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令和２年第２回農業委員会総会 議事録 
 

開催日時  令和２年２月２７日（木） 午前９時００分～１２時００分 

開催場所  いちき串木野市中央公民館２階研修室 

出席農業委員（１１人） 

    会長     １２番 前 田 浩 二 

    会長代理   １１番 久木山 純 広 

            １番 木 場 由美子 

            ２番 外 薗 健 藏 

            ３番 西   美 香 

            ４番 川 畑 千 秋 

５番 福 薗   勉 

 ６番 松 田   健 

            ８番 蓑 手 幹 夫 

            ９番 古 賀 久美子 

           １０番 西 村 四 男 

 

欠席農業委員（１人）  ７番 樋ノ口 正 信 

 

出席農地利用最適化推進委員（３人） 

串木野地区１ 永 井 美 治 

串木野地区２ 原 口 壽 藏 

市来地区   井手迫 正 博 

 

出席職員       後潟局長、大里主査、内門主査 

中村主任、橋口主幹 

 

議事録署名委員 （10番 西村 四男委員・11番 久木山 純広委員） 

 

○ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

日程第１ 報告議案第５号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知（３件）について 

日程第２ 報告議案第６号 農地の転用事実照会に関する回答（１件）について 

日程第３ 議案第７号 農地法第３条第１項の規定による許可申請（２件）について 

日程第４ 議案第８号 農地法第５条事業計画変更に係る申請（１件）について 

日程第５ 議案第９号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（３件）について 

日程第６ 議案第１０号 農地法第３条第１項の規定による買受適格証明願（2件）について 

日程第７ 議案第１１号 非農地証明願（１件）について 

日程第８ 議案第１２号 農用地利用集積計画案（4件）について （新規 4件） 

日程第９ 議案第１３号 農用地利用集積計画案（一括方式）（１件）について （新規１件） 
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会議の概要 

 

局長      皆さん、おはようございます。それでは、ただ今から令和 2 年第 2

回いちき串木野市農業委員総会を開催いたします。まず初めに、会長

より挨拶をお願いいたします。 

 

会長      （あいさつ） 

 

局長      ありがとうございました。それでは、令和 2年第 2回いちき串木野

市農業委員会総会を進めてまいります。いちき串木野市農業委員会会

議規則第 5条により、会議の議長は会長がおこなうことになっており

ます。よろしくお願いします。 

 

議長  それでは、会議規則に基づき、議長を務めさせていただきます。ま

ず事務局より、農業委員の出席状況の報告をお願いします。 

 

局長  農業委員定数 12名で、現在数 12名に対し、出席委員数 11名、（樋

ノ口委員が体調不良で欠席すると連絡を受けております）で、過半数

に達しております。よって農業委員会等に関する法律第 27 条第 3 項

及びいちき串木野市農業委員会会議規則第 7条の規定により、本日の

総会が成立していることを報告いたします。なお、農地利用最適化推

進委員の 3名の方々とも、出席されていることを報告いたします。 

 

議長      それでは、お手元に配付してあります会次第に従いまして、進行し

てまいります。これより議事に入ります前に、議事録署名委員の指名

を行います。いちき串木野市農業委員会会議規則第 15 条第 2 項に規

定する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただくことにご

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  それでは議事録署名委員は、10 番西村委員、11 番久木山委員にお

願いします。只今から議事に入ります。まず日程第 1、報告議案第 5

号、農地法第 18 条第 6 項の規定による合意解約通知についてを議題

とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  1 ページをお願いします。日程第 1、報告議案第 5 号、農地法第 18

条第 6項の規定による合意解約通知は 3件 5筆 3,611㎡です。上から

耕作者変更、小作から自作、経営縮小のため、契約を終了させるそう

です。なお、№3 は今月利用権設定が出ています。よろしくお願いし

ます。 
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議長  事務局の説明が終わりました。今回は 3件、合意解約の通知があっ

たところです。1番目は耕作者の変更、2番目は自分で耕作、3番目は

経営縮小という理由です。これより質疑に入ります。何かご質疑ござ

いませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  ないようですので、日程第 1、報告議案第 5号、農地法第 18条第 6

項の規定による合意解約通知については通知のとおり受理すること

とします。次に、日程第 2、報告議案第 6 号、農地の転用事実照会に

関する回答についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  資料の 2 ページをお願いします。日程第 2、報告議案第 6 号、農地

の転用事実照会に関する回答についてご説明申し上げます。本来であ

れば先月の総会で報告すべき議案でしたが、失念しておりました。申

し訳ありませんでした。申請人が所有する畑 3.72 ㎡についてです。

申請地は 3ページの位置図のとおりです。現地調査については、昨年

の 12月 26日、事務局と福薗委員、松田委員で行い、状況を確認して

います。資料の 4 ページをお開きください。4 ページが法務局からの

照会書、5ページが照会書に対する回答です。回答については、1、土

地の現況は農地ではない、2、転用許可済みかどうかについては回答

なし、3、転用許可がされていないときの状況については回答なし、4、

原状回復命令の見込みはなし、5、建物の建築制限がある土地かどう

かについてはなしと回答しました。以上で説明を終わります。 

 

議長  事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かご質

疑ございませんか。事務局、もう少し詳しく説明をお願いします。 

 

事務局  2ページをお開きください。申請地は昭和 60年ごろの市道〇〇線の

工事に伴い、南側の土地とは段差が設けられ西側の宅地の一部として

利用されており、もともと農地であったが宅地の一部として利用され

ていることから、今回農地でないと判断しました。 

 

議長  今回の転用事実照会の回答は、法務局に申請された所有者は、現場

の実態に登記簿があわないということで、現場の実態にあわせるため

に今回地目変更をしたいという事情です。皆さんの方から、何かご質

疑ございませんか。 

 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  なしということで、事後承諾という形になりますが、日程第 2、報

告議案第 6号、農地の転用事実照会に関する回答については 5ページ
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のとおり承認をされました。次に、日程第 3．議案第 7 号、農地法第

3 条第 1 項の規定による許可申請についてを議題とします。事務局の

説明をお願いします。   

 

事務局  6ページをお願いします。日程第 3、議案第 7号、農地法第 3条第 1

項の規定による許可申請についてご説明申し上げます。今月の申請は

2 件で、農地法第 3 条第 2 項の各号には該当せず、許可要件をすべて

満たしております。№1 についてご説明申し上げます。譲受人が譲渡

人の所有する申請地を譲り受けたいという申請です。今回の申請地は

農用地区域外農地です。調査は【正】を西委員、【副】を川畑委員に

お願いしてあります。よろしくお願いします。 

 

議長  それでは、現地調査の報告をお願いします。 

 

西委員  3 番西です。№1 について調査報告します。2 月 25 日、火曜日、午

前 9時より現地で行政書士立ち会いのもと、川畑委員と私が調査を実

施しました。資料の 6ページをご覧ください。申請地は農用地区域外

農地です。今回の申請により 1アール以上の耕作者になります。労働

力は 1名で、取得後は自家消費用の梅、みかん、柿を生産する予定だ

そうです。農機具は刈払機、他は必要に応じ譲渡人から借用するとの

ことです。果樹栽培のため、手作業で管理できる規模と思われます。

自宅は〇〇市で通作距離は 15ｋｍほどですが、栽培管理可能と思われ、

何ら問題ないと思います。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長  2 件全部、説明が終わってから質疑に入りたいと思います。№2 に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  8 ページをお願いします。№2 についてご説明申し上げます。譲受

人が譲渡人の所有する申請地を譲り受けたいという申請です。今回の

申請地は農用地区域内農地と農用地区域外農地で、昨年の利用状況調

査によると、譲受人の農地は耕作されております。今回の申請で耕作

面積が 3,155㎡となり、下限面積を超えます。なお、2人は兄弟です。

調査は【正】を木場委員、【副】を西村委員にお願いしてあります。

よろしくお願いします。 

 

議長  現地調査の報告をお願いします。 

 

木場委員  1番木場です。№2について報告します。調査日は 2月 22日、午前

9時 30分より譲受人と西村委員、私とで調査をしました。場所は資料

の 8・9 ページをご覧ください。目的は、県外に住んでいる弟さんか
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らの贈与です。①は農用地区域内農地、②は農用地区域外農地で、今

事務局からも説明がありましたように、現在作っている面積とあわせ

て、下限面積を超えます。労働力はご本人 1人、農業用の機械は動噴、

管理機、草払機等で、自宅からの距離は①が約 200ｍ、②は約 1.5ｋ

ｍです。目的の確実性は年齢が 87 歳ということで、私たちもちょっ

と高齢だなと思いましたが、ご本人は 87 歳に見えないくらいのしっ

かりとした足取りで、すぐ近くにある畑は、写真には出てこないみか

ん山は、登り口が急な坂で、車では入れないので歩かないといけない、

けれども私たちよりも足取りは軽く、足腰を鍛えるためにこの作業を

していると、とても前向きな方で、別なところではまだ、今から早稲

みかんを植え付けたいと、私たちが調査をした限りでは、何も問題な

いと見てまいりました。皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議長  2 件の事務局の説明、現地調査の報告がありました。ただ今から、

質疑に入ります。何かご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  ないということですので、2 件については申請のとおり許可するこ

とで決定いたしました。次に、日程第 4、議案第 8 号、農地法第 5 条

事業計画変更に係る申請についてを議題とします。なお、この案件は、

日程第 5、議案第 9 号、農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請の

№1 と関連がありますので、両方一括、議題として、同時に審議する

こととします。それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  今、議長より説明がありましたように、日程第 4、10・11ページの

№1 と、日程第 5、12・13 ページの№1 は関連がありますので、一緒

に説明をさせていただきます。10・11ページにお戻りください。日程

第 4、議案第 8 号、農地法第 5 条事業計画変更に係る申請についてで

す。この案件は、平成 22 年 12 月 20 日付、指令農振第 5-848 号とし

て、農地法第 5条転用を受けておりますことをご報告します。10ペー

ジに書いてあります転用計画では、当初計画者は、会社の内示等によ

り鹿児島県への赴任予定でありましたので、農地法第 5条転用を申請

し許可をいただいて、申請地と隣接する山林と一体利用して一般住宅

を建築する予定で準備を進めており、申請をし、許可をいただいたと

ころです。申請地は第 3種農地です。しかしながら、農地法第 5条転

用許可後、転勤の予定が変更になってしまい、当初計画者は農地法第

5 条許可についての申請地を未着工のまま、現在まで至っておりまし

た。今回、事業継承者と合意がなされ、事業計画変更申請の提出とな

ったと説明を受けました。その際、住民票を確認させていただきまし

たが、居住地も、当初は〇〇県におられましたが、この申請をする前、
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平成 28 年 3 月には〇〇に現住所が移されていることも確認しており

ます。こうして、農地法第 5条事業計画変更に至っていることを報告

します。ページを開いていただきまして、12・13ページです。日程第

5、議案第 9号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請の№1につ

いてご説明申し上げます。今回新たな事業継承者を譲受人とし、改め

て農地法第 5条第 1項の規定による許可申請として申請したものです。

譲受人は現在、借家住まいで子どもが誕生し、手狭になったため、申

請地を譲り受け、自宅を建築するものです。なお、隣地、地目は山林、

現況は雑種地と一体利用し、一般住宅を建築するものです。総面積は

287㎡で、第 3種農地です。なお、調査員は【正】を川畑委員、【副】

を西委員に、日程第 4 についても同じ調査員にお願いしてあります。

ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議長  それでは、現地調査の報告をお願いします。 

 

川畑委員  4番川畑です。日程第 4、議案第 8号に係る申請事由等については、

先程、事務局の説明のとおりです。農地法第 5 条申請の№1 について

報告します。2 月 25 日、火曜日、午前 9 時 40 分より行政書士立ち会

いのもと西委員、私で調査を行いました。場所等は、資料の 12・13

ページに記載されており、申請地は区画整理街区内です。譲受人は、

事務局の説明もありましたが、現在、借家住まいであり、申請地に自

宅を建築したいとのことです。申請地周囲の状況は、東側が宅地、西

側が通路、南側が道路、北側が宅地で、周囲に農地はなく、宅地の造

成計画は現状のままで利用するとのことです。用排水計画は上水道、

汚水・生活雑排水は合併浄化槽で処理後に南側道路側溝へ、雨水もた

め枡を設け、道路南側の側溝へ排水させる計画です。資金は銀行融資

で、申請許可後進みやかに着工するとのことでした。なお、被害防除

計画書・誓約書、融資証明書、仮換地指定通知書、住民票等が提出さ

れています。私たちの調査では何ら問題ないと判断しますが、皆さん

のご審議をよろしくお願いします。以上です。  

 

議長  2 つの議案を関連がありますので、同時に説明をしていただきまし

た。ただ今から質疑に入ります。何か、ご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  なしということですのでお諮りします。日程第 4、議案第 8 号、農

地法第 5 条事業計画変更に係る申請および日程第 5、議案第 9 号、農

地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請の№1 について、これは事業

計画変更が承認されないと 5条申請の許可もできないとなりますので、

両方一体的なものですので、あわせてお諮りします。2 つの議案につ

いては申請のどおり許可することでよろしいですか。 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  異議なしということですので、これらの案件については申請のとお

り許可する意見を付して、県に進達することといたします。次に、日

程第 5、議案第 9 号、農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請のう

ち残りの№2、№3 についてを議題とします。№2・№3 を一括して、

事務局の説明、調査員の報告を受けた後、質疑に入りたいと思います。

それでは、№2について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  14・15ページをお開きください。ご説明申し上げます。譲受人は現

在、借家住まいで、子どもが誕生し手狭になったため、申請地を購入

し、一般住宅を建築しようとするものです。第 2種農地です。調査員

は【正】を西村委員、【副】を木場委員にお願いしてあります。ご審

議方、よろしくお願いします。 

 

議長  それでは、現地調査の報告をお願いします。 

 

西村委員  10番西村です。№2についての実態調査について報告します。調査

日は 2月 22日、午前 9時～午前 9時 30分、【正】を西村、【副】を木

場委員で調査しました。立会人は申請人代理人である父親です。場所

は 14・15 ページをお開きください。転用目的は、先程言われました

ように、譲受人は現在借家住まいで、お子さんが生まれて手狭になっ

て、申請地を購入して住宅を建築しようとするものです。土地条件は

転用に合致している、目的の確実性は許可後速やかに着工する見込み、

資金は住宅ローン等審査結果通知書が添付されています。位置は周囲

の農地に影響ないと考えられます。用排水は北側市道の側溝に排水す

る、被害防除は、被害防除計画書ならびに被害防除誓約書も添付され

ています。付近の状況は、東側に宅地、西側に宅地、南側に畑、不耕

作地、北側が市道です。以上問題はないと見てまいりました。皆さん

のご審議をよろしくお願いします。   

 

議長  次に、№3について説明をお願いします。 

 

事務局  №3について説明をさせていただきます。16・17ページをお開きく

ださい。譲受人は、〇〇市で現在、宅地建物取引業者免許証を有する

株式会社を運営する企業です。当市の市街地に建売住宅を建築したい

と検討されており、譲渡人が所有する土地を譲り受けることに合意が

なされ、今回、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請を提出され

たものです。第 3 種農地です。調査員の【正】を福薗委員、【副】を

松田委員にお願いしてあります。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長  それでは、現地調査の報告をお願いします。 
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福薗委員  5番福薗です。2月 24日、代理人立会いのもと松田委員と私が調査

を行いました。申請地は第 3 種農地です。位置図は 16・17 ページを

参照してください。転用の目的は、市街地の住宅が集合している地域

の申請地を譲り受け、建売住宅を建築したいとのことです。資金は自

己資金で賄う、申請地は土地区画整理されており、周囲はほぼ住宅が

建っています。用水、汚水・生活雑排水は上水道、公共下水道、雨水

排水は東側の側溝に流します。周囲の状況は、北と東が道路、南が宅

地、西は畑で、西側の畑の間に幅 1.2ｍの緩衝地を設けます。許可が

あり次第、着工するとのことです。問題はないと見てまいりました。

皆さん方のご審議をよろしくお願いします。   

 

議長  №2、№3について、事務局の説明及び現地調査の報告がありました。

ただ今から質疑に入ります。何か、ご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  なしということですので、これらの案件については申請のとおり許

可する旨の意見を付して、県に進達することといたします。次に、日

程第 6、議案第 10号、農地法第 3条第 1項の規定による買受適格証明

願についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  18ページをお願いします。日程第 6、議案第 10号農地法第 3条第 1

項の規定による買受適格証明願についてご説明申し上げます。3 月 6

日の市の不動産公売会において農地の公売に伴う買受適格証明願に

なります。まず、買受適格証明についてご説明します。農地の公売の

入札に、農地を取得できない者が参加することを未然に防ぐため、入

札に参加する際必要となるもので、今回は農地法第 3条の許可を受け

られることを証明するための案件です。この件については農地法第 3

条第 1項の規定による許可申請と同様の書類を提出していただいてお

ります。また、落札後 3条許可申請が提出された場合、当該証明書の

交付時と事業内容に変更がない場合は、農業委員会会長の判断により

処理しうることについてもご審議方いただきたいと思います。№1 を

ご説明申し上げます。申請人が申請地を買い受けたいとの申請です。

申請地は農用地区域内農地で、昨年の利用状況調査によると、申請人

の農地は耕作されております。また、申請地の南側に隣接する農地を

所有しています。調査は【正】を蓑手委員、【副】を外薗委員にお願

いしてあります。よろしくお願いします。 

 

議長  それでは、現地調査の報告をお願いします。 

 

蓑手委員  8 番蓑手です。№1 について報告します。2 月 22 日、土曜日、午後

4時 30分から現地において、申請人代理人立ち会いのもと外薗委員と
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私が調査を実施しました。位置図は 18・19 ページです。申請地は農

用地区域内農地で、行政が管理し、今回、公売をする土地です。申請

人は経営規模を拡大するため、取得しようとするものです。申請人は

現在、本人と兄の 2人の労働力で、自作地、借地を含め、田 38.23ア

ール、畑 14.30アール、合計 52.53アールの面積で、水稲・飼料作物

を耕作し、生産牛 6頭を飼育する経営をされています。農機具の保有

状況はトラクター、耕うん機、管理機、田植え機、ハーベスタ、飼料

作物刈取モア等、農作業に必要な器具を所有されています。自宅から

の通作距離は 1.5ｋｍ、隣接する農地は本人が営農されています。以

上のことから、労力施設とも十分あり、耕作できると判断しますが、

皆さんのご審議をよろしくお願いします。 

 

議長  次に、№2について説明をお願いします。 

 

事務局  20ページをお願いします。№2をご説明申し上げます。申請人が申

請地を買い受けたいとの申請です。申請地は農用地地区域内農地で、

昨年の利用状況調査によると、申請人の農地は耕作されております。

調査は【正】を樋ノ口委員、【副】を久木山委員にお願いしてありま

すが、今回、【正】の樋ノ口委員が欠席ですので、報告については、【副】

の久木山委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議長  それでは、現地調査の報告をお願いします。 

 

久木山委員  11番久木山です。樋ノ口委員が風邪のため欠席ですので、代理で説

明させていただきます。2月 21日、午前 9時から現地を、樋ノ口委員

と申請人と調査しました。申請人については、農事組合法人の代表で

あり、現在 11,884 ㎡の作付けをされています。申請地については、

先程ありましたように、買受適格証明を発行するための調査で、農機

具等保有、労働力については 1 人、自宅からの距離が 1ｋｍ、車で 3

分以内ということです。調査した結果、何ら問題ないと思います。皆

さんのご審議をよろしくお願いします。 

 

議長  2 件の説明及び現地調査の報告がありました。ただ今から質疑に入

ります。この申請について、ご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  なしということですので、これらの案件については、申請のとおり

買受適格証明書を発行したいと思います。なお、事務局から説明があ

りましたように、公売は 3月 6日に予定されていますが、公売で落札

された後に、申請人から農地法第 3条第 1項の規定に基づく許可申請

が出された場合には、特に事業内容に変更がない場合は、再び総会に
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諮ることなく、会長の判断で許可することとします。それもあわせて

ご了解いただきたいと思います。次に日程第 7、議案第 11号、非農地

証明願についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  資料の 22 ページをお願いします。日程第 7、議案第 11 号、非農地

証明願についてご説明申し上げます。申請地は昭和 58 年に建物を建

築し、父と母の共有名義となり、それから 37 年ほど経過しておりま

す。農業委員からの違反転用の指導後、前所有者から土地、建物の相

続を登記しましたが、地目が農地のままであり、地目変更のために非

農地証明願いを提出するものです。今回は平成 26 年当時、違反転用

を農業委員会が把握しており、また、農業委員が指導していますので、

改めて現地調査を行うことはないとの判断です。非農地証明願のとお

り、宅地として利用されていることを確認しておりますので、非農地

証明書を発行しようと考えています。申請人の父親が農地法の転用許

可を得ず、転用していることから、顛末書を添付していただいていま

す。以上で説明を終わります。ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議長  違反転用で指導をした案件です。ただ今から質疑に入りたいと思い

ます。今回の非農地証明願について、何かご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  なしということですので、非農地証明願については、申請のとおり

非農地証明を発行することと決定いたしました。次に、日程第 8、議

案第 12 号、農用地利用集積計画（案）についてを議題とします。事

務局の説明をお願いします。 

 

事務局  24ページをお願いします。日程第 8、議案第 12号、2月分の農用地利

用集積計画案は、4 件 6 筆 4,189 ㎡で、新規が 4 件です。よろしくお願

いします。 

 

議長  ただ今、事務局から農用地利用集積計画（案）についての説明があ

りました。4 件の集積計画です。いずれも新規とのことです。皆さん

方からご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  なしということですので、農用地利用集積計画（案）については、

原案のとおり決定いたしました。次に、日程第 9、議案第 13号、農用

地利用集積計画（一括方式）（案）についてを議題とします。中間管

理事業に係るものです。なお、今回の農用地利用集積計画（一括方式）
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（案）の中には設定を受ける者として、該当する農業委員がおられま

すので、農業委員会等に関する法律第 31 条及びいちき串木野市農業

委員会会議規則第 11 条の規定により、委員会の委員は、自己又は同

居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参

与することができないとなっていますので、関連する委員にはご退席

をお願いします。 

 

（松田委員 退席） 

 

議長   それでは、事務局の説明をお願いします。  

 

事務局  25ページをお願いします。日程第 9、議案第 13号、2月分の農用地

利用集積計画案（一括方式）は、1件 1筆 757㎡で、新規が 1件です。

よろしくお願いします。 

 

議長  ただ今、事務局から農用地利用集積計画（一括方式）（案）につい

ての説明がありました。先月から一括方式が出ておりますので、中間

管理機構に係る部分で、最終的な利用権設定を受ける人も含めて、集

積計画が提案されているということです。何かご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長  なしということですので、農用地利用集積計画（一括方式）（案）

については、原案のとおり決定いたしました。退席された委員は自席

へお戻りください。 

 

（松田委員 着席） 

 

 

議長   以上で今月の総会は終了します。 

 

 

    議事録署名委員 

  ・                 

 

         ・                 


