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壱岐市農業委員会定例会（令和元年６月） 

議 事 録 

１．開催日時    令和元年６月２１日（金） 午前１０時 

２．開催場所    石田農村環境改善センター ２階 会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １７名 

４．欠席委員    ・・番 ・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 係長 ・・・・ 主事 ・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

第２．議案第３０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３２号 非農地証明願について 

議案第３３号 壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更）に 

対する意見について 

議案第３４号 令和元年度農用地利用集積計画の承認について 

（第２回） 

７．その他

開 会 （ 午前 １０：００ ） 

事務局   皆さん改めましてお早うございます。定刻になりましたので、只今より令

和元年６月の農業委員会の総会を開会致します。 

      本日は、・・番 ・・委員さんより欠席の届け出がでております。 

本日の出席委員は１９名中１８名で過半数を超えておりますので、総会は成

立を致しております。 

それでは、・・会長に挨拶をお願い致しまして、引き続き議事の進行をお願

い致します。 

議長    【会長挨拶】 

それでは、早速、これより議事に入らせて頂きます。まず日程第１の議事録

署名委員及び会議書記の指名を行ないます。「壱岐市農業委員会会議規則第１

８条第２項」に規定する議事録署名委員ですが、議長より指名させて頂いてよ

ろしいでしょうか。【はいの声あり】 

 それでは、本日の議事録署名委員は、・・番・・委員、・・番・・委員にお願

いを致したいと思います。よろしくお願い致します。 

なお、本日の会議書記には事務局の・・主事を指名致します。 

       それでは、日程第２の議案第３０号「農地法第３条の規定による許可申請に
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ついて」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局   はい、議案第３０号「農地法第３条の規定による許可申請について」、農地

の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ決定

の要がある。 

所有権移転の案件が５件あがっております。受け手は、全て個人ですので、

農地所有適格化法人要件の適用はありません。また、農地を譲り渡すことを目

的とするもので、信託の引受け、信託事業による取得ではありませんので、「信

託要件」の適用もありません。それから、５件共売買、贈与ですので、又貸し、

「転貸禁止要件」にも当たりません。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率

的に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力

が確保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。それから、「農作業

常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。「下限面積要件」、

取得後の面積が５０アール以上かどうか。「地域との調和要件」、農地の取得に

よって地域の農業形態に支障が出ないかと、いうような４つの内容を審議して

頂くことになります。 

２０番 土地の所在 

郷ノ浦町片原触 字釘ノ内 ・・・・・ 地目 田 面積   ４９５㎡ 

同じく          ・・・・・ 地目 田 面積   ４７３㎡ 

郷ノ浦町坪触 字野中   ・・・・・ 地目 畑 面積 １，２７１㎡ 

郷ノ浦町坪触 字小下シ  ・・・・・ 地目 田 面積   ４５９㎡ 

郷ノ浦町坪触 字一反切  ・・・・・ 地目 田 面積   ２９０㎡ 

同じく          ・・・・・ 地目 田 面積   ６４９㎡ 

田が５筆で２，３６６㎡、畑が１筆で１，２７１㎡、計６筆で３，６３７㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が６，８４６㎡、畑が６，０４３㎡、計の１２，８８９㎡です。 

申請理由 

譲渡人 高齢の為、管理できないので、現に耕作している親戚である譲受人

へ売却する。 

譲受人 譲渡人の要望により、買い受けて引き続き耕作に従事するというこ

とです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲・飼料の作付け

です。農機具はトラクター、田植え機、稲刈り機、脱穀機、軽トラを所有され

てあります。農作業暦は本人が４０年、妹３０年です。通作距離は、遠いもの

で１．２kｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま
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す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、譲受人が現在、水稲・飼料を作付けてあり

引き続き水稲・飼料を作付ける予定でありますので、周辺農地への影響はない

と判断されます。 

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。一部武生水地区の分もありますが、６月１７日に筆数、

面積が多い初山地区担当の・・委員さんと譲受人立会いの下、現地確認を行っ

ております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  はい、議長。 

議長    ・・番・・委員。 

・・委員  はい、皆さんお早うございます。今、事務局から説明がありました通りであ

りますが６月１７日の日に事務局、本人さん立ち会いの下、現地確認を行いま

した。・・さんは繁殖牛を２０頭程飼っておられます。今、現在、・・さんの土

地を既に耕作されており売買によって周辺環境への影響とかは全然ないもの

と思われます。従いまして何ら問題はないと思いますので、皆さんのご審議を

よろしくお願いします。以上です。

議長    はい、以上の補足説明でございますけど、どなたかご質疑ございませんで

しょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３

０号２０番は決定いたします。

続きまして、２１番の説明を求めます。 

事務局   はい、２１番 土地の所在 

郷ノ浦町志原南触 字水谷 ・・・・・ 地目 田 面積 １，７８１㎡ 

同じく          ・・・・・ 地目 田 面積   １００㎡ 

計 田が２筆で１，８８１㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が３，５０１㎡、畑が２，２６９㎡、計の５，７７０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 市外在住で管理できない為、現に耕作している譲受人に売却する。 

譲受人 譲渡人の要望により、買い受けて引き続き耕作に従事する。という

ことです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲・飼料の作付け

です。農機具はトラクター、バインダー、ハーベスター、軽トラックを所有し

てあります。田植えは委託をされてあります。農作業暦は本人が４０年です。
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通作距離は５００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま

す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、譲受人が現在、水稲を作付けてあり引き続

き水稲を作付ける予定でありますので、周辺農地への影響はないと判断されま

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。 

６月１７日に・・委員さんと譲受人立会いの下、現地確認を行っております。

以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  はい、お早うございます。志原地区担当の・・です。只今、事務局から説明

がありました様に６月１７日に譲受人の・・さん立ち会いの下、現地確認を行

いました。譲渡人の・・さんはご両親を亡くされて女性ばかりの３人兄弟でい

らっしゃって、どなたも島外に嫁いでいらっしゃいます。今まで、譲受人の・・

さんが農地を借りてお米を作られておりましたが、今回、譲渡人の要望もあり

まして農地を購入されて、これまで同様お米を作られるという事であります。

皆さん方のご審議程、宜しくお願い致します。以上です。

議長    はい、以上の補足説明でございますけど、どなたかご質疑ございませんで

しょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３

０号２１番は決定いたします。

続きまして、２２番の説明を求めます。 

事務局   はい、２２番 土地の所在 

芦辺町諸吉東触 字原田 ・・・・・ 地目 田 面積   ８０６㎡ 

芦辺町諸吉本村触字清水 ・・・・・ 地目 畑 面積 １，４３３㎡ 

計、２筆で２，２３９㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が１０，４０３㎡、畑が５９９㎡、計の１１，００２㎡です。 

申請理由 

譲渡人 壱岐に帰る予定がないので甥へ贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により、受贈し耕作に従事する。ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲・飼料の作付け
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です。農機具はトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラを所有されてあり

ます。 農作業暦は本人が２５年、父母共に５０年です。通作距離は、遠いも

ので６km 程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま

す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、飼料を作付ける予定であり、周辺農地への

影響はないと判断されます。 

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。 

６月１７日に・・委員さんと譲受人のご両親立会いの下、現地確認を行って

おります。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  皆さんお早うございます。地区担当の・・です。今、事務局から説明のあっ

た通り６月１７日にご両親立ち会いの下、確認いたしました。譲渡人の・・さ

んと譲受人の・・さんとはご親戚の関係でありまして、・・さんの所有農地は、

今回申請のこの２筆だけであります。壱岐に帰られる予定がないという事で甥

の・・さんへ贈与され、譲受人の・・さんは飼料等を作付けるという事であり

ました。皆さんのご審議をよろしくお願いします。

議長    はい、以上の補足説明でございますけど、どなたかご質疑ございませんで

しょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３

０号２２番は決定いたします。

続きまして、２３番の説明を求めます。 

事務局   はい、２３番 土地の所在 

芦辺町住吉東触 字二反田・・・・ 地目 田 面積 ６７３㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が１０，４０３㎡、畑が５９９㎡、計の１１，００２㎡です。 

申請理由 

譲渡人 高齢の為、耕作できないので、譲受人へ贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により、受贈し耕作に従事する。ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲・飼料の作付け

です。農機具はトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラを所有されてあり

ます。 農作業暦は本人が２５年、父母共に５０年です。通作距離は、２００
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ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま

す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、野菜を作付ける予定であり、周辺農地への

影響はないと判断されます。 

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。 

６月１７日に・・委員さんと譲受人のお父さん立会いの下、現地確認を行っ

ております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  担当の・・ですが、報告の通りでありまして、別に問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。

議長    はい、以上の補足説明でございますけど、どなたかご質疑ございませんで

しょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３

０号２３番は決定いたします。

続きまして、２４番の説明を求めます。 

事務局   はい、２４番 土地の所在 

芦辺町国分当田触 字藤田・・・・ 地目 田 面積 ２，７６４㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が１２，０９５㎡です。 

申請理由 

譲渡人 市外在住で管理できない為、現に耕作している譲受人に売却する。 

譲受人 譲渡人の要望により、買い受けて引き続き耕作に従事する。とい

うことです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲の作付けです。

農機具はトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラを所有されてあります。 

農作業暦は本人が５０年、妻４５年、子２４年です。通作距離は、２００ｍ程

です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま

す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 
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「地域との調和要件」ですが、今まで通り水稲を作付ける予定であり、周

辺農地への影響はないと判断されます。 

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。 

６月１７日に・・委員さんと譲受人立会いの下、現地確認を行っております。

以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  報告の通りでありまして、今も作付けをしておられますので、別に問題はな

いと思います。一つよろしくお願いします。

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３０

号２４番は決定いたします。

続きまして、議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局   はい、議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請について」、農地

の転用につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を付し

て進達の要がある。 

８番 土地の所在 

郷ノ浦町東触 字後川 ・・・・・ 地目 畑 面積 ４１３㎡ 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでいる為、申請地に新たに居宅を建築したいの

で、申請します。というものです。権利の設定内容は売買です。農振農用地区

域外の農地で農地の分類は、公共投資の対象となっていない生産力の低い第２

種農地として判断を致しております。 

位置図、写真、配置図は５頁から７頁です。６月１８日に・・委員さんと譲

受人の旦那さん立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  お早うございます。・・地区担当の・・です。事務局の説明の通り６月１８

日の夕方に申請人の旦那さんと事務局立ち会いの下、現地確認を行いました。

譲受人の・・さんは現在、借家に住まれているという事で昨年、家族も増えま

して手狭になったという事で申請地に居宅を建築したいとの事でございます。
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周辺は住宅に囲まれて道路脇でもありまして、近くには農地もございませんの

で、何ら問題はないと思います。皆さんのご審議をよろしくお願い致します。

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３１

号８番は意見を付して進達いたします。

続きまして、９番の説明を求めます。 

事務局   ９番 土地の所在 

勝本町東触 字志野原 ・・・・・ 地目 畑 面積 ６６６㎡ 

一般住宅の上限５００㎡を超えておりますが、法面が１７２㎡ありますので、

有効面積は４９４㎡になります。 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでいる為、申請地に新たに居宅を建築したいの

で申請します。というものです。権利の設定内容は贈与です。農用地区域除外

は県の同意を得て平成３１年４月２５日に完了を致しております。 

農地の分類は、公共投資の対象となっていない生産力の低い第２種農地とし

て判断を致しております。 

位置図、写真、配置図は８頁から１０頁です。農用地区域除外の折（２月１

９日）に・・委員さんと譲受人立会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  皆さん、お早うございます。担当の・・です。譲渡人の・・・・さんの娘婿

であられます・・・・さんへ贈与という形であります。現在、借家に住んでお

りまして手狭になった為に新築をしたいという事であります。丁度・・・・さ

んの家の前の圃場です。その一部を譲り受けるという形となっております。周

りは赤道や道路に囲まれておりますので周辺農地への影響というのは、ないか

と思いますので、皆さんよろしく審議をお願い致します。以上です。

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３１

号９番は意見を付して進達いたします。

続きまして、議案第３２号 「非農地証明願について」を議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、１１頁をお願い致します。議案第３２号「非農地証明願について」、

このことについて、次のとおり申請があったので、調査審議の上決定の要があ

る。 
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５番 土地の所在 

芦辺町深江本村触 字稗田 ・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 宅地  

面積 ６５７㎡ 

転用目的 宅地 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 申請地は、平成８年頃から有限会社市山瓦商の資材置き場として

賃貸し、平成１０年頃には資材用倉庫を建築され、現在も使用している。とい

うものです。位置図、写真は１２頁から１３頁です。６月１７日に・・委員さ

んと申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議長     はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  皆さんお早うございます。地区担当の・・です。６月１７日に現地確認を行

いました。

申請地は猿川酒造の南側の１５０ｍ程に位置しております。内容につきまし

ては、事務局の説明の通りであります。周辺は宅地と道路でありまして２０年

以上利用されておりますが、今まで何ら問題はなかったという事です。

皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

議長    以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでしょう

か？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３２号５

番は決定いたします。 

続きまして、６番の説明を求めます。 

事務局   はい、６番 土地の所在 

芦辺町中野郷本村触 字原 ・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 原野及び

雑種地 面積 １，２４５㎡ 

同じく         ・・・・・ 台帳地目 畑 現況地目 宅地及び

原野 面積 ６１３㎡ 計 畑が２筆で１，８５８㎡ 

転用目的 宅地及び雑種地 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 申請地は、平成１３年７月に植林目的で転用許可を受けていたが、

一部を平成１３年１１月頃に子供である・・・・の住宅用地として利用し、残

りに植林を行ったが、現在は宅地及び雑種地、原野として利用している。とい

うものであります。位置図、写真は１４頁から１５頁です。６月１８日に・・

委員さんと・・司法書士立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議長     はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 
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議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  今、事務局が申しました通り・・さんが申請人の代理という事で立ち会いを

行いました。今、・・さんも施設の方に居られて空き家状態でして、・・さんは

県外におられ・・さんの娘である方がこの辺は全部管理されております。以上

でございます。

議長    以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでしょう

か？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３２号５

番は決定いたします。 

続きまして、議案第３３号 「壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更）

に対する意見について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、１６頁をお願いします。

議案第３３号 「壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更）に対する意

見について」農業振興地域の整備に関する法律第１３条同法施行令第１０条の

規定により、次の農業振興地域内農用地区域の用途区分変更申請について、市

から意見を求められたので、審議のうえ意見を付して回答をする要がある。

４番 土地の所在、

郷ノ浦町有安触 字羽五六・・・・・ 地目 田 面積 ２，９８２㎡

同じく         ・・・・・ 地目 田 面積    ５７㎡

同じく         ・・・・・ 地目 田 面積   ３５７㎡

計 田が３筆で３，３９６㎡

変更の内容、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、申請地に牛舎及び堆肥舎を建築し、残りを飼料置場として利用し

たいので、用途区分の変更を申請します。というものです。位置図、写真、配

置図は１７頁から１９頁です。６月１７日に・・委員さんと申請人立ち会いの

下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  担当の・・です。只今、説明のあった通りでございまして、現在、株式会

社・・・・は３５頭程度の牛舎を持っておって飼育をしておる訳でございまし

て、今度ここに４５頭規模のドーム牛舎を建てるという計画でございました。

株式会社として２人で運営されておるようでございまして、資金面については、

どうこう言う立場ではございませんけれども問題はないように考えておりま

す。どうぞ、皆さんのご審議をお願いします。 

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３３

号の４番は意見を付して回答いたします。 
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続きまして、５番の説明を求めます。 

事務局   はい、５番 土地の所在、

石田町池田西触 字上池田・・・・・の一部 地目 畑 

面積 １６３４㎡のうち２７５㎡

変更の内容、農業用施設用地

申請人、・・・・・・・・・・

申請理由、既存の飼料置き場が狭くなった為、牛舎に近い申請地を飼料置場

として利用したいので、用途区分の変更を申請します。というものです。位置

図、写真、配置図は２０頁から２２頁です。６月１７日に・・委員さんと申請

人立ち会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わ

ります。

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・・番・・委員。 

・・委員  地区担当の・・です。１７日に現地を確認しました。

事務局からの説明の通りでございますので、よろしくお願いします。

議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第３３

号の５番は意見を付して回答いたします。 

続きまして、議案第３４号 「令和元年度 農用地利用集積計画の承認につ

いて（第２回）」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、２３頁をお願いします。議案第３４号 「令和元年度 農用地利用

集積計画の承認について」、今年度２回目です。農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定に基づき、下記農用地利用集積計画の決定について意見を求

める。今回、利用権設定の件数は３８件、借手が２９人、貸手が３７人です。

田が６２筆で６６，７８９㎡、畑が２９筆で４２，２５０㎡、合計９１筆の１

０９，０３９㎡となっております。 

この件につきましては、地区担当の農業委員・推進委員皆様方の署名・押印

を頂いておりますので、今回、この一連につきまして、ご承認を頂きたいと思

います。内容につきましは、２４頁～２６頁に掲載しております。よろしくお

願い致します。 

議長    はい、以上の説明でございますけど、これは、事務局が申しましたように

皆様方の同意を頂いておりますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】

それではご異議ないようですので、議案第３４号も決定いたします。 

議長    皆さん方から何かございましたら。ございませんでしょうか。それでは皆さ

ん方からのご意見も無いようでございますので、本日の総会の日程を終了させ

て頂きたいと思いますがよろしいでしょうか。【はいの声あり】大変お疲れで

ございました。


