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第６期 第２回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年９月８日（金） 午前１０時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１９人） 

 

４．欠席委員（０人） 

 

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案日程 

    議案第１号 専決処理事案について              （ ３件） 

    議案第２号 農地法第３条の許可申請について         （ ３件） 

    議案第３号 農地法第４条第１項の許可申請について      （ １件） 

    議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について  （ ２件） 

    議案第５号 農地中間管理事業に係る「農用地利用配分計画（素案）」 

          への意見について                （ １件） 

  

７. 農業委員会事務局職員（２人） 
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８．会議の概要 

○事務局次長 

皆さん、おはようございます。ご起立をお願いします。姿勢を正してください。一同、

礼。ご着席下さい。 

定刻になりましたので、只今から第２回東温市農業委員会を開会いたします。本日の

農業委員会の出席者は、農業委員総数１９名中１９名です。過半数を超えておりますの

で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、総会が成立しているこ

とをご報告させて頂きます。また本日はご案内のとおり、推進委員さんの傍聴をご案内

しており、２２名中１２名、出席して頂いております。それでは、会長、ご挨拶をお願

いいたします。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。昨日、雨が久しぶりに降りまして、恵みの雨というか、

ちょうど稲刈りが始まっている地域にとっては、ちょっと手間な雨ということですが。

今年、東北や北陸の方は、日照不足、低温という事で作柄も芳しくないということです

が、幸い、我々、西日本、特に瀬戸内側については、例年並みの収穫が見込まれる中で、

今、稲刈りが始まったというような状況になっております。本日は、この委員会に引き

続きまして、昼から中予地区の研修会という事で、農業委員会法が変わりまして、体制

も変わって初めての研修会ですので、実りある研修を受けたらと思っております。 

本日、議案は少ないようですが、後の計画がありますので、審議につきましてはスム

ーズに行くよう、ご協力よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  恒例で決まっておりますので、議事録署名人の指名についてですが、〇〇番の〇〇委

員さん、〇〇番の〇〇委員さん、よろしくお願いします。 

  それでは、早速ですが、議案審議に入ったらと思います。本日は、議案審議１０件ご

ざいます。まず、議案第１号専決処理事案について議題といたします。事務局より説明

願います 

 

○事務局 

 議案第１号 専決処理事案について。 

（１）農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の受理。 

  農地法関係。これは農地法に基づく賃貸借についての合意解約です。 

１番 貸付人 〇〇 〇〇 さん。借受人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。土地

は、〇〇、田、２２０㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

２番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、５０５㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

３番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，
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１６６㎡。貸付人の都合による解約でございます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  専決処理事案については、３件ですが何かご意見ご質問はございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  無いようでしたら、これでよろしいでしょうか。 

（   承認   ） 

  議案第１号について、承認いたします。続きまして、議案第２号 農地法第３条の許

可申請について議題といたします。３件について、事務局より説明願います。３件につ

いて、４，５，６番、譲受人が同一人物になっておりますので、一括して説明いたしま

す。 

 

○事務局 

  議案第２号 農地法第３条の許可申請について。 

  これは耕作目的での売買、貸借で農地は農地のままで、それを耕作する人または、持

ち主が変更になる場合の許可です。 

番号４番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、

７８６㎡。〇〇、田、２，４５１㎡。〇〇、田、１，５０２㎡。〇〇、田、６５６㎡。

計４筆。計５，３９５㎡。権利内容は、賃借権設定・５年。作付作物は、米、いちじく。

主な農機具の保有状況は、トラクター、耕うん機、動力散分機、動力噴霧器。労働力は、

常時１人。耕作面積は、７，１７２㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。農地

法第３条第２項各号の不許可要件ですが、①効率的に営農すると認められない場合、②

農地所有適格法人以外の法人が取得しようとする場合、③信託の引き受けにより取得し

ようとする場合、④常時従事すると認められない場合、⑤耕作面積が取得面積を含めて

５０アールに満たない場合、⑥また貸しするおそれがある場合、⑦耕作放棄等で周辺の

営農に支障を生ずるおそれがあると認められる場合、いずれにも該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えております。 

続きまして、番号５番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、１，１６６㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、いちじく。

主な農機具の保有状況は、トラクター、耕うん機、動力散分機、動力噴霧器。労働力は、

常時１人。耕作面積は、７，１７２㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。農地

法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えてお

ります。 

続きまして、番号６番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、５０５㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、いちじく。主

な農機具の保有状況は、トラクター、耕うん機、動力散分機、動力噴霧器。労働力は、

常時１人。耕作面積は、７，１７２㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。農地

法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えてお

ります。 

なお、〇〇 〇〇さんにつきましては、東温市では新規就農ということでございます
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ので、８月２２日１０時から〇〇委員さんにもご同席頂きまして、面接を実施しており

ます。その内容につきましては、お手元に別添資料をお配りしていますので、農地法第

３条第１項許可申請に係る要件確認書の〇〇さん分をご用意お願いいたします。 

それでは説明いたします。農地法第３条第２項該当の有無を確認しております。第１

号、不耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止ですが、確認結果として、

松山市において３０年以上の農業経験があり、農業仲間との情報交換などを通じて技術

の習得に努めます。主要農機具は、トラクターや耕うん機等を所有しています。第２号、

農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止ですが、こちらは、該当いたしませ

ん。第３号、信託の引受けの禁止ですが、こちらも該当いたしません。第４号、農作業

に常時従事しない場合の権利取得の禁止ですが、専業農家で行い、繁忙期は、妻や息子

や農業仲間に手伝ってもらうとのことです。第５号、下限面積制限ですが、７，１７２

㎡で要件を満たしております。次のページをお願いいたします。第６号、所有権以外の

権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止ですが、こちら

は該当いたしません。第７号、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域におけ

る農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれ

がある場合の権利取得の禁止ですが、農地の害虫の駆除を行い、地域の草刈りや水路掃

除等の活動に参加するなど、周辺農家との調和及び連帯、地域活動への参加等、十分に

理解されております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきましては、地元、〇〇委員さんですが、確認結果の報告をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図４ページをお願いします。譲受人と譲渡人は、〇〇さんと〇〇の〇〇さん。この

方は、奥さん同士が姉妹の関係です。〇〇さんも若干高齢になってきたので、義理の弟

が土地を買って作ることについては、自分の田を賃借権設定して５年やります。〇〇の

方にも若干土地はあるんですけれども、下限面積が足りないという事で、このような申

請になっております。後、〇〇さんの所は田がありますけれども、〇〇に貸しておりま

すので、今後、弟さんが全部作るようになります。土地の所在についてですが、４ペー

ジをお願いします。まず、〇〇、番号５のちょっと上に印があります。〇〇、番号４の

下の方です。〇〇は、ちょっと上です。〇〇、これは自宅地になっているんですけれど

も、地図の番地としては、〇〇になっておりますけれども正解は〇〇なんで、〇〇もあ

りますけど、〇〇の方が広いということで、数字的には６５６㎡の分になっております。 

〇〇さんの家は、〇〇と言いましても〇〇から〇〇に抜ける保線橋の大きい橋があり

ますが、そこから東に行ったところで、自宅からこちらの方へ来るのには１０分くらい

かかると思います。耕作のトラクターなどはどうするのかと言いますと、近くの義兄さ

んところにしばらく置いといて、落ち着いてから自分所有の田の隅に申請して小屋を作

るという事を言っております。〇〇さん所と、大体半径２００ｍぐらいの範囲で、田が

存在しております。〇〇さんの田を借りて、５，３９５㎡。それから〇〇さんの分につ

いて、４ページの５番のところに、〇〇さんの土地がありますが、これはご主人が亡く
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なられまして、今、他の人が作っているんですけど、売りたいということで、このよう

なことになって、合意解約に基づきまして、田が１，１６６㎡、譲渡という形で取得し

ます。〇〇の〇〇、〇〇さんが所有されておりますが、ここも借受人が亡くなりまして、

現在、休田になっております。これを譲り受けて、５０５㎡の分を取得したいというこ

とです。耕作面積合計７，１７２㎡。 

耕作作物は米、いちじく、野菜を作って〇〇の〇〇に出すということを聞いておりま

す。なお、〇〇さんも近所におりますので、付近の状況については５月の井出さらいと

秋の道作りとか畦の草刈りとかは一応現場において指導しておりますので、ご審議の程、

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、地元、〇〇委員さんから詳細について説明を受けた訳ですが、皆さんからご意

見、ご質問はございませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんから〇〇さんが借りるのは、義理の弟という事で分かるんですけども、〇〇

さんから〇〇さん、〇〇さんから〇〇さんが買うのは、誰か仲介があったんですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  仲介がありまして、お兄さんと貸し借りの設定をして、土地を借りて、田を買わない

と下限面積に達しないので、このようなことになっております。 

 

○委員 〇〇委員 

  仲介された方は、誰ですか。具体的に、地域の人とか不動産屋とか。 

 

○委員 〇〇委員 

  不動産屋が入っております。 

 

○委員 〇〇委員 

  不動産屋が紹介された。〇〇さんが土地を求めているということは、なかなか情報と

しては。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんと〇〇さん、兄弟なんですけれども、〇〇さんは知名度がありまして、付近

の農地の売買に関して、あちこちから何とか誰か探してくれというような、段取りをす

るような人なんです。人間もしっかりしておりまして、土地の役員をしていますし、不

動産屋は〇〇出身の近くの不動産屋おりますので、そのような関係で話がきて、このよ

うな段取りが出来たのではないかと思うんです。 

 

○委員 〇〇委員 
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  〇〇さんが核となって、つながったということですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  そういうことです。 

 

○委員 〇〇委員 

  第７号の農地の害虫の駆除とか、地域の水路の清掃とかありますよというのは、〇〇

さんの方から説明しているんですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  本人も義兄さんから聞いておりますし、一応、〇〇さんも土地改良区の理事をしてお

りましたので、そのような状況は分かっておりますから、大体、５月の井出さらいと、

最近ですけれども、１０月前に道作りに来てもらい、そういうので、事前に通知して、

それから、農地法の借地の設定の分で水利費は年貢米で払うというようなことになって

おります。その点は、大丈夫です。 

 

○議長（会長） 

  よろしいでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  はい。 

 

○議長（会長） 

  他にございませんでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんの作付作物なんですが、米といちじくですよね。主な農機具の保有状況はト

ラクター、耕うん機、動力噴霧器等となっているんですが、米の場合は田植機とかコン

バインとかがいるんですけで、そのようなものは、お借りしてするんですかね。 

 

○委員 〇〇委員 

  暫時、移動してから、一応、まだお米とか、そのようなものが入っていますので、秋

の採り入れが終わってから、田は返ってきますので、それから順次、自分で設定購入し

てやるかまた〇〇もありますので、〇〇に刈ってもらってやるように言ってました。 

 

○議長（会長） 

  他にございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  無いようでしたら、採決をしてよろしいでしょうか。議案第２号の４、５、６の３件

について、承認される方の挙手を求めます。 
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（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、議案第３号、農地法第４条第１

項の許可申請について議題といたします。事務局より説明願います。 

   

○事務局 

議案第３号 農地法第４条第１項の許可申請について。 

これは自己転用で、自分の農地を宅地等に変更する場合での許可でございます。 

番号７番 転用者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、６７８㎡。都市計画は、市

街化調整区域。農地区分は、第１種農地。おおむね１０ha 以上の規模の一団の農地の区

域内にある農地という理由から第１種農地と判断されます。転用目的は、露天貸駐車場。

開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さん。確認結果について、ご報告をお願いしま

す。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図６ページをお開きください。ソーラー発電所がある南に運送会社がありまして、

その運送会社の隣接する６７８㎡、現在は果物を植えておりまして、地目は畑でござい

ます。これを転用して、現在、地目は畑ですが、お聞きしたところ雑種地に転用して、

運送会社に駐車場として、賃貸借をするということです。 

なお、〇〇さんは農業専業で広い面積で稲作、麦作をしております。〇〇さんの住所

は、この地図の左の方に〇〇と書いておりますが、その上に〇〇さん。家からは、対象

の地番、比較的近いところにお住まいです。以上です。 

 

○議長（会長） 

  皆さんのご意見をお伺いしたいと思うんですけれども、何かございますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  ４条第１項の許可申請は、露天の駐車場でも農業委員会の審議を経れば、すんなりと

通るということなんですかね。私は、その所がよく分からないんですけれども。農地を

ちょっとだけ転用して、言えば駐車場にするということでしょ。 

 

○事務局 

  貸駐車場に。 

 

○委員 〇〇委員 

  所有権は、そのままで貸駐車場にするということで。 

  復旧することはないんですよね。アスファルト敷いてやりますよね。 
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○事務局 

  そうですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  アスファルトを敷くまたは敷かないに関しては、決定していないようです。駐車場で

すから、アスファルトを敷かなくても使えるという事で、先方とのお話合いで今後対応

していくことで、手続きについては、行政書士と相談しながら進めて行きたいという意

向です。 

 

○委員 〇〇委員 

  よく分からないんですけど、備考で開発許可は不要、転用許可は必要で、今、農業委

員会は転用の部分ですよね。 

 

○事務局 

  ４条は、転用許可です。 

 

○委員 〇〇委員 

  開発許可は不要というのは。 

 

○事務局 

  都市計画法の開発許可のことを指しています。 

 

○議長（会長） 

  この露天駐車場の転用について、特に法的には問題無いようです。何か他にございま

すか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  無いようでしたら、採決をしてよろしいでしょうか。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、議案第４号、農業振興地域整備

計画の変更に係る意見について議題といたします。これは農用地からの除外申請です。

事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について。農用地からの除外。

これは農業振興地域の整備に関する法律に基づき、定められた農用地区域内の農地は、

農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農地以外の利用目的、

例えば住宅等に使用する場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、

農用地区域から除外することが出来ます。除外の後に、農地法に基づく農地転用許可が

必要になります。 

  番号８番 所有者は、〇〇 〇〇さん。申出者は、〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、
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田、８６１㎡。都市計画は、都市計画区域外。農地区分は、第２種農地。他のいずれの

基準にも該当しない農地という理由から第２種農地と判断されます。転用目的は、農家

住宅。開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきましては、私の担当地域ですのでご説明いたします。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんが、〇〇さんから土地を買って農家住宅をやろうというような事なんですが、

〇〇さんはまだ若手でお父さんは認定農業者として活躍されております。地域としては、

若手が後継者として地域に帰ってきてもらって、今後農業をやって頂くと非常に喜ばし

い事として受け止めています。地図では、７ページの県道３２７号線を上って行きまし

て、奥松瀬川公民館の手前、かなり奥にはなるんですけど、このところに住宅を建てよ

うということです。特に改良区と周辺の状況についても問題ございませんので、確認し

て、判を押したという事になっております。 

 

○議長（会長） 

  皆さんのご意見ご質問をお伺いしますが、何かありますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんの今のお仕事は何ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  どこかに勤めているんですけれども、仕事はやっております。お父さんと面会して、

息子さんと会っていないので。真面目な子ですし、将来、松瀬川の農地を担ってくれる

かなと期待はしております。 

 

○議長（会長） 

  他には、ございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  無いようでしたら、採決をしてよろしいでしょうか。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、９番の説明をお願いします。 

 

○事務局 

番号９番 所有者、申出者とも、〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、

田、１，４８４㎡。都市計画は、都市計画区域外。農地区分は、第２種農地。他のいず

れの基準にも該当しない農地という理由から第２種農地と判断されます。転用目的は、

植林。開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 
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○議長（会長） 

  この件につきましては、〇〇委員さん。確認結果の説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  この〇〇さんと〇〇さんというのは、〇〇がお父さんです。すでに亡くなっており、

相続されたのが〇〇さんと〇〇さんということで、娘さんで嫁ぎ先です。場所が〇〇、

〇〇というところなんですけれども、平成５年に国調がございまして、〇〇さんがその

時点で田んぼに杉の木を植えていたということなんです。始末書も提出しております。

平成１７年１０月に娘さんに相続しました。土地の耕作はしていなかった。４０年生ぐ

らいの杉が現地で確認して参りました。場所は、両方が山林に覆われてまして谷沿いの

車から降りて２０分くらいの細い道、昔の運搬車ぐらいしか通らないような所を通って、

谷沿いにあった田んぼというように確認しております。周辺も今、言いましたように全

部、山林で周辺の同意と思ったんですけれど、ほとんどが、〇〇さん、お父さんの名義

のもので、一人、年配の方なんですけれども、同意を頂きました。〇〇さん、この方も

大分年配の方でございまして、一応同意書を付けているんですが、皆さんの意見等をお

願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、〇〇委員さんから説明がございましたが、何か皆さんからご質問はございます

でしょうか。 

こういう事案については、推進委員さんで耕作放棄地の調査を今やって頂いていると

思うんですけれども、ここらあたりで上がって来る議案だと思うんですけど、こうやっ

て農用地からの除外を前もってしておけば、後の問題は少なくなります。 

特にございませんでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  転用目的は一応、植林となっているんですが、今から植えるんではなく、すでに植え

られているんですけど、このような表現しか無いんですか。 

 

○議長（会長） 

  今のところ、植林されている事案については、特に問題が無い限り、緩やかに認めて

いるというのが今の愛媛県の状況です。昭和３５、６年に植林ブームがありまして、農

業の方では、牛から機械へという時代で、とにかく機械が通らない所は杉でも植えてい

た方が、将来儲かるぞと、こういう事例が中山間の谷沿いにはいっぱいあります。そこ

らへんの整理も今回、農業委員会法の改正に伴いましてやっていかないといけない。農

業委員の活動になってくるんですけれど、とにかく今の国の見方は農地として残すべき

ところは残しなさい。絶対、大事にしなさい。ただ、農地で無くなったところについて

は、除外していきなさいと、そのような形で行政が進められています。それが現状です。 

  他にございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 
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  無いようでしたら、採決をしてよろしいでしょうか。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。議案第４号まで終わったんですが、追加議案

として、議案第５号 農地中間管理事業に係る「農用地利用配分計画（素案）」への意見

について議題といたします。担当者より説明願います。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  先般、この分については第１回の８月１０日の時に、農用地利用集積計画で〇〇さん

と中間管理機構であるえひめ農林漁業振興機構が権利設定を行うという事で承認頂いた

分になります。一度、〇〇に〇〇さんが預けて、それを今度、機構から〇〇さん、〇〇

の方に６筆、面積７，７５２㎡。また、〇〇さん、〇〇の方に２筆、面積３，３６５㎡。

約１０年間、貸し付けるという事になります。承認を頂いた後、手続きを行いまして、

今年１１月１日から平成３９年８月３１日まで権利を設定するという事で、他の農地の

貸し借りを設定する利用権と同じ様に農業委員会の承認が必要ですので、上程させて頂

きました。面積等については、前回のものと同じです。農用地利用配分計画により使用

貸借の設定を受ける者については、認定農業者という事になっておりますので、認定農

業者を受けるための申請であります認定申請書から情報を集めて記載しております。以

上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきましては、私も関わっておりますので、若干説明させて頂いたらと思い

ます。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんから先月、機構に対しての貸付についてはしたんですが、〇〇さんというの

が、農地を取得して１４、５年になり、お金を持っている人で、農地を持っていないと

農家に馬鹿にされるというような動機から農地を取得して農家になったということです

が、本人はもともと機械器具の販売とかをしておりまして、作る時間が無いので、私が

作ったりしていたんですが、このまま置いておくと耕作放棄地になって、農業委員会で

も問題になるし、地域の人にも迷惑をかけるというような事になるのではないかという

ことで、一応、〇〇さんを説得して、農地中間管理機構に預けないかと、そうすれば、

後はそこの担い手に集積して行ける説明をして、ここまで来ております。私も契約して

１０年間ですから、１０年間元気で農業出来るかという保証はない訳ですけれども、一

つの耕作放棄地を解消する事例として、このような方法もあるのではないのかと、進め

ております。そういう内容ですので、よろしく審議して頂いたらと思います。 

 

○議長（会長） 

  皆さんから何かご意見ご質問はございますか。 

 

○委員 〇〇委員 
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  ご本人さん、〇〇さんを説得してからここにいたるまで結構ご苦労があったと思うん

ですけれども、期間的には、どれくらいかかったんですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  ２年、今年３年目でやっとこの書類が出来ました。相手によるんですよね。なかなか

納得してもらえなかったり、それと農地中間管理機構、農地バンクいうんですけど、県

の制度ですが、なかなかこれも機構の方も例えば、私が農業を出来ないから、県に預け

るから管理してよと、持って行っただけでは受付してくれなくて、作り手を探してきな

さいというという感じなんで、県の機構も持って来られるだけ持って来られたら、自分

ところの職員でやらないといけないことになるので、難しいところです。 

 

○議長（会長） 

  何か他にございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  採決してよろしいでしょうか。議案第５号に承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。 

  以上、議案審議１０件について、終了いたします。 

 


