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令和３年９月農業委員会定例総会議事録

令和３年９月農業委員会定例総会を令和３年９月２８日（火）午後３時から

日向市役所 第１・２・３委員会室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１４名）

１番 股 野 満 男 ２番 細 川 豪 邦

３番 黒 木 耕 作 ４番 治 田 健

５番 那 須 成 章 ６番 鈴 野 淺 夫

７番 松 木 親 則 ８番 甲 斐 英 教

９番 山 本 孝 志 １０番 溝 口 秀 樹

１１番 海 野 善 文 １２番 寺 原 勝

１３番 安 藤 嘉 弥 １４番 田 原 千 春

欠 席 委 員（なし）

農地利用最適化推進委員の出席者

出 席 委 員（なし）

事務局出席者

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 事務局長補佐 野 別 浩 三

主 任 主 事 井 本 彩
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日程第１ 議事録署名者の指名

２番 ７番

日程第２ 議案第５８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５９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６０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６１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係

る農業委員会の決定について

議案第６２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権移転に係

る農業委員会の決定について

議案第６３号 農地法第１８条の規定による許可申請について

議案第６４号 非農地証明願いについて

報告第４６号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について

報告第４７号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報告第４８号 取消願について

報告第４９号 農地転用許可不要届について

その他
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長 印

２ 番 印

７ 番 印
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

事務局

それでは、ただいまから令和３年日向市農業委員会９月定例総会を開会しま

す。

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員に２番

委員、７番委員を指名します。よろしくお願いします。

次に、日程第２、議案審議に入ります。

まず、議案第５８号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

資料の２ページをご覧ください。

まず、受付番号３７番から３９番までは関連がありますので、一括して説明

させていただきます。

３７番から３９番まで、全て同じ譲受人で新規就農をご希望の方です。

それでは３７番。土地の所在地、塩見、地目は田、地積は５３７㎡外１筆

で、田の合計が１，５２５㎡です。譲渡人とは使用貸借件の設定となっており

ます。

続きまして、３８番、土地の所在地が塩見、地目が田、地積が５６３㎡外２

筆で、田の合計が１，７８２㎡です。こちらは所有権有償での移転となってお

ります。

３９番、土地の所在地は塩見、地目は畑、地積は４３６㎡外３筆で、畑の合

計が１，７４６㎡となっております。こちらも使用貸借件の設定となっており

ます。

譲受人は、現在経営面積は０となっているんですけれども、こちら３件全て

合計しますと５，０５３㎡となりまして、下限面積をクリアしております。農

地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の各号

には該当いたしません。

続きまして、受付番号４０番、土地の所在地が美々津町、地目が畑、地積が

１２４㎡です。譲受け理由が規模拡大、譲渡し理由が相手方の要望となってお

りまして、権利の種類が所有権有償での移転となっております。譲受人と一緒

に農業をされております子がこちらの譲渡人から宅地を買われるということ

で、そちらの宅地に隣接しております農地も一緒に買ってくれませんかとのこ

とで、今回購入されるということになっております。

譲受人は、現在３万３，０７８㎡経営面積がありますので、下限面積もクリ

アしております。農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、

同法の第２項の各号には該当いたしません。

続きまして、受付番号４１番、土地の所在地が平岩、地目が畑、地積が１８

㎡外１筆で、畑の合計が２５．１３㎡となっております。譲受け理由、譲渡し

理由ともに交換となっております。譲受人から譲渡人へは既にもう交換されて

いるということで、まだ譲渡人から交換を受けていなかったということで、今

回申請に及んだということです。

譲受人は、現在１万３，５２５㎡経営されておりまして、下限面積をクリア

しております。農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同

法の第２項の各号には該当いたしません。

続きまして、４ページをご覧ください。

受付番号４２番、土地の所在地が東郷町、地目が田、地積が８３６㎡です。
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事務局

議長

９番委員

議長

１１番委員

議長

８番委員

議長

１２番委員

譲受理由、譲渡理由ともに贈与となっておりまして、こちら平成２０年５月の

総会でこの近隣の農地を同じく譲渡人から譲受人に売買で所有権移転をされて

いるんですけれども、そのときに双方ともにこちらの農地を購入されたと思っ

ていたみたいなんですけれども、実は地番が違ったということで、その間違い

は錯誤による所有権抹消の手続をお願いしておりまして、今回贈与という形で

改めて申請をしていただいたものです。

譲受人はお住まいは地区外となっているんですけれども、もともと東郷の方

で、現在も東郷でこの近隣の農地を経営されているということで、現在４，７

５４㎡の経営面積がありますので、下限面積も満たしております。農地法第３

条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の各号には該当

いたしません。

続きまして、４３番、土地の所在地が塩見、地目が畑、地積が７５７㎡で

す。譲渡人、譲受人のお二人は親子関係となっております。今回、譲受け理

由、譲渡し理由ともに贈与となっておりまして、譲受人が現在１万６，１５３

㎡経営されておりますので、下限面積も満たしております。農地法第３条第１

項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の各号には該当いたし

ません。

続きまして、受付番号４４番、土地の所在地が美々津町、地目が田、地積が

７０３㎡外３筆で、田の合計が１，５９４㎡です。

譲受人は建設業を営む傍ら、兄と共に、そちらに記載のとおり１万７１３㎡

を一緒に現在経営されているということで、今回規模拡大となっております。

農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の各

号には該当いたしません。

以上８件、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号３７、番号３８及び番号３９担当の９番委員から補足があれ

ば説明をお願いします。

９番委員です。

９月２２日に現地に行ってみたんですけれども、何も問題ありませんでし

た。

ありがとうございました。

それでは、次に番号４０担当の１１番委員から補足があれば説明をお願いし

ます。

１１番です。

特に問題はありません。

ありがとうございました。

次に、番号４１担当の８番委員から補足があれば説明をお願いします。

８番委員です。

特に問題ございません。

ありがとうございました。

次に、番号４２担当の１２番委員から補足があれば説明をお願いします。

１２番委員です。
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１２番委員

議長

２番委員

議長

１３番委員

議長

議長

事務局

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号４３担当の２番委員から補足があれば説明をお願いします。

２番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号４４担当の１３番委員から補足があれば説明をお願いします。

１３番委員。

問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第５９号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

７ページをご覧ください。

受付番号１１番、土地の所在地、塩見の土地の一部、地目が田、登記面積が

４６９㎡ですが、うち転用面積は３４９㎡となっております。申請人の転用目

的は直売所と駐車場となっております。現地は申請人が施設園芸を営んでいる

んですけれども、そのハウスのすぐ横で、敷地は砂利敷とし、コンテナハウス

をリースして直売所として経営していくということでした。雨水は自然浸透式

としまして、そのほか雑排水はないということです。

申請地は農業振興地域農用地区域に該当しますが、転用する３４９㎡につき

ましては農業用施設用地に用途区分を既に変更しておりまして、農用地利用計

画に即した土地利用であり、農地法第４条第１項に基づき申請されるもので、

周辺農地への影響はないものと考えられます。

続きまして、受付番号１２番、所在地が美々津町、地目が田、登記面積が２

０８㎡外１筆で、田の合計が５２８㎡となっております。申請人の転用目的が

倉庫、物置、作業場の追認となっております。申請地は、申請人の亡くなられ

た配偶者で、建設業を営まれていた方が平成５年に倉庫を、平成１５年に物置

を、農地法のことを知らずに建ててしまったということで、申請人から始末書

が提出されております。こちらは先ほど３条でご審議いただいた最後の案件の

すぐ隣接地となっているんですけれども、こちらの申請地も、この後同じ譲受

人に売買をされる予定ということで、譲受人の買われる農地に行くにはこちら

の敷地を通らないといけないということなんですけれども、今後も同じ方が所

有されるということで、特に問題はないと思われます。

申請地は、周辺の農地の状況から中山間地域に存在する小集団の農地である
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事務局

議長

９番委員

議長

１３番委員

議長

議長

事務局

ため、第２種農地に該当するものと考えられます。農地法第４条第１項に基づ

き申請されるものであり、また、隣接農地も譲受人へ売買される農地ですの

で、影響はないものと考えられます。

以上２件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号１１担当の９番委員から補足があれば説明をお願いします。

９番委員です。

補足はありません。問題ありませんでした。

ありがとうございました。

次に、番号１２担当の１３番委員から補足があれば説明をお願いします。

１３番委員です。

２２日に現地調査に行きました。事務局の説明どおりですが、追認ですが、

仕方がないと思います。問題ないと思います。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第６０号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

１１ページをご覧ください。

受付番号２２番、土地の所在地、平岩、地目が畑、地積が１０㎡外２筆で、

畑の合計が１，７５４㎡となっております。権利の種類、転用目的が、所有権

有償での移転、駐車場、干し場、作業場等となっております。現在、譲受人が

駐車場として借りている土地を持ち主に返さなければならなくなったとのこと

で、その隣接地の所有者である譲渡人へ相談したところ、売買に応じていただ

けたとのことで、今回の申請に至りました。

こちらの申請地の一部が農業振興地域農用地区域に該当していたため、７月

及び８月の総会でその除外に関する意見について、皆様にご審議いただいたと

ころであります。７月の総会前にこちらの申請書が出されていたため、こちら

は受付番号が２２番となっており、次の案件が２４番となっているんですけれ

ども、２３番につきましては先に８月の総会でご審議いただいたものとなって

おります。

申請地は砂利敷として、周囲に影響がないように少し盛土等をして対策をさ

れるということなんですけれども、７月の総会のときに、周辺に影響がないの

かということで委員の皆さんはご心配されていたんですけれども、そちらの影

響が考えられる農地の所有者とは覚書を交わされたということで、万が一何か

あったときには譲受人が対応されるということです。
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事務局

議長

１０番委員

議長

９番委員

議長

議長

議長

申請地は、周辺の農地の状況から中山間地に存在する小集団の農地であるた

め、第２種農地に該当するものと考えられます。農地法第５条第１項の規定に

基づき申請されるもので、先ほど申し上げたとおり、影響が心配される農地所

有者とは覚書を交わされているとのことです。

続きまして、受付番号２４番、塩見、地目が畑、地積が６０５㎡外２筆で、

畑の合計が７７４㎡です。権利の種類が所有権有償での移転、転用目的が農家

住宅、農業用倉庫、作業場となっております。

こちらの譲受人は、先ほどの３条でも申請をされていた新規就農ご希望の方

で、３条の許可が下り次第、農家住宅として建築をこの地で予定されておりま

す。現在、申請地の隣接地である住宅を譲渡人から借りてお住まいであり、こ

の宅地と申請地に農家住宅を建築、そして、今、申請地に倉庫が２棟建ってい

ますが、こちらは譲渡人のお父様が生前建てられたということで、譲渡人から

始末書が出されている追認となります。

申請地は、周辺の農地の状況から中山間地に存在する小集団の農地であるた

め、第２種農地に該当するものと考えられます。農地法第５条第１項の規定に

基づき申請されるもので、周辺農地への影響はないものと考えられます。

以上２件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号２２担当の１０番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

１０番委員です。

２２日の日に事務局の方々と立会いをさせていただきました。先ほど事務局

から説明、ご報告のあったとおり、ちゃんと覚書も取ってあり、また、二、三

調査もさせていただきましたけれども、全然と言ったら失礼ですが、別に問題

はないと思いましたので確認させていただきます。

ありがとうございました。

次に、番号２４担当の９番委員から補足があれば説明をお願いします。

９番委員です。

問題ありませんでした。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

それでは、ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開いたします。

次に、議案第６１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による



記 録

－１０－

議長

事務局

議長

２番委員

７番委員

議長

議長

議長

事務局

利用権設定に係る農業委員会の決定について」についてであります。

それでは、２０番について、事務局に説明をお願いします。

１６ページをご覧ください。

番号２０番、受付年月日、令和３年８月３０日、土地の所在地が財光寺、地

目が田、地積が９９１㎡です。権利の種類が賃借権設定となっておりまして、

期間が令和３年１０月１日から令和６年９月３０日の３年間となっておりま

す。賃金が１０ａ当たり玄米３０ｋｇで、作物が水稲となっております。利用

権の設定を受ける者は、現在９，４９９㎡経営されておりまして、稼働力はお

一人となっております。今回、新規での設定となっております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により申請されるもので、同

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。

以上、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号２０担当の２番委員及び７番委員から補足があれば説明をお

願いします。

２番委員です。

問題ありません。

７番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、２０番につきましては原案のとおりとします。

ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

再開いたします。

次に、番号１９及び番号２１及び番号２２について、事務局に説明をお願い

します。

関連がありますので、１９番、２１番、２２番を併せて説明させていただき

ます。

利用権の設定を受ける者は、全て同じ方です。平岩で主に水稲等を作付され

ている方です。

番号１９番、土地の所在地が財光寺、地目が田、地積が８８６㎡です。利用

権の種類が賃借権設定で、期間が令和３年１０月１日から令和６年９月３０日

の３年間となっております。賃金が１０ａ当たり玄米３０ｋｇで、作物が水稲

となっております。
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事務局

議長

８番委員

議長

議長

事務局

議長

２１番、土地の所在地が財光寺、地目が田、地積が６９４㎡です。利用権の

種類が賃借権設定で、期間が令和３年１０月１日から令和８年９月３０日の５

年間となっております。賃金が１０ａ当たり６，０００円で、作物が水稲とな

っております。

２２番、利用権の設定をする者は共有者の３名で、土地の所在地が財光寺、

地目が田、地積が９３４㎡です。利用権の種類が賃借権設定で、期間が令和３

年１０月１日から令和６年９月３０日の３年間となっております。賃金が１０

ａ当たり６，０００円で、作物が水稲となっております。

３件とも全て新規での設定となっておりまして、この案件に対する稼働力は

お一人となっております。

全て農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により申請されるもの

で、同法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。

以上３件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、担当の８番委員から補足があれば説明をお願いします。

８番委員です。

本人とも話をさせていただきまして、特に問題ございません。

以上です。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第６２号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

所有権移転に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、番号１０番について、事務局に説明をお願いします。

資料の２０ページをご覧ください。

番号１０番。土地の所在地が美々津町、全１６筆で、田の合計が３，９３１

㎡です。所有権移転の時期が令和３年１０月１日、権利の種類が所有権無償で

の移転となっております。所有権の移転を受ける者は所有権の移転をする者の

孫に当たり、主に野菜類を作付されております。都農町で認定を受けている認

定農業者でもあります。その経営面積が２万５００㎡とのことです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき申請されるもので、

同法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。

以上、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、質問等はございませんでしょ

うか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。
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事務局

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

それでは、ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開します。

議案第６２号、番号１１番について、事務局に説明をお願いします。

２５ページをご覧ください。

番号１１番、所有権の移転をする者は、公益社団法人宮崎県農業振興公社で

す。土地の所在地が美々津町、地目が田、地積が４５０㎡外２筆で、田の合計

が１，４５６㎡です。所有権の移転時期が令和３年１０月１２日、対価が３６

万５，０００円、支払いが令和３年１０月１２日となっております。権利の種

類が所有権有償での移転となっております。所有権の移転を受ける者は、現在

２万２，３１１㎡を経営されておりまして、稼働力はお二人となっておりま

す。こちらは特例事業を活用されて公社から借りていたんですけれども、今回

売買での所有権移転となり申請をされたものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき申請されるもので、

同法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。

以上、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、ほかに質疑はございませんでしょ

うか。

ほかにないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

ここで休憩します。

（休 憩）

それでは、再開いたします。

次に、議案第６３号「農地法第１８条の規定による許可申請について」であ

ります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

２８ページをご覧ください。

受付番号２４番、貸人が公益社団法人宮崎県農業振興公社です。申請地の所

在地が日知屋、地目が田、面積が３９㎡外１筆で、田の合計が１，６４９㎡で

す。成立日が令和３年８月２０日、解約日が令和３年８月２０日、引渡日が令

和３年９月３０日となっております。解約理由が耕作者変更のためとありま

す。この後、また公社から別の方へ貸し出されるというふうにお聞きしており
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ます。

以上、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、質問等はございませんでしょ

うか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第６４号「非農地証明願いについて」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

資料の３０ページをご覧ください。

受付番号１７番、土地の所在地、塩見、登記地目、田、現況地目、山林、登

記面積が２１０㎡外３筆で、田の合計が８２４㎡となっております。申請人と

先日、事務局、担当委員と共に現地調査をしてまいりました。証明内容にもあ

るとおり、１０年以上耕作放棄をされ、また、かつ将来的にも農地として使用

することが困難な土地となっておりました。

続きまして、１８番、土地の所在地が平岩、登記地目が田、現況地目が原

野、登記面積が２８㎡です。こちらも先日、担当委員と事務局で現地調査をし

てまいりました。道路と住宅の間に挟まれて１０年以上耕作放棄をされて、現

在、原野となっているような形で、また、将来的にも農地として使用すること

は困難な土地となっておりました。

続きまして、受付番号１９番ですが、すみません。先に１９番で資料の訂正

をお願いします。

こちらの土地と、次の土地の現況地目が「宅地」となっているんですけれど

も、こちらを「原野」に修正をお願いします。申し訳ありません。

登記面積が１０８㎡外３筆で、田の合計が３７３㎡、畑の合計が４１６㎡、

合計５筆で７８９㎡となっております。申請人は、日向市となっております。

こちらは先日、事務局と担当委員と一緒に現地調査を行ってまいりました。こ

ちらは原野となっておりまして、宅地と間違えていたんですけれども、農地法

の施行以前にこちらに住宅が建っていたということで、以前から宅地だったと

いうことでの証明となりまして、ただ現況は原野となっておりますので、現況

地目としては原野となります。その下の土地につきましても原野となっており

まして、そのさらに下の２つは現況が山林となっておりました。ほかの土地３

筆は１０年以上耕作放棄され、かつ将来的にも農地として使用することが困難

な土地ということで現地を確認してまいりました。

以上３件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号１７担当の９番委員から補足があれば説明をお願いします。

９番委員です。

現地に行ったんですけれども、とてもじゃないけれども作付できるような状

態じゃなくて、耕作放棄地になるのに間違いはないという感じでした。
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ありがとうございました。

次に、番号１８担当の８番委員から補足があれば説明をお願いします。

８番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号１９担当の５番委員から補足があれば説明をお願いします。

５番委員です。

１６日に事務局と現地調査をしたわけでありますけれども、これは旧東郷町

時代に幼稚園と保育園の一部が残っていたというようなことです。そのときの

行政の不手際もあったと思いますけれども、現在に至っては何も問題はないと

思います。よろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

以上をもちまして、議案の審議を終了いたします。

続きまして、報告第４６号から報告第４９号について、事務局長から報告を

お願いします。

それでは、日向市農業委員会事務局規定による受理通知書の交付についてご

報告申し上げます。

まず、報告第４６号「農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届

出」についてであります。議案書では３５ページです。

届出の件数は８件、土地は、田が２筆、畑が６筆で、面積は合わせて３，４

９８㎡でございます。転用目的につきましては、住宅、倉庫、駐車場でありま

す。

次に、報告第４７号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」

であります。議案書では３９ページになります。

届出の件数は１件、土地は畑が１筆で、面積は２４８㎡であります。

次に、報告第４８号「取消願」がございました。議案書４１ページです。

非農地証明の取消しでございます。

次に、報告第４９号「農地転用許可不要届」であります。議案書は４３ペー

ジです。

これは送電線架空地線の修繕工事に伴うものです。

以上、ご報告申し上げます。

ありがとうございました。

ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょう

か。
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取消願があった分については、もう証明は出していますので、証明発行の手

数料が必要になると、もらわないといけないということで、債権として生じる

かもしれないということです。

ありがとうございました。

ほかにご意見、ご質問もないようですので、これをもちまして全ての会議の

日程を終了いたしますとともに、議長の任を解かせていただきます。本日はご

協力ありがとうございました。


