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総  会  出  席  簿 

 

【開催年月日】  平成３０年１２月２５日（火） 

【時間及び場所】  午後１時３０分より   第１庁舎２階 ２１１会議室 

 

日程第 １  議事録署名委員の指名について 

日程第 ２  報告第１０号 取消願いについて 

日程第 ３  報告第１１号 農地転用（農業用施設）届出について 

日程第 ４  議案第７１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ５  議案第７２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ６  議案第７３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ７  議案第７４号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第 ８  議案第７５号 農用地利用配分計画原案の諮問について 

 

 

事務局 出席 沢田 純子事務局長 

       森田 修事務局長補佐 

 

総会開始  午後１時３０分 

総会時間  １時間８分 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午後１時３０分 開会 

○村上会長 第１２回安芸高田市農業委員会総会を開催いたします。 

 ただいまの出席委員は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより平成３０

年第１２回安芸高田市農業委員会総会を開会いたします。 

 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

議席 氏   名 印 議席 氏   名 印 議席 氏   名 印 

１ 沖田 良次 ○ ５ 田槙 憲司 ○ ９ 村上 一夫 ○ 

２ 田中 秀之 ○ ６ 上田 隆司 ○ １０ 光永 直義 ○ 

３ 津田 義則 ○ ７ 冨田伊久夫 ○ １１ 水重 克幸 ○ 

４ 信川 進吾 ○ ８ 桑原  博 ○ １２ 秋國  満 ○ 



2 

 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は規定により議長において行

います。１０番 光永直義委員、１番 沖田良次委員を指名いたします。よろしくお願いいた

します。 

 日程第２ 報告第１０号 取消願いについての報告をお願いいたします。事務局。 

（事務局朗読説明） 

○村上会長 ありがとうございました。 

 以上で、取消願いについての報告を終わります。 

 日程第３ 報告第１１号 農地転用（農業用施設）届出についての報告をお願いいたします。

事務局。 

（事務局朗読説明） 

○村上会長 ありがとうございます。 

 以上で農地転用（農業用施設）届出についての報告を終わります。 

これ以降より日程第４、５、６については桑原職務代理の説明案件がありますので、 議長

交代しないで進めさせていただきます。 

日程第４ 議案第７１号 農地法第３条の規定による許可申請について議題といたします。 

はじめに事務局より提案の要点説明をお願いいたします。事務局。 

（事務局朗読説明） 

○村上会長 ありがとうございます。 

 続いて、担当委員の調査報告をお願いいたします。受付番号６７、６８号について９番  村

上が報告をいたします。 

 受付番号６７、６８号について１２月の１１日火曜日に推進委員５名と農業委員２名と事務

局とで現地調査をいたしましたので報告をいたします。 

まず受付番号６７号ですが、別図７１の６７ページをごらんください。場所は国道５４号線

●●●のところに信号がありますが、そこの信号を●●●●●●のほうへ向かい入りますと、

少し上りになりますが、その上りの南側にもう１本農道がありますが、その農道のすぐ南側、

隣接した地番●●●●番地であります。そこの田、一筆を管理なり耕作できないことから、２

ｋｍぐらい離れた●●氏が購入され果樹を植樹し管理されるとのことでございます。先月も●

●氏からの申請がありましたが、その隣接して現在は休耕田でございます。 

次に受付番号６８号ですが、別図７１の６８ページをごらんください。場所は先ほどの６７

号の申請地から５０ｍぐらい東、●●●●●●寄りで農道に隣接した休耕田であります。同じ

くそこへ果樹を植樹し管理するとのことでございますが、２筆ありますが１筆は●●●●●●

は基盤整備したときの測量の半端が１７㎡となって残っております。それと●●●●●●と２

筆になっております。現実は１枚の田として管理されておられます。この地域は水の便が悪く

耕作豊富地の発生する可能性が高いところですが、こうして管理していただければというふう
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に思います。 

詳細については、いずれの案件も調査書のとおりであります。 

 以上で調査報告を終わります。 

 続きまして受付番号６９号について８番 桑原委員お願いいたします。 

○桑原委員 ８番 桑原です。受付番号６９号について調査について報告いたします。 

 去る１２月１２日に現地の調査を農業委員２名、推進委員２名、事務局とで行いました。 

 ●●●●さんですが、これは元●●●に勤めておられまして、若いときから結婚されてから

はずっと吉田町で住まれております。●●さんは●●●のほうへずっと勤めておられまして、

家は隣どおし、親戚でございます。この調査をしたときもこの日に●●●●さんから電話がご

ざいまして、譲渡については私も高齢になって土地の管理もようせんと、いうことの中で奥さ

んは全く経験がないということで、万一私に何かがあった場合に地域に迷惑をかけるというふ

うなことで、今のうちに整理をしておきたいということで、●●●●さんは、いとこに当たり

ますが、その方に無償で譲渡をしたいということでございます。●●●●さんは●●●●組合

の中心的な役割をされておりまして、非常に熱心に仕事をなさる方でございまして、何ら問題

ないというふうに思います。この場所の中で●●●というところがございますが、以前は飼育、

あるいは繁殖をされる方へ、そういう人に貸しておられたことがあったんですが、それもよう

わらけかいというようなところでありまして、今回は一気にやめたいということでございます。

別段問題はないというふうに見てまいりました。詳細については調査書のとおりでございます。 

 以上です。 

○村上会長 ありがとうございました。 

 続きまして受付番号７０号について１０番 光永委員お願いいたします。 

○光永委員 １０番 光永が報告します。受付番号７０号について１２月１４日推進委員２名、

農業委員２名、事務局とで現地を訪れました。場所は５４号線と江の川との間にある●●●●

●の左側という場所にあります。図面７１の７０をごらんください。丸印が書いてある場所が

今回の案件ですが、その隣は●●●●●●●●●●と書いてありますが、これは●●さんの●

●●です。この場所はほ場整備が２０年前に始まりましたときから●●さんが小作をずっとさ

れてた土地です。譲渡人の●●さんというのは、結婚されて今、安芸区の●というところにお

住まいなんですが、この７月の豪雨災害で被害にあわれたということで、その家の修理の費用

もかなりかかるということで、今回この土地を売って、その資金の一部にしたいということで

話があったようです。もう現状水田として●●さん親子が耕作をされていましたので、今後何

ら問題はないというふうに確認いたしました。 

 以上です。 

○村上会長 ありがとうございます。 

 続きまして受付番号７１、７２号について３番  津田委員お願いいたします。 
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○津田委員 津田でございます。受付番号７１、７２について説明をいたします。１２月１２

日、農業委員２名、推進委員３名、事務局１名とで現地を調査をいたしました。まず７１号で

すが、場所は美土里支所から●●●のほうへ向かってちょうど真ん中ぐらいになろうかなと思

いますけども、●●集落と●●集落というのがあるんですが、ちょうどその集落の境目ぐらい

のところになります。●●●さんというのは、●●にずっと住んでおられまして、家はこちら

の田舎にもあるんですが、ほとんど帰ってこられませんでした。時々、月に１回ぐらいは帰っ

て家の周りの草刈りなんかもしておられたんですが、このたび、年もとってきたということで

息子たちが生活をしておられる●●のほうへ転居すると、既に転居されておるといいますが、

そういうことでもう管理も帰ってくることもほとんどできないんで、農地をできるだけ手放し

たいということで、いろいろお話をしておられたようですが、このたび、その田んぼのすぐ近

くの●●●●さん、これは公務員の方ですけど、ことし定年退職をされますので、時間的にも

余裕はあるから、それなら私が購入しようということで、話がまとまりました。そういうこと

でこのたびの申請になったということです。 

それから７２番の場所ですが、これは●●でして、●●●●●がありますけど、そのちょっ

と手前の東側沿いにあります。●●さんはほとんど今田んぼをつくっておられません。すぐ●

●さんの隣の●●さんに、土地を預けてつくってもらっておられるということです。このたび、

地図を見てもらうとわかるんですが、７１の７９ですか、地図を見てもらったらわかるんです

が、周囲が全部●●さんがつくっておられますので、このたびこれを１枚にしたいと、●●さ

んの土地と合わせて●●●●番地、●●●●●●番地を全部購入をして、１枚田にしたいとい

うような構想をもっておられまして、●●さんと交渉されましてそれなら売るよというような

話がまとまったようです。いずれも耕作をされておるわけですから、特に問題はないし、有効

活用していただけるということでいいことではないかなというふうに思っております。 

以上です。 

○村上会長 ありがとうございました。 

 続きまして受付番号７３号について６番 上田委員お願いいたします。 

○上田委員 ６番 上田でございます。受付ナンバー７３号について１２月１０日、農業委員

２名、推進委員３名、それと事務局で現地を調査を行いましたので報告いたします。場所は八

千代町●●●の●●の●●●●●がありますが、それより１００ｍぐらい広島寄りの川沿いで

ございます。譲渡人は余り農業をされていなくて、申請地は休耕地で防水シートをはってあり

ましたが、維持管理が困難なため、隣接して耕作されている●●さんに無償で譲渡するため、

申請に至ったものです。別図の７１の７３をごらんください。申請地と書いてあるのがあるん

ですが、下の５４と書いてあるとこが、国道５４号線でございます。下の●●●●●の右上が

●●の●●●●●でございます。譲受人の家なんですが、これが申請人宅と書いてありますけ

ど、大体申請地と２００ｍぐらいで徒歩で３分ぐらいのとこです。●●さんはその隣の下の●
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●●●●を田として耕作されております。譲受人は畑として耕作するということでございます

ので、大変よいことではないかと思います。 

以上で、報告を終わります。 

○村上会長 ありがとうございます。 

 続きまして受付番号７４号について、７番  冨田委員お願いいたします。 

○冨田委員 ７番 冨田です。受付番号７４番について報告します。１２月１０日農業委員２

名、推進委員３名と事務局とで現地を確認しました。場所は八千代町●●で国道５４号線の●

●●です。別図７１、７４をごらんください。 

 申請地は国道の左右にあります。譲渡人は今まで主人が亡くなり一人で作業をしていたため、

耕作困難になり、このたび譲受人の●●さんが譲り受けて耕作されることになりました。●●

さんは●●●●のほうに住んでおられますが、●●さんがこの八千代に住んでおられて、農機

具はお兄さんのものを借りてつくられるようです。農地の農業上の問題はないと思いました。

詳細は調査書をごらんください。 

 以上です。 

○村上会長 ありがとうございました。以上で調査報告を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんか。 

 質疑はないようですので、質疑を終了し、採決に入ります。 

 議案第７１号 農地法第３条の規定による許可申請について、許可することに賛成の委員は

挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○村上会長 ありがとうございます。全員挙手。 

 よって、議案第７１号 農地法第３条の規定による許可申請については、申請どおり許可す

ることに決しました。 

  次に、日程第５ 議案第７２号 農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とい

たします。 

  初めに事務局より提案の要点説明をお願いいたします。事務局。 

（事務局朗読説明） 

○村上会長 ありがとうございます。 

 では続きまして、担当委員の調査報告をお願いいたします。 

 受付番号５５号について、５番 田槙委員お願いいたします。 

○田槙委員 ５番 田槙です。５５番について報告いたします。 

 現地確認は、１２月１３日１０時から、事務局１名と農業委員２名、推進委員５名で現地を

確認しました。現地は向原町●●で●●と●●を結ぶ山越えの道があるんですけども、その近

くへ、その道沿いの麓にあります。申請地は第２種農地になりますが、田の５４７㎡に太陽光
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パネルを設置するというものです。この案件は５月に除外申請をしております。申請地は元１

２９３㎡の田を分筆して、うち５４７㎡にパネル８８枚を設置するというものであります。別

図７２の５５を参照してください。上の段の、上側の図面をちょっと見ていただきたいんです

が、まずこの●●●●の下、●●●●●●と●●●●●●、これが１枚の筆になっておりまし

て、これが１２９３㎡です。これを分筆しております。どこを分筆したかというと、この太線

の、下の図を見てもらったらわかるんですが、太陽光パネルに接しとる面をずっと一直線上に

結びます。そこが境界ということになるんですが、農地そのものにこの境界というものは設け

ておりません。そういうことでパネル８８枚がここに、下の図に見たらわかるような形で設置

されるというものであります。申請人である●●さんは、●●歳になりますが、高齢で農地の

維持管理が難しくなったことから、少しでも作業の緩和をはかるために、今回太陽光パネルに

踏み切ったということになります。現地を見たんですが、水路及び周囲への悪影響となるもの

は全くありません。何ら問題ないであろうというふうに考えております。 

以上です。 

○村上会長 ありがとうございました。 

 続きまして受付番号５６号について４番 信川委員お願いいたします。 

○信川委員 ４番 信川です。番号５６号について調査報告をいたします。１２月１３日事務

局１名、農業委員２名、推進委員５名で現地を確認いたしましたので、その報告をいたします。

場所は向原町●●●●●の●番地で、県道向原三次線の●●●●●の裏の山側になるとこです。

山際です。これは第１種農地でございます。申請の目的は営農型太陽光発電の設備の設置でご

ざいます。高さ２ｍの架台に進行パネルを２２４枚、下部に３年間でブルーベリー２００本、

しいたけの原木３００本を植えて収益をはかるという計画だそうです。このことにより周辺へ

の農地の支障は全くないと思っております。それとほとんど山際になっておりますので、大体

こういうことの報告になるわけですが、ほんまのことをいうて、私もようわからんのです。ほ

んまこれで収益が上がるもんか、上がらんもんか。これは皆さんの判断に任せるよりほかはな

いもんかなと思っております。また詳細は別紙の申請書にかかる調査書を参考にしていただき

たいと思います。 

以上で報告を終わります。 

○村上会長 ありがとうございました。 

 今の信川委員の説明された案件は、補足資料が今配ってもらってるんですが、もう一度この

ほうで信川委員、説明や意見は。 

○信川委員 いやいや、わしも全くわからんのですよ。ほんまのとこは。ただ、まことに申し

わけないんですが、ほんでこれ推進委員さんのほうから、再々来て説明されたんじゃが、当初

はブルーベリーを鉢植えにするんじゃいうようなことがあったらしいんです。それはどこでど

のように売れるんかようわからんのじゃが、それが実際問題として私の知りうる限りで、東広
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島市の●●町なんですが、そこでかなりブルーベリーやって収益が上げとるいうことは事実な

んですが。上にパネルがあって、そら育つか育たんかいうもの、わしらに判断せえ言われても

ちょっと難しいところがあるんですよね、ほんまのところで。この書類から見て話を聞いて、

判断せえいわれりゃ、まあ別段周囲に対して影響はないわけだから、別段問題はないんじゃな

いかっていうことでございます。 

 以上でございます。 

○村上会長 皆さんほかに質問はありませんか。よろしいですか。 

○光永委員 広島県森林インストラクター、これは所属はどこなんですか。森林インストラク

ターいうのは。 

○事務局 ＮＰО●●●●●●●●●●●●の理事長をされているんです。この間、講演会で

講師をされたようなんですけど。 

○村上会長 ほかにはありませんか。よろしいですか。ほかにはないですね。 

 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決に入ります。 

 議案第７２号 農地法第４条の規定による許可申請について、申請のとおり許可することに

賛成の委員は挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○村上会長 ありがとうございます。全員挙手、賛成であります。 

 よって、議案第７２号 農地法第４条の規定による許可申請については、申請どおり許可妥

当と決しました。なお、受付番号５６号は許可妥当と処理し、広島県農業会議常設審議委員会

へ諮問することにいたします。 

 日程第６ 議案第７３号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。は

じめに事務局より提案の要点説明をいたします。事務局。 

（事務局朗読説明） 

○村上会長 ありがとうございました。 

 続いて、担当委員の調査報告をお願いいたします。受付番号１００号について９番 村上が

報告いたします。 

 受付番号１００号について１２月１１日、最適化推進委員５名と、農業委員２名と事務局と

で現地調査をいたしましたので報告いたします。別図７３の１００ページをごらんください。

場所は道とありますが、これは国道５４号線で●●の信号から１００ｍぐらい●へ帰った南側

の隣接地です。現在は空き家状態ですが譲受人は広島市安佐北●●●に住んでおられる方が譲

渡人の中で１番近いということから、譲受人が譲り受け管理するということでございます。●

●●なり、●●●や広島市、●●、同●●なりにお住まいの方が管理を依頼され相続されるに

当たり、調査されたら地目変更がなされていない部分が判明し、今回の申請になったようです。

地番●●●●●番は物置が置いてある状態であり、●●●●●●は、田●●●●●へ農地進入
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路として利用されていたようであります。●●●●●●は築山といいますか、庭敷のような状

態でありました。住宅は●●●●●●番地でここへ先代が宅地造成したとき、転用届をしない

まま工事をされ現在に至ったようであります。他の農地への影響はないかというふうに判断を

いたしました。なお顛末書を添付しての申請となっております。詳細については調査書のとお

りであります。 

 以上で調査報告を終わります。続きまして受付番号１０１、１０２号について７番 冨田委

員お願いいたします。 

○冨田委員 ７番の冨田です。受付番号１０１と１０２について報告します。まず１０１番に

ついて報告します。１２月１０日、農業委員２名、推進委員３名と事務局とで現地を確認しま

した。場所は八千代町●●で旧国道５４号から●へ坂を２００ｍ上ったところです。別図７３

の１０１をごらんください。申請地は畑１筆と田２筆は●●●●下の農地で、申請人は高齢と

後継者がおられないため、長年耕作されておらず今回の申請となりました。譲受人は太陽光発

電設備を設置されるようです。他の農地に影響なく、支障が生じるとは認められず、本申請に

至ったことはやむを得ないと思われます。詳細は調査書をごらんください。 

 続いて１０２について御報告します。１２月１０日、農業委員２名、推進委員３名と事務局

とで現地を確認しました。場所は八千代町●●で国道５４号の旧国道から坂を●へ３０ｍぐら

い上ったところです。別図７３の１０２をごらんください。畑１筆２２㎡で●●●●●●が現

在住宅を●●●のところで敷地が狭いために申請地を譲り受け、庭敷とすることにされたよう

です。申請地は長年耕作されておらず、他の農地に影響はないと本申請に至ったことはやむを

得ないと思われます。詳細は調査書をごらんください。この件に関しては始末書が添付されて

います。 

 以上で報告を終わります。 

○村上会長 ありがとうございました。続きまして受付番号１０３号について６番 上田委員

お願いいたします。 

○上田委員 ６番の冨田です。受付ナンバー１０３号について１２月１０日、農業委員２名、

推進委員３名それと事務局で現地調査を行いましたので報告いたします。場所ですが八千代町

●●●の●●●●●●●●●●●の●より１００ｍぐらい手前の●●●に接したところです。

申請地は長年休耕地でこのたび、太陽光発電の話があり申請に至ったものです。別図７３の１

０３をごらんください。申請地と書いてますが、●●●●●●が８９０㎡でございます。それ

とその下の●●●●●●、●●●●●●とありますが、これは●●でございます。その上の●

●●●●●の少し上のほうに●●●場の●がございます。それとその横●●●●●●と、これ

も市道、町道になっております。申請地の上の●●●●●●は耕作されておりますが、他の農

地は皆休耕地でございます。以上のように市道に接し集団農地の端でもあり、また水路等も整

備されておりますので、近隣農地に支障が生じるとは考えられませんので、いたし方ないもの
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ではないかと思います。 

以上で報告は終わります。 

○村上会長 ありがとうございました。 

続きまして受付番号１０４号について３番 津田委員お願いいたします。 

○津田委員 津田でございます。受付番号１０４号について調査結果を報告いたします。場所

は美土里町●●の●●●から●●●●方面へ行きますと、●●集落というのがありますが、そ

の県道から右のほうへずっと入っていきますと、●●集落というのがあります。その●●集落

には空き家が多くなって昔の半分ぐらいの集落になっておりますけれども、そのほぼ終点の若

干手前の右上になります。右側の山すその奥です。別図の７３の１０４ですが、●●●●●●

という申請地が書いてありますけれども、この地図は平地のように書いてありますけれども、

段々畑です。一部は近所の人が野菜をつくっておられましたけれども、その方もおとしが多い

のでようつくらんということで、●●さんのほうに返されました。●●さんも年配でもあるし、

またここは前にもちょっと●●●●あるいは●●●●の転用地のときに説明をいたしましたが、

なんせその機械が入らないと。農地としてはかなりいいらしいんです。日当たりがいいから本

当は機械が入れば、つくればよくできるんだが、機械が入らんからもうどにもならんというこ

とで、ほとんど耕作をされておりません。●●●●●●も貸しとった人がもう返されたんで、

それならここも有効利用しようじゃないかということで、太陽光パネルを設置するということ

になりました。そういうことで今回申請されたわけでございます。何回もこのように言ってま

すけれども、どうしようもないと、水の便利もよくないし、機械が入らないんで有効利用する

となると太陽光パネルしかないんかなというような形で見てまいりました。 

以上でございます。 

○村上会長 ありがとうございました。 

続きまして受付番号１０５号について８番 桑原委員お願いいたします。 

○桑原委員 桑原です。受付番号１０５号についての現地調査の結果を報告いたします。１２

月１２日、農業委員２名、推進委員２名と事務局で現地の調査をしてまいりました。図面でい

うと７３の１０５の図面でございますが、上の分で見ると下に道と書いてありますが、それが

国道４３３です。●●●●●●、●●●●●●これは●●●さん、●●●●●●●の事務所兼

倉庫というような状態でございます。その●●に道というのがありますが、これがかなり急な

勾配の道でございまして、上にぐるっと回るように傾斜地に上がっております。●●●●は宅

地でございます。家がここにございますが、この家の方が全く今はおられんというふうな状況

になっております。ここの申請地は、●●●●●の倉庫、事務所の上の道路との間にある段々

の田んぼで、現在は田の状態ではなく畑の状態になっておりますが、隣近所の方にお話をきき

ましたら、こちらはおられんので、太陽光やってもらっても、きちっと草の管理だけしてもら

えりゃありがたいというふうなていでございました。よその地区には全く影響を与えることは
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ないというふうに思います。 

以上で報告を終わります。 

○村上会長 ありがとうございます。 

 以上で調査報告を終わります。ここで質疑及び意見に入ります。質疑及び意見はありません

か。ありませんか、はい。 

 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決に入ります。 

 議案第７３号 農地法第５条の規定による許可申請について、申請のとおり許可することに

賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○村上会長 ありがとうございます。全員挙手、賛成であります。 

 よって、議案第７３号 農地法第５条の規定による許可申請については、申請のとおり許可

妥当と決しました。 

 日程第７ 議案第７４号 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。 

 初めに、事務局より提案の要点説明をお願いいたします。事務局。 

（事務局朗読説明） 

○村上会長 ありがとうございます。 

 以上で、事務局の要点説明を終わります。 

 これより質疑及び意見に入ります。質疑及び意見はありませんか。 

 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決に入ります。議案第７４号 農用地利用集積

計画の決定について、本案は申請どおり認定することとし、妥当意見を付し、市長に回答する

ことに賛成の委員は、挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○村上会長 ありがとうございます。全員挙手賛成であります。 

 よって、議案第７４号 農用地利用集積計画の決定については、申請のとおり決定すること

とし、妥当意見を付し、市長に回答することに決しました。 

 次に日程第８ 議案第７５号 農用地利用配分計画原案の諮問についてを議題とします。 

はじめに事務局より要点説明をいたします。事務局。 

（事務局朗読説明） 

○村上会長 ありがとうございます。 

 以上で説明を終わります。これより質疑及び意見に入ります。質疑及び意見はありませんか。 

 質疑がないようですので、質疑を終了し採決に入ります。 

議案第７５号 農用地利用配分計画について、原案のとおり設定することに賛成の委員は挙

手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 
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○村上会長 ありがとうございます。全員挙手賛成であります。 

 よって、議案第７５号 農用地利用配分計画原案の諮問については、原案のとおり設定する

ことに異議のない旨を市長に回答することに決しました。 

 以上で、本総会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

 これをもって、平成３０年第１２回安芸高田市農業委員会総会を閉会いたします。 

 大変慎重審議いただきまして、ありがとうございました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午後２時３８分 閉会 
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