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五泉市農業委員会 

令和２年 第２回 定例総会議事録 

 

会議開催 令和２年２月 28日(金) 午後 2時 00分 

場  所 総合会館 2階 第 1第 2会議室 

 

出席委員(19人) 

  1 番 渡辺 清滋       2 番 加藤 健一 

     3 番 江口 聡     4 番 渡邊 清司 

        5 番 髙橋 甚一             6 番 今井 聡 

        7 番 岩出ノブ子             8 番 林 毅 

        9 番 亀山 公子            10番 権平 孝男 

       11番 阿部 伸由            12番 渡邉みのり 

       13番 髙岡 公衛            14番 川村 孝雄 

       15番 佐久間公英            16番 楯  英樹 

       17番 地濃 潤一            18番 松尾タカ子 

19番   古田 常藏 

 

欠席委員 

無し 

  

関係説明者 

次 長        佐野 真也   村松事務所長  田中 正徳 

係 長     石川 智也   主 査       藤田 剛 

 

日    程  

1 開 会        

2 会長あいさつ        

3 総会成立宣言        

4 会期の日程について        

5 議事録署名委員及び記録員の指名について       

6 農地パトロールの報告        

7 議 件        

 議 第 1号 農地法第 3条の規定による許可処分の取消について 

 議 第 2号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議 第 3号 農地転用事業変更承認申請について 

議 第 4号 農地法第 5条の規定による許可申請について 

議 第 5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
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            画について    

        ・あっせん審査委員会案件 

        ・通常案件 

        ・農地中間管理事業案件 

    報告第 1号   農地集積・集約加速化支援事業補助金交付要綱（案）について 

    報告第 2号   令和 2年度農作業労務参考標準賃金について 

    報告第 3号   農地中間管理事業による農用地利用配分計画について 

 

司 会    それでは、ご案内の時間となりましたので只今から、令和 2年第 2回定例総会を開催

いたします。 

会長からごあいさつをいただき、その後は、会議規則第 4 条により議長として進行を

お願い致します。 

 

会 長   ～～あいさつ～～ 

 

議 長  ただいまから、令和 2年 第 2回総会を開会いたします。 

日程の「3 総会成立宣言」ですが、出席委員数は、19人中、 19 人で、定足数に達

しておりますので、本総会は成立していることを宣言します。  

  

議 長  次に、日程の「4 会期の日程について」でありますが、本日１日限りとし、議事日程

につきましては、お手元に配布の日程のとおりとすることで、ご異議ございませんか。 

 

～～「異議無し」の声あり～～ 

 

議 長  「ご異議無し」ということで、左様決定いたします。 

次に、日程の「5 議事録署名委員の指名について」でありますが、五泉市農業委員会

会議規則第 13条の規定により作成します議事録の署名委員の指名について、私に、ご一

任いただけますか。 

 

～～「異議無し」の声あり～～ 

 

議 長  それでは、議席番号 3 番 江口 聡 委員、4 番 渡邊清司 委員にお願いします。

また、議事録の記録員は、事務局 石川係長にお願いします。 

続きまして、日程「6 農地パトロールの報告」に入ります。調査班の班長 1番 渡辺

清滋 委員から報告してもらいます。 

 

調査班長（渡辺清滋 委員） 

はい議長。議席番号 1番、現地調査班 渡辺です。優良農地の保全と確保、無断転用の

防止として 2 月の農地パトロールを実施しました。本日９時半から私ほか、高岡 推進

委員、瀧澤 推進委員、弦巻 推進委員と事務局の田中所長、石川係長で管内を見て参
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りました。五泉地区では、三本木、寺沢、五十嵐新田、木越、不動堂、笹堀、小流、小

搦、一本杉、村松地区では、美郷、矢津、下阿弥陀瀬、松野 等を見て参りましたが、違

反転用等の状況が見受けられなかったことを報告いたします。 

 

議 長  只今の報告について、ご質問等がありましたらお願いします。 

     

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、報告のとおりとします。 

続きまして、日程の「7 議件」の審議に入ります。 

最初に、「議第 1号 農地法第 3条の規定による許可処分の取消について」を上程しま

す。事務局より説明をお願いします。 

 

石川係長 はい、議長。 

 

議 長  石川係長。 

 

石川係長 説明いたします。個人情報に当たる、人名、地番については、議案書を確認願います。 

３ページをご覧ください。 

平成 11年 2月に親子間の贈与による所有権移転の許可を得ましたが、錯誤による申請

だったため取消ししてもらいたいとのことであります。なお、当初許可に伴う登記移転

は行っていない為、農地法 3条許可処分取消により贈与は無かったものとなります。以

上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありました

らお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、採決に入ります。 

「議第 1号 農地法第 3条の規定による許可処分の取消について」は、原案のとおり

決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長  挙手全員でありますので、「議第１号 農地法第 3条の規定による許可処分の取消につ

いて」は、原案のとおり決定されました。 

続いて、「議第 2号 農地法第 3条の規定による許可申請について」を上程します。事

務局より説明をお願いします。 
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石川係長 はい、議長。 

 

議 長  石川係長。 

 

石川係長 はい。議長説明いたします。個人情報に当たる、人名、地番については、議案書を確

認願います。 

7ページをご覧ください。 

番号 1番は、売買による所有権移転の案件です。田 1筆 合計面積 1,021㎡を売買によ

り所有権移転を行うものであります。 

10ページの審査表をご覧ください。農地法第３条第２項各号に該当せず許可要件を満

たすと考えられます。 

田中所長 続きまして、村松地区の案件の説明になります。番号２番は、田 2筆 畑 1筆合計面積

1,194 ㎡を親戚間の贈与により離れている農地管理ができないために土地所有権移転す

るものであります。11ページの審査表をご覧ください。農地法第 3条第 2項各号に該当

せず許可要件を満たすと考えられます。番号 3番は、畑 3筆 合計面積 2、899㎡を議案

書記載の金額により賃貸借するものであります。譲受人は１月２８日に農業経営後継対

策委員会の新規参入審査会に適当と判断されました。また、２月１３日開催の役員会に

て農業後継者対策委員長より新規農業参入への審査結果が報告され、役員会においても

新規農業参入は適当と決定されているものです。12ページの審査表をご覧ください。農

地法第 3条第 2項各号に該当せず許可要件を満たすと考えられます。番号４番は、畑１

筆合計面積 839 ㎡を議案書記載の金額により賃貸借するものです。内容は、先程説明し

ました、番号３番と同様に新規参入の案件となります。番号５番は、畑３筆 2,909 ㎡を

議案書記載の金額により賃貸借するものです。内容は、先程の説明の新規参入の案件と

なります。 

     以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長  ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （渡辺清滋 委員） 

はい議長。説明いたします。番号 1番は木越地内の田で、番号 2番は松野地内の田と

畑で、番号 3番は矢津地内の畑で、番号 4番は下阿弥陀瀬地内の畑で、番号 5番は矢津

地内の畑で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありました

らお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、採決に入ります。 

「議第 2号 農地法第 3条の規定による許可申請について」は、原案のとおり決定す
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ることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長  挙手全員でありますので、「議第 2号 農地法第 3条の規定による許可申請について」

は、原案のとおり決定されました。 

     続いて、「議第 3号 農地転用事業計画変更承認申請について」を上程します。事務局

より説明をお願いします。 

 

石川係長 はい、議長。 

 

議 長  石川係長。 

 

石川係長 はい議長。説明いたします。 

17ページをご覧ください。 

番号 1 番は搬出入路及び表土堆積場として転用許可を受けておりましたが、陸砂利採

取に変更するものであります。 

18・19ページが事業計画変更承認申請書、20ページが位置図、21ページが見取図、2

2・23ページが公図の写し、24ページが計画平面図であります。 

番号 2 番は搬出入路及び表土堆積場として転用許可を受けておりましたが、一部陸砂

利採取に伴い、搬出入路の面積を縮小するための変更であります。 

25ページが事業計画変更承認申請書、26ページが位置図、27ページが見取図、28・2

9ページが公図の写し、30ページが計画平面図であります。 

番号 3 番は搬出入路として転用許可を受けておりましたが、継承者が陸砂利採取に変

更するものであります。 

31ページが事業計画変更承認申請書、32ページが位置図、33ページが見取図、34・3

5ページが公図の写し、36ページが計画平面図であります。 

番号 4 番は搬出入路及び表土堆積場として転用許可を受けておりましたが、陸砂利採

取に変更するものであります。 

37・38ページが事業計画変更承認申請書、39ページが位置図、40ページが見取図、4

1・42ページが公図の写し、43ページが計画平面図であります。 

番号 5 番は表土堆積場として転用許可を受けておりましたが、陸砂利採取に変更する

ものであります。 

44・45ページが事業計画変更承認申請書、46ページが位置図、47ページが見取図、4

8・49ページが公図の写し、50ページが計画平面図であります。 

番号 6番は期間の変更に伴うものであります。 

51ページが事業計画変更承認申請書、52ページが位置図、53ページが見取図、54ペ

ージが公図の写し、55ページが計画平面図であります。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 
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議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等が ありまし

たらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、採決に入ります。 

「議第 3 号 農地転用事業計画変更承認申請について」は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長  挙手全員でありますので、 

「議第 3 号 農地転用事業計画変更承認申請について」は、原案のとおり決定されま

した。 

続きまして、「議第4号 農地法第5条の規定による許可申請について」を上程します。

事務局より説明をお願いします。 

 

石川係長 はい、議長。 

 

議 長  石川係長。 

 

石川係長 はい議長。説明をいたします。個人情報に当たる、人名、地番、年齢及び金額等につ

いては、議案書を確認いただいて、審査基準の項目について、適合しているかなど検討

結果を説明いたします。 

59ページをご覧ください。  

     番号 1番から番号４番までは一つの案件となります。先ほど承認頂いた事業計画変更

の関連地案件となります。田 14筆、合計面積 6,431.94㎡を陸砂利採取による一時転用

案件となります。 

64・65ページが申請書、66ページが位置図、67ページが見取図、68・69ページが公

図の写し、70ページが計画平面図となります。71ページの審査表をご覧ください。 

許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア-(イ)-c」であります。申請地は小搦・小

流地内の農振農用地域ではありますが、陸砂利採取のための一時転用で使用することは

止むを得ないものと判断いたしました。審査表の検討結果は記載のとおりであります。 

番号 5番から番号８番までも一つの案件となります。田畑合計 13筆、合計面積 4,084

㎡を陸砂利採取による一時転用案件となります。72から 74ページが申請書、75ページ

が位置図、76 ページが見取図、77 ページが更製図の写し、78 ページが計画平面図とな

ります。79ページの審査表をご覧ください。 

許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア-（イ）-c」であります。申請地は、一本

杉及び高山地内の農振農用地域ではありますが、陸砂利採取のための一時転用で使用す

ることは止むを得ないものと判断いたしました。審査表の検討結果は記載のとおりであ
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ります。 

番号 9番は、田 2筆、合計面積 704㎡に集合住宅建設のための転用案件となります。8

0ページが申請書、81ページが位置図、82ページが案内図、83ページが公図の写し、8

4ページが計画平面図となります。85ページの審査表をご覧ください。 

許可基準に定める農地区分の該当事項は「エ-(ア)-b-（c）」であります。申請地は、

寺沢２丁目地内の第一種住居地域で、集合住宅や個人住宅に囲まれた場所で集合住宅建

設敷地として使用する事は止もう得ないものと判断いたしました。審査表の検討結果は

記載のとおりであります。 

番号 10 番は、田 1 筆、面積 231 ㎡に個人住宅建築のための転用案件となります。86

ページが申請書、87ページが位置図 88ページが案内図、89ページが更正図の写し、90

ページが計画平面図となります。91ページの審査表をご覧ください。 

許可基準に定める農地区分の該当事項は「エ-(ア)-b-（ｃ）」であります。申請地は、

五十嵐新田地内の準工業地域で、個人住宅建築敷地として使用する事は止もう得ないも

のと判断いたしました。審査表の検討結果は記載のとおりであります。 

番号 11 番は、田 1 筆、面積 403 ㎡に個人住宅建築のための転用案件となります。92

ページが申請書、93ページが位置図 94ページが案内図、95ページが公図の写し、96ペ

ージが計画平面図となります。97ページの審査表をご覧ください。 

許可基準に定める農地区分の該当事項は「エ-(ア)-b-（ｃ）」であります。申請地は、

三本木３丁目地内の第一種住居地域で、個人住宅建築敷地として使用する事は止もう得

ないものと判断いたしました。審査表の検討結果は記載のとおりであります。 

田中所長 続きまして、村松地区の案件について説明します。申請内容は、雪捨て場を設置し、

売買移転の農地に永久転用するものです。98ページが申請書、99ページが位置図の写し、

100ぺージが案内図の写し、101ページが公図の写し、102ページが利用計画平面図の写

しです。103 ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は

「エ‐（ア）-a-（a）」であります。判断理由は、申請地は村松地区美郷地内の農地で、

下水道・水道管が埋設された 4ｍ以上の市道春日新田丸山線脇にあり、500ｍ以内に医療

施設その他の公益施設として判断できる山王苑・地域密着型特別養護老人ホーム第二山

王苑あけぼのがある第３種農地と判断され、雪捨て場用地として使用することは止むを

得ないものと判断いたしました。審査表の検討結果は記載のとおりであります。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長  ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （渡辺清滋 委員） 

はい議長。説明いたします。番号 1番から 4番は小搦及び小流地内の田で、番号 5番

から 8番は一本杉及び高山地内の田で、番号 9番は寺沢 2丁目地内の休耕田で、番号 10

番は五十嵐新田地内の休耕田で、番号 11番は三本木 3丁目地内の休耕畑で、番号 12番

は美郷地内の休耕畑で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありました
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らお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、採決に入ります。 

「議第 4号 農地法第 5条の規定による許可申請について」は、原案のとおり決定す

ることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長  挙手全員でありますので、「議第 4号 農地法第 5条の規定による許可申請について」

は、原案のとおり決定されました。 

続きまして、「議第 5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

利用集積計画について」の「あっせん審査委員会案件」についてお諮りします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査 はい、議長。 

 

議 長  藤田主査。 

 

藤田主査 はい。議長説明いたします。 

     107ページをご覧ください。 

令和 2年 2月 13日（木曜日）に、あっせん審査委員会が開催され、議案番号 1番、2

番の内容について審議されました。あっせん登録者を審査し、近隣の状況等から妥当で

あるとの審査結果を得ています。 

番号 1番、2番は、売買の案件です。 

番号 1番は、合計面積 1,788㎡ 

番号 2番は、面積 991㎡ 

それぞれを議案書記載の金額で所有権移転するものです。 

また、これらの所有権移転の内容は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の内容で

適合します。第 3項の内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありましたら

お願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、採決を行います。 

     「あっせん審査委員会案件」は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手を 
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お願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長  挙手全員でありますので、「あっせん審査委員会案件」は、原案のとおり決定されまし

た。 

続いて「通常案件」についてお諮りします。 

     事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査 はい、議長。 

 

議 長  藤田主査。 

 

藤田主査 はい。議長説明いたします。 

108ページからをご覧ください。 

番号 1番から 27番は、新規の利用権設定の案件です。 

番号 1番から 23番は五泉地区、番号 24番から 27番は村松地区の案件です。五泉地区

の案件について説明します。 

番号 1番は、面積 802㎡ 

番号 2番は 109ページ、合計面積 5,811㎡ 

番号 3番は、合計面積 2,983㎡ 

番号 4番は 110ページ、合計面積 4,027㎡ 

番号 5番は 115ページ、合計面積 16,233㎡、番号 5番は未 相続農地ですが、関係権

利者の同意を得て、申出者を推定相続人代表として申請を受理しました。 

番号 6番は 119ページ、合計面積 13,771㎡ 

番号 7番は、合計面積 1,370㎡ 

番号 8番は 120ページ、合計面積 2,002㎡ 

番号 9番は 121ページ、合計面積 7,634㎡ 

番号 10番は 123ページ、合計面積 5,417㎡ 

番号 11番は 125ページ、合計面積 9,242㎡、番号 11番は未相続農地ですが、関係権

利者の同意を得て、申出者を推定相続人代表として申請を受理しました。 

番号 12番は 126ページ、合計面積 14,273㎡ 

番号 13番は、合計面積 3,910㎡ 

番号 14番は 127ページ、合計面積 7,229㎡ 

番号 15番は 128ページ、面積 3,000㎡ 

番号 16番は 131ページ、合計面積 20,185㎡ 

番号 17番は 132ページ、合計面積 3,798㎡ 

番号 18番は 133ページ、合計面積 10,594㎡ 

番号 19番は 134ページ、面積 3,000㎡ 

番号 20番は 136ページ、合計面積 23,424㎡ 
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番号 21番は、合計面積 1,321㎡ 

番号 22番は 138ページ、合計面積 10,015㎡ 

番号 23番は、面積 985㎡ 

続きまして、村松地区の案件について説明します。 

番号 24番は 139ページ、合計面積 5,257㎡、番号 24番は未相続農地ですが、関係権

利者の同意を得て、申出者を推定相続人代表として申請を受理しました。 

番号 25番は、合計面積 3,925㎡ 

番号 26番は、面積 1,435㎡ 

番号 27番は 141ページ、合計面積 22,338㎡ 

それぞれを議案書記載の金額及び俵数で貸し借りするものです。 

     続きまして、番号 28番から 66番につきましては、利用権設定の再設定の案件です。

それぞれを議案書記載の金額及び俵数で貸し借りするものです。 

     続きまして、番号 67番は、新規の利用権設定の案件です。番号 67番は、合計面積 1,

293㎡を使用貸借するものです。 

これらの計画は、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の内容で適合します。第 3

項の内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありましたら 

お願いします。 

 

～～ 質疑応答 ～～ 

 

議 長  無ければ、採決を行います。 

    「通常案件」は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～ 挙手全員 ～～ 

 

議 長  挙手全員でありますので、「通常案件」のは、原案のとおり決定されました。 

続いて「農地中間管理事業案件」についてお諮りします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査 はい、議長。 

 

議 長  藤田主査。 

 

藤田主査 はい。議長説明いたします。 

175ページからをご覧ください。 

今月は、2件の申し出がございました。番号 1番、2番は、農地中間管理機構への農地

貸借の案件となります。 
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番号 1番は 176ページ、合計面積 10,154㎡ 

番号 2番は 177ページ、合計面積 2,360㎡ 

それぞれを議案書記載の金額で貸し借りするものです。 

今月は、総数田 12,514㎡・畑 0㎡・計 12,514㎡を議案書記載の金額で農地中間管理

機構へ貸借します。これらの計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 2 条第 5

項による農地中間管理権を設定するものであり、同法第 8条第 3項の事業規定に含まれ

るものであります。事務規定の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありましたら

お願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、採決を行います。 

     「農地中間管理事業案件」は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長  挙手全員でありますので、「農地中間管理事業案件」は、原案のとおり決定されました。 

     続きまして、日程 8「報告事項」に入ります。 

     「報告第 1 号 農地集積・集約加速化支援事業補助金交付要綱（案）について」事務

局より説明をお願いします。 

 

石川係長 はい、議長。 

 

議 長  石川係長。 

 

石川係長 はい、議長。  

     179ページからをご覧ください。 

1 月総会時に報告いたしました、農地集積・集約加速化促進事業補助金の交付要綱案

でございます。 

めくって、181ページをご覧ください。要綱案を読み上げます。 

（要綱案読み上げ） 

議会にて新年度予算が議決後に、要綱を整えることを報告いたします。 

以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありましたら

お願いします。 
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渡邊委員 はい。 

 

議 長  渡邊委員。 

 

渡邊委員 はい。議席番号 4番 渡邊です。要望としてお聞きいただきたいんですが、プラン策

定地域内では認定農業者になっていなくても、中心経営体としてプランに乗っていなく

ても地域で一生懸命担い手として頑張っている方がいらっしゃると思うので、そういう

方々も対象となるよう運用していただければと思いますので、要望です。 

 

議 長  要望として、検討いただければと思います。ほかに無いようでしたら、続きまして、

「報告第 2号 令和 2年度農作業労務参考標準賃金について」事務局より説明をお願い

します。 

 

佐野次長 はい、議長。 

 

議 長  佐野次長。 

 

佐野次長 はい、議長。説明いたします。  

187ページの参考標準賃金表をご覧ください。 

令和２年度の農作業労務参考標準賃金につきまして、２月１３日にありました役員会

で検討したところ、 

新潟県の最低賃金額が昨年 10月に上がったものの、五泉市内の現状及び状況から米の

価格等の金額に大きな上昇が無いところから、「特に金額の変更の必要は無し」としたも

ので昨年、10月に配布した参考標準賃金と変更はありません。 

ただし、乾燥調製の備考欄へ、乾燥 960円・調製 590円が追加となっております。 

下の二つ目の◎にありますとおり、本表はあくまでも標準額です。不整形地、倒伏田で

の割増、大型ほ場での割引減額やその他のことについては、当事者間の協議で決定して

ください。とありますので、ご承知おきください。 

以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご質問はございませんか。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無いようでしたら、続きまして、「報告第 3号 農地中間管理事業による農用地利用配

分計画について」事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査 はい、議長。 
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議 長  藤田主査。 

 

藤田主査 はい。議長報告いたします。 

191ページからをご覧ください。 

令和 2年第 1回定例総会において議決され、農地中間管理機構へ貸付されました農地

について、農用地利用配分計画を報告いたします。 

番号 1番は 191ページ、合計面積 4,204㎡ 

番号 2番は 192ページ、合計面積 2,669.62㎡ 

それぞれが議案書記載の金額で農地中間管理機構から借受人に対して貸借されるもの

です。 

以上報告いたします。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご質問はございませんか。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長  無ければ、報告事項を終了いたします。 

     以上で、本日の総会の議案審議は終了しました。これをもちまして、令和 2年第 2回

五泉市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

( 2時 44分 総会閉会) 

       

 


