
豊田市農業委員会議事録 

 

 令和２年１月２８日、豊田市農業委員会長 横粂 鈞は、令和２年１月度農業委員会総

会を豊田市役所東庁舎５階、東５１会議室に招集した。 

 

＜会議に付した議案＞ 

議案第１号  農地法第３条の規定による許可について 

議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請承認について 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請承認について 

議案第４号  事業計画変更申請承認について 

議案第５号  生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

議案第６号  相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第７号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第８号  農地中間管理事業の「農用地利用配分計画案」について 

 

報告 

   耕作放棄地の農地、非農地の判断について 

   農地法第１８条第６項の規定による通知書受理について 

   農地法第４条第１項ただし書きにおける適用除外の確認について 

   農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書受理について 

   農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理について 
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＜ 出 席 委 員 ＞（１８名） 

 

 １番 鈴木喜一郎  ２番 岩田 弘勝  ３番 倉橋由美子 

 ４番 西山弥太郎  ５番 石川 幸子  ６番 為井  裕 

 ７番 近藤 和人  ８番 杉浦 俊雄  ９番 𡈽方 和子 

１０番 森  敏康 １１番 水野 省治 １２番 梅村 貢司 

１３番 鈴木 成仁 １４番 伊藤喜代司 １５番 伊藤 政和 

１６番 浅見富士男 １７番 瀬戸 喜朗   

１９番 横粂  鈞     

 

＜ 欠 席 委 員 ＞（１名） 

１８番 杉田 雅子     

 

＜ 事務局説明員 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 岡本 武久 副主幹 尾形  洋 担当長 平田  崇 

担当長 大上 良典 主 査 加藤 泰平 主 査 神谷 光平 

主 査 鈴木  彩     
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（開会 午後 ２時００分） 

会  長： ただいまより豊田市農業委員会総会を開催いたします。 

 出席状況について、事務局より報告をお願いします。 

事 務 局    ： 本日の欠席委員は、１８番、杉田雅子委員、１名です。 

 委員の半数以上の出席を得ておりますので、本総会が成立いたしております

ことをご報告いたします。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 ここで、本日の議事録署名者２名を指名させていただきます。 

 ８番、杉浦俊雄委員、９番、𡈽方和子委員、以上の２名の委員にお願いいた

します。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 本日の提出議案は、議案第１号から第８号までの審議案件８件と報告案件５

件です。 

 それでは、順次議題を上程させていただきます。 

 令和２年議案第１号「農地法第３条の規定による許可について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第１号「農地法第３条の規定による許可について」。 

 お手元にお配りしております別紙調査票をご覧いただきながら、審議のほど

お願いいたします。 

 １番、広川町の件、財産分けのためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の板倉委員からは、１月１９日、譲受人の板倉さんと現地確認

を行いました。申請者は農業に意欲的で、経験も十分にあり、農機具も整備さ

れていることを確認しましたとご意見をいただいております。 

 ２番、広川町の件、財産分けのためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の板倉委員からは、１月１９日、譲受人の板倉さんと現地確認

を行いました。調査内容について問題がないことを確認いたしましたとご意見

をいただいております。 
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 ３番、永覚新町の件、経営規模拡大のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の磯村委員からは、１月２１日申請者立ち会いのもと、現地を

確認しました。本人の健康状態と稲作に対する意欲は問題ありません。農作業

については、知立で農業委員をしている義理の弟の指導を仰ぎ、大型機械も借

用するとのことです。生産調整についてもご理解いただきましたとご意見をい

ただいております。 

 ４番、吉村町の件、経営規模拡大のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の山内委員からは、１月２１日、譲受人に申請内容を確認しま

した。本人は健康で、農機具を一通り所有し、他の所有農地も自分で耕作して

おり、また、町の保存会にも参加し、草刈り作業も行っています。以上より問

題ないと思いますとご意見をいただいております。 

 ５番、舞木町の件、研修農場用地として利用するためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の磯谷委員からは、１月２４日現地確認を実施しました。申請

内容は使用貸借権の設定であり、農ライフ創生センター受講生の栽培研修補助

であり、遊休農地の活用を推進するものであります。なお、果樹栽培管理機も

問題ありませんとご意見をいただいております。 

 ６番、本徳町の件、経営規模拡大のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の柴田委員からは、自宅は申請地に近く、農地として耕作が可

能だと思います。農機具等も完備されているため、特に問題ありませんとご意

見をいただいております。 

 ７番、御船町の件、営農に精進するためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の磯村委員からは、申請者は農業に意欲的で、経験も十分あり、

農機具も整備されているため、特に問題なく許可相当であると考えますとご意

見をいただいております。 

 ８番、広幡町の件、農業経営効率化のためです。 
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 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の篠田委員からは、１月２１日、申請地及び農機具倉庫におい

て申請者立ち会いのもと、申請内容について書類に基づき確認しました。申請

者は農業に意欲的で、経験も十分にあり、農機具等も整備されているため、特

に問題ないと考えますとご意見をいただいております。 

 ９番、貝津町の件、農業経営効率化のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の渡邊委員からは、１月２１日申請者と会い、申請内容につい

て聞き取りをし、また、農機具等についても確認をしました。今までもこの土

地を耕作しており、今後も農地として利用していくことの確認がとれましたと

ご意見をいただいております。 

 以上、読み上げました案件につきまして、農地法第３条第２項各号の不許可

の条文に該当しないことを確認しております。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当推進委員の意見をいただきました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第１号で上程されました９件について、賛成の委員は挙手をお願いいた

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１号は承認決定されました。 

 令和２年議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請承認について」。 
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 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請承認について」。 

 一般基準については、別紙２ページをご覧ください。立地基準についてのみ

述べさせていただきます。 

 １番、古瀬間町の件、かさ上げ一時転用です。第２種農地です。判断基準は、

住宅等その他の事業用施設、公共施設または公益的施設が連担している区域に

近接する区域で、おおむね１０ヘクタール未満であるものです。 

 なお、以降、同基準につきましては、１０ヘクタール未満の一団の農地と読

ませていただきます。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、２番、野見町の件、分家住宅です。第１種農地です。判断基準

は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

岩田委員： １番、かさ上げの件でありますけれども、推進委員が、１月２１日に現地に

おいて申請者本人と立ち会って調査をしております。雨水等、特に農地への影

響も少ないということで問題ないということでありまして、申請書の内容及び

担当推進委員の意見をもとに総合的に判断した結果、許可相当であると考えま

す。 

 ２番、分家住宅の件でありますけれども、１月２２日に推進委員が本人と内

容を聞き取り調査しております。特に問題ないということで、申請書の内容及

び担当推進委員の意見をもとに総合的に判断した結果、許可相当であると考え

ます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 議案第２号については以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当委員の意見をいただきました。 
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 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２号で上程されました２件について、賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２号は適当である旨、承認されました。 

 令和２年議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請承認について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請承認について」。 

 一般基準については、別紙３ページをご覧ください。立地基準についてのみ

述べさせていただきます。 

 １番、栄生町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基準は、街区に占

める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

鈴木（喜）委員： 申請番号１番、栄生町の分家住宅の件であります。申請書の内容及び

担当推進委員の意見をもとに判断した結果、許可相当と考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、２番、古瀬間町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断基

準は、１０ヘクタール未満の一団の農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 
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 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

岩田委員： 申請番号２番です。分家住宅であります。図のほうは、先ほどかさ上げした

地域なんですけれども、その中の一部の中のところです。推進委員が、２１日

に譲受人と現地において申請内容等を確認しております。特に造成、排水計画

に支障ないということで、申請書の内容及び担当推進委員の意見をもとに総合

的に判断した結果、許可相当であると考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、３番、畝部西町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、水管、下水管の２種類が埋設されている幅員４メートル以上の道路の沿

道区域で、おおむね５００メートル以内に２以上の教育施設がある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

西山委員： 畝部西町の件ですけれども、これは昨年１１月の総会のときに、１回、許可

を出したものでありますけれども、受人を１人単独から夫婦に切り換えて、申

請をし直されたという件であります。推進委員のほうが１月２５日に現地確認

をして、申請者に電話にて確認をしました。前回と同じく、周辺農地の営農に

は影響なく、影響は軽微であると考えられるため特に問題ありませんという意

見を受けまして、申請書の内容を総合的に判断した結果、許可相当であると考

えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、４番、渡刈町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断基準

は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

石川委員： 担当推進委員の意見として、１月２５日、現地にて申請者と申請内容等につ
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いて確認したところ、間違いがなく、周辺も住宅があり、特に問題ありません

と。農業委員の意見として、申請書の内容及び担当推進委員の意見をもとに総

合的に判断した結果、許可相当と考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、５番、竹元町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基準

は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きましては、６番、宝町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基準

は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、７番、宝町の件、住宅の進入路です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、８番、住吉町の件、駐車場です。第３種農地です。判断基準は、

水管、ガス管が埋設されている幅員４メートル以上道路の沿道区域で、おおむ

ね５００メートル以内に２以上の教育施設がある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

近藤委員： ５番、竹元町の件ですが、担当推進委員の意見をもとに総合的に判断した結

果、許可相当であると考えます。 

 ６番、宝町の分家住宅の件ですが、担当推進委員の意見をもとに総合的に判

断した結果、許可相当であると考えます。 

 ７番、住宅の進入路の件ですが、担当推進委員の意見をもとに総合的に判断

した結果、許可相当であると考えます。 

 ８番、駐車場の件ですが、担当推進委員の意見をもとに総合的に判断した結
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果、許可相当であると考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、９番、御船町の件、分家住宅です。第１種農地です。判断基準

は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、１０番、荒井町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、水管、下水管の２種類が埋設されている幅員４メートル以上道路の沿道

区域で、おおむね５００メートル以内に２以上の医療施設がある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

森 委 員    ： ９番の御船町の分家住宅なんですけれども、１月２４日申請者に電話で確認

して、その後、現地確認をして、特に問題ないと思われて、許可相当であると

考えますとの担当推進委員の意見を伺っています。それをもとに許可相当と考

えます。 

 １０番の荒井町の件ですが、１月２２日、申請者本人に聞き取りをした結果、

申請内容に間違いはありませんでした。造成及び排水計画も整っており、申請

地が転用されても周辺の農地への影響は軽微であると考えるため、特に問題あ

りませんとの意見を伺っております。それをもとに許可相当と考えます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、１１番、伊熊町の件、分家住宅です。第１種農地です。判断基

準は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

瀬戸委員： １１番、伊熊町の件ですが、９月の総会のときに農振除外の承認を得た土地

でありまして、推進委員の意見を受け、総合的に判断し、許可相当と考えます。  

事 務 局    ： ありがとうございます。 
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 続きまして、１２番、大野瀬町の件、地域集会施設です。第２種農地です。

判断基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれ農地区分にも該

当しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 なお、本件につきましては担当の杉田委員はご欠席ですが、問題ない旨、ご

意見頂戴しておりますので、報告いたします。 

 議案第３号については以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当委員の意見をいただきました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第３号で上程されました１２件について、賛成の委員は挙手をお願いい

たします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第３号は適当である旨、承認されました。 

 令和２年議案第４号「事業計画変更申請承認について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第４号「事業計画変更申請承認について」。 

 １番、御船町の件、目的は太陽光発電施設です。変更内容は、期間延長です。  

 本件、令和元年６月２６日付、５条許可を得ました。当初は令和元年６月３

０日までの１カ月間で事業完了する計画でしたが、書類不備等で許可が予定よ

り１カ月おくれたことにより、太陽光パネル設置業者の都合が合わなくなり、
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予定どおり計画を遂行することができず、工期を令和２年４月まで延長するも

ので、軽微変更に該当しないと判断されたため、今般、事業計画変更承認申請

をするものです。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

森 委 員    ： 御船町の太陽光の件ですが、１月２１日に電話で本人に確認して、特に問題

は見られないと担当推進委員の意見を伺っています。それによって申請書の内

容及び推進委員の意見をもとに許可相当と考えます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 議案第４号については以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当委員の意見をいただきました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第４号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第４号は適当である旨、承認されました。 

 令和２年議案第５号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第５号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について」。 

 １番、花園町の件、主たる従事者の故障のためです。 
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 場所はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の山内委員からは、申請者本人に確認し、申請内容に間違いは

ありません。申請者は３年前まで農作業に従事していたが、病気を発症し、歩

行も困難な状況。奥さんも足が悪く、農作業不可。子供もおらず、世帯単位で

営農は不可能だと思いますとご意見を頂戴しております。 

 以上、読み上げました案件につきまして、生産緑地法第１０条の要件を満た

していることを確認しています。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当推進委員の意見をいただきました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第５号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いいた

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第５号は承認決定されました。 

 令和２年議案第６号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和元年議案第６号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」。 

 １番、東保見町の件。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 相続開始年月日は令和元年６月１１日、農業経営開始日も同日となっており

ます。 
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 担当推進委員の渡邊委員が、１月２１日付で現地の確認を行ったところ、全

ての申請地での作付、耕作が確認されました。また、相続人が生涯にわたって

耕作及び貸し付けを継続していく意思があることも確認済みのため、問題はな

いと考えます。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当推進委員の意見をいただきました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第６号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いいた

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第６号は承認決定されました。 

 令和２年議案第７号「農用地利用集積計画の決定について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第７号「農用地利用集積計画の決定について」。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づき、農用地利用集積計画を定

めることについて、別紙のとおり決定する。 

 今回ご審議いただきますのは、利用権のうち、農地中間管理機構への貸し出

しのため、令和２年３月１日から貸借期間が開始されるものでございます。 

 これは、所有者が中間管理機構に貸しまして、中間管理機構が耕作者に貸す

という中間管理事業になります。 

 資料の６ページをご覧ください。議案第７号資料の下部をご覧ください。 
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 今回、３７筆、５万３,９００平方メートルの利用権を設定いたします。 

 以上でございます。 

会  長： ありがとうございました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びに意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第７号で上程されました３７件について、賛成の委員は挙手をお願いい

たします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第７号は承認決定されました。 

 続きまして、令和２年議案第８号「農地中間管理事業の『農用地利用配分計

画案』について」。 

 農政課より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第８号「農地中間管理事業の『農用地利用配分計画案』につい

て」。 

 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項により、下記計画につ

いて、農業委員会に意見を求めます。 

 別紙７ページ、議案第８号資料をご覧ください。 

 先ほどの議案第７号でご審議いただいた農用地利用集積計画について、貸し

出す耕作者の内訳となります。貸借期間、筆数、面積は議案第７号資料と同じ

でございます。耕作者は、その下の表のとおりです。 

 この農用地利用配分計画案を農地中間管理機構に提出しますと、機構はそれ

をもとに農用地利用計画を定め、県に提出、県が認可、公告といった手順にな

ります。 
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 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見もないようですので、採決をいたします。 

 議案第８号で上程されました３７件について、賛成の委員は挙手をお願いい

たします。 

 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第８号は承認決定されました。 

 報告案件について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 議案１２ページ及び別紙資料８ページ、９ページをご覧ください。 

 報告、耕作放棄地の農地、非農地の判断について。 

 別紙のとおり現況確認を行った結果、農地法第２条第１項に規定する「農地」

に該当しないと判断しましたことを報告いたします。 

 議案１３ページをご覧ください。 

 報告、農地法第１８条第６項の規定による通知書について。 

 令和元年受け付け分として、１５５番、鴛鴨町の案件から、２０ページをご

覧ください、１８４番、田町までの案件と、議案２１ページをご覧ください、

令和２年受け付け分として、１番から、議案２４ページをご覧ください、１３

番、寺平町までの４３件について、いずれも賃借権の合意解約につき、既に事

務局で受理していることを報告いたします。 

 議案２５ページをご覧ください。 

 報告、農地法第４条第１項ただし書きにおける適用除外の確認について。 
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 令和元年受け付け分として、１６番、西市野々町の農業用倉庫について、適

用除外の案件として既に事務局で受理していることを報告いたします。 

 議案２６ページをご覧ください。 

 報告、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書受理について。 

 令和元年受け付け分として、６１番、美里の駐車場の案件から、６４番、四

郷町の排水路までの案件と、議案２７ページをご覧ください、令和２年受け付

け分として、１番、西中山町の農業用機械置き場及び駐車場と２番、神田町の

共同住宅の全６件について、市街化区域内農地の転用につき、既に事務局で受

理していることを報告いたします。 

 議案２８ページをご覧ください。 

 報告、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理について。 

 令和元年受け付け分として、２３４番、日の出町の駐車場の案件から、議案

３１ページをご覧ください、２４７番、浄水町の自己用住宅までの案件と、議

案３２ページをご覧ください、令和２年受け付け分として、１番、花園町の店

舗用地と２番、泉町の共同住宅までの全１６件について、市街化区域内農地の

転用につき、既に事務局で受理していることを報告いたします。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 これで、本日の全議案の審議を終了いたしました。 

 長時間にわたり、慎重審議ありがとうございました。 

 

（閉会 午後 ２時３２分） 

 

議事録署名者 

 

 

                 印                   印 

 


