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第６期 第１９回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３１年２月８日（金） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 ４０５会議室 

 

３．出席委員（１７人） 

 

４．欠席委員（２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５号 農地法第３条の許可申請について             （ ９件） 

  議案第６号 農地法第５条第１項の許可申請について          （ ３件） 

  議案第７号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について      （ １件） 

  議案第８号 農地中間管理事業に係る「農用地利用集積計画」の決定及び 

        「農用地利用配分計画（素案）」への意見について     （ ４件） 

 

７. 農業委員会事務局職員（４人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

一同、礼。それでは、只今から第１９回東温市農業委員会を開会いたします。本日の

農業委員の出席は、農業委員総数１９名中１７名です。〇〇委員さん、〇〇委員さんが

欠席されています。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いたします。開会にあたり、

会長からご挨拶を頂きます。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。このところ、二期作ができるような暖かい日が続いて

おります。もう一度寒さが戻ってこないと、春がくるってしまいそうです。今回、皆さ

んに前もって配りました資料が以前と変わっていると思います。これにつきましては、

後で説明をするようにしております。本日も、最後まで、慎重に審議して頂きたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

○事務局長 

  今回の総会から、議事の進行など二点、改めさせて頂きました。次第をご覧ください。

一点目、議案番号の付け方を変えました。最初の審議が第５号からになっております。

一年を通して通し番号を付す事としました。年間を通していくつの議案をしたか分かる

ようにしました。二点目は、「５、その他」の所に専決処理議案があります。以前は、議

案の中で、報告しておりましたが、受理行為でありますので、事務局長の専決事項にな

っております。規則からいえば、会長に報告することで処理が出来ますので、その他の

中で皆さんに報告する事としました。内容について、不明な点がありましたら、事務局

より回答いたします。実質は、これまでと変わらない審議をして頂く事となります。何

か、質問ありますか。 

（   質問   なし   ） 

以上で説明を終わります。続きまして、会長より審議を進めて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

議事録署名人の指名についてですが、本日は、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。 

  議案審議、本日は１７件、審議に入ったらと思います。まず、議案第５号、農地法第

３条の許可申請について。１番から５番まで、同じ譲受人となっておりますので、一括

して審議したいと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第５号、農地法第３条の許可申請について 

１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、６４

９㎡。〇〇、田、９５４㎡。計２筆、計１，６０３㎡。 
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２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、３８

７㎡。 

 

３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，

３５６㎡。 

 

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、１，

６０５㎡。 

 

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，

３１０㎡。 

 

〇〇さんは、新規就農です。資料２をご覧ください。１月２９日、１４時３０分から

〇〇委員さん、〇〇委員さん、〇〇委員さんに同席して頂きまして、面接を行いました。

この資料に基づきまして、該当の有無について説明させて頂きます。 

第１号、不耕作面積目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止（全部効率利用

要件）、確認結果としまして、〇〇で、米、麦、キャベツ、里芋、玉ねぎの栽培技術等を

３年半学んでいます。現在、トラックター、コンバインを所有しており、来年度に田植

機、管理機を購入予定であります。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（農地所有適格法人要件）ですが、該当しません。第３号、信託の引受けの禁

止ですが、該当しません。第４号、農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止（農

作業常時従事要件）については、専業農家で行います。常時２人で本人と妻です。第５

号、下限面積制限（下限面積要件）については、取得見込面積６，２６１㎡ですので、

要件を満たしております。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については、該当しません。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業務上の効率化かつ総

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（地域との調和要

件）については、地元農家から栽培技術等を教えてもらい、技術取得に努める。また、

農道、水路の掃除、除草等を行い、農地の耕作、管理をしていくこととなっております。

以上のことから農地法第３条第２項許可要件の１から７のいずれにも該当しない為、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（会長） 

  事務局から説明がありましたが、この件につきましては、３名の担当委員さんになっ

ておりますが、代表して〇〇委員さんから説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんは、松山市中村におりまして、北野田の〇〇さん方の敷地内にあります倉庫

に、トラクター、コンバインを置いております。製品もその中で仕分けして宅配便で送
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る作業をしております。耕作は、米、麦、キャベツ、里芋、玉ねぎと新しい野菜を考え

ています。米については、自分で苗を立てて、田植え機を購入して植えると申していま

す。北野田と南野田は、距離が近いので、コンバイン等自走で行けますが、下林につい

ては、トラックを借りて搬送するように聞いています。周辺農業経営への影響ですが、

農道、水路掃除、除草、各地区井手掃除、道づくりの行事などに、積極的に参加するこ

とになっております。草刈りもその都度していきたいと言っております。ご審議を宜し

くお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  他に、〇〇委員さんからありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  ありません。 

 

○議長（会長） 

  新規就農という事ですが、何か質問、ご意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  １から３につきましては賃借権が付いており、４、５は使用貸借権となっております。

教えてください。 

 

○議長（会長） 

  賃借権はお金やお米を所有者にお渡し、使用貸借権は物のやり取りが無いことです。 

 

○議長（会長） 

  他にありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、６番から８番は同じ譲受人となっており

ますので、一括して審議したいと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

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、３，

０５２㎡。 

 

７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，

１０８㎡。〇〇、田、２０４㎡。〇〇、田、６９９㎡。〇〇、田、５４７㎡。〇〇、田、

２，３８８㎡。計５筆。計４，９４６㎡。 
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８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，

３６３㎡。〇〇、田、９６８㎡。〇〇、田、１，０８０㎡。〇〇、田、８５４㎡。〇〇、

畑、１４３㎡。〇〇、田、１，１１７㎡。計６筆。計５，５２５㎡。権利内容は、所有

権移転、売買。作付作物は、米・ジャガイモ。主な農機具の保有状況は、自動耕うん機、

田植機、コンバイン、乾燥機、トラクター。労働力は、常時２人、臨時３人。耕作面積

は、２２，６３４㎡。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から７までのいずれにも該当しない為、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（会長） 

  地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  事務局から説明された通りです。７ページをご覧下さい。６番は作付けがみられまし

たが、７番は所有者さんが遠くにお住まいで耕作放棄地になっております。８番も女性

一人で、耕作放棄地になっております。今回、〇〇さんが買われるということで、耕作

放棄が解消されるかなと思います。〇〇さんは、８３歳と高齢ですが、常時２人、臨時

３人とほとんど誰かがおられ、水路の清掃、農道のコンクリートとか、共同作業をして

おります。特に問題はありません。審議をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、ご質問、ご意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんは、耕作面積を２２、６３４㎡持っていますが、主に米を作っておられます

か。 

 

○委員 〇〇委員 

  米ですね。自然農法で、無農薬の米作りです。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんの持っている土地は河之内以外にどちらでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  聞いておりませんが、こちら辺りを買って持っています。 

 

○委員 〇〇委員 

  今回、何筆かの申請がありますが、どなたか紹介されたのでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 
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  数年前からこの辺りで〇〇さんが耕作され始め、色々と情報が入ったのだと思います。

紹介とか無いように思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  これ位の面積の耕作をされますと倉庫なども必要ではないかと思いますが。 

 

○委員 〇〇委員 

  はい、倉庫も持っております。大きいコンバイン、トラクターも持っておられます。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんは、市内に住んでいますか。 

 

○委員 〇〇委員 

  住んでいません。通いです。〇〇の前の〇〇で〇〇をされていて、そこで米を使って

いるようです。 

 

○議長（会長） 

  常時耕作されている方がおられ、耕作放棄地になることは無いかと思います。他にあ

りませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、９番をお願いします。 

 

○事務局 

９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、１８０

㎡。〇〇さんは、東温市では、新規就農者になりますので、資料２の３ページをご覧くだ

さい。平成３１年１月２９日、１３時３０分から〇〇委員さんも同席して頂きまして、面

接を実施しております。権利内容は、所有権移転で売買をします。農地法第３条第２項該

当の有無について説明させて頂きます。第１号、不耕作面積目的、効率的に利用しない場

合の権利取得の禁止（全部効率利用要件）、確認結果としまして、２１歳頃から久万高原町

に居る祖父の農業を手伝い、基本的な栽培技術を身に付けた。現在、耕うん機、トラック

ター、動力噴霧器、草刈機、軽トラックを所有している。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（農地所有適格法人要件）ですが、該当しません。第３号、

信託の引受けの禁止ですが、該当しません。第４号、農作業に常時従事しない場合の権利

取得の禁止（農作業常時従事要件）については、兼業農家で行います。常時２人、本人と

妻です。臨時２人、母と弟です。年間従事日数は１６０日です。農業に従事する日数が年

間１５０日以上である場合は、「農作業に常時従事する」と認めます。第５号、下限面積制

限（下限面積要件）については、取得見込面積９，１６９㎡です。松山市３，４０２㎡。

伊予市５，５８７㎡。東温市１８０㎡です。第６号、所有権以外の権原基づいて耕作又は
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養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止については、該当しません。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業務上の効率

化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（地域との

調和要件）については、専業農家の友達がおり、相談しながら耕作を行い、近隣農家と農

道、水路の掃除、除草等の共同作業を行い、農地の耕作、管理をしていく。以上のことか

ら農地法第３条第２項許可要件の１から７のいずれにも該当しない為、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（会長） 

地元、〇〇委員さん、説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図８ページご覧ください。〇〇の前の１８０㎡の三角の狭い土地です。 

 

○議長（会長） 

皆さんから、何かご質問、ご意見はありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

耕作に向いていない土地ですが、買われて耕作出来ますか。 

 

○委員 〇〇委員 

熱心に農業をするように言ってました。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは、仕事されていますよね。 

 

○委員 〇〇委員 

土建屋さんに勤めています。伊予市で米とみかんをしているそうです。 

 

○議長（会長） 

現状よりは、良くなるという感じですが。 

 

○委員 〇〇委員 

資材置き場では、本末転倒ですが。 

 

○事務局 

この土地は、畑で申請が出ています。中野辺りと〇〇辺りで農地を持っているそうで

す。 

 

○事務局 
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本人の持っている中野町の農地を見に行きました。耕作されておりました。車で、こ

の申請地は中野町から５分位で行けます。また３年３作はダメとなっております。３年

経ったら、先ほどの可能性は出てきますが、この土地は道端ですので、耕作されていな

ければ分かり、すぐに指導は出来ると思います。３条の許可要件も満たしておりますの

で、許可出来ます。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第６号、農地法第５条第１項の許可

申請について、事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

議案第６号、農地法第５条第１項の許可申請について 

１番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は〇〇、田、３４１㎡。

都市計画区域は、市街化調整区域。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、分家住宅。権

利内容は、使用貸借権設定。開発許可は、必要。転用許可は、必要。この案件につきま

しては、平成３０年６月６日の第１１回委員会で農地区域からの除外で承認を得ている

案件です。以上です。 

 

○議長（会長） 

 地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  事務局から説明がありましたように、平成３０年６月６日の第１１回委員会で農地

区域からの除外で承認を得ており、今度、転用という流れです。審議宜しくお願い

致します。 

 

○議長（会長） 

 何かご質問、意見ありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２番、３番の受人が同一となっておりま

すので、一括して審議行います。 

 

○事務局 
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２番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、４０８㎡。

都市計画区域は、市街化調整区域。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、太陽光発電施

設。権利内容は、所有権移転。開発許可は、不要。転用許可は、必要。 

 

３番 渡人 〇〇 〇〇さん（持分２分の１）、〇〇さん（持分２分の１）。受人 〇

〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、６１０㎡。都市計画区域は、市街化調整区域。

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、太陽光発電施設。権利内容は、所有権移

転。開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

  地元、〇〇委員さんが欠席しておりますので、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

  地図１０ページの２番、３番をご覧ください。この２筆で一体利用地として、太陽光

発電施設を設置する申請になっております。渡人の〇〇さんと、〇〇さんは親戚関係で、

申請地の畑を自己保全しておりました。受人の〇〇さんは今治市にお住まいですが、太

陽光発電を始めたいということで、松山市や東温市の南面斜面の土地を候補に挙げて探

し、申請地は閑静な場所であり日当たりも良く太陽光発電に適しているという事で業者

から紹介を受け、３者が合意したことから今回の申請に至りました。ご審議をお願いい

たします。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より説明がありましたが、ご質問、意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  太陽光発電設備について農業委員会で特に注意しなくてはいけないこと、県からの指

示、いずれ産業廃棄物になるので、制約等はないでしょうか。 

 

○事務局 

  今のところ、許可要件が満たしていれば、太陽光発電施設の設置は可能であります。

農振農用地と第１種農地は基本ダメです、農地区分の、第２種農地、第３種農地、市街

化は大丈夫です。産廃に関しては、経産省になります、農業委員会としましては、農地

の転用の判断をするだけです。太陽光発電につきましては、枠をとって、しなかったら

切りますという改正があり、急いで手続きを進めています。これからは申請時点で全て

の要件を満たしていないといけなくなります。電力も枠を絞ってきておりますので、太

陽光発電は減ってこようかと思われます。農地法としての制約は、土地の面での制約で

す。 

 



10 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんはどのような仕事をされておる方でしょうか。 

 

○事務局 

  申請書には、会社員と書かれています。 

 

○議長（会長） 

他にご質問、意見ありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第７号農業振興地域整備計画の変更

に係る意見についてお願いします。 

 

○事務局 

議案第７号農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、農用地区域からの除外。

１番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、

田、７３㎡。都市計画区域は、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、通路。

開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

この件は私の担当地区ですので、説明させて頂きます。県道３２７号線の〇〇から入

った所です。〇〇はダンプ、トレーラー等大きな車が出入りする事があり、この地図のよ

うに、一車線からの進入路では、危険です。〇〇さんの土地を農用地から除外していただ

いて通路にして、危険を回避したいという事です。審議をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  所有者が申出をするのかと思っていましたが、申出者の〇〇さんが申出をするの

ですか。 

 

○事務局 

  農振農用地の除外の申請は、使用者が申出者です。この後で、５条申請が出る予

定であろうかと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんと〇〇さんの間では、貸借の契約が出来ているのでしょうか。 

 

○事務局 

  農地法５条申請の後、売買契約が成立します。 
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○委員 〇〇委員 

  除外申請後、〇〇さんが、〇〇さんと５条申請をしなければ、どうなりますか。 

 

○事務局 

  この土地は、農業委員会で、〇〇さんの農地に編入されます。 

 

○議長（会長） 

  他にご質問、意見ありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第８号 農地中間管理事業に係る

「農用地利用集積計画」の決定及び、「農用地利用配分計画（素案）」への意見につい

て、説明をお願いします。 

 

○事務局 農林振興課 〇〇係長 

  農地中間管理機構における、農地の貸し借りの申出がありました。機構が借受を

行うにあたり、権利取得（農地中間管理権）を行いますが、その際に市の作成する

「農用地利用集積計画」決定の公告（写）を要することとされています。また、機

構が農用地利用配分計画を作成するにあたり、市に農用地利用配分計画（案）の作

成を求めることとされており、その際に農業委員会の意見を求めることとされてい

ます。次の土地所有者及び借受希望者より、農地中間管理事業による農地の貸借を

行いたいとの申請がありましたので、「農用地利用集積計画」の決定及び「農用地配

分計画」（案）についての審査をお願いします。 

１番、貸手 〇〇さん、借手 〇〇さん。２番、貸手 〇〇さん、借手 〇〇さん。

３番、貸手 〇〇さん、貸手 〇〇さん。４番、貸手 〇〇さん、借手 〇〇さんと

なっております。１５ページをご覧ください。 

１番、〇〇さんの集積計画です。土地 〇〇、田、１，６８０㎡、賃借権。内容は、

水田。始期 平成３１年３月１日。終期 平成４１年２月２８日。借賃 １６，３８

０円。場所は１６ページ、南方の学校給食センターと、〇〇の交差点から北側にあり

ます。 

２番、１７ページ、〇〇さんの集積計画です。土地 〇〇、田、１，２５０㎡。使

用貸借。内容は、水田。始期 平成３１年３月１日。終期 平成４１年２月２８日。

場所は、１８ページ、川内の工業団地が川沿いにあります。その〇〇の東側になって

おります。 

３番、１９ページ、〇〇さんの集積計画です。土地、〇〇、田、１，９９６㎡。使

用貸借。内容は、水田。始期 平成３１年３月１日。終期 平成４１年２月２８日。

場所は、２０ページ、右下が〇〇となっております。〇〇から北に上がった交差点付

近にあります。 
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４番、２１ページ、〇〇さんの集積計画です。土地 〇〇、田、１，１９０㎡。〇

〇、田、２，０１１㎡。〇〇、田、２，１４９㎡。使用貸借。内容は、水田。始期 平

成３１年３月１日。終期 平成４１年２月２８日です。場所は、２２ページ、市役所

から〇〇を渡ってすぐ左手の農地２枚と道端にあります、農地１枚となっております。

以上です。 

 

○議長（会長） 

  何かご質問、意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  農地中間管理機構を通じての貸し借りですよね。計画書の中では、貸手 〇〇さ

ん、借手 〇〇さんで当初からですか。 

 

○事務局 農林振興課 〇〇係長 

  以前は、貸手から農地中間管理機構に、農地中間管理機構から借手と別々にして

いましたが、今は一緒にします。 

 

○議長（会長） 

  機構が農用地利用配分計画を作成するにあたり、市に農用地利用配分計画（案）

の作成を求めることとされており、その際に農業委員会の意見を求めることとされ

ることとなりました。借受者が決まらないと中間管理機構は受付決定されません。

それ以後、農用地配分計画（案）が作成されるようになります。通常、利用権設定

が多いですが、中間管理機構にした方が、農地の整備を全て国がするようになるよ

うになる為、良いのでしょか。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんの場合、お父さんから息子さんの名義にかえましたので、預かって欲し

い意向が強く、１０年間中間管理機構にお願いしました。後は耕作者がしてくれる

という安定安心で選びました。 

 

○議長（会長） 

  国の方針からすると、このほうが賢明かなと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  中間管理機構を通し、〇〇さんにお願いしたら、協力金が入ってきますか。 

 

○事務局 農林振興課 〇〇係長 

  今回は、入ってくるケースはありません。農業をリタイアするタイミングで、農

地のほとんどを借手の方が耕作するようになり所有者の方の農地が１反以下になる

など、いくつかの条件をクリアすれば、協力金が出ます。 
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○委員 〇〇委員 

  農業をやめるタイミングで中間管理機構にお願いしたら、協力金が出る。 

 

○議長（会長） 

   中間管理機構を利用する場合は、人農地プランで、担い手になっていなくてはなら

ないなど、色々な条件があります。この件について、他に意見はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 

 

以上で、本日の議案は、全て終了しました。 


