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第４回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年１０月１５日（木） 午前９時 

 

２ 開催場所  柳井市役所３階大会議室 

 

３ 出席委員 １番 槇本  正男 君 ２番 中元  茂雄 君 

 ３番 原田  淳一 君 ４番 寺西 久美子 君 

 ５番 岩政  幸人 君 ６番 吉 弘  功 君 

 ７番 勝本  澄人 君 ８番 下土井  進 君 

 ９番 鈴木  喜義 君 １０番 岡本  幸子 君 

 １１番 大崎  正男 君 １２番 齋藤  貴之 君 

 １３番 宮本  三雄 君  

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員   

   

   

 

５ 説明のため出席した者  

 事 務 局 長    伊藤  義人 君 

 事務局次長    下前  真一 君 

 

 

 

 

６ 記事ならびに議事録調整者 

 職   員    菅岡  利夫 君 
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会議に付議した事項 

 

議案第 ９号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第１０号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第１１号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第１２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 

議案第１３号  農用地利用計画の一部変更について（編入） 

議案第１４号  農用地利用計画の一部変更について（除外） 
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第４回農業委員会総会次第 

 

  

議長 宮本君 

 

それでは、ただ今から第４回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席は、１３名中全員の１３名で、定足数に達しておりますので、総会

は成立しております。 

 

議長 宮本君 

 

 

では、会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１６条の規定により、議長において 

下土井委員と鈴木委員を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

次に、会期についてお諮りいたします。 

本会議の会期は、本日一日限りといたしますが、ご異議ございません

か。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって会期は、本日一日限りと決定いたします。 

 

議長 宮本君 

 

それでは、ただいまから議事に入ります。 

議案第９号を上程します。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 

 

議案第９号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

申請人 外１名（田 ６７７㎡ 畑 １，４２５㎡）から別紙調書のと

おり農地所有権等取得のため、農地法第３条第１項の規定による申請

があったので、許可の可否について意見を求めます。 

令和２年１０月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（３条－１） 

それでは、調書に基づきましてご説明申し上げます。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積２６６㎡です。 

権利の種類は、所有権の移転です。 

申請人は、相続した農地を活用するにあたり、実家に近い自己所有農

地に隣接する申請地を合わせて活用するため、譲り受けるものです。 

渡人は、遠隔地に居住し耕作管理が困難なため譲り渡すものです。 

取得後の経営面積ですが、今回の取得に合わせて農地８９３㎡を使用

貸借する計画で、経営面積の合計は３，２９３㎡となります。 

使用貸借の案件につきましては、議案第１２号でご審議いただくこと

としています。 
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なお、営農計画でございますが、野菜を作る計画でございます。 

また、既存のビニールハウスが２棟ありまして、そちらも活用して野

菜等を作って、地元販売所の方にも出荷する計画となっております。 

また、●●●●の法人の方にも出資しておられまして、将来的には法

人の事業にも協力していきたいということでございます。 

申請地につきましては、位置図の（１）の方でございます。 

３条－１という左上の方でございます。 

●●●●から北西へ約２．２㎞の距離にある、●●●●から西に２０

０ｍの距離にある農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域と

の調和要件を審査した結果、適当と考えられます。 

よって、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。 

 

次長 下前君 

（３条－２） 

続きまして、整理番号２番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積６７７㎡外４筆 田の

合計６７７㎡、 畑の合計１，１５９㎡ 合計１，８３６㎡です。 

権利の種類は、所有権の移転です。 

申請人は、現在耕作している農地の近くにある申請地をあわせて耕作

するものです。 

渡人は、高齢で耕作管理が困難なため譲り渡すものです。 

申請地は、位置図の（３）でございます。 

申請地の●●●●番●と●●●●番●の農地につきましては●●●●

から南へ約５３０ｍの距離にある、●●●●にある農地です。 

位置図でいいますところの、●●より東側、位置図でいきますと右側

の丸の所でございます。 

それともう一つの、●●●●番●と●●●●番●、●●●●番●につ

きましては３条―２という所の左の方の丸に位置する農地でございま

す。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域と

の調和要件を審査した結果、適当と考えられます。 

よって、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。 

以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 

 

はい、以上で補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきまして、●●委員お願いいたします。 
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●番 ●●君 １０月の２日に現地確認を行いました。 

先程事務局の方から説明がございましたとおり、現在は市外に住んで

いらっしゃいまけれども、将来的には地元に帰って農業をしたいとい

うことでございます。 

審査結果につきましても、適当と認めます。 

慎重ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号１番につきまして、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

無いようですので整理番号１番については、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

次に、整理番号２番につきまして、●●地区担当委員の意見を求ます。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 整理番号２番について、１０月７日に●●委員及び事務局と現地確認

をしました。 

ただいま事務局から説明がありましたとおり、受人は会社員ではあり

ますが、４０歳代と若く、熱心に農業に取り組んでいる人が農地を取

得されるので、地元委員として異議はありません。 

よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号２番につきまして、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

それでは、質疑を終了し、整理番号１番及び２番 議案第９号につい

ては、原案のとおり可決・承認することについて、異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第９号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第１０号ですが、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事参与が制限されますので、●●委員は議事に参

与しないこととします。 

それでは、議案第１０号を上程します。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１０号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 
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申請人（田 ７６４㎡）から別紙調書のとおり農地以外の目的に供す

るため、農地法第４条第１項の規定による申請があったので、許可の

可否について意見を求めます。 

令和２年１０月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（４条－１） 

 

 

それでは、調書に基づきましてご説明申し上げます。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１，０２２㎡の内６６

㎡ 外３筆、合計 田７６４㎡です。 

申請人は、農業用倉庫及び作業場等を建設するものです。 

申請地は、位置図（３）の方に示していますが、●●●●から南西へ６

８０ｍの距離にある、●●●●から西に１００ｍの距離に位置する農

地です。 

本案件は申請人の先代が建設したもので、転用許可については許可済

みと認識していたところですが、精査したところ、許可がまだだった

ため、このたび追認許可申請となったものです。 

今後農地法を遵守する始末書も提出されております。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号１番の農地区分は、農業振興地域の整備に関する法律

第８条第２項第１号に規定する農用地域内農地と判断されますが、農

地法第４条第６項の農用地利用計画において指定された用途に供する

場合に該当し、許可の対象となるものです。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

以上でございます。 

 

議長 宮本君 

 

はい、以上で補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきましては、●●委員お願いいたします。 

 

●番 ●●君 この件について、１０月 7 日に●●委員及び事務局と現地確認をしま

した。 

ただいま事務局から説明があったとおり、申請地は農業用施設用地で

あり、既に約３０年前に申請人の父親が農業用倉庫を建設し利用して

いるので、委員としても異議はありません。 

よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号１番につきまして、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

整理番号１番については、質疑なしと認めます。 
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議長 宮本君 

 

それでは、質疑を終了し、整理番号１番 第１０号については、原案の

とおり可決・承認することについて、異議のない方は挙手をお願いい

たします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１０号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第１１号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

申請人 外１名（田 １，２５２㎡）から別紙調書のとおり農地転用を

目的とする所有権等取得のため、農地法第５条第１項の規定による申

請があったので、許可の可否について意見を求めます。 

令和２年１０月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（５条－１） 

 

それでは、ご説明いたします。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１，６７７㎡の内７３

１㎡です。 

権利の種類は、賃借権の設定です。 

借人は、市内で土木工事業を営む法人２社による特定建設共同企業体で

す。 

借人は、申請地の隣接地で●●●●の事業を請け負い、施工に伴い進入

路び資材置場並びに残土置場を建設するものです。 

貸人は、借人の要望に応じ貸し出すものです。 

当案件は、令和４年３月３１日までの一時転用ですので事業終了後には原

状回復を義務付けるもので、借人より原状回復誓約書が提出されていま

す。  

申請地は、位置図（２）の方でございます。 

５条－1 という所でございます。 

●●●●から北西へ８８０ｍの距離にある、●●●●の農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票により整

理番号１番の農地区分は都市計画法による用途地域内の農地であり、第

３種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」につきまして審査した結果、適当と考えます。 

 

次長 下前君 続きまして、整理番号２番でございます。 
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（５条－２） 

 

 

申請地は、●●●●●番● 田 面積５２１㎡です。 

受人は、自宅の駐車場が狭く不自由をしているため、このたび自宅に

隣接する申請地に駐車場及び倉庫を建設するものです。 

渡人は、遠隔地に居住し耕作管理が困難なため譲り渡すものです。 

なお、申請地には農業用に作られたと思われるため池があるため、有

効敷地面積は４９９．５㎡となっています。 

申請地は、位置図（２）の５条－２という所でございます。 

●●●●から西へ２．２㎞の距離にある、●●●●に沿った農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号２番の農地区分は、公共投資の対象となっていない１

０ha未満の小集団の農地であり、第２種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 

 

はい、以上で補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきまして、●●地区担当委員の●●委員お願いいた

します。 

 

●番 ●●君 今事務局の方から詳しい説明がございましたんですが、実は●●●●

の●●●●のすぐ左の方にですね、●●●●を建設するということで、

●●●●と●●●●が共同企業体で工事をする訳でございます。 

その工事をするのに、仮設道路とか、それから資材置場が必要でござ

いますので、一時的に農地を転用して貸し付けるということで、工事

が済みましたら現況に戻して返還するということでございまして、関

係農業委員並びに最適化推進委員さんと現地を確認いたしましたが、

特別な問題はございませんので、ひとつ皆様方でご審議の程よろしく

お願いしたいと思います。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号１番につきましては、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、無いようですので整理番号１番については、質疑なしと認めま

す。 

 

議長 宮本君 

 

次に、整理番号２番につきまして、●●地区担当委員の意見を求めま

す。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 ただいま事務局から詳しい説明がありましたが、先日１０月の６日に 

事務局の皆さんと担当推進委員さんと現地を調査いたしました。 
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これは、息子さんが親元の土地に既にもう住宅を建っておられて、今

まで駐車スペースにしてあった所が手狭になって、このたび、駐車場

と倉庫を建てたいということで求められた土地でございます。 

既に下のすぐ隣も太陽光発電のパネルが建っていて、ちょうど間にな

る土地でなんら周りに問題はないと考えられますので、是非皆さんの

ご意見をよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、ありがとうございます。 

整理番号２番につきまして、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

質疑を終了しまして、整理番号１番と２番 議案第１１号について、

原案のとおり可決・承認することについて、ご異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１１号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第１２号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１２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 

別紙調書のとおり農用地利用権等設定のため、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定に基づき、この会の意見を求めます。 

令和２年１０月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 それでは、農用地利用集積一覧表を見ていただけたらと思います。 

市長より令和２年１０月１５日付けで農用地利用集積計画の決定を求

められています。 

１件、１筆８９３㎡の新規の利用権の設定でございまして、議案第９

号でご審議いただきました３条許可申請の申請者の利用権の設定でご

ざいます。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

経営面積・従事日数などの各要件を満たしていると考えます。 

以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 はい、以上で補足説明を終わります。 



 - 10 - 

 第１２号につきましてご審議をお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

それでは、質疑を終了しまして、第１２号につきまして、原案のとおり

可決・承認することについて、異議のない方は挙手をお願いいたしま

す。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１２号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

 

続きまして、議案第１３号を上程します。 

事務局からの議案の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１３号 農用地利用計画の一部変更について（編入） 

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項において

準用する同条第１項の規定により、柳井市長より別紙のとおり意見を

求められたので、この会の意見を求めます。 

令和２年１０月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（編入－１番） 

（編入－２番） 

それでは、ご説明申し上げます。 

農用地利用計画の変更に係る調書（編入）に基づきまして、ご説明申し

上げます。 

整理番号１番から２番をあわせてご説明いたします。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積４２４㎡と整理番号２

番 ●●●●●●番● 畑 ４７㎡でございます。 

変更理由及び用途につきましては、国営緊急農地再編整備事業南周防

地区の実施に伴うもので、圃場整備事業の実施に伴い●●団地で調整

された結果、今回当該地を農用地に編入する必要が生じたためです。 

申請地につきましては、位置図の（１）でございます。 

整理番号１番につきましては●●●●から北西に１．４ｋｍの距離に

ある●●●●と●●●●に挟まれた農地です。整理番号２番につきま

しては、●●●●から北西に２㎞の距離にある●●●●にある農地で

す。 

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 

 

はい、補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 



 - 11 - 

１番と２番につきまして、●●地区担当の●●委員お願いいたします。 

 

●番 ●●君 ●●●● 

このたびの２件の編入につきましては、国営圃場整備●●換地区内に

おいて、事業実施の上で農用地に編入する必要が生じたものでござい

まして、地元委員としては異議はありませんので是非よろしくお願い

いたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、番号１番と２番につきましては、質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

質疑を終了し、１番から２番の議案第１３号については、原案のとお

り可決・承認することについて、ご異議のない方は挙手とお願いしま

す。 

 （全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

つきましては、議案第１３号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

 

続きまして、議案第１４号を上程します。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１４号 農用地利用計画の一部変更について（除外） 

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項において

準用する同条第１項の規定により、柳井市長より別紙のとおり意見を

求められたので、この会の意見を求めます。 

令和２年１０月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（除外－１番） 

 

それでは、農用地利用計画の変更に係る調書に基づきましてご説明申

し上げます。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１，９９５㎡の内２．２

５㎡です。 

変更後の用途は、携帯電話無線基地局です。 

変更の理由及び用途につきましては、申請地周辺の電波状況が良好で

はないため、このたび、携帯電話の通信品質を改善するため申請地に

携帯電話無線基地局を設置するものです。 

本件につきましては、電気通信事業法による認定電気通信事業者が行

う中継施設等の設置に伴うもので、公益性が特に高いと認められる事
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業に係る施設用地であり、農用地区域からの除外前に工事実施するこ

とが認められております。 

なお、農地法上も許可不要案件ですが、関係機関との事前協議済であ

り、届出済みであり、今回、変更（除外）するものです。 

申請地は、位置図（２）でございます。 

（２）の右の方の除外－1という所でございます。 

●●●●から北東に２．５㎞の距離にある●●●●の農地です。 

 

次長 下前君 

（除外－２番） 

 

続きまして、整理番号２番でございます。 

申請地は、国営緊急農地再編整備事業南周防地区の●●換地区内の農

地であり、現在実施中です。 

工事施工前の底地は●●●●●●番● 地目 田 面積１，７８５㎡

ですが、現在、一時利用指定通知が所有者になされており、仮地番は●

●●●●番● 地目 田 面積１２１㎡となっています。 

申請地は、換地後、家庭用物置として非農用地に設定される異種目換

地の農地であり、このたび、一時利用指定通知を受け、家庭用物置を建

設するものです。 

現在、圃場整備実施中であり換地処分がまだなされていないため、農

振法上は、まだ、農振農用地となっているため、今回除外の申請をされ

るものです。 

計画は、農家住宅の隣接地に家庭用物置を建設するため敷地拡張をす

るものであり、規模も適当と考えられます。 

また、隣接する農地とは１．５ｍの段差があり、周辺農地への影響はあ

りません。 

申請地は、●●●●から南に９３０ｍの距離にある●●●●の農地で

す。 

 

次長 下前君 

（除外－３番） 

 

続きまして、整理番号３番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積８３０㎡です。 

変更後の用途は、自己用農家住宅及び倉庫並びに駐車場です。 

申請理由は、現在申請人と土地所有者が居住している住宅は老朽化し

ており、建て替えの必要がありますが、地滑り警戒区域内にあるため、

このたび、住居の移転に伴い新たに農家住宅を建設するものです。 

新しい家には、所有者の娘２人、申請人でございますが、申請人と所有

者である母親の３世帯が同居し、隣接農地でタラの芽などの栽培をす

る予定です。 

移転の際、申請地以外に宅地に適した所有地がないため、適当と判断

されます。 

立地的にも市道と山林に接しており、集団内の周辺部に位置している

ため農地の集団化を阻害するものではなく、また、認定農業者等によ
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る利用集積の意向もないところであり、周辺農地への支障もありませ

ん。 

また、本案件は、●●年度に完了した●●●●で整備をされた農地で

すが、３０年以上経過しており、周辺農地へ及ぼす影響もありません。 

申請地は、●●●●から南西に１．６㎞の距離にある●●●●の農地

です。 

位置図の（１）でございます。 

除外―３という所でございます。 

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 

 

はい、以上で補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

番号１番につきまして、●●地区委員の意見を求めます。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 これは、●●地区に１か所、携帯電話のアンテナが建っている所で、 

既に施工の方は先で、地主さんとの話がついているから、除外を申請

するような形でございますし、これは既に決まったことで何ら問題な

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、１番につきまして他に質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

質疑ないしとの声がありますので整理番号１番につきましては、質疑

なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、番号２番につきまして、●●地区の●●委員お願いいた

します。 

 

●番 ●●君 整理番号２番ですが、事務局より説明がございましたが、国営圃場整

備の非農用地として指定されており、周りに及ぼす影響は何ら問題な

いとみております。 

よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、番号２番につきまして他に質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、番号３番につきまして、●●地区委員の意見を求めます。 

●●委員。 
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●番 ●●君 整理番号３番につきましては、農家住宅を建設するための除外であり

まして、周辺農地への影響はなく、地元委員として異議はございませ

ん。 

この地域はですね、●●で一番最初に圃場整備を行った所でございま

して、もうかなり古くてですね、水路もなければかけ流しの田んぼで

あります。 

そういうところからして、これを有効活用することはいいんじゃない

かと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、番号３番につきまして他に質疑はございませんか。 

 （質疑なしの声あり） 

はい、無いようですので、番号３番につきましては、質疑なしと認めま

す。 

 

議長 宮本君 

 

質疑を終了して、１番から３番までの議案第１４号について、原案の

とおり可決・承認することについて、ご異議がない方は挙手をお願い

いたします。 

 （全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

議案第１４号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

それでは、以上をもちまして総会は閉会とします。 

（閉会 午前９時３７分） 

 

 


