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平成２９年第７回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年７月２０日（木） 午前１０時３０分から午後０時３０分 

 

２．開催場所 農業委員会議室 

 

３．議長 岡庭  夫（会長） 

 

４．出席委員（１４人） 

席次 氏  名 出欠 席次 氏  名 出欠 

１ 矢野  良 出 ８ 中村 誠 出 

２ 加藤 みつ子 出 ９ 岡庭 早苗 出 

３ 島根 至代 出 １０ 篠田 匡章 出 

４ 鶴岡千鶴子 出 １１ 内田 和夫 出 

５ 戸邉  勲 出 １２ 岡庭  夫 出 

６ 榎本 貞夫 出 １３ 篠田 義昭 出 

７ 大久保 貴章 出 １４ 堀切 秀夫 出 

 

推進 中村 清隆 出 推進 恩田 英世 出 

推進 浅香 利明 出 推進 藤田 裕衛 出 

 

５．議事日程 

第１ 開会宣告  

第２ 市長挨拶 

第３ 仮議長選出 

第４ 会長選出 

第５ 会長職務代理選出 

第６ 議席の決定 

第７ 議事録署名委員の決定 

  第８ 三郷市農業委員会会議規則の一部改正について 

  第９ 三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 

     （農地利用最適化推進委員の委嘱式） 

  第10 各種委員等の選出及び推薦について 

   （１）埼玉県農業会議会員について 

   （２）地区世話人の選出について 

   （３）三郷市農政審議会委員の推薦について 
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   （４）三郷市都市計画審議会委員の推薦について 

   （５）三郷市特別融資制度推進会議委員の推薦について 

   （６）三郷市農業再生協議会委員の推薦について 

   （７）三郷市環境審議会委員の推薦について 

   （８）三郷市景観審議会委員の推薦について 

   （９）みさと「緑のカーテン」運営協議会サポーターの選出について 

  第11 その他 

   （１）担当区域割について 

   （２）総会の運営方法について 

   （３）三郷市農業委員会委員親睦会について 

   （４）その他 

  第12 閉会宣告 

 

６．農業委員会事務局職員（会議書記） 

   事務局長 浮田 勝之 

   局長補佐 名川 伸太郎 

   農地係長 藤島 徹 

    

 

７．会議の概要 

事務局長  定刻になりましたので、ただいまから三郷市農業委員会総会を開会いたします。 

 私、本日司会を務めさせていただきます農業委員会事務局長の浮田でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、三郷市農業委員会委員の任期満了による改選後最初の総会でご

ざいますので、初めに、会議の招集者でございます木津雅晟市長からご挨拶をい

ただきたいと存じます。 

 木津市長、お願いいたします。 

  

木津市長  (市長あいさつ) 

  

事務局長  ありがとうございました。 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

 続きまして、「仮議長の選出」でございます。 

 本日の総会は改選後最初の会議で、議長が空席でございます。今までは会議の

招集者である市長に仮議長を務めていただいておりました。今回も慣例によりま

して木津市長に仮議長を務めていただくことでよろしいでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

事務局長  ありがとうございます。 
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 それでは、木津市長、仮議長をお願いいたします。 

  

木津市長  それでは、暫時の間仮議長を務めさせていただきますので、ご協力をお願いい

たします。 

 初めに、委員の皆様から自己紹介をお願いいたします。自己紹介の方法でござ

いますが、ご起立をしていただき、時間の関係上、住所、氏名でのお願いをした

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（着席順に起立して、住所・氏名を述べる。） 

  

木津市長  ありがとうございました。 

 続きまして、次第４番「会長選出」についてでございますが、農業委員会等に

関する法律第５条第２項の規定により委員が互選することになっております。 

 互選の方法につきまして選挙によりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

木津市長  ご異議なしと認めます。 

 よって、会長の選出方法は選挙によることと決定いたしました。 

 選挙の方法につきましては、事務局から説明いたさせます。 

  

事務局長  選挙の方法につきまして、ご説明いたします。 

 会長に立候補される委員には、ただいまから、１０時４５分までに隣の部屋の

７０３会議室で受付を行いますので、木津市長へお申し出ください。 

 木津市長には、恐縮でございますが、７０３会議室へのご移動をお願いいたし

ます。 

  

木津市長  それでは、暫時休憩といたします。１０時５０分から再開いたします。 

  

 【１５分暫時休憩】 

  

木津市長  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 会長に立候補されたのは岡庭 夫委員お一人でございます。 

 よって、岡庭 夫委員が無投票で会長に当選されました。 

 ただいま会長に当選されました岡庭 夫委員が会場におられますので、本席か

ら告知をいたします。 

 この際、岡庭 夫委員より会長当選のご挨拶をいただきたいと思います。 

 岡庭委員、よろしくお願いいたします。 

  

岡庭 夫委員  （当選あいさつ） 
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木津市長  ありがとうございました。 

 会長が決定いたしましたので、仮議長の役をおろさせていただきます。 

 皆様のご協力に感謝を申し上げますとともに、岡庭会長を中心とする三郷市農

業委員会のますますのご発展と皆様のご活躍をお祈り申し上げます。 

  

事務局長  ありがとうございました。 

 木津市長におかれましては、この後の公務の都合上、ここで退席となります。 

 木津市長、ありがとうございました。 

  

市長  よろしくどうぞお願いいたします。 

  

 （市長退席） 

  

事務局長  それでは、岡庭会長、議長席へ移動をお願いいたします。 

  

事務局長  再開いたします。 

 会議の議長は、三郷市農業委員会会議規則第４条の規定によりまして、会長が

議長となります。 

 岡庭会長、よろしくお願いいたします。 

  

議長  それでは、次第に従いまして進めてまいりたいと思います。 

 続きまして、「会長職務代理の選出」でございますが、農業委員会等に関する

法律第５条第５項の規定により委員が互選するということになっております。 

 互選の方法につきまして、選挙によりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 よって、会長職務代理の選出方法は選挙によることと決定いたしました。 

 選挙の方法につきましては事務局から説明をいたします。 

  

事務局長  選挙の方法についてご説明いたします。 

 会長職務代理に立候補される委員は、ただいまから１０時５８分まで、隣の部

屋の７０３会議室で受付を行いますので、岡庭会長までお申し出いただくようお

願いいたします。 

 岡庭会長には恐縮ではございますが、ご移動をお願いいたします。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。再開時間１１時ちょうどで再開いたします。 
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 【１５分暫時休憩】 

  

議長  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 会長職務代理に立候補されたのは戸邉勲委員のお一人でございます。 

 よって、戸邉勲委員が無投票で会長職務代理に当選されました。 

 ただいま会長職務代理に当選されました戸邉勲委員が会場におられますので、

本席から告知をいたします。 

 この際、戸邉委員より会長職務代理当選のご挨拶をいただきたいと思います。 

 戸邉委員、よろしくお願いいたします。 

  

戸邉委員  （当選あいさつ） 

  

議長  ありがとうございました。 

 それでは、戸邉代理、前の席へ移動をお願いいたします。 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 続きまして、次第６番「議席の決定」でございますが、三郷市農業委員会会議

規則第７条の規定によりましてくじで決めることといたします。 

 くじの方法ですが、２回くじを引いていただきます。 

 初めに、現在の仮議席順にくじを引く順序をくじで決めさせていただきます。 

 続いて、その後その順序に基づいて議席のくじを引いていただきます。そして

議席を決定することにご異議ございませんでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  ありがとうございます。 

 ご異議なしと認めます。 

 これより事務局職員が１番席委員より各委員の席を回りますので、自席にてく

じを引いていただくようお願いします。 

 それでは、事務局、お願いします。 

  

 （事務局で席順に、くじ対応及び記録 委員名とくじ番号を発声） 

  

議長  続きまして、ただいま引いていただいたくじの順番にて、事務局が皆さんの席

を回りますので、再度、くじを引いてください。この２回目に引いたくじが議席

となりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局も大きな声で席名の発声をお願いいたします。 

  

事務局  それでは、第２回目をさせていただきます。 
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 （事務局で１回目のくじの結果に基づき２回目のくじ対応及び記録 委員名とく

じ番号を発声） 

  

議長  それでは、くじの結果による議席について、事務局より報告をお願いいたしま

す。 

  

事務局長  くじの結果によります議席番号につきまして報告いたします。 

 １番矢野良委員。２番加藤みつ子委員。３番島根至代委員。４番鶴岡千鶴子委

員。５番戸邉勲会長職務代理。６番榎本貞夫委員。７番大久保貴章委員。８番中

村誠委員。９番岡庭早苗委員。１０番篠田匡章委員。１１番内田和夫委員。１２

番岡庭 夫会長。１３番篠田義昭委員。１４番堀切秀夫委員。 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、席がえをしますので、ここで暫時休憩といたします。 

  

事務局長  それでは、席の移動をお願いいたします。 

  

 【10分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 続きまして、７番「議事録署名委員の決定」でございますが、議事録署名委員

を指名いたします。 

 三郷市農業委員会会議規則第１３条第２項の規定によりまして議長が委員会に

おいて署名委員２名以上を定めることになっております。 

 慣例によりまして議席順にお願いしてございます。 

 今回は １番 矢野委員、２番 加藤委員、お二人にお願いいたします。 

  

 （本人承諾の返事） 

  

議長  それでは、続きまして、８番「三郷市農業委員会会議規則の一部改正について」

を議題といたします。 

 それでは、事務局に説明をお願いいたします。 

  

事務局長  それでは、次第８「三郷市農業委員会会議規則の一部改正について」ご説明い

たします。 

 配付いたしました資料一覧のうち、大きなクリップでとめてあります次第８を

ごらんください。 

 まず、この会議規則というものですけれども、農業委員会等に関する法律に基

本的な会議の運営方法が定められておりますが、これを補完する形で各市町村の
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農業委員会の規則で定めております。 

 参考資料としまして、ホチキスどめしてあるものとしてないものの中で、して

ないほう、現行の会議規則の全文を用意しております。 

 その中で、見開き２ページにあります第６条としまして、会議の成立要件を定

める規定があります。 

 全体読み上げさせていただきますが、「会議は、在任する選挙による委員の過

半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律

第２４条第２項の規定により総会を開くことができなくなるときはこの限りでな

い」という規定がございます。 

 このたびの農業委員会法の改正に伴い、農業委員の選任方法が選挙制から市長

の任命制に変更されたことなどによりまして、本条文の整理が必要となったもの

でございます。 

 改正内容ですが、ホチキスどめで用意してある書類、３枚つづりになっていま

すが、３枚目のほうをごらんいただきながらご説明をさせていただきます。 

 左側が現行、今読み上げたものです。右側が今回の改正案になります。 

 「選挙による委員」という制度自体がなくなりましたので、この規定を削除し

まして、改正内容としては、「在任委員の過半数」が出席しなければ会議を開く

ことができないという規定に改めようとするものでございます。 

 また、ただし書き中の「第２４条第１項」は「議事参与の制限」という法律の

規定によるものでございますけれども、こちらは法律の改正によりまして、法律

の条文番号が２４条から３１条に繰り下がったことによるものに合わせましての

改正となります。内容自体に変更はございません。 

 次に、第９条の改正ですが、引き続き新旧対照表をごらんください。 

 原則として、会議（総会）では、あらかじめ通知及び公示された議案以外は審

議できないこととなっております。しかし、動議としまして、１２分の１以上の

同意があれば、あらかじめ通知などされていない事項でも議案として審議できる

というのが９条の規定です。この規定は、過去、最大で２９人の農業委員であっ

た時代から、徐々に定数が削減されてきた経緯がある中でも改正がされてきませ

んでした。 

 今回、新体制に移行する機会をとらえ、６分の１とすることについて改正し、

具体的には１４人定数─皆様１４人いらっしゃいますが、１４人定数のところ、

３人以上の同意があれば動議として議案の審議ができるというものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございました。 

 ただいま説明が終わりました。ご質問等ございましたら、挙手にてお願いした

いと思います。 

  

 【挙手なし】 
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議長  ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 採決を行います。 

 ただいまの三郷市農業委員会会議規則の一部改正について、賛成の方は挙手を

お願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 全員賛成によりまして、三郷市農業委員会会議規則の一部改正については原案

のとおり承認されました。 

  

議長  続きまして、９番「三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について」

を議題といたします。 

 それでは、事務局に説明をお願いいたします。 

  

事務局長  それでは、三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について、ご説明

いたします。 

 次第の９をごらんください。 

 今回、農業委員会法の改正に伴い、新たに設置された農地利用最適化推進委員

に記載のとおりの４人を委嘱することについて承認を求めるものでございます。 

 ここまでの経緯を説明いたしますが、法律の改正により、「農地利用の最適化

の推進」という業務が農業委員会の重点業務として位置づけられました。 

 「農地利用の最適化の推進」とは、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生

防止・解消、新規参入の促進の３点が掲げられていますが、この取り組みに際し、

主に現場活動を担うのが農地利用最適化推進委員となります。 

 この推進委員の定数ですけれども、法律で農地面積１００ｈａにつき１人の割

合で委嘱することができ、三郷市は農地面積４１１ｈａであることから５人まで

委嘱することができますが、農地面積が減少していることなどを鑑み、条例で定

数４人と定められました。 

 推進委員の委嘱に当たっては、推薦・公募の手続を行った上で、農業委員会が

委嘱することとされています。 

 このため、皆様農業委員と同様に、４月に推薦・公募期間を設けて募集を行い、

その後、農業委員会内に選考委員会を設けて審議した結果、お手元の資料のとお

り４人の候補者が推進委員として望ましいとの結論に至ったため、この総会で承

認をいただき、本日から推進委員として委嘱し、農業委員と連携して活動してい

く体制を整えようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 
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 ただいま説明が終わりました。 

 なお、農地利用最適化推進委員については、新体制における農業委員会で委嘱

する制度となっておりますが、新体制発足と同時に委嘱するため、事前に選考委

員会を開催し審議しております。その結果について、選考委員会委員長でござい

ます、私岡庭が報告させていただきます。 

 今回の農地利用最適化推進委員の選任でございますが、前任者の委員さん６名

にて慎重に審議いたしました。当初５名の立候補がございまして、そのうち慎重

なる審議をした結果、今回皆様のお手元に提出されております４名の方とさせて

いただきましたので、報告させていただきます。 

  

議長  ただいま報告が終わりました。 

 これにつきましてご質問等ございましたら、挙手にてお願いしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について、賛成の方は挙手を

お願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。 

 よって、三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱については原案のと

おり承認されました。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 この間に農地利用最適化推進委員委嘱式の準備をいたしますので、委員の皆様

そのままお待ちください。 

  

 （農地利用最適化推進委員委嘱式） 

  

議長  それでは、続きまして次第の１０番「各種委員等の選出及び推薦について」を

議題とさせていただきます。 

 まず、（１）埼玉県農業会議委員についてでございますが、一般社団法人埼玉

県農業会議定款第６条第４項第１号の規定により、県内の市町村に置かれる農業

委員会の会長、または当該農業委員会が指名した委員が会員になるとされており

ます。県内各市町村の状況を見ますと、会長が農業委員会を代表して埼玉県農業

会議の会員となっておりますので、私岡庭が代表として会員となることについて
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ご了承いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま異議なしの声がございました。 

 それでは、一般社団法人埼玉県農業会議会員につきましては、私岡庭が就任す

ることが承認されました。 

 続きまして、議事（２）の地区世話人の選出についてから、議事（９）のみさ

と「緑のカーテン」運営協議会サポーターの選出についてまで、関連がございま

すので、一括して審議をいたします。 

 詳細について、事務局で説明をお願いいたします。 

  

事務局長  それでは、各種委員等の選出及び推薦についてご説明いたします。 

 （以降、各種委員等の選出及び推薦について説明） 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議事（２）から議事（９）までの各種委員等の選出及び推薦について

説明がありました。 

 補足として説明をいたします。 

 （３）の農政審議会委員２名、（４）の都市計画審議会委員の１名につきまし

ては、事務局からの説明どおりでございますが、農業委員会としてはこの委員に

つきましては、従来１期ずつ持ち回りで担当してございます。今期につきまして

は農政審議会につきましては東和地区及び彦成地区から選出をお願いしたいと思

います。都市計画審議会の委員につきましては早稲田地区からの選出をお願いし

たいと思います。 

 また、岡庭早苗委員につきましては、農業委員の任命要件において、「農業委

員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者」、いわゆる「中立委員」

として任命されていることから、各種委員等は割り振りはないこととしたいと考

えます。 

 これにつきましてご異議ございませんでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいまご異議なしと、認めます。 

 それでは、議事（２）から議事（９）まで、各地区ごとに分かれて協議するこ

とといたします。その間暫時休憩といたします。 

 なお、推進委員の皆様には、連絡調整や親睦会の役員になっていただく代表者
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１名の選出をこの間にお願いします。報告は後ほどお願いしたいと思います。 

 再開時間は後ほど事務局から連絡させていただきます。 

  

 【10分暫時休憩】 

  

議長  予定時間前ですが、再開させていただきます。 

 それでは、議事（２）から（９）につきまして、各地区ごとに報告をお願いし

ます。報告につきましては早稲田地区、東和地区、彦成地区の順番で各世話人か

ら報告をお願いします。 

 それでは、まず、早稲田地区の世話人さんから報告をお願いしたいと思います。 

  

矢野委員  私、矢野良が早稲田地区の世話人ということになりました。 

 （４）の三郷市都市計画審議会委員が大久保貴章委員、（５）の三郷市特別融

資制度推進会議委員が加藤みつ子委員、（６）の三郷市農業再生協議会委員が榎

本貞夫委員ということに決まりました。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、東和地区の世話人さん、お願いいたします。 

  

鶴岡委員  東和地区の地区世話人は、私、鶴岡になりました。 

 （３）の三郷市農政審議会委員は、東和では篠田義昭委員になりました。（５）

の三郷市特別融資制度推進会議委員は岡庭会長になりました。（６）の三郷市農

業再生協議会委員は内田委員になりました。（９）のみさと「緑のカーテン」運

営協議会サポーターは私鶴岡がお世話になることになりました。 

 よろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございました。 

 続きまして彦成地区の世話人さん、お願いいたします。 

  

篠田匡章委員  彦成地区世話人は、私、篠田がお世話になります。 

 三郷市農政審議会委員が堀切秀夫委員、三郷市特別融資制度推進会議委員に中

村誠委員、そして三郷市農業再生会議委員に島根至代委員がなりました。 

 よろしくお願いします。 

  

議長  ありがとうございました。 

 それでは、一括して承認を求めたいと思います。 

 議事（２）から議事（９）まで賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 
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議長  ありがとうございます。 

 全員賛成によりまして、議事（２）から議事（９）まで承認をされました。 

 ただいま承認されました内容につきましては、来週２５日の総会時に名簿の作

成、配付を事務局にお願いしたいと思います。 

 それでは、続きまして、１１番「その他」に移らせていただきます。 

 （１）担当区域割について、事務局で説明をお願いいたします。 

  

事務局長  それでは、担当区域割についてご説明いたします。 

（以降、担当区域割について説明。） 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま担当区域割（案）につきまして説明がございました。 

 これにつきまして、ご質問等ございましたら、挙手にてお願いしたいと思いま

す。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 それでは、担当区域割につきまして賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま全員賛成でございました。それでは、原案のとおり承認をされました。

（案）の削除をお願いしたいと思います。 

  

議長  続きまして、（２）の総会の運営方法について事務局で説明をお願いいたします。 

  

事務局長  それでは、総会の運営方法について説明いたします。 

（以降、資料に沿って総会の運営方法について説明。）  

 また、あわせて先ほど封筒に入れまして皆さんの机に配付させていただきまし

た、来週７月２５日の総会の議案資料一式を配らせていただいております。 

 内容についての説明も割愛いたしますけれども、担当案件のある委員さんには

案件の資料も同封しておりますので、お帰りになりましたらお目通しをお願いす

るとともに、明日の内容調査会に案件があります堀切委員、大久保委員にはご出

席をお願いするものでございます。 

 以上、総会の運営方法につきまして、あくまでもその概略というものでござい

ますが、説明させていただきました。 
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 今後の研修会などでもより具体的な説明が順次ございますので、そういった場

を活用してご理解を深めていただくとともに、事務局としても案件がありました

らその都度補佐させていただきますので、お申し付けいただければと思います。 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明がございましたが、ご質問等ございましたら、挙手に

てお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようですので、今後はこれらの方向、進め方によりまして農業委員会の運

営を行ってまいりたいと思います。 

 今回初めて農業委員になった方については、自分が担当した議案についてどの

ように考えるか、また、資料として渡された図面をどう読むかのアドバイスや指

導に関しましては、先ほど決まりました各地区の世話人さんにお願いをしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、既に事務局から、来週２５日火曜日に開催されます農業委員会総会の議

案書がお手元に配付され、担当する委員につきましては、あしたの午後の内容調

査会に出席をお願いするところでございます。 

 今回農業委員になられた方には、農業委員としての業務になれていただく趣旨

でございまして、内容調査会に数名ずつ出席をしていただきます。あすにつきま

しては議席順にいきまして、島根委員に出席をお願いしたいと思います。 

 また、岡庭早苗委員には、中立委員として任命された趣旨を踏まえ、内容調査

会には毎回、全ての内容調査会には出席をしていただき、中立の立場で議案を含

め全体を見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 明日の内容調査会の出席者は、会長、代理、あと担当委員である堀切委員と大

久保委員、あと島根委員、また、中立の立場の岡庭早苗委員でお願いしたいと思

います。 

 続きまして、（３）三郷市農業委員会委員親睦会について、事務局で説明をお

願いいたします。 

  

事務局長  それでは、農業委員会親睦会についてご説明いたします。 

(以降、農業委員会親睦会について説明。) 

  

議長  ありがとうございます。 

 その他につきまして、事務局で説明をお願いいたします。 

  

事務局長  その他につきまして、事務局から説明をさせていただきます。 

 説明の前に、本日の順序が後先になって申しわけございませんが、ここで改め
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て事務局職員の紹介をさせていただきたいと思います。 

 （事務局職員照会） 

（その他事務連絡） 

  

議長  ありがとうございました。 

 以上をもちまして本日の会議の議題は全て終了となります。 

 閉会の言葉を会長職務代理でございます戸邉委員からお願いいたします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 それでは、これをもちまして新制度の最初の総会を終了いたします。 

 皆様お疲れさまでした。 
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