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平成３１年 第３回 真庭市農業委員会総会 議事録

１．開催日時 平成３１年３月１２日（火）

午前１０時００分から午前１１時２０分

２．開催場所 本庁舎 ３階 大会議室

３．出席委員（１８人）

会長 19番 矢谷光生

職務代理 18番 石原誉男

農業委員 1番 福原泰治 2番 妹尾宗夫 3番 小山正男 4番 長鉾忠明

5番 中山克己 6番 松本正幸 8番 神谷泰行 9番 綱島孝晴

10番 山懸将伸 11番 古林久和 12番 小田明美 13番 新田 孝

14番 曲 美樹 15番 武村一夫 16番 中島寛司 17番 樋口昌子

４．欠席委員（１人）

農業委員 7番 池田 実

５．議事日程

日程第１ 議事録署名委員の指名について

日程第２ 議案第13号 農地法第３条の規定による許可申請書の審議について

日程第３ 議案第14号 農地法第４条の規定による許可申請書の審議について

日程第４ 議案第15号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議について

日程第５ 議案第16号 基盤強化法第１９条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６ 報告第５号 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用

届について

日程第７ 報告第６号 農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約に

ついて

その他

６．農業委員会事務局職員

事務局長 佐藤敏明 主幹 下平直勲 主事補 梶原千裕 井原実香

７．会議の概要
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（午前１０時００分 開会）

事務局長 失礼いたします。皆様おはようございます。

ただいまから平成３１年３月総会を開会いたします。

それでは、会長より挨拶お願いいたします。

会 長 皆さん、おはようございます。

昨日は東日本大震災から８年ということで、非常にいろんな追悼式も行われ

ましたし、大変な日であったというふうに思います。非常に自然災害が多い

近年でございます。どこに何が来るか、非常にわかりにくい時代になってま

いりました。気をつけていかなければならないということをしっかり認識を

したいというふうに思います。

思い出すのに、ちょうど２０１１年３月１１日に農業委員会として市長のほ

うに、前市長でございました当時でございますが、建議のほうを、勝山庁舎

が本所でございまして、あそこに１８番委員さんらとともに４人で持ってい

った記録があります。いろんなところに対して農業委員会から発信しようと

いうことで、建議を何回か市になってしたわけでございます。近年はちょっ

と遠ざかっておりますけど、新しい農業委員会もできましてちょっと様子も

変わってまいりましたが、先日１月に丹波市のほうへ視察に行かせてもらっ

たときに、丹波市のほうでは農業振興策に関する意見書ということで市長の

ほうに出しておりました。いろんなやり方があるというふうに思いますけ

ど、しっかりと農業委員会の考え、意見というものを市のほうにもしっかり

と示さなければならないというふうに思います。なかなかな多忙なときでご

ざいます。すぐにはできませんけど、新しい年度も始まりますんで、また皆

さんとともに考えていきたいなというふうに思っております。

先ほど事務局のほうからもありましたように、農業委員会だより、年に一回

でありますけど発行してるわけでございます。全戸にこれは、市内の皆さん

に届く誌でございます。何とか年に２回ぐらいは本当は出したいなあという

ふうに思っておりますけど、今のところは年に一回ということでございま

す。今後もまた市のほうで予算をとっていただいて、２回ぐらいは出してい

けるような体制になればというふうに思っております。

きょうは３月総会ということで、非常に３月は件数が多い月でございます。

しっかりと審議をしていただきますように、よろしくお願いしたいと思いま

す。

事務局長 ありがとうございました。

本日の欠席委員は１名で、７番委員よりその旨通告がありましたので、ご報

告申し上げます。
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ただいまの出席委員は、１９名中１８名で定足数に達しておりますので、３

月総会は成立いたしております。

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条により、議長は会長が務めるこ

ととなっておりますので、以後の議事の進行は会長にお願いいたします。

議 長 それでは、これより議事に入ります。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。

日程１、議事録署名委員の指名を行います。

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長において

指名させていただくことにご異議ございませんか。

＜「異議なし」の声＞

議 長 それでは、議事録署名委員は、５番委員、６番委員を指名いたします。

日程２、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議につい

てを議題といたします。

番号１について、事務局の説明をお願いいたします。

主事補 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

主事補 議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議について。

１ページをお開きください。

本日審議していただく案件は１０件でございます。農地法第３条第２項の各

号におきましては、申請書によって審議しました結果、全件とも該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。

番号１でございますが、落合の譲渡人が、労力不足によりまして、同じく落

合の譲受人に、申請農地、畑１筆１，３７２㎡を、売買によります所有権の

移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１１番委員さんから説明をお願

いいたします。

１１番委員 議長。

議 長 はい、１１番委員。

１１番委員 １１番です。

議案番号１につきまして、報告したいというふうに思います。

去る３月７日に譲渡人と現地の確認をしたところであります。

権利移転する事由の詳細でありますが、譲渡人は長年にわたり申請地で野菜

をつくってこられましたけれども、高齢による労力不足により申請地の売却

を考えていたところ、住居が申請地の前に位置する譲受人と売買の話がまと

まり、譲受人が申請地を取得するものであります。譲受人の耕作状況等であ

りますが、農機具一式を所有されており、申請地取得後も必要な農作業に従
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事すると認められます。その他指摘事項はありません。ご審議方よろしくお

願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号２について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号２でございますが、落合の譲渡人が、労力不足によりまして、同じく落

合の譲受人に、申請農地、田１筆１，８８７㎡を、売買によります所有権の

移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１５番委員さんから説明をお願

いいたします。

１５番委員 はい、議長。

議 長 はい、１５番委員。

１５番委員 １５番です。

議案番号２につきまして、去る３月５日、譲受人立ち会いのもと現地確認を

行いました。

権利移転する詳細な事由ですけども、譲渡人は妻２人で所有する農地を耕作

していますが、今後親族で耕作する人もいないことから、長年譲受人が耕作

していた申請地をこのたび売買の話がまとまり、譲受人が申請地を取得する

ものでございます。

譲受人の耕作状況等ですけども、譲受人は親子で土木業を営んでいます。農

作業は主に譲受人が従事していますが、農繁期には譲受人の妻、息子さんも

農業に従事しています。現在所有している農地は全て耕作しており、トラク

ター、管理機等も所有しており、申請地取得後も必要な農作業に従事すると

認められます。

以上のとおり耕作状況及び事業日数についても問題ないと思われますので、

審議方よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号３について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号３でございますが、落合の譲渡人が、労力不足によりまして、市外の譲

受人に、申請農地、田１筆８６６㎡を、売買によります所有権の移転の申請

でございます。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１６番委員さんから説明をお願

いいたします。

１６番委員 はい、議長。

議 長 はい、１６番委員。

１６番委員 １６番です。

３月４日に、申請者の方とお話ししました。譲渡人は会社に勤めておられま
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すが、農業をする気がありませんでした。そのため譲受人を探していたとこ

ろ、隣の土地の売買の話を聞き、譲受人に話をしたところ話がまとまり、こ

のたび売買の申請になりました。

耕作状況ですが、譲受人は市外に住んでいますが、兼業農家であり、会社が

休みの日には譲受人ご夫婦と息子さんの３人で農作業をされています。農機

具も大体一式所有しています。車で来れば時間はかからないので、取得後も

農作業に従事するものと認められます。その他指摘等は特にありません。よ

ろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号４について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号４でございますが、市外の譲渡人が、落合の譲受人に、申請農地、田２

筆２５５㎡、畑５筆７０２㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でござ

います。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１６番委員さんから説明をお願

いいたします。

１６番委員 はい、議長。

議 長 はい、１６番委員。

１６番委員 １６番です。

番号４ですが、推進委員さん担当で、僕も同席させていただき、３月９日に

現地確認を行ってきました。

権利移転する理由の詳細ですが、譲渡人と譲受人は本家、分家の関係になり

ます。本家になる譲渡人は市外で生計を立てていることから、市内に帰るこ

とはないし、農地を耕作することもないそうです。このことから、分家にな

る譲受人に譲渡人から譲り渡しの申し出があり、申請地を譲り受けるもので

す。

耕作状況ですが、譲受人に話を聞いたところ、主に本人一人で農作業を行っ

ております。農機具はトラクター、昨年買いかえたコンバイン、田植え機及

び管理機等を所有しています。経営内容は、水稲栽培のほかに野菜栽培を行

っており、一部作業は外部委託しておりますが、申請地の取得後も必要な農

作業に従事するものと認められます。その他指摘等はございません。よろし

くお願いします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号５について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号５でございますが、久世の譲渡人が、資金を必要とするため、同じく久

世の譲受人に、申請農地、田１筆５３１㎡を、売買によります所有権の移転

の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。
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議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１番委員さんから説明をお願い

いたします。

１番委員 はい、議長。

議 長 はい、１番委員。

１番委員 はい、１番です。

番号５について報告いたします。

３月２日に現地確認と、譲受人に対しまして話を聞きました。

この田んぼは、譲受人がもずうっと以前より耕作していましたが、譲受人も

９０歳と高齢となり、また後継者もなくひとり住まいのために、このたび売

買の話がまとまったものです。議案のほうに資金を必要とするためとなって

おりますが、これは現金を持っておきたいということの、すぐ使えるお金を

手元に置いておきたいというような考えのようでございます。

譲受人の耕作状況でございますが、譲受人は兼業農家であり、稲作を中心に

農業をしています。トラクターを始めとしまして、田植え機、コンバイン、

乾燥機、もみすり機等、農業に必要な機械は全て所有しております。今後も

引き続き農作業に従事すると思われますので、審議のほどよろしくお願いい

たします。その他は、指摘事項はございません。

以上です。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号６について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号６でございますが、勝山の譲渡人が、久世の譲受人に、申請農地、畑１

筆８５８㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でございます。ご審議方

よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。

５番委員 議長。

議 長 はい、５番委員。

５番委員 ５番です。

３月４日に譲受人と現地を確認を行い、詳細について話を聞きました。

譲渡人は高齢になったため、申請の土地を管理してくれる地元の生産者を探

していたところ、番号７でまた出てきますけれども、実家の農地を引き受け

てくれる譲受人と話がまとまって、贈与による権利移転を行うものでござい

ます。

譲受人は、果樹栽培、ブドウを中心として栽培しており、新しいハウスの建

設も予定しており、ことしから奥さんと父親とで栽培を行っていくようでご

ざいます。トラクター、管理機、農機具等も全て所有しており、申請の土地
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については、新しく果樹等を作付する予定でおりますので、今後耕作してい

くものと思われます。したがって、今回の権利移転については問題がないと

思われますので、ご審議方よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号７について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号７でございますが、市外の譲渡人が、労力不足によりまして、久世の譲

受人に、申請農地、田５筆４，７４１㎡、畑３筆９８７㎡を、売買によりま

す所有権の移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。

５番委員 議長。

議 長 はい、５番委員。

５番委員 ５番です。

３月３日に譲受人と現地確認を行い、詳細について話を聞きました。

譲渡人は現在市外在住で、実家が譲受人と同じ地区の共通の知人を介した知

り合いでございます。譲受人は、現在市外でハウス、路地ブドウを栽培して

おり、現在新規に栽培を予定している場所の近くに新たなブドウ栽培の圃場

を探していたところ、父親の死亡により相続した土地を管理できないため、

耕作できる人、農業者を探していた譲渡人と話がまとまり、権利移転を行う

ものでございます。

譲受人は、ブドウの栽培を中心に行っており、新しいハウスの建設も予定し

ており、ことしから奥さんと父親とで栽培を行っていくものでございます。

トラクター、管理機、農機具、全て所有しており、今後十分耕作していくも

のと思われます。したがって、今回の権利移転についても問題がないと思わ

れますので、ご審議方よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号８について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号８でございますが、落合の譲渡人が、農業廃止によりまして、久世の譲

受人に、申請農地、田１筆１，１９８㎡を、売買によります所有権の移転の

申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。

５番委員 議長。

議 長 はい、５番委員。

５番委員 ５番です。

３月２日に譲受人と現地を確認して、詳細な話を聞きました。
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譲渡人と譲受人は、譲渡人の実家の近所で知り合いということでございま

す。譲渡人は父親の死亡により農地を相続しましたが、結婚して農地の管理

ができないため譲受人に耕作をお願いしておりましたが、今後も管理ができ

ないということで、譲受人と売買の話により権利移転を行うものでございま

す。

譲受人は、昨年まで兼業で水稲、野菜を作付してきましたが、現在は退職し

て、今後は本格的に農業を行っていくということでございます。トラクタ

ー、田植え機、管理機、農作業に必要な農機具は全て所有しており、申請の

土地については、当面は水稲を作付していきますが、その後は野菜等を作付

することも検討していくそうでございます。したがって、今回の権利移転に

ついては問題がないと思われますので、よろしくお願いいたします。なお、

指摘事項はありません。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号９について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号９でございますが、市外の譲渡人が、労力不足によりまして、久世の譲

受人に、申請農地、田１筆５０２㎡を、売買によります所有権の移転の申請

でございます。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。

５番委員 議長。

議 長 はい、５番委員。

５番委員 ５番でございます。

担当推進委員さんから報告書を預かっておりますので、ご報告させていただ

きます。

３月３日に譲受人と現地確認を行っております。

権利移転をする事由の詳細でございますけれども、譲渡人は市外に住居を構

えていたところ、高齢と労力不足により耕作することが困難のため所有する

農地を処分したいと考えていたところ、譲受人が住居付近で新しい野菜栽培

ができる農地を探しており、このたび売買の話がまとまったことにより、譲

受人が取得するものでございます。

続きまして、譲受人の世帯及び耕作状況でございますが、譲受人は、兼業農

家で、主に譲受人が農業に従事しております。譲受人に話を聞いたところ、

借り入れしている農地については、近所の農家と共同で耕作しております。

また、農業に必要な機械は全てそろってはいないが、大きな機械等は必要な

ときに当面の間近所の農家から借り受けており、また、譲受人は会社勤めを

していても勤務が２交代制となっているために時間外に余裕ができますの
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で、農地取得後、必要な農作業に従事するものと認められます。

以上のとおり、耕作状況及び従事日数については問題がないと思われますの

で、よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号１０について事務局の説明をお願いいたします。

主事補 番号１０でございますが、市外の譲渡人が、湯原の譲受人に、申請農地、田

３筆２，３４０㎡、畑１筆４０２㎡を、贈与によります所有権の移転の申請

でございます。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、地区担当推進委員さんから説明

をお願いいたします。

担当推進委員 はい、議長。

議 長 はい、地区担当推進委員さん、どうぞ。

担当推進委員 それでは、失礼いたします。

まず、権利移転する事由の詳細でありますけれども、本件につきましては、

３月６日に担当委員さんが譲受人立ち会いのもと、現地調査及び聞き取り調

査を実施しました。

譲渡人と譲受人は近所同士で昔から仲よくしており、譲渡人は現在岡山市内

に在住しており、親も高齢で施設に入所しております。耕作が困難となった

ため、このたび一括して贈与の話がまとまり、権利移転するものでありま

す。

それと、譲受人の耕作状況でございますが、譲受人世帯は、ご本人夫婦、長

男夫婦、孫夫婦を含め８人の大世帯で、現在水稲１５アール、野菜３０アー

ルの作付をしており、工作機械も田植え機、トラクターなど通常の農機具は

完備しておりまして、農地取得後も農地全てを効率的に作付して活用すると

見込まれます。ご審議方よろしくお願いします。なお、その他指摘条項はあ

りません。

議 長 ありがとうございました。

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただき

ます。

これより質疑に入ります。

質問のある方は挙手でお願いいたします。

質疑はございませんか。

はい、どうぞ。

１３番委員 番号９番なんですが、販売価格が非常に高額なわけですが、これ何か理由が

ありますかね。

主事補 失礼いたします。
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事務局のほうも申請をいただいたときに確認をして、また再度お電話でも確

認をさせていただいたんですけれども、５０２㎡当たり、ちょっと１０アー

ル当たりに換算をしているものの、申請どおりに売買されたということでし

た。特に高額なことについての詳細は、特にはないということでした。

議 長 ほかに、よろしいですか。

ほかにはございませんか。

ありませんか。

＜「質疑なし」の声＞

議 長 それでは、ないようですので、これをもって質疑を打ち切ります。

これより議案第１３号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。

＜「異議なし」の声＞

議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議につい

ては、原案のとおり可決されました。

続きまして、日程３、議案第１４号、農地法第４条の規定による許可申請書

の審議についてを議題といたします。

番号１について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

主 幹 議案第１４号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議について、本日

審議していただく案件は２件でございます。

３ページをお開きください。

番号１でございます。

申請人（落合）は、申請地、畑２筆合計６，５８３㎡のうち、１，１４５㎡

に営農型太陽光発電設備を設置し、支柱部分合計０．６㎡について、平成２

８年４月８日から平成３１年３月３１日までの期間で一時転用許可を受け、

営農型太陽光発電設備の下部で作物の栽培をしております。このたび一時転

用期間が満了となりますが、今後も引き続き農地の有効活用を図るため、一

時転用期間の更新を申請するものです。設備の概要については、平成２８年

度の申請時点から変更はありません。農地区分は１種農地です。添付書類

は、土地利用計画図、平面図、立面図、被害防除計画書が添付されていま

す。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願

いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１５番委員さんから説明をお願
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いいたします。

１５番委員 議長。

議 長 はい、１５番委員。

１５番委員 議案番号１番につきまして、担当推進委員さんが調査を行っておりますの

で、ご報告させていただきます。

３月５日、申請人と２人で推進委員さんが現地確認を行っております。

転用しようとする詳細な事由ですけども、本案件は既に太陽光パネル設置、

稼働しております。太陽光パネルの下部にて、ニラ、ミョウガの作付をして

おります。前回の申請許可期間が今月末であり、再申請をするものでござい

ます。

なお、下部にはシイタケの追加栽培をする予定であり、既に届け出を出して

いるということでございます。

申請地の位置ですけども、木山街道南の集落より西南に数約百ｍ入ったとこ

ろでございます周囲の状況ですけども、東が山、西が山、道路、南が山、北

が山、道路となっております。周辺農地への影響ですけども、既に稼働中で

あり、問題ないと思います。

以上、本申請につきまして問題ないと思われますので、許可の申請審議のほ

どよろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号２について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 番号２でございます。

申請人（市外）は、申請地を取得以降放置していたため、このままの状態が

続くと樹木が生え、山林化するおそれがあることから、有効な維持、活用を

目的に、申請地、畑１筆１，０３３㎡に太陽光発電設備を設置するため、転

用申請するものです。農地区分は２種農地と判断されます。転用に伴う費用

は、太陽光発電施設１，０００万円。資金の内訳として、自己資金１，００

０万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、断面図、中国電力との契約

書類、再生可能エネルギー電子申請書の写し、被害防除計画書が添付されて

います。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしく

お願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１８番委員さんから説明をお願

いいたします。

１８番委員 議長。

議 長 はい、１８番委員。

１８番委員 １８番です。

この件につきまして、３月４日に現地を確認し、申請人は市外に在住のた
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め、電話にて聞き取りをいたしました。

転用しようとする事由の詳細ですが、３０年以上も耕作されてなく、市外在

住のため管理もできないので、有効利用する目的で太陽光発電を考えたもの

であります。申請地の位置ですが、蒜山インターの西北西約３００ｍほどの

地点でありまして、周囲の状況は、東側が通路と原野、西が林、南が畑、北

が道路で、周辺農地への影響もないと思われます。その他指摘事項もありま

せんので、よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただき

ます。

これより質疑に入ります。

質問のある方は挙手でお願いいたします。

質疑はございませんか。

１７番委員 済いません。

議 長 はい、どうぞ。

１７番委員 １番なんですけども、前に太陽光パネルをして下で耕作してたら、一定の金

額が出ないと何か罰金だと、戻さなきゃいけないとかというふうなことを聞

いたんですけども、ここは成り立ってるということなんですか。

議 長 はい、事務局。

主 幹 毎月営農型発電設備の下部で栽培した作物につきまして、報告書を提出して

いただくようにしております。３回提出をいただいとるわけですけども、先

ほどの金額ではなくて、その年のその作物につきましての平均の反収から８

割、２割減にならないようにというのが規定上あります。実際のところは収

量は上がってないです、上がっておりません。ニラにつきましては約１

５％、反収に対しての１５％、ミョウガについては約４９％程度しか収量が

上がってないのが実情であります。

しかしながら、日野上のこの地区につきましては遊休農地もふえております

し、営農型の太陽光発電設備の下部での栽培を頑張ってされていると、窓口

におきましても、再三収量が上がるように指導、対策を行うように指導はし

ておりますが、平成２９年度の実績から見ると、幾らか３０年度の報告につ

いてはパーセントは上がっております。このたび原木シイタケに変更する予

定ではあるんですけども、その際におきましても、２割の減収というか、平

均反収が落ちないようにっていう指導をかなり強く言っております。当初の

申請時点でも、そういったことがクリアされない場合は撤去命令ということ

もなろうかということで誓約書類もとっておりますし、あとは状況をちょっ

と見させていただいて判断に持っていく必要があれば、またご相談しなきゃ
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いけないかなというふうに思っております。

１７番委員 ありがとうございました。

議 長 はい、ほかにはございませんか。

＜「質疑なし」の声＞

議 長 ないようです。

それでは、質疑なしと認めます。

これをもって質疑を打ち切ります。

これより議案第１４号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。

＜「異議なし」の声＞

議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議につい

ては、原案のとおり可決されました。

続きまして、日程４、議案第１５号、農地法第５条の規定による許可申請書

の審議についてを議題といたします。

番号１について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

主 幹 議案第１５号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議について。

本日審議していただく案件は、８件となっております。

４ページをお開きください。

番号１でございます。

申請人、使用借人（久世）は、現在アパートを借りて生活しておりますが、

子供の成長に伴い手狭となったため、申請地、畑１筆３９９㎡を、使用貸人

（北房）から借り受け、住宅及び車庫を建築するため、転用申請するもので

す。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地造成１

７３万円、建物施設２，５７７万円。費用の内訳として、借入金２，７５０

万円。建ぺい率は２８％。添付書類としては、土地利用計画図、平面図、立

面図、断面図、被害防除計画書が添付されております。申請地周辺に影響を

受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、６番委員さんから説明をお願い

いたします。

６番委員 議長。

議 長 はい、６番委員。

６番委員 ６番です。
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議案番号１につきまして、使用貸人の長男の方に説明を受けて、３月３日に

説明を受けました。

転用しようとする事由の詳細ですが、使用借人は使用貸人の孫の夫です。同

居するに当たり、現在の住居では手狭なため、住居を建設することになりま

した。申請地は、使用借人の親の住居の西側に当たり、周りを使用貸人の所

有する畑に囲まれており、問題なく住宅用地に使えると判断し、転用するも

のです。申請地の位置ですが、旧中津井小学校から南へ約１キロ、国道３１

３号線から西へ１５０ｍ市道を入ったところにあります。周囲の状況です

が、東が市道、西が畑、南が市道、北が畑となっております。周辺農地への

影響ですが、市道と使用貸人の所有する畑に囲まれており、問題はありませ

ん。その他指摘事項もありません。ご審議よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

主 幹 続きまして、番号２について、事務局の説明をお願いいたします。

番号２でございます。

申請人、譲受人（市外）は、現在借家に住んでいますが、近々家族もふえる

予定で、今後手狭となることから、申請地、田１筆４３１㎡を、譲渡人（北

房）から譲り受け、住宅及び車庫、物置を建築するため、転用申請するもの

です。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入

１０万円、土地造成３００万円、建物施設３，４４０万円。資金の内訳とし

て、自己資金５０万円、借入金３，７００万円。建ぺい率は２２％。添付書

類として、土地利用計画図、平面図、立面図、断面図、被害防除計画書が添

付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方

よろしくお願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、６番委員さんから説明をお願い

いたします。

６番委員 議長。

議 長 はい、６番委員。

６番委員 ６番です。

議案番号２につきまして、譲受人立ち会いのもと、３月３日に現地調査を行

いました。

転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人と譲渡人は、遠い親戚に当たり

ます。真庭市北房で住宅用地を探していたところ、譲受人の婦人のおじの紹

介でこの土地を知り、話がまとまり、購入し、住宅を建築するものです。申

請地の位置等ですが、旧中津井小学校から南へ約１キロ、国道３１３号線沿

いにあります。周囲の状況ですが、東が国道、西が用水路、南が市道、北が

住宅となっております。周辺農地への影響ですが、周りに農地はなく、影響
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はありません。その他指摘事項もありません。ご審議よろしくお願いいたし

ます。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号３について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 ５ページをお開きください。

番号３でございます。

申請人、譲受人（北房）は、平成３０年７月の豪雨により墓地が完全に流出

したため、申請地畑２筆合計９６㎡を、譲渡人（北房）から譲り受け、墓地

及び露天駐車場を新たに設置するため、転用申請するものです。農地区分

は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入１０万円、土地

造成２０万円、墓地建設７０万円。費用の内訳として、自己資金１００万

円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、立面図、被害防除計画書が添付

されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よ

ろしくお願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、６番委員さんから説明をお願い

いたします。

６番委員 議長。

議 長 はい、６番委員。

６番委員 ６番です。

議案番号３につきまして、譲受人に３月１０日に現地調査いたしました。

転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人と譲渡人は、同じ自治会です。

昨年の豪雨で墓地が崩れ、探していたところ、荒れた畑が近くにあり、購入

し、墓地を建設するものです。申請地の位置等ですが、多和山トンネルから

国道３１３号線を北に約２キロ、市道を西へ１００ｍの位置にあります。周

囲の状況ですが、東が山、西が山、南が市道、北が山となっております。周

辺農地への影響ですが、周辺に農地はなく、山に囲まれています。影響はあ

りません。その他指摘事項もございませんので、ご審議よろしくお願いいた

します。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号４について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 番号４でございます。

申請人、譲受人（久世）は、現在家族でアパートで暮らしていますが、子供

の成長に伴い手狭になったため、申請地、田１筆５０８㎡を、譲渡人（落

合）から譲り受け、住宅及び車庫を建築するため、転用申請するものです。

農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入費は祖

父から譲り受けるため０円、土地造成１００万円、建物施設２，９００万
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円。資金の内訳として、借入金３，０００万円。建ぺい率は２２％。添付書

類として、土地利用計画図、平面図、立面図、被害防除計画書が添付されて

います。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしく

お願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１１番委員さんから説明をお願

いいたします。

１１番委員 議長。

議 長 はい、１１番委員。

１１番委員 １１番です。

議案番号４についてですが、地区担当委員より報告書を提出いただいてます

ので、それをもって報告をしたいと思います。

現地確認ですが、３月４日に譲渡人の立会のもとに現地確認を行っておりま

す。

転用しようとする事由の詳細でありますが、譲渡人とは譲受人は祖父と孫の

関係であります。譲受人は、現在アパート生活ですが、そろそろ自分の家を

と思い、同じ家を建てるなら２人暮らしの祖父母の近くと思い、譲渡人との

話がまとまり、申請するものであります。申請地の位置でありますが、国道

３１３号線、セブン－イレブン福田店より、県道を約３５０ｍ西に入り、譲

渡人の家より約２００ｍほど離れた住宅地のそばに位置しております。周囲

の状況ですが、東が市道、西と南が県道、北が田になっております。周辺農

地への影響ですけども、隣接した農地がありますけれども、本申請は一般的

な個人住宅でありまして、日照、通風等に支障を来すことはないと思われま

す。その他指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号５について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 ６ページをお開きください。

番号５でございます。

申請人、譲受人（落合、宗教法人）は、現在の進入路が狭く、マイクロバス

が寺まで入れないため、申請地、田２筆２７．０３㎡と、畑１筆２７㎡、合

計５４．０３㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、進入路の拡幅をするた

め、転用申請するものです。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に

伴う費用は、土地購入４３万円、土地造成１００万円。資金の内訳として、

自己資金１４３万円。添付書類として、土地利用計画図、平面図、断面図、

被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はござ

いません。ご審議方よろしくお願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１６番委員さんから説明をお願
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いいたします。

１６番委員 はい、議長。

議 長 はい、１６番委員。

１６番委員 番号５番について、推進委員さん担当で、私も同席させていただき、３月４

日に、これ宗教法人なんですが、総代長及び譲渡人に現地においてお話を聞

きました。

転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人は宗教法人であり、当寺院に法

要等でお参りの檀家のため、６年前に駐車場を拡張しました。駐車場が広が

り、利便性が向上し、自家用車でのお参りがふえると、駐車場への進入路が

狭いことが問題になってきました。このことから進入路に隣接する農地を所

有する当宗教法人の檀家でもある譲渡人に相談したところ、進入路を拡幅す

ることに同意していただけ、売買の話がまとまり、今回の申請になりまし

た。申請地の位置ですが、申請地はＪＲ姫新線大庭踏切の北東約７００ｍに

位置し、付近には田畑の中に民家が点在しております。周囲の状況、周辺農

地への影響ですが、東及び南側は道です。西側は水路です。北側は譲渡人の

所有している田及び畑です。本申請は、譲受人の寺院にお参りに来た主に檀

家のために道を拡幅するものであり、地元水利組合の同意を得ており、日

照、通風等に支障を来すことはないと思います。指摘等は特にありません。

よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号６について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 番号６でございます。

申請人、譲受人（久世）は、現在アパート住まいですが、子供の成長に伴い

手狭となることから、申請地、田１筆２６９㎡及び畑１筆６６㎡の合計３３

５㎡を、譲渡人（久世）から譲り受け、住宅の建築及び進入路の整備をする

ため、転用申請するものです。農地区分は、都市計画区域の未線引きの用途

区域に該当するため、３種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購

入費は、祖母から譲り受けるため０円、土地造成１００万円、建物施設２，

６００万円。資金の内訳として、借入金２，７００万円。建ぺい率は３

０％。添付書類として、土地利用計画図、平面図、立面図、被害防除計画書

が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審

議方よろしくお願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、１番委員さんから説明をお願い

いたします。

１番委員 議長。

議 長 はい、１番委員。
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１番委員 １番でございます。

この件につきましては、担当推進委員さんからの報告でございます。それを

もって報告させていただきます。

現地確認は、３月３日にされております。譲渡人立ち会いのもとに確認を行

いました。

転用しようとする事由でございますが、譲受人とは譲渡人は、祖母と孫の間

柄です。現在譲受人は夫と２人の子供と４人で市内のアパートに住んでおり

ますが、子供も成長してきており、家賃を払い続けるより持ち家を持ちたい

と祖父母に相談したところ、申請地を譲り受け、一戸建て住宅を建築するこ

とで話がまとまったものでございます。申請地の位置でございますが、トマ

ト銀行久世店から西に３０ｍのところにございます。周囲の状況でございま

すが、東側は譲渡人の畑と市道、西側は畑、南側は田、北側は譲受人の田と

畑で、その周辺の農地への影響はないものと思われます。その他指摘事項も

ないので、ご審議方よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号７について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 ７ページをお開きください。

番号７でございます。

申請人、使用借人（市外）は、親が所有している申請地が高台にあり、水利

も悪く、農地として条件がよくないことと、高齢であり耕作も困難となって

いるため、土地の有効活用を目的に、申請地、畑２筆合計６１９㎡を、使用

貸人（久世）から借り受け、太陽光発電設備を設置するため、転用申請する

ものです。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、建物

施設１，０８０万円。費用の内訳として、自己資金１，０８０万円。添付書

類として、土地利用計画図、平面図、断面図、土地使用貸借契約書、中国電

力との契約書類、再生可能エネルギー電子申請書の写し、被害防除計画書が

添付されております。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審

議方よろしくお願いいたします。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。

５番委員 議長。

議 長 はい、５番委員。

５番委員 ５番でございます。

３月３日に、使用借人立会のもと、地区担当推進委員さんが現地の確認を行

っておりますので、報告いたします。

転用しようとする事由の詳細でございますけども、使用借人は使用貸人と親
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子関係であり、使用貸人は高齢で、農作業が著しく困難で、申請地は使用借

人が草刈り等の管理をしておりましたが、しかし、市外に在住のため管理に

支障を来しているので、このたび太陽光パネルを設置して、管理の省略を図

るものでございます。申請地の位置でございますが、申請地は米来小学校か

ら北西に５００ｍほどある集落の外れで、山裾に位置しております。周囲の

状況でございますが、東が畑、道路、西が宅地、南が畑、北が畑でありま

す。周辺農地への影響でございますけど、申請地に隣接した農地があります

が、建築物は斜面に沿って設置する計画をしてるため、今後の耕作の日照、

通風に支障を来すことはないと思われます。また、この農地には、水利組合

は存在していません。その他指摘事項はございません。

以上のとおり、本案件については転用はやむを得ないものであり、周辺農地

の影響についても問題ないと思われますので、ご審議方よろしくお願いいた

します。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、番号８について、事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 番号８でございます。

申請人、譲受人（市内法人）は、土地所有者が代々農業をされていました

が、高齢になり、１人では農作業ができなくなり、また子供夫婦も農業経験

がないため、ここ十数年間にわたり無償耕作をお願いし、周辺の方へ迷惑を

かけないよう努力してこられていましたが、現状維持が困難となり、土地所

有者から有効活用してほしいと相談を受けて、市内でも需要があるため、申

請地、田１筆２，０９１㎡を、譲渡人（久世）から譲り受け、建て売り分譲

地に転用申請するものです。申請地は、１種農地と判断されますが、１種農

地の例外許可基準、住宅その他申請に係る周辺の地域において居住する者の

日常生活上または業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものに該

当すると思われます。転用に伴う費用は、土地購入４６０万円、土地造成

１，５００万円、建物施設７，６００万円。費用の内訳として、自己資金

９，５６０万円。建ぺい率は、８棟全体で３８％。添付書類は、土地利用計

画図、平面図、立面図、断面図、被害防除計画書が添付されています。申請

地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたし

ます。

議 長 それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。

５番委員 議長。

議 長 はい、５番委員。

５番委員 ５番です。
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３月６日に、譲受人立会のもと、地区担当推進委員さんが現地を確認してお

りますので、報告いたします。

転用しようとする事由の詳細についてでございますが、申請地は、譲渡人が

長年委託して稲作を耕作してきましたが、数年前に委託人との間で解消とな

っておりました。しかし、労力不足によりみずから耕作することが困難のた

め、ここ数年はやむを得ず休耕して草刈り等の管理をしておりましたが、こ

のたび譲受人がこの土地を譲り受けて分譲建て売り住宅を計画したものでご

ざいます。申請地の位置ですが、申請地は、国道１８１号線沿いの旭ポリス

ライダーの前の交差点から、北方面に市道を５０ｍほど入った集落沿いに位

置しております。周辺の状況でございますが、東が市道、西が田、南が宅

地、雑種地、北が田であります。周辺農地の影響でございますが、申請地に

隣接した農地がありますが、本申請は一般の個人住宅の申請であるため、今

後の耕作の日照、通風に支障を来すことはないと思われます。また、この農

地に附属する改良区には、承諾を得ております。その他指摘事項もありませ

んし、本件についてはやむを得ない転用と思われますので、ご審議方よろし

くお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただき

ます。

これより質疑に入ります。

質問のある方は挙手でお願いいたします。

質疑はございませんか。

ございませんか。

＜「質疑なし」の声＞

議 長 それでは、質疑なしと認めます。

これをもって質疑を打ち切ります。

これより議案第１５号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。

＜「異議なし」の声＞

議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議につい

ては、原案のとおり可決されました。

続きまして、日程５、議案第１６号、基盤強化法第１９条の規定による農用

地利用集積計画の決定についてを議題といたします。

事務局より説明をお願いします。
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主事補 議長。

議 長 はい、事務局。

主事補 議案第１６号について、８ページをお開きください。

議案第１６号、農用地利用集積計画の決定について。

このことについて、別紙のとおり農用地利用集積計画を定めるため、農業経

営基盤強化推進法第１８条第１項の規定に基づき、その決定について審議に

付します。

案といたしまして、平成３１年３月１２日付で公告の予定でございます。本

日上程されました農用地利用集積計画のうち、利用権設定につきまして、全

２９４筆ございます。

以上、全件とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いいたします。

以上でございます。

議 長 それでは、お目通しをお願いいたします。

それでは、これより質疑に入ります。

質問のある方は挙手でお願いいたします。

質疑はございませんか。

ありませんか。

＜「質疑なし」の声＞

議 長 ないようです。

それでは、これをもって質疑を打ち切ります。

これより議案第１６号を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。

＜「異議なし」の声＞

議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計

画の決定については、原案のとおり可決されました。

続きまして、日程６、報告第５号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の

設置に伴う農地転用届について、日程７、報告第６号、農地法第１８条第６

項の規定による農地の貸借の合意解約について、これらにつきまして事務局

より説明をお願いいたします。

主事補 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

主事補 ３６ページをお開きください。

報告第５号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用届
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については、次の１件がございました。添付書類もそろっておりますので、

受理いたしました。

番号１でございますが、転用事業者は、広島に本店を置く認定電気通信事業

者で、所有者及び農地所在地は美甘です。畑１，３９７㎡のうち６㎡に、携

帯電話基地局を設置するものです。

次のページをお開きください。

報告第６号、農地法１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約につい

て、次の４件がございました。添付書類もそろっていることから、受理いた

しました。

番号１でございますが、賃借人、賃貸人ともに北房です。農地の所在以降は

お目通しをお願いいたします。

番号２でございますが、賃借人、賃貸人ともに北房です。農地の所在以降は

お目通しをお願いいたします。

番号３でございますが、賃借人、賃貸人ともに久世です。農地の所在以降は

お目通しをお願いいたします。

番号４でございますが、賃借人、八束、賃貸人、市外です。農地の所在以降

はお目通しをお願いいたします。

以上で報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いします。

議 長 日程６、報告第５号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農

地転用届について、日程７、報告第６号、農地法第１８条第６項の規定によ

る農地の貸借の合意解約について、これらにつきまして質問、意見等ござい

ましたらお願いいたします。ありませんか。

＜「質疑なし」の声＞

議 長 質問等ないようでございます。

これらがないようですので、この案件は報告案件でございますので、ご了解

いただきたいというふうに思います。

以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしました。

皆様方のほうから何かございませんか。

担当推進委員 はい。

議 長 はい、どうぞ。

担当推進委員 大会前になされた農業委員さんとの意見交換会ですけども、どんな目的や内

容でどんな推進をやられるのかというのを教えていただければ。

議 長 事務局。

事務局長 失礼いたします。

まず、目的でございますが、真庭市におけます農業の実情、特に農地の問題

について、現場といいますか、現状のことが、現状のことといいますか、そ
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れぞれ地域ごとに課題や問題があるのではないか。それから、逆にこういう

使い方ができないかといったようなことをぜひお聞きして、冒頭会長のご挨

拶にもございましたが、意見書なり、建議と言えるかわかりませんけども、

市のほうに対しても農業委員会として申し上げるべきことは申し上げたいと

いったようなことが一つです。いずれにしても、それぞれの地域で抱える課

題、例えば耕作放棄地とか、そういった農地の問題を一番ご存じの農業委員

さん、そして推進委員さんに私どもいろいろ教えていただきたいというふう

に思っております。

それで、次にやり方でございますけども、旧町村ごとにお話を聞ければとい

うふうに考えております。できるだけ振興局のほうで集まっていただいて、

いろいろとご意見がありますものをお伺いしたいということでございます。

議 長 はい、どうぞ。

担当推進委員 地域ごと、各町村だということでしたら、個々でやる、別個で、配ってやら

れるん。

事務局長 別個で、それぞれの地区といいますか、例えば旧北房町さんであれば北房町

から選出された委員さん、それから最適化推進委員さんに、例えば北房振興

局にお集まりをいただきまして、私たち事務局も行きますので、振興局で１

時間か２時間お話し合いをさせていっていただければと思っております。

担当推進委員 それは、各町村で日程等をじゃあ、これから詰めたり。

事務局長 はい、できれば南から、北房地区から始めさせていっていただければという

ふうに思っております。

担当推進委員 わかりました。

事務局長 よろしくお願いいたします。

１０番委員 今のその参照範囲で、農林振興課の職員も出席されるんですかね。

事務局長 現在のところ、農業委員会の、私は全ての地区に参加をさせていただこうと

思っておりますが、まずは農業委員会の事務局の職員でお話をお伺いをさせ

ていただきたいというふうに思っております。

１０番委員 ということは、農業委員さんなり、推進委員さんが意見を出されて、その聞

き取り程度、その中での農地というか、農業振興等々にかかわる部分につい

ては。

事務局長 基本的には聞き取りといいましょうか、地域の実情をまずお伺いするという

ことになりますが、その場で例えばこういう課題について対応策はどうだと

いったようなことで、その場でご回答できるものがあれば私のほうからご回

答を申し上げますし、一度持ち帰って担当のほうに詳しく聞く必要があるも

のは持ち帰って、またしかるべき方法でご回答をさせていただきたいという

ふうに思っております。
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議 長 ほかにはございませんか。

よろしいですか。

はい、どうぞ。

１７番委員 済いません、時間をいただきます。

先日６、７と東京のほうに女性農業委員会の活動推進シンポジウムというの

がありまして、行かせていただきました。今回全国から５００人程度の女性

農業委員の方、推進委員の方が参加してくださいました。１日目は余りの多

さでなかなか、パネラーもなかなか思うようにきちっといかなくて、段取り

よくいかなかったんですけども、おもしろい先生がパネラーで話をしてくだ

さいまして、やっぱり笑顔が大事だと、地域の実情は地域が一番よく知って

るんだから、地域の中の方同士がやっぱりつき合わせて話ができるような会

を持っていくことが大切じゃないかみたいなことをおっしゃいました。

ほんで、夜に岐阜の女性農業委員、推進委員の方と、次の日も一緒にその方

たちと勉強会するということで交流をさせていただいたんですけども、岐阜

の方、女性の方たちのお話を聞いててやっぱりすごいなと思ったのは、みん

ながしっかりと日々の活動をされてるなというのをすごい感じることができ

て、１人の方は食育がやっぱり農業を、ちっちゃいときから親しむことがす

ごく大事だから、そのためにはやっぱり好き嫌いじゃなくて、嫌いなもので

も自分でつくればとって食べると、それがやっぱり農業も次に変わってくる

と。保育園では野菜をつくってて、小学校では大豆をつくって、それを加工

にまで、各学年違うように、豆腐とか違うものに加工して、それを食してい

くことで食育のほうも含めてされているっていうような、あそこは地域に劇

団があるんですけれども、そこの劇団がもう地域に根差してるなというのを

すごく感じたんですけども、それぞれが皆さんが役者になって、表現できる

人は自分が体を通して表現するし、苦手な人は紙芝居をつくってその中で表

現していくというようなことも言われていました。

やっぱり日々の中、感じたことをそれぞれ１０人おれば１０人やれることっ

て違うと思うので、その人の特性を生かしながらやっぱりやっていくことが

すごく大切じゃないかなあみたいなのをすごく強く感じて帰らせていただき

ました。今回は２人とも行かせていただいて、ありがとうございました。

議 長 ありがとうございました。

ほかにはありませんか。

＜「なし」の声＞

議 長 事務局、よろしい。

＜「なし」の声＞

議 長 それでは、これで３月総会を閉会したいと思いますが、次回４月総会は、４
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月１０日水曜日の午前１０時からですので、よろしくお願いいたします。

（午前１１時２０分 閉会）


