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次に議事録署名者の指名を行いたいと存じます。２番の木津委員と３番の中川委員に
お願いします。本総会の会議は、農業委員会等に関する法律第32条の規定により公開
することになっていますので、ご承知おきください。なお、本総会開催にあたっては、府
中地区担当委員として坂口農地利用最適化推進委員に出席を求め、出席をいただい
ておりますことをあらかじめご報告申し上げます。

皆さまおそろいですので、只今から伊賀市農業委員会第24回農業委員会総会を開催
します。それでは総会の成立報告を事務局からお願いします。

それでは只今より議事に入ります。報告第１号「農地法第18条第６項の規定による通知
について」並びに報告第２号「使用貸借契約の解約による通知について」は報告案件で
すので、一括して報告いたします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

今回の総会日程は本日１日といたしたいと存じますが、これに異議ございませんか。

第24回　伊賀市農業委員会総会

伊賀市役所　2階　202・203会議室

2019(令和元)年５月１０日
13：30～15：30

本日、米澤委員、福地委員、森田安委員、雪岡委員、宮嵜委員より欠席の旨、通告があ
りましたので、ご報告いたします。現在出席委員は24名中19名で、農業委員会等に関
する法律第27条の規定による成立要件の過半数に達しておりますので、総会は成立し
ております。

報告第１号は、賃貸借の合意解約がなされ、報告件数４件、筆数は田のみの14筆、面
積は合計20,841㎡について通知がありましたので報告いたします。

（計20名）

異議なし

ご発言が無いようですので、それでは只今より議事に入ります。報告第１号「農地法第
18条第６項の規定による通知について」、並びに報告第２号「使用貸借契約の解約によ
る通知について」は、報告のとおりご承知おきください。
続きまして議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。
まず、議案書第１号№１について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

説明が終わりました。以上について、何かご発言はございませんか。

報告第２号は、使用貸借の合意解約がなされ、報告件数２件、筆数は田13筆、畑１筆、
面積は合計3,625㎡について通知がありましたので報告いたします。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

４月25日に現地確認を行いました。一部に200㎡未満の農舎がありますが、その他は畑
として豆等を作付するそうです。以前から〇〇さんがこの農地を管理しており、何ら問題
はありません。

只今の説明に関連して、猪田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

№１　猪田地区、所在地は山出の田１筆、面積は132㎡、譲渡人は山出の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は山出の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は55aで許可後は56aであ
り、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は、本人と妻が50年で常時従事さ
れています。農機具はトラクター、田植え機、コンバインをそれぞれ１台所有されており
ます。現状は、農地の一部に農業用倉庫が建築されており、農地として残っている土地
については豆を植える予定です。現地は自宅から200ｍ以内で、車で２分以内と近隣で
あり、取得後も引き続き効率よく活用できると認められます。周辺地域の農業に対して支
障はありません。なお、申請農地にかかる借受人はおりません。
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ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№２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。

４月25日に現地立会を行いました。以前から譲受人が管理をしていた土地であり、特に
問題はありませんので、宜しくお願いします。

全員賛成ですので、議案第１号№１は原案のとおり許可することに決定しました。続きま
して議案第１号№２を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№１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。

（挙手）

№２　猪田地区、所在地は上之庄の畑１筆、面積は95㎡、譲渡人は上之庄の〇〇〇〇
さん、譲受人は上之庄の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は23aで許可後は24a
であり、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は、本人が45年、妻が10年で
常時従事されています。農機具はトラクター、田植え機、コンバインをそれぞれ１台所有
されており、以前からこの農地を管理されており野菜を耕作される予定です。現地は自
宅から約20ｍと近隣であり、また隣接農地が譲受人の農地であることから、取得後も引き
続き効率よく活用できると認められます。周辺地域の農業に対して支障はありません。な
お、申請農地にかかる借受人はおりません。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

只今の説明に関連して、猪田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

異議なし。

（挙手）

№３につきましては、４月総会にて譲渡人が総会直前に亡くなっているこが判明し、議案
から外させていただいた案件ですが、法務局及び三重県農地調整課に申請日から許
可日の間に譲渡人の死亡が確認された場合の対応について確認しました。その結果、
申請日から許可日までに譲渡人が死亡した場合は通常の３条許可申請と同様の手続き
にて許可をして問題が無い旨を確認しましたので、今回、再度５月総会に上程させてい
ただきます。それでは、説明をさせて頂きます。新居地区、所在地は東高倉の畑１筆、
面積は459㎡、譲渡人は東高倉の〇〇〇さん、譲受人は東高倉の〇〇〇さんです。譲
受人の耕作面積は現在322aで、取得後の耕作面積は327aとなり、伊賀市の下限面積を
満たしております。常時従事者は農作業歴50年の譲受人本人と農作業歴35年の妻が
農業に従事されます。小豆と黒豆を耕作される予定で、農機具はトラクター・耕うん機・
田植機・コンバインを各１台所有されております。申請地は自宅から約300ｍと近隣にあ
り、取得後も効率よく活用できると認められます。周辺地域の農業に対して支障はありま
せん。また、申請地にかかる借受人はおりません。

只今の説明に関連して、新居地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

全員賛成ですので、議案第１号№２は原案のとおり許可することに決定しました。続きま
して議案第１号№３を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

（挙手）

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№３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。

譲渡人の後継者がおらず、譲受人が育苗ﾊｳｽを作り営農を続けるということです。

異議なし。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

全員賛成ですので、議案第１号№３は原案のとおり許可することに決定しました。続きま
して議案第１号№４を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。
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４月17日に現地確認を行いました。〇〇さん宅の隣りの土地を〇〇さんは耕作してお
り、今回申請地を譲受け、自分の農地と併せて効率良く耕作ができることにしたいとのこ
とです。

４月23日に８筆全て現地確認をしました。譲受人は46歳と若く、今後も頑張ってくれるも
のとおもいます。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

全員賛成ですので、議案第１号№４は原案のとおり許可することに決定しました。続きま
して議案第１号№５を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

（挙手）

只今の説明に関連して、小田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

異議なし。

只今の説明に関連して、府中地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

№４　府中地区、所在地は服部町の田１筆、面積は660㎡、譲渡人は服部町の〇〇〇
〇さん、譲受人は服部町の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在129aで、取得
後の耕作面積は135aとなり、伊賀市の下限面積を満たしております。常時従事者は農
作業歴45年の譲受人、本人が農業に従事されます。水稲を耕作される予定で、農機具
はトラクター、コンバイン、耕うん機、田植機を各１台所有されております。申請地は自宅
から車で５分以内と近隣にあり、取得後も効率よく活用できると認められます。周辺地域
の農業に対して支障はありません。また、申請地にかかる借受人はおりません。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№４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。

№５　小田地区、所在地は小田町の田５筆、畑３筆の計８筆、面積は合計7,522㎡、譲渡
人は神奈川県横浜市の〇〇〇〇さん、譲受人は諏訪の〇〇〇〇さんです。譲受人の
耕作面積は50aで許可後125aとなり、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴
は本人が５年で常時従事されております。農機具はトラクター、コンバイン、田植機、乾
燥機をそれぞれ1台所有されており、水稲を耕作される予定です。申請地は自宅の諏訪
地区からは少し離れていますが、道路も整備され車で約10分と特に問題なく、今後も同
地区を中心に耕作面積を増やしていく予定と意欲も高く、取得後も引き続き効率よく活
用できると認められます。周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、先ほど報
告させていただいた農地法第18条第6項の規定による通知についてのNo.1のとおり、平
成31年4月15日付けで申請農地に係る合意解約がなされています。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

只今の説明に関連して、阿保担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足説明を
お願いします。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№５について
は、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。

№６　阿保地区、所在地は阿保の田３筆、畑１筆の計４筆、面積は合計1,440㎡、譲渡人
は阿保の〇〇〇〇さん、〇〇〇〇さん、譲受人は名張市の〇〇〇さんです。譲受人の
耕作面積は伊賀市では現在０aで、取得後の耕作面積は14aとなり、伊賀市の下限面積
を満たしております。常時従事者は農作業歴30年の譲受人本人と妻が農業に従事され
ます。伊賀市では新規就農となるため、５月７日に新規営農にかかる面接を実施し、承
認を得られました。水稲を耕作される予定で、農機具は耕耘機を1台所有されておりトラ
クター、コンバイン、田植機をリースされる予定です。申請地は自宅の名張市蔵持地区
からは少し離れていますが、車で約20分と特に問題なく、現地立会の際、これまで休耕
していた農地を、経営している会社所有の重機で開墾している最中で農業への意欲も
高く、取得後も引き続き効率よく活用できると認められます。周辺地域の農業に対して支
障はありません。また、申請地にかかる借受人はおりません。

全員賛成ですので、議案第１号№５は原案のとおり許可することに決定しました。続きま
して議案第１号№６を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

（挙手）
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（挙手）

（挙手）

異議なし。

全員賛成ですので、議案第１号№７は原案のとおり許可することに決定しました。続きま
して議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題とします。まず、
議案第２号№１について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№７　上津地区、所在地は伊勢路の田１筆、面積は733㎡、譲渡人は伊勢路の〇〇〇
〇さん、譲受人は伊勢路の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は10aで許可後17aと
なり、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は本人が40年で常時従事され
ています。農機具はトラクター、コンバイン、田植機をそれぞれ１台所有されており、野
菜を耕作される予定です。申請地は自宅から200mで徒歩約３分と近隣であり、取得後も
引き続き効率よく活用できると認められます。周辺地域の農業に対して支障はありませ
ん。なお、申請農地にかかる借受人はおりません。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№７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。

異議なし。

只今の説明に関連して、上津地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

４月24日に立会を行いました。〇〇さんの家から近く、今後も問題なく耕作してくれると
思います。

只今の説明に関連して、依那古地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補
足説明をお願いします。

異議なし。

４月24日に現地立会を行いました。今まで荒れていた農地を重機により復元しており、
今後農地として利用してしてくれるなら歓迎すべきであると思います。

全員賛成ですので、議案第１号№６は原案のとおり許可することに決定しました。続きま
して議案第１号№７を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第２号№１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。

全員賛成ですので、議案第２号№１は原案のとおり許可相当することに決定しました。
続きまして議案第２号№２について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

４月26日に現地立会を行いました。事務局の説明のとおり平成10年頃から農業用倉庫
を建て、また駐車場や進入路として利用しており、課税も宅地なみ課税となっておりま
す。引き続き自宅への進入路などとして利用していきたいとのことでやむを得ないと考え
ます。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№１　依那古地区、所在地は市部の畑１筆、面積は188㎡、転用地目は宅地です。申請
人は市部の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、農業用倉庫及び駐車場と進入路で
す。申請地は、依那古保育所から北東に約350ｍに位置しており、周囲の優良農地から
は分断された整備されていない10ha未満の基盤整備のされていない狭小な農地である
ことから、第２種農地と認められます。平成10年頃から倉庫１棟と駐車場や自宅への進
入路として利用されていたため、今回顛末書を添付しての申請となっております。現在
も申請者が農業用倉庫や駐車場として当該農地を引き続き利用するということから農地
として回復することも難しく、また、自宅への進入路としてこの土地しか利用できず、その
まま進入路として利用したいとのことから、この農地を転用することはやむを得ないものと
考えられます。取水はなく、排水は雨水のみで、既設水路へ放流します。区や周辺の土
地所有者からの同意も得られており、周辺農地に支障はありません。
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ほかにご意見ございませんか。

４月22日に現地立会を行いました。農地の上に営農型太陽光発電設備が設置されてお
り、引続き柱部分の一時転用許可です。下の農地についても良好な状態で営農されて
おり、問題はありませんので、よろしくお願いします。

只今の説明に関連して、長田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

全員賛成ですので、議案第２号№２は原案のとおり許可相当することに決定しました。
続きまして議案第２号№３について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

水稲を行っているのですか。具体的に教えてください。

異議なし。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

（挙手）

只今の説明に関連して、阿波地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

№３　長田地区、所在地は長田の田１筆、面積は2,195㎡の内1.6㎡、転用しようとする地
目は一時転用です。申請人は長田の〇〇〇〇さんです。平成28年６月１日付けで農地
法第４条における３年間の一時転用許可を受けており、許可期間切れを控えての今回
に申請となります。場所は国道163号線沿いに位置し、〇〇〇〇の西側の農振農用地
区域の農地と認められます。25㎝角の支柱を24本と引き込み柱１本で合計転用面積が
1.6㎡になります。農用地区域内に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備の農
地転用については、平成25年３月31日付け農林水産省の通達によりまして、①下部の
農地で営農の適切な継続が確保されること。②農作物の収穫状況等を毎年報告するこ
と。③適切な継続が確保できない場合は日照量の確保のために適切な改善方法を講
ずること。④営農の適切な継続が困難となった場合に、設備を改築、事業を中止する場
合は遅延なく報告すること。⑤下部で営農を行わない場合や事業を廃止する場合は支
柱や設備を撤去し農地に復元すること。といった条件が課せられ前回申請時と同じ条
件となります。許可期間の３カ年において、年度当初に前年度の収穫状況の報告を受
け、営農が適切に継続されていることが確認できており、次の許可期間においても適切
な営農の確保が見込まれます。太陽光パネル施設の現状及び下部の営農状態に変更
はなく、再度一時転用することにより周辺地域の農業に対して支障はありません。

１年目はコシヒカリを植えたのですが不作だったとのこです。２年目からキヌヒカリに替
え、営農型太陽光発電施設のない農地同様に近い収穫高を確保できているそうです。

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第２号№２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。

４月24日に現地立会をおこない、60年前から自宅敷地への進入路として利用しており、
今回家の建て替えに伴い、分筆した今後も進入路として利用したいとのことです。

№２　阿波地区、所在地は猿野の畑１筆、面積は58㎡、転用地目は雑種地です。申請
人は猿野の〇〇〇さんです。施設の概要は、自宅への進入路です。申請地は、阿波診
療所から北東に約350ｍに位置しており、周囲を宅地や山林に介在する基盤整備のさ
れていない狭小な農地であることから、第２種農地と認められます。昭和33年頃から自
宅への進入路として利用されていたため、今回顛末書を添付しての申請となっておりま
す。現在も自宅への進入路としてこの土地しか利用できず、引き続き進入路として利用
したいとのことから、この農地を転用することはやむを得ないものと考えられます。取水
はなく、排水は雨水のみで、自然浸透にて放流します。区や周辺の土地所有者からの
同意も得られており、周辺農地に支障はありません。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第２号№３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。
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一同

議長

事務局

議長

福永委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

中尾委員

議長

一同

議長

一同

只今の説明に関連して、山田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

№１　猪田地区、所在地は猪田の畑２筆、面積は合計966㎡、転用地目は雑種地です。
所有者は猪田の〇〇〇〇さん他１名、地上権者は奈良県宇陀市の〇〇〇〇さんで、
20年間の地上権設定がされております。施設の概要は、太陽光発電施設として利用す
るものです。申請地は、木津川沿いにある下郡市民館から北に500ｍに位置する、優良
農地からは分断された基盤整備されていない狭小な農地であることから、第２種農地と
認められます。当該農地は、〇〇〇〇番〇は所有者が耕作に関わっておらず、長期間
休耕地となっており、今後も管理ができないということから、太陽光発電事業を行う地上
権者へ土地を貸し、土地を管理してもらうとのことです。〇〇〇〇番は形状が細長く農
作効率が悪く、また〇〇〇〇番〇が太陽光発電として利用することから日照環境を活か
し、併せて太陽光発電事業を行う地上権者へ土地を貸し、土地を管理してもらうとのこと
で、この農地を転用することはやむを得ないものと考えられます。電力会社との協議及
び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと判断しております。転
用計画につきましては、土地造成については整地のみで、周囲にはフェンスを設置い
たします。太陽光パネルを210枚設置し、設置面積は343.72㎡となります。取水は無く、
排水は雨水のみで自然浸透する計画となっております。工事期間は許可日から２ヶ月と
なっております。区や隣接所有者からの同意も得られており、周辺農地に支障はありま
せん。

只今の説明に関連して、猪田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

４月25日に現地立会いをしました。事務局の説明のとおりで、何ら問題はありませんの
で、よろしくお願いします。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第２号№３は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題とします。
まず、議案第３号№１について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№２　山田地区、所在地は炊村の田２筆、面積は合計1,153㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は中村の〇〇〇〇さん、譲受人は小田町の〇〇〇〇さんです。施設の概
要は資材置き場です。申請地は、千戸の大澤ニュータウンから東に500ｍに位置する、
周囲が山林や雑種地に囲まれた基盤整備されていない狭小な農地であることから、第２
種農地と認められます。当該農地は、平成15年４月に、譲渡人が営む事業所の資材置
き場として利用されていたため、今回顛末書を添付しての申請となっております。現在も
コンテナ等の資材が置かれており、西之澤地内で事業を営む譲受人の事業所から近隣
で利便性があり、引き続き資材置き場として利用したいとのことから、この農地を転用す
ることはやむを得ないものと考えられます。取水はなく、排水は雨水のみで、自然浸透さ
せる計画です。区や周辺の土地所有者からの同意も得られており、周辺農地に支障は
ありません。

異議なし。

（挙手）

（挙手）

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№１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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

資材置場として利用されており、農地に復元できる場所でもなく、引続き譲受人が使っ
てくれるとのことで、転用はやむを得ませんので、よろしくお願いします。

異議なし。

全員賛成ですので、議案第３号№１は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№２を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№２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。
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議長

事務局

議長

中川委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

松山委員

議長

一同

議長

一同

議長

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№４について
は、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。

只今の説明に関連して、三田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

異議なし。

（挙手）

№４　柘植地区、所在地は、小杉の畑１筆、面積は142㎡、転用地目は宅地です。譲渡
人は小杉の〇〇〇〇さん、譲受人は小杉の〇〇〇〇さんです。場所は小杉高齢者等
活性化センターから北に約300ｍに位置し、周囲が宅地に囲まれた基盤整備されてい
ない農地であるため、いずれの農地区分の要件にも該当しないその他の農地、第２種
農地として認められます。農地転用を行わずに昭和56年に進入路と車庫を建設し、今
回の転用申請については、やむを得ないものと判断しました。土地造成はなく、取水も
なく、排水は雨水のみで自然浸透です。地元地区及び周辺土地所有者からの同意も
得られております。周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、進入路と車庫に
つきましては、無断転用であったため、顛末書を提出して頂いております。

全員賛成ですので、議案第３号№３は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№４を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

全員賛成ですので、議案第３号№４は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№５を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

只今の説明に関連して、柘植地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№３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。

№３　三田地区、所在地は大谷の田２筆、面積は518㎡、転用地目は雑種地です。譲渡
人は、東大阪市の〇〇〇〇と大谷の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪市大正区の〇〇〇
〇さんです。施設の概要は、太陽光発電施設の設置です。場所は、前田教育会館から
北へ400ｍに位置し、東側に存する基盤整備された一団の農地とは土性が異なり、一団
の農地として取り扱わないものとし、申請地は、北に山林、西に住宅となっており、10ha
未満の小規模な基盤整備のなされていない農地のため、第2種農地と認められます。所
有者による耕作活動が困難で、土地を有効利用するため、今回の申請となりました。電
力会社との協議や経済産業省の認定も受けており、日照条件も良く、他に利用できる所
有地は無く、今回の転用はやむを得ないものと判断いたしました。土地造成は整地のみ
で、取水はなく、排水は雨水のみで、自然浸透及び、既設水路へ放流します。また、申
請地の周囲には、フェンスを設置いたします。工事期間は許可日から10月末日となりま
す。地元地区及び、周辺土地所有者からの同意も得られております。周辺地域の農業
に対して支障はありません。

全員賛成ですので、議案第３号№２は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№３を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

（挙手）

４月2２日に現地立会を行いました。草刈りは行っていますが、休耕状態であり、水利も
悪く、転用については問題ありません。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

４月26日に現地立会いを行いました。母親が高齢で相続贈与の手続きをしている中で、
今回、農地が含まれていたことで申請をされました。転用については問題ありません。
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事務局

議長

仁保委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

坂口推進委員

議長

西田委員

坂口推進委員

議長

事務局

（挙手）

只今の説明に関連して、府中地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

４月17日に現地立会を行いました。申請書類については整っています。申請地には水
路の横からの道があり、隣接地には支障はありませんが、フェンスを設置し迷惑を掛け
ないようにするとのことです。図面等も確認しまして、問題ありませんので、よろしくお願
いします。

４月24日に現地立会を行いました。名阪のインターから北側300ｍの第３種農地であり、
周辺は太陽光発電施設が多く、譲渡人も高齢で管理ができないため、転用はやむを得
ないと思います。問題はありませんので、よろしくお願いします

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

No.６　府中地区、所在地は佐那具町の田1筆、面積は1,291㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は佐那具町の〇〇〇〇さん、譲受人は東京都杉並区の〇〇〇〇さんで
す。施設の概要は太陽光発電施設の設置です。場所は佐那具郵便局から南西に300
ｍほどの都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている農地で
あるので、第３種農地と認められます。所有者による耕作活動が困難で土地を有効利用
するため今回の申請となりました。電力会社との協議や経済産業省の認定も受けてお
り、日照条件も良く、他に利用できる所有地は無く今回の転用はやむを得ないものと判
断いたしましまた。土地造成は整地のみで、取水はなく排水は雨水のみで自然浸透及
です。また、申請地の周囲にはフェンスを設置いたします。工事期間は許可日から７月
末日となります。この案件につきましては、地元地区及び隣地一部土地所有者から同意
が得られていなかったため、同意を得てから申請を行うように伝えましたが、隣地所有者
との〇〇〇〇から同意を得ることは不可能であるとの回答を受けました。農地法上では
区長との協議書や隣地同意書の添付が必須条件でないため、万一、トラブル等が発生
した場合には農業委員会は関与せず、民民で解決する旨の書類を提出させ、申請を受
理しました。区長の協議書等がない場合でも農地法上、必要書類でないため、許可・不
許可の要因にはならないことを申し添えます。

申請人と隣地所有者との昔ながらのトラブルが原因で、区長も民々のトラブルには口を
挟まないという立場を取っており、今回、協議書に押印をしてもらえなかったということで
す。

事務局からの補足説明はありますか。

坂口推進委員の説明のとおりで、区長の同意が得られなかったことは、隣地所有者との
問題があったためで、事実上は隣地所有者との問題だけです。

異議なし。

№５　西柘植地区、所在地は下柘植の田２筆、面積は872㎡、転用地目は雑種地です。
譲渡人は、下柘植の〇〇〇〇さん、譲受人は堺市の〇〇〇〇さんです。施設の概要
は、太陽光発電施設の設置です。場所は、下柘植インターから西に約３0０ｍに位置す
ることから第３種農地と認められます。所有者による耕作活動が困難で土地を有効利用
するため、今回の申請となりました。電力会社との協議や経済産業省の認定も受けてお
り、日照条件も良く、他に利用できる所有地は無く、今回の転用は、やむを得ないものと
判断いたしましまた。土地造成は整地のみで、取水はなく、排水は雨水のみで自然浸
透です。また、申請地の周囲にはフェンスを設置いたします。工事期間は許可日から７
月末日となります。地元地区及び周辺土地所有者からの同意も得られております。周辺
地域の農業に対して支障はありません。

只今の説明に関連して、西柘植地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補
足説明をお願いします。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№５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。

同意が取れていないとは、具体的にはどのようなことですか。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

全員賛成ですので、議案第３号№５は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№６を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。
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事務局長

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

坂口推進委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

坂口推進委員

（挙手）

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

４月17日に現地立会を行いました。佐那具郵便局の南ななめ向かいに現在の事務所等
がありますが、新しい道路ができ、道も拡幅されたことにより利便性が悪くなったことと作
業車両の台数が増えたことにより、少し離れた出入りのしやすい場所である今回の申請
地へ移転したいことからの申請です。

今までも隣地所有者の同意書を必要書類としていなかったことは、委員の皆さんもご存
知のとおりです。ただし、隣接地への被害防除を書類等で確認することになっており、事
務局では提出書類から隣地に被害を及ぼすことは無いと判断し、今回上程いたしまし
た。また、区長には申請を受付け、上程することを説明しており、ご理解を得ておりま
す。

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№６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。

全員賛成ですので、議案第３号№６は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№７を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№７　府中地区、所在地は佐那具町の田４筆、合計面積は3,250㎡、転用地目は宅地で
す。譲受人は東京都新宿区の〇〇〇〇さん、譲渡人は佐那具町の〇〇〇〇さん他２
名です。施設の概要は事務所２棟の新築と作業車両駐車場用地です。場所は佐那具
郵便局から南に約200ｍに位置し、都市計画法第8条第１項第１号に規定する用途地域
が定められている農地であるため、第３種農地と判断します。申請地の面積は3,250㎡
であり、事務所２棟の合計建築面積は817㎡ですので、建ぺい率は25％となり、許可基
準の22％を満たしております。また、取水は上水道、汚水は合併浄化槽にて処理後、生
活排水路へ放流します。雨水については、新たに側溝を設け既設水路へ放流します。
工事期間は許可日から令和２年３月15日までとなります。他に利用できる所有地はな
く、転用はやむを得ないものと判断しました。地元地区や周辺土地所有者からの同意も
得られており、周辺農地への支障はありません。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№７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。

４月17日に現地立会を行いました。山神と大谷の境界の土地で、太陽光発電施設とし
て利用したとのことで、特に問題はありませんので、よろしくお願いします。

全員賛成ですので、議案第３号№７は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続して、議案第３号№８を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№８　府中地区、所在地は山神の田２筆、畑１筆、合計面積は1,352㎡、転用地目は雑
種地です。譲渡人は大谷の〇〇〇〇さんと大阪市阿倍野区の〇〇〇〇さん、譲受人
は大阪市福島区の〇〇〇〇さんです。施設の概要は太陽光発電施設の設置です。場
所は大谷の前田教育会館から北東に約600ｍに位置する基盤整備がされておらず、山
林・住宅に囲まれ、周囲の基盤整備された農地とは土性が異なるため、10ha未満の小
規模な農地区域に含まれる第２種農地と認められます。所有者による耕作活動が困難
で土地を有効利用するため今回の申請となりました。電力会社との協議や経済産業省
の認定も受けており、日照条件も良く、他に利用できる所有地は無く今回の転用はやむ
を得ないものと判断いたしましまた。土地造成は整地のみで、雨水は自然浸透及び、既
設水路に放流します。また、申請地の周囲にはフェンスを設置いたします。工事期間は
許可日から10月31日までとなります。地元地区及び周辺土地所有者からの同意も得ら
れております。周辺地域の農業に対して支障はありません。

異議なし。

（挙手）

ほかにご意見ございませんか。

只今の説明に関連して、府中地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

只今の説明に関連して、府中地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。
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議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

〇〇委員

事務局

議長

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

只今の説明に関連して、小田地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

№９　小田地区、所在地は小田町の田２筆、面積は合計2,708㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は上野車坂町の〇〇〇〇さん、譲受人兼賃貸人は服部町の〇〇〇〇さ
ん、賃借人は西高倉の〇〇〇〇さんで2年間の賃貸借契約が交わされております。施
設の概要は、資材置き場として利用するものです。申請地は、伊賀上野駅から南約１㎞
に位置しており、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている
農地であることから、第３種農地と認められます。譲渡人の〇〇〇〇さんが申請地を買
い取ってほしいとの申し出と、賃借人の〇〇〇〇が現在進行中の事業運営のため当該
申請地付近に一時的に資材置場を探していたことから、〇〇〇〇の不動産部で資材置
場を取得して、〇〇〇〇に資材置場を賃借すると利害が一致したことから、今回の転用
はやむを得ないものと考えられます。土地造成はなく、そのままの地形で利用し、残土
置場については土場を設け土砂の流出を防ぎます。資材置場の入口は水路をまたぎ、
グレーチング蓋を設置するため、法定外公共物使用等許可申請書を提出し受け付けら
れています。取水はなく、排水は雨水のみで南北両側の既設水路へ自然流下します。
工事期間は許可日から令和元年12月末日までとなっております。地元地区、水利権者
及び周辺土地所有者に事業の説明済みで同意も得られており、周辺地域の農業に対
して支障はありません。

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№８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。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第３号№８は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№９を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№９について
は、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。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第３号№９は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第３号№10を議題とします。この議案第３号№10では、〇〇委員が譲渡
人であるため、〇〇委員には一旦ご退出いただきます。では、事務局より議案の朗読と
説明を求めます。

№10　上野地区、所在地は服部町三丁目の畑１筆、面積は342㎡、転用地目は宅地で
す。貸人は西明寺の〇〇〇〇さん、借人は四日市市の〇〇〇〇さんです。施設の概
要は居宅一棟の新築です。申請地は、津地方法務局伊賀支局から北約150ｍ以内に
位置しており、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている農
地であることから、第３種農地と認められます。借人は貸人の子の夫であり、当該農地を
使用貸借し、居宅を新築されるというもので、この農地を転用することはやむを得ないも
のと考えられます。貸人〇〇〇〇と借人〇〇〇〇との間に20年間の使用貸借契約が交
わされております。土地造成は整地のみで、取水は上水道、排水については、雑排水
は合併浄化槽を設置し排水管へ放流、雨水は雨水桝を設置し集水して東側の既設水
路へ放流いたします。全体面積342㎡に対し、建築面積は90.42㎡となっており、建ぺい
率は26.38％となり適正な建ぺい率の22％を超えており問題はありません。工事期間は
許可日から令和元年10月30日までとなっております。隣接農地所有者には事業計画に
ついて説明済みで同意も得られており、周辺農地に支障はありません。

只今の説明に関連して、上野地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

（退出）

４月23日に現地立会を行いました。事務局の説明のとおりで、〇〇さんが買い手を探し
ており、また、〇〇〇〇も資材置場を必要としていました。周辺農地に影響はありませ
ん。特に問題はありませんので、よろしくお願いします。
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玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

〇〇委員

議長

事務局

議長

森本委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№10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。

（挙手）

№11　阿保地区、所在地は阿保の田４筆、面積は合計3,625㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は阿保の〇〇〇〇さん、譲受人は上野徳居町の〇〇〇〇さんです。施設
の概要は太陽光発電施設として利用するものです。申請地は、伊賀市役所青山支所か
ら南に約500ｍ以内にあることから、第２種農地と認められます。当該農地は、所有者の
耕作活動が難しく、今後も管理ができないということから、太陽光発電事業を行っている
事業者へ農地を譲渡すというものです。電力会社との協議及び経済産業省の認定も受
けており、転用は確実に行われるものと思われます。転用計画につきましては、土地造
成については整地のみで、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光パネルを568枚
設置し、設置面積は956.64㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透の計
画となっております。工事期間は許可日から令和元年８月末日までとなっております。ま
た、申請者は、隣接農地所有者に可能な限りで事業説明を行っております。一部連絡
のつかない所有者や同意の得られない所有者もありますが、同意の得られない農地と
申請地は水路で分断されており、また、当該農地は、申請地から2ｍ上方に法面で接し
ており、農業に支障がないものと確認されており、この農地を転用することはやむを得な
いものと考えられます。万一周辺等へ被害を及ぼした場合は申請者が責任を持って解
決することとなっております。また、区長からの同意も得られており、周辺への支障は認
められません。

全員賛成ですので、議案第３号№10は原案のとおり許可相当とすることに決定しまし
た。議案第３号№10の議案の審議が終了しましたので、〇〇委員にはお戻りいただきま
す。

（着席）

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第３号№11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。

（挙手）

４月23日に現地立会を行いました。住宅地に囲まれた農地であり、住宅用地として適し
た土地です。何ら問題ありませんので、よろしくお願いします。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№１　阿波地区、所在地は上阿波の田２筆と畑1筆の合計３筆、面積は合計1,004㎡、現
況は山林です。願出人は上阿波の〇〇〇〇さんです。場所は、阿波本願寺から東約
500ｍ以内と葦神社から西約70ｍ以内に位置しており、周囲が山林に囲まれた整備され
ていない狭小な農地であることから、第２種農地と認められます。申請地は、平成元年
頃に杉を植林し山林として管理されてきたそうです。現地調査を行ったところ、周囲は山
林に囲まれて山林化しており、木の生育状態から20年以上経過していると確認でき、農
地に戻すことは困難であり、非農地として問題ないと確認できました。

全員賛成ですので、議案第３号№11は原案のとおり許可相当とすることに決定しまし
た。続きまして議案第４号「非農地証明下付願について」を議題とします。議案第４条№
１について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

只今の説明に関連して、阿保地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

４月24日に現地立会を行いました。事務局の説明のとおりで、一部隣接農地所有者か
ら同意を得られていませんが、現地確認にて申請地の隣接農地は申請地より２ｍから３
ｍ高く、南側に位置するため日陰になることはありません。音等は隣接地に居住してお
らず、耕作の迷惑になるとも思いませんので、問題はないと判断しました。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

続きまして議案第３号№11を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

只今の説明に関連して阿波地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足説
明をお願いします。
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二谷委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

淺野委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

一同

議長

一同

（挙手）

説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見はございませんか。

４月23日に現地立会を行いました。竹やぶの奥に申請地があり、年数が経ち農地に戻
すことはできないと判断しました。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

只今の説明に関連して花垣地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足説
明をお願いします。

全員賛成ですので、議案第４号№１は原案のとおり下付することに決定しました。続きま
して議案第４号№２を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第５号№１について、
原案のとおり下付することに賛成の方は挙手をお願いします。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

全員賛成ですので、議案第４号№２は原案のとおり下付することに決定しました。続きま
して議案第５号「耕作放棄地全体調査に係る非農地の判断について」を議題とします。
事務局より議案の朗読と説明を求めます。

平成30年度に実施した農地利用状況調査において、農地に復元することが困難と判断
し、且つ農地所有者から非農地として判断してほしい旨の要望がありました農地につい
て、非農地としての決定を受けようとするものです。今回、畑１筆のみの面積766㎡が対
象であり、対象農地は周囲とともに山林化していることが確認されており、今後農地とし
ての利用は難しいと判断いたしました。決定後は所有者及び法務局に対し非農地通知
を送付する予定となっております。

No.２　花垣地区、所在地は大滝の畑１筆、面積は合計580㎡、現況地目は山林です。
願出人は大滝の〇〇〇〇さんです。場所は大滝公民館から東に約700ｍに位置する土
地で、周囲の状況から、山林に介在する整備されていない狭小な農地であることから、
第2種農地であると認められます。当該農地は、平成元年頃に杉の植林を行い、現況は
山林となっているとのことで、現地確認を行ったところ、木の生育状況が20年以上経過
している山林であることが確認できました。当該地を農地に戻すことは困難で、非農地と
して問題は無いと認められます。

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第４号№２について、
原案のとおり下付することに賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手）

４月24日に現地立会を行いました。平成元年より杉を植林しており、杉も大きい状態で
復元は難しいと思います。

異議なし。

議案第５号について、原案のとおり決定をすることに賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手）
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議長

議長

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局から報告事項等がありますので、お願いします。

４月総会におきまして事務局職員の地区担当表をお渡ししましたが、府中地区担当者
の修正をお願いいたします。当初、岡森が担当と記載しておりましたが、勝本が府中地
区を担当させていただきます。

休憩時間・確認前に引き続き会議を再開し、質疑に入ります。ご意見ご質問はございま
せんか。

（挙手なし）

（挙手）

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により伊賀市長より農用地利用集積計
画の決定を求められております。新規設定11件、再設定20件で、計画面積は合計
111,186㎡です。また、議案書とは別に「農地利用配分計画の認可について」の資料が
ございますが、こちらについては、以前に農地中間管理事業の関係で利用権設定が
あった案件についての、県の認可が下りたものの通知となります。参考資料としてお渡し
させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用権の説明）

以上の農地利用集積計画の内容は伊賀市の基本構想に適合しており、利用権の設定
を受けた後において備えるべき要件である、耕作すべき農用地のすべてについて耕作
を行うと認められ、また耕作に必要な農作業についても常時従事すると認められます。
いずれの対象農地も効率的に利用することが認められ、対象農地の関係権利者全ての
同意が得られており、農業経営基盤強化促進法18条第3項の要件を満たしております。

異議なし。

説明が終わりました。これより10分間の休憩及び確認時間といたします。

＜＜休憩＞＞

全員賛成ですので、議案第５号は、議案のとおり決定することとします。続きまして、議
案第６号「農用地利用集積計画について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説
明を求めます。

全員賛成ですので、議案第６号は原案のとおり決定することに決定しました。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第６号について、原
案のとおり計画決定することに賛成の方は挙手をお願いします。

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。この際、その
他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いします。
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事務局

事務局

事務局

議長

一同

議長 以上をもちまして、第24回農業委員会総会を閉会いたします。

事務局からの報告が終わりました。ご意見・ご発言はございませんか。

異議なし。

米澤委員の辞任について、その後の経過等をご説明いたします。
　4月総会で農業委員会の同意を得たあと、市長あての辞任届を4月11日付でご提出い
ただきました。本日4月総会の議事録に署名をいただき辞任届と合わせて市長決裁を受
け、市長の決裁日をもって当該委員の辞任が決定し、同日辞任日となります。
その後でございますが、前回も説明いたしましたが、「伊賀市農業委員会の委員の選任
等に関する要綱第10条第1項」におきまして、市長は、農業委員に欠員が生じ、かつ、
その数が伊賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条
例第2条に規定する農業委員の定数の3分の1を超えた場合は、速やかに欠員となる農
業委員を補充しなければならないとなっており、さらに第2項で、農業委員の欠員数が
前項の欠員限度数を超えない場合であっても委員会の運営に支障をきたす恐れがある
と認めるときは、欠員となる農業委員を補充するものとする。となっております。したがっ
て、今回欠員した農業委員の補充については、農業委員の定数の3分の1を超えていな
いため府中地区の意向に沿うものとなります。
4月総会翌日の4月11日に府中地区自治協の野口氏と面談し、欠員となった農業委員
の補充について府中地区の意向を確認してほしいと依頼をしました。4月26日に自治協
の集会があるということで、府中地区として農業委員を補充するかどうかについて諮り、
連休明けに返答いただくことになりました。5月7日の夕方に野口氏より入電があり、府中
地区としては2020（令和2）年7月の農業委員の改選まで後任を出さず、現在の推進委
員2名体制で協力して業務にあたると報告があり、その旨了承いたしました。
さらに、米澤委員が在任中に就任されていた役職等についてでございますが、農林振
興課関係では、農業振興地域整備促進協議会と農業経営基盤強化促進協議会に、農
業委員会関係では、参与と農業者年金加入推進部長に就任しておりました。いずれの
役職においても、必ず後任を配置する規定等はなく、後任の要請等もないことから当面
の間空席とすることで5月7日の役員会に諮り了承いただいたところでございます。以上
事務局からの報告といたします。

令和元年度伊賀市農業委員会委員及び伊賀市農地利用最適化推進委員合同研修会
について、ご案内いたします。日時は令和元年６月10日午前10時から午前11時30分ま
で、伊賀県庁舎７階大会議室にて開催をいたします。研修内容は①人・農地プランにつ
いて、②農業委員活動Ｑ＆Ａ、③農地パトロールについて、④その他を予定しておりま
す。

伊賀市都市マスタープラン策定委員会委員の推薦について、建設部都市計画課より依
頼がありました。委員の推薦につきましては、立候補される方がいらっしゃらない場合に
は、役員会にて検討し、総会にてご報告をさせていただきたいと考えております。
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　　会長は議事録を作成し、議事録署名者とともに署名する。

議事録署名者

議事録署名者

令和  元 年  8 月  8 日

会長

中川　芳一

木津　義明

淺野　潤憙
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