満の農地で第
２種農地と判断されます。今回、申請人が経営する医院の西側駐車場
に調剤薬局を建設するもので、来客（１日５０人来客）及び職員用（職
員１０人）の駐車場が不足するために、隣接し広さも十分なこの申請
地を設定されたものです。なお、申請地は平成１２年ごろ無断で埋め
立て整地し、当医院の臨時駐車場として使用してきたことを深く反省
され、始末書を提出されております。申請人の転用計画は、田の１筆
９５５平米で、２５台の露天駐車場の設置をされるものです。資金計
画及び排水計画、被害防除などにおいても問題はありません。工事期
間は、平成２６年９月１日から平成２６年１２月３１日までの約４カ
月間を予定されております。

議

長

ただいま、２５番について地元委員より報告がございましたが、こ
の件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。
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議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
いたします。
２６番ですが、譲渡人が議席番号４４番の志柿委員ご本人となって
おりますので、農業委員会等に関する法律第２４条第１項の規定によ
り議事に参与することができません。志柿委員は２６番の審議終了ま
で議場から退出いただきます。志柿委員、よろしくお願いします。
（志柿委員

議

長

４番

米村昌昭委員

退室）

それでは、２６番をよろしくお願いします。

２６番は、申請人が個人住宅建設のため使用貸借権の設定をされる
ものです。農地区分は、市街地の区域等に近接する１０ｈａ未満の農
地で第２種農地と判断されます。申請人は、現在の住居が子供の成長
に伴い、年々手狭になってきたため持ち家を計画され、おじの土地で
実家や学校などにも近く、よい住環境であるとして、この土地を選定
されたものです。転用計画は、田の２筆計４８０平米に、木造２階建
ての個人住宅等を建築されるものです。資金計画及び給排水計画、被
害防除などにおいて問題はありません。開発許可については開発景観
課へ事前審査の申請中です。工事期間は、平成２６年１０月１日から
平成２７年３月２０日までの約６カ月間を予定されております。
議

長

ただいま、２６番について地元委員より報告がございましたが、こ
の件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。
それでは、志柿委員に入室をお願いします。
（志柿委員

議

長

４番

米村昌昭委員

入室）

続きまして、２７番をお願いいたします。

２７番と２８番は関連で、申請人が個人住宅建設に伴い、宅地拡張
及び車庫、駐車場設置のため所有権移転の申請をされるものです。農
地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地内で第１種農地
と判断され、原則不許可ですが、集落に接続して設置されるものとし
て不許可の例外に該当するものと判断しました。また、集落内開発制
度指定区域内でもあり、農地を分断する転用ではありません。申請人
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は隣地１３８番に個人住宅建設を計画されており、今回の申請地には
その宅地部分と車庫３台分、また、宅地５００平米を超える部分には、
周辺からの需要がある月極駐車場５台を設置されるもので、合わせて
転用面積は２９６平米です。資金計画及び給排水計画、被害防除など
においては問題はありません。開発許可については、開発景観課へ事
前審査の申請中です。工事期間は、平成２６年８月２８日から平成２
６年９月３０日までの約１カ月間を予定されております。
２９番は、駐車場設置のため賃貸借権設定を申請されるものです。
農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地内で第１種農
地と判断され、原則不許可ですが、存続施設の拡張、存続施設の面積
１，７２８．１平米の２分の１以下、５２８平米として、不許可の例
外に該当するものと判断しました。また、農地を分断する転用ではあ
りません。申請人は現在、活魚、鮮魚の卸業を営んでおられ、業務の
拡大により運搬車両の駐車場が手狭になってきたため、隣地で十分な
広さのあるこの申請地に露天駐車場として設定されたものです。なお、
申請地は平成２３年から農地改良で畑とされましたが、最近は仕事で
忙しく管理などを怠り、現在は耕作していないことを深く反省され、
始末書の提出をされております。転用面積は、田１筆５２８平米、露
天駐車場、活魚運搬車２５トン２台、４トン２台、３トン３台を設置
されるものです。資金計画及び排水計画、被害防除などについても問
題はありません。工事期間は、平成２６年９月１日から平成２７年３
月３１日までの約７カ月間を予定されております。
以上５件、先日の地区委員会で現地を確認し、検討した結果、これ
らの案件は、立地基準の面、立地条件、転用の確実性、周辺農地への
影響などの一般基準の面から、転用基準を満たすものと協議しました。
ご審議方、よろしくお願いをいたします。
議

長

ただいま、地元委員より２７、２８番が関連でございまして、２９
番までご報告がございましたが、この件について何かご意見ございま
せんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３０番。

３３番

馬原清隆委員
３３番委員。
３０番から３１番について、地区委員会での協議状況を報告します。
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３０番は、賃貸借権設定による太陽光発電設備設置のための転用許
可申請です。申請地は、１０ｈａ以上の規模の一団の優良農地で甲種
農地と判断されます。甲種農地は原則不許可ですが、事業内容が隣接
地にある既存施設の拡張であり、転用面積がその既存施設の半分以下
であるため、不許可の例外に該当するものと判断しました。土地利用
計画は、事業面積３２１．６８平米で、太陽光パネル１４０枚、発電
容量３４．３キロワットの能力であり、適正な面積ではないかと判断
されます。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも問題ありま
せん。工事期間は、平成２６年９月１日から２６年１２月３１日まで
を予定されており、許可後は速やかに目的どおり転用されることを確
認しております。
３１番は、個人住宅を建築するための父からの使用貸借権設定によ
る転用申請です。借り人は、申請地が実家に近く、環境面でも恵まれ
ていることから選定されました。申請地は集落内開発制度指定区域内
で、１０ｈａ以上の規模の一団の優良農地で甲種農地と判断されます。
甲種農地は原則不許可ですが、集落に接続して設置するものに当たる
ため、不許可の例外に該当するものと判断しました。土地利用計画は、
木造平屋１棟、建築面積１１９．２７平米から成り、適当な面積では
ないかと判断いたしました。周囲の状況、隣接合意、給排水計画、資
金、信用については問題ありません。また、転用許可以外に開発許可
が必要となりますが、開発景観課からの事前審査の回答書が添付され
ております。工事計画は、平成２６年１０月１日から平成２６年１２
月３１日までの予定で、許可後は速やかに申請に係る目的どおりに施
工されるものと考えます。
以上２件、先日の地区委員会で現地確認を行い、立地基準の面及び
立地条件、転用の確実性、周辺農地への影響など、一般基準の面を検
討した結果、転用許可基準を満たしていると協議しました。ご審議方、
よろしくお願いします。
議

長

ただいま、地元委員より３０番から３１番についてご報告がござい
ましたが、この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３２番。

２番

福原幸一委員
２番委員。
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３２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。
３２番は、個人住宅建設のための所有権移転の転用許可申請です。
譲受人は、借家住まいで手狭になったため、交通の利便性もよい申請
地を選定したものです。農地区分は、１０ｈａ以上の規模の一団の優
良農地で甲種農地と判断されます。甲種農地は原則不許可ですが、集
落に接続して設置されるもので、不許可の例外に該当するものと判断
しました。土地利用計画は、木造２階建て住宅１棟、建築面積１０３
平方メートルで、妥当な面積と思われます。開発許可が必要となりま
すが、開発景観課の事前審査の回答書が添付されております。ただ、
無断で埋め立てを行い、土砂置き場などに使用しておりましたことを
深く反省され、今後このような行為は絶対いたしませんとの始末書の
添付もされております。残地の１，７００平方メートルの無断転用を
農地に戻すよう厳しく指導いたしておりますが、いまだ解消されてお
りません。１５年にわたる悪質な無断転用で、７月９日に農業委員会
との利用権設定を外すに至っても、無断転用で残っていました。十数
年にわたる無断転用の残地については、今後、農地に戻さない限りは
今後の転用は認められないとの確約書を取ることが役員会で転用許可
の条件となりました。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも
問題ありません。工事計画は、平成２６年９月１０日から平成２７年
６月３０日までの１０カ月間の予定で、許可後速やかに申請に係る目
的どおり施工されるものと考えます。
先日の地区委員会において現地調査、確認を行い、立地基準の面並
びに立地条件、転用の確実性、周辺農地への影響など、一般基準の面
から検討しましたところ、転用許可基準を満たすものと協議いたしま
した。ご審議方、よろしくお願いします。
議

長

ただいま、３２番について地元委員よりご報告がございましたが、
この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、３３番。

４３番

杉浦照雄委員
４３番委員です。
３３番から３８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い
たします。
３３番と３４番は関連で、賃貸借権設定による食肉加工工場のため
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の転用許可申請です。賃借人は食肉類の加工販売を主な経営にしてい
る会社で、既存の工場で処理が追いつかず、近隣である申請地に新工
場の建設を計画されたものです。申請地は、農地区分は１０ｈａ未満
の広がりのない小集団の農地で２種農地と判断されます。土地利用計
画は、食肉加工施設１棟、鉄骨造、建築面積３７２平米、及び、関係
車両等の駐車スペースです。開発許可が必要となりますが、開発景観
課に事前審査の申請中です。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防
除とも問題ありません。工事計画は、平成２６年９月１日から平成２
７年３月３１日までの７カ月の予定で、許可後速やかに申請に係る目
的どおり施工されるものと考えます。
３５番は、個人住宅建設のための所有権移転による転用許可申請で
す。譲受人は、借家住まいで手狭になったため、交通の便のいい申請
地を選定したものです。申請地は、農地区分は１０ｈａ未満の広がり
のない小集団の農地で２種農地と判断されます。土地利用計画は、木
造平屋建て住宅１棟、建築面積１４５平米で、妥当な面積と思われま
す。開発許可が必要となりますが、開発景観課の事前審査の回答書が
添付されております。ただ、転用許可を得ないまま整地してしまった
ことを深く反省しており、始末書の添付もされております。資金計画、
排水計画、隣接同意、被害防除とも問題はありません。工事計画は、
平成２６年９月１日から平成２７年３月３１日までの７カ月の予定で、
許可後速やかに申請に係る目的どおり施工されるものと考えます。
３６番は、資材置き場のための所有権移転による転用許可申請です。
譲受人は土木工事等の仕事をしていますが、資材置き場が不足してお
り、自宅近くで便利のいい申請地を選定したものです。申請地は、農
地区分は１０ｈａ未満の広がりのない小集団の農地で２種農地と判断
されます。土地利用計画は、掘削機械や掘削機材、やぐら支柱置き場
及び作業員駐車場などで、妥当な面積と思われます。ただ、転用許可
を得ないまま整地してしまったことを深く反省しており、始末書の添
付もされております。資金計画、排水計画、隣接同意、被害防除とも
問題はありません。工事計画は、平成２６年９月１日から平成２７年
３月３１日までの７カ月の予定で、許可後速やかに申請に係る目的ど
おり施工されるものと考えます。
３７番は、駐車場のための所有権移転による転用許可申請です。譲
受人は建築業などをしている会社で、事務所の社員駐車場が手狭にな
り不便になったため、事務所向かいの申請地を選定したものです。申
請地は、農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない小集団の農地で２種
農地と判断されます。土地利用計画は、駐車場１２台分で、妥当な面
積と思われます。ただ、転用許可を得ないまま整地してしまったこと
を深く反省しており、始末書の添付もされております。資金計画、排
水計画、隣接同意、被害防除とも問題ありません。工事計画は、平成
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２６年９月１日から平成２７年１月３１日までの５カ月の予定で、許
可後速やかに申請に係る目的どおり施工されるものと考えます。
３８番は、駐車場のための所有権移転による転用許可申請です。譲
受人は、近くの事業所が駐車場の不足に困っていて、交通安全上の問
題もあり、自宅横の申請地を取得し、駐車場として利用する計画です。
申請地は、農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない小集団の農地で２
種農地と判断されます。土地利用計画は、駐車場３台分で、妥当な面
積と思われます。ただ、転用許可を得ないまま整地してしまったこと
を深く反省しており、始末書の添付もされております。工事等の費用
はありません。排水計画、隣接同意、被害防除とも問題ありません。
以上６件について、先日の地区委員会で現地調査、確認を行い、立
地基準の面並びに立地条件、転用の確実性、周辺農地への影響などの
一般基準の面から検討しましたところ、いずれの転用許可基準も満た
すものと協議しました。ご審議方、よろしくお願いします。
議

長

ただいま、地元委員より、３３番、３４番は関連でございまして、
３５、３６、３７、３８番までご報告がございましたが、この件につ
いて何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、申請どおり許可相当として農業会議へ諮問
することといたします。
続きまして、第５号議案でございます。この件につきましては事務
局より内容の説明をお願いします。

事務局

第５号議案、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画
（５号）についてご説明いたします。
初めに、所有権移転ですが、明細２１ページの１番から５番までの
合計５件でございまして、１番が公社への売り渡し、２番が公社から
の買い取り、３番から５番が相対による売買です。面積は、５件合わ
せまして、田２，８６７平米、畑２，２２９平米の合計５，０９６平
米で、売買価格は備考欄に記載のとおりとなっております。
次に、利用権設定の新規設定分です。明細２２ページの６番から２
８ページの１９番までで、貸し手１２名、借り手１１名の件数１４件
です。契約期間別では、６年未満が７件、６年以上１０年未満１件、
１０年以上が６件で、面積は１４件合わせまして、田５万２，５２５
平米、畑２万１，６０７平米の合計７万４，１３２平米となっており
ます。権利の種類につきましては、賃借権及び使用貸借権、利用内容
といたしましては、水稲、果樹及び施設野菜です。
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次に、再設定分です。明細２８ページの２０番から２９ページの２
１番までで、貸し手２名、借り手２名の件数２件です。契約期間別で
は全て６年未満で、面積は２件合わせまして、田２，９２０平米、畑
８，５１５平米の合計１万１，４３５平米となっております。権利の
種類につきましては賃借権、利用内容といたしましては水稲及び果樹
です。
最後に、農地利用集積円滑化団体による借上と転貸です。明細２９
ページの２２番から２４番までは、熊本市農業協同組合による借上３
件で、明細２９ページの２５番から３０ページの２７番が、借り上げ
た農地の転貸３件です。契約期間は全て６年以上１０年未満で、面積
は３件合わせまして、田７，２５５平米、畑１，５６０平米の合計８，
８１５平米となっております。権利の種類につきましては賃借権、利
用内容といたしましては水稲及び麦です。
以上、１番から２７番につきましては、さきの地区委員会で協議が
行われ、全ての案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要
件を満たしていることが確認されております。
第５号議案の説明につきましては、以上です。
議

長

ただいま、事務局より内容の説明がございましたとおり、この件に
つきましては、各地区委員会で詳細にわたり確認が行われており、全
ての案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の基準に適合して
いるとのことでございます。この件について何かご意見ございません
か。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、計画案どおり承認することに決定いたしま
す。
続きまして、第６号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明
願、２件でございます。地元委員の報告に当たりましては、対象農地
の耕作状況などの調査結果を踏まえ、協議状況の報告をお願いいたし
ます。
それでは、１番、お願いします。

４番

米村昌昭委員
４番委員、米村です。
１番と２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告します。
これは、租税特別措置法第７０条の６第１項の相続税の納税猶予継
続のために必要とする証明の願い出です。土地の表示、証明の期間な
どは議案に記載されているとおりです。１番と２番の願出人は、とも
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に、これらの農地については米を作付されており、引き続き耕作され
ていることを地元農業委員が確認しております。
先日の地区委員会で検討した結果、これらの案件の証明については、
何ら問題はないものと協議しました。ご審議方、よろしくお願いいた
します。
議

長

ただいま、１番、２番について地元委員より報告がございましたが、
この件について何かご意見ございませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしということで、願い出どおり証明することに決定いたしま
す。
次に、次第５の報告事項に入ります。
職員の任免について、事務局から報告をお願いいたします。

事務局

事務局から報告します。職員の任免についてご報告申し上げます。
お手元に「職員の任免について」という１枚紙があると思いますけ
れども、事務局職員、主任主事ですけれども、地方公務員法第２８条
第２項第１号の規定により、分限処分として休職となっております。
期間が２６年５月２９から７月３１日までとなっておりましたけれど
も、休職期間の更新ということで、８月３１日まで更新するというこ
とで発令されております。
以上でございます。

議

長

次に、次第６のその他については、何かほかに。
なお、本総会において議決されました案件については、その条項、
字句等の整理を要するものについては、会議規則第１８条の規定によ
り、その整理を議長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ござ
いませんか。

一

同

異議なし。

議

長

異議なしと認めます。
よって、本総会おいて議決された案件の整理については、これを議
長に一任することに決定いたします。

事務局

以上で、本総会に付議されました案件は全て終了いたしました。
これにて閉会いたします。
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閉

会

午後４時１７分

会議の顛末、以上のとおり相違ありません。

平成２６年８月８日

会

長

森

日出輝

署名委員

網田

稔

署名委員

村中

英次

書

桑原

瑛佑

記
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