
平成２９年第２回大月市農業委員会委員総会会議録 

 

開催日時   平成２９年２月２４日（金） 午後２時００分から 

開催場所   大月市民会館４階会議室 

出席委員 

会  長    １番  宮咲 寛也 

委  員    ２番  西村 恒男 

３番  志村 喜光 

４番  平井 美孝 

５番  今泉 治通 

８番  小宮山 篤 

９番  小林 恒雄 

１１番  久嶋 良元 

１２番  古田 政義 

１３番  米山 義一 

１４番  渡邊 克典 

１５番  天野 千明 

１６番  小宮 文男 

１７番  和田 廣行 

１８番  小林 良次 

１９番  梶原 勝 

２０番  鈴木 章司 

２１番  金井 信 

 

欠席委員    ６番  萩原 剛 

７番  蔦木 正彦 

１０番  小俣 昭男 

 

１ 互礼 

 

２ 開会 

ただいまから平成２９年第２回大月市農業委員会委員総会を開催致します。 

 

３ 会長挨拶 

皆さんこんにちは。本日は平成２９年第２回大月市農業委員会委員総会を

招集致しましたところ、何かとご多用の中繰り合わせご出席を賜り御礼を申



し上げます。 

さて、今月は農林水産業省経営局長の通知を受け、市長より依頼のあった

課税台帳上原野となっている農地が農地法第２条第１項の農地に該当するか

否かの判断のため、８日、９日の両日と１７日、２１日にかけて該当する４

５筆について、各々の担当委員さん立ち合いの元に現地調査を実施しました。

担当地区の委員さんには大変ご苦労様でございました。また、２０日には農

業委員会だよりの第２回編集委員会が実施されたところでございます。大変

ご苦労様でございます。 

変わって、皆様方に一枚もので配布しておりますけれども、これは山日新

聞を切り抜いたものでございます。２月１２日付けの山梨日日新聞によりま

すと、農林水産業省の８年ぶりに公表した平成２６年の山梨県の農業者所得

は、７９７億円でトップは笛吹市の１９２億円であります。大月市は１億１

千万円で、県内２７市町村の２２位、占有率でいいますと０．１３％であり

ます。何かの参考になればと思います。 

本日の案件は農地法第３条案件が２件、農地法第５条案件が１件、非農地

証明交付申請が 1 件、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の農地に該当す

るか否かの件、地籍調査事業における地目認定についてであります。 

本日の総会がスムースに進行されますようお願いを申し上げ、挨拶と致し

ます。 

 

４ 開会宣言 

宮咲会長  本日は萩原剛委員、蔦木正彦委員が欠席という連絡を受けていますが、小俣

昭男委員が少し遅れるようでございます。農業委員会等に関する法律第２７条

の３項によります定数に達しておりますので、総会の成立を宣言致します。 

 

５ 議長選出 

事 務 局  大月市農業委員会会議規則第３条に基づき議長を会長にお願いします。 

         

６ 議事録署名委員の指名 

議  長  ５番 今泉 治通 委員  ８番 小宮山 篤 委員を指名する。 

 

７ 議案審議 

議  長  日程第７、これより議案審議を行います。 

議案第２号、農地法第３条の規定による返戻願に対し許可を求める件。 

次のとおり、許可申請があったので審議を求める。農地法第３条の規定によ

り許可を受けた件について返戻の願いがあったので意見を求める。議案第２号



番号１につきまして、担当委員がまだみえておりません。それでは、担当委員

がまだみえておりませんので番号２について、担当委員の説明を求めます。久

嶋良元委員お願い致します。 

 

久嶋委員  それでは、議案第２号番号２の説明をさせていただきます。３頁を参照しな 

がら、議案第２号番号２について、内容を説明致します。 

３頁をお開きいただきたいと思います。 

この案件は、平成２８年第１２回大月市農業委員会委員総会において議決し、

平成２８年１２月２６日付で許可書を交付した農地法第３条農地の使用貸借に

よる許可書の返戻願いです。申請地は○○町○○字あｍる○、地番××××番、

地目畑、面積は１３０㎡。もう一筆、○○町○○字○○、地番××××番×、

地目畑、面積２６０㎡です。 

譲渡人は●●●●、住所は横浜市○区○○×丁目××番×号、譲受人は●●

●●●、住所は甲府市○○町×××番地×です。 

返戻理由でございますけれども、譲受人の●●●●●さんが息子の事業を手

伝うことになり、息子夫婦と同居し、家の一部を使って事業をするので、申請

時に予定していた○○字○○に転居して農業をすることができなくなったとい

うことのようです。私が聞くところによると息子さん夫婦が整体の国家試験を

取って、●●●●●さんの家が大きくて便もいいので、そこで開業することに

なって、○○に転居して農業をすることができなくなったと聞いています。 

許可の返戻をする土地の利用計画は、譲渡人●●●●さんが引き続き購入し

てくれる方を探すとのことでございます。１２月に申請して２ケ月後に返戻す

ることになり、申請人は非常に恐縮しておりました。以上です。 

ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議  長  ただいま、担当委員の説明が終了致しました。久嶋委員さんご苦労様でした。

ただいまの説明に対しまして質疑がありましたら、挙手の上、指名を受けてか

らの発言としてください。何か質疑ございますか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますので、質疑を打ち切ります。これより裁決を行いま

す。返戻願いを許可してもよろしい方は挙手願います。 

はい、ありがとうございます。全会一致で許可と決定致します。 

それでは、議案第２号番号１につきまして、事務局より説明をお願いしたい

と思います。 



事 務 局  返戻の願いがあったので意見を求めます。議案第２号番号１、所在、○○町

○○字○○○○××××の××、登記簿地目田、現況地目田、農振、農振地域

外、面積７４９㎡。申請人、貸付人、大月市○○町○○××、●●●、借受人、

甲府市○○町立つ××の×、●●●●●。 

      返戻の理由ですが、２と同じ方でございまして、息子の事業を手伝うことに

なり、息子夫婦と同居することになったために借受人が中野に移住し農業をす

ることができなくなったということで、今回の返戻願いの届出がありました。 

以上でございます。 

 

議  長  ただいまの説明に対しまして質疑はございますか。 

それでは、質疑を打ち切ります。返戻を許可してもよろしい方は挙手願いま

す。全会一致で許可と決定致します。 

続きまして、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対し

意見を求める件。次のとおり許可申請があったので審議を求める。農地法第５

条の規定による許可申請について、農地法関係事務処理要領（平成２１年１２

月１１日付け２１経営第４６０８号・２１農振第１５９９号農林水産省経営局

長・農林水産省農村振興局長連盟通知）の第４の１の（４）のアの規定により、

意見を決定するため審議を求める。担当委員の説明を求めます。今泉治通委員

お願い致します。 

 

今泉委員  議案第３号番号１についてご説明致します。５頁の位置図を併せてご覧くだ

さい。 

申請地は、○○町○○○字○○○○、地番×××番×、面積８０９㎡及び○

○町○○○字○○○○、地番×××番、面積６５２㎡、合計×筆、面積１，４

６１㎡、地目畑、現在不耕作地でございまして農振外です。 

転用目的は、建設資材置場及び加工場設置のための使用賃貸です。貸付人は

●●●●、住所は大月市○○町○○○×××番地です。借受人は株式会社●●

●代表取締役副社長 ●●●●、住所は東京都○区○○×丁目××番×号です。 

申請地は国道２０号線、○○○○○○○○から○○方面に向かって最初の大

きなカーブがあります。○○○○入口付近に位置する第２種農地となります。

周囲の状況は西側が国道２０号線、東側、北側が雑種地、南側が山林となって

います。 

申請理由につきましては、借受人 株式会社●●●が○○町○○地区に現在

建設中の○○○○○○○○○○建設工事の建設資材置場及び加工場としての用

地を現場敷地内に確保することが困難になったため、現場から車で５分と近く、

国道２０号線沿いに立地し、工事車両の出入りに起因する周辺環境への影響も



最小限度に抑えられる申請地を借り受け、建設資材置場及び加工場として使用

するものです。計画によりますと、農地である申請地２筆、面積１，４６１㎡

と隣接する雑種地８９７㎡、合計２，３５８㎡に鉄板を敷き、一般車両２台、

工事用車両２０ｔ車１台、２５ｔクレーン車１台、サイロ設備部材、プラント

設備部材等を置きます。賃貸期間は平成２９年３月１日から平成３０年３月３

１日まで１年間です。施工資金は○○○○○○○○○駐車場整備工事として農

地への復元費用も含めて×××万円ほど予定されています。 

以上、申請の案件について、書類審査及び現地調査を行ったところ、事業実

現に足る資金の裏付けもあり、許可相当と考えます。ご審議のほどよろしくお

願い致します。 

 

議  長  担当委員の説明が終了致しました。今泉委員ご苦労様でした。 

ただいまの説明に対しまして質疑がありましたら挙手の上、指名を受けてか

らの発言としてください。何か質疑がございますか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますので質疑を打ち切ります。これより裁決を行います。

許可に賛成の方は挙手願います。ありがとうございます。 

全会一致で許可相当と決定します。 

続きまして、議案第４号、非農地証明交付申請に対し意見を求める件。次の

とおり許可申請があったので審議を求める。農地法第２条規定による農地又は、

採草放牧地でない旨の証明書交付申請があったので意見を求める。 

担当委員の説明を求めます。天野千明委員お願い致します。 

 

天野委員  議案第４号番号１について、内容を説明致します。 

      資料は７頁の位置図を併せてご覧ください。 

      申請地は、○○町○○字○○、地番×××の××、地目畑、現況山林です。

面積は４，８４８㎡。申請者は●●●、住所は大月市○○町○○×××番地で

す。 

      申請地は林道○○○線、有限会社●●●●●●●●手前を沢に沿って１００

ｍに位置する第２種農地となります。周囲の状況は山林及び宅地になっており

ます。宅地の裏が全部山林で、かなりの傾斜地になっています。 

      現況は昭和２７年以前にスギを植栽し、樹齢は６０年以上になっています。 

     結構立派な杉が立っていました。 

      この土地は、山梨県が実施する治山工事用地として無償で貸し付けることに



なっており、構造物ができると農地への復元は不可能であること、現況が山林

であるということから非農地証明交付願いの申請に至ったとのことです。 

      以上、この案件について、書類審査及び現地調査を行ったところ、許可相当

であると考えます。ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議  長  担当委員の説明が終わりました。天野委員ご苦労様でした。 

ただいまの説明に対し質疑がありましたら挙手の上、指名を受けてからの発

言としてください。異議がございますか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議のなしの声がありますので、質疑を打ち切ります。 

これより裁決を行います。賛成の方は挙手願います。 

はい、ありがとうございます。全員一致で許可と決定致します。 

続きまして議案第５号、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に

該当するか否かの判断について審議致します。事務局より説明を願います。こ

の件につきましては、プロジェクターを使いながら説明をしていただくという

ことになります。よろしくお願い致します。 

 

事 務 局  お手元に農地に該当するか否かの表がございます。ご覧いただきたいと思い

ます。会長のあいさつの中にもございましたとおり、２月８日・９日と１７日・

２１日にかけまして、地域の農業委員さんと一緒に現地の調査を致しました。

その結果、意見をお聞きしまして、表の一番右側、農業委員会で記載の農地・

非農地の判断に非農地とか農地の判断の結果を載せてございますが、この会議

に再度付議を致しました。委員さん方の判断をいただきたいと存じます。 

      それでは、順不同になるかと思いますがプロジェクターを使ってご説明致し

ます。着席したままで失礼いたします。 

      まず、一番目でございます。○○町○○○字○○×××番地○でございます。

○○の○○○○入口のこの付近になります。公図では、こういう形態になって

おりまして、現況は荒地というか、河川沿いにありまして、崩れたり、葛葉が

張っていたり、雑木が茂っているという状態です。判断は非農地という提案を

させていただきます。この土地は非農地ということでよろしいでしょうか。 

      次に○○町○○○字○○○×××番××、それから○○字○○××××番×。

これは○○の○○○○になっています。ここは○○○○○○○の○○の○○○

○をしているところです。ちょうど○○○○の端の向かい側に沢があるんです

が、この場所になります。公図ではちょうど字界になっておりまして、こちら



が○○○、こちらが○○です。現況は雑木が茂っています。この水路を境にこ

ちらが○○側で、こちらが○○○側です。ここも非農地という判断をさせてい

ただきました。よろしいでしょうか。 

      それでは、次でございます。○○町○○○字○○○×××番×、×××番、

×××番、字○××××番×でございます。これは国道２０号で、ここからが

県道○○○○線になっております。ここは●●●●と JRの線路に挟まれた場所

になります。形状は埋め立てになっておりまして、×××の×、×××、××

×でちょっと離れた所に字名は違いますがここに××××でございます。こち

らが○側で埋め立てた斜面になっており、農地としては使いにくいかとの印象

を受けました。もう一か所がこの三角、ここに橋が架かっておりまして、この

三角の部分が××××になります。ここも埋め立てられた所で、地中に何が混

ざっているか分からないこと、形状が斜面であることから農地として使えない

だろうということで非農地という判断を致しました。よろしいでしょうか。 

次でございます。○○町○○○字○××××番×及び××××番×。これは

県道○○○○線の○○○のちょうど下、ここに●●●●がありますが、●●●

●の駐車場に使われています。形状は、ここが真ｒ○○の○○○、この位置で

す。既に駐車場として使われている状況です。砂利も敷き込まれておりまして、

農地に戻すのは不可能ではと非農地の判断をしました。よろしいでしょうか。 

次は○○町○○○字○○○××××番、××××番、××××番でございま

す。○○の奥になりまして、ここが広域事務組合のごみ焼却施設、こちらが森

林組合のプレカット工場、ここが○○○という沢ですが、ここから大分入った

位置になります。形状はこちらが手前になり、こちらが奥になります。現地は

木が生い茂って山林化しています。農業機械の入れる場所ではなく、山林化し

て農地には戻せないということで非農地の判断をしました。よろしいでしょう

か。ありがとうございます。 

次に○○町○○○字○○○○××××番でございます。ここは○○○で○○

駅の南側というか裏を入ったこの位置にあります。形状はこれで、結構広いで

す。桧が植えてありまして、植えてからあまり経っていない状態です。判断と

しては、まだ、非農地に至らないので農地としました。木が２０年、３０年経

った時点で非農地証明ということになるのではと思います。農地ということで

よろしいでしょうか。 

 

久嶋委員  農地にはならないんじゃない。 

 

事 務 局  農地にはならないですが山林ではないです。現段階では農地です。 

小林委員  昔はそこはなんだったんだね。 



 

議  長   田んぼです。 

 

事 務 局   台帳は畑になっています。 

 

志村委員   所有者の意見はございますか。今のは判断だけですね。申し合わせてみた

らどうですか。 

 

事 務 局   元に戻す気持ちはないと思いますけれども、今の状況だと転用もできない

ですし、こういう例を非農地にしてしまうと他も全部非農地にしなければな

らないという状況になります。 

 

久嶋委員   現地に行ってみて。 

 

事 務 局   現況からすると非農地にするにはまだちょっと早いかと。 

 

小林委員   あと少し待たなきゃ駄目かね。農振はかかってない。 

 

事 務 局      はい。 

  

梶原委員   道路は。 

 

事 務 局   道路はここです。道路に沿っています。 

 

梶原委員   場所的にはいい場所だね。 

 

事 務 局    場所はいいです。日当たりもいいですし。 

 

議  長   木を植えて２０年以上という基準もございますし、これはおそらく１０年

は経ってない状況ですので、これを非農地とするわけにはいかないと判断を

したところでございます。 

 

事 務 局   よろしいでしょうか。 

 

       （異議なしの声） 

       ありがとうございます。 



        次ですが、○○町○○○字○○××××番。これは○○の○○○がここ

にありまして、○○○のすぐ上です。形状は、これが○○○でここになり

ます。栗の木が整然と植えられておりまして、農地と判断しました。下草

もちゃんと管理してありましてきれいな… 

 

小林委員    ここの所有者はしっかしていましてきれいにしてます。 

 

事 務 局    ここは見たとおり農地でよろしいでしょうか。 

        次ですが、○○町○○○字○○○○××××番、××××番、××××

番。○○の奥になりますが、ここが○○○○になります。鉄塔の下、この

位置になります。公図上は××××、××××、××××が並んでいます。

現地は既に山林化しています。杉の木ですが樹齢５０年以上経っており、

非農地という判断をしました。よろしいでしょうか。 

        次は○○町○○字○○○××××番×、××××番、××××番×でご

ざいます。これは○○○ですので中央道の上になります。この辺がいなだ

屋です。ここは広域事務組合の最終処分場跡地で現在ソーラーパネルが設

置されております。公図上は×筆繋がっております。笹竹が茂っておりま

して、農地に戻すのは困難であり、非農地の判断をしました。よろしいで

しょうか。 

        同じく○○字○○××××番でありますが、○○○と○○のちょうど間、

○○○沿いにあります。この位置です。ここは耕作がされている平らな部

分です。場所は斜面です。雑木が茂っており、農地に戻せないと思います

ので非農地と判断しました。よろしいでしょうか。 

        次は同じく○○字○○○××××番、××××番、××××番内×．こ

こに××××と××××、ここは１７４５番内２です。JRの線路を越えて、

こちらが××××と××××の写真です。こちらが××××番内×の写真

です。鈴竹が茂っていまして農地に戻せないので非農地。××××と××

××は農地に戻せるので農地と判断しました。よろしいでしょうか。 

        次も同じく○○字○○×××番、×××番、×××番、×××番×１、

×××番×、×××番×、×××番×。●●●●●●の裏になりますが、

こんな形状です。●●の裏は雑木が茂っていて農地の戻せない非農地の判

断、×××番と×××番×です。他は農地に戻せる農地の判断です。よろ

しいでしょうか。 

        ○○町○○字○○○×××番×、×××番×、×××番×です。×××

番×はここになります。×××番と×××番×はここです。×××番×で

すが、竹が茂っております。整理されています。×××の方は農地として



使われています。この×筆については農地という判断をしました。×××

番×の竹も下刈りがしてあり、きれいに管理されていますので農地と判断

しました。よろしいでしょうか。 

        次が○○×丁目字○○×××番、×××番、×××番×です。これは○

○○○○○の○○側で○○○番が○側、○○○番、○○○番○がこの家の

裏側にあります。片方は雑木がもう片方には笹竹が生い茂っておりまして、

農業機械も入るのも困難です。非農地の判断をしました。よろしいでしょ

うか。 

        ○○○×丁目字○○○××××番です。●●●●の前、○○の○○○の

端になります。この位置になります。形状はこんな所です。埋め立てられ

ていまして、崖沿いのこの位置になります。農地に戻すのは難しいだろう

と非農地の判断をしました。よろしいでしょうか。 

        次に○○町○○字○○○○××××番及び××××番です。ここが○○

○○○です。○○○○○の横を入りまして、この位置になります。現状は

畑になっております。耕作されております。非農地ではない農地です。 

       よろしいでしょうか・ 

        次に○○町○○字○○××番。ここは、●●●●ができました。こちら

が○○○○の○○の○○になります。ここを入ってすぐのここになります。 

       草刈りもしてあり、非農地ではなく農地と判断します。よろしいでしょう

か。 

        次が○○町○○字○○×××番×。●●の○○○○の向かい側になりま

す。ここが国道２０号です。ちょうど法面になります。この位置です。法

面ですし、この辺には野菜が植えつけてありますが、農地として使うのは

難しいと非農地と判断しました。（異議なしの声） 

        ○○町○○字○○○○××××番×です。ここが○○の入口で、ここに

アパートがありまして、この位置になります。ここに沢があります。現状

は竹が茂っており農地に戻すなら戻せるかなと思いますが、委員各位の意

見を伺いたいと思います。（「農業機械が入れるの」との声） 

       ここが市道です。急斜面でもない、日影でもない平地です。赤道はありま

すが所有者の違う土地を通らないと入れないと思います。 

 

久嶋委員    ●●●●さんという方のご主人がとっくに亡くなっていて、今東京に住

んでいるんだよね。鳥沢にはもう家がないですから永久に農地になりませ

ん。 

 

事 務 局    上からの航空写真を見ても相当荒れています。非農地という判断でよろ



しいでしょうか。 

        最後になります。○○町○○○字○×××番内×でございます。場所は、

ここに○○○があります。こちらに○○○があります。線路を挟んで法面

になります。写真でもお分かりのとおり、竹も茂っておりますし、法面で

す。非農地と判断します。よろしいでしょうか。 

        以上です。 

 

議  長    ただいま平山さんの方からプロジェクターを使っての写真による一筆一

筆の判断を皆さんにしていただきました。こちらのリストに書いてあると

おり皆さん方の判断ということで決してよろしいですか。 

 

       （はいの声） 

   

        それでは、リストに記載されているとおり農業委員会としての判断とさ

せていただきます。 

        続きまして、議案第６号、地籍調査事業における地目認定について、担

当より説明を願います。これもプロジェクターによって担当が説明を行い

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

地域整備課   私は、大月市役所地域整備課の井上と申します。よろしくお願いします。 

       本日は、地積調査事業における地目の関係の照会ということでお時間をい

ただきました。 

        地籍調査事業につきましては、皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思

いますが簡単に説明をさせてください。法務局に収められている公図とい

う土地の境界を確定する地図があります。これが明治の当初に作られたも

ので精度がよろしくないものになっております。それを今の測量技術で正

確なものにしていくという事業です。その事業の中で地目の判定を行って

おりまして、現況そのような土地の使われ方をしているのか、今後、判定

を行っていくんですが、この中で登記されている地目が田・畑となってい

るところが現況変わってしまっているところがあります。 

        今回見ていただきたいのが鳥沢の上の大窪地区になります。これは我々

の作りました地積図、集積図になるんですが、これも地籍調査の成果とし

て法務局に納めると公図の代わりになります。ここがずっと高速道路にな

ります。高速道路を上って行きますと、ここに鳥沢の幼稚園があります。

上って行って峯沢から大窪に上って行きまして、ここに公民館があります。

更に上って行きますと、これがウエルネスパークの方に続いて行く道があ



ります。今、現在色を塗った箇所、これが全部田・畑から違う地目になっ

てしまうところになります。地籍調査をやるたびに農業委員さんに確認し

ていただいているんですが、一番問題になるのが宅地の部分、田・畑から

宅地に変わってしまっているというところです。この図でいくと紫色のと

ころですね。紫色のところがちょこちょことこのように出てくるんですが、

こういう畑のところは家に入って行く道を宅地と判定しますので、ここに

ちょっと細いものが出てきます。大窪の公民館も元々は畑という地目にな

っているんですけど、建物が建っていることから宅地という判定をさせて

いただいております。 

        それ以外、だいたい道の形状になってしまっているところ、これは公衆

用道路の扱いになっているんですけど、我々の方で判定すると田・畑では

ない。家も最近建てたというものではなくて、随分昔から使われているよ

うなところになります。登記地目が農地で、現状が農地以外の地目の場合

は、農業委員さんの判断をいただき法務局へ提出となりますので、今回照

会をして、皆さんに判断をお願い致します。 

 

議  長    ただいま、地域整備課の井上担当の方からプロジェクターを使っての現状

の使用されている形状について、このまま認定をしていただきたいというこ

とだと思いますけれども、よろしゅうございますか。既に畑が宅地になって、

家が建っていると登記簿どおりになっていないところがそれだけあるわけ

ですね。それを現状に合わせるということで承認していただければ法務局の

方へ届け、地目を変えるということですね。 

ただいま説明がございましたとおり現状がそんなふうになっているとい

うことですけれども、説明のとおり承認をしてよろしいでしょうか。 

（はいの声） 

 

それでは、ただいまの説明のとおり認定ということで裁決をしたいと思い

ます。 

はい、ありがとうございました。 

 

８ 報告事事項 

議  長     続きまして、日程第８、報告事項を議題と致します。転用確認証明交

付に対する報告を事務局より報告願います。 

 

事 務 局     転用確認証明交付に対する報告。平成２９年１月１１日から平成２９

年２月１０日。 



番号１、所在、○○町○○字○○、地番×××の×、地目、台帳畑、現

況宅地、地積５００㎡、申請者、大月市○○町○○×××番地×、●●●

●一、許可年月日、平成２６年１０月１６日、許可番号、富東農第×の×

×の×号、転用目的、個人住宅、交付年月日、平成２９年２月１７日。 

番号２、所在、○○町○○字○○、地番××××の×、地目、台帳畑、

現況宅地、地積１２８㎡、申請者、大月市○○町○○××××番地、●●

●●、許可年月日、平成２８年１０月１９日、許可番号、富東農第×の×

×の××号、転用目的、個人住宅、交付年月日、平成２９年２月１７日。 

番号３、所在、○○町○○字○○、地番×××の×、地目畑、現況宅地、

地積１００㎡。もう一筆、所在、○○町○○字○○、地番×××の×、地

目、台帳畑、現況宅地、地積２５２㎡、申請者、大月市○○町○○×××

×番地、●●●●、許可年月日、平成２８年８月１６日、許可番号、富東

農第×の×の××号、転用目的、個人住宅、交付年月日、平成２９年２月

１７日。以上です。 

 

議  長    他に何かございますか。 

        ないようですから、全ての質疑を打ち切ります。本日の全日程を終了     

       と致します。職務代理より閉会宣告をお願い致します。 

 

職務代理    それでは、全ての案件の審議が終了しましたので、これをもちまして

平成２９年第２回大月市農業委員会委員総会を閉会と致します。お疲れ

様でした。 

 

１０ 閉会時刻          同  日   午後  ３時０５分 

 

１１ 解散時刻          同  日   午後  ３時１０分 

 

事録署名委員 


