
平成３０年度第７回青梅市農業委員会議事録

１ 日  時  平成３０年１０月２５日（木）午後３時

２ 場  所  青梅市役所２階２０４会議室

３ 開  会  午後３時０２分

４ 閉  会  午後３時５７分

５ 出  席  １９名（農地利用最適化推進委員５名含む）

６ 欠  席   ０名

７ 議  事  別紙議事日程

８ 議事録署名委員

   ８番 加藤 仁志 君  ９番 鈴木  清 君

９ 出席職員

   事務局長  坂田 真吾  事務局主査 青木 壮一

  主  任  益子  裕  主   任 福島 海平



第７回青梅市農業委員会議事日程 
期日  平成３０年１０月２５日 

会場  市役所２階 204 会議室 

１  議長開会および開議宣告 

２  議事録署名委員の指名 

３  諸報告 

４  議案審議 

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（移転）        １件 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について           １件 

議案第３号 生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明願について   ２件 

議案第４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の決定について                ３件 

議案第５号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について          ８件 

５  報告事項                       １３件

６  議長閉議および閉会宣告 
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議長 

農業委員現在数１４名、出席１４名でございますので会議は成立をいた

しました。これより平成３０年度第７回青梅市農業委員会を開会いたしま

す。はじめに、日程２の議事録署名委員の指名ですが、会議規則第１３条

の規定により議事録署名委員として、第８番加藤委員さん、第９番鈴木委

員さんを指名いたしますのでよろしくお願いいたします。次に日程３の諸

報告について事務局から報告願います。 

事務局 

それでは、前回の総会から今日までの日程行事につきまして御報告いたします。 

10 月 4 日～5 日、西多摩地方農業委員会連合会先進地視察 

（福島会長） 

：長野県飯田市 

10 月 10～11 日、生産緑地本調査 

（福島会長、吉永職務代理、土地部会員各位） 

：市内生産緑地 

 10 月 13 日、親子農業体験会（稲刈り） 

       （福島会長、吉永職務代理、経営部会員各位） 

      ：藤橋の水田 

10 月 15～16 日、農業委員会研修視察 

（福島会長、吉永職務代理、委員各位） 

：山梨県山梨市 

10 月 23 日、第 2 回土地部会 

       （福島会長、吉永職務代理、土地部会員各位） 

      ：市役所 3 階会議室 

 10 月 23 日、親子農業体験会（脱穀） 

       （経営部会員各位） 

以上でございます。 

議長 
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以上で報告を終わります。次に日程４の議案審議に入ります。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（移転）」１件を上程いた

します。それでは、事務局の説明をお願いします。 

事務局 

それでは、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（移

転）」を御説明いたします。 

整理番号１番 

（譲渡人および譲受人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 譲渡人の   さんから譲受人の   さんへの、農地の所有権移転許可申請でござ

います。 

本案件につきましては、譲受人の  さんが農地拡大のために、譲渡人

である  さんの農地を売買することとなり、農地法第３条の許可申請を

行う運びとなったものでございます。農地法第３条の許可を得るためには、

農地法第３条第２項各号に該当しないことが求められます。この判断につ

いては別紙調査書のとおりです。お配りしております調査書をご覧くださ

い。まず、第２項第１号。許可することにあたって、許可を受ける農地に

ついて土地のすべてを効率的に利用できることが求められますが、譲受人

およびその世帯員等の耕作状況、必要な機械の所有の状況、農作業に従事

する者の数等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利

用できるものと判断しました。次に第２項第２号。農地所有適格法人以外

の法人は農地を所有することができませんので、法人が許可を受けるため

には、農地所有適格法人であることが求められます。本案件については個

人ですので、適用いたしません。次に第２項第３号。本案件については、

信託ではございませんので、適用いたしません。次に第２項第４号。許可

することにあたっては、譲受人が農作業常時従事できることが求められま

す。この農作業常時従事とは、農地法施行規則により１５０日となってお

ります。本案件につきましては、譲受人およびその世帯員等は、農作業を

行う必要がある日数について農作業に従事すると判断しております。次に

第２項第５号。許可することにあたっては、青梅市においては、譲受人が

すでに所有する農地と取得する農地の面積の合計が３０アール以上である
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ことが求められます。本案件については、譲受人およびその世帯員が所有

権を移転しようとする農地および議案第２号にあります使用賃借権の設定

しようとする農地を含めて、合計３０アールを超えておりますので、不許

可事項には該当いたしません。次に第２項第６号。本案件については、転

貸ではございませんので、適用いたしません。最後に第２項第７号。許可

することにあたっては、農地の権利移動を行うことで、地域調和が乱され

ることがないことが求められます。本案件については、申請地で露地野菜

の栽培をしていく計画ですので、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用に支障は生じないものと判断いたしました。以上のとおり農地法第

３条第２項各号には該当しないため、許可要件をすべて満たしていると判

断いたしました。 

なお、現地調査でございますが、１０月１８日に影山委員と行いまして、

調査結果は許可するに相当であるとの判断となりました。 

議長 

事務局の説明は終わりました。整理番号１番につきまして、影山委員さ

んの補足説明はございますでしょうか。 

委員 

推進委員の影山です。事務局２名と現地を視察しました。耕うんしてあ

りましたが自宅から遠いため、露地野菜は手のかからない程度に植える予

定です。以上です。よろしくお願いします。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますでしょうか。 

議長 

御意見、御質問等無いようですので、採決を取ります。賛成の農業委員

さんは挙手をお願いします。 

［挙手１３名］ 
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議長

挙手１３名により、可決されました。よって、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（移転）」１件は原案のとおり許可するこ

とに決定いたしました。

議長

次に議案第２号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」１件

を上程いたします。それでは、事務局の説明をお願いします。 

事務局 

議案第２号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を御説明いたします。 

（相続人および非相続人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

農地所有者であった被相続人の   さんが平成３０年１月７日死亡の

ため、相続人である   さんが相続するにあたって、相続税の納税猶予

の適格者証明願が行われたものでございます。現地調査でございますが、

１０月１９日に和田委員と行いまして、証明することについて支障なしと

の結果となっております。以上でございます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

議長 

事務局の説明は終わりました。整理番号１番について、和田委員さんの

補足説明はございますか。 

委員 

議席番号１３番和田です。１０月１９日に事務局２名と本人立会いのも

と現地調査を行いました。事務局の説明の通りでございます。よろしくご

審議をお願いいたします。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますでしょうか。 
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議長 

御意見、御質問等無いようですので、採決を取ります。賛成の農業委員

さんは挙手をお願いします。 

［挙手１３名］ 

議長

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第２号「相続税の納

税猶予に関する適格者証明について」１件は原案のとおり証明することに

決定いたしました。 

議長 

次に議案第３号「生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明

願について」２件を一括上程いたします。それでは、事務局の説明をお願

いします。

事務局 

それでは、議案第３号「生産緑地にかかる農業の主たる従事者について

の証明願について」２件を御説明申し上げます。 

整理番号１番 

（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

農地所有者の   さんが平成２８年１１月２８日死亡のため、相続人

である   さんが生産緑地の買取申出を行うにあたって、   さんが、

生産緑地法第１０条の規定にもとづく、農業の主たる従事者に該当するか

の、証明願いが行われたものでございます。１０月１２日に、現地調査を

福島会長と行いまして、証明することについて支障なしとの結果となって

おります。 

整理番号２番 

（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

農地所有者の   さんが平成３０年２月２１日死亡のため、相続人で
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ある   さんが生産緑地の買取申出を行うにあたって、   さんが、

生産緑地法第１０条の規定にもとづく、農業の主たる従事者に該当するか

の、証明願いが行われたものでございます。１０月１２日に、現地調査を

加藤委員さんと行いまして、証明することについて支障なしとの結果と

なっております。 

議長 

事務局の説明は終わりました。整理番号１番につきまして、担当の私か

ら説明いたします。 

議長 

１０月１２日に事務局と調査をいたしまして、先ほど事務局が説明した

通りです。秋作のため耕うんされてきれいになっていました。 

議長 

次に、整理番号２番につきまして、加藤委員さんの補足説明はございま

すか。 

委員 

議席番号８番加藤です。１０月１２日に現地調査を行いました。事務局

の説明の通りでございます。よろしくご審議をお願いします。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますか。 

委員 

議席番号９番鈴木です。整理番号１番について、主たる従事者の死亡が

平成２８年１１月２８日死亡ということで２年近く前だが、まだ相続され

ていないということか。 

事務局 
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土地の相続は翌年２９年１０月に行われていたが、相続人が、この土地

が生産緑地だという認識がなく、売却しようとしたところで生産緑地と

分ったため、主たる従事者についての申請がなされたものです。 

委員 

相続した方が主たる従事者になるのか。 

事務局 

主たる従事者につきましては、その当時やっていた方ということになる

ので、亡くなった   さんです。本来であれば、   さんが主たる従

事者になるはずでしたが、買取申出があったため、期間は経っているがこ

のような処理となっております。 

委員 

期間の制限はないのか。 

事務局 

特にはないです。主たる従事者の証明は、買取申出に必要な書類なので、

農業委員会としては申請があったものについては発行せざるを得ない。本

来であれば相続のときに、相続人が農業をやるということであれば生産緑

地として継続することになるが、農業をやらないということになると買取

申出をすることになるので、そのときに手続き上必要な書類となり、農業

委員会に申請するということです。 

委員 

相続の時に農業をやらないとしたら、生産緑地として継続できないです

よね。 

事務局 

農業を継続する意思があれば、生産緑地を継続するが、すぐに行われな

い場合もある。 
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委員 

現在も生産緑地になっているのか。 

事務局 

生産緑地です。今回の場合は所有権の移転は相続として行われているが、

生産緑地として引き続き農業を継続していく主たる従事者の届出が都市計

画課にされていない。その後、期間が経ってから買取申出を考えたとの状

況です。 

議長 

その他に何か御質問等ございますでしょうか。 

議長 

御意見、御質問等無いようですので、採決を取ります。賛成の農業委員

さんは挙手をお願いします。

［挙手１３名］ 

議長

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第３号「生産緑地に

かかる農業の主たる従事者についての証明願について」２件は原案のとお

り証明することに決定いたしました。 

議長 

次に議案第４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の決定について」３件を一括上程いたします。それで

は事務局の説明をお願いします。 

事務局 

議案第４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

地利用集積計画の決定について」３件を一括で御説明いたします。 

本件につきましては、申請人より青梅市に利用権設定の申出があり、青



- 9 -

梅市が農用地利用集積計画（案）を作成しました。農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定により、この集積計画については農業委員会の議

決を得ることが求められているため、青梅市長より青梅市農業委員会へ議

案のとおり集積計画の内容について審議と承認が依頼されたものでござい

ます。 

はじめに整理番号１番と２番について、別紙１の農用地利用集積計画

（案）をご覧ください。 

（利用権設定者氏名・住所・利用権設定受理者氏名・住所・地番・地目・

面積読み上げ） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。契約期間は平成３

０年１１月９日から平成３５年１１月８日までの５年間。 

裏面以降は、使用借人の農業経営の状況等や、共通事項が記載されてお

ります。次に、３枚目をご覧ください。 

（利用権設定者氏名・住所・利用権設定受理者氏名・住所・地番・地目・

面積読み上げ） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。契約期間は平成３

０年１１月９日から平成３５年１１月８日までの５年間。 

裏面以降は、使用借人の農業経営の状況等や、共通事項が記載されてお

ります。 

利用権の設定には、農業経営基盤強化促進法の第１８条第３項の各要件

が満たされていることが求められます、こちらに関しましては、別紙２の

調書をご覧ください。 

はじめに、第１号「農用地利用集積計画の内容が青梅市の定める基本構

想に適合するものであること」でございますが、基本構想に記載される「利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件」につきましては、農地のすべ

てを効率的に利用することや農作業に常時従事することなどが示されてお

ります。本件につきましては、使用借人が所有または借用する農機具や農

作業に従事する者の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべて

を効率的に利用できるものと見込まれ、また、使用借人は農作業を行う必

要がある日数について従事すると見込まれますので、第１号には該当する

と考えております。続いて第２号のイ「農地の全部効率利用」およびロ「農

作業常時従事」については、先ほど御説明いたしました第１号とほぼ同義
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ですので、ともに該当すると考えております。続いて第３号のイについて

は、「第２号のロに該当しない場合」でございますので、本案件では関係い

たしません。続いて第３号のロについては、「役員の内１名以上が農業常時

従事できること」でございますが、役員のうち１名が農業に常時従事しま

すので、該当すると考えております。最後に第４号「農地にかかる権利を

持つ全ての者の同意を得ること」でございますが、本案件は所有者である

申請人両者に利用集積計画を確認いただき同意の印をもらっております。

従いまして権利者の同意を得ておりますので、該当すると考えております。

よって農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号と照合した結果、別添

調書のとおり、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

現地調査につきましては、１０月１８日に川鍋委員さんと行いまして、

支障なしとの協議結果となっております。 

次に整理番号３番について、別紙３の農用地利用集積計画（案）をご覧

ください。 

（利用権設定者氏名・住所・利用権設定受理者氏名・住所・地番・地目・

面積読み上げ） 

更新の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。契約期間は平成３０

年１１月１０日から平成３５年１１月９日までの５年間。 

裏面以降は、使用借人の農業経営の状況等や、共通事項が記載されてお

ります。 

利用権の設定には、農業経営基盤強化促進法の第１８条第３項の各要件

が満たされていることが求められますが、こちらに関しましては、別紙４

の調書をご覧ください。 

はじめに、第１号「農用地利用集積計画の内容が青梅市の定める基本構

想に適合するものであること」でございますが、基本構想に記載される「利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件」につきましては、農地のすべ

てを効率的に利用することや農作業に常時従事することなどが示されてお

ります。本件につきましては、使用借人が所有または借用する農機具や農

作業に従事する者の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべて

を効率的に利用できるものと見込まれ、また、使用借人は農作業を行う必

要がある日数について従事すると見込まれますので、第１号には該当する
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と考えております。続いて第２号のイ「農地の全部効率利用」およびロ「農

作業常時従事」については、先ほど御説明いたしました第１号とほぼ同義

ですので、ともに該当すると考えております。続いて第３号のイについて

は、「第２号のロに該当しない場合」でございますので、本案件では関係い

たしません。続いて第３号のロについても、「法人である場合」でございま

すので、本案件では関係いたしません。最後に第４号「農地にかかる権利

を持つ全ての者の同意を得ること」でございますが、本案件は所有者であ

る申請者の両者に利用集積計画を確認いただき同意の印をもらっておりま

す。従いまして権利者の同意を得ておりますので、該当すると考えており

ます。よって農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号と照合した結果、

別添調書のとおり、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

なお、現地調査につきましては、１０月１８日に影山委員さんと行いま

して、支障なしとの協議結果となっております。 

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

議長 

事務局の説明は終わりました。整理番号１番から２番につきまして、川

鍋委員さんの補足説明はございますでしょうか。 

委員 

推進委員川鍋です。１０月１８日に事務局２名と現地調査をいたしまし

た。内容は事務局の報告通りでございます。よろしくご審議をお願いしま

す。 

議長 

次に、整理番号３番について、影山委員さんの補足説明は何かございま

すでしょうか。 

委員 

推進委員の影山です。１０月１８日に事務局２名と現地調査を確認しま

した。現在レタスを栽培しており、良好に管理されていました。よろしく

ご審議をお願いします。 



- 12 -

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますか。 

委員 

使用貸借権が５年になっているから平成３５年までですよね。今井４丁

目の土地は開発がかかわっていると思うが、賃貸借の契約書に特約事項が

あるのかどうか。 

事務局 

共通記載の事項に今井の開発が進んだ際には解約するということは載っ

ています。整理番号３番の今井４丁目の土地について、該当しております

ので記載しております。 

議長 

その他に何か御質問等ございますでしょうか。 

議長 

御意見、御質問等無いようですので、採決を取ります。賛成の農業委員

さんは挙手をお願いします。 

［挙手１３名］ 

議長

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第４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の決定につ

いて」３件は原案のとおり許可することに決定いたしました。 

議長 

次に議案第５号「引き続き農業経営を行っている旨の証明について」８
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件を上程いたします。整理番号１番から３番につきまして、担当の私から

説明いたします。 

議長 

整理番号１番 

調査結果 （申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）上記土地

は一段の畑で、以前は梅が栽植されていたが全て伐採

され、下草も刈り取られており、梅の再植を待ってい

る状態で調査が始まったところです。（地番・地目・面

積読み上げ）については、サトイモ、ナス、大根等が

植えられていました。 

整理番号２番 

調査結果   （申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）（地番・地

目・面積読み上げ）については、ユズとブドウが栽培

されていました。（地番・地目・面積読み上げ）は一段

の畑で梅が栽植されていたが、伐採後は下草が刈り取

られていました。 

整理番号３番 

調査結果   整理番号３番について御説明いたします。（申請者氏名・地

番・地目・面積読み上げ）この農地は梅が栽植されて

いたが、現在は下草が刈り取られており、梅の再植を

待っている状態です。 

議長 

整理番号４番について石川委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号４番 

調査結果   議席番号７番石川です。整理番号４番について御説明いた

します。１０月１８日に事務局２名と申請人立会いのも
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と現地調査を行いました（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）。この畑は自宅の隣にあり、作付作物は、

切り花の菊、サトイモ、八頭、落花生、あとは夏野菜

の残りでキュウリやナスなどが栽培してありました。

空いている場所もありましたが、今後は春用の切り花

の菊の苗を植える予定とのことでした。以上、良好に

管理されていることを確認いたしました。 

よろしくご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 

整理番号５番について加藤委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号５番 

調査結果   議席番号８番加藤です。整理番号５番について御説明いた

します。１０月１２日に事務局２名と現地調査を行いま

した。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）。季

節のネギやサトイモ等が植わっていました。雨が降る

と段下ということもあり、雨が畑に入って大変だとい

う話もしておりました。畑はきれいに管理されており

ました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長 

整理番号６番について鈴木清委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号６番 

調査結果   議席番号９番鈴木清です。整理番号６番について、１０月

１８日に事務局２名と現地調査を行いました。（申請者

氏名・地番・地目・面積読み上げ）、２筆ともお茶畑で

適切に管理されておりました。一角に空いているス

ペースがあったが、自宅が東青梅ということで離れて

いるため、農地管理上必要なスペースだと思います。
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よろしくご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 

整理番号７番および８番について、和田委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号７番 

調査結果   議席番号１３番和田です。整理番号７番について御説明い

たします。１０月１９日に事務局２名と申請人立会いの

もと調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・面

積読み上げ）、この２筆の畑は一段の畑で、栗、柿、い

ちじくが栽培され適正に管理されていました。（地番・

地目・面積読み上げ）、この２筆の畑は一段の畑でブ

ルーベリーが栽培されており適正に管理されていまし

た。特例適用所在地、（地番・地目・面積読み上げ）、

この１筆はブルーベリーが栽培されていて適正に管理

されていました。よろしくご審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

委員 

整理番号８番 

調査結果   整理番号８番について御説明いたします。１０月１９日に事

務局２名と申請人立会いのもと現地調査を行いました。

（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）、この１筆

にはネギ、イチゴが栽培されておりきれいに管理され

ておりました。特（地番・地目・面積読み上げ）、この

１筆はウメ、柿が植えられていて草刈りもされ適正に

管理されていました。（地番・地目・面積読み上げ）、

この１筆にはゴボウ、栗、人参、白菜、ピーマンが栽

培されていて空いている場所についてもよく耕作もな

され適正に管理されておりました。（地番・地目・面積

読み上げ）、この２筆は一段の畑で、大根、ネギ、白菜、



- 16 -

人参、キャベツが栽培されていて適正に管理されてい

ました。（地番・地目・面積読み上げ）、この２筆は一

段の畑で、ネギ、サトイモが栽培されていて適正に管

理されておりました。よろしくご審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますでしょうか。 

議長 

御意見、御質問等無いようですので、採決を取ります。賛成の農業委員

さんは挙手をお願いします。 

［挙手１３名］ 

議長

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第５号「引き続き農

業経営を行っている旨の証明について」８件は原案のとおり証明すること

に決定いたしました。 

議長

 次に、日程５の報告事項に移らせていただきます。 

報告事項として、会長先決処理等の報告を申し上げますので、別冊の報

告書をご用意ください。 

 それでは報告に移ります。 

はじめに「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」につい

ては、１件で１ページに記載されたとおりです。次に「農地法第４条第１

項第７号の規定による届出について」については、２件で２ページに記載

されたとおりです。次に「農地法第５条第１項第６条の規定による届出に

ついて」については、１０件で３ページから４ページに記載されたとおり

です。以上で報告は終わります。御質疑等がなければ、報告のとおり御了



- 17 -

承いただきたいと存じますがよろしいでしょうか。 

  [意義なし] 

議長 

ありがとうございました。 

ただいまの報告をもちまして、本日の審議はすべて終了いたしました。 

慎重な御審議を賜りありがとうございました。 

感謝を申し上げ総会を閉会とさせていただきます。 

なお、全員協議会は１６時５分から開会いたします。 


