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上士幌町農業委員会 
 



 

 

平成２８年度 第１回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 平成２８年４月２６日（火）午後２時００分～午後３時１０分 

 

２．開催場所 上士幌町議会委員会室 

 

３．出席委員（１１名） 

１番  福 澤 寛 幸     ７番  石 川 信 幸 

２番  山 本 弘 一     ８番  齋 藤 哲 也 

３番  大 井 隆 行     ９番  橋 本 正 則 

４番  菅 原   研    １０番  髙 木 裕 巳 

５番  早 坂   均    １１番  佐 藤   清 

６番  阿 部   修    １２番  早 坂 晴 雄      

      

４．欠席委員（ １名）         

     

５．議事日程 

日程第１  開会宣言 

日程第２  会長挨拶 

日程第３  議事録署名委員の指名 

日程第４  報告事項 

        １   農業委員会活動報告 

        ２   農地中間管理機構事業申出書について 

３   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

４   その他 

 

日程第５  協議事項 

         １   農地のあっせんについて 

         ２   農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更につい

               て 

３   その他 

 

日程第６  審議事項 

      議案第１号 現況証明願について 

      議案第２号 農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による

農用地利用集積計画の決定について  

 

日程第７  その他 

１   農業委員会協議会会計・新聞会計・特別会計収支 

決算報告及び監査報告について 

２   今後の日程について 

３   その他    

 



 

 

６．農業委員会事務局職員 

     事務局長    髙 橋   智 

     事務局主査   佐々木   幹 

     事務局主査   櫻 井 淳 史 

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

      ２番  山 本 弘 一 

      ３番  大 井 隆 行 

 

                                       

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○１１番（佐藤代理） 

皆さん、こんにちは。 

開会前に本日の出席状況を報告いたします。 

今日は、１番福澤寛幸委員より欠席との連絡を受けておりますが、上士幌町農業

委員会会議規則第８条の規定により出席委員が定数に達しておりますので、総会

が成立していることを宣言いたします。 

それでは、只今より平成２８年度第１回農業委員会総会を開催いたします。は

じめに、会長より挨拶をお願いいたします。 

                                       

 

◎日程第２ 会長挨拶 

 

○議長（早坂会長） 

皆さん、こんにちは。 

あちらこちらでトラクターの音が聞こえてきまして、段々、気もせわしくなっ

てきたような気がします。今日は、頭を切り替えてもらって、こちらの総会に、

集中していただきなと思います。それでは今日は、よろしくお願いいたします。 

                                       

 

◎日程第３ 議事録署名委員の指名 

 

○議長（早坂会長） 

それでは、日程第３、議事録署名委員の指名を行います。２番山本弘一委員、

３番大井隆行委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項１ 農業委員会活動報告 

 

○議長（早坂会長）  



 

 

これより議事に入ります。はじめに、日程第４、報告事項１、農業委員会活動

報告について、事務局長より報告願います。 

 

○事務局（髙橋事務局長）  

それでは、私の方から３月中の農業委員会の活動状況についてご報告いたしま

す。 

 

【報告事項１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

    以上で３月の活動報告とさせていただきます。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局長より３月中の活動状況について報告がありましたが、何かご質

問ございますか。 

 

         （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

ないようですので、報告事項１はこれで終わります。 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項２ 農地中間管理機構事業申出書について 

 

○議長（早坂会長）  

次に報告事項２、農地中間管理機構事業申出書について事務局より報告お願い

します。 

 

○事務局（櫻井主査）  

報告事項２、4月現在の中間管理機構事業申出書について報告いたします。 

 

【報告事項２について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、報告事項２とさせていただきます。 

 

〇議長（早坂会長） 

この、只今、事務局より農地中間管理機構事業申出書について報告がありまし

たが、何かご質問ございますか。 

 

         （「なし」の声） 

 

ないようですので、報告事項２はこれで終わります。 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項３ 農地法第１８条第6項の規定による通知について 



 

 

 

○議長（早坂会長）  

次に報告事項３、農地法第１８条第６項の規定による通知についてを事務局よ

り報告お願います。 

 

○事務局（櫻井主査）  

賃貸借の合意解約をした旨、農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条

の規定に基づき通知がありましたので報告いたします。 

 

【報告事項３について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、報告とさせていただきます。 

 

○議長（早坂会長）  

今、事務局より報告のありました使用貸借及び賃貸借の合意解約についてご質

問はありませんか。 

 

         （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

ないようですので、報告事項３はこれで終わります。 

 

  

                                       

 

◎日程第４ 報告事項４ その他について 

  

○議長（早坂会長）  

次に報告事項４、その他についてこちらからはございませんが、皆さんから何

かございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、報告事項は、これで終わります。次に移ります。    

   

                                       

 

◎日程第５ 協議事項１ 農地のあっせんについて 

  

○議長（早坂会長）  

日程第５、協議事項１、農地のあっせんについてを、議題といたします。事務

局から提案理由の説明をお願いします。 

 



 

 

〇事務局（櫻井主査） 

９ページ協議事項１、農地のあっせん申し出がありましたのでご協議願いま

す。 

 

【協議事項１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、説明とさせていただきます。ご協議の上、お認めくださいますようお

願いいたします。 

  

○議長（早坂会長）  

   只今、事務局より協議事項１について提案理由の説明がありましたが、この件

について、ご意見等ございますか。 

２番 山本委員。 

 

○２番（山本委員） 

あの、何ら問題はないんですけど、今後、多分、農地委員会でこのあっせんに

ついて協議すると思うんですけども、このあっせんする土地、52,693平米の中

に、耕作農道って入ってなかったですか。それで、耕作農道は農地ではなく耕作

農道として、多分７２９辺りが住宅の宅地かなと思うんですけども、ずっと、あ

の、東17線、じゃなくてあっせんする畑の頭まであると思うんで、そのへんは

農地委員会できちんとしたかたちで、あとからトラブルが起こったら困るんで、

あるものはあるということで、現地調査をお願いしたいなということでありま

す。 

 

○議長（早坂会長） 

そのほか、ご意見ございませんか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項１については、農地委員会に付託して進めること

に決定いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、協議事項１については、農地委員会に付託して進めることに

決定いたしました。髙木農地委員長よろしくお願いします。 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項２ 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更につ

いて 

  

○議長（早坂会長）  



 

 

次に協議事項２、農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更についてを議題

といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査） 

11ページ協議事項２、農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更について

上士幌町より、事前協議がありましたので、その内容の可否についてご協議お願

います。 

 

【協議事項２について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、説明とさせていただきます。ご協議の上、お認めくださいますようよろ

しくお願いいたします。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局より協議事項２の提案理由の説明がありましたが、ここでご意見

を伺います。今回は農用地区域からの除外が２件、用途区分の変更が２件出され

ております。はじめに、農用地区域からの除外に係る案件です。番号１○○○○

氏についてご意見等ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、番号１については原案どおり農用地区域からの除外を認め

ることとして決定したいと思いますが、これにご異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

 

〇議長（早坂会長） 

次に番号２○○○○氏についてご意見等ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、番号２については原案どおり農用地区域からの除外を認め

ることとして決定いたしたいと思いますが、これにご異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

 



 

 

 

〇議長（早坂会長） 

次に用途区分の変更に係る案件です。番号３、○○○○氏についてご意見ござ

いますか。 

２番 山本委員。 

 

○２番（山本委員） 

あの異議はないんですけど、これちょっと地図がね、あの、航空写真があれば

いんだけど、牛舎がどこにあって、住宅あって、申請地がここにあるっていうの

はわかるんだけど、分かりづらい、もうちょっと親切にここにこう作るって、周

りが見えなくて、この黒くなってるとこはなんなんですか。 

 

○議長（早坂会長） 

事務局、お願いします。 

 

○事務局（櫻井主査） 

    黒くなってるところは、保安林ですとか、採草放牧地ですとか、農業用施設

用地なんですが、あくまでも転用じゃなくて、農振の変更なので、山本委員が

おっしゃる配置については、従来であれば転用の案件のときに図面が添付され

るのですが、今回これは先行して、農振の変更がだされてまして、先程ご説明

したとおり、農地転用はあとからになるものですから、今回非常に分かりにく

いかたちになってしまっており、配慮が欠けてしまって申し訳なく思っており

ます。分かるかたちのものをお持ちしましょうか。 

 

○事務局（櫻井主査） 

暫時休憩お願いします。 

 

○議長（早坂会長） 

暫時休憩いたします。 

 

○議長（早坂会長） 

休憩前に引き続き、会議を開きたいと思います。 

 

 

○議長（早坂会長） 

事務局、お願いします。 

 

○事務局（櫻井主査） 

すいません、お待たせしました。この資料の申請地の周りの灰色の部分は、全

部農業用施設用地で現在使われている分となっております。そして、申請地を今

回、現行畑となっておりますので、これを施設用地としたい旨の申請となってお

ります。以上です。 

 

○議長（早坂会長） 



 

 

よろしいですか。他にございませんか。 

 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、番号３については原案どおり用途区分の変更をを認めるこ

ととして決定いたしたいと思いますが、これにご異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

 

 

〇議長（早坂会長） 

次に番号４、○○○○氏についてご意見等ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、番号４については原案どおり用途区分の変更を認めること

として決定いたしたいと思いますが、これにご異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

 

 

                                     

 

◎日程第５ 協議事項３ その他 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項３、その他について、こちらからはございませんが、皆さんから

何かございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項はこれで終わります。次に移ります。 

                                      

 



 

 

◎日程第６ 審議事項 議案第１号 農現況証明願について 

 

○議長（早坂会長）  

次に日程第６、審議事項、議案第１号現況証明願についてを議題といたしま

す。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

北海道農地法関係事務処理要領の規定に基づき、土地の現況証明交付申請があ

りましたので証明書を交付したく、審議を求めます。 

 

【議案第１号について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定をいただきますよう

お願いいたします。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局より議案第１号についての、提案理由の説明がありましたが、こ

こでご意見を伺います。ご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、議案第１号については、農業政策委員会に付託して審議し

ていただくこととしますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、農業政策委員会に付託することといたします。齋藤農業政策

副委員長、よろしくお願いします。 

ここで暫時休憩いたします。 

 

（午後２時３１分） 

                                       

 

○議長（早坂会長） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後２時３７分） 

○議長（早坂会長） 

それでは、齋藤農業政策副委員長より審議結果の報告をお願いします。 

 

○２番（齋藤委員） 

ただいま、農業政策委員会を開きまして、現況証明の願ということで提出され

たものにつきましては、政策委員会として認めたいということになりましたので



 

 

ご報告申し上げます。以上でございます。 

 

〇議長（早坂会長） 

只今、齋藤農業政策副委員長から報告がありましたが、議案第１号についてご

意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

ないようですので、議案第１号については申請どおり認めてることとしたいと

思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり認めることといたします。 

                                       

 

◎日程第６ 審議事項 議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定による農用地利用集積計画の決定について 

 

○議長（早坂会長） 

次に、日程第６、審議事項、議案第２号、農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項の規定による、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事

務局より提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

４２ページ議案第２号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、上士幌町長より決定の求められた、農用地利用集積計画について議決を求め

ます。 

【議案第２号について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定をいただきますよう

お願いいたします。 

 

 

○議長（早坂会長） 

只今、事務局より議案第２号について提案理由の説明がありましたが、ここ

でご意見を伺います。今回は、賃借権の設定が１９件出されております。はじ

めに番号１についてご意見を伺います。ご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 



 

 

    ないようですので、番号１については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号２についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号２については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号３についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号３については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号４についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号４については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号５についてご意見ございますか。 



 

 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号５については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号６につきましては、髙木裕巳委員に関係する案件ですので、議決権

を停止し、在席のままお諮りいたしたいと思います。番号６についてご意見ご

ざいますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号６については、使用貸借権を設定することとして決

定いたしたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

ここで髙木裕巳委員の議決権停止を解除します。 

次に番号７についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号７については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号８についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 



 

 

    ないようですので、番号８については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号９についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号９については、賃借権を設定することと決定いたし

たいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１０についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１０については、賃借権を設定することと決定いた

したいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１１についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１１については、賃借権を設定することと決定いた

したいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１２についてご意見ございますか。 



 

 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１２については、賃借権を設定することとして決定

いたしたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１３についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１３については、賃借権を設定することとして決定

いたしたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１４についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１４については、賃借権を設定することと決定いた

したいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１５についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１５については、賃借権を設定することと決定いた

したいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 



 

 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１６についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１６については、賃借権を設定することと決定いた

したいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１７についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１７については、賃借権を設定することと決定いた

したいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に使用貸借権の設定でございます。番号１８についてご意見ございます

か。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１８については、使用貸借権を設定することとして

決定いたしたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

次に番号１９についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 



 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１９については、使用貸借権を設定することとして

決定いたしたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

 

                                       

  

◎日程第７ その他 １農業委員会協議会会計・新聞会計・特別会計収支決

算報告及び監査報告について 

 

○議長（早坂会長） 

次に日程第７、その他に移ります。事務局より説明願います。 

 

○事務局（佐々木主査）  

４７ページ、農業委員会協議会会計・新聞会計・特別会計の収支決算を報告い

たします。 

 

【その他１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上で収支決算の報告とさせていただきます。 

 

○議長（早坂会長）  

監査報告をお願いいたします。 

 

〇６番（阿部委員） 

 

【その他１の監査報告について、議案書をもとに朗読】 

 

以上です。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、監査報告が終わりました。 

これに対して何か質問、意見ございますか。 

 

         （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

なければ、次に移ってよろしいでしょうか。 

 

         （「はい」の声） 



 

 

                                       

  

◎日程第７ その他 ２今後の日程 

 

○議長（早坂会長） 

今後の日程について事務局より説明願います。 

 

○事務局（佐々木主査）  

５０ページ５月の日程について主な内容についてご説明いたします。 

 

【５月の日程について朗読、説明】 

 

〇議長（早坂会長） 

日程について、意見、質問ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

無いようでしたら、次に、その他 

（事務局）髙橋局長 

 

○事務局（髙橋局長） 

   昨年の１２月の佐々木守議員の一般質問に係る件で、会長から、今後の土地の

流動化について意向調査をするという答弁もしておりますので、それを踏まえ

て、総会の場でもご意見をいただいたところですけれども、協議会的なものを作

って対応していった方がいいということもありましたので、その協議会の設立に

向けて、準備といいますか、打合せをさせていただきました。参集者としまして

は、ＪＡから齋藤専務と辺見常務、町からは佐藤農林課長、農業委員会からは三

役と、議会の関係で山本委員、あと、私と櫻井主査が出席をしております。その

中で、やはり協議会を作って進めた方がいいという話になりまして、なんとか５

月中に協議会を設立して、今後の１０年の間に離農も含めてどのくらいの土地が

出てくるのかということもあり、意向調査を最優先に行っていった方がいいとな

り、これを踏まえてどういうことができるのかそれぞれ協議していく場として５

月中に協議会を設立していきたいと考えています。メンバーにつきましては、先

程のＪＡ、町、農業委委員会で、ＪＡからは齋藤専務、辺見常務、町からは千葉

副町長と佐藤農林課長、農業委員会からは三役、事務局、議会もですね、産業経

済建設常任委員会の方で農地に関することということで、所管事務調査事項にな

ってますので、議会からも設立メンバーの中に入ることも想定しまして、この部

分は山本委員長と議会の方に対応についてはお願いしたいなと考えております。

というところをご報告させていただきます。 

 

○議長（早坂会長） 

皆さんからご質問ございませんか。 

 



 

 

（「なし」の声） 

 

ないようですので、総会を閉じさせていただきます。 

                                       

 

◎ 閉会宣言 

 

○議長（早坂会長） 

これをもって、平成２８年度第１回農業委員会総会を閉会いたします。どうも

ご苦労さまでした。 

 

                    （閉会時刻 午後３時０４分） 

 

 


