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令和３年度第９回あわら市農業委員会定例総会議事録 

 

１．開催日時  令和３年12月23日（木）午後１時30分から２時14分まで 

２．開催場所  あわら市役所 ３階 全員協議会室 

３．出席委員（13人） 

   会長     11番 坪田 清孝 

   会長職務代理 ７番 丸谷 浩二 

   委員     １番 谷川 聡志 

３番 長田奈津子 

４番 林  惠子 

５番 辻下 義雄 

６番 竹内 和之 

８番 森  雅規 

10番 北  廣見 

12番 伊藤 守男 

13番 上田 幸治 

14番 森川 嘉昭 

16番 澤田 宗男 

４．欠席委員（２人） 

   委員     ２番 長谷川太佑 

15番 南坂 覚則 

 

５．議事日程 

第１  開会 

第２  会長挨拶 

第３  業務報告 

第４  議事録署名人の指名 

第５  議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２号 現況証明願について 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画

について 

報告第１号 電気通信事業施設等の設置届出の報告について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

報告第３号 農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報告に

ついて 
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第６  その他 

（１）１月の農業委員会定例総会開催予定について 

（２）その他 

第７  閉会 

 

６．事務局  局長  東  俊行 

同補佐 宮川 豊一 

主査  松村 邦弘 

主事  伊藤 祥恵 

 

７．会議の概要 

◇ 開会宣言 

局  長： 皆様、お疲れさまです。定刻となりましたので、ただいまより令和３年度第９回

の農業委員会定例総会を始めさせていただきます。まず最初に、会長のほうよりご

挨拶お願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶 

     【会長 挨拶】 

 

◇ 定足数の確認 

事 務 局： それでは、本日の出席状況を報告します。委員総数25名中、本日の出席委員は20

名です。なお、２番長谷川委員、15番南坂委員、推進委員の朝倉委員、堀川委員、

坂井委員から欠席の届出がございました。したがいまして、委員総数の過半数のご

出席をいただいておりますので、農業委員会等に関する法律第27条第３項の規定に

より、この会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 

◇ 業務報告 

事 務 局： 続きまして、日程第３「業務報告」を申し上げます。 

     【業務報告の朗読及び説明】 

 これからの進行は坪田会長にお願いいたします。 

 

◇ 議事録署名人の指名 

議  長： それでは、日程第４「議事録署名人の指名」を行いたいと思います。本日の議事

録署名人は、４番林委員、５番辻下委員の両名にお願いをしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 



3 

◇ 議  事 

議  長： それでは、日程第５、議事に入りたいと思います。 

 

◇ 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議  長： まず、議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請について」、事務局の説

明を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請について」、ご説明させ

ていただきます。２ページをご覧ください。 

 今回、案件としては２件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、譲渡人は市姫四丁目にお住まいの〇〇〇〇さん、譲受

人は福井市高柳二丁目の株式会社〇〇〇でございます。申請の土地につきましては

市姫四丁目地係で、登記地目は田、面積は509㎡でございます。用途につきましては

宅地造成でございます。事由につきましては、譲受人は不動産業を営む法人であり、

申請地に３区画分の宅地を造成したいとのことでございます。権利の種類につきま

しては所有権の移転で、こちらの農地区分につきましては、都市計画法上の用途区

域内の農地ということで第３種農地でございます。第３種農地につきましては原則

転用が可能となっております。場所につきましては３ページ、計画図につきまして

は４ページをご覧ください。 

 続きまして、番号２番につきましては、譲渡人は大溝一丁目にお住まいの〇〇〇

〇さん、譲受人は花乃杜四丁目にお住まいの〇〇〇さんでございます。申請の土地

につきましては大溝一丁目地係で、登記地目は畑、面積は225㎡でございます。用途

につきましては個人用住宅でございます。事由につきましては、譲受人は所有権を

移転し、申請地に個人用住宅を建築したいとのことでございます。権利の種類につ

きましては所有権の移転で、こちらの農地区分につきましては、都市計画法上の用

途区域内の農地ということで第３種農地でございます。第３種農地につきましては

原則転用が可能となっております。場所につきましては５ページ、計画図につきま

しては６ページ、７ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明を求めたいと思います。

番号１番並びに２番について、８番森委員、お願いいたします。 

 

８  番： 図面につきましては３ページ、それから５ページを見ていただければ分かるとお

り、既に周辺環境はもう住宅地となっておりまして、田んぼとか畑がぽつんと残っ

てる状況でありますので、許可しても何ら支障ないと思います。 
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 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。本件につきまして、本日現地調査を行っておりますので、

調査委員を代表して、12番伊藤委員、調査結果の報告をお願いします。 

 

12  番： 今日午前中、朝９時からですけれども、坪田会長、丸谷職務代理者、私と事務局

の４名で現地を確認しました。いずれについても、これはもう町の中というか、そ

ういうようなところで、事務局、それから担当農業委員さんの説明どおり、何ら問

題ないと思います。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、この案件について、何かご質問ございません

でしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、採決に入りたいと思います。議案第１号「農地法第５

条の規定による許可申請について」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 賛成全員です。よって、県に進達するものといたします。 

 

◇ 議案第２号 現況証明願について 

議  長： 次に、議案第２号「現況証明願について」を議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

 

事 務 局： では、議案第２号「現況証明願について」、ご説明させていただきます。９ペー

ジをご覧ください。 

 今回、案件としては３件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は中川にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

申請の土地につきましては中川地係の1筆で、面積は2.37㎡、登記地目は田、現況は

非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭和時代より砂利の公衆用道

路として利用していたが、平成20年に現所有者が近隣の中川地係に居宅を建築した

際、舗装がなされ、現在に至っているとのことで、今回、地目変更したいとのこと

でございます。場所につきましては10ページをご覧ください。 

 続きまして、番号２番につきましては、愛知県豊田市にお住まいの〇〇〇〇さん

でございます。申請の土地につきましては浜坂地係の1筆で、面積は386㎡、登記地

目は畑、現況は非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭和10年に住

宅が建てられて以降、宅地として利用され、現在に至っているとのことで、今回、

地目変更したいとのことでございます。場所につきましては11ページをご覧くださ
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い。 

 続きまして、番号３番につきましては、北潟にお住まいの〇〇〇〇さんでござい

ます。申請の土地につきましては北潟地係の1筆で、面積は62㎡、登記地目は畑、現

況は非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭和42年頃から不耕作の

状態であり、その頃から雑木が生い茂るようになり、現在は山林原野と化している

とのことで、今回、地目変更したいとのことでございます。場所につきましては12

ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明を求めたいと思います。

まず１番ですけれども、１番については13番上田委員、お願いいたします。 

 

13  番： ただいま事務局の説明にありましたように、道路と隣接している土地ですが、問

題ないと思います。 

 

議  長： ありがとうございます。続いて、番号２番でございますが、２番の長谷川委員が

欠席しているため、事務局の説明に代えさせていただきたいと思います。 

 続いて、番号３番について、５番辻下委員お願いいたします。 

 

５  番： 現地は私も確認しましたけれども、ある時期にこの周り全てを買収されたという

本人の意向があったんですけれども、今回、父親が死んだために、相続登記で土地

を調べたところ、そこがぽつんと１個だけ残ってたと。僕も見に行ったんですけれ

ども、もう原野化してて場所も確認できない状態ですので、事務局の説明どおり、

地目変更については支障がないと思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。次に、本件につきまして、本日現地調査を行っておりま

すので、調査委員を代表して、12番伊藤委員、調査結果の報告をお願いします。 

 

12  番： ここも朝９時から回ったわけなんですけれども、１番については実際にもう舗装

されていて、これはもう仕方ないと思います。それから、２番についてですけれど

も、これもやっぱり以前に建物が建てられてたと、それが取り壊されて現在に至っ

ていて、畑としてはもう使用できないと。それで、これももうやむを得ないと思い

ます。３番ですけれども、これも国道に沿った土地ですけれども、実際、見たとき

には本当にもう誰も手をつけられない状態で、どこに杭があるか何も分からん状態

で、これももう仕方ないと思います。 
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 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、本案件について、何かご質問ございませんで

しょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、採決に入ります。議案第２号「現況証明願について」、賛成

の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、承認することといたします。 

 

◇ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画について 

議  長： 次に、議案第３号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積

計画について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第３号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積

計画について」、ご説明させていただきます。13ページをお開きください。農業経

営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画について、あわら市から

別添のとおり農用地利用集積計画が提出されたので、その決定を求めます。 

 14ページにお進みください。公告予定日につきましては令和３年12月24日金曜日

でございます。借手につきましては11人、貸手につきましては21人でございます。

利用権設定面積は、賃貸借が44筆、８万8,614㎡でございます。期間別内訳でござい

ますが、１・２・３年の田が６筆、4,798㎡、畑が５筆、8,910㎡、６年の田が７筆、

２万1,491㎡、畑が２筆、2,951㎡、10・20年の田が19筆、４万3,050㎡、畑が５筆、

7,414㎡でございます。 

 15ページをお開きください。集落別内訳については、重義の田が４筆、田中々の

田が３筆、下番の田が５筆、畑が１筆、玉木の田が３筆、北潟の畑が１筆、波松の

畑が３筆、城新田の畑が３筆、北野の田が６筆、山十楽の畑が４筆、坂口の田が１

筆、蓮ケ浦の田が２筆、細呂木の田が８筆でございます。利用権の移転、所有権の

移転につきましてはございませんでした。 

 16ページにお進みください。集積計画の決定についてでございます。１番につき

ましては、借受人は〇〇〇〇でございます。重義の田４筆でございます。利用目的

は水稲で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１万5,000円でございます。期間につき

ましては令和４年２月１日から令和10年１月31日まででございます。再設定でござ

いまして、用水費は借主負担でございます。 

 ２番、３番につきましては、借受人は田中々にお住まいの〇〇〇〇さんでござい

ます。田中々の田３筆でございます。利用目的は水稲で賃借権の設定、賃借料は10
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ａ当たり１万5,000円でございます。期間につきましては令和４年１月１日から令和

９年12月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は貸主負担でござ

います。 

 17ページまでまたがっております４番から６番につきましては、借受人は下番に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。下番の田６筆でございます。利用目的は、

４番、５番は水稲、６番はハウスで貸借権の設定、10ａ当たり賃借料は、４番、６

番は１万円、５番は１万4,525円でございます。期間につきましては令和４年１月１

日から令和13年12月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は借主

負担でございます。 

 ７番につきましては、借受人は河間にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。玉

木の田３筆でございます。利用目的は水稲で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１

万6,500円でございます。期間につきましては令和４年２月１日から令和14年１月31

日まででございます。再設定でございまして、用水費は借主負担でございます。 

 ８番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。北野の田６筆でございま

す。利用目的は水稲で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１万円でございます。期

間につきましては令和４年２月１日から令和６年２月29日まででございます。再設

定でございまして、用水費は借主負担でございます。 

 18ページにお進みください。19ページまでまたがっております９番から16番につ

きましては、借受人は〇〇〇〇でございます。坂口の田１筆、蓮ケ浦の田２筆、細

呂木の田８筆でございます。利用目的は水稲でございます。賃借権の設定でござい

まして、賃借料は10ａ当たり市平均賃借料でございます。期間につきましては令和

４年１月１日から令和13年12月31日まででございます。再設定でございまして、用

水費は借主負担でございます。 

 20ページにお進みください。17番につきましては、借受人は坂井市三国町にお住

まいの〇〇〇〇さんでございます。北潟の畑１筆でございます。利用目的は野菜で

賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１万円でございます。期間につきましては令和

４年１月１日から令和４年12月31日まででございます。再設定でございまして、用

水費は貸主負担でございます。 

 18番、19番につきましては、借受人は波松にお住まいの〇〇〇〇さんでございま

す。波松の畑３筆でございます。利用目的は野菜で賃借権の設定、賃借料は10ａ当

たり１万円でございます。期間につきましては令和４年１月１日から令和６年12月

31日まででございます。新規設定でございまして、用水費は貸主負担でございます。 

 21ページまでまたがっております20番、21番につきましては、借受人は〇〇〇〇

でございます。城新田の畑２筆でございます。利用目的は芝で賃借権の設定、賃借

料は10ａ当たり１万円でございます。期間につきましては令和４年１月１日から令

和10年２月29日まででございます。新規設定でございまして、用水費は貸主負担で
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ございます。 

 22番につきましては、借受人は坂井市三国町にお住まいの〇〇〇〇さんでござい

ます。城新田の畑１筆でございます。利用目的は野菜で賃借権の設定、賃借料は10

ａ当たり１万円でございます。期間につきましては令和４年１月１日から令和５年

12月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は貸主負担でございま

す。 

 23番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。山十楽の畑４筆でござい

ます。利用目的は果樹で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１万円でございます。

期間につきましては令和４年１月１日から令和23年６月30日まででございます。新

規設定でございまして、用水費は貸主負担でございます。 

 これらの農用地利用集積計画は農業経営基盤強化促進法第18条第３項の要件を満

たしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、本案件につきまして、何かご質問ございませ

んでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、採決に入りたいと思います。まず、１番につきまして、

〇番〇〇〇〇委員が、それから、番号４番から６番については推進委員の〇〇〇委

員が、それから、番号９番から16番については〇〇〇〇委員が関係しておりますの

で、まず、それらを除く２番、３番、７番、８番、17番から23番について採決をし

たいと思います。 

 議案第３号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画に

ついて」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 それでは、まず〇〇〇〇委員、退席をお願いします。 

   （〇番〇〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号１番について、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 入ってください。 

   （〇番〇〇〇〇委員着席） 

 次に〇〇〇委員、退室をお願いいたします。 

   （〇〇〇推進委員退席） 

 それでは、番号４番から６番について、賛成の方の挙手を求めます。 
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   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 入ってください。 

   （〇〇〇推進委員着席） 

 それでは、〇〇〇〇委員、お願いいたします。 

   （〇番〇〇〇〇委員退席） 

 それでは、９番から16番について、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 入ってもらってください。 

   （〇番〇〇〇〇委員着席） 

 

◇ 報告第１号 電気通信事業施設等の設置届出の報告について 

議  長： それでは、次に、報告第１号「電気通信事業施設等の設置届出の報告について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第１号「電気通信事業施設等の設置届出の報告について」、ご説明さ

せていただきます。22ページをお開きください。 

 今回、２件の届出がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は〇〇〇〇株式会社でございます。申請の土地

につきましては柿原地係の畑で、面積につきましては2,080㎡のうち2.24㎡でござい

ます。内容につきましては、20ｍのコンクリート柱の建柱及びアンテナ設置でござ

います。場所につきましては23ページ、計画図につきましては24ページ、25ページ

をご覧ください。 

 続きまして、番号２番につきましても、申請人は〇〇〇〇株式会社でございます。

申請の土地につきましては指中地係の畑で、面積につきましては790㎡のうち0.11㎡

でございます。内容につきましては、15ｍのコンクリート柱の建柱及びアンテナ設

置でございます。場所につきましては26ページ、計画図につきましては27ページ、

28ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： それでは、地区担当委員の説明をお願いいたします。まず、番号１番について、

14番森川委員、お願いいたします。 

 

14  番： この件につきましては、以前にもこういう事例がございまして、今、事務局の説

明のとおり、特に問題はないと思います。 
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議  長： ありがとうございます。続いて、番号２番について、７番丸谷職務代理者、お願

いいたします。 

 

７  番： ２番につきましても、１番同様のものと思います。特に問題はないと思います。 

 

議  長： ありがとうございます。続いて、この案件につきまして、本日現地調査を行って

おりますので、調査委員を代表して、伊藤委員、報告をお願いします。 

 

12  番： この１番、２番、これも要するに携帯用の基地局ということで、他の人の耕作関

係には支障ないと思い、問題ないと思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。本件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第１号を終わります。 

 

◇ 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

議  長： 次に、報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、

ご説明いたします。29ページをお開きください。 

 今回、７件の届出がございました。 

 １番につきましては、山十楽の田２筆、清王の田５筆、畑５筆でございます。権

利取得者は清王にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年10

月25日で、相続による所有権の移転でございます。山十楽の田1筆、清王の田4筆は

〇〇〇が耕作し、ほかは自己管理するとのことでございます。 

 ２番につきましては、吉崎の畑２筆でございます。権利取得者は石川県加賀市に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年９月８日で、相続に

よる所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 30ページまでまたがっております３番につきましては、宮谷の田７筆、畑８筆、

青ノ木の畑２筆でございます。権利取得者は宮谷にお住まいの〇〇〇〇さんでござ

います。権利取得日は令和３年９月４日で、相続による所有権の移転でございます。

宮谷地係の田1筆は自己管理し、ほかの田は〇〇〇が耕作、宮谷地係の畑2筆は自己

管理し、ほかの畑は〇〇〇〇が管理するとのことでございます。 
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 ４番につきましては、新の田１筆でございます。権利取得者は市姫一丁目にお住

まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年８月20日で、相続による

所有権の移転でございます。〇〇〇が耕作するとのことでございます。 

 ５番につきましては、山十楽の田４筆、畑２筆でございます。権利取得者は山十

楽にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年４月13日で、相

続による所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 31ページをお開きください。６番、７番につきましては、指中の田４筆、畑３筆

でございます。権利取得者は福井市にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利

取得日は、６番は平成30年３月５日、７番は平成30年12月21日で、相続による所有

権の移転でございます。田は〇〇〇が耕作し、指中の畑２筆は〇〇〇〇が管理し、

ほかは自己管理するとのことでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございました。それでは、本件につきまして、何かご質問ございませ

んでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第２号を終わりたいと思います。 

 

◇ 報告第３号 農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報告について 

議  長： 次に、報告第３号「農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報

告について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第３号「農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報

告について」、ご説明いたします。32ページにお進みください。 

 今回、17件の届出がございました。 

 １番、２番につきましては、滝の田６筆、指中の田１筆で、賃借人は〇〇〇〇で

ございます。事由につきましては、転貸人の都合により解約するものでございます。 

 34ページまでまたがっております３番から14番につきましては、角屋の田18筆で、

賃借人は〇〇〇〇でございます。事由につきましては、河川改修事業に伴い解約す

るものでございます。 

 15番、16番につきましては、波松の畑２筆で、賃借人は〇〇〇〇さんでございま

す。事由につきましては、耕作者の都合により解約するものでございます。 

 17番につきましては、柿原の畑３筆で、賃借人は〇〇〇〇さんでございます。事

由につきましては、耕作者の都合により解約するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 
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議  長： ありがとうございます。それでは、本件につきまして、何かご質問ございません

でしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第３号を終わりたいと思います。 

 

◇ その他（１） 

議  長： それでは、次に、その他（１）の「１月の農業委員会定例総会開催予定につい

て」、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： １月の農業委員会定例総会ですが、１月26日水曜日午後１時30分から、この全員

協議会室で開催したいと考えております。 

 

議  長： この件につきまして、何かありませんか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようでしたら、１月の農業委員会の定例総会開催につきましては、１月26日

水曜日１時30分から、この全員協議会室で開催をしたいと思います。 

 

◇ その他（２） 

議  長： 次に、その他（２）につきまして、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： それでは、今、事務局からご説明がありましたように、今回、農業委員の定数並

びに推進委員の定数を、括弧のとおり訂正をさせていただきたいと。この数字につ

きましては、前回の農業委員会のときにお話をして、大体この数字で同意を得られ

たかなということで、これを市長並びに副市長等で協議をし、大体決定を見たとい

うところでございます。よろしくお願いをしたいと思います。 

 これは区長等へのというあれは。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： 今後のスケジュールにつきましては、このような流れで進めていきたいと。特に

地区によっては定数の変わってるところございます。もしあれやったら事前に新区

長等に話していただいておければ結構かなという具合に思います。 

 それでは、ほかにその他のその他で何かありますか。 

 今日言うてたのあれは何やったっけ。 
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事 務 局： 一応、この後、運営委員会で協議するのですが、内容的には、１点目、農業委員

会に関する指針というのを策定することになってまして、前回は平成29年の……。 

 

議  長： そういうのは運営委員会でやる話なんか、ここで全体でやる話じゃない？ 

 

事 務 局： 運営委員会でまず協議してから来月の委員会で協議してもらって、２月に策定と

いう形でやろうかなと思ってたんで。 

 

議  長： 分かりました。 

 

事 務 局： 指針の策定というのを来月の農業委員会でまた議論させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 閉  会 

議  長： それでは、これをもちまして、全ての議案を終わりたいと思います。中途半端な

時間に終わりまして誠に申し訳ございませんけれども、今、コロナ禍の関係で新コ

ロナ、大阪で市中感染始まったというようなこともございます。今後とも皆様、お

気をつけいただきまして、暮れ並びに新年を迎えていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。 
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