
平成２８年第１０回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年１０月２６日

                           １３時３０分～１４時４５分

                 会  場    海老名市役所３階政策審議室
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平成２８年第１０回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年１０月２６日「平成２８年第１０回海老名市農業委員会定例総会」を海老名

市議会全員協議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりであ

る。 

 1番 鈴木 守   2番 加藤 晃   3番 清水 澄雄  4番 瀬戸 正己 

 5番 小島 冨士男  6番 平井 敬   7番 加藤 忠晴  8番 竹内 章人

 9番 尾上 富夫 10番 井出 彰  11番 木島 稔  12番 森 征男 

13番 齋藤 孝一 14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 中山 勇  16番 塩脇 勉  17番 新戸 和夫 18番 守屋 福夫 

19番 宮台 孝治 20番 細川 英治 

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 植松 正、管理係長 鈴木 真、 主事 籔本 浩平、 主事 湊 大輝

会議事項は次のとおりである。 

 日程第１ 議案第44号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第45号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第46号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 日程第４ 議案第47号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地造成工事施工届出書について（報告） 

⑵  農地の一時使用について 

⑶  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 

⑷  農地転用届出による専決処分について 

⑸  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】   ただいまの出席委員は、１４名でございます。また、農地利用最適

化推進委員６名の方も全員出席をいただいております。海老名市農業委

員会会議規則第６条の規定により、本会議は成立しております。 

次に、農業委員会規則第１３条第２項の規定により議事録署名人を指名

させていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと確認させていただきまして、６番委員と７番委員を指名させ

ていただきます。 

 それでは、４．報告事項の３ページから５ページの（１）活動状況、

（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況について、事務局から説明を

お願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況・農地の異動状況・県許可の状況を報告した。） 

【議  長】  報告事項が終わりました。ただいまの報告につきまして、何かご質問等

がありましたらお願いいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、報告はこの程度にさせていただきまして、本日は傍聴希望者

がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議規則第１４条で

は、委員会の会議は公開とすると規定されておりますので、この規定に

基づき傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、傍聴を許可させていただきます。 

 傍聴人を入室をお願いいたします。 

 それでは、会議を進めたいと思います。 

 これより５の付議事項に入ります。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第４４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いたします。 

 受付番号２４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第３条では、農地または採草放牧地についての権利を移転、また

は設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければなら
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ない旨を規定しています。これは、権利の設定、移転の機会を捉えて農

地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取

得されないようにするとともに、生産性の高い農業経営者によって効率

的に利用されることにより、農業生産力の維持、拡大を図ることを趣旨

としたものです。 

 受付番号２４、申請地は、社家字■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、農業振興地域内の田です。譲受人は、社家■■

■■■、■■■■、譲渡人は、社家■■■■■、■■■■、持分３分の

２、■■■■、持分３分の１、権利の種類は、所有権の移転、目的は、

経営規模拡大です。現地の案内図は、資料１をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を求めます。10番委員。 

【10番委員】  ■■さんのところのおばあさんの相続に関することで、■■■■さん、

■■さんから■■さんのほうへの譲渡でございます。場所が、■■■■

さんの家の隣の田んぼになっておりまして、問題はないのではないかと

いうことで、現地のほうを確認しております。 

 以上でございます。 

【議  長】  ありがとうございました。事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  譲受人の■■■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと妻の■■

さん、母の■■さんの３人が農業従事者だそうです。農業経営主は、■

■■■さんです。申請人の■■■■さんの農業経験年数は４４年、農業

従事日数は、年間６０日、■■さんの妻の■■さんの農業経験年数は７

年、農業従事日数は、年間６０日、■■さんの母の■■さんの農業経験

年数は６９年、農業従事日数は、年間９０日だそうです。 

 ここで、許可の要件のうち、農作業常時従事要件というところを確認

したいと思います。■■さんの農業従事日数は６０日で、基準である１

５０日には足りませんが、■■さんの世帯の農業経営では、当該農作業

を行う必要があると考えられるため、■■さんは農作業に常時従事する

ものとみなすことができます。■■さん世帯の現在の農業経営面積は、

市内の田が■■■■■平米、また、寒川町に畑が■■■平米、伊勢原市
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に田が■■■平米あり、合計、■■■■■平米です。機械は、トラクタ

ー１台、耕耘機２台、田植機１台などを所有されています。また、地域

集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に記載

があります。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受

人として問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない

場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はありま

せん。これらから、この案件に関して特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  ２４日、現地調査確認いたしました。申請地につきましては、良好な管

理がされており、きれいな田んぼになっております。特に問題ないと思

います。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございました。それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見もないようですから、採決に入らせていただきます。 

 この案件につきまして、承認とする方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号２５について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号２５、申請地は、中野■■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、畑、■■■平米、農業振興地域内の畑です。譲受人は、門沢橋■

■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、門沢橋■■■■■■■■、■■

■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与です。現地の

案内図は、資料２をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。13番委員。 
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【13番委員】  ■■さんについては、■■■■さんと■■■■さんは、父と長男という

ことでございます。また、■■さんは農業経営の果樹、花と、立派に農

業を営んでおられる方でございます。また、譲受人の■■■■さんにつ

いては、従事日数は３６５日と言っていいほどではないかと思います。

この件については特に問題ないと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  ありがとうございました。事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  譲受人の■■■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと妻の■■

さん、■■さんの父の■■さん、母の■■さんの４人が農業従事者だそ

うです。農業経営主は、■■さんということになっています。申請人の

■■■■さんの農業経験年数は２５年、農業従事日数は、農家台帳で

は、年間３００日、■■さんの妻の■■さんの農業経験年数は２０年、

農業従事日数は、年間１５０日、■■さんの父の■■さんの農業経験年

数は５０年、農業従事日数は、年間１００日、母の■■さんの農業経験

年数は４０年、農業従事日数は、年間１００日だそうです。■■さん世

帯の現在の経営面積は、田が■■■■■平米、樹園地を含めた畑が■■

■■■平米、合計、■■■■■■■平米です。機械は、トラクター１

台、耕耘機１台、田植機１台、スピードスプレーヤー１台などを所有し

ています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を

行う旨、申請書に記載があります。機械の面、労働力の面、技術の面の

どれから見ても、譲受人として問題ないと思われます。また、■■■■

さんの名義で認定農業者となっています。そのほか、許可をすることが

できない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目

はありません。これらから、この案件に関して特に問題ないと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この件につきましても、きのう、２５日、現地調査確認いたしました。

畑につきましてはよく管理され、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  ありがとうございました。それでは、受付番号２５について、質疑のあ
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る方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですから、採決をさせていただきます。 

 受付番号２５について、承認の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第４５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いたします。 

 受付番号１５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第５条では、農地を転用する目的で権利を設定、移転する場合に

は、原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されてい

ます。これは、優良な農地を確保して、農業生産力を維持し、農業経営

の安定を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号１５、申請地は、中河内字■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、合計、■■■平米で

す。現況は、市街化調整区域、農業振興地域内の畑です。転用者は、中

河内■■■■■■、■■■■■■■、代表役員■■■■、土地所有者

は、中河内■■■■■■、■■■、転用の目的は、境内地の敷地拡張

（駐車場）です。権利の種類は、所有権の移転です。現地の案内図は、

資料３－１です。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画

図の平面図と断面図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。９番委員。 

【９番委員】  このお寺さんは、近年、菩提寺で葬儀をされる方が多くなりまして、た

だ、非常に交通の便が悪いお寺さんでございますので、車で来られる方

が非常に多いということで、近年、４、５年前ですかね、一時駐車場を

整備された経過はあるんですが、非常に手狭になって、路上駐車をされ

る方が非常に多くて、近隣に迷惑をかけているということがありまし
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て、隣接している土地を購入して駐車場にしたいということでございま

した。その土地については、３－１を見ていただくとわかるんですが、

３方向に擁壁、ブロックが積んであって、土砂等の流出等については問

題ないというふうに思います。排水について、前が道路で、側溝が敷設

されております。それと、農地との隣接はありませんので、特にそうい

った問題については問題ないかなと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ９番委員の説明と重複してしまう部分もあるかもしれませんが、事務局

から補足をいたします。 

 ■■■■■■■が、境内地の敷地拡張を行い、駐車場を整備したいと

いう申請です。先ほどお話にもあったとおり、お寺の祭儀の際には自家

用車で来場者が多く、５０台以上になることもあるとのことですが、現

在は１８台分が駐車できるスペースしか駐車場を有しておらず、駐車ス

ペースが不足している状況にあるとのことです。そこで、境内地と隣接

するこの土地を適地と判断し、申請に至ったと聞いています。 

 資料３－１の左下をご覧ください。農地の立地基準、農地区分という

ところは、第１種農地と書いてあります。これはおおむね１０ヘクター

ル以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であることから判断され

るものです。申請地と道路を挟んで向かいの田から南に向かって農地が

広がっているという整理になります。第１種農地は、農地転用が原則不

許可となる立地区分でございます。しかし、本件に関しましては、例外

的に許可することができる要件にかなっていると考えております。その

要件ですが、既存の施設の拡張というものです。先月の定例総会で皆様

にご審議いただいてご確認いただいた本郷の■■■の案件と同じ区分の

例外にこの申請も当てはまります。既存の施設というのは、この件の場

合だと、お寺の境内地や敷地と一体となっている墓地などがお寺の既存

の施設として見ることを県の担当に確認しておりまして、■■■■■■

■の既存の施設と見なせる敷地は■■■■■平米以上あります。今回の

申請面積■■■平米は、既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えない
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ため、この例外というところに該当するものでございます。 

 次に、申請地の周囲の状況を確認したいと思います。資料３－１の写

真をご覧ください。申請地は、西側の道路に接し、その反対側の東側、

また、写真では右奥になる南側は、お寺の墓地に隣接しています。東

側、南側の墓地は、申請地より地盤が高く、境界には擁壁があります。

申請地の北側にはお寺の参道があり、お堂へ上っていきますが、写真２

のほうをごらんいただくと、その境界には、土留めの機能をあわせ持っ

た塀があるのが確認できます。市道に面している西側以外の３方は、全

て■■■■■■■の所有地に囲まれているという立地条件です。 

 次は、土地利用計画を確認したいと思います。資料３－２をご覧くだ

さい。申請地を整地、転圧して砂利で舗装し、１６台分の駐車場とする

計画です。西側の、図面では下にある市道７５０号線から車の出入りを

する計画です。隣地とは擁壁や壁で区切られ、また、全て隣地のほうが

申請地より地盤面が高いことから、この転用による土砂の流出や崩壊の

おそれはないと考えられます。整地面の高さについては、断面図をごら

んいただければ確認いただけますが、若干ではございますが、全体的に

道路から東側に向かって緩やかな勾配がつく計画にはなっています。排

水計画は、砂利舗装された敷地内で自然浸透させる計画となっていま

す。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、また、隣接する農地

はなく、周囲の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむ

なしと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  現地につきましては、今まで地区委員、または事務局のほうから説明が

あるとおり、３方、隣地に農地はなく、前面は道路ということで、特に

現況の状況もきれいに整地されております。特に問題ないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号１５について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１５について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、受付番号１５について、承認とさせていた

だきます。 

 続きまして、受付番号１６について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号１６、申請地は、国分北■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■平米

です。現況は、市街化調整区域、農業振興地域内の畑です。転用者は、

座間市栗原中央■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■代表■■■■、土地所有者は、■■■■■■の筆が、国

分北■■■■■■■■、■■■■、■■■■■の筆が、国分北■■■■

■■■■、■■■■、転用の目的は、保育所及び放課後学童クラブで

す。権利の種類は、賃借権の設定です。現地の案内図は、資料４－１で

す。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画図の平面図と

断面図、建物の平面図と立面図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  ありがとうございます。それでは、地区委員の意見をお伺いいたしま

す。15番委員。 

【15番委員】  ■■さん、この方は８０を過ぎて大分高齢でございます。息子さんも今

現在まだ勤めておりまして、杉本の生産組合の班長をやっておるんです

が、なかなか耕作までは至っておりません。また、■■さんのほうもほ

とんど今、畑とか耕作地がない状態です。駐車場とか倉庫の賃貸が主で

ございます。双方とも今後継続ではちょっと難しいかなということで、

現在、賃貸もやっておりますので、引き続き賃貸として話がまとまった

ということです。もう１点、■■さん、両方とも、ここの保育というの

は、杉本にはまだなく、また、学童保育の併設も考えられますので、地

元には少しはお役に立つかなということもありまして、話がまとまった



10

ところです。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  譲受人の■■■■■■■■■■■■■■■が農地を転用し、保育所及び

放課後学童クラブを整備したいとの申請です。譲受人は、■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■代表■■■■となっています。この

譲受人は、保育所の開設に合わせ、法人の設立認可を準備しており、現

時点では■■■■■■■という名称になりますが、保育所の建物が完成

する平成２９年４月に法人認可を取得し、社会福祉法人となる予定で、

社会福祉法人として保育所及び放課後学童クラブを運営するという計画

です。海老名市内で特に保育需要が高い北部地域で保育所を開設し、海

老名市の待機児童解消に寄与したいとの考えから、この申請に至ったと

のことです。市街化区域内で適地を探したが、土地の確保が非常に難し

く、鉄道駅から徒歩圏内であることや、公共の運動施設、また、小学校

が近く、交流事業やイベント事業が期待できること、設立予定の社会福

祉法人の役員予定者の所有地であることなどから、申請地を適地と判断

したと理由書が提出されております。 

 資料４－１の左下をご覧ください。農地の立地区分です。農地の立地

の基準は、第３種農地です。これは、市街化区域から申請地まで住宅の

用もしくは事業の用に供する施設または公共施設もしくは公益的施設が

連たんしていることから判断されるものです。第３種農地は、農地転用

が原則として許可となる立地区分です。 

 次に、申請地の周囲の状況を確認したいと思います。資料４－２をご

覧ください。申請地の周囲の状況ですが、申請地の北東、図面で言うと

右側は、水路を超えて宅地、申請地の南西、図面で言うと左側は、市道

１６１号線、申請地の南東、図面で言うと下のほうは、畑と市道２００

７号線、申請地の北西、図面で言うと上のほうは、市道２１号線に囲ま

れた土地です。土地利用計画ですが、申請地の敷地はＬ字型で、その真

ん中部分に建築面積495.78平米、延べ床面積828.52平米の木造２階建て

の保育所建物を建築する計画です。保育所建物の形もＬ字型です。敷地



11

の西側は、砂敷きの園庭とし、敷地の南側はアスファルト舗装の送迎用

駐車場５台分と、駐輪場８台分を設ける計画です 

 次に、断面を確認したいと思います。資料４－３に造成計画図の平面

図があります。この図で、建物を含んで縦に切ってある断面がＤ～Ｄ断

面というところでして、どこを切ってあるかというところを確認してい

ただいたら、資料４－４のＤ～Ｄ断面図をごらんいただければと思いま

す。右側が市道２００７号線というところで、平面図では下になってい

た部分、左側が市道２１号線というところで、平面図では上側に書いて

あったほうです。敷地内の高低差を確認すると、平面図で下に書かれて

いた市道２００７号線からおよそ９メートルまでの部分、駐車場、駐輪

場となっていた部分については、前面道路とおよそ同じ高さ、そこから

階段またはスロープで上がって、保育所建物と園庭は、駐車場部分の高

さからは1.6メートル程度高い高さに造成されます。申請地はもともと傾

斜のある土地ですので、さらに西側の既存の市道２１号線の道路面の高

さからすると、園庭や建物の地盤面は３メートル程度低いという高さに

なります。 

 また平面図に戻って、土地の使い方を確認していただければと思いま

す。資料４－２をごらんいただきながらお聞きいただければと思いま

す。敷地の出入り口部分以外の境界部分には、コンクリートブロック積

みもしくは鉄筋コンクリート造のＬ型擁壁、または建物一体型の土留め

が設置され、この転用による隣接地への土砂の流出、崩壊のおそれはな

いものと考えられます。汚水は、図では下に書いてある市道７号線に敷

設されている公共汚水管に接続して処理することとされていて、また、

雨水は敷地内に２カ所新設される―青く書いてあるところです―浸透

施設に集め、敷地内浸透処理をするとのことです。 

 資料の４－５と４－６には、建物の平面図がついています。保育所の

定員は、６０人以上であるということが必要だそうですが、この保育所

の定員は９０人と計画されています。保育室の広さや建物の規模、園庭

の広さなどについては、保育所の設置基準から９０名の定員というとこ

ろに必要な要件を満たしてあるものとして計画されているそうです。さ
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らに、この申請の計画は、都市計画法の開発の許可をあわせて受けなけ

ればならないものですが、農地転用の許可申請と並行して開発許可申請

の手続が行われていて、現在は県厚木土木事務所で審査が行われている

そうです。現時点では問題なく審査が進んでいるということです。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、また、隣接する農地

と、あと周囲の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむ

なしと思われます。 

 あと、加えて、もう１つです。本件の転用は、■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■としての申請ですが、転用の完了する前に建

物が完成した時点で、社会福祉法人格を取得する予定となっており、完

了時には、今回申請した主体である■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■は、■■■■■■■■■■■と名称が変わってしまってい

るという状態が想定されています。申請時と完了時で名称が違っている

と、農地転用許可に関する手続上は、別の主体が事業を承継するという

許可申請を行わなければならないという仕組みになっております。その

手続上では、農業委員会の定例総会で改めて承認を受ける必要がありま

す。ただ、本件の場合には、社会福祉法人設立のための準備委員会がそ

の社会福祉法人になるというものであり、実質的な主体に変更はなく、

また、施工内容が変わるわけではないことから、その場合には、総会に

よる審議をせず、会長専決処分をすることをあわせて決議いただきたい

と考えています。今回の設立準備委員会としての農地転用許可申請と、

あわせて完了報告前に行われる設立後の社会福祉法人による名称変更の

許可申請、この両方について今回決議いただければと考えております。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。現地調査班長の意見をお伺いいたしま

す。２番委員。 

【２番委員】  きのう、２５日です。見に行きました。写真１でわかるとおり、筆番号

■■■■■の部分につきましては、畑ということで、きれいに耕耘さ

れ、整地されております。そして、高台部分ということで、■■■■

■、これにつきましては、家庭菜園に貸し出ししているような状況で、
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高台に何筆か区切ってありました。隣接の農地につきましては、コの字

型に囲まれた部分が２筆あるということで、これについての土砂関係に

ついては、設計図面であるとおり、Ｌ字側溝によって、かなり高いＬ字

溝になると思うんですが、土砂の流入が防げるということで、特に問題

ないと思われます。また、建物の関係でも、農地が南側ということで、

日照のほうの影響もこれはないということで、特に現地調査の部分では

問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございました。受付番号１６についての質疑をお受けいたし

ます。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見をお伺いいたします。意見はございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただくわけでございますが、先ほど事務局か

ら説明がありましたとおり、本日の審議におきましては、■■■■■■

■■■■■■■■■■■■という形で申請が出ております。しかるに、

後日、法人の設立をし、そして、法人格を取得したときには、今回ご審

議いただいたことが次の法人格に継承するという前提で採決をさせてい

ただきたいと思います。そして、その採決をいただきます前に、継承し

たときに再審査をしなくて、会長の専決処分ということで処理をさせて

いただくということもあわせまして、皆さん方の判断を仰ぎたいと思い

ます。それを含めましての採決だというふうに思ってください。という

ことで、採決をとらせていただきます。 

 受付番号１６について、承認の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、今の専決処分も含めまして、ご承認をいた

だいたということで、承認をさせていただきます。 

 次に、議案書８、９ページ、日程第３、議案第４６号 相続税の納税

猶予に関する適格者証明についてを議題といたします。 

 受付番号２、３については、関連がありますので、一括して事務局か
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ら提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  相続税の納税猶予に関する適格者証明については、相続税の納税猶予の

特例の適用を受けようとするときに税務署へ提出する書類の１つです。

相続人の要件は、相続税の申告期限までに相続か遺贈により取得した農

地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる個人で

あること、被相続人の要件は、死亡の日まで農業を営んでいた個人であ

ることです。被相続人が老齢や病弱のため、住居及び生計を一つにする

親族に経営を移譲していた場合には、その被相続人が死亡の日まで農業

を営んでいた個人に該当するものとみなすことになっています。 

 議案書８ページをご覧ください。受付番号２、被相続人は、大谷南■

■■■■■■■、■■■■、相続開始年月日、平成２８年６月３日、申

請人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、生年月日、■■■■■■

■■■■、続柄は、長男、職業は、農業です。特例農地等の明細です

が、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、市街化区域内、■■■

■■■平米です。筆としては、■■■■■平米の土地ですが、これに相

続にかかる持分を掛けて、この特例上は■■■■■■平米という表記に

なります。生産緑地の畑です。１０月１２日に事務局で現地確認をした

ところ、この筆において適正に農地として管理されておりました。ま

た、平成２８年の農家基本台帳では、■■■■さんは農家の経営主とし

て登載されていました。特に問題ないと思われます。 

 続きまして、受付番号３でございます。被相続人は、大谷南■■■■

■■■■、■■■■、相続開始年月日、平成２８年６月３日、申請人

は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、生年月日は、■■■■■■■

■■■■、続柄は、孫、職業は、農業です。特例農地等の明細ですが、

大谷字■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、田、市街化調整区域、

■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりです。農振農用地区域内の畑と

農業振興地域内の畑です。こちらも１０月１２日に事務局で現地確認を

したところ、全ての筆において適正に農地として管理されておりまし

た。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  ■■■■さんが亡くなられて、その長男である■■■■さん、■■さん

は認定農業者でもあり、地域の農業の重要な担い手の一人でもありま

す。さらに、その■■さんの長男である■■さんも一緒に家庭内で農業

に取り組んでおられます。特に問題はないかと思われます。 

【議  長】  ありがとうございます。受付番号２、３について、質疑のある方。ござ

いませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決は、２、３、別々にさせていただきたいと思います。 

 最初に、受付番号２について、承認とされる方の挙手をお願いいたし

ます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号２については、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、受付番号３について、採決をさせていただきたいと思い

ますが、３につきまして、承認とされる方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号３については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１０ページから１３ページ、日程第４、議案第４７号 

引き続き農業を行っている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号１４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、３年ごとに

引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必

要なものです。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている農地

を農地としてやってきたかという部分を農業委員会が証明します。 

 受付番号１４、被相続人は、下今泉■■■■■■、■■■■、相続人

は、下今泉■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間
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は、平成２５年１０月２６日から平成２８年１０月２６日までです。特

例農地等の明細ですが、下今泉■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳

地目、畑、市街化区域内、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりで

す。全て市街化区域内、生産緑地の畑で、合計、■■■平米です。事務

局で１０月１２日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理され

ていました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１４について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１４について、承認の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、受付番号１４について、承認とさせていた

だきます。 

 続きまして、受付番号１５でございますが、５番委員が関係人とし

て、農業委員会に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますの

で、本案件の審議終了まで退席をお願いいたします。 

        （５番委員退席） 

【議  長】  事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１５、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人は、

大谷南■■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期

間は、平成２５年１０月２６日から平成２８年１０月２６日までです。

特例農地等の明細ですが、大谷南■■■■■■■■、現況地目、畑、台

帳地目、畑、市街化区域内、■■■■■平米、ほか７筆、議案書のとお

りです。全て市街化区域内、生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米で

す。事務局で１０月１２日に現地調査をしたところ、農地として適正に

管理されていました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  受付番号１５について、質疑を受けます。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますから、採決をさせていただきます。 

 受付番号１５について、承認とされる方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１５につきましては、承認と

させていただきます。 

 ５番委員にお戻りいただきたいと思います。 

        （５番委員着席） 

【議  長】  続きまして、受付番号１６について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号１６、被相続人は、社家■■■■■■、■■■■、相続人は、

社家■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成

２５年１０月２６日から平成２８年１０月２６日までです。特例農地等

の明細ですが、社家字■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、市街化区域内、■■■平米です。市街化区域内の生産緑地の畑で

す。事務局で１０月１２日に現地調査をしたところ、農地として適正に

管理されていました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１６について、承認の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１６については、承認とさせ

ていただきます。 
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 続きまして、受付番号１７について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号１７、被相続人は、杉久保■■■■■■、■■■■■、相続人

は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行ってい

る期間は、平成２５年３月２９日から平成２８年１０月２６日までで

す。特例農地等の明細ですが、杉久保北■■■■■■■■■■、現況地

目、畑、台帳地目、畑、市街化区域内、■■■平米、市街化区域内、生

産緑地の畑です。事務局で１０月１２日に現地調査をしたところ、農地

として適正に管理されていました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。受付番号１７について、質疑のある

方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、受付番号１７について、承認とされ

る方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１７については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書１４ページでございます。６．そのほか、法に基づく許

認可等の審議によらない案件を案件といたします。 

 （１）農地造成工事施工届出書について（報告）を案件といたしま

す。 

 受付番号４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地造成というのは、農地の盛り土、切り土等によって農地等の形質を

変更することを言いますが、海老名市内では、軽易な農地造成を行う場

合には、海老名市農地造成工事指導要綱に規定する届け出を出していた

だくこととしています。具体的には、1,000平米以下で高さ１メートル以

下の盛り土、切り土であって、かつ耕作の中断期間が３カ月未満のもの
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についてでございます。 

 受付番号４、申請地は、上河内字■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。農業振興地域

内の田です。土地所有者は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、施

工業者は、厚木市緑ヶ丘■■■■■■■■、■■■■代表■■■です。

本件土地を畑として利用するため、田から畑への盛り土の届け出です。

申請地の地図は、資料５－１にございます。また、資料５－２には、工

事の計画図をお配りしています。本件については、申請者から、良質な

土がなくなる前に入れたいとの申し出があり、地区担当の19番委員、ま

た、会長の１番委員と相談した結果、１０月７日に専決処分をさせてい

ただいておりまして、現場は現在、施工中です。事後ではございます

が、報告させていただきます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。19番委員。 

【19番委員】  農業委員会事務局と現地で確認いたしました。施工以前の状況は田んぼ

でしたが、稲作は作付されておりませんでした。特に問題はないかと思

います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  申請地周辺の状況を説明させていただきたいと思います。資料５－１の

案内図と写真をご覧ください。場所は、上河内字■■地内の田で、申請

地の北と西は田んぼ、東側と南側にはそれぞれ市道があるといった立地

の条件の土地です。現在の田んぼを畑として使用するという目的のた

め、造成工事の届け出が提出されました。 

 資料５－２をご覧ください。現況からおよそ７５センチの盛り土をす

る計画です。申請地前面の道路からは３０センチの高さに盛り土をする

計画です。北側、西側、南側の隣地との境界部分は、境界から５０セン

チセットバックして、セットバックする部分は、現況の田の高さのまま

として、その部分を使って、北側隣接田の排水を行わせるとのことで

す。高低差は、のり面により処理されますが、のり面の下には、鋼板の

土留めを設置する計画です。東側の市道との境界部分も境界より５０セ
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ンチ下がってのり面をつくることとしていますが、セットバックするの

ではなくて、セットバックする部分は市道よりも５センチ低い高さまで

盛り土をする計画です。土は、厚木市の下古沢から持ってくるとのこと

です。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  現調をいたしました。それで、この図面どおりということで、現況は盛

り土がありまして、赤土が盛ってありました。ただ、この図面の中で見

ると、道路面からこの図面上だと３５センチということなんですが、現

況を見た感じで、正式にははかっていないんですが、盛り土がちょっと

高いんじゃないかということで、土もまだ畑のような土じゃないし、赤

土がそのまま置いてあるだけなので、畑と利用するにはもう少し改善が

必要じゃないかなと思います。途中なので、完成状況じゃないので、何

とも言えませんが、その辺、事務局のほうでよく確認していただければ

と思います。 

 以上です。 

【議  長】  受付番号４について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますが、４につきまして、ご異議のある方はい

らっしゃいませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議もないようでございますから、受付番号４については、了承とさ

せていただきます。 

 続きまして、受付番号３－２について、事務局から提案説明をお願い

いたします。 

【主  事】  受付番号３－２、これは、第６回定例総会で皆様にご審議いただき、承

認された農地造成計画について、施工の計画に変更はないのですが、施

工業者がかわるという届け出を受けたというものです。 

 申請地は、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、

田、■■■■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。土地の所有者
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は、中野■■■■■■■■■、■■■、施工業者は、綾瀬市吉岡■■■

■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■■、改良内容は、田

から畑への盛り土です。こちらについては、施工の計画に変更がないこ

とから、１０月１９日付で専決処分で施工業者の変更というものを承認

しております。これも事後ではございますが、報告をするものでござい

ます。資料は、資料６－１と資料６－２に、６月に審議していただいた

ときと全く同じ資料がついております。ただ、６月に審議していただい

たときと全く同じ計画でやるということですので、専決処分で承認して

おります。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。受付番号３－２につきましては、さきに

専決処分をさせていただいているということでございます。これにつき

まして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようですから、ご異議のある方。いらっしゃいませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議もないようでございますから、受付番号３－２については、了承と

させていただきます。 

 次に、議案書１５ページから１７ページでございますが、（２）農地の

一時使用についてを案件といたします。 

 受付番号４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  公共工事に伴う農地の一時使用で許可不要案件としての報告です。 

 受付番号４、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、畑、

台帳地目、田、■■■平米、ほか２４筆、議案書のとおりです。所有者

は、本郷■■■■■■、■■■、ほか９名、議案書のとおりです。使用

者は、国分北■■■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■

■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、

本郷地区農業基盤整備促進事業整備工事（第１工区Ｂ路線）、目的は、作

業スペースとして使用するためです。使用期間は、平成２８年１１月１

４日から平成２９年３月３１日までです。資料７－１に現地の案内図と
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写真、７－２に計画の全体図、７－３に土地利用計画図及び被害防除の

図面を配付しておりますので、ご確認ください。 

 こちらの申請につきまして、特に問題はないと思われます。この場で

委員の皆様にご了承していただきましたら、申請を受理いたしまして、

受理した旨の通知を送らさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。12番委員。 

【12番委員】  これは市の工事だということで、皆さん、了承してあるということで、

特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  受付番号４につきまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますが、それでは、ご異議のある方。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  いらっしゃらないようでございます。それでは、受付番号４について

は、了承とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  議案書は１８ページをご覧ください。受付番号５、申請地は、中河内字

■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、田、■■■平米です。

所有者は、中河内■■■■■■、■■■■、使用者は、国分北■■■■

■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■■、事業主は、勝瀬

１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、公共下水道４０分区枝

線工事（その１）、目的は、資材置場として使用するためです。使用期間

は、平成２８年１０月３１日から平成２９年１月３１日までです。こち

ら、資料８－１に現地の案内図と写真、８－２に土地利用の計画図を配

付しておりますので、ご確認ください。 

 この申請につきましても、特に問題はないと思われます。 

 同じように、この場で委員の皆様にご了承していただきましたら、申

請を受理いたしまして、受理した旨の通知を送らせていただきたいと思
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います。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を求めます。９番委員。 

【９番委員】  公共下水道の工事ということで、資材を置くということで、期間限定の

使用ですので、問題ないというふうに思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号５について、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号５について、異議のある方。ありませんね。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、異議もないようでございますから、受付番号５については、

了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１９ページでございますが、（３）非農地証明書の証明願

いによる専決処分についてを案件といたします。 

 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法は現況主義をとっておりますが、登記簿上の地目が農地でありな

がら、現況は農地以外のものになっており、現況が農地法に規定する農

地に該当しないと認められる土地については、農業委員会が農地法に定

める農地ではないという証明をすることができることになっています。

この証明が、非農地証明です。非農地の定義は、農地に復元することが

著しく困難であること、転用後の年数が基本的に１０年以上であるこ

と、現在農地だったとして、転用許可を受けることのできる立地や目的

などの条件であること、周辺の農地の営農条件に支障が生じていないこ

となどの要件がありまして、全ての要件にかなう場合にのみ証明を出す

ことができます。 

 議案書１９ページをご覧ください。受付番号５、申請地は、本郷字■

■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米です。申請者は、本郷

■■■■■■■■■、■■■■、現在の状況ですが、建物の敷地として

使用されていました。現地の案内図及び写真は、資料９にございますの

で、ご覧ください。 
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 土地の経過ですが、地権者の■■■■さんの祖父の代、約１００年ほ

ど前と聞いておりますが、そのころから住宅が建っており、昭和４４年

に一度建てかえを行い、平成元年には増築をし、現在の使い方となって

いるそうです。貸家として知人に貸していたということもあったそうで

すが、筆の全部を当時から現在まで宅地として使用しており、一部でも

農地であった事実はないとのことです。また、建築当時を詳しく知る方

は既に他界しており、経緯の詳細はわからない状態だと聞いておりま

す。当該申請地は農地転用の許可を受けた経緯がありません。１０月３

日に、３番委員、16番委員、13番委員と事務局職員とで現地確認調査へ

行き、現況は農地として利用されておらず、建物の敷地として利用され

ていることを確認しました。また、固定資産の所有証明を確認し、転用

後の経過年数が１０年以上であることを客観的な資料でも確認しており

ます。そのほかの要件も満たしているということを確認し、これらの状

況から、当該地は非農地に該当すると判断し、非農地であることを証明

いたしました。 

 以上、報告いたします。 

【議  長】  農地小委員会委員長の３番委員の意見を求めます。 

【３番委員】  １０月３日に現地調査へ行きました。この土地は南側が道路、その土地

の周りはみんな住宅が建っておりました。したがって、問題はないとい

うふうに思われます。 

【議  長】  受付番号５について、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  いないようでございます。では、ご異議のある方。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議もないようでございますから、受付番号５について、了承とさせて

いただきます。 

 次に、議案書２０ページから２３ページでございます。（４）農地転用

届出による専決処分についてを案件といたします。 

 農地法第４条の受付番号２６、２７の２件、農地法第５条の受付番号

３０から３７の８件について、一括して事務局から説明をお願いいたし
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ます。 

【主  事】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されていますが、

市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合に

は、許可を要しないこととなっています。それを定めているのが農地法

第４条第１項第７号と農地法第５条第１項第６号です。 

 議案書２０ページをご覧ください。農地法第４条第１項第７号の規定

による届出です。届出期間につきましては、平成２８年９月１日から９

月３０日までの間に届出がされたものです。 

 受付番号２６と２７の２件で、田、２６９平米、畑、１２０平米、合

計、３８９平米です。 

 続きまして、議案書の２１ページから２３ページまでをご覧くださ

い。農地法第５条第１項第６号の規定による届出です。届出期間につき

ましては、同じく平成２８年９月１日から９月３０日までの間に届出が

されたものです。受付番号３０から３７までの８件で、田、２２６平

米、畑、2,277平米、合計、2,503平米です。以上、これらにつきまし

て、専決処分で受理したことを報告いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号２６と２７の２件、受付番号３０から３７の８件について、一

括して質疑を受けさせていただきたいと思いますが、質疑のある方。ご

ざいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、受付番号２６、２７の２件、受付番号３０から３７

の８件について、一括して了承させていただきたいと思いますが、ご異

議のある方。いらっしゃいますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議もないようでございますから、一括して了承させていただくこと

にさせていただきます。 

 次に、議案書２４、２５ページでございますが、（５）農地法第３条の

３第１項の規定による届出についてを案件といたします。 
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 受付番号１３、１４については、関連がありますので、一括して事務

局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  相続など、農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権利

を取得した者は農業委員会にその旨を届け出なければならないことにな

っています。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があった

場合のみ、現地調査をいたします。 

 議案書２４ページをご覧ください。受付番号１３は、大谷の■■■■

さんの死亡による相続です。受付番号１３、権利を取得した者は、大谷

南■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２８年６月

３日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委

員会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在で

すが、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■■■平米、相

続した持分、２分の１です。 

 続きまして、受付番号１４です。受付番号１４も、大谷の■■■■さ

んの死亡による相続です。受付番号１４、権利を取得した者は、大谷南

■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２８年６月３

日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員

会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在です

が、大谷字■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか４筆、議案

書のとおりです。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、一括して質疑を受けさせていただきます。質疑のある方。ご

ざいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号１３、１４につきまして、一括して了承にご異議の

ある方。いらっしゃいますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございますから、１３、１４につきまして、一括して了承さ

せていただきます。 

 続きまして、受付番号１５について、事務局から説明をお願いいたし
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ます。 

【主  事】  受付番号１５は、社家の■■■■■さんの死亡による相続です。受付番

号１５、権利を取得した者は、社家■■■■■、■■■■、権利を取得

した日は、平成２７年１月１２日、権利を取得した事由は、相続、取得

した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん等の希望は、なしで

す。届出に係わる土地の所在ですが、社家字■■■■■■、現況地目、

田、■■■平米、相続した持分、３分の１です。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１５につきまして、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、承認とすることにご異議のある方。いらっしゃいますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号１５について、了承とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆さんから何かございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありませんか。 

 ほかにないようでございますので、２番委員から閉会の挨拶をお願い

いたします。 

【２番委員】  本日は長時間、慎重な審議、ありがとうございました。第１０回定例総

会をこれにて閉会いたします。ありがとうございました。 

（終了 午後２時４５分） 


