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－１－ 

令和３年第２回 鹿沼市農業委員会総会議事録 

 

 

 令和３年２月２４日（水）第２回鹿沼市農業委員会総会を御殿山会館において開催した。 

 

出席委員 

１番 塩 入 佳 子    ２番 豊 田 道 有    ３番 田 島 正 男 

４番 竹 澤   靖    ５番 星 野 哲 朗    ６番 川 田 武 雄 

７番 荻 原 俊 彦    ８番 吉 髙 神 勇    ９番 廣 田 和 世 

１０番 奈 良 茂 男   １１番 江 俣 伸 一   １２番 奈良部 繁 雄 

１３番 安 生 芳 子   １４番 鈴  木  克  男   １７番 大 森 用 子 

１８番 青 木 正 好                       （１６名） 

 

欠席委員  １５番 神 山 卓 也  １６番 廣 瀬  博    

 

会議の進行又は内容説明等のため出席した者は次のとおり｡ 

農業委員会事務局  事務局長 駒 場 久 和   農地調整係長 福 田 昌 子 

主任主事 星 野 昭 彦   主 事    山 内 千 明 

経済部農政課    主  事 鈴 木 涼 平 

 

この会議の書記は次のとおり｡ 

農地調整係長 福 田 昌 子 

 

－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－ 

◎事務局長は、開会に先立ち、議案書１０ページ１０番の件について、譲受人の氏名を修正す

るよう依頼した。 

 

◎議長（豊田道有会長。以下議長）は午前１０時０３分、第２回鹿沼市農業委員会総会の開会

を宣した。 

 

◎議長は、日程第１の「議事録署名人の選任について」を諮り次の者を指名し決定した。 

 ８番 吉高神 勇 委員、１０番 奈良 茂男 委員 

 

◎議長は書類審査のため暫時休憩とした。 

 

◎議長は、議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とし、議案説

明を事務局に求めた。 
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◎事務局（山内主事） 議案第 1号「農地法第 3条の規定による許可申請について」ご説明い

たします。今回は、売買 11件、贈与 1件、賃借権設定 2件、計 14件の許可申請が提出されま

した。別添の農地法第 3条調査書に記載しましたとおり、いずれの案件も許可することができ

ないものとされている農地法第 3条第 2項の各号には該当しないと判断し、許可要件のすべて

を満たしていると考えております。なお、8番、9番につきましては、下限面積を満たしており

ませんが、農地法施行令第 2条第 3項 1号において、権利の取得後における耕作の事業が草花

等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められる場合は例外とされています。

今回の申請は、ニラの栽培ということであり、集約的に行われ、少ない面積から大きな収益を

上げる場合に該当するものとして、下限面積の例外規定を適用しております。ご審議をお願い

いたします。 

 

◎議長は、担当地区委員の意見を求めた。 

 

◎田島正男委員 １番の見野の売買は、菊沢西小学校を過ぎて左側の●●さんの家の隣地にな

ります。問題ありません。２番、富岡の売買は、見野橋を渡って右側の川沿いののうちです。

こちらも問題ありません。３番、上石川の売買は、石川小学校の南側の道路沿いの農地です。

草は生えていましたが、耕作するには問題ないと思われます。承認をお願いします。 

 

◎星野哲朗委員 ４番、深岩の贈与は、受け人が息子さんになります。普通は相続でやるとこ

ろですが、渡し人の父親が８７歳になり、またすでに息子さんが耕作していますので、問題

ありません。承認をお願いします。 

 

◎川田武雄委員 ５番、引田の売買です。譲受人の●●さんは肥育を大規模にやっており、牧

草を作るということです。問題ありません。６番も引田の売買で、土地改良事業をやってい

るところです。対象農地のある場所も、現在圃場整備真っ最中といった場所となります。譲

受人の●●さんは農業を一生懸命やっている方なので、問題ありませんので、承認をお願い

します。 

 

◎荻原俊彦委員 ７番、加園は売買です。すでに、●●さんの農地を●●さんが借りて耕作し

ております。●●さんは大きく農業をやっている方なので、問題ありません。 

 

◎奈良部繁雄委員 ８番、９番は池ノ森のニラの新規就農に関する賃借権設定で関連しており

ます。新規就農ということで、２月１８日に●●さんと代理人の行政書士参加のもと、私と

市田推進委員、山崎推進委員、駒場事務局長、福田係長、山内主事で、面接を行いました。

面接など約４５分行いましたが、本人はやる気十分で問題ないと見ました。１０番、上石川

の売買です。譲受人の●●さんは元気のある人で、農地の集積を目指しており、ここではソ

バの栽培に取り組みたいと意欲を持っています。場所は、市街化区域で、大型店舗出店予定

地だったところです。売り手は、●●さんに買ってもらえて喜んでいました。１１番、１２
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番は譲受人が同じとなります。譲受人の●●さんは、さつきの栽培に取り組んでおり、意欲

的な人なので、問題ありません。１３番は、千渡の農地の売買で、譲受人は幸町１丁目の●

●さんです。真岡市の●●さんに頼まれて買うことになったということです。問題ありませ

んので、承認をお願いします。 

 

◎鈴木克男委員 ４番、亀和田町の農地の売買は、営農組合の倉庫の隣です。倉庫のある土地

も●●さんの土地です。所有者の●●さんは農業をやったことがなく困っていたため、隣地

の土地所有者の●●さんが買うことになったそうです。●●さんは認定農業者であり、問題

ありませんので承認をお願いします。 

 

◎議長は、議案第１号について質問を求めた。 

 

◎鈴木克男委員 １０番の●●さんは年配だと思いますが、こんなに規模拡大して耕作できる

んでしょうか。 

 

◎奈良部繁雄委員 市街化区域の農地は、高くて買ってくれる人なかなかいないのですが、●

●さんは農業が大好きで、農地を集積してソバを作りたいと意欲的で、買い入れとなりまし

た。 

 

◎鈴木克男委員 農業が好きで一生懸命やるというなら、大変だと思いますが頑張ってもらい

たいと思います。 

 

◎奈良部繁雄委員 私も、近くの農地でソバを作っているので、見守っていきたいと思います。 

 

◎議長は、他に質問を求めたが、質問が無いため１番から１４番の承認について諮り、１番か

ら１４番について許可することに決定した。 

 

◎議長は、議案第２号の「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を議題とし、

議案説明を事務局に求めた。 

 

◎事務局（星野主任主事）議案第 2号、農地法第 4条第 1項の規定による許可申請について説

明いたします。1 番、村井町における●●さん申請の太陽光発電設備への転用については、

東を田、南と北を水路、西を道路に囲まれた農地です。また、申請地は農地の縁辺部に位置

する第２種農地・その他の農地に区分されます。2 番、上粕尾における●●さん申請の一般

住宅への転用については、東と南と北を畑、西を宅地に囲まれた農地です。また、申請地は

農地の縁辺部に位置する第２種農地・その他の農地に区分されます。以上、お手元の調査書

通り許可基準を満たしているものと判断しました。ご審議お願いいたします。 
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◎議長は、現地調査員の報告を求めた。 

 

◎現地調査員（奈良茂男委員）さる２月１７日に、私と吉高神委員、駒場局長、福田係長、星

野主任主事で現地調査を行いました。農地法第４条第１項の許可申請について、現地調査の

結果を報告します。１番、村井町の太陽光発電設備への転用は、周囲はすでに太陽光の設備

が多く設置されており、問題ないと見てきました。２番、上粕尾は一般住宅への転用です。

現在の住居の裏に山があり、先ごろの台風で裏山が崩れ、隣の納屋に土砂が押し寄せたそう

です。奥さんが怖い、まだ死にたくないと、現在の家の前に新たな家を建てるということで

す。問題ないと見てきました。 

 

◎議長は現地調査員の報告を受けた後、担当地区委員の意見を求めた。 

 

◎吉高神勇委員 １番、村井町は、周囲は太陽光がたくさんあるところです。問題ありません

ので、承認をお願いします。 

 

◎大森用子委員 ２番、上粕尾の一般住宅への転用は、事務局及び現地調査員の報告のとおり

問題ありませんので、承認をお願いします。 

 

◎議長は、議案第２号について質問を求めた。 

 

◎塩入佳子委員 裏山が崩れて心配という話がありましたが、家を建てて大丈夫なのでしょう

か。 

 

◎大森用子委員 納屋の 2階まで土砂が入ったと聞いておりまして、山にも流れた跡がありま

す。自宅の方は被害はなかったのですが、山から 30ｍほど離れたところに家を建てるという

ことです。 

 

◎川田武雄委員 防災上の設置基準は何かあるのでしょうか。事務局はどう考えるのか、伺い

ます。 

 

◎事務局（駒場事務局長）場所は、県道から 50ｍほど上がったところになりますが、土砂災害

指定区域にはなっていません。所有地の中で、申請地以外に建てられる場所がなく、仕方な

いという判断をしました。 

 

◎議長は、議案第２号について他に質問を求めたが、質問がないため承認について諮り、１番

及び２番について許可することに決定した。 

 

◎議長は、議案第３号の「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議題とし、
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議案説明を事務局に求めた。 

 

◎事務局（星野主任主事）議案第 3号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について説

明いたします。1 番、高谷における●●申請の園芸用土採取のための一時転用については、

東を山林、西と北と南を道路に囲まれた農地です。また、申請地は農地の広がりが 10ha以上

ある第 1 種農地に区分されますが、一時的な利用に供するものであります。2 番から 5 番ま

ではいずれも板荷における太陽光発電設備への転用です。申請場所は隣接していますが、太

陽光発電設備設置の許可を個別に得ているため、申請も分かれています。2番は●●、3番は

●●、4番は●●さん、5番は●●さんの申請です。一括して説明させていただきます。申請

地は東を道路、西を山林、南を宅地と道路、北を宅地と山林に囲まれた農地です。また、申

請地は第 3 種農地に区分されます。6 番、草久における●●申請の太陽光発電設備への転用

については、令和 2年 9月 30日に許可をした案件の事業計画変更です。土地の一部を転用す

る計画でしたが、太陽光パネルを全体に設置する計画に変更するため今回の再申請となった

ものです。申請地は東と南を道路、西と北を畑に囲まれた農地です。また、申請地は農地の

縁辺部に位置する第２種農地・その他の農地に区分されます。7 番、加園における●●さん

申請の一般住宅への転用については、東と南と北を畑、西を道路に囲まれた農地です。また、

申請地は農地の広がりが 10ha以上ある第 1種農地に区分されますが、集落に接続し、生活上

必要な施設に該当します。8 番、深津における●●申請の園芸用土採取のための一時転用に

ついては、東と西を道路、南を畑と山林、北を宅地と道路に囲まれた農地です。また、申請

地は農振農用地に区分されますが、一時的な利用に供するものであります。9 番、南上野町

における●●申請の太陽光発電設備への転用については、東と西と北を畑、南を道路に囲ま

れた農地です。また、申請地は農地の縁辺部に位置する第２種農地・その他の農地に区分さ

れます。 10番、中粕尾における●●さん申請の牛舎・運動場・飼料タンクへの転用につい

ては、東と南と北を道路、西を田に囲まれた農地です。また、申請地は農振農用地に区分さ

れますが、農業振興地域計画の用途区分変更を行い、農業用施設として利用されるものであ

ります。11 番と 12 番はいずれも中粕尾における●●申請の太陽光発電設備への転用です。

申請場所は隣接していますが、太陽光発電設備のための申請と、その進入路の 2つの申請に

分かれています。一括して説明させていただきます。申請地は東と北を田、西を畑、南を畑

と道路に囲まれた農地です。また、申請地は農地の縁辺部に位置する第２種農地・その他の

農地に区分されます。13 番、北半田における●●さん申請の資材置場への転用については、

東を道路、西と南を雑種地、北を田に囲まれた農地です。また、申請地は農地の縁辺部に位

置する第２種農地・その他の農地に区分されます。以上、お手元の調査書通り許可基準を満

たしているものと判断しました。ご審議お願いいたします。 

 

◎議長は、現地調査員の報告を求めた。 

 

◎現地調査員（奈良茂男委員） 農地法第５条第１項の許可申請について、１番から５番を私、

６番から１３番を吉高神委員が報告します。１番、高谷の園芸用土採取のための一時転用は、
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採取地は山林も含まれており、採取に苦労があるのではと見てきました。２番から５番は関

連しています。板荷の太陽光発電設備への転用で、渡し人３名は血縁関係で、受け人のほう

も関係者だと聞いています。周囲の状況から問題ないと見てきました。 

 

◎現地調査員（吉高神勇委員）６番から現地調査の報告をします。６番、草久は、事業規模拡

大による事業計画の変更です。問題ないと見てきました。７番、加園は一般住宅への転用で

す。こちらも問題ないと見てきました。８番、深津は、園芸用土採取のための一時転用です。

高台のところで問題はありませんが、周辺道路が狭いと感じました。９番、南上野町の太陽

光発電設備への転用は、問題ないと見てきました。１０番、中粕尾は、牛舎・運動場・飼料

タンクを目的とする転用です。以前、この農地の一部を堆肥置場として転用しています。近

くに粕尾川が流れていますが、し尿処理は宅内としているので、問題ないと見てきました。

１１番、１２番は関連しています。１２番は太陽光発電設備への転用で、１１番は、その太

陽光のための進入路です。問題ないと見てきました。１３番、北半田は、太陽光発電設備に

囲まれた農地で、それら太陽光発電に関する資材を置くための転用です。周囲の状況から問

題ないと見てきました。 

 

◎議長は現地調査員の報告を受けた後、担当地区委員の意見を求めた。 

 

◎田島正男委員 １番、高谷は、１５年くらい前まではソバを作っていたそうです。今は木も

生えているような状態になってしまいました。土を掘れば明るくきれいになり、防犯上もい

いのではないかと思います。承認お願いします。 

 

◎竹澤靖委員 ２番から５番は関連しているので、一括して報告します。ここは、農地所有者

だったお父さんが亡くなり、農業をやる人がおらず、現地調査へ行くと草が茂っているよう

な状態だったところです。草を刈るようにお願いをすると、秋にはきれいになっていたので

すが、相続人で話し合い、太陽光発電設備へ転用することにしたようです。問題ありません

ので、承認お願いします。 

 

◎川田武雄委員 ６番、草久の太陽光発電設備へ転用は、昨年９月に一度許可をもらったとこ

ろで、今回、面積を増やして再申請するものです。申請地はきれいになっています。問題あ

りません。 

 

◎荻原俊彦委員 ７番、加園の一般住宅への転用です。転用者の●●さんは、●●さんの娘さ

んです。問題ありませんので、承認をお願いします。 

 

◎安生芳子委員 ８番、深津の園芸用土採取のための一時転用は、現地調査員の報告のとおり

問題ありませんので、承認をお願いします。 
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◎鈴木克男委員 ９番、南上野町の太陽光発電設備への転用は、事務局及び現地調査員の報告

のとおり問題ありませんので、承認をお願いします。 

 

◎大森用子委員 １０番、中粕尾は、牛舎・運動場・飼料タンクへの転用です。若い孫が頑張

って経営規模を拡大しようというものです。環境にも配慮しているということなので、承認

をお願いします。１１番と１２番は関連していまして、太陽光発電設備とその進入路のため

の転用です。問題ありませんので、承認お願いします。 

 

◎青木正好委員 １３番の資材置場への転用は、この土地の周りに太陽光がたくさんたってい

て、その管理用の資材を置きたいということです。承認をお願いします。 

 

◎議長は、議案第３号について質問を求めた。 

 

◎鈴木克男委員 １０番の地上権設定とはどんなものなのでしょうか。 

 

◎事務局（星野主任主事） 権利の種類で、何らかの建築物を借りた土地の上に建てる場合に

使われることが多いものです。 

 

◎吉高神勇委員 地上権は登記もできる権利で、それを担保にできたり、建てたものを別の人

にまた貸しできるような強い権利だと理解しています。 

 

◎塩入佳子委員 権利が強いということですね。 

 

◎議長は、議案第３号について他に質問を求めたが、質問がないため承認について諮り、１番

から１３番について許可することに決定した。 

 

◎議長は、議案第４号「農用地利用集積計画について」を議題とし議案説明を事務局に求めた。 

 

◎事務局（山内主事） 議案第 4号 農用地利用集積計画についてご説明いたします。鹿沼市長

より令和 3年 2月 10日付けで、農用地利用集積計画の決定を求められております。議案書に

は、新規・更新の利用権設定、中間管理事業、所有権移転について記載し、区分の欄外に、

合計として、件数、筆数、面積をお示ししております。議案書 13ページをご覧ください。新

規の利用権設定が、7 件、22 筆、33,057 ㎡となっております。続いて、議案書 15 ページを

ご覧ください。更新の利用権設定が、9件、16筆、46,498㎡となっております。続いて、議

案書 16 ページをご覧ください。中間管理事業による利用権設定が、1 件、1 筆、1,929 ㎡と

なっております。続いて、議案書 17ページをご覧ください。所有権移転が 3件、3筆、5,901

㎡となっております。これら合計 20件、42筆、面積 87,385㎡となっております。以上の計

画は、農業経営基盤強化促進法第18条第3項に掲げる各要件を満たしていると判断しました。
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ご審議をお願いいたします。 

 

◎議長は、議案第４号について質問や意見を求めたが、質問や意見が無いため、１番から２０

番の承認について諮り、決定した。 

 

◎議長は、議案第５号「耕作放棄地の非農地判断について」を議題とし議案説明を事務局に求

めた。 

 

◎事務局（福田係長）議案第５号 耕作放棄地の非農地判断についてご説明いたします。非農

地判断については、毎年、８月～１１月に実施しております、利用状況調査等において、森

林・原野の様相を呈しているなど、農地に復元することが困難な農地があった場合は、農地

法第２条第１項に規定する農地に該当するか、否かについて農業委員会で判断を行うものと

されています。お手元の資料をご覧ください。議案書の他に、議案第 5号について位置図、

地番図、現地写真をお配りしてあります。議案書１８ページと位置図をご覧ください。今回、

ご審議いただく地区は西大芦地区 草久と粕尾地区 上粕尾です。西大芦地区は金剛山瑞峯寺

から古峰神社にかけての区域であり、粕尾地区は発光路の森付近の区域です。１番から４番

までは一帯の区域のため、合わせてご説明させていただきます。いずれも農業振興地域外の

農地です。地番図①をご覧ください。議案 1番から議案 4番まで、それぞれ同じ色で囲まれ

ているところが該当地になります。地図上の赤色の丸数字が写真を撮影した場所であり、現

地写真①～③のとおり山林となっています。５番から７番までは一帯の区域のため、合わせ

てご説明させていただきます。いずれも農業振興地域外の農地です。地番図②をご覧くださ

い。議案 5番から議案 7番まで、それぞれ同じ色で囲まれているところが該当地であり、写

真④のとおり山林となっています。８番 農業振興地域外の農地です。地番図②をご覧くだ

さい。議案８番とあるところが該当地であり、写真⑤のとおり山林となっています。９番 農

業振興地域外の農地です。地番図③をご覧ください。議案９番とあるところが該当地であり、

写真⑥～⑧のとおり、山林となっています。10番 上粕尾 705は農業振興地域農振白地、上

粕尾 727は農業振興地域外です。地番図④をご覧ください。議案 10番とあるところが該当地

であり、写真⑨⑩のとおり、山林となっています。11番 農業振興地域外の農地です。地番

図④をご覧ください。議案 11番とあるところが該当地であり、写真⑪のとおり山林となって

います。12 番 農業振興地域外の農地です。地番図④、⑤をご覧ください。議案 12 番とあ

るところが該当地であり、写真⑫～⑭のとおり山林となっています。以上のことから、農地

として復元するための物理的な条件整備が著しく困難であり、周辺の状況からも農地として

復元しても継続して利用することができないと見込まれ、農地法第２条第１項に規定する農

地には該当しないと判断いたしました。ご審議をお願いいたします。 

 

◎議長は、事務局の説明の後、担当地区委員の意見を求めた。 

 

◎川田武雄委員 １番から９番の草久は、一の鳥居よりもずっと先になります。事務局と私と
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加藤推進委員で現地を見に行ってきました。写真が遠いところは、川の先とか崖の先とか、

そういったところです。現地を見た後、私と推進委員で所有者の家を訪問して、非農地判断

の制度について説明してきました。行ってもいない家が多くて、連絡してから訪問するよう

にしました。所有者と話をしても、半分はどこにその場所があるかわからないと言っている

ような状況でした。 

 

◎大森用子委員 １０番から１２番、上粕尾です。事務局及び川田委員の説明のとおりで、現

地はすでに山林の状態で、農地への復元は不可能です。非農地としての判断をお願いします。 

 

◎議長は、議案第５号について質問や意見を求めた。 

 

◎竹澤靖委員 地番図を見ると、山林の中に他の筆もあるように見えるが、これは農地ですか、

山林ですか。 

 

◎事務局（福田係長） 農地となります。今回の非農地判断からは外れましたが、今後進めて

いくことになります。 

 

◎事務局（駒場事務局長） 相続が済んでいないところや所有者がやりたくないというところ

もあります。 

 

◎鈴木克男委員 議案書では、現況が畑となっているところもありますが、これは変えられる

のですか。 

 

◎事務局（駒場事務局長） 非農地判断となれば、税務課に通知しますので、課税は変えられ

ます。 

 

◎塩入佳子委員 山林になれば課税も安くなるのに、非農地判断をしたくないという人がいる

のはなぜですか。 

 

◎川田武雄委員 所有者に説明に行くと、畑と山林では、税金はどちらが安くなるのかと必ず

聞かれますね。 

 

◎事務局（駒場事務局長） 登記地目を変えるには法務局に行って手続きすることが必要で、

手続き自体は簡単ですが、法務局まで行くのが面倒という人もいます。 

 

◎議長は、議案第５号について他に質問や意見を求めたが、質問や意見が無いため、１番の指

定について諮り、決定した。 
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◎議長は、議案第６号「鹿沼農業振興地域整備計画の変更（用途区分）について」を議題とし

議案説明を事務局に求めた。 

 

◎事務局（鈴木主事）農政課農政係の鈴木です。よろしくお願いします。それでは、議案第６

号「鹿沼農業振興地域整備計画の変更(用途区分)」についてご説明させていただきます。お

手元の議案書２０ページをご覧ください。まず、用途区分の変更についてご説明させていた

だきます。用途区分の変更とは、農業振興地域内の農地を、畜舎や農機具倉庫等の農業用の

施設に変更する場合に行なわれるもので、農業に関係する施設への転用を目的とするため、

農振除外は不要となります。ただし、農地法上の農地ではなくなるため、その土地の用途を

農地から農業用施設用地へと変更する手続きが必要となります。それでは今回の案件につい

て説明させていただきます。番号 1番、千渡、●●さん申出のきのこ栽培施設です。面積は

２筆で 998㎡。場所は千渡地内あづま保育園から北に約 300ｍに位置し、北・西・南側を田、

東側を田・雑種地に接しています。利用予定者は●●さん本人で、現在市街化区域できのこ

栽培施設を営んでおりますが、市街化区域ということもあり、近年宅地化が進み、施設付近

が住宅地となってきました。そこで、周辺住民の生活環境を考慮し、市街化調整区域である

申請地に、きのこ栽培施設を移転する計画となっております。農業経営の発展を図るもので

あること、また、周辺農地に与える影響が少ないことから用途区分の変更に 支障はないと

思われます。続いて番号２番、上殿町、●●さん申出の農機具格納庫及び附帯する駐車場で

す。面積は 1 筆で 483 ㎡。場所は上殿町地内黒川終末処理場から北東に約 450ｍに位置し、

北・東・側を田、西側を宅地に接しています。利用予定者は●●さん本人で、農業従事者（水

稲）になって約 3年経ち、耕作面積も 7haを超えましたが、現在自己所有の農機具格納庫が

ないため、申請地に建設する計画となっております。また、目的のとおり、農業用施設に附

帯する駐車スペースも、併せて用途区分の変更の申請を受けております。農業経営の発展を

図るものであること、また、周辺農地に与える影響が少ないことから用途区分の変更に支障

はないと思われます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

◎議長は、農政課の説明の後、担当地区委員の意見を求めた。 

 

◎田島正男委員 １番、千渡の農業用施設の場所は、何か月か前に所有権移転をしたところで

す。問題ありませんので、承認をお願いします。 

 

◎吉高神勇委員 ２番、上殿町は、農業用施設、農機具格納庫と付帯する駐車場です。この辺

りは、耕作はあまりされていないような場所です。問題ありません。 

 

◎議長は議案第６号について意見を求めたが、意見はなかったため、１番及び２番について異

存なしと決した。 

 

◎議長は、審議に必要な全議案を終了し、報告事項については確認を要請し、午前１１時５８
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分閉会を宣した。 

 

－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－◇－ 

 

以上は、会議の経過を記載したものであるが、その内容を正確と認め署名する。 

令和３年２月２４日 
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