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南砺市農業委員会第 17 回総会会議録

1.招集日時  平成 30 年   11 月    2 日

2.開会時刻  平成 30 年    12 月    4  日 午後 4 時 00 分

3.閉会時刻  平成 30 年  12 月    4 日 午後 5 時 15 分

4.場  所  城端庁舎 ３階 視聴覚室

5.委員定数  20 名

6.出席委員  16 名  

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠

1 織田 直信 出 11 堀  文夫 出

2 鍋島 守 出 12 藤永 隆夫 出

3 中村 三郎 出 13 山本 弘 出

4 片山 昌作 出 14 山土 修一 出

5 當田 衛 出 15 齊藤 十明 出

6 杉森 桂子 出 16 上田 憲仁 欠

7 林  正一 出 17 澁谷 均 出

8 中川 寿 出 18 松平 勝 出

9 荒木 健二 欠 19 瀧 由記男 欠

10 北島 文子 欠 20 前川 十一 出

7.議事日程

第 1 議事録署名委員の指名

第 2 附議議案

議案第 74 号 農地法第 3 条の規定による許可申請承認について

議案第 75 号 農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請承認に

ついて

議案第 77号 農地法第 3 条第 1 項 目的の買受適格者証明願いに

ついて
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 第 3 報告事項

報告第 29号 農地法第 18条第 6項の規定による通知書について

8.事務局職員

   事務局長 芝井 広、主幹 前田 憲一、副主幹 山田由紀子

9.会議の概要

事務局長

会長 

定刻となりましたので、只今から、第 17回南砺市農業委員

会 6 月の総会を開催いたします。本日の欠席委員は 4 名で 20

名中、出席委員 16 名は、農業委員会等に関する法律第 21 条

第 3 項に規定する定数に達しており、総会が成立することを

ここにお知らせします。会議に先立ちまして、前川会長より

挨拶方お願いします。 

暖かい日がだんだん寒くなってきまして、週末は雪が降る

という予報でございますが、みなさんお身体にお気をつけて

お過ごし頂きたいと思います。先月の 29、30 日と東京で農業

委員会会長代表者大会がございました。そこでは、申し合せ

決議といたしまして、農地利用最適化の取組み強化に向けた

申し合せ決議。情報提供活動の一層の強化に合わせる申し合

せ決議。この２項目を決議したわけでございます。

要請決議といたしましては、農地適用の最適化にむけた政

策推進に関する要請決議ということでございます。これは、

全国大会で終わったわけですが、29 日の夜、県選出の国会議

員の先生方にご出席頂きまして、出席されたのは宮腰大臣、

橘衆議員議員、山田敏男参議院議員。後の懇親会で、堂故参

議院議員と 4 名の方が出席されました。そこで色々と意見交

換をしたわけでございます。これからの米の自給対策、今月

も生産枠が発表されるわけで、農業といたしましては大変忙

しい時期になっているわけでございます。 

この生産枠を守ってない県が、新潟、秋田の 2 県だと、宮

腰大臣が言っておられましたが、もう少し国なりが、県と話

をするべきでないかと、一つの例として、千葉県の例を出さ

れたわけですが、農水省が千葉県に行って生産枠の話をされ

たところ、既に、千葉県知事がその話を存じておられたそう

です。なぜ存じておられたのかお聞きしたところ、担当部長

が、話をしていなかったとのことでした。千葉県知事として
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会長 

議長 

事務局 

は、そのような話は初めて聞き、それはだめだということで、

千葉県が全国の皆さんに迷惑をかけている、それは生産枠を

守らなければだめだということで千葉県は守られた。その一

方で、新潟、秋田もそのような取り組みがなされていないの

ではないかと。人ごとのように考えているのではないかと、

宮腰先生は言われました。これからもそういう風にして生産

枠の需給調整というものを確立して、米の生産が増えて値段

が下がらないように努力していく必要があると大臣が言って

おられました。 

今月も水田再編協議会が開催されます。また、農家の方々

に生産枠というものが示されるわけでございます。大変忙し

い時期でございますが、今後共よろしくお願いいたします。 

それでは、農業委員会を開催させていただきます。最初に

議事録署名委員の方をご指名させていただきます。15 番の委

員さん、17番の委員さんよろしくお願いいたします。 

 議案第 74 号農地法第 3条の規定による許可申請承認につい

て事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

 ＝議案第 74 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 2件の申請がありました。面積は 田 1,804 ㎡ 畑

7,717.00 ㎡ 計 9,321.00 ㎡です。 

 受付番号 1番です。 

 譲り渡し人は、市外に居住しております。昨年 10 月に母が

亡くなり、その際に相続しました申請地を、就農拡大に意欲

のある譲り受け人に譲渡するものです。 

 譲り渡し人は、現在、会社員として勤務しておりますが、

退職後や高齢になってからも、農業を始めることはとても困

難だと思っており、農地をどなたかに譲れないものかと申請

地付近に農地を所有の近隣農家などに相談しておりました。

そんな中、県内外の法人または株式会社での経験を得て、農

業全般における業務をこなした経緯をお持ちである、譲り請

け人の情報が入り、将来に活かし続けたいという希望もあり、

農業経営の目標に向かっていく姿勢をみて、今回、譲渡する

ことといたしました。 
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

 また、申請地付近の家を探し、居住しておりますが、既に、

近所の方々との交流を重ねており、田・畑での作物つくりな

どに励んでいるとのことで、現在は頼れる方となっています。

 次に受付番号 2番です。 

 譲り渡し人は近年、高齢になり、農地の維持、管理が困難

になってきたため、息子に農地を贈与するものであります。 

 いずれの案件も農地法第 3 条第 2 項の各号に該当しないた

め、許可要件を満たしていると考えます。 

ありがとうございました。 

 この案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありました

らお願いいたします。 

 ご意見がないようですので賛成の方、挙手をお願いします。

  （全員挙手） 

議案第 74 号農地法第 3条の規定による許可申請承認につい

て承認いたします。 

続きまして、議案第 75号農地法第 4条の第 1項の規定によ

る許可申請承認について事務局より朗読と説明を求めます。 

 ＝議案第 75 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 1件の申請がありました。面積は、田のみ 328 ㎡で

す。受付番号 1番です。 

申請人は申請地を農業用倉庫及び作業場用地に転用するも

のです。申請人は現在、花苗及び鉢花生産販売を営んでおり

ます。この度。通常の業務にいちご栽培を加え、農業経営拡

大を目指したいと考えており、そのためには、拠点となる施

設（農業用倉庫及び作業場）が、現状では足りていないこと

から、新たに建設したいと思い、今回申請したものです。 

運搬に必要な車両については、軽トラック２台、花運搬車

等計４台ありますので車両については問題ありませんが、ま

ずは施設の確保の充実化を図りたいと思っております。 

 農地区分は 3 種農地と判断され、転用許可基準の市街化傾
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

向区域の都市計画法上の用途地域に該当するものと考えられ

ます。 

ありがとうございました。この件につきまして何かご意見

ご質問等ありましたらお願いいたします。 

（意義なし） 

ご異議がないようです賛成の方、挙手を願います。 

 （全員挙手） 

全員挙手により、議案番号第 75号農地法第 4条の第 1項の

規定による許可申請承認について承認します。 

続きまして、議案第 76号農用地利用集積計画（案）の決定

について事務局より説明お願います。 

＝議案第 76 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 142 件、425 筆の申請があり、面積は田 828,706.91

㎡ 畑 2,700 ㎡ 計 831,406.91 ㎡であります。 

詳細の中で、備考欄に新設定と記載してあるものについて

説明します。受付番号 2 番につきましては、所有者は従来自

作しておりましたが、規模を縮小する事を考えられ、今回設

定するのとなります。次に、受付番号 11番につきましては、

前借受者が離農されることとなり、新規に設定するものであ

ります。受付番号 16番につきましては、ぶどう園として使用

するため新規に設定されるものです。続いて、受付番号 19 番

及び 21 番につきましては、それぞれ所有者が離農することに

なりました為、農協を介して新規に設定するものとなります。

なお、賃借料の欄に区分番号とありますのは、福野地域では

田の形状、収量に応じまして賃借料を 3 段階に分けたもので

賃借契約を行うことがありますので、この 2 区分といいます

のは、単位当たり 9,300 円となっております。受付番号 31番

につきましては、前借受者が離農することとなり、農協を介

して新規設定するものであります。受付番号 47 番につきまし

ては、前借受者が効率化を図るために、新規に預け替えを行
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事務局 うものとなっております。受付番号 49 番につきましては、所

有者が離農されることとなり、農協を介して新規設定される

ものです。受付番号 51番につきましては、以前より委託され

ておりましたが、今回、正式に設定されるものです。受付番

号 57 番につきましては、所有者が離農されることとなった為、

農協を介して新規設定されるものです。受付番号 59番から 61

番につきましては、所有者が離農されることとなった為、農

林水産公社を介して、新規に設定することとなっております。

受付番号 62 番から 66 番までは、前借受者が離農すること

となった為、農林水産公社を介して 2 営農組合方へ、新規に

と設定されることとなっております。受付番号 67 番から 74

番につきましては、それぞれの所有者が離農されることとな

った為、農林水産公社を介して、新規に借り受ける予定とな

っております。受付番号 75番につきましても、前借受者が離

農することとなった為、農林水産公社を介して新規に設定す

る予定となっております。番号 76 番から 79 番につきまして

は、所有者が離農されることとなった為、農林水産公社を介

して、設定される予定となっております。受付番号 80 番及び

81 番につきましては、所有者は規模を縮小される為、農林水

産公社を介して設定される予定です。受付番号 82 番から 87

番につきましては、所有者がそれぞれ離農されることとなっ

た為、農林水産公社を介して設定される予定となっておりま

す。受付番号 88 番及び 89 番につきましては、前借受者が離

農することとなった為、設定する予定です。

番号 90 番から 100 番につきましては、それぞれの所有者が

離農される為、農林水産公社を介して、それぞれ借り受ける

予定となっております。受付番号 101 番につきましては、所

有者が規模を縮小される為、農林水産公社を介して設定する

予定です。受付番号 102 番から 108 番につきましては、所有

者がそれぞれ離農される為、農林水産公社を介してそれぞれ

借り受ける予定です。いずれの案件も、農業経営基盤強化法

第 18 条第 3項及び農地中間管理機構の推進に関する法律、第

18 条第 4 項の要件を満たしているものと考えられます。この

流動化の状況につきましては、以下のようになります。 

農地流動化面積 新規設定 176 筆 面積 34.54ha 再設定

192 筆 39.13ha 計 368 筆 73.67ha 新規転貸 17 筆

1.88ha 再転貸 40筆 7.59ha 計57筆 9.47ha 新規設定

と新規転貸の合計 425 筆 83.14ha です。第 18 条第 6 項の
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事務局 

議長 

委員 

事務局 

議長 

議長 

議長 

解約 204 筆 41.87ha を差し引きますと、合計 221 筆 面積

が 41.27ha でございます。農地流動化状況として面積が先月

と比較して 5.45ha 減の 3,800.75ha 流動化率は 0.07％の

減あり、49.45％となっております。区域別流動化面積の詳細

ですが、城端地区で新規設定 48 筆 94，214 ㎡ 再設定 168

筆 364,790㎡ 井波地区で新規設定 3筆 10,414㎡ 再設

定 3 筆 7,529 ㎡ 福野地区で 101 筆 207,177.9 ㎡ 再

設定 21 筆 18,967 ㎡ 転貸 36 筆 70,636 ㎡ 福光地区

で新規設定は 24 筆 33,618 ㎡ 転貸 21 筆 24,061 ㎡

合計 新規設定 176 筆 345,423.9 ㎡ 再設定 192 筆

391,286 ㎡ 転貸 57 筆 94,697 ㎡ です。新規設定・再設

定の合計 736,709.9 ㎡ 転貸 94,697 ㎡ 合計 831,406.9

㎡ です。 

今回の申請の主な利用権設定を受ける者として、福野町圃

場管理センター 25 筆 5.9ha ㈲窪田農産 14 筆 1.7ha

が上位二者で、以下、順番に掲載してございます。  

ありがとうございました。 

以上の案件につきまして、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。 

新規の場合、今回、農地中間管理機構を受けているのです

が、正式に変更になったのでしょうか。     

今回、中間管理機構通しになったことは、担当からは直接

きいておりませんが、たまたま偏ったものかと思っておりま

す。ただ、吉松営農組合の再設定のように、法人化を目指し

ておられて、その関係かと思われます。 

ご質問のとおり、いつもより多いですが、調べてみます。 

何か意見ございますか。 

今、担当に聞きに行っているので、次の議案にいきます。

後ほど，ご質問の内容についてご説明いたしますので、承

認について賛成のかたは挙手をお願いします。 

（全員挙手） 



8

議長 

議長 

事務局

議長 

議長 

議長 

事務局 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。 

議案第 77 号農地法第 3条第 1項 目的の買受適格者証明願

いについてです。 

＝議案第 77 号農地法第 3条の買受け適格証明願いについて＝

受付番号 1 番の願い出者は、田 3、266 ㎡ について農地

を取得し、農業経営規模拡大のため競売に参加しようとする

ものです。 

受付番号 2番の願い出者につきましては、田 6,145 ㎡ 畑

2,248 ㎡ 計 8,393 ㎡について、農地を取得し、農業経営規模

拡大の為、競売に参加しようとするものです。 

受付番号 1 番及び 2 番の入札期間としまして、いずれも、

平成31年 1月 9日から平成31年 1月 16日までとなっており、

農業委員会が発行する買受け適格者証明が、この競売時にお

いて必要となることから、今回、証明願いが提出されたもの

であります。 

 ありがとうございました。この件につきまして、何かご意

見ございますか。 

（異議なし） 

ないようですので、賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

よって議案番号 77号農地法第 3条第 1項 目的の買受適格

者証明願いについて承認されたものといたします。 

続きまして、協議第 10号 農業振興地域整備計画の農業地

区域からの除外及び農業地区域への編入について、事務局よ

り説明を求めます。 

その前に、先ほどからのご質問にありました、今回、中間
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事務局 管理機構通しが多いのはなぜかということについてお答えを

します。吉松営農組合が今回、全部中間管理機構をとおって

おりますが、土地改良事業の採択を考えており、その条件と

いたしまして、集積率の向上があります。その関係で中間管

理機構通しとなっております。その他の地区に関しましては、

そういった情報はなく、偶然多くなってしまったように思い

ます。 

次に、協議第 10号農業振興地域整備計画の農業地区域から

の除外及び農業地区域への編入につきまして説明させていた

だきます。 

＝協議第 10 号農業振興地域整備計画の農業地区域からの除外

及び編入について＝ 

今回は、5件 18 筆 面積は田 15,018.99 ㎡の申請があり

ました。 

 受付番号 1番の申請者は 9筆 7,609 ㎡につきましては、

現在、農事組合法人が耕作しております。この土地は、西側

に工場があり、東と南に隣接した位置にあります。今回、そ

の工場の事業拡大のため市が土地を購入、造成し、工場に譲

り渡すこととなります。ということで、今回の申請にいたり

ました。 

農地区分は 1 種農地と判断され転用許可基準の 3 割雇用に

該当するものと考えられます。 

 受付番号 2 番の譲り受け者は、田中地内のアパートに夫婦

と子供の 3 人で住んでおられます。子供の成長とともにアパ

ートでは手狭となること、子供の面倒を親に見てもらいたい、

将来は親の面倒も見たいとの思いから、実家の近くに一戸建

て住宅を建築したいと考え空き地や 3 種農地等を探しておら

れましたが見つからなく、かつて実家を建てるときにお世話

になった方に相談したところ、快く了承されたため今回の申

請に至りました。 

農地区分は 1 種農地と判断され転用許可基準の集落接続に

該当するものと考えられます。 

 受付番号 3 番の譲り受け者は、今回、申請地の西側にあり

ます工業団地の運輸業やタクシー業を営んでおります。その

工業団地の一部を現在、間借りし、事務所や従業員駐車場と

して営業しております。近年、業務は増加し、従業員の数も
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事務局 

議長 

議長 

増え、また倉庫などの他のスペースも必要となり、従来のス

ペースではやりくりが困難となってきました。近隣に、土地

を探しておりましたところ、遊部地区は数年後をめどに、圃

場整備を希望しており、場所を検討しておりました。遊部地

区と譲り受け者の思惑が合致したため、今回の申請に至りま

した。 

農地区分は１種農地と判断され転用許可基準の 3 割雇用に

該当するものと考えられます。 

 受付番号 4 番の譲り受け者は、申請地の道路を挟んだ西側

にあります。事業拡大のため、現在の敷地内で従業員用の駐

車場を減らして工場を増築したいと考え、敷地の候補先を探

しておりました。先にも述べましたが、遊部地区では圃場整

備を計画しており、両者の思惑が合致し、今回の申請にいた

りました。 

 農地区分は、1種農地と判断され、転用許可基準の既存地拡

張に該当するものと考えられます。 

受付番号 5番です。 

申請人は、昭和 60年に住宅を新築しました。当時、施行業

者の提案などにより、土地所有者の承諾を得て、農地の一部

の水路を宅地に転用いたしました。根気阿、隣地の新築を機

会に調査したところ、農地転用の手続きを怠っていることが

発覚したため、今回、申請するものです。 

農地区分は、1種農地と判断され、転用許可基準の既存地拡

張に該当するものと考えられます。 

続きまして、編入にうつります。 

受付番号 1番です。 

申請者は、自営業を営んでおります。敷地内には作業場等

が存在しましたが、今では事業をやめ、作業場を取り壊しま

した。その空き地となった場所を今回、田として復元し、編

入手続きをしたいと思い、申請にいたったものであります。 

ありがとうございました。 

この件につきまして、何かご意見ございますか。 

（異議なし） 

ないようですので、賛成の方は挙手をお願いします。 
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委員 

事務局長

委員 

事務局 

議長 

委員 

議長 

議長 

議長 

議長 

(全員挙手) 

除外申請の受付番号 1 番目ですが、一旦、南砺市が買い受

ける理由はなんでしょうか。 

市が介入し、公共事業にすると、譲渡所得が免除されると

いうことで、租税措置法の措置がありまして、その所有者の

所得税が安くなって誘致しやすいということです。 

このような前例をつくるということは、今後このようなこ

とが発生した場合、申請は可能になるということでしょうか。

今までも開発行為等の 3,000 ㎡以上のものであれば対応し

ておりました。ただ、市の公共ということになると、国の積

算基準で土木工事等を行うわけですが、一般の方がされる場

合より相対的に金額が高くなり、税金は安くなっても、その

分の工事費は本人負担となります。但し、市は後々立替えま

すが、本人負担でお金をもらうことになります。一概に大規

模だから行うということはなく、本人の意向のうえで行うも

のです。 

また、特別措置の基準等もありますから、開発行為の基準

で一定の面積で行うとか、進入路は一定の幅員をしなくては

ならいとか基準がございますので、それらをクリアできれば

市もできるだけ所有者の方にも便宜を図れるだけ対応はして

いきたいと思っております。 

よろしいでしょうか。 

わかりました。 

その他ご意見等はございませんでしょうか。 

ないようであれば、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

賛成多数でございます。 

協議番号 10 号農業振興地域整備計画の農業地区域からの除

外及び編入について承認されたものといたします。 
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議長 

事務局 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

続きまして、報告第 30号 農業振興地域整備計画の軽微な

変更について、事務局より説明を求めます。 

＝報告第 30 号農業振興地域整備計画の軽微な変更について＝

受付番号 1番につきましては、願い出者の父が昭和 55 年に

許可を受けずに、農機具格納庫を建築したものであります。

今回、農地法施行規則第 29条第 1号の規定では、耕作の事業

を行う者が、その農地をそのものの耕作の事業に供するため

に、面積に 2a 未満のものについて、軽微な変更での処理をで

きることとなっておりますので、今回、農機具格納庫という

こともございます。その地面が、本宅とその地面の間に公衆

用道路ということで、敷地も分割されていることから、事を

荒立てずに軽微な変更で処理させていただきたく思います。 

ありがとうございました。 

この件につきまして、何かご意見ございますか。 

（異議なし） 

ないようですので、賛成の方は挙手をお願いします。 

(全員挙手) 

賛成多数でございます。 

報告第 30 号農業振興地域整備計画の軽微な変更について承

認されたものといたします。 

次に報告第 31 号農地法第 18 条第 6 項の規定による通知書

について事務局より説明を求めます。 

農地法第 18 条第 6項の規定による通知書についてです。 

＝報告第 31 号農地法第 18 条第 6 項の賃貸借の規定による

通知書について既読・説明＝ 
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事務局 

議長 

今回は 67 件の届出がありました。面積は、田 417,429.47

㎡ 畑 1,313.00 ㎡ 計 418,742.47 ㎡です。 

受付番号 1番及び 2番につきましては、議案番号第 74 号農

地法第 3条受付番号 1番に関する案件です。 

受付番号 3 番から 6 番につきましては、今後は、違う方と

利用権設定するものです。 

受付番号 6 番及び 7 番につきましては、今後は違う方と利

用権設定するものです。 

受付番号 7番から 37番につきましては、今後は中間管理機

構を通して利用権設定するものです。 

受付番号 38 番から 41 番につきましては、既に市へ売買さ

れたものです。 

受付番号 42 番及び 43 番につきましては、今後は中間管理

機構を通して旅川農産での再設定するものです。 

受付番号 44 番から 49 番につきましては、今後は他の方と

利用権設定するものです。 

受付番号 50 番につきましては、中間管理機構を通して他の

方と利用権設定するものです。 

受付番号 51 番及び 52 番につきましては、他の方と利用権

設定するものです。 

受付番号 53 番につきましては、相対契約からＪＡ仲介の契

約で再設定するものです。 

受付番号 54 番及び 55 番につきましては、今後は是安営農

組合と利用権設定するものです。 

受付番号 56 番につきましては、中間管理機構を通して是安

営農組合と再設定するものです。 

受付番号 57 番につきましては是安営農組合と利用権設定す

るものです。 

受付番号 58 番につきましては、(有)ファームズエンジニア

福光さんと利用権設定するものです。 

受付番号 59 番につきましては、中間管理機構を通して(有)

ファームズエンジニア福光さんと利用権設定するものです。 

受付番号 60 番から 65 番につきましては、今後は、梅本農

産と利用権設定するものです。 

受付番号 66 番及び 67 番につきましては、今後は旅川農産

と利用権設定するものです。 

ありがとうございました。 
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議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

以上の報告案件につきまして、何かご意見、ご質問等あり

ましたらお願いいたします。 

（異議なし） 

ないようですので、報告事項はこれで終わります。続いて

その他にうつります。 

その他について事務局からお願いいたします。 

＝その他について説明＝ 

（説明） 

 ありがとうございました。 

他にご意見等ございますか。 

 全体を通して何かご意見等ございませんか。 

これをもちまして、第 17回農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

○次回の農業委員会 平成 31年 1月 9日（水）午後 2時 

 （閉会時刻 午後 5時 15 分） 
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議事録が正確であることを証します。

  平成  年  月  日

議事録署名委員

議事録署名委員

会     長


