
長崎市農業委員会 平成29年6月総会 議事録 

 

 

1 日  時 平成29年6月29日（木） 14：00 開会 

                         14：40 閉会 

 

 

2 会  場 長崎市立図書館新興善メモリアルホール（長崎市興善町1番1号） 

 

 

3 役  員 会長 松本 正登 

 

 

 

4 出席委員（33名） 

赤瀬 孝則 岩尾 直己 岩本 隆 上島 毅紀 後山 裕義 

岡村 則満 小川 博 尾上 勝郎 帯山 安敏 上川 満治 

川田 正勝 城戸 利美 小里 浩 田平 孝廣 鳥越 悦子 

野口 栄孝 林 久夫 平尾 政博 本多 孝 松尾 隆治 

松野 安彦 松本 貞幸 松本 正登 峰 博行 森部 ルミ子 

森山 安男 山口 邦俊 山口 博 山口 眞佐栄 竹下 英明 

浅田 五郎 堤 勝彦 永尾 春文   

     

5 欠席委員（2名） 

泉田 俊男 五輪 清隆    

     

 

6 出席職員 

【農委事務局】 髙山事務局長 荒木事務長 麻田係長 田中係長 岩﨑主査  
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○事務局 定刻となりましたので、ただ今から平成 29年 6月農業委員会総会を開会いた

します。本日の付議事項に係る議案につきましては、事前に送付させていただいておりま

したが、お手元にございますか。それでは、早速会議に入りたいと思います。議事進行に

つきましては、農業委員会会議規則第4条に基づき、松本会長よりお願いいたします。 

 

○議長 皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、6月農業委員会総会にご出席いただき

ましてありがとうございます。座ってから議事を進めさせていただきます。 

 本日の総会につきましては出席委員 33名であり、在任委員の過半数が出席されており

ますので、会議規則第6条により総会は成立しております。まず、はじめに議事録署名人

を私の方から指名させていただきます。平尾政博委員と本多孝委員にお願いしたいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

 

○平尾政博委員、本多孝委員 （承諾） 

 

○議長 それでは、総会を進めさせていただきます。本日は付議事項が2件ございます。

付議事項第1号議案「非農地の判断について」事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 第 1号議案について説明いたします。はじめに、1番の年次計画案件について

のご説明ですが、議案書の 1ページから 18ページとなります。対象地は琴海大平町、西

海町、南越町の3地区、312筆、計265,983㎡です。調査対象範囲については、プロジェ

クターをご覧ください。まず琴海大平町です。長崎市琴海北部研修センターの北側に分布

しています。現地の立会は林久夫委員と平尾政博委員にお願いしました。続いて西海町で

す。今回は主に県道204号奥ノ平時津線沿いに分布しています。現地の立会は松野安彦委

員と森山安男委員にお願いしました。続いて南越町です。野母崎文化センターの東側に分

布しています。現地の立会いは山口邦俊委員と松本貞幸委員にお願いしました。なお、補

足となりますが、全件とも農地法及び農業経営基盤強化促進法による権利の設定等はない

ものでございます。続きまして、個別案件について説明させていただきます。議案書 19

ページをご覧ください。申出件数5件、14筆、計7,761㎡について、申出書が提出されて

おります。2番は出雲3丁目の農地で、面積は合計4,277㎡です。農地の位置については、

プロジェクターをご覧ください。現地の立会は岩本隆委員にお願いしました。続きまして

3番についてご説明させていただきます。3番は伊王島町1丁目の農地で、面積は247㎡

です。農地の位置につきましてはプロジェクターをご覧ください。現地の立会は松本貞幸

委員にお願いしました。続きまして 4番についてご説明させていただきます。4番はさく

らの里3丁目の農地で、面積は1,687㎡です。現地の立会は小里浩委員にお願いしました。

続きまして5番についてご説明させていただきます。5番はさくらの里3丁目の農地で、

面積は合計 828㎡です。農地の位置は、先ほどの 4番と隣接する場所に位置しています。

プロジェクターを御覧ください。続きまして 6番についてご説明させていただきます。6

番は川原町の農地で、面積は合計722㎡です。農地の位置については、プロジェクターを
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ご覧ください。現地の立会いは森部ルミ子委員にお願いしました。説明は以上です。 

 

○議長 この件につきまして、何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。付議事項第1号議案「非農地の判

断について」原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。付議事項第1号議案「非農地の判断について」は、原

案どおり承認することと決定いたしました。 

 

○議長 それでは、続きまして、付議事項第2号議案「『農業委員会事務の実施状況等の公

表に係る「平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「平成29年

度の目標及びその達成に向けた活動計画」の策定について』事務局からの説明をお願いし

ます。 

 

○事務局 それでは第 2号議案について、ご説明させていただきます。議案書の 25ペー

ジをご覧ください。この農業委員会事務の実施状況等の公表につきましては、平成28年3

月に農林水産省からの通知に基づいて策定を行うものであり、農業委員会は農業委員会の

農地等の利用の最適化推進状況その他の事務の実施状況を公表し、農林水産省はこれをま

とめて公表することとされております。まず、「平成28年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検・評価」の策定についてご説明いたします。議案書の 26ページをご覧くださ

い。「1 農業委員会の状況」につきましては、昨年度公表した活動計画の数値等を基に記載

しております。次のページをご覧ください。「2 担い手への農地の利用集積・集約化」です

が、ここでいう「担い手」といたしましては、認定農業者及び認定新規就農者、基本構想

水準到達者、集落営農経営を対象といたしております。各項目の現状や課題、目標などに

つきましては、昨年度公表した活動計画の内容に基づいて記載しております。 

「2 平成28年度の目標及び実績」につきましては、1農業委員で2ha以上の72haを集

積して 292haを目標としておりましたが、年度末時点の集積実績で 222ha、達成状況は

76.03％となりました。農業者の高齢化や後継者不足のほか、農地の大半が狭小な傾斜地に

あるため、農地の利用集積が難しい状況にありますが、今後も引き続き、農地中間管理事

業の周知や農地利用意向調査の把握などを行いながら、担い手への農地利用集積を図る旨

を、「4 目標及び活動に対する評価」のところに記載いたしております。次に28ページを

ご覧ください。「3 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」ですが、「1 現状及び課

題」につきましては、昨年度公表した活動計画の内容に基づいて記載しております。「2 平

成28年度の目標及び実績」につきましては、16経営体、3.6haを目標としておりましたが、

年度末時点の参入実績で22経営体、5.5ha、達成状況は経営体数で137.50％、参入面積で
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152.78％となっております。3、4につきましては、活動や評価の案を記載いたしておりま

す。次のページをご覧ください。「4 遊休農地に関する措置に関する評価」ですが、現状や

課題、目標などにつきましては、昨年度公表した活動計画の内容に基づいて記載しており

ます。「2 平成28年度の目標及び実績」につきましては、遊休農地の解消実績につきまし

ては、平成27年度末のＡ分類の面積565haから平成28年度末の344haを差し引いた221ha

が解消実績となっております。なお、今回の資料の中には出てきておりませんが、この解

消実績のうち約3分の2は、Ａ分類からＢ分類に荒廃農地間での分類が変更されたことに

よるものです。活動や評価の案は3、4のとおりです。次に30ページをご覧ください。「5 

違反転用への適正な対応」ですが、平成28年3月現在で0.09haでしたが、実績も0.09ha

で、増減はありませんでした。活動計画・実績及び評価の案につきましては、3の欄に記

載のとおりです。次のページをご覧ください。「6 農地法等によりその権限に属された事務

に関する点検」です。「1 農地法第 3条に基づく許可事務」では、1年間の処理件数が 36

件、そのうち許可36件、不許可0件、その事務の実施状況等を記載しております。 

次に、「2 農移転用に関する事務」については、4条と5条の処理件数の合計52件、そ

の事務の実施状況等を記載しております。次のページをご覧ください。「3 農地所有適格法

人からの報告への対応」ということで、管内の農地所有適格法人が5法人ございますが、

そのうち報告書が提出された法人が4法人となっております。残りの1法人につきまして

は、経営農地が諫早市のみということで、長崎市には報告の義務がないということでござ

います。次に「4 情報の提供等」でございますが、賃借料情報の調査・提供や農地の権利

移動等の状況把握、農地台帳の整備状況を記載しております。次に 33ページをご覧くだ

さい。「7 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容」ですが、農業委員会の専属的

権限に属する所掌事務に対しまして農業者等から寄せられた意見は特にございませんでし

たので、“特になし”としております。また、「8 事務の実施状況の公表等」ですが、総会

の議事録や活動計画につきましては、ホームページで公表していることの記載をいたして

おります。次に、「平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の策定についてご

説明いたします。資料は34ページをご覧ください。「1 農業委員会の状況」につきまして

は、平成29年3月31日現在での、「農業の概要」ならびに「農業委員会の体制」につい

て、農林業センサス等の数値を基に記載しております。次のページをご覧ください。「2 担

い手への農地の利用集積・集約化」となっております。「1 現状及び課題」ということで、

平成29年3月現在ですが、管内の農地面積2,210ha、これまでの集積面積222ha、集積率

10.05パーセントとなっております。課題といたしましては、担い手の高齢化により規模

拡大を行う者が減少し、また、後継者が不足しているということなどであります。「2 平成

29年度の目標及び活動計画」ですが、目標といたしましては、担い手へ利用集積されてい

る農地面積は、新規集積面積を9ｈａ、総面積を231haとしております。目標設定の考え

方といたしましては、平成 28年度の新規集積面積が 6haでしたので、前年度の 5割増の

9haを増加させることを目標案として記載しております。次に「3 新たに農業経営を営も

うとする者の参入促進」ですが、「1 現状及び課題」につきましては、先ほどお話ししまし

た平成 28年度の点検・評価の数値を記載しております。「2 平成 29年度の目標及び活動
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計画」につきましては、過去3か年の平均値である18経営体、4.27haを目標案とし、活

動計画案はこちらに記載のとおりです。次に36ページをご覧ください。「4 遊休農地に関

する措置」ですが、「1 現状及び課題」につきましては、平成29年3月現在の数値と課題

を記載しております。「2 平成29年度の目標及び活動計画」につきましては、長崎県農業

会議設定の解消目標割り当て面積、Ａ分類の農地を今後7年間で解消するということで目

標設定し、遊休農地62.0haの解消を目標値としております。活動計画は、記載のとおりで

す。次に「5 違反転用への適正な対応」ですが、平成 29年 3月現在で、管内の農地面積

2210ha、違反転用面積が0.09ｈａです。活動計画といたしましては、8月を無断転用防止

強化月間として、広報活動及び区域での巡回指導を行うということなどを記載しておりま

す。説明は以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、事務局より第2号議案について説明がござい

ましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

○永尾委員 29ページですが、遊休農地に関する措置に関する評価ということで、平成

28年度の解消目標が解消実績として221haと、これは下に書いてあるとおりＢ分類の農地

の非農地化が積極的に進んだ結果なのかと思います。まずはこのＢ分類の農地の非農地化

を今後もしっかり進めていかないといけないと思うのですが、この計画はどのようになっ

ているか資料の中で分からなかったので、書いているところがあれば教えていただきたい

と思い、質問させてもらいました。 

 

○事務局 この非農地の判断ですけども、活かすべき農地を明確にするために、農地の非

農地判断通知を的確に行うように県からも通知が出ております。前回、先月ですが、お諮

りしまして、今年度の適正非農地処理面積は、616haの目標値を設定しております。以上

でございます。 

 

○永尾委員 それは36ページにある「平成29年度目標及び活動計画」の活動計画のその

他の活かすべき農地の明確化のためＢ分類農地の非農地化に的確に取り組むというところ

の数字ということでしょうか。 

 

○事務局 はい、その通りでございます。 

 

○永尾委員 それであるならば、目標として遊休農地の解消面積62ha、これは多分Ａ分類

の農地のことだと書いてありますので、目標の立て方が私も分かりかねますけども、その

ような目標があるならば、数字はしっかり書いた方がいいと思いますし、私がもう一つお

聞きしたいのは、今後Ｂ分類に相当するものがある一定数まだ残っているかと思うんです

けども、だいたい何年くらいの計画でこれをしっかりなくしてしまうという風に考えてら

っしゃるのか教えてください。 
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○事務局 このＢ分類の農地は全農地 6,000haのうち半分ほどあります。これにつきまし

ては平成35年度までに解消するように進めてまいりたいと思っております。 

 

○永尾委員 ぜひ、そのような長期的な計画をしっかり立てられているのであれば、しっ

かりどこか皆さんが分かるところに明記していただいて、取組みをしっかりしていいただ

きたいと思います。以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。他に何かございませんか。 

 

○城戸委員 28年の実績と29年の目標との比較について気になったんですけども、26ペ

ージ34ページの農地台帳面積がものすごく29年度が減っているんですけども、これはど

こにいったのかと思いまして。あとの耕地、経営等は変わっていないのだけども、そこに

ついて教えてください。 

 

○事務局 今のご質問は平成28年度目標の農地台帳面積が6,187ha、29年度が34ページ

の農地台帳面積が 3,441haでその差が大きいということでの質問だったかと思います。こ

れにつきましては、農業委員会事務局で管理しております農地台帳のシステムの中で、平

成28年度では畑が5,250haあったところが平成29年度では2,908haとかなり減っている

んですけども、平成 27年度末では分類が畑となっていた所で非農地判断によってＢ分類

から落としたところなどがあり、台帳上には存在するが分類が畑から荒廃農地になったこ

とで大きな差ができたと分析しております。 

 

○城戸委員 現在、議案で非農地の判断等で何度か会議があっているけども、その分がず

っと減ってきているという判断でいいんでしょうか。地目が変わらなくても、現実はそう

であるということですよね。 

 

○事務局 委員がおっしゃる通り、そこの分類の区分を変えたことで落ちているというこ

とで、ご理解いただいて結構だと思います。 

 

○城戸委員 はい、分かりました。 

 

○議長 ありがとうございました。他に何かございますか。ないようでしたら、皆様にお

諮りいたします。付議事項第2号議案『農業委員会事務の実施状況等の公表に係る「平成

28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「平成29年度の目標及びそ

の達成に向けた活動計画」の策定について』原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 
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○議長 ありがとうございました。付議事項第 2号議案「平成 28年度の目標及びその達

成に向けた活動の点検・評価」及び「平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画」

は、原案のとおり承認することと決定いたしました。 

 

○議長 続きまして、報告事項に入ります。報告事項 1「4月農地部会について」報告を

お願いいたします。それでは岡村農地部会長、お願いいたします。 

 

○農地部会長 5月の農地部会の報告をいたします。会員17名のうち、出席者13名でし

た。議事録署名人は、帯山 安敏 委員と 城戸 利美 委員にお願いいたしました。資料の1

ページをご覧ください。付議事項第１号議案  農地法第3条の規定による許可申請にかか

る処分について、2件提出され、2件とも許可することに決定いたしました。付議事項第2

号議案  農地法第5条の規定による許可申請にかかる、意見決定について、4件申請され、

4件とも許可意見を付して、知事に進達することに決定いたしました。付議事項 第3号議

案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作成につ

いて、13件作成され、13件とも計画相当と、認めることに決定いたしました。付議事項

第 4号議案  農地中間管理事業の推進に関する法律、第 19条第 3項の規定による、農用

地利用配分計画案の意見聴取について、4件配分計画案が示され、4件とも異議なしとす

ることに決定いたしました。4月の付議事項、第 1号議案から第 4号議案は、計 23件で

ございました。次に、報告事項でございます。農地法第3条の3第1項の規定による届出

について12件、農地法第4条第1項第7号の規定による届出について2件、農地法第5

条第1項第6号の規定による届出について3件、計17件提出され、すべて事務局長専決

処分といたしました。以上、報告を終わります。 

 

○議長 ありがとうございました。続きまして、報告事項 2「5月農政部会について」報

告をお願いします。上島農政部会長、お願いいたします。 

 

○農政部会長 5月の農政部会の報告をさせていただきます。経過だけお伝えさせていた

だきます。議案といたしまして、農地基本台帳登載申請の承認について1件ありました。

審議の結果、異議なしということで登載することに決定いたしました。その後、時間が余

ったため、皆さんから鳥獣害関係の報告をいただいたあと、次の新農業委員の発足に伴い、

早急に研修会等を開き、早めの体制を作っていただきたいと討論いたしました。このよう

に時間が余ったときに、皆さんと討論することによって、それぞれの問題点を出し合いな

がら、それぞれの問題点を共有して、問題解決に向かっていただけるような進め方もして

いただければと思っております。簡単ではありますが、以上で報告を終わりたいと思いま

す。 

 

○議長 ありがとうございました。続きまして、報告事項 3「長崎県農業会議常設審議委
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員会について」私の方から報告いたします。会議は、6月9日に開催されました。資料は、

3ページからになります。「農地法第4条及び第5条転用許可申請諮問案件総括表」につい

て説明します。第4条が1件、第5条が4件、提出されております。その申請面積につき

ましては、田が5,566㎡１件、畑が18,947㎡4件、合計24,513㎡5件となります。続き

まして、資料の、4ページをご覧下さい。本年度の累計ですが、「農地転用諮問状況一覧」

の6月の累計の欄に記載されておりますとおり、田が30,060㎡8件、畑が30,407㎡8件、

合計60,467㎡16件となります。報告は以上です。 

 

○議長 続きまして、その他の事項に入ります。その他の事項１「全国農業新聞の定期購

読者の獲得について」事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 その他の事項 1「全国農業新聞の定期購読者の獲得」についてご報告申し上げ

ます。資料につきましては、5ページをご覧ください。「平成 29年度全国農業新聞購読目

標達成状況」ということで記載しております。今年度の目標部数は169部になっておりま

す。6月分から3件の購読中止がありましたので、現在の購読部数は164部となっており

ます。今年度における増減部数は 2部の増加、目標部数まであと 5部となっております。

農業委員会組織の活動を農業者や関係者等に伝え、支援者・理解者を増やすことが今後も

さらに大切になりますので、全国農業新聞の普及ならびに継続購読につきまして、今後も

委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。この件について、ご質問等はございませんでしょうか。

ないようでしたら、その他の事項 2「農業委員活動記録カードの提出」について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 その他の事項 2「農業委員活動記録カードの提出について」についてご報告申

し上げます。資料は6ページになります。「平成29年度農業委員活動記録集計表（上半期）」

ということで記載しております。5月分の活動記録が提出されましたので、ご報告をいた

します。6ページの表の一番下、合計欄をご覧いただきたいと思います。5月分は、27人

の委員の皆様から85件の報告があっております。5月分で、活動記録カードを提出されて

いない方は、是非、ご提出をお願いいたします。なお、活動内容につきましては、ページ

下段に番号化しておりますので、ご確認をお願いします。説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今事務局から説明がありましたが、この件につい

て、ご質問等はありませんか。ないようでしたら、続きまして、その他の事項3「平成29

年7月・8月の行事予定について」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 平成29年7月、8月の行事予定について説明いたします。資料は、7ページに

なります。7月、7日金曜日「長崎市農業者年金受給者協議会」がサンプリエールにおい
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て開催されます。10日月曜日「長崎県農業会議常設審議委員会」が長崎県農協会館におい

て開催されますが、これには会長が出席します。19日水曜日現農業委員である皆様の任期

は、この 7月 19日までとなりますので、任期満了まで引き続きよろしくお願いいたしま

す。20日木曜日「農業委員辞令交付式」、「農業委員会臨時総会」、「農業委員会運営委員会」

が新興善メモリアルホールにおいて行われます。28日金曜日「農委だより編集会議」を

13時から、「遊休農地対策検討委員会」を13時30分から、引き続き14時から「農業委

員会総会」と「農地利用最適化推進委員辞令交付式」、15時30分から「農業委員会互助会

定期総会」を開催し、18時からホテルニュー長崎において「農業委員会懇親会」を行いま

す。次に、8月の行事予定でございますが、3日木曜日13時30分から新農業委員、推進

委員の研修会を新興善メモリアルホールで開催します。10日木曜日「長崎県農業会議常設

審議委員会」を長崎県農協会館で開催されます。21日月曜日「農業委員会運営委員会」が

農業委員会事務局会議室で行われます。24日木曜日長崎県農業会議開催の「平成29年度

地区別農業委員会委員研修会」を13時30分から行います。これは農業委員・推進委員と

もに出席していただくこととなります。28日月曜日 13時 30分から「農委だより編集会

議」、引き続き14時から「農業委員会総会」が開催されます。以上が7月、8月の予定と

なっておりますので、委員の皆様におかれましては、関係会議等の出席について、日程の

ご調整を、よろしくお願いいたします。平成29年7月、8月の行事予定についての報告は

以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。続きまして、資料はございませんが、「現川地区農業用

水等減渇水恒久対策施設整備に関する要望事項」について後山委員より説明をお願いいた

します。 

 

○後山委員 現在、現川地区でも新幹線の工事が始まり、トンネルも貫通しました。しか

し、工事によって 3,000リットルの水が枯水し、地区の農業用水も枯れてしまいました。

トンネルが完成したので、恒久対策が始まっているが、水をくみ上げるポンプの設置に莫

大な費用がかかります。福岡県大牟田市では、新幹線の工事による水の恒久対策は市が管

理しているので、長崎市でも市側にぜひ対応してほしいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

○議長 事務局から補足をお願いいたします。 

 

○事務局 説明があったように、今月に現川の新幹線対策委員会の会長と西彼農協の代表

組合長の肩書で野口組合長から市に要望を出したとお聞きしました。このことに関する対

応は、水産農林部が行うことにはなるかと思います。ポンプアップするポンプの電気代や

清掃など、農協の単独では管理しきれないということで、市で管理を行ってほしいと議会

を通じて提出したと、会長と地区の農業委員から説明を本日受けました。説明は以上です。 
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○山口博委員 質問いたします。理由は分かりましたが、それをどうしてほしいと言われ

ているのか。農業委員会にバックアップしてほしいのか、長崎市に助成をしてほしいとお

っしゃっているのか、そのあたりのことをはっきり仰らないと何を言いたいのか分かりま

せん。 

 

○議長 私も本日初めて聞きましたけれども、新幹線の工事で 30年分の電気代とかは出

るが、何億円というお金を、現川地区の農業者だけでは管理できないため、そのまま市で

管理をしていただけないかというような要望です。そして、水が余った場合は他所からで

も汲みにきていただいたりするような、何か良い案はありませんかという話です。 

 

○山口博委員 新幹線のトンネルで発生してきたということですので、今日までに農協や

担当地域では持ちきれず、他都市でも例があるので、長崎市でもそのような方向でお願い

したいということを、農業委員会として農業者を助けるという意味合いでバックアップし

てほしいということをお願いしたいということでしょう。そういうことで賛同をとってい

ただければ、一番ベターかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○議長 ありがとうございます。そういうことでございます。午前中に聞いたばかりでよ

く把握できてないのですが、億単位のお金が動くということです。また、今から市議会で

も検討していただいて、農業委員会でもできること、アイデアでもあれば出していただい

て、農業者のためになるようにしていただきたいということでした。他にこの件について

何かございませんか。 

 

○議長 ないようでしたら、これで本日の議事はすべて終了いたしました。6月農業委員

会総会を終了させていただきます。現在の体制で行う農業委員会総会は今回が最後となり

ます。議事の進行等で皆様にご迷惑をお掛けしたことと思いますが、委員の皆様のご協力

のもと、滞りなく務めることができましたことを、この場をお借りしまして心より感謝申

し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

議  長 

（松本 正登）                 

 

議事録署名人 

（平尾 政博）                 

 

議事録署名人 

（本多  孝）                 


